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析

における大正

ある﹁斯文学運動﹂が展開された植民地台湾において︑三〇年
代になって恋愛論が盛んになったことは︑当然の時差でもあ

もっとも︑一九二∩︶年代に入って︑ようやく近代文学運動で

は︑意義深い問題であろう︒

恋愛櫻様を描いたのか︑そしてそれがいかなる意味をもつのか

マにしたのか︑そして帝国の首都東京ではなく︑あえて故郷の

くるにあたり︑なぜ流行が去ったかに見える︵恋愛︶を中心テー

﹁外地﹂からきた台湾人留学生たちが﹁食の台湾純文芸﹂をつ

桐恋愛論ブームが一応終息したかのようにみえる三〇年代に︑

フであることはいうまでもないが︑日本﹁内地﹂

︵恋愛︶

の文学活動に輝かし

の登場は︑台湾人作家を中心にし

へ−−一

一九三三年三月二〇日︑東京留学中の台湾人学生たちが台湾
芸術研究会を結成し︑同年七月に﹁其の台湾純文芸を創作する﹂
−

という意気込で︑日本語文芸誌﹃フォルモサ﹄を創刊した︒当
︹′︼︶

時において︑﹁本島 ︵台湾

い第∵歩を踏ふ出した﹂と許された日本語雑誌﹃フォルモサ﹄
しかし︑﹃フォルモサ﹄

は︑資金困難のため︑翌年の七月に第三号で停刊に追い込まれ
たり

る︒⁚日本︑中国︑朝鮮︑台湾の間に広まっていった

︵恋愛︶文

た最初の全島的文芸団体﹁台湾文芸聯盟﹂

屈折を生じつつも三〇年代に入ると︑さらに変容をみせなが

化の流通が︑各地域におけるローカルな文脈のなかで︑葛藤や

の結成を刺激したの

みならず︑台湾文学史上の重要作品と硯された創作や評論が多

︵恋愛︶文化を考

︵近代︶を同時に発生する︑植民地近代のありようが問われな

えるとき︑多少の時差を含みながらも︑宗主国都市部と同じ

ら︑浸透していった︒モダン文化事象として

く掲絨されたことで︑日本統治下での台湾人文芸の方向に大き
の掲載作品の半数以上が︑︵恋

なホ唆を与えた雑誌として︑今日においても評価されている︒
注目すべきは︑﹃フォルモサ﹄

へ純増︶問題を椒ったもので占められており︑またそのほ

インターナショナルでモダンな現象としての

くてはならない︒また︑台湾特有のローカルな風俗や慣習と︑

優︶

とんどが留学先の東京ではなく︑ム‖湾の地方都市や農村を舞ム

︵恋愛︶との間に

にしている︒︵恋愛︶ 問題は文学において極めて重要なモチー
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ある︒さらに︑︵恋愛︶文化の流行の背後には︑﹁索敵新秩序﹂

どのようなねじれや葛藤が生じるのかも︑注目されるべき点で
に向けて民族・階級・ジェンダーを新たに再編しようとする帝
闇日本の欲望が潜んでいることも無視できない︒したがって︑

へ誘ったのは︑月霞の前で瑞一が﹁自分のもの﹂だと宣言する
ためだった︒その夜︑水源地に向かう途中︑月霞のほうも瑞一

に気付き︑月霞が来ていたことを瑞一に告げる︒すると瑞一は

も来ることを知り︑怒って帰ってしまう︒仕方なくひとりで待
ち合わせ場所に向かった秀繭は︑瑞一が今も月霞を好きなこと

秀蘭を置き去りにし︑月霞を追いかけて行ってしまう︒そして

﹃フォルモサ﹄世代の知識人が︑台湾

﹃フォルモサ﹄文学における︵恋愛︶問題を検討する作業は︑

日本語教育を受けてきた

︵恋愛︶問題の複雑さをうかがわせる︒この設定もまた︑これ

人の﹁新女性﹂の狭間で揺れ動くものであり︑﹁蕾﹂における

性との関係︑あるいは家／偶の葛藤をめぐるものではなく︑二

このように︑瑞一による恋人の選択は︑常套的な新／旧の女

クストが閉じられている︒

かつたんだよー﹂と﹁頓狂﹂な声で叫んだという場面でこのテ

瑞一は︑それまでの鬱憤を一度に吐き出すかのように﹁僕が悪

の三つ巴の力学の問題を浮きLがら

の近代文学の主休性を獲得しようとするときに︑つねにつきま
とう﹁土着・近代・同化﹂
︵恋愛︶文化の流通をめぐる知と権力の再配置に︑

せる作発となる︒
こうした

もっとも関わっているのは都市中間層であろう︒この意味では
﹃フォルモサ﹄ における恋愛文学のなかで︑とりわけ日を引く
のは呉天質の﹁蕾﹂︵﹃フォルモサ﹄第二号︑一九三三年一二月︶

︵恋愛︶問題を

よう︒秀蘭を匿いて︑いったん別れた元恋人の月商のところに

扱ってきた台湾新文学においては︑斬新な試みとして認められ

まで封建的な旧慣因襲に抵抗するためばかりに

である︒この作品は植民地郡市﹁台中市﹂を舞台にし︑当時
てーイ
﹁高女﹂と呼ばれた︑いわゆる台湾の﹁新女性﹂というモダン

︵恋愛︶問題を読み解くための鍵となる︒また︑この小説が発

走った瑞一の決断をどのように解釈するかは︑﹁蕾﹂における

︵恋愛︶問題

な事象を中心に据え︑それを通して植民地台湾の
を取り扱ったものである︒

ぺきかをめぐって︑植民地統治側と台湾知識人との間に論争が

表される前後に︑台湾のメディアでは︑﹁新女性﹂がいかなる

まず︑小説のあらすじを整理しておこう︒登場人物は∵高等
である︒夏休みの萱校目︑月霞はなぜか仲たがい中の秀蘭に誘

本稿は︑このようなコンテクストに注意を払いつつ︑呉天嘗

展開されていたことも看過してはならない︒

女学校の学生月番と秀蘭︑そして田舎の公学校教員瑞一の三人
われ︑学校に行く︒二人は夜七時に水源地公園へ行く約蘭をし

が考える植民地青年の恋愛問題の行方を考察する︒まず︑呉天

た︒月霞と瑞一はかつて恋人だったが︑夏休み前に喧嘩別れを
していた︒一方︑秀蘭は瑞一と教会の夏季日曜学校を担当する

がら呉天質自身の

質における

︵恋愛︶に関する言及や彼の読書経歴に閲し

論の受容について触れる︒ただし︑残念な

うちに彼に好意を持ち︑夏季学校の最終日に思い切って彼と水

︵恋愛︶

源地公園で会う約束をした︒秀蘭が月霞と瑞一の二人を水源地
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たため︑ここでは彼が留学する前の二〇年代の台湾における恋

