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【論文】
鈴木商店と台湾パイン缶詰産業
－台湾鳳梨缶詰株式会社の設立と事業－1
齋藤

尚文

はじめに
本稿は、鈴木商店の台湾における事業活動を解明する研究の一環として、食品製造業で
の足跡をたどり、その歴史的意義を検討するものである。鈴木商店は 1895 年、下関条約に
よって新領土となった台湾にいち早く進出した。以来樟脳・樟脳油の生産・販売で実績を
積み、その後台湾総督府（以下総督府と略記）が導入した専売制度においては、樟脳はも
とより塩・煙草・酒の販売を請け負った。また一方で島内各地に関連会社を設立し、製糖・
石炭・拓殖・不動産・材木・電気・軌道・機械など多岐にわたる事業を展開した。これに
ともなって商社としての活動も明治期には台南出張所、大正期には台北支店を中心に拡大
していった。
本来糖商であった鈴木商店は、明治期の台南出張所時代は主に赤糖を取り扱ったが、同
時に島内各地に改良糖廍を設立して赤糖の生産を開始し、さらに新式製糖工場の設立計画
を着々と進めていった。今回鈴木商店の関与が確認された台湾鳳梨缶詰株式会社（以下台
湾鳳梨缶詰と略記）はこうした時期に設立されており、台湾における鈴木商店の活動とし
てはごく初期の放資事業と位置付けられる。また同社は内外における鈴木商店の放資事業
の中で、「桜ビール」を製造した帝国麦酒（門司）を除けば、最終消費財としての食品を
製造した唯一の事例となる2。この点からも注目に値するものである。
日本統治時期台湾のパイン産業についてはすでに多くの研究がある。台湾人研究者の論
考としては、高淑媛『経済政策与産業発展－以日治時期台湾鳳梨缶頭業為例』（稲郷出版
社、2007）、賴建圖「日治時期台湾鳳梨産業之研究」3があり、いずれも台湾パイン缶詰産
業を通史的に明らかにしている。また王御風「日治時期高屏地区鳳梨産業之発展」4はパイ
ン産業と高雄・屏東地域の社会経済との関連に焦点をあてた地域研究である。日本人研究
者としては、近年関沢俊弘が「植民地期台湾における日系パイン缶詰工場の経営－台湾鳳
梨缶詰株式会社を事例として－」5をはじめとする複数の論考を発表している。特に同論文
は台湾人企業家たちが日本人経営者を圧倒して成長していった事例としてパイン缶詰産業
に着目し、これを本稿が取り上げる台湾鳳梨缶詰の詳細な経営分析を通じて描き出してい
る。しかし上記いずれも鈴木商店の関与を重視した論考とはいえない。
本稿はこうした先行研究の成果を基礎としつつ、鈴木商店研究の視点から台湾鳳梨缶詰
株式会社の設立と事業を眺めてゆく。

Ⅰ

岡村庄太郎のパイン缶詰事業

１．岡村鳳梨製造所の創業
台湾のパイン缶詰産業は、1902 年 5 月、岡村庄太郎が鳳山に設立した岡村鳳梨製造所（以
下当時の通称であった「岡村工場」を適宜用いる）に始まる。岡村は大阪市出身、1895 年
に渡台して台南武館街において食品雑貨業を営む一方、早くからパインの缶詰加工に着目
し、1900 年 3 月より製造研究を開始した6。翌 01 年にはこの時の試作品が台南県農産品評
会で三等賞（木杯）を受賞し、岡村は同年より商品としての生産を開始した。生産時期が
終了した 8 月以降はパイン栽培地に隣接する鳳山街西門外への工場移転を進め、02 年 1 月
仮工場を建設、3 月には事業拡張のため機械を購入、5 月に起工式を行った7。これが台湾
最初のパイン缶詰工場となった岡村鳳梨製造所である。工場には 4.5 馬力の蒸気機関を据
え付け、木箱およびコロック式（地下埋設式）竈二個、二重の電液煮沸竈を設置、内地よ
り缶詰職工数人を迎え、現地苦力とあわせて 30 名近くを雇用した。そして島内の年間パイ
ン生産高が 245 万個に達するとの総督府の調査や、シンガポール産パイン缶詰が横浜、神
戸、長崎に年間 100 万個が陸揚げされているという岡村自らの市場調査に基づき、工場で
の当初年間生産量を 30 万個と定めた8。また商標（缶詰のラベルに使用）は「生蕃印」と
し、これはのちの台湾鳳梨缶詰株式会社にも引き継がれた。

２．総督府補助
こうした岡村の事業活動は島内の新たな産業育成を目指す総督府殖産局の注目するとこ
ろとなり、岡村は多額の補助や便宜を受けるようになった。1902 年 1 月の仮工場建設に際
しては、鳳山庁大竹里にある清朝時代の演習場をパインの栽培地として承認され 9、さらに
同年 8 月には本工場用地として西門外の官有地が貸下げられた 10。また 9 月には栽培地に
対して総督府からハワイ種パイン 45 株が試作用として下付された11。そして 12 月には 400
円の渡航滞在費の補助を受け、「臨時嘱託」の身分でパイン缶詰産業の先進地域であった
シンガポールに赴き、原料栽培、缶詰製造、販売、運搬、雇用等多岐にわたる項目につい
て調査する機会を得ている12。また 07 年 7 月には前年度の業績不振を理由に総督府より
2500 円の補助が下付されている。総督府は「本島物産を内外に紹介する上に於て将た原料
栽培を奨励する上に於て頗る有益」と判断し13、以後 3 か年にわたって同額を補助した。

３．明治 30 年代の岡村工場
岡村工場の明治 30 年代後半の営業状況を見てみよう。この時期はいまだ他に競合する参
入者はなく、いわば独占状態のもと総督府の手厚い補助によって、生産の拡大と品質向上
に努めていた。同工場の缶詰は 1903 年 4 月には第五回内国勧業博覧会において三等賞（銅
牌）、10 月には米国聖路易大博覧会において名誉銀賞牌を受賞、シンガポール産と比較す
れば遜色は否めないものの、徐々に品質の向上がみられた。海外缶詰業者からは一手販売
の申し出も多数あったが、年間 30 万個を主に内地移出用に生産する想定であった当時の能

力ではこれに応ずることはできなかった14。
このため岡村は、1904 年 9 月、さらなる事業拡大を目指し事務所・工場・倉庫・宿舎な
どの新築に着手した。また翌 05 年 2 月にはこれまでの旧式機械の一斉更新をはかるべく、
内地に新たな機械を注文した。おりしもロシアバルチック艦隊接近への対応で海上交通が
遮断されたことにより設置は 06 年にずれ込んだが、同年からは 25 馬力の蒸気機関で年間
60 万個の製造を可能とした。またこの年の製造が終了すると来期にむけて製糖工場の併設
を行っている。これは原料の白糖が急騰していることへの対応と、缶詰製造が終了する 8
月以降の経営安定化を目指してのことである。製糖工場は蒸気機関の余力を利用し、これ
に 60 ㌧の圧搾能力をもつミルを備え付けた改良糖廍であった15。一方パイン栽培事業も積
極的に進めた。総督府に補助金交付を申請し、鳳山庁観音山下に地元農会の事業としてパ
イン農園を設け、在来種からの転換を見越して外来種 18 種を各国産地より取り寄せた 16。
この時期の営業成績としては 1904、05 年のデータが残っており、両年度ともわずかなが
ら収入が支出を上回っている 17。内地市場では岡村工場の「生蕃印」缶詰はシンガポール
産の「サルタン印」よりも品質は劣るものの、安価で相応の製品としてようやく認知され
始めたにすぎなかった。税関統計によると 02 年の内地移出額は 760 円、03、04 年は移出
されず、05 年には 1144 円となったが、06 年は 14 円に過ぎず、7 万 4000 個、1 万 8000 円
の移出を見た 07 年以降にようやく安定した18。一方創業から 05 年末までの営業損害金は
すでに 5200 円にのぼり、また蒸気機関・家屋・土木・開墾等に 5800 円を固定している状
況が報告されている。総督府による多額の補助を考慮すれば経営は順調とはいえなかった
19

。

４．明治 40 年代の岡村工場
先にも触れたように明治 40 年代に入ると内地移出が安定し、さらに満州・朝鮮・ロシア
方面へ輸出も行われるなど岡村工場の活況が伝えられる 20。

鳳山市街岡村工場製造の鳳梨缶詰は大約三十五六万以上四十万個を製造する見込にて
しき

五月一日より着手したるが今日までに己に十五万個の既製品を出し目下切りに販売地
に向けて輸送しつヽあり、本年は基隆西澤商店が一手に引受け内地は東京、横浜、大
阪、神戸、馬関、門司、長崎等の各地及び本島にありては台北基隆両地に特約店を設
け、また海外にありては仁川、大連、営口の三地にまで販路を拡張し、殊に浦鹽の方
面は長崎売店のほうより連絡をとりて、需要も可成り高まりつヽある

〈中略〉

製

出額の高まるに連れて市場の声価もようやく高まり本年六月までは新嘉坡製品子供印
（二ダース入り）六円五十銭と同額に取引され、世界第一等と呼称せらるヽ彼のサル
タン（新嘉坡製）九円二十銭と僅かに二円七十銭の開きを見るまでに地位を高め又本
月に入りては東京における該品の相場更に昂騰して此の生蕃印（岡村工場製商標）七
円を称するに至りたれば子供印より五十銭の高値を持しサルタンの十円（値上げして）