て知ることのできる直接的な資料は現段階では見当たらなかっ

ロインの桂花は幸せな結婚生酒を夢見る女学生で︑媒酌を介し

に︑台湾新文学史上最初の近代小説として評価されてきた︒ヒ

を説く作品で︑台湾人による日本語小説の喘矢であると同時

へh︶

愛論の受容や︑留学当時の東京における恋愛言説から推測を行

る︒しかしすでに別の恋人がいる浦風は︑親に決められた婚約

﹁モダン

た婚約者清風が日本留学から帰ってくることを待ち続けてい

﹁雷﹂ における二人の女学生條を同時代の

う︒次に

に開眼し︑婚約

このように︑﹁自由恋愛﹂を掲げて封建的な媒酌結婚を批判

内容である︒

火を放たなければならぬ﹂と宣言して東京留学に発ったという

⊥

解消を受け入れ︑﹁私達台湾の婦人社会否一般社会に革命の蜂

た桂花は︑母親と従兄の説得によって﹁文明﹂

めは世間の口を恐れてなかなか婚約解消を受け入れられなかっ

に納得できず︑桂花に婚約破棄を要求する手紙を出した︒はじ

ガール﹂表象と照らし合わせながら比較分析し︑瑞一の選択は
何を意味しているのかを明らかにしたい︒
二︑台湾新文学運動と︵恋愛︶

︵恋愛︶論の諸相についてみておこう︒県天質は一九

この節においては︑呉天質の経歴と︑彼が留学する前の台湾
における

〇九年に台中市で生まれた︒母呉絨が台中最古の長老教会であ

公学校を卒業後︑一九二三牛に新設された台中師範学校に進学

小さいころからキリスト教に入信し︑教会唱歌を学んだ︒台中

が婚約破棄の申し出を受け入れたことで婚約者だった清風の自

して高く評価されてきた︒だが︑注意すべきは︑ヒロイン桂花

とは明瞭で︑﹁女性の自覚を励まし︑自我を追求した﹂作品と

⁚二

﹁彼女は何処へ？﹂が近代啓蒙小説の性質を持っているこ

する︒同窓には後に ﹃フォルモサ﹄同人となる翁聞︑呉坤燵な

のかについては作中で言及されていないことである︒束京留学

由恋愛は成就したが︑彼女自身の恋愛︑結婚問題がどうなった

した

﹁ロマン

る柳原教会の創立者呉兆祥の長女であったことから︑呉天骨も

どがいる︒同じく台中師範学校の後輩である呂赫若に

という語り手の叙述が示しているように︑封建社会の打破とい

中の﹁彼女の頭には今もつと大きい問題が解決を待ってゐた﹂

て上

の塊りみたいな男﹂で﹁二間の芸術品﹂と称賛された︒二九牛
に卒業した後︑埠頭公学校︑つづいて台中公学校で唱歌を担当

なこととして片付けられてしまっている︒つまり︑﹁彼女は何

う﹁大きい問題﹂を前に︑彼女個人の問題はどうでもいいよう

し︑三年間教鞭をとった︒

の機関誌

典夫貰が台中師範学校に入学する前の年に︑東京のムロ湾人留
学生が台湾文化の向上を目的に結成した﹁新民会﹂

︵﹃ム日湾﹄琴二年第四 処へ？﹂は新しい恋愛観を通して女性の解放と自立を説こうと

しながら︑結局最後まで女性に対して自由恋愛を求める主体性

で⊥
には︑追風の ﹁彼女は何処へ〜﹂

を与えることはしなかったのだ︒言い換えれば︑恋愛結婚の理

﹃台湾﹄

号〜第七号︑一九二二牛七月〜一ハリ月︶

が掲戟され︑大きな反

響を呼んだ︒この小説は︑近代的価値観を畢む恋愛結婚の理想
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想を女慄解放運動に結びつけておきながら︑﹁私たち台湾﹂と

に各種の講習会︑夏季学校を開催したほか︑映画の上映と説明

が台北で創立された︒この協会は台湾の人と社会の啓蒙を目的

−

書局の開設などを行った︒二三年から︑この台湾文化協会の協

いう共同体の内部における性役割の論理のなかに回収させるプ
一

会︑文化劇の上演︑書籍新聞維誌の取次販売を目的とする文化

力の下に︑台湾人東京留学生らは夏期の帰省時間中に巡回文化

ヽ■ 0

ロセスとなっていることは︑あえて指摘しておかねばならな
これは作者追風の恋愛観のみならず︑﹁新民会﹂を中心とす

11Y

︶

講演を行い︑それは二五年まで続いた︒そのなかでは︑恋愛︑

−

る台湾知識人が展開する初期恋愛論に共通しているものだとい

結婚に関連するテーマがほぼ毎回取り上げられた︒台湾文化協

に反応し︑影響を受けたと推測される︒

時台中師範学校に在学中であった呉天質がこれらの活動に敏感

−卜■

会の各地会員数は︑台中州が最も多かったことを考えると︑当

︻一り

えよう︒たとえば︑影華英は﹁台湾に婦人問題があるか﹂

のな

かで台湾の固師な結婚風習を批判し︑﹁女子の人格独立を認め︑
て︑男女両性の自由意志を尊重し︑恋愛を基礎とする自由結婚

一九二五年以降︑中国に留学している台湾人学生たちもま

長き圧制岬吟のそこより解放して必要なる教育を受けせしめ
を大いに提唱鼓吹する﹂ ことは﹁現下の急務﹂だと主張する︒

に参入しはじめた︒その代表的な論文として︑北京にいた張我

た︑五四新文化運動の思潮に乗って︑積極的に恋愛結婚の議論
﹁改遥遠
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それゆえに︑封建的な家父長制の支配下に置かれてきた女性を
自立させようとしていることは確かだが︑その目的が

軍が︑大正期日本の恋愛論の口火を切った厨川自村﹃近代の恋

﹁至高無上道徳1恋愛﹂

愛観﹄を北京語に榔訳︑改作した

を挙げる

ことができよう︒このことは︑日本︑台湾︑中国の間における

︵﹃台湾民鞭﹄第七五号︑一九二五年二︸月一八日︶

期日本の恋愛論を受容したものでありながら︑台湾知識人の恋

しばしば掲載されている︒これら活発な討論によって︑一九二

民報﹄誌面には︑東京留学生の文章以外に︑中国からの投稿も

五年以前と異なる恋愛結婚論が展開され︑前述した民族運動志

近代恋愛論の交渉の例として注目できる︒このように︑﹃台湾

﹁彼女は何処へ？﹂が掲載された﹃台湾﹄はのちに﹃台湾民

いは社会諸問題の一部として捉えられているのだ︒

報﹄と改題して︑一九二三年に新たに発行された︒﹁台湾人唯

改革︑女性解放運動へというトピックの転換が

向を底流とする自由恋愛︑椒姻改革から︑社会運動と連動する

興だった︒このことで︑恋愛に関する議論も次第に左巽的色彩

行われた︒その転換を促したのは︑当時における社会主義の勃

︵結納金︶

一の言論機関﹂として︑台湾の言論や文化に大きな影響力を発

哨金

民会﹂との連絡鹿渡によって︑山九二一年に﹁台湾文化協会﹂

﹃台湾民報﹄を介して台湾島内に紹介されていく︒また︑﹁新

揮し続ける︒東京の留学生が吸収した大正期恋愛思潮も︑この

愛に関する談論は︑恋愛そのものの謳歌ではなく︑民族︑ある

女性解放それ自体が目的ではないことがわかる︒つまり︑大正

︵ ∵

類社会進化の為め肝要である﹂だと訴えてもいるところから︑

上にある喜々の任務を分担せしむるのは︑民族蘭展の為め︑人

‖

様？

︵失恋と晩婚の友だちは姐何にすべきか？︶﹂

において︑

を帯びてくる︒たとえば︑克敏が﹁失恋和遅婚的朋友椚應蕾恵

ため︑恋愛は誠にでもできることではなく︑結局ブルジョア階

自由恋愛を支えるのは個人の経済的余裕及び精神的自由である
級の特権になってしまうと主張し︑﹁旧慣﹂はもとより︑階級の
格差もまた自由恋愛の障害になっていると述べた︒それを解決
が必

いこう︒

た恋愛小説﹁欝﹂のなかの恋愛問題に注目しながら論を進めて

三︑愛憎がせめぎ合う植民地都市空間と女学生

﹁蕾﹂の舞台は作者典夫賞自身が生まれ育った放邪の台中市に

が︑バスや汽車を利用して︑台申市にいる元恋人の月霞に会い

による社会の改善﹂

設定されているむ次の引用は田舎の公学校に勤める主人公瑞一

巾11

﹁×× ︵革命−引用省注︶

蟹だと訴える克敏の言論から︑社会主義的傾向が読み取れる︒

に行く場面である︒

するために

しかしながら三口年代に入ると︑台湾議会設置運動や左翼社

瑞一が現在勤めてゐる波頭公学校は矧創の公学校に有り

会運動などが全面的に弾圧され︑恋愛問題をめぐる議論の関心
はもっばら聴金制度撤廃に集中する︒その方向性は︑一見する

つては自重舘の如き高段な存在である︒︵中略︶

偶ちな内容の充実してゐない割に︑素朴と無知の農村にあ

いてしまう危惧があるからだ︒本稿で論じようとする小説﹁欝﹂

支配を正当化しようとする帝国主義の論理に加担する結果を招

旧習風俗を否定する論調は︑植民地を近代化するという理由で

縁ではない動きとして看取できる︒なぜなら︑植民地における

を聞かされた彼は︑ようし向日葵咲く此の学園で暫く月霞

したか︑殆んど尋常でない程に向日葵を愛したと云ふこと

隊さんのやうにぽかんと立ち遊んでゐた︒画家のゴッホで

は︑大きな向日葵がおどけた面を傾けて︑点呼を受ける兵

てみると︑樹木がよく茂ってゐて︑裸のまゝの花壇の上に

門を人つ

ようにみえるが︑内実は強化されてきた日本の同化政策とも無

と恋愛問題を切り口に台湾と日本との対等な関係を求めている

は︑まさにこうした微妙な時期に書かれた恋愛小説なのであ

のことを忘れて︑只管魂の洗濯をしようと︑漠然ながら心

も二もなく我慢ができなくて︑そゝくさと田舎のバスと︑

憩呵︒封矧判1蘭

心を潤すに足らなかつた︒憩

も山鳩の鳴声も︑夕食後の風流らしい散歩も︑十分に彼の

だがそんなことは長く続かなかつた︒見える限りの青葉

を定めた︒

る︒

ここまでみてきてわかるように︑宗主国日本と近代化の過程
に人った中国の影響下にある台湾において︑恋愛問題は極めて
抱維な様相を口重している︒つまり︑近代主休の探求と関わる恋
愛の問題は植民地台湾において︑土着化︑日本化︑近代化と
いった三者の間の葛藤を帯びた現象にもなる︒このようなこと
をおさえたうえで︑三〇年代に束京で書かれ︑台湾を舞台にし
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の灯︑台中は少からず彼に生気を与へる︒︵中略︶

かれることになる小事実︑この小説において都市の風景は恋愛

若者を惹きつけて︑恋愛を可能にさせる魅力的な都市として描

彼は思ひ

切つて目霞を訪ねた︒︹ヒロ頁︒傍線は引間者︒以下同様︺

であった︒清朝が台湾を統治した際︑軍事上の考量から台中を

の舞台になった台中前の建設は︑極めて政治的なもの

省都にする計画があったため︑市街地の周囲に城門と城壁が築

﹁蔚﹂

の展開と密接に絡み合っている︒

﹁一も二もなく我憎ができなくて︑そゝくさと﹂田舎から都市

ここでは︑﹁土曜日に来ると﹂︑近代的な交通機関を利用して︑

へと患かれてくる植民地静牛の姿が描かれているが︑物語で中

lヨ本統治期に入ると︑この

かれ︑﹁台湾府城﹂として当時台湾で最大規模を誇っていた︒

正事業が実施されていく︒こうして︑日産戦争勃発までには陸

住民が少なかったため︑植民支配者の行政主導型による市区改

には︑もともと既成市街や

心的に描かれるのは近代的なム＝中市である︒こうした瑞一の姿
ではなく︑植民地都市ム口中と田舎とが︑バスや鉄道のネット

軍︑怒兵隊︑監獄︑法院などが台中前に移され︑中部の軍事拠

﹁府城﹂

は︑単に田舎と都市の間にある距離の差異を見せるだけのもの

チャーで網羅され︑規律されているさまを描くものでもある︒

糖会社が設置され︑台中市は台湾中部の経済文化の中心地とし

点になる︒つづいて鉄道や海運の整備により︑台中駅と帝国製

ワークという︑植民地権力がもたらしたインフラストラク

る︒﹁素朴︑無知の農村にあつては白壁館の如き高貴な存在で

推進されて︑﹁小京都﹂と称されるように改造されていった︒

て︑近代郡市へと変貌した︒市内でも碁盤の目状の道路整備が

瑞一が教える田舎においてさえ︑近代化の波が押し寄せてい
ある﹂公学校がその象徴であり︑そこには植民地近代化がもた
の公学校のなかに植えられている﹁向日葵﹂が︑﹁兵隊﹂を連

つまり﹁台中市﹂とは︑植民地建設によって政治的・軍事的に

︑卜■

らした価値観の格差も描かれている︒唐突なようであるが︑そ

いうまでもなく︑こうした植民地支配者が主導する植民地都

新しく植えつけられた都市だといえよう︒

生酒を宗主国の生活文化に置き操えることを通して︑植民地都

市改造の過程において︑被植民者の郷土に対する記憶と慣習的

地のありさまへの暗喩を読み込むことは︑あながち的はずれで

想させるという表現に︑軍事的権力によって規律化された植民

軍事力における圧倒的優位を根幹としながら︑同時に近代への

もない︒駒込武が述べているように︑﹁近代的な植民地支配は︑

にはムロ湾文化協会︑台湾民衆免︑台湾地方自治連盟など︑台湾

れる︒しかしながら︑この節興都市台中市はまた︑三〇年前後

市の住民に求められる規律・規範が注入されていったと考えら

欲望を喚起し︑それを吸収することによって支配者のへゲモ
ト
ニーを維持する側面を持っていた﹂ のであり︑﹁軍事力におけ

その意味でも︑ムロ湾の土若的象徴である﹁椰子の木﹂︑﹁相思

人主体の文化・政治活動の中心地となっている︒

る優位﹂を体現するのが軍隊であったとすれば︑﹁近代への欲
である︒女の姿︑街の灯りなど︑﹁雷﹂の舞台となる台中市は︑

望﹂を喚起するのが︑公学校における教育や︵恋愛︶だったの
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のなか

﹁公学校﹂︑﹁台

み取るべきであろうか︒本稿では︑宗主国の首都・東京と同じ

中神祉﹂︑﹁水源地公園﹂をさりげなく描き込んだ﹁蕾﹂

樹﹂を背景に︑植民地の支配権力の象徴である

知の表象として批判の対象にもなる︒
そして関束大震災を挟んで︑高等女学校の拡大や大衆消費文

対する憤れや羨望と同時に︑椰檎や反感を生じさせる﹂もので
ート﹂
もある︒﹁女学生言葉﹂が代表する女学生文化は︑見る角度に
よっては︑モダンな教贅を象徴するものであった一方︑軽薄な

生文化の新しさや面白さ﹂を示す機能性を持つ一方︑﹁それに

言葉﹂は︑稲垣恭子がすでに指摘している通り︑﹁素人と玄人
女︑内見と外見︑山の手と下町︑其剣さと遊びといった境界線
を撹乱し︑あるいは融合させていくような奔放で軽やかな女学

女学生現象が︑いくらかの時差を含みながら︑植民地都市・台
中でも展開されていたことが重要なポイントとなる︒
明治︑大正期において東京の女学生の間に流行した﹁女学生

の都市風景は︑つねに宗主国と被植民地︑土着と近代といった

の冒頭でも︑﹁白いセーラー服﹂を着て

こうした植民地都市風景の山部として描かれた女学生の表象

二重化された二項対立的な要素が並存して表現されている︒
に移っていこう︒﹁曹﹂
﹁女学生﹂としての近代的身体を誇示する秀蘭と月霞との間
に︑次のような会話が交わされている︒

︵月霞︶ ﹁どうして﹂

︵秀蘭︶ ﹁今晩七時に水源地へ行かない？﹂

﹁あんたと散歩してみたいのよ﹂
﹁武装せぬでもよくつて﹂

﹁罫利引山叫捌酬山州矧叫捌﹂

やうに面を見合せて︑からからと笑ひ出した︒︵七〇頁︒
︵ ︶ は引用者注︶

交際をめぐって女学生が﹁モガ＝不良﹂というイメージに結び

つけられがちになる︒たとえば一九三一年一月二八日付の ﹃東

か却つて﹁刺射ね矧憩いカ矧引け叫洲叫引

気の毒な位しよげ却つた者が多かつたが最近は驚くどころ

以前はかうした検挙に際し説諭釈放の段になると見るも

﹁ゐなくてよ﹂といった︑明治︑大正京朝日新聞﹄には︑﹁良家の男女学生 密会遊戯に耽る﹂とい
﹁女学生言葉﹂が使わう記事が掲載されている︒その記事内容は次の通りである︒

良﹂と結びつけていることは興味深い︒台湾の女学生が日本語
による女学生言葉で会話を交わすというこの設定から︑何を詭

れている︒とりわけ主人公が ﹁不良なんて︑そんなハイカラな
奴︑ム口中にゐなくつてよ﹂といったように︑﹁ハイカラ﹂を﹁不

期において東京の女学生の問に流行した

ここでは﹁よくつて﹂

犯罪﹂︑﹁堕落女学生﹂などの活字が躍ったように︑自由な男女

﹁不良なんて︑そんなハイカラな奴︑台中にゐなくつてよ﹂化の台頭と関係して︑女学生表象は﹁ハイカラ女学生﹂から
﹁モダンガール﹂ へと微妙に変化する︒さらに三〇年代になる
丁度学校の門が見え出したので︑彼女等は申し合わせた と︑新聞の見出しには﹁不良狩り﹂︑﹁モボ︑モガ退治﹂︑﹁軟派
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訳はありません﹂と逆ねぢを食はせる女学生もあり︑係何