と三円の開きを見ることヽなりたり

〈後略〉

「本期のパイン缶詰」（『台湾日日新報』1907 年 6 月 11 日）

販売面では商社を仲介することとし、市場開拓を強化している。その結果輸移出高が著
しく増大し、知名度も向上、岡村工場製「生蕃印」は価格面でもシンガポール産の「子供
印」に肩を並べ、最高級の「サルタン印」にせまった。台湾産パイン缶詰は内地市場から
ようやく一定の評価を受けるまでになった。
こうしたパイン缶詰産業の活況は業界への新規参入を促した。1907 年 3 月には桜井芳之
助が中心となり台中員林に濱口鳳梨缶詰工場が設立され製造を開始した。濱口工場は、桜
井が 05 年から製造研究を行っていたパイン缶詰の有望を認めた内地缶詰業大手濱口富三
郎（京都）が出資して設立したもので、桜井は支配人として工場を経営した。当初は彰化
にあったが原料調達の利便性から 07 年に員林に移転し、同年には 15 万個、翌 08 年には
50 余万個を製造した。桜井の子息で総督府技師となった桜井芳次郎は、この時期には「将
軍印の濱口パインと生蕃印の岡村パインとが漸次国内に有名になっていった」と回想して
いる21。同社は大正期に大きく発展し台湾鳳梨缶詰をしのぐ会社へと成長した。一方台北
には 08 年、季芳商行陳鐄印が大稲埕依仁里外に工場を設け「双鶴印」を商標とし缶詰製造
を開始した。陳の死後は経営者が相次いで変わった。また 09 年には葉金塗が大稲埕日新町
の自宅に工場を併設し、「双獅印」「双鹿印」の商標で「双鶴印」に対抗、大正期には「双
鶴印」の工場機械一切を買収している22。
ライバルの出現は業界創始者である岡村工場に試練を突きつけることになった。1910 年、
園芸試験場が実施した台湾及びシンガポール産パイン缶詰の品評会で「生蕃印」は酷評を
受けたのである。審査は蝋付（製缶）、意匠、肉質、液汁味及び外観の 5 項目について合
計 100 点満点で行われた。シンガポール産と台湾産として陳鐄印（台北庁大稲埕）、濱口
富三郎（台中庁員林）、易牙商会（台中庁二八水）そして岡村庄太郎（台南庁鳳山）の 5
つの製品が審査対象となった。結果はシンガポール産がすべての項目において高評価を得
て第１位（93.25 点）となったが、岡村の製品は最下位（71.25 点）に甘んじた。審査講評
では「蝋付良好にして意匠の材料亦可なり」とされたが、一方で「原料は優良なるものを
得べきも、其選択不良なる為に繊維多く、之に使用する砂糖劣等にして其の糖分多きが故
に、液濁り、剰え肉質を変じて一種の不快なる臭気を与えたり」との指摘を受け、さらに
「本島鳳梨缶詰製造の元祖なるに拘らず、斯く不成績なるものを産するは惜しむべきこと
とす」と厳しい評価を下された23。
明治 40 年代は 30 年代に比して製品販売に関する環境は整い、台湾のパイン缶詰産業に
もようやく曙光が差し始めた。しかし岡村工場の経営はいまだ不安定さを脱することはで
きなかったと考えられる。先に引用した 1907 年の販売好調を報じた『台湾日日新報』は、
そのひと月後には総督府に補助を申請する岡村工場の苦境を報じている。明治 40 年代に入
っても引き続き砂糖価格は上昇を続け、さらには原料パインの価格も上昇を始めた。島内

生産量は缶詰生産には十分対応できるものであったが、縦貫鉄道の開通により、遠方へ短
時間に運べるようになったことで、従来からあった生食用の需要が高まり、これとの競合
が起こったのである。09 年には 3 年前に工場に併設していた製糖場をペイン商会に安値で
売却せざるを得なかった24。10 年の品評会での惨憺たる結果はこうした状況と無関係では
ないだろう。この時期、岡村は鈴木商店との関係を深めてゆくことになる。

Ⅱ

鈴木商店台南出張所

１．小松組と後藤組
（１）小松組の樟脳業
鈴木商店は 1874 年に糖商として神戸に創業した。以来小麦粉・石油・米・薄荷など徐々
に取り扱い品目を拡大し、大番頭となる金子直吉が 86 年に入店してからは、彼が担当者と
なって樟脳の商いをはじめ、砂糖と並ぶ主要取扱品目に成長させていた。当時の神戸は居
留地外商相手の樟脳取引が盛んであり、それを当て込んで再製樟脳業（くすのきから樟脳
を取り出すときに排出される樟脳油を蒸留して再度樟脳を取り出す事業）の一大拠点とな
っていた。その最有力の業者に小松楠彌がいた。小松は金子と同じ樟脳業の盛んな高知の
出身であり、かつ先輩格であった。95 年 5 月に日本の台湾領有が決まると、鈴木商店は樟
脳商の立場から、小松を代表者として市内樟脳業者らと小松組を結成、世界の需要量の
80％をまかなうともいわれた豊富な樟脳・樟脳油の獲得を目指して、同年 8 月台湾に進出
した。そして軍政が解けた翌 96 年 4 月から台北大稲埕に小松組脳行の看板を掲げ、台湾で
の事業の第一歩を記した。
小松組は鈴木商店と小松楠彌との合資会社で、台北大稲埕の支店を拠点とし、これを小
松が差配した。新竹支店、苗栗・大嵙崁・南庄・東勢角の各出張所が買収した樟脳や樟脳
油は大稲埕に集められたのち基隆で船積みされ、金子が差配する神戸栄町の本店によって
売りさばかれた。また小松組は仲買に従事する傍ら、次第に山元での製脳業をも手掛ける
ようになった。1899 年に樟脳専売制が導入されると、桃園一帯での製脳権を公認されたが、
度重なる「蕃害」に耐え切れず、1902 年に廃業、以後は宜蘭へと拠点を移し、05 年からは
台湾製脳合名会社として山元での製脳を続けた。また専売制度下では小松組として取り組
んだ樟脳油重要物産化の功績が認められ、鈴木商店が台湾で産出される樟脳油の 65％の販
売権を獲得した25。

（２）後藤組の運送業
台湾各地から台北・基隆そして神戸へ、樟脳・樟脳油の運搬を一手に引き受けたのが後
藤組である。後藤組は神戸の海運業者後藤回漕店の台湾における事業体である。後藤回漕
店は 1877 年に後藤勝造が創業した海運業者で主には日本郵船の荷を扱い、また旅館・ホテ
ル業や貿易業を営んだ。一時は樟脳商としても羽振りを利かせていたが、鈴木商店が台頭

してからは手を引き、運搬をもっぱらとして住み分けた。日本の領台が決まると現地で海
陸運送業を起こすべく出願、店員川合良男を台湾の責任者に任じ、1895 年 8 月、小松組と
時を同じくして渡台している。小松組が大工の棟梁の名目で非公式に渡台したのに対して、
後藤回漕店は大本営の正式な渡航許可を得ての渡台であった。台湾では沿岸航路での海上
運送や基隆での港湾荷役、台北を中心とする陸上運送を手掛けた。特に樟脳・樟脳油の運
送に関しては小松組はもとより、ほとんどの業者もまた後藤組に運送を依頼した。
1898 年、児玉源太郎の第 4 代台湾総督就任にともない、後藤新平が民政局長（のち民政
長官）に就任した。後藤新平と後藤勝造とは内務官僚時代に後藤新平が勝造の旅館に投宿
した時からの旧知の間柄であった。年長の勝造は彼の官僚としての才覚を見抜き、以来物
心両面において彼を支援、パトロン的存在となっていた。このような両者の間柄やこれま
での運送実績が相まって、樟脳をはじめ阿片・煙草・酒といった専売品の運送の大半を請
け負うこととなった。また縦貫鉄道の建設資材の陸揚げや台湾各地への運送も多くが後藤
組に委ねられた。後藤組は資材運送の傍ら一般物資も併せて運ぶようになり、縦貫鉄道の
延伸とともに各駅舎に拠点を設け、駅舎と戸口をつなぐ小運送業を展開、台湾最大手とし
て陸運業界をリードした（1930 年に内地陸運最大手国際通運に営業の一切を売却。国際通
運は 37 年に国策会社日本通運となった）。川合良男は陸運業団体である台湾運輸同業組合
の初代組合長として長らく業界のとりまとめの任にあたった。この他鉄道ホテル（台北・
台南）や縦貫鉄道急行食堂車の運営も後藤組に委ねられ、これら事業はすべて川合が差配
するところとなった26。

神戸の樟脳事業をめぐって築かれた鈴木商店（金子直吉）・小松楠彌・後藤回漕店の事
業体は、台湾進出後の樟脳争奪戦で本領を発揮し、「小松がつくり、後藤が運び、鈴木（金
子）が売る」という三位一体の協調関係で他業者を圧倒した。そして後藤新平が樟脳専売
制度を導入すると、この協調関係はそのまま制度の中に取り込まれたのである。この三者
はいずれもが一個の独立した事業者であり、支配・被支配の関係ではなく、相互に人材と
資本の不足を補いあう関係にあった。特に小松楠彌は鈴木商店の台湾での放資事業を主導
し、一方では後藤組社長として川合を後見した時期もあった。この樟脳をめぐる事業モデ
ルは、鈴木商店の台湾における経営戦略の基礎をつくることになった。幾多の放資事業は
鈴木・小松・後藤が資金・経営の中核を固め、地元の日本人および台湾人事業家に参画を
呼び掛けるスタイルがとられたからである。あとに見るように台湾鳳梨缶詰株式会社の経
営体制にはこのスタイルが典型的に表れているのである。

２．鈴木商店と岡村庄太郎
（１）平高寅太郎の台南出張所開設
先述のとおり、樟脳・樟脳油獲得を目指した鈴木商店の台湾進出はきわめて早く、1895
年 8 月に小松組名義で実行された。それに比べると糖商としての渡台は大きく出遅れた。