であったと見なして︑そしてそれは︑讃主国都市の女学生につ

時の女学生はこうした璃界線の撹乱をことさらに志向する存在

﹁蕾﹂が書かれた一九∵一閃午前後のム＝湾にあって︑﹁新女性﹂

主張したい︒

いても︑植民地都市の女学生についても当てはまることとして

をして古を巻かせてゐるり
殊に憂ふべき傾向はこれ等男女学生は中L流階級のノr

の出現と恋愛事件のスキャンダルなどが喧伝された︒秀蘭と月

剰1刊剥が激増して来たことで女学校三︑四午隼位から異
でも多くの男と交際してゐることを名誉の如く心得それを

性と交際を始める者が多くなつた︑中には上流家庭の子女

関心といった傾向は︑束京の女学生と同時代的現象をうかがわ

霞との間の会話に見られる女学生の

﹁東京言葉﹂というモダン

﹁ハイカラ﹂︑﹁不良﹂ への

なつたことが目立つて来たので不良少年係りでは今後も引

﹁女学生言葉﹂は

な文学的表現法として機能しているとみてよい︒

せるのだが︑その

得意然として口外する者さへあり恋愛遊戯にふけるやうに
︑い
続いて検挙を行ふことになつた︒

教育を中心に植民地にお

そもそも女学生が新奇な風俗として台湾に登場したのは︑東

︵日本語︶

京よりかなり遅れて︑二〇年代後半のことになる︒初期におけ
る総督府の教育政策は国語

﹁あなた方に私達の恋愛に対して文句をいはれる訳はありま
﹁変態性欲

半から大きく転換されることになった︒一九一一年に中国で辛
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せん﹂と主張し︑確信犯的に﹁不良﹂であることを選択する女
学生は︑当時警察や女学校の校長などの権力側から

亥革命が起こり︑総督府はこれによる湾民族系台湾人の抗日意

は積極的ではなかった︒ところがこの方針は︑一九一〇年代後
﹁マゾイ

ける協力層の費成を主たる目的としたため︑女子教育に対して

﹁変態性

識の高揚を危惧するとともに︑﹁生蕃﹂

学生の思想と風紀について警察署長に話を聴く会﹂が開催され
ズム﹂︑﹁サディズム﹂︑﹁フェチズム﹂という二種類の

た︒当日の警察側の話によると︑今日の女学生の間に

蕃五ケ年計画﹂を展開するためにも韓民族系台湾人の協力を必

老﹂として扱われた︒一九三三牢一口目五日に︑束京では﹁女

欲老﹂が相当に多い︒記事は︑﹁富の女学生﹂に罪があるので

要としたゆえ︑一九山九年に台湾士紳屑の要求の一部を取り込

を

による

の同化政策である ﹁理

る︒これは︑いうまでもなく当局側の見方であるが︑女学生の

庵く︑﹁帝都﹂の﹁強烈な刺激﹂がそうさせるであるとしてい

と︑この教育令の要点の一つが

んだ蜜二次台湾教育令を公布した︒﹃台湾教育沿革誌﹄

︵特に女子教育︶

立場からすると︑旧弊な道徳︑風俗︑家の束縛から逸脱しよう

た︒この教育令によって植民地台湾における女子教育の制度と

完全にすると同時に︑実業教育を重んじる﹂というものであっ

内容が本格的に盤備された︒つまり︑日本がますますアジア侵

／

た︒そうした﹁不良﹂女学生の行動や態度は︑﹁良妻賢母的な
れている﹂ことが読み取れる場合もある︒本稿では︑むしろ当

﹂

価値を積極的に拒否し︑学問や教卓を動揺させる契機が内包さ

﹁普通教育

とする意図から︑このような行動に出るのにほかならなかっ

■

略を進めていくこの時期︑台湾における﹁新女性﹂は自然に発
たものであったともいえよう︒第二節ですでに述べたように︑

生したものではなく︑宗主艮日本の植民政策によって形作られ
に社会的自覚を呼びか

ればならないと唱えた︒このように︑植民地﹁新女性﹂

湾女性はもっと本当の自由恋愛の思想を吸収して︑自立しなけ
1

＝−

の身体

烏まつわる言説には︑複雑に政治的な要素が織り込まれてい
た︒

以上の考察から︑小説﹁濁﹂のなかの恋愛風景は︑﹁神社﹂︑

﹁新女性﹂

﹁公園﹂

∵＝︺年代以後の台湾知識人は

けたが︑彼女らの役割をめぐっては︑植民統治者側との問に攻

といっ

防戦が起きた︒

た人間群傾が示しているように︑つねに二虚の権力構造を内包

という植民地都市寮観と︑﹁教員﹂︑﹁女学生﹂

が︑台
在学中
その代表的な事例と呉
して
天中
質に
師範
校︑
学

﹁植民地近代化﹂を体

女﹂

していることがわかる︒誉揚した三人のムロ湾入はそれぞれ﹁高

﹁公学校数員﹂という︑いわゆる

近くの彩化で起きた﹁彰化恋愛事件﹂を取り上げてみよう︒﹁彩

と

化恋愛事件﹂ とは︑一九二六年二月に︑彰化︑台中地方名門出

のような若

現する身体を持っている︒彼らが置かれている時代が︑近代の

者たちである︒彼らにまつわる恋愛は︑このような二重の権力

﹁曹﹂

身の褐数の青年男女が︑駆け落ちを図り中国への渡航を計画し

萌芽糊であることを考えると︑彼らはまさに

のメンバー

たが︑発覚されて未遂に終わったという事件であった︒この事
件に関わった女性のなかには︑﹁醇化婦女共励会﹂

つねに︑植民地文化に強く影響を受けたものであることがうか

構造の網の目のなかに組み込まれていることで︑彼らの恋愛が

がえよう︒その集約がこの小説の結末に讃かれた瑞一の選択に

もいたため︑波紋がさらに広がった︒彰化婦女共励会は︑ム日湾
文化協会彰化支部の指導下で︑山九二五年二月に彰化で成立し

あるとすれば︑それが何を意味しているのかを明らかにしなけ

ればならない︒次節では︑この点について二人の女性像に即し

た台湾史上最初の婦人運動団体であった︒こうして台湾の民族
のメン

運動と結びついた女性解放運動は︑植民統治者側にとっては︑

﹃台湾日日新報﹄

が︑

︵月霞︶

﹁わたしも陳︑あなたも陳︑だから駄目だわ﹂

別れた時の場面をみてみよう︒

まず︑瑞一にとって恋愛とは何かについて︑彼が月霞と一度

四︑選択に悩む植民地の男性

ながら論じていきたい︒
は︑統治者側にとって︑ムーコ湾

警戒・弾圧すべき対象であるため︑﹁彰化婦女共励会﹂
バーが関わった ﹁彰化恋愛事件﹂

となったのである︒台湾総督府新聞紙の

文化協会が主導する台湾の民族運動を弾圧するのに絶好の材料

へ■■I

この事件をスキャンダラスに大きく取り上げ︑その責任は自由
においては︑この事件は︑有産階級

恋愛︑女性解放を提唱した台湾文化協会にあると批判した︒こ
れに対して︑﹃台湾民報﹄

の鴫落と︑物質に誘惑された女性の虚栄心︑勉強不足に原因が
あるとして︑本当の自由恋愛ではないと反論した︒ゆえに︑台
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︵瑞一︶ ﹁因襲の罪です︒打破すべきでせう﹂

自信を持ったことがなかつた﹂

︵七二頁︶

という﹁性格相連﹂

の問題が大きかった︒つまり︑月霞との恋愛を求める瑞lを束
﹁それに﹂
﹁性格の相通です︒君は潔癖で鋭過ぎます︒僕は八方美人 縛した原因が︑同姓結婚を禁止する台湾の伝統社会ではなく︑
彼の自信のなさにある︒だとすれば︑この恋愛問題は︑まさに
で浮気です︒非凡と凡︑水と油︒﹂

︶

は引用者注︶

て︑次は︑積極的に瑞一に告白する秀蘭が登場する場面を見て

観については︑秀蘭との対比が必要なので︑後述に回すとし

個人の問題であることが示唆されている︒
﹁もう沢山﹂
冴えない瑞一の男性像とは反対に︑月饅︑秀蘭は個性の強い
﹁で偶の結論も君の結論と全然同様です︒﹂
沈黙が暫く続いた︒離別の感情が二人の胸を東庄して了 女性として描かれている︒制度から逸脱する月霞の個性と恋愛
ひさうである︒︵七一員︒︵

ここでの ﹁因襲の罪﹂というのは︑﹁同姓結婚﹂を禁止するみよう︒

秀蘭は白い貝殻のやうな面色と︑小柄な体格を持ってゐ

小h︑

という台湾の ﹁旧慣﹂を指している︒日本統治下になっても︑
台湾における婚姻法は︑一九二五年一月一日に施行された日本

ゐる︒何処においてゞもさうだが︑殊に彼女はチャーチの

る︒一重陰に蓋されてゐる彼女の瞳は始終凛とよく光って

法が法源であり︑とくに本島人間のみの婚姻については︑台湾

してゐる短い時間でも︑彼女は常に前方を正視してゐる︒

中では決して脇見をしない︒礼拝の前後に人々の心が動揺

民法第四編親族簾中の婚姻の規定と台湾固有の慣習法上の婚姻

い同姓男女の悩みは︑台湾人作家がしばしば取り上げたテーマ

秀蘭は知的でクールな女牲であるが︑注目すべきは︑彼女は

矧忍叫﹂川り︒︵七二頁︶

前でなくて︑彼女のゐない蔭での︑彼女に対する非難と嘲

を﹁女王﹂だと碑名してゐた︒そしてその綽名も彼女の面

る︒女学生仲間では彼女を虚栄心の高い女だと言うて彼女

彼女の底知れぬ理想を想像し︑別世界の女性として敬遠す

教会に集まる中学生等は彼女のさうした厳しさから漠然と

固有の旧慣上の婚姻法が適用されたのである︒結婚が許されな

モー貫︶月餞に対して︑瑞山は﹁彼女を所有し得る

つねに﹁高踏的に振舞う﹂という叙述である︒というのは︑そ

のためだとしている︒右の引用

であった︒
しかし︑瑞叫は︑二人が結ばれないのはこのような﹁因襲﹂
のためではなく︑﹁性格相違﹂

した部分からわかることは︑実は瑞一にとっての恋愛の目的
できるかどうかではなく︑恋愛そのものを楽しむことなのであ

は︑後述するもう一人の女性秀蘭の恋愛観とは対照的に︑結婚
る︒その点で︑月霞の恋愛観とは馳離することはないようでは
かつた﹂

あるが︑ただ何よりも︑感情表現が﹁昆布山脈の峯よりも険し
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れは彼女が集団から自身を逸脱させることで孤高を保とうとす

いるように描かれている︒彼女は個としての主体性を持つ近代

というより︑結婚にふさわしい条件を持っている相手を探して

しいのだが﹂と思う秀蘭は︑ここでは恋愛の相手を求めている

女性でありながら︑恋愛と結婚と結びつけるといった倫理的に

る女性として描いているからである︒偶の孤高を保とうとする
る︒ここが秀蘭が旧女性と決定的に異なっている点である︒恋

でもある︒それでも︑﹁月霞の前で瑞一さんはわたしのものだ

は家を維持することを第

姿勢は当然︑自己の意思を持っているということへとつなが
愛にあっても︑自分で選択しようとしている︒しかし︑彼女に

と宣言してやるんだ﹂というところから︑恋愛における主導権

の目的とする古い恋愛観を持つ女性

向けられる他の生徒たちの視線には︑なぜか﹁非糀﹂と﹁嘲笑﹂

﹁男性に対する一徹な態度﹂に対し︑瑞一

も混在しており︑彼女は羨望の的であると同時に︑嫌悪の対象

の

を掘ろうと積極的に演出する秀蘭の新女性的姿勢が浮かび上が

︵七二頁︶

という︒このような秀樹に惹かれる瑞一だが︑

しかし︑同時に︑そうした女性に対する彼自身の理解の限界も

い﹂

ているが︑﹁それだけにある程度の魅力を感じてゐたかも知れな

は﹁少からず自分の軽薄さを嘲笑されてゐさうな感じ﹂を抱い

﹁女王﹂

でもあるというアンビヴアレントな存在として描かれている︒

る︒この
さん

その理由がうかがえるのは︑次の秀蘭の心理描写である︒
秀蘭も帰る道々瑞一のことを考へてゐた︒−−ふ珊

のあの鷹揚さ︑浮気でないわ︒つまりあの人は人物が大き
いなだけにそれだけ誰に対してもあゝ寛大で明るいのだ

に相談する場面である︒

示される︒次にあげるのは︑秀蘭が将来の進路に関して︑瑞一

﹁瑞一さん︑女の人は何になつた万が一番よいので

わ︒あの人には色々いい素質がある︒あれで大学にでも入

せう﹂

︵秀蘭︶

れば督川叫珂利︒併し一体あの人はわたしを何う思
つてゐるのだらう︒わたしさへ瑞両さんが好きだと吉へ
︵中略︶ヨあの人は会つて下さる︒それでいい証捜だわ︒

ば︑あの人はきつと愛してくれると思ふわ︒−

−

﹂

︵瑞こ

上﹁〝刷碧か軋専†利H割い1且弱り適中い封叫可拙﹂

﹁趣味があり︑使命を感ずるのでしたら別ですが︑月柳判樹

を出たら伺うしようかと迷つてゐるの︒﹂

﹁美珠さんも芽英さんも皆医専に人つたでせう︒わたし学校

﹁まあ色々考へますがね﹂

﹁さうね

自分さへもつと積極的に出たらあの人はきつとわたしのも
だ︒月霞が何んだ︒

﹁瑞一さんは何時迄も先生をするおつもり﹂
−

のになるのだわ︒でも何だが月霞さんのお零れを頂戴する
やうでいさぎよくないわ︒ふむ

︵中略︶ 何のことはない︒月霞の前で瑞一さんはわたしの
ものだと宣言してやるんだ︒︵七五頁︶

恋愛対象の瑞一に対して︑﹁あれで大学にでも入ればすばら
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﹁ぢやわたしが入るのでしたら何がいゝでせうね

−

﹂

﹁さあ︑あなたの山番好きな方面をやつたらよいでせう﹂
瑞1一は必ずしも秀蘭の質問に当を得た答を考へる必要は

高等女学校ハ女子二必須ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目

や︑意味有りげな暗示や︑条件つきらしい行為に心よく韻

図画︑家事︑裁縫︑音楽及体操ヲ正教科トシ此ノ外二土地

語︑外国語

高等女学校ノ学科目ハ修身︑公民科︑国

いてをればよいと思つた︒彼女は秀蘭のともすると気が効

ノ状況こ依り教育︑手芸︑突発︑台湾語其ノ他ノ学科目ヲ

︵中略︶

き過ぎて野暮に堕しさうな急場を救ふために頗を冷静にし

加設スルコトヲ得ルノミナラズ之ヲ随意科目又ハ選択科目

モノトス

的トシ特二国民道徳ノ発成二カメ婦徳ノ摘発二留意スベキ

て居ればよかつた︒彼は地面にあつた枯枝を拾つて上の上

ないと思つた︒彼はたゞ彼女の自分に対する間接の偵察

に大の字を幾つもく幾つも書き続けた︒

図画︑音楽ハ之ヲ閑グコトヲ得ルモノトス

トナスコトヲ得

下のような分析を示している︒

あったことがわかる︒洪郁如はこれを﹁高女文化﹂と呼び︑以

家庭の子女を協力層として賛成するための教養科目が中心で

立のための専門性の高い実技教育ではなく︑植民地ブルジョア

この内容をみると︑高等女学校教育が目指したのは︑女性自

ーr︶

又外国語ハ之ヲ閥ギ又ハ随意科目卜為シ

︵英語又ハ仏語︶︑歴史︑地理︑数学︑理科︑

﹁わたしフランス語か音楽かをやつてみたいと思ふのよ﹂
﹁とてもいゝですね︒うんと勉強して︑台湾女性の意地を
矧可動ことですね﹂

秀蘭は︑はつと自分が喋り過ぎたと気がつくと梢々てれ

﹁あら︑あんな大それたこと﹂

て釆て黙って了つた︒それで瑞一も身の置き場を失つて丁
ひさうであつた︒︵中略︶

﹁瑞一さん︑これ見てくださらない︒﹂

植民地における﹁高女文化﹂

﹁近代的﹂教育でもあり︑そして植民地経営上の採

のものであった︒これは︑︵中略︶台湾社会に導入された

の基本的構図は︑簡単に言え

つて行つた︒︵七三−七四貢︶

秀蘭は一冊のノートを瑞一に渡して了ふと︑とつとつと去

ば﹁日本人が営む学校﹂で行われた﹁台湾人娘の教育﹂そ
最初の

算と必要性に合わせて︑事実上は一部の階層のみに照準を

秀繭は進学するなら︑実技的な医学専門学校ではなく︑あく
までも中上流階級の女性にふさわしい教贅的な

合わせた教育でもあった︒︹甲略︶さらに︑﹁中上流婦人﹂

﹁フランス語か

音楽か﹂を選ぶという︒これは何を意味しているか︒当時のこ

にも課外活動を通じて女学生の生活全般を包摂する形で行

に相応しい教養・趣味の発成は︑正規のカリキュラム以外
に次の記述がある︒

の高等女学校教育の内容に注目してみよう︒﹃台湾総督府学事
第三十二年報統計書 昭和八年版﹄
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われていた︒︵中略︶