糖商として進出する限りは製糖業へ参入が当時の定石であったが、北九州大里に建設した
精製糖工場（大里製糖所）の立ち上がりが思うように進まなかったことや業界再編をめぐ
る動きの中で、鈴木商店にはその余裕がなかったことによる。しかしその見通しがついた
1907 年末、金子直吉は子飼いの店員平高寅太郎に台南行きを命じた。平高はしばらく旅館
に逗留しながら商売をしていたが、翌 08 年に台南出張所を開設、台湾の地に鈴木商店の看
板を掲げた。それまでは専売局との契約なども小松楠彌や後藤組の川合良男が代理で行っ
ていたが、これ以降は商業資本鈴木商店の名をもって本格的な活動が開始されることにな
った27。
平高は渡台と同時に赤糖の買付に着手し、先行していた三井物産や増田屋らと競合しな
がらその地盤を固めていった。
また 1909 年には鈴木を含む内地大手糖商 6 社が移出業カル
テルを結成して利益の確保をはかった。鈴木商店は明治末年までに台中・嘉義・打狗に出
張所を開くと、台南を支店に昇格させた（13 年に台北に拠点が移り台湾支店となると、翌
14 年台南は出張所に降格したが、19 年には再び支店になり二支店制がとられた）。一方製
糖業に目を転じてみると、総督府の糖業奨励政策によって明治 40 年代には資本主義的な
「新式製糖工場」が相次いで建設されるようになり、主な取引商品も赤糖から分蜜糖へと
変わりつつあった。また過渡期の施策として水牛を動力とする「旧式糖廍」を石油発動機
を動力とする「改良糖廍」に転換し作業効率を高める事業が島内各地で同時に進行した。
内地糖商はこうした政策に呼応するかたちで製糖工場の出資者となり、あるいは自ら製糖
会社を設立することで赤糖や分蜜糖を販売面から掌握する戦略をとった。鈴木商店も小松
と平高が中心となり、島内の新たな動向に応じていった 28。このプロセスはまた鈴木商店
が岡村庄太郎を事業パートナーに取り込み、あるいは岡村の事業が鈴木商店の資本に大き
く依存してゆく側面をもっていた。

（２）鈴木商店の製糖業と岡村庄太郎
鈴木商店の製糖業における足跡は 1909 年に設立された新竹製糖株式会社に遡る。台湾
人経営の能力 80 ㌧の旧式糖廍を買収し、あらたに改良糖廍として 120 ㌧の能力を追加して
赤糖を生産する計画で、資本金 30 万円、発行株式 6000 株は旧式糖廍所有者へ 2000 株、内
地人出資者に 4000 株が割り当てられた。主な内地人株主は発起人でもある小松楠彌 1000
株、岡村庄太郎 500 株、川合良男 300 株などが大口で、経営陣としては社長に台湾人鄭拱
振が就任、専務取締役に岡村、取締役に小松、監査役に川合が就任した 29。しかし初年度
より経費負担が払込資本金額に比して重くなり、翌 10 年には台湾人出資者のみによる追加
払込が決まると内地人経営者は事業から撤退することになり、岡村も辞任した 30。
1913 年には小松楠彌が大甲製糖所と北港製糖株式会社の設立を同時進行させている。大
甲製糖所は改良糖廍としては最大規模のものでイギリス製の能力 500 ㌧の圧搾機を導入し、
台中庁月眉に建設された。この製糖所は当初から北港製糖と合併し、同社の分工場となる
ことを予定して設立されており、工場長には新竹製糖を辞したばかりの岡村が就任した 31。

大甲製糖所が小松名義だったのに対し、北港製糖の設立では小松を創立の中心に据えつ
つも鈴木商店本店が動いている。甘蔗採取区域は嘉義庁下虎尾にあった。本来は大日本製
糖に許可された区域であったが、同社は 1909 年に破綻し再建途上であったため、あらため
て総督府が製糖工場の誘致、これに呼応したのである。平高は総督府から認可が下ると、
小松を創立委員長とし、嘉義庁下北港に資本金 300 万円、能力 1000 ㌧の北港工場および先
述の大甲製糖所改め月眉工場を備える北港製糖を設立した。社長には小松が就任、取締役
には鈴木商店本店より辻湊、後藤回漕店よりは後藤鉄二郎（後藤勝造継嗣）、のちの台湾
鳳梨缶詰の社長となる佐々木紀綱が監査役に入っている。岡村は月眉工場長として鈴木商
店の製糖業の一翼を担った。北港製糖は大正期になってライバル製糖会社を相次いで合併
して東洋製糖株式会社となり、台湾五大製糖会社の一角を占めるに至った 32。

（３）台湾鳳梨缶詰株式会社の設立
平高は岡村を鈴木商店の製糖会社にしかるべき地位を与えて迎え入れ、一方で鈴木商店
主導による岡村工場の資本面経営面での強化安定化策を立案した。新会社設立の概要が明
らかとなった 1911 年には、
関税改正により競合していた外国製品の輸入途絶や砂糖税割戻
によって内外市場での需要増加が予想され同社製品は有望視されていた。一方で先述した
品質管理問題、原料果実や白糖の高騰といった不安材料も抱えていた。新会社は資本金 20
万円の株式会社として資力を充実させ、原料果実の自家栽培化や分蜜糖の漂白（白糖の代
替）によるコスト低下をはかり、製品全部を鈴木商店が引き受けることが計画された。こ
のため第一回払込資本金をもって現存の岡村工場の土地・諸施設を 1 万円で買収の上、新
たに分蜜糖漂白機械・製缶場・倉庫の新設と運転資金をあわせて 5 万円で支弁し、製品 34
万 8000 個、箱数にして 1 万箱の生産費を 5 万 4760 円とし、販売代金 6 万 5000 円から差し
引いた粗利益 1 万 240 円をもって 15％の配当、積み立て、減価償却に充当することを当初
営業の目論見とした 33。こうして 12 年 3 月、台湾鳳梨缶詰株式会社が誕生したのである。
同社「定款」によれば、本社は台南庁大竹里新庄仔（字鳳山西門外）におかれ（第二条）、
営業目的は鳳梨缶詰・果実販売・鳳梨栽培・開墾・軌道運輸とされた（第三条）。また発
行株数は 4000 株で（第七条）、ほとんどが発起人によって引き受けられ、残余は台湾南部
の希望者に分配された 34。ここで株主構成を検討する。同社の事業報告書は第一～五回が
欠損しており、設立当初の株主構成は正確にはわからないが、第六回以降の株主名簿によ
っておおよその構成と特徴は知りうる。ここでは筆頭株主である鈴木商店台北支店の持株
が最大に達した 1918 年 9 月末現在の名簿を分析対象とし、鈴木支配の度合いを確認する。
表－１では 100 株以上の株主と 100 株未満の株主の中で鈴木商店と後藤組の関係者を抽出
している。鈴木商店関係者では台北支店長平高のほか、平高離台後台北支店長となった竹
内虎雄、台北支店の三河井善四郎、台南出張所の厳添壽の名がある。また後藤組関係者で
は台湾統括支配人の川合良男をはじめ、台北の横川伊三次、台中の沼田重太郎、基隆の田
中庄吉の名がある35。小松楠彌は先述のとおりこの両者に深くかかわる事業家である。

表-１ 台湾鳳梨缶詰株式会社株主の変遷
1918年9月30日現在
氏名
株数
100株以上
平高寅太郎
1260
佐々木紀綱
295
越智寅一
245
小松楠彌
230
村田寅吉
160
王山東
120
竹中徳次郎
110
古賀三千人
100
竹内虎雄
100
安部幸兵衛
100
川合良男
100
高垣甚之助
100

住所
台北
台南
台南
台北
台南
鳳山
台南
打狗
台北
横浜
台北
東京

鈴木商店
三河井善四郎
厳添壽

30
20

台北
台南

後藤組
沼本重太郎
横川伊三治
田中庄吉

30
30
30

台中
台北
基隆

岡村庄太郎

1

大阪

その他

939

1929年9月30日現在
氏名
株数
100株以上
佐々木紀綱
925
越智寅一
765
川合良男
630
村田寅吉
310
王山東
120
竹中徳次郎
110
竹内虎雄
100
橋本安博
100
越智ツル
100
古賀三千人
100
川端伊之助
100

後藤組
沼本重太郎
田中庄吉

30
30

その他

580

住所
台南
台南
台北
台南
鳳山
台南
大阪
鳳山
台南
高雄
兵庫

台中
基隆

53名
4000
34名
4000
註）太字は鈴木商店関係者を表す。
出所）台湾鳳梨缶詰株式会社各期「事業報告書」より筆者作成。
表－２ 台湾鳳梨缶詰株式会社役員の変遷
1912年3月
取締役社長 佐々木紀綱
常務取締役 岡村庄太郎
小松楠彌
越智寅一
村田寅吉
取締役

1916年10月
佐々木紀綱

1917年10月
佐々木紀綱

1922年10月
佐々木紀綱

1926年10月
佐々木紀綱

小松楠彌
越智寅一
村田寅吉
平高寅太郎

小松楠彌
越智寅一
村田寅吉
竹内虎雄

越智寅一
村田寅吉
竹内虎雄
川合良男

越智寅一
村田寅吉
竹内虎雄
川合良男
橋本安博
（兼支配人）

王山東
王山東
王山東
王山東
監査役
金原豊蔵
竹中徳次郎
竹中徳次郎
竹中徳次郎
古賀三千人
古賀三千人
荒木萬三郎
荒木萬三郎
註）太字は鈴木商店関係者を表す。
出所）台湾鳳梨缶詰株式会社定款及び各期「事業報告書」より筆者作成。

王山東
竹中徳次郎
荒木萬三郎

ここで注目すべきは社長に就任した佐々木紀綱の位置づけである。佐々木は台南を拠点
に材木・雑貨・土木請負などを幅広く展開した台湾南部を代表する事業家である。和歌山
県出身で 1895 年に大阪石田商会の一員として渡台しているが、この時の渡航許可は後藤回
漕店と連名で大本営に提出されたものであり、石田からは佐々木が、後藤からは川合が台
湾に派遣され、同時に渡航した。佐々木の事業は石田商会の台湾撤退にともない引き継い
だものであるが、こうした後藤との縁を契機に、鈴木商店との関係が築かれたと考えられ
る36。佐々木は北港製糖をはじめいくつかの鈴木の事業に出資、経営に参画しており、地
域を代表する事業家の側面とともに、鈴木系事業家としての側面をも確認することができ
る。18 年 9 月末時点において、鈴木商店系の株式保有数は筆頭株主である平高が 1260
株（31.5％）、佐々木をも含めた鈴木系事業家全体では 2126 株（53.2％）となっている。
次に役員の構成を検討する。取締役は 100 株以上保有の株主から、また監査役は 50 株以
上保有の株主からそれぞれ選出することになっており（二十条）、総会、取締役会を経て、
取締役社長に佐々木紀綱、常務取締役に岡村庄太郎、取締役に小松楠彌・越智寅一・村田
寅吉、監査役に王山東・金原豊蔵・古賀三千人が就任した。5 名の取締役中 3 名が鈴木商
店系の事業家である。岡村以外の役員はいずれも本業をもっており 37、実質的な経営はパ
インを専業としてきた岡村に委ねられた。後に見るように岡村が常務を辞してからは 1916
年に平高が、さらに翌 17 年には竹内がこれに代わり、経営陣における鈴木色がより鮮明に
なった（表－２）。樟脳事業で形成された鈴木・小松・後藤の共同事業体が北港製糖に続
き、この台湾鳳梨缶詰においても資本・経営の中核をなしていることがわかる。

Ⅲ

台湾鳳梨缶詰株式会社の事業

１．大正・昭和初期の台湾パイン缶詰産業
台湾鳳梨缶詰は 1912 年 3 月に創業し、35 年 6 月に業界統合による台湾合同鳳梨株式会
社が成立したことにより解散した。鈴木商店は 27 年 4 月に破綻しているから、鈴木商店の
パイン缶詰事業はほぼ大正年間と重なる。ここでは次節以降で扱う台湾鳳梨缶詰の事業を
理解する一助として、大正・昭和初期の台湾パイン缶詰産業を概観する。
表－３は明治末期から昭和初期にわたる台湾パイン缶詰産業の工場数・製造高・輸移出
入高の推移を表している。これによると第一次世界大戦前後は工場数も一桁台にとどまり、
製造高・輸移出高は一進一退の状況にあることがわかる。後半に価額が多少増加している
のは大戦景気による物価上昇が背景にあると考えられる。これに対して明らかに拡大傾向
が表れるのは 1921 年以降であり、同年は工場数 9、製造高 161 万 5803 個、輸移出高 20 万
9826 ㌤、同価額 86 万 5446 円に過ぎなかったが、1931 年には工場数 73、製造高 2957 万 9128
個、輸移出高 200 万 8586 ㌤、同価額 420 万 1015 円に上り、わずか 10 年間に工場数で 8
倍、製造高で 18 倍、輸移出高で 10 倍、同価額で 5 倍に達する成長を見た。同年の輸移出
価額で比較すると、パインは米と砂糖を除けば、バナナ（852 万 9603 円）、茶（759 万 5868

円）に次ぐ重要産業となったことがわかる38。
こうした急成長の契機となったのは 1922 年に台湾製缶株式会社が設立され39、サニタリ
ー缶（衛生缶）が普及するようになったこと、また翌 23 年にはぜいたく品関税の引き上げ
により、本島製品に対する内地需要が高まり、移出が刺激されたことがあげられる。1920
年代には工場数が急速に増えているが、この時新規参入したのはほとんどが台湾人で日本
人を圧倒していた40。これは同時期のパイン缶詰原料は皮むきに人力を多用する在来種果
実が主流で設備投資も低額で済むことから参入が容易であったことによる。このため家内
工業の域を出ない小規模の工場が乱立することになった。この結果、特に 1920 年代半ばか
らは原料果実の争奪による価格高騰が恒常化し、粗製乱造と廉売が繰り広げられ、台湾産
パイン缶詰の信用低下と製品価格低落を招くことになった。缶詰業界ではこの弊害を除く
ため、27 年 6 月、台湾鳳梨缶詰同業組合（以下同業組合と略記）の設立認可を受け、これ
らの課題に協同で取り組むことになった41。

一方総督府はパイン缶詰の海外競争力を強化するため、業界の育成と統制を強めていっ
た。1925 年には高雄州鳳山郡大樹庄に鳳梨種苗養成所を設置し、外来種の優良種苗を養成
し、27 年から配布を開始した。外来種は在来種に比べて果実が大きく、繊維も少ないため、
最初の工程である皮むきと中軸の繰り抜きから機械によって行うことができた。外来種は
全工程を機械化した新式工場によって大量に生産することで品質管理と生産費圧縮をはか
るのに適していたのである。26 年からは工場の近代化をはかるべく、缶詰機械貸付補助を
開始し、品質向上を図るとともに新式工場設立の機運を高めていった。このほか 27 年には
基隆・高雄両港に鳳梨缶詰検査所を設置し、検査規則にそって輸移出品の検査を開始した 42。
1931 年 9 月、台湾鳳梨缶詰共同販売株式会社（資本金 25 万円、本社高雄、以下共販会
社と略記）が発足した。同業組合は販売価格の統制を目指した業界協調の枠組みであった
が、こうした自主的統制はその後の工場数の増加によって無力化していた。そこで総督府
指導の下、同業組合の臨時総会で共販会社の設立を決議したのである。この共販会社は島
内パイン缶詰業者と委託契約を結び販売流通の独占と業者への金融をも行うものであった。
しかし会社内外で紛争が生じまたも有名無実化したため、34 年同業組合は全島 78 工場（た
だし稼働工場は 69）の合同会社設立の申し合わせが成立すると同時に、共販会社への委託
販売決議を撤回するに至った。そして翌 35 年 6 月、輸出事業の拡大を目指す総督府の指導
と東洋製缶（台湾製缶の親会社）の協力を受け、資本金 500 万円の台湾合同鳳梨株式会社
（以下合同会社と略記）が高雄に設立された。同年 12 月にはパイン果実生産業者を主体と
した資本金 220 万円の台湾鳳梨拓殖株式会社も別途設立され、その後合同会社に吸収合併
された。台湾パイン缶詰産業の統制はここに完了したのである 43。

２．常務取締役岡村庄太郎の時代（1912-1915）
1912 年 3 月に創業した台湾鳳梨缶詰の経営は当初常務の岡村に委ねられた。岡村は 15
年には同社から離れているが、この時期の営業成績は事業報告書が欠損しているため詳細
はわからない。しかし新聞記事が伝えるところによればかなり苦戦を強いられたことがわ
かる。12 年は昨秋の暴風雨の影響で 5 月になっても十分な原料果実を得られず、また価格
も 2 倍に高騰した44。このため生産時期が終わる 8 月末の時点での製造高は岡村の個人工
場だった昨年に比べて半減し、設備増強の成果を出すことができなかった。原料確保のた
め官有地払下げと自家栽培の推進、軽便鉄道の一般営業を早期に始めることが課題とされ
た45。翌 13 年は一転製造高は倍増したため、五分の配当を行ったものの 46、14、15 年は缶
詰産業全体の製造高が 2 年連続で減少していることから同社製造高もまた減少したと考え
られる（表－３「製造高」より）。
岡村が経営のトップとして采配を振るった時期は大戦開始前後の不景気と重なり、また
原料供給の不安定さも原因となって苦しい営業が続いた。1914 年には牛肉缶詰製造計画を
発表、内地向け試作品の製造を行っているが 47、副業によってパイン不振をカバーしなけ
ればならないほど業績悪化は深刻なものとなっていたのである。この年の株主総会では突

如 1 万 7000 円の損失が計上され、岡村は常務辞任を表明した 48。その後も損失は拡大し、
表－４によれば 16 年 9 月末時点の決算における繰越額は 21870 円の赤字が計上されている。
岡村は常務辞任とともに同社を退職、その後内地に戻ったが、保有株（取締役であるから
少なくとも 100 株）は 1 株を残して売却している。また兼務していた北港製糖月眉工場長
の職も、同工場が東洋製糖月眉製糖所に移管した時に辞したことから、鈴木商店との関係
は清算されたと思われる 49。パイン缶詰産業の創始者が労苦を重ねた台湾の地を去る選択
をしたことは社内における軋轢や大資本の庇護に身を置かねばならなかった岡村自身の煩
悶を想起させる。鈴木との関係が当初より一方的な救済の意味合いが強かった以上、両者
の関係は成熟したものとはなり得なかったのであろうか。