こうした高女文化の階層性を支えた

﹁何ともわからない﹂人物像として描かれている︒登校日を

から体制から逸脱したような人物として設定されている︒この

女性表象が秀蘭と共通するのは︑やはり集団から自身を逸脱さ

すっかり忘れて宿題も﹁少しも手を着けてない﹂月霞は︑最初

観であった︒︵中略︶台湾人女性を対象に発展してきた高

せる孤高の個であることに︑注意すべきであろう︒それは前に

のは︑学校教育だけではなく︑諷射矧刺サパ石動到封劇化

女文化は︑内地に共通する特徴を持っていた︒しかし剣淵

指摘した境界線を撹乱する言説に見てとれる︒冒頭にある月額

様式の取り入れに対する台湾人エリート家庭の意欲的な態

伝統文化に対しでごうした高女文化は︑﹁伝統とハイカラ﹂

﹁敵は本能寺︑

と秀蘭の会話には︑﹁不良なんて︑そんなハイカラな奴︑台中

といった発言からもうかがえる︒月

にゐなくつてよ﹂という秀蘭に対して︑月顧が

あるいは﹁和洋折衷﹂のものというよりは︑習

でもハイカラは満点だわ﹂

︵加︶

あった︒

このような月霞は︑瑞一の目から見れば︑魅惑的で危険な

霞は︑不良にも価値を見出しているのである︒

ファム・ファタル的な側面を強く見せている︒秀蘭を待ってい

このようにして教育された﹁女学生﹂は植民地社会において︑

る間︑月霞のことを思い出して涙ぐむ瑞一の姿が︑次のように

水源地人口の電燈の下で︑瑞一は先からぽつねんと待ち

描かれている︒

宗主国日本の流行を共有することで階層的優位性を獲得する反
﹁高女文化﹂

面︑かえって宗主国の統治権力から抑圧されるという二面性を
帯びていたことが明らかになる︒洪郁如は台湾の

ぼうけてゐた︒一体秀蘭は何う現れ︑何んな事を言ひ出す

した近代文化であ

ると指摘した︒その一面において学校教育は宗主国にとって政

を﹁日本伝統と西洋のハイカラ﹂を﹁混合﹂

治的統制を図るための最も効率的な国家装置であることも確か

のだらうか︑そして自分は何んな態度で応じようかかと彼

は頭をめぐらしてゐた︒一応秀蘭の幻が去ると︑夕べ一晩

であるが︑被支配者の受容の様相によって︑宗主国の支配者の

利悩割引れ憩剰瑠︒月霞と

こと等が止めどなく思ひ出されて仕方がなかつた︒ほんの

別れた晩のことや︑月霞が女子公学校の六年生の頃からの

もなる人々を生み出すこともあり得る︒

意図を越えて︑新しい文化や技術の生産者︑もしくは消費者と
前の引用文で秀蘭が表した価値観は︑まさに教養科目中心の

さうだ︑当時俺はよくあいつに野生の

少女時代から早熟で錐のやうな性格の月霞︑彼女はよく瑞

﹁高女文化﹂を体現するものであり︑すでに再三に述べてきた

−

ように︑彼女は植民地における近代的価値観を内面化した女性

話をせがんだ︒

一の手や着物の裾を力まかせに引つばつては強情にお伽噺

何でも計算づくの秀蘭とは対照的に︑月霞は職一にとって

であるといえよう︒
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あいつを見ない日は俺はその晩眠れなかつたものだ︒あい

であいつは俺の喉仏をいぢくつて面白がつたことがある︒

トマトや︑月桃の花を探して来てやつたものだ︒汽車の中

回も描き︑その虚飾性を強調しているのだ︒

体性を顕わにしているのに対して︑秀蘭の

秀蘭とはまたもや対照的になっている︒テクストは︑月霞の身

は︑引用の最後に現れる﹁綿毛をして︑高い踵の靴を履いた﹂

繰り返しになるが︑﹁結婚﹂を目的とするのではなく︑﹁恋愛﹂

﹁盛装﹂する姿を何

つとボートを漕いだ時には︑俺はあいつの左の背にそつと
口をつけてやつた︒白いさらさらした麻地の洋服だつた︒
掩はあいつを深く愛すれば深く愛する程︑あいつは俺に辛

のは︑もはや植民地台湾の因襲や伝統ではない︒むしろ︑植民

棉一の雨の眠から

それ自体に意義を見出そうとする瑞一にとって︑突破すべきも

−

つを忘れることが出来ないのかな︒

が打破すべきものになるのではないか︒もし︑秀蘭ではなく︑

地政箪がもたらした︑歪んだ植民地近代性に対する葛藤が︑彼

く当る︒処女の魔性︒ひどい奴だ︒ぢや傾はやつばりあい
は蕗の玉のやうな洞が二三滴ぽたりと落ちた︒︵中略︶

ば︑帝国の同化政策に沿って︑ブルジョア知識人家庭という枠

月電こそが瑞一の恋愛観の理想を体現したものであるとすれ

内で個性を洗練させていく秀蘭とは追って︑目霞のその扱いに

其処へ綿毛をして︑高い踵の靴を履いた秀蘭が近づいて

ぴよこりと頭を下げた︒︵七六−七七貢︶

ところが︑このテクストは︑結末でロマンティックな男女の

れは︑瑞一の最終的な選択が意味しているものなのだ︒

代化を自分のものに反転させうる可能性を潜在させている︒こ

くいハイブリッド性︑不安定性こそは︑強制的に移植された近

来た︒喘一は道で生徒が先生に出会つた時のやうに慌てゝ

ここで︑月霞に惹かれた瑞一の心理が語られているのだが︑
それは二人の女性の間に拗弄される苦悩という形を取ってい
る︒しかしそれも︑制度内で個性を主張する秀蘭よりも︑制度

な傾向を見せるといったアンビヴアレントな姿勢をとってい

恋愛の理想を描きながら︑一方では女性の自立に対して保守的

る︒植民地近代化の多元性を体現している三人の蕾の如き青年

る︒なぜなら︑最終的に女性を選択するのは︑瑞一だからであ

る︒披が目霞に惹かれる自身の気持を再確認する際︑﹁愛﹂と
いう吉葉を使用していることがいかにも新鮮であろう︒この引

外へと逸脱する月霞にいやおうなく惹かれていく苦悩なのであ

用で明白になるのは︑クリスチャンの瑞一が欲望するのは︑﹁処
女の魔性﹂という﹁処女性／魔女性﹂が併存するといったハイ

性の自己認識を描くことに止まっているといえよう︒

も︑ある意味では二人の女性を見つめるまなぎしを通しての男

ことである︒それゆえ︑﹁雷﹂は﹁新女性﹂を取り上げながら
﹁文明／

男女の恋愛で︑選択権を掘ったのは﹁男性﹂だけだったという

リッド性を持つ存在であるがゆえに︑冒霞の身体性は

ブリッド性を表現する月霞の身体である︒このようなハイブ
などといった二項対立

から逸脱し得ているのである︒こうしたありのままの月電の姿

野蛮﹂︑﹁近代／前近代﹂︑﹁外来／土着﹂
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五︑おわりに
のなかの女性條は︑宗主国日本と植民地台湾における