表－４ 台湾鳳梨缶詰株式会社営業概況（1915－1933）

（単位：円）

収入
支出
原価
役員
法定
総益
純益
配当金
繰越金
缶詰部 軽鉄部 総収入高 缶詰部 軽鉄部 総支出高
償却金
賞与金 積立金
1915/10～16/9
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
-21,870
1916/10～17/9 33,532
5,065 38,597 32,316
3,474 35,790
2,808
0
2,808
0
0
0 -19,063
1917/10～18/9 39,760
5,876 45,636 33,604
4,583 38,187
7,449
0
7,449
0
0
0 -11,613
1918/10～19/9 42,706
6,650 49,356 29,903
5,101 35,003 14,353
0 14,353
0
0
0
2,739
1919/10～20/9 64,090
7,091 71,181 57,647
4,912 62,560
8,622
600
8,022
7,000
0
620
3,389
1920/10～21/9 65,954
7,581 73,535 43,297
7,477 50,775 22,760
8,000 14,760 10,500
2,250
1,200
4,199
1921/10～22/9 67,085
6,204 73,289 46,783
6,094 52,877 20,412
8,000 12,412 10,500
2,000
1,030
3,081
1922/10～23/9 60,377
6,246 66,624 50,565
6,178 56,742
9,881
300
9,581
8,000
950
500
3,213
1923/10～24/9 90,470
6,471 96,942 79,193
6,309 85,502 11,440
1,500
9,940
8,800
1,100
600
2,652
1924/10～25/9 101,961
7,005 108,967 92,481
6,208 98,689 10,277 -1,000 11,277 12,000
1,000
630
300
1925/10～26/9 66,607
6,755 73,362 66,188
6,394 72,581
780
0
780
0
0
0
1,080
1926/10～27/9 101,713
5,748 107,461 95,018
6,016 101,034
6,427
0
6,427
0
0
0
7,507
1927/10～28/9 96,202
96,202 98,313
98,313 -2,111
0 -2,111
0
0
0
5,397
1928/10～29/9 102,034
102,034 116,063
116,063 -14,029
0 -14,029
0
0
0 -8,632
1929/10～30/9 31,975
31,975 34,614
34,614 -2,640
0 -2,640
0
0
0 -11,272
1930/10～31/9
－
－
－
－
-3,876
0 -3,876
0
0
0 -15,148
1931/10～32/9 79,853
79,853 85,128
85,128 -5,274
0 -5,274
0
0
0 -20,423
1932/10～33/9 95,635
95,635 98,225
98,225 -2,589
0 -2,589
0
0
0 -23,012
1933/10～34/9 106,877
106,877 103,682
103,682
3,196
0
3,196
0
0
0 -19,816
註１）台湾鳳梨缶詰株式会社の会計年度は10月1日から翌年９月30日。
註２）1916～1919年の２か年は純益をそのまま繰越金に参入し、前期までの欠損金の解消をはかっている。1924年は配当準備積立金1000円を繰り
入れている。1927～28年の2か年は繰越金より損失を補填している。
出所）台湾鳳梨缶詰株式会社の各期「事業報告書」（第一～五、二十回は欠損）損益計算書より筆者作成。
営業期

３．支配人橋本安博の時代（1916 -1926）
ここでは岡村退職後から鈴木商店破綻の約 10 年の営業実態を検討する。1916 年、岡村
の後任取締役として鈴木商店台北支店長平高寅太郎が選任された。翌 17 年には配下の竹内
虎雄に交代したが（表－２）、経営陣の鈴木色は一層強まりを見せた50。さらに 18 年、同
社の実質的な経営のかじ取りを任せる人材として、東洋製糖より橋本安博を支配人として
呼び寄せた。橋本は 1875 年大阪に生まれ、明治法律学校卒業後地元にもどり各種事業に関
与し実務経験を積んだ。1910 年北港製糖株式会社設立に際し招かれて渡台し 51、さらに台
湾鳳梨缶詰の経営立て直しを担うことになった。橋本着任前後より同社ブランド力と営業
成績向上は顕著なものがあり、これらは橋本の尽力によるものと考えられる。26 年には取
締役（兼支配人）に就任し52、さらに 27 年に成立した同業組合では副組長に推挙され、以

後業界協調においても精力的に活動した。
表－４によると同社業績は 1916 年より回復に転じている。岡村常務時代からの累損も
18 年には解消し繰越金は黒字となった。19 年からは減価償却金、法定積立金を計上し、復
配を達成、さらに 20 年からは役員賞与金支給も行われた。またこの時期はたびたび各地品
評会に出品し高い評価を獲得しており 53、「生蕃印」は国産パイン缶詰の一大ブランドと
しての地位を確立し、毎年のように皇室献上、買上げの栄に浴した 54。
しかしこうした復調の時期にあっても営業上の困難はつきまとった。1916、17 年は大戦
景気の影響で原材料が騰貴に騰貴を重ねた。なかでも英米による鉄材禁輸の影響でブリキ
缶材料高騰が著しかった。職工の賃金も高騰を続け、皮剥ぎやはんだ付けの熟練を要する
「特殊職工」がしばしばストライキを起こし、また離職するなど、作業に支障をきたすこ
とが多くなった。戦局の不透明感から内地特約店は一様に買い控え、同業者の不良品販売
による値崩れにより、神戸の特約店からは再三の値下げの要求がなされた。これに対し同
社は「値下を為さんとせば勢い品質を落すの外なく斯の如きは折角得たる本社の名誉を自
毀し且つ宮内省御用の光栄に浴し居る当社の忍ぶ能わざる処一時の不利を忍び将来を考慮
し前記要求に応ぜざりし」とし 55、老舗会社のプライドにかけ、ブランド維持の戦略を堅
持した。
その後も職工や苦力の不足、労賃の高騰、同業者による粗製濫造・廉売、それに起因す
る原料高が続いたが、講和後の缶詰市場の盛況が幸いし、毎期利益を計上し続けた。しか
し戦後不況による金融逼迫の影響で 1919 年からは値下げ販売を余儀なくされ、戦略の転換
を迫られている。22 年には橋本支配人を内地特約店に派遣し、新たな販路を開拓、特売や
宣伝を強力に推し進め収益を維持した56。
一方本章１節で見たように、この頃から毎年のように新規参入者が相次ぎ、原料果実の
不足、価格高騰が一層激しさを増していた。これに対し同社では、これまで注力してきた
開墾によるパインの自家栽培を試験段階から営業ベースに乗せる動きを加速化させる戦略
がとられた。1922 年の製造には、収穫果実 1 万 4000 個のうち比較的果実の大きい約半数
が使用され、翌 23 年には 6 万個余りの収穫があった。またハワイや南洋の種苗を注文し逐
次外来種の栽培も計画された 57。ただし開墾地経営は順調に進んだわけではなかった。こ
こでも苦力不足は深刻であった。パイン需要の高まりは近隣農家の栽培参入も誘発し、そ
の結果苦力不足、労賃高騰に拍車をかけた。これ以外にも開墾地経営には多額の費用を要
することから、資金調達の見通しを立てる必要があった。この時期の同社貸借対照表上「未
払込株金」の減少が見られるが、これは新規払込や配当金をそのまま充当したことによる
ものである。その主な動機は開墾地経営の資金調達であった。同社は保有する広大な開墾
地をもって原料果実の完全自給を目指し、同業者との差別化をはかろうとしたのである 58。
しかし缶詰業界への新規参入は同社の予想をはるかに超えて進行した。1923 年から 25
年にかけて缶詰工場は 15 から 35 へと倍増したのである（表－３）。時間を要する完全自
給化戦略は長期的には有効であっても、目前の利益確保の手段としては無力であった。同

社は不毛の原料争奪戦を業界の協調によって回避するため、同業組合の設立を進めること
としその先頭に立った。また新規参入工場が増えるにつれて、業界全体に効率のよい機械
導入が進み、旧式機械のままの同社ではコスト高が目立つようになった。26 年には総督府
の奨励策に応じ 1 万円余の新式機械の貸与を受け、設備の一部更新をはかっている 59。
最後に軽便鉄道事業について見ておきたい。岡村常務の時代より懸案となっていた鳳
山・苓雅藔間の軽鉄事業が 1915 年 8 月にようやく認可され60、翌 16 年より営業を開始

した。さらに同年には苓雅藔街から海岸に至る延長線も認可され、これも年度内に営
業を開始した。同事業には本体業務より約 1 万 8000 円が支出され61、初年度は 1591
円の利益を計上した。第六回事業報告書「軽鉄部覚書」には「営業開始以来逐次乗客
貨物増加しつつあり殊に海岸線延長後小貨物増加せしも牛車運搬を全然打破するに至
らざりし」とあり、滑り出しの順調と牛車との競合が課題として述べられている。ま
た重量貨物の取扱いを獲得するため、打狗港との連絡体制を整備することが目指され
た62。しかし 17、18 年には立て続けに暴風雨の被害を受け、収益が見込める海岸線が
崩壊し、護岸工事や保線に多額の出費が必要となった。その後も缶詰事業同様毎期苦
力の不足に悩まされ、さらに駅舎補修費や保線費も重くのし掛かった63。25 年頃から
は小貨物における牛車との競合に加え、新たに登場した自動車に乗客を奪われる事態
も発生した64。26 年には 10 か年の営業権を更新したものの、総督府からは再三道路修
繕費の寄付を求められたほか、海岸線撤去命令によって海陸連絡貨物の取扱いが不可
能となるに及び、軽鉄事業からの撤退を決めた65。同事業は最終年度となる 27 年を除
いて毎期黒字を計上し続けた（表－４）。ただ缶詰事業の苦境が軽鉄事業に対する追加
的支出を許さなかったのである。

４．鈴木商店破綻後の時代（1927-1934）
第十七回事業報告書に鈴木商店小樽支店に対する売掛金回収不能分 3140 円の損失計上
が報告されているほか、台湾鳳梨缶詰の経営に関する鈴木商店破綻の影響は読み取れない。
鈴木商店関係の株式は竹内虎雄の個人保有 100 株以外は有力株主に配分され（表－３）、
一方役員の構成には変化はなく、佐々木、竹内、川合の留任はもとより、橋本が取締役兼
支配人として実務を取り仕切るこれまでの体制は維持された（表－２）。
1931 年に成立した共販会社は、島内工場の製品を独占し一元的販売による有利な価格形
成を目指すものであったが、各工場の資本関係や従来の販売関係を考慮し、台湾鳳梨缶詰
を含む六大会社は「特例組」として共同計算からは除外され、自由な価格設定で販売でき
る特権が与えられた 66。「特例組」が関係をもつ内地資本（問屋）は「小工場の窮状を窺
い之を買収し或は資本を貸与して製品を一手に取引する等資本乏しき工場を圧迫する」な
ど業界の協調を乱し、一方これに対する同業組合や共販会社による自主的統制は無力化し
ていた。台湾鳳梨缶詰は「特例組」ではあったものの、唯一資本関係にあった鈴木商店が
破綻したこの時期、内地資本との提携関係から発生した新たな競争の渦の中で、「特例組」

としての利点を十分に生かすことができなかった。開墾地や工場設備に資本を固定し多額
の金利を支払い、その旧式機械の更新もままならず、また製造最盛期には毎日 1000 円内外
の現金を準備しなければならない。他の「特例組」とは異なり、こうした資金を内地資本
に委ねる術をもたなかった67。また高価原料買入による製造段階での損失を販売利益の融
通をもって補填する術もなかった68。
1934 年には合同会社設立への動きが加速した。最後となる第二十三回事業報告書による
と、台湾鳳梨缶詰としても「本島に於ける鳳梨缶詰業の創始者として円満なる合同並びに
発展を希望することは敢えて人後に落ちざる決心」をもって、総督府主導のこの動きに同
意し、橋本取締役が工場・農地評価委員として合意形成をめざし奔走した。しかし同社の
「工場評価額」69「工場・農地の分離」（合同会社は工場のみを買収、農地は別会社とし
事後に合併とする方針）について、「公平を欠く嫌いあり合同の裏面に情実あり且野心の
伏在するものの如し」と疑念を呈し、また合同決議のあり方に対しても「三十余年間本業
の為め幾多の犠牲となりし当社の歴史を無視して顧ず開業日浅き業者の多数を以て横暴な
る決議を以てせり」と無念を滲ませた70。農場を持たず製造を専業とする台湾人経営工場、
内地問屋による販売網を背景とする「特例組」、外来種農場付設の新式機械工場を営む大
資本会社という三竦みの業界にあって、在来種栽培を主とする農場と旧式機械工場をもち、
内地に特別の資本的背景をもたない台湾鳳梨缶詰は事業戦略上の優位性を確保する術を失
っていた。翌 35 年、同社は合同会社成立とともにその歴史的使命を終えた。

おわりに
日本統治期台湾におけるパイン缶詰産業は岡村庄太郎の研究成果とその事業化によって
始まった。総督府は新たな特産品としての可能性を見込んで手厚い保護を行ったが、経営
は必ずしも順調とは言えず、自立化の目途は立たなかった。明治 40 年代になって、岡村の
事業を資本的に支えたのが鈴木商店であった。鈴木商店は出張所を構えた台南を拠点とし
て改良糖廍の設立に乗り出していた。岡村の要請を受けた鈴木商店は、彼をまず製糖業の
役員・工場長待遇でグループの一員として迎え入れ、明治末年、岡村工場の設備と農場を
基礎として、台湾南部の事業家を中心に出資を呼びかけ、台湾鳳梨缶詰を設立した。岡村
は常務取締役として経営の中核を担ったが、役員人事も株主構成においても鈴木商店の支
配は明確であった。
こうした動きは総督府の意向と無関係に行われたものではないだろう。直接的にこれを
裏付ける総督府側の史料は確認できない。しかし新産業育成を目指して長きにわたり多額
の補助をしてきた総督府にとって、自らに代わり支えとなり得る安定的な民間資本を必要
としたはずで、樟脳事業で実績をあげ、総督府と密接な関係にあった鈴木商店はその有力
な候補となったに違いない。一方鈴木商店がパイン缶詰事業に参入した動機は必ずしも明
確ではない。樟脳事業が安定期に入ったこの時期、放資事業の主眼はあくまで製糖業であ

り、またその拡大が急務であった。その将来性に期待がかけられていたとはいえ、あえて
パイン缶詰事業を選択する動機は希薄である。鈴木側の各種史資料にもパイン缶詰に関わ
る本店あるいは台湾現地担当者からの言動や記述は見られない。鈴木商店の参入は「総督
府の慫慂による岡村の救済」という側面をもっていたと思われる。それでも結果的には黎
明期の台湾パイン缶詰産業を支えたことは事実であり、同産業のその後の著しい成長過程
を考えれば、鈴木商店参入の歴史的意義は大きい。
大戦景気にともなって、岡村工場以来築きあげてきた歴史とブランドの力が奏功し収益
は安定に向かった。人事面では岡村に代わって鈴木系の東洋製糖から入った橋本安博が支
配人として経営を主導した。この時期は収益からの配当金はおおよそ未払資本金の充当に
回されており、鈴木商店を潤すことはなかった。逆に筆頭株主として資本的に同社を支え
続けたといえるだろう。同社原料は農家からの直買いであり調達をめぐる利益は望めなか
った。また製品は内地の一特約店として販売しているにとどまった。鈴木商店が同社から
利益を得られる機会はほとんどなかったといってよいだろう。
鈴木商店破綻の影響は営業成績の赤字転落として現われた。1927 年の損失は 2111 円で
あり、小樽支店の売掛金回収不能分は 3140 円であったから、これがなければ決済は赤字に
なることはなかった。同社の経営規模からいえばかなりの痛手であったに違いない。一方
資本面では鈴木系保有株はそのまま有力株主に振り分けられたことから破綻の影響は見ら
れない。台湾銀行の介入を受けることもなく、旧鈴木系役員中心の経営が続けられた。
昭和期に入り、台湾鳳梨缶詰の経営環境は一層厳しくなっていった。共販会社における
他の「特例組」が内地問屋への依存を強めて乗り切りを画策したこの時期、鈴木商店はす
でになかった。同社は欠損を拡大しながら極めて不利な条件のもとで合同会社に吸収され
たのである。
鈴木商店破綻時、台湾鳳梨缶詰はいわゆる「関連会社」には位置付けられておらず、そ
れゆえ現存する鈴木関連諸資料からは直接見出だせなかった会社である。役員や株主構成
においてこれほどの支配力を保持した同社がなぜ「関連会社」とは認知されなかったのか。
同じ台湾島内で「関連会社」と認知された放資会社と何がどう異なっていたのか。台湾鳳
梨缶詰の立ち位置は外地における鈴木商店の事業戦略上の特徴をあらためて考えさせる契
機ともなる。今後の研究課題としたい。
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【論文】
徐訏と彼の政治小説『悲惨な世紀』
励

儲

Ⅰ序
1995 年、上海・香港共同撮影の『人約黄昏』は映画界の専門家と観衆から高い評判を得
て、同年度の中国映画界における大ヒット作品となった。この映画は、実は 1930 年代にベ
ストセラーとなった『鬼恋』(1)を改作したものである。原作者は海派を代表する作家徐訏
である。こうして映画化されたことにより、半世紀ぶりに徐訏ブームが巻き起こった。
ところで、香港の著名な文学評論家の司馬長風氏は『書刊評介』の中で、徐訏について
「中国文壇を全体として見渡しても、徐訏のように何でもござれという万能作家は、魯迅
と郭沫若の 2 人しかいなかった」(2)と語っている。
また、徐訏は作品を多産した。台湾正中書院編集の 18 巻本『徐訏全集』(3)によれば、
小説、詩、シナリオ、散文集と論文集を含めて、その作品は 60 余種であり、実に 2000 万
字を超える。また、香港の廖文傑氏の研究によれば(4)、まだ編集出版されていない作品も
数多く存在するという。これほど豊富な作品をもつ作家は中国近現代文学史において、大
変際立った存在であり、世界文学史上でも稀だと言えよう。
然し、徐訏の名は共産党政権の成立した 1949 年以降、抹殺されてしまい、また、中国大
陸では彼の作品は禁書となり、彼自身も大陸政府に反動作家として厳しく批判された。さ
らに、数十年間にわたって、文学評論家たちに冷遇され、いわば、放逐された状態が続い
ていた。20 世紀末、1990 年代までは、徐訏についての評価は香港の研究成果を除いて、大
変少ない。また、多くの国内外の文学史を扱った著作の中でも、彼に関しては、論述する
ものがないか、記載されても数行程度であり、しかもマイナスの評価が多い。1986 年日本
で出版された『中国文学事典』(5)には徐訏の名前も作品も記されておらず、同じく 1986
年、中国で出版された大百科全書中の 2 冊組『中国文学』(6)には、「現代小説」の項にわ
ずかに彼の作品に関する記述が見られるが、例えば、
「政治傾向がよくない」という否定的
評価か、さもなくば、その存在を抹殺するような結論で締め括られている。1991 年に出版
され、斬新な視点からの分析を多く含むと考えられる『中国現代文学史』
（楊義著・中国人
民出版社）も、ほぼ同じ観点を踏襲している。中国現代文学史における共産党に支配され
た文学史観を視座とすれば、徐訏の作品は、前期は重大な社会矛盾には触れずに非現実的
な手法で人生について語るのみであり、後期は積極的に政治に関わりながら、共産党政府
に対して猛烈に批判を加えた作風であるということになる。つまり、あくまでも非主流の
作家であり、作品だと批判的に示唆されているのである。このような背景の下で、徐訏の
ような作家が評価されることはなかなか難しい。実は 1940 年代ごろでも、徐訏の作品につ
いては、異論が存在した。左翼から「洋鴛鴦胡蝶派」「若者を毒する」
「ポルノ文学」
（7）