舞踊﹂︑﹁エヘヤ・ノアラ﹂などの演目で︑束京で発表会を開催
㌫﹂︶

では好評を受けた︒その後の公演も次々と成功を収め︑一九三

した︒その創作成果は川端康成をはじめとする日本文化人の間

五年に彼女の半生記を描く舞踊映画﹃半島の舞姫﹄が上映され

﹁蕾﹂
近代概念の複雑さと︑そのせめぎ合いを体現する存在として読

るほど︑捏承蕃の人気が絶頂になった︒新居格は︑捏承窟が

﹁半島の舞姫﹂として声望を得た理由について︑﹁彼女の半島

み取れる︒強制的に移植された植民地近代化を目の前にして辟
易する瑞一の姿は︑作者県天質自身︑そして同時代の植民地イ

は色に於いて匂いにおいて

を生かした舞踊には特殊なオリエンタリズムを創始して︑それ

る特殊性を要求していいようなことにした﹂からと指摘してい

を創始し︑それを具体現し︑それによって世界の舞踊に新たな

︵中略︶特殊性があるもので︑それ

一の理想條である月商の人物傾から︑宗主国からの逸脱の可能

ンテリ青年の挫折を表しているとも読み取れる︒呉天質は︑瑞
性を見出そうとする︒それは︑帝国主義と民族主義の矛盾した

る︒しかし同時に︑朝鮮では︑彼女の舞踊が日本の大衆文化と

﹃フォルモサ﹄

同人が中心

九三六年七月に台湾で公演する予建だった︒その訪台に先立っ

捏承啓は欧米公演に発つ前︑台湾文芸聯盟の招碑に応じ︑一

∴‖一
呼び起こした︒

混交しており︑朝鮮舞踊の純粋さを失っているといった批判も

︹‖︶

関係を乗り越えようと︑未熟でありながらも土着性と近代惟が
このことは︑呉天質が当時活躍していた朝鮮人舞踊家捉承青

混合した新しい道を見つけ出そうとする試みとしてみえる︒
︵一九一一〜六九年︶ の台湾公演に際して語った話からもうか

の家庭に生まれて︑一九二

がえる︒植民地期の朝鮮を代表する近代舞踊家捏承昏は︑京城
︵士族︶

て︑二月に東京で典天質︑張文喋ら

の没落した両班

になり︑台湾文芸聯盟東京支部が筏承啓を囲んで歓迎晩餐会を

︵ソウル︶

六年に束京へ渡り︑日本の前衛舞踊家石井漢に舞踊を習った︒

催した︒崖承青ば日本の植民地にされたという

﹁同じ立場にあ

一九二九年に帰国して舞踊活動を展開した彼女は︑﹁舞踊といふ

︵∬︶

ものがたゞ酒席の添へものであり︑踊り手が妓生に限られてゐ
メノlこ

に励まし合ったという︒そして捏承音の舞踊について︑呉天質

る台湾人に就いての同情ある批判﹂を多く語って︑互いに大い

に次のような感想を寄せた︒

踊よりも習酬副諷刺のである︒

舞踊を高く評価するのであるが︑私もさうである︒洋風舞

殆ど輿口同声に誰も崖承書の洋風舞踊よりもその朝鮮風

﹃台湾文せ盃

ることしか知らなかつた﹂当時の朝鮮においては︑留学帰りの

は

断髪したモダンガールとしてセンセーションを巻き起こした
㌻¶−

が︑彼女の活動に対しては冷ややかな目線が注がれた︒彼女は
∴ −

﹁朝鮮を代表して︑郷土の伝統と風物を活かした舞踊を創造せ
ねばならぬ﹂と思い︑のちにモダン舞踊に朝鮮の民俗舞踊の様
式を取り組んで独自の舞踊スタイルを築いた︒一九三四年に捏
・準霹は再び来日し︑﹁印度人の悲哀﹂︑﹁オリエンタル﹂︑﹁郷土
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後者の方が我々東洋人にとつて一脈相通ずる生命の逆りを
感じるのだが︑やがては洋風舞踊に於いても崖革宙によつ
て我々は新しい世界に導き入れられる日が遠くないことを
繚感するのである︒︵中略︶

捏承毒の芸術はまだ完成されてゐないであらう︒しかし

稚拙と全然世界を別にする笥剰園矧剰
昏の伸び行く生命の姿ではあるまいか︒崖承喜の芸術が常
一山一

望ましき未完成さは常に残るのだと私は思っている︒

に未知の世界を目ぎして輝かしき冒険を続ける間は︑この

呉天質がここで描いた﹁未完成さこそ﹂︑﹁我々﹂を﹁新しい
﹁朝鮮風舞

世界﹂に導くことのできる複承蕃像は︑﹁蕾﹂のなかの月霞の
人物像を想起させる︒注目すべきは︑彼は捏承昏の

踊﹂に現れる﹁独自の世界﹂を評価すると同時に︑そこに﹁我々
束洋人﹂の文化の類似性も発見し︑その﹁未完成さ﹂ゆえ︑﹁未
へと伸びていくことを期待していたことである︒こ

れは︑﹃フォルモサ﹄ の創刊精神と一致している︒彼らが思い

知の世界﹂

描いた﹁世界﹂ への道の模索は︑時々アジア主尭を喧伝する帝
国体制に回収されるというジレンマに陥ることもあったもの
の︑帝国日本の近代の相反する多層的な二血を再考する試みで
もあった︒

︵1︶僻維熊﹁創刊之辞﹂ ﹃フォルモサ﹄別刊卑︑一九三三隼LH︑一員J

注

アニ薫得時﹁穐近の台湾文学運動史﹂ 芸打消文学﹄第二巻第国号︑．九四

洪郁如は︑台湾においての

二軍一〇月︑三貴︒
︵1︶

湾女性史

日

﹁断女性﹂を︑一九二し年前後に︑纏足の

︵﹃近代ム

旧慣から脱却し︑日本による新式教育を受けた人々︑主として高等女

学校卒業生で構成される集団と規定している

や

は小説﹁牛車﹂を日本の

湾文学﹄第一巻第二号︑↓九囲二年五月︑

﹁九二川隼L五∵豊

︵第二巻第一号︑可九二五月両日︶に発表し︑﹁中央文増

呂嚇符

芸

本植民地統治と﹁斯女性﹂の誕生㌣動学唐房︑∴い∴∴隼︑一四頁∵
．⁚八貫﹂

Tエ⁝H斬首﹁想ふままに﹂

﹃文学評論﹄

の筆名＝彰化二林の人で︑公学校卒菜

︵緑蔭畜居︑言JU五年︑一八頁︶を参照J

芸n湾新文学﹄に作品を発表したト中尉利鄭掘云日本統治期台湾文学

進出﹂を栄たしたことで一躍有名になった︒その後︑芸口湾文芸﹄

小串典﹄

後に台北帥範学校へ入学し︑同窓の王白淵と親友になった︒一九ニー

Tエ皿聯野木⊥一九−り二年〜六九牛︶

牛に東京高等師範学校に人学し︑台湾文化協会にも参加した︒二五年

﹁二杯事件﹂の衝撃で退学して台湾に戻るしその後芸口湾民報﹄︑芸日

に東京高等輌範学校の研究科に進むが︑台湾で起こる庶農の農民運動

︵ムn湾文化協会︑山九二二牛︶

︵消準大学中国文学研究所博士論文︑

旅日青年的文学活動典文化抗争−−−以

湾断民報﹄の記者を務めながら︑中匡−と台湾との閲を行き来して活動
柳雷撃﹃﹃荊仲之道

を参照り

¶福耐摩沙﹄系統作家為中心﹄

する1

二〇⁚二軍︶

Tエ腑墜萌益の考壌によれば芸口湾文化叢寮監

︵﹁於無野庭臍由

−

析論台湾第一篇小説可伯的沈黙﹂﹃中国現代文学

に掲威された﹁可伯的沈黙﹂こそが台湾新文学史上最初の小説である︒

に射し︑陳著明は﹁可惰的沈黙﹂の文体が散文の域から出ていないた

園際研討会論文集﹄中央研究院中団文哲研究所︑㌦九九五年︶トニれ

べている︵﹁現代性輿日拠台湾第∵世代作家﹂¶植民地摩萱

−

現代性

め︑台湾新文学史土最初の小説はやはり﹁被女は何処へ﹂であると述

¶台湾﹄琴二牛第七号︑一九九二牛山︵⁚ノ目︑

興台湾史観﹄磐田出版︑二ウ︑り四年︑四一員︶1︑
テ︶追風﹁彼女は何処へ？﹂
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五九貫■︶

二∴√玉蒜T︑山国贅︵

︵8︶ 影堀金 芸口湾新文学運動四﹂隼﹄中島利邸・澤井律之訳︑東万苦店︑
丁こ．八九三〜一九hハ八隼 新竹の人し一九一人牛に明治大学経済椚に入

旧浬詩文増を批判したことで台湾新文学運動における﹁新旧文学論

し︑日本と中国の新思潮を細介する︒閲髭∴二月に台湾鼻祖の中国

争﹂を引き起こした︒翌年から芸口湾民報﹄の台北支局で絹張を抵当

ピン等の独立運動家と交流があった：一四年にフランス租界で上淘

された・二牛に卒業後は上海に渡り︑そこで間断︑インド︑フィリ

利彦とも接触があったため︑当局から﹁思想要注意人﹂としてマーク

克敏﹁失恋和遅婚的朋な椚應常忠相？﹂

品研究﹄

周作人とも付き合いがあったい酢世昌彗迫尋興回憶

を教えるし北京にいる聞に目本の小説や評論を数多く翻訳し︑魯迅と

九年北京師範大学を卒業した後︑同校と北京大学︑中国大学で日本語

へ渡って中国大学同文系に入学︑翌年北京師範大学回文系に転学︒二

語白話文通代講鮭云乱都之恋﹄を自費で出版した烏二六隼に再び北京

台湾青年会のメンバーや︑昌運亨︵両八八五十∴九囲L牛︶など朝鮮

学し︑在学中に斯民会などの中心メンバーとなり︑また高津正道︑堺

独立運動の指導者たちと﹁平祉﹂をつくった∵ 同年に↓時瑚 台し︑ム

七四号︑一九二九年八日∴

を参照G

﹃アジア遊学﹄第

︵台中市⁚中

→台北市⁚敦良出版︑↓九九六隼︶︑林良哲ほか芸口湾文献第

台中市歴史建築発展回顧︵∵几四五以前︶専輯﹄

﹃不良・ヒーロー・

を参照し

︵〃川弘文館︑↓

ニリた牢︶

不良・良妻腎母・女学生文化﹂

本虹

轡東京朝日新

密会遊戯に耽る﹂﹃東京閉口祈聞﹄一九ニー牢一月

教育と逸脱の社会学﹄人文が院︑∴ウL二牛︑−一三頁︒

民地神社と帝国

−

﹁良家の男女学生

左傾

稲垣恭子﹁第囲草

︵成功大学建築研究所修士論文︑⁝⁚︑J四年︶︑および青井哲人﹃植

市史化局︑二﹁声二二飢⊥︑張弱玲刊台中市都市空間体系的建構輿拡展﹄

六期

の記録山

戦前台中市の郡市建設について︑主に篠原正巳芸口中∴日本統治時代

﹂日〜山八日︑八貪り

﹃台湾民報﹄第二七三皐﹁⊥一

︵中興大学中国文学研究所修士論文︑∵九九八牛︶

張我軍及共作

湾入初の女性開業医整阿倍m 二八九九〜一九八九年し東京女子医学

四八旨︑一﹂︹＝三中二月︑丘−六頁h

駒込武﹁台湾における﹁植民地的近代﹂を考える﹂

−

専門学校卒︶ と結婚︑二二．隼に満洲へ 許雪姐ほか繍コ‖漕惟史辞

︵18︶

︵川︶

典L ︵台北ホ⁚遠流山兢︑﹂一∵﹂四年︑八L八−八L九貞︶ を参照
︵10︶ 影準英﹁台湾に婦人問題があるか﹂ ヨロ湾青年﹄第一巻第二号︑∵几
二叫ノ年八月︑六五1天六質J
︵11︶ 台湾総督肝腎務局絹芸rニI湾総督府醤察沿革誌第一一繍 領台以後の治安
状況 ︵中巻︶ 台湾社会運動史虹台湾総督府瞥務局︑⁚九．▲．九隼︑二四

六1．L真
九二︑−↓九ご．．︺ ム‖此市⁚時報文化︑一九九⁚↓隼︶の附衷二ノ∵⁚

︵㍑︶ 楊翠叫 躇時期婦台湾女解放運動 − 以mム 湾民袖山為分析瑚域︵

﹁芸口湾民報最中記載東京留学生文化講演団有閑婦女問題．監長﹂﹁
六五十∴∴ハ七頁︶ を参照︑

∴八‖‖︑タ川二面

﹁女学生の忠恕と風紀について繋蟹署長に話を聴ノヽ会﹂

へ‖︶ 台湾総督府警務局︑前掲雷﹁一四二貞
︵釦︶

稲垣恭子︑前掲晋︑一二六十⊥二七貫じ

に渡り︑勤務しながら榎門同文無＝院で勉学を続けた・∵二年の年末に

報﹄

山九二六牛二日二二日︑研創二面︶︑﹁咄咄二部小児之暴論﹂︵芸口

聞転一九三三年∵りH∵八日︑朝刊五面．
︵21︶

台約数常会締﹃台湾教密沿革蕊㌫台滴教育会︑一九三九牛︑九鵬頁缶

へ ︶ 本名は張清栄︵．九′二！ムh隼︶︑台北板橋の出身 公学校卒業種

︵22︶

こうした嵩論を代演するものとして︑﹁共謀摘説諭女﹂

ム 北新高銀行に就職︑．九二．frに新高銀行億円友情に派遣され中国

L海を経由して北京に赴く二一四年∵0日に↓時台湾に成り︑1t四

︵封︶

簑台湾日日新

所文化運動の風潮を受け北京で執筆した﹁糟秩的文隼界﹂を芸‖湾民
報﹄ ︵節二番第二四号︑一九二四年一一円二一日︶ に発表し︑台湾の
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し

良俗を破る不良青年﹂蒜台湾日日新報誓九二六年五‖二二日︑ケ

湾日日新報﹄一九二六年三月五日︑夕刊四面︶︑﹁彰化街の風紀を賽乱

川川面︶ なとがある︑

Ⅲ∴而︶︑﹁彰化諸相間題﹂︵芸日清日日新報﹄一九二六年六月五Ll︑夕

こうした言論を代表する論文として︑﹁考察醇化的恋愛問拙T−−‖山
恋愛星人迫的正宗 繭柏人家悪用﹂︵芸H湾民報﹄第九六号︑．九二六
九＝写︑一九二六牛五月由自︑ 三貰︶︑玉醜女土﹁旧思想之鍾−−醇

隼一国H︑二仁王里︑浪花﹁剖自由恋愛的真諦﹂ ︵コ 湾民報﹄第九

運動参加

化﹁恋愛問題﹂的回響﹂ ︵芸n湾民報﹄第∵︸二号︑∵几∵六午四月∴
五日︑九−二琵︶ などが取りとげられる

なお︑この事件について詳しく論じたのは洪郁如﹁第九草
への制限﹂︑滴掲書︑∴二九∃二八九貫︒
日本統治前の台湾での上番的慣習︒当時は﹁旧慣﹂といった︒

︵25︶

台湾総督府文教局綿芸口湾総督府学事第三トニ隼報統計書

昭和八牛

︵26︶

平林久桔﹁挺承宙と二人の〝摸〟﹂高嶋雄三郎︑前掲嘉︑山九二−一

九八床︒
軽重窃﹁私の自叙伝﹂︑前掲讃︑二三五頁︒
捉承馨の東京窮一回発表会の演目や評判については∴崗嶋雛三郎︑前
高嶋雄三邸︑前掲苫︑一九八一年︑五九貢t

掲蕾︑四三−五二頁︹
朴神業﹁﹁日本帝国文化﹂を踊るーー捏重富のアメリカ公演 ︵﹂九∴

六年八月︑八三貞

ユキシン

筑波大学大学院博士課程

総合文学︶

︵墾県天暦﹁捏承馨の舞踊﹂芸日湾文芸転第三巻第七・八合併号︑一九三

︵ゴ

人文社会科学研究科
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︵27︶

罷り

捉承宙﹁私の自叙伝﹂ ︵﹃婦人公論﹄⁝九二元牛六月号︶︑高嶋雛三郎

洪郁如︑前掲書︑二ハヒー∴七一

版﹄台湾総督府文教局︑一九三三牛︑∵︺頁へ．

︵29︶

′￣￣ヽ

綿﹃捏承昏﹄むくげ倉︑．九八 隼︑二三三軍．

︵28︶

︵朋︶

︵32︶

︵封︶

︵黒︶

︵封︶

三二−一三五貫︒

七ぐ∴九四ハ∪︶とアジア主義﹂﹃思想﹄箪九七五号︑二〇〇五年七月︑

湾文芸﹄第三巻第四・五号︑一九三六年五月︑三九頁︒

楢葉生﹁来る七月来台する舞姫軽率膏燻を囲み東京支部で歓迎会﹂芸口

蔓