などの批判の声がある一方、
「愛情と人生とを深く描写する」
「物語をメックアップする達
人」(8)など絶賛する評価もあった。
おそらく、中国大陸で「四人組」が倒れて以降の一番最も早い再版と見なされる徐訏作
品は、瀋陽「春風出版社」から 1988 年 2 月に出された『現代文学鈎沈』という叢書の中に
収められたものだろう。その後、毎年徐訏の作品は各出版社によって、主に 1940 年代、50
年代の作品が多く再版されている。その中で 1996 年の安徽文芸出版社による『徐訏小説』
(9)は当時の最大規模の選集であろう。
一方、徐訏に関する研究論文の中には、より活発な見方を示すものもある。例えば、「徐
訏が中国現代文学史上での功績のある作家であり、彼の小説の成就とその後世に及ぼした
影響だけを述べても、文学史の一角に席を占めるのは当然である」(10)。21世紀に入って
から、中国大陸では、徐訏について、ようやく公正公平の評価が与えられるようになった。
2008年には、徐訏生誕百周年を記念するために、上海市作家協会と三聯書店の共同編集に
よる最も網羅的な『徐訏全集』
（全16巻、第1巻から第8巻が小説、第9巻から第12巻が散文、
第13巻から第15巻が詩歌、第16巻が戯曲をそれぞれ収録している。）が出版された。さら
に、徐訏を研究する数多くの論文が次々と発表された。その中でも、著名な文学評論家呉
義勤の論文(11)は最も注目される。呉氏は以下のように高く徐訏を評価した。「混乱状態に
陥った20世紀、わが国の作家たちは歴史、現実、政治などの点で、いずれも非常に重い文
学的代価を支払った。徐訏の成功は中国作家がいかに芸術上の純潔さ、創作上の独立性を
保持するかということ、加えて、現実の超越ということに対して、大変貴重な経験を提供
したということを示している。
」
中国共産党政権の成立と共に、現代中国の二大政治勢力である共産党と国民党に追従し
た文学者がほとんどだった中において、徐訏はその例外となった。彼が評価されるのは、
彼が中国の二大政治勢力である共産党と国民党の政治的影響を受けることを拒否した為に、
彼自身居住を望まない広東人社会の香港を自分の創作・生活する拠点としながら、家庭の
荒廃や肉親の離別による悲しみと孤独感を超克し、愛と自由を謳い続けようとする立場を
保持しつつ、創作に打ち込んだことである。

Ⅱ生涯と創作
（１）ジョージ・オーウェル（George Orwell）との接点
1952－53 年頃に書いたと思われる『新個性主義和大衆文芸』(12)という論文の中で、次
のような記述がある。
「ジョージ・オーウェル（George Orwell）はかつて『1984 年』を書
いた。これは素晴らしい創作ではないが、力強い作品である。それは彼が共産党の政治と
はどのような政治であるかを透徹して理解していたからである。反共とは共産主義に反対
するものであるから、共産主義に反対するには人に共産主義を十分理解させねばならぬと
いうことにほかならない。」

筆者が徐訏の論文を調べたこところ、ジョージ・オーウェル（George Orwell）について
はただこの一文を書いたに過ぎない。しかし、それは非常に意味深いものである。徐訏の
最も重要な後期作品『悲惨な世紀』(13)を創作する過程の中で、何らかの影響を及ぼした
はずだと思われる。そこで、上述の文章を本論の出発点とし、二人の生涯と創作活動とを
比較したい。
1908 年、徐訏は唯一の男の子として浙江省寧波慈渓に生まれた。1922 年、叔父の影響に
よるためか、上海のカトリック教会に属する聖方済中学校に転学したが、外国人宣教師の
偽善的行為に不満をもち、一学期終了後再び父母のもとを離れ、北京へ行き、成達（陸軍）
中学校に卒業まで籍をおいている。一方、ジョージ・オーウェルは 1903 年インドで、二人
の姉妹の間の唯一の男の子として生まれた。1917 年パブリックスクールの名門であるイー
トン（Eton）校に奨学金を得て入校した。彼は母親に愛情を持てず、また、麻薬管理官だ
った口やかましい父親にも反感を抱いていた。同じく徐訏も幼い頃、家族の愛情を失い、
父にも反感を抱いていたという(14)。1922 年ジョージ・オーウェル（George Orwell）は
卒業すると、想定されるケンブリッジ（Cambridge）やオックスフォード（Oxford）への
進学を拒否し、ビルマのインド帝国警察官の職に就いた(15)。彼は徐々に植民地制度の虚
偽を実感し、罪悪感に耐えられなくなり、1927 年から 29 年にかけて、最初はパリで、後
にはロンドンでどん底の生活を送った(16)。以上のことから、少なくとも次のようなこと
が言えるであろう。それは二人の家庭事情と教育は極めて似通っており、また、二人は自
分の生きる世界に対して、混迷し激動する政局に対して、懐疑心をいだき、不平不満を持
ち続けていたということである。
1927 年 9 月、徐訏は北京大学に入学し、哲学を専攻した。大学時代、五四新文化の洗礼
を受け、魯迅、胡適、周作人、陳独秀などの新文化運動の旗手の著作を読み耽ったという。
彼の話によれば、「20 才の時、確かに共産主義の信者だった。」(17)彼が 20 才の年 1928
年は、激動の年代であった。まず、ソビエト革命の成功の後に、レーニンの新経済政策の
実施によって、ソ連の政局は安定し経済も復興していた。従って、マルクス主義の魅力が
愛国心を持つ世界各地の若者の間に広がっていったのも当然であろう。その後、北伐によ
る国共合作が人心を奮い立たせた。さらに、日本国内で盛り上がっていた思想界の左翼運
動の刺激を受け、中国出版界では左翼に関する外国書籍の紹介が空前のブームとなった。
日本の『新思潮』2・3 号合巻の統計に拠ると、1929 年に中国で翻訳した出版されたマルク
スの社会科学における著作は 155 種余りにのぼった(18)。このような背景の下、徐訏はマ
ルクス主義にのめりこんでいた。徐訏は上海で『萬人叢書（Everyman's library）』の上下
2 冊の英訳本『資本論』を買い、十分理解するとはできなかったが、一所懸命に読み、ま
た、河上肇の『新経済学大綱』も勉強したという。当時彼は時代の潮流に積極的に乗って
いることに大変誇りを感じ、「これからは同じ世代の物を誇りもって扱える」(19)と自慢
に思う。1931 年、北京大学の哲学科を卒業した後、同校の大学院に進学し心理学を学んだ。
その時期に彼はマルクス主義の影響を積極的に受け入れ、校内で文章を精力的に発表した。

1930 年左連が結成され、徐訏は一時左連に接近したが、おそらく左連内部の組織的な問題
や自身の考えとの不一致のために、結局参加しなかった。北京大学で 1933 年に哲学修士の
学位を取った後北京を離れ、上海へ赴き、創作をはじめた。1934 年に林語堂の創刊した『人
間世』の編集者となり、散文の多くはその時期に創作したものである。その頃から、魯迅
との交流が始まった。この時期の活動を見れば、徐訏がかなり左連に接近していた作家で
あったことが解かる。一方、オーウェルはトロツキストの組織である「マルクス主義統一
労働党」に参加した。また、「『ウィガン波止場への道（The Road to Wigan Pier）』で
その主題を模索しながら、ようやくアナーキズムから脱し社会主義への道に第一歩を印す
が、その社会主義はゆるやかで、人間的なものでなければならないと彼は考えていた。」
(20)
1936 年、徐訏は活発な独自の編集活動の段階に入った。3 月、友人と一緒に『天地人』
半月刊を創刊し、10 期まで継続させた。同時に『作風』なども編集した。様々な影響を受
け、彼のマルクス主義に対する信仰は多少動揺したにもかかわらず、また信じていた。彼
は「当時私が上海でさまざまな人に知り合ったが、基本的には私のマルクス主義に対する
信仰は決して変わるわけではなかった」(21)と語っている。同年の秋、彼はフランスへ留
学、途中ベルギーのルーバン大学（KU Leuven）を経て、フランスのパリ大学へ転学した。
その頃が彼にとっての大きな転換期であった。1927 年スターリンと対立したトロツキーは
共産党から除名され、1929 年国外に追放された。さらに、スターリンがトロツキー派に対
する粛清を行った。その波紋は中国共産党内に及んだ。当時上海にいた徐訏はその状況を
知らなかったが、パリ留学時期、彼はスターリンのトロツキー派裁判に関する報告書をほ
とんど読みあさった。
その内容は彼の共産主義への信念を動揺させ、
大きな衝撃を受ける。
彼は当時の心境を、「この本は、私の“正統”のコミンテルンに対する信仰を激しく動揺
させた。そして、私自身もまた共産主義を疑った。（彼らはなぜ）突然党と国家を裏切る
ものとなったか？あの時に多くのトロツキーの同情者は文章を書いた。もちろん私もたく
さん読んだ」(22)と振りかえった。そして、スターリンのソビエトを鋭く非難する声が高
まっていたヨーロッパに居た徐訏が左翼から距離を置いたのは想像に難くない。当時、ヨ
ーロッパで大きな影響力を持っていたフランス作家ジード（André Paul Guillaume Gide）
は 1936 年にソ連を訪問し、『ソビエト紀行（Retour de l'U.R.S.S1936.）』を書いた。さ
らに翌年、 『ソビエト紀行修正（Retouches a mon Retour de l'U.R.S.S1937.』を世に出
した。その一連のルポの中で、ジードはソ連で見た文化鎖国主義や新官僚の実態と画一主
義などの実態を明らかにして、スターリン体制に反対する姿勢を鮮明にし、その上で、1932
年に行った左翼への転向宣言を自ら否定し、左派から猛バッシングを受けながら、共産主
義から毅然として離れた(23)。パリで留学生活をしていた若き文学者の徐訏にとっては、
その当時フランス文壇の盟主であったジードのとった行動からの影響は計り知れないもの
があった。ジードの共産主義に対する信仰の変化は徐訏に衝撃を与えたと同時に、彼の胸
にも共鳴を引き起こしたようである。彼は「後に、
『ソビエト紀行（Retour de R.S.S1936.）』

や『ソビエトからの帰還（André Gide Return from the U. S. S. R）』」などを読んだ。私
の考えはすっかり変わった」(24)と回想している。
一方、数奇と言えるのは同じく 1936 年 12 月、ジョージ・オーウェルの方はフリー契約
の記者として、スペインのバルセロナに赴いて、トロツキストの義勇軍に加わったことで
ある。しかし、スターリンの指導下、フランコ軍と戦うよりも、アナーキストの組織「全
国労働連合」や、オーウェルが参加したトロツキストの組織「マルクス主義統一労働党」
の義勇軍と戦い、スターリンは彼らを殲滅することに熱心であることを知って、大いに幻
滅したのであった(25)。そのスターリンのトロツキストの義勇軍への弾圧を、オーウェル
は翌年 1939 年に『カタロニア賛歌（Homage to Catalonia）』の中で描いている。
1938 年１月 24 日に徐訏は上海に帰った。創作と編集にひらすら従事し、作品はほとん
どがリベラル系の『中美日報』、『宇宙風』、『西風』に掲載された。徐訏は当時の状況
を「上海はちょうど孤島時代であった。私は、昔私を同志と見なしてくれた友達にスター
リンを批判する文章や書籍を紹介し、彼らに私の疑問に対する説明を求めた。すると、私
は彼らに托派（トロツキスト）だと思われた」(26)と語っている。嘗ての同志たちが彼を
仲間に入れることを拒否したことは、無論大きな衝撃であり、彼が左翼陣営を去る一つの
要因だったと考えられる。結局、彼は「基本的には共産主義は決して頼りになる学説では
ない」(27)と語り、「私のマルクス主義時代はこうして終わった、そして永遠に過ぎ去っ
た」(28)と述べ、共産主義陣営との決別を宣言した。その時から彼の政治への関心も減退
した。それと同時に彼は浪漫的な創作に熱中した。それ以降、国民党政権が倒れるまでの
数年間に、西洋モダニズムの影響を手法として取り込んだ、多くのいわゆる海派作品を誕
生させたが、その作品では政治色は影を潜めている。抗日戦争の間に、多くの抗日をテー
マとする作品、とりわけシナリオを彼も書いた。1943 年 3 月 1 日には、長編小説『風蕭蕭』
が国民党の軍事機関紙『掃蕩報』の文芸欄に連載され始めた。作品に登場する抗日スパイ
たちも国民党直系であるので、この時期の徐訏が親国民党派であったとは言えないが、少
なくとも彼は完全に共産主義を離れ去ったとは言えよう。
その同じ時期、つまり 1939 年 3 月、スペイン内戦が反動革命軍であるフランコの軍隊の
勝利に終わり、しかも、その年の 8 月に、独ソ不可侵条約が締結された。これは当時の進
歩的な知識人たちに大きな衝撃を与える事件であった。オーウェルは英国に帰った後、こ
の幻滅から立ち直るべく精力的に評論を発表した。1945 年、力作の『動物農場（Animal
Farm）』が世に出た。一躍有名となったオーウェルはこの作品でスターリン主義を痛烈に
批判したのであった。
次に徐訏の創作に目を向けてみよう。
徐訏の作品を全体的に見れば、明確な線引きは難しいが、次のようにまとめてみた。
大陸在住時期の作品

前期の作品は、3、40 年代の中国において、保守的で、陳腐な

旧中国の変革を意図し、外国による侵略と国内戦争による多難の国情を反映するという視
点から、愛と自由を謳った海派文学の作品を書きつづけた。早期、フランス風のロマンチ

ックな風格と耽美主義の傾向がはっきり見られる『荒謬的英法海峡』や『吉普賽的誘惑』
や『阿拉伯海的女神』などは中国の伝統的な幻想世界を現実化する表現手法による恋愛小
説である。デビュー作の『鬼恋』は明確な悟りと現実を霊的世界に托して、深く人間の内
面の根源を探るという複雑な内容が仕組まれている。当時、徐訏は多くの海派作家と同様
に、世界の文芸思潮の一つの流れである心理分析を手法とする描写に傾いている。また、
中編小説『精神病患者的悲歌』では当時中国で自由を望む女性たちの心境と彼女たちの生
き様を通して、資本主義の発展及び近代の変動する政治や社会の流れの中で、中国数千年
の伝統に包まれて生きる都市の人々の生活と考えの激しい変動を表現した。1943 年徐訏は
『風蕭蕭』を発表すると、一世を風靡し、一躍ベストセラー作家になった。小説はロマン
チックな雰囲気に満ちあふれていると共に、真正面から戦争場面を扱っており、生き生き
とした描写とサスペンスは、緊張感と期待感とを読者に与える。サスペンス風の筆致が抗
日戦争という直接の主題と組み合わされて、非常に魅力のある作品となっている。
『風蕭蕭』
は彼の海派時代の代表作であり、なおかつ海派文学を代表する記念碑的な作品と言いうる
と、筆者は思われる。
香港在住時期の作品 徐訏は 1950 年香港に移住することによって、海派作家としての創
作に終りを告げる。それは彼の文学活動における最大の分岐点であったろう。激動する国
内の実情は彼に筆を折らせた。厳しい現実に面して、ロマンチックな色彩の濃い恋愛小説
を執筆しつづけるのはもはや不可能であると、
彼は哀しく受けとめたのであろう。
さらに、
祖国の分裂によって故郷を離れ、流浪する生活を送ることは、愛国心の強い彼にとって甚
だしい不幸であることも、彼は承知していた。こうした政治的背景と悲傷な心境の下で、
作風は一変する。彼は強烈な愛国心に駆られ、当時盛んであった文化大革命に多大な関心
を寄せた。祖国や国民を憂える心情は彼の創作意欲に新たに火をつけ、自由を謳うことを
この時期の作品の主旋律として表現した。いわゆる「郷土小説」、「反共小説」という政
治と民族意識をにじませる作品を、徐訏は様々なジャンルで多く発表することになるので
ある。次に徐 訏が海派作家から政治小説の創作へと転換するその軌跡及び最後の政治小説
『悲惨な世紀』を分析したい。
（２）「郷土小説」から「政治小説」へ
1944 年、徐訏は『掃蕩報』の駐米特派員として米国に赴いた。1946 年、第二次世界大戦
で抗日戦争の勝利の際に上海に帰り、2 年後、1000 頁に近い詩集大成『四十詩綜』が出版
されたが、それは依然として浪漫主義的な傾向が強いものであった。1949 年 7、8 月頃、
二度目の結婚をした(29)。同年後半、ジョージ・オーウェルも二度目の結婚をした。その
後、オーウェルはロンドンに移り住むが、肺結核で容体が悪化して、1949 年、ロンドンの
病院に入院、そこで生涯最後の作品となった『Nineteen Eighty-four(1984 年)』を完成させ、
翌年 1950 年１月 23 日、死去した。
一方、中国現代史において最も大きな変化が起こった。それは中華人民共和国の成立で

ある。
中国共産党政権の成立によって、徐訏はこれまでの上海での生活に終止符を打って、
香港にたどり着いたが、香港社会の外来者に対する強い排他性が徐訏の疎外感を否応なし
に増したことは想像に難くない。また、彼自身も香港の環境や香港人の形成する広東社会
に溶け込もうとはしなかった。彼は香港のあらゆるものに対して、孤独で寂しい一人の傍
観者であった。30 年余を過ごしたにもかかわらず、彼の主要な作品には香港及び香港の
人々に関する作品は一つとしてないのである。強烈な愛国心を持つ彼は植民地の生活を好
まなかった、否、嫌悪感をすら抱いていたといってもよい。徐訏はかつて「香港は買い物
の天国であるが、精神生活の存在するところではない」(30)と香港を酷評する。また、香
港を異国と断定した。そして、自分が祖国を離れた不幸について、「才気煥発な文学者は
いったん祖国の土地を離れると、その才能を発揮することができなくなってしまう」(31)
と、強く遺憾の意を表明した。実際には、徐訏はその傑出した才能をこうした逆境で十分
発揮させた。香港での生活が始まった 2 日後、驚異的な創作エネルギーを爆発させ、さっ
そく『苦果』という詩を書いた(32)。そこには、「而我則夢在天涯、身在四海流浪（しか
し、私は夢に天涯を夢見、身は四海に流浪する）」という詩句がある。そこには故郷を出
ることを余儀なくされ、彼の深刻な無言の悲しさ、寂しさが現れている。だが、そのあと
の『詩情』には、「那将是我的復活（それはまさに私の復活だ）」とか、「那将是我新生
的光明（それはまさに私の新生の光明だ）」などの詩句が続き、その困難を直視し、新天
地に新生を求める彼の気持ちを読み取ることができる。それ以降、彼の創作活動（編集も
含む）はにわかに活発となる。ここで、1950 年から 1957 年に至るまでの徐訏の文学活動
を少し整理し見せておく
1950 中編小説『期待曲』、『旧神』、『婚事』と短編小説『太太与丈夫』とが出版さ
れる。
1951 『星島日報』の編集委員となる。短編小説集『百麗樹』、『鳥語』、『結果』、
『私奔』、『伝統』ならびに中編小説『炉火』、『彼岸』と詩集『輪廻』が出版
される。
1952 短編小説集『父仇』、『花束』、『有後』及び中編小説『痴心井』が出版される。
1953 『幽黙』を創刊し、自ら編集長を担当する。『創墾出版社』を作る。中編小説『盲
恋』の初稿を完成する。詩集『伝薪集』とエッセー集『伝杯集』が出版される。
1954 評論集『文芸思想と文化政策の中で』と中編小説『盲恋』と短編小説集『馬克倫
太太』が出版される。徐訏は役者として自らある役を演じる（33）。
1957 珠海書院中文系講師を務める。論文集『個人の覚醒と民主自由』が出版された。
短編小説集『燈』が出版される。
1956 長編小説『江湖行』第一部が出版される。『風蕭蕭』が重版される。中編小説『盲
恋』が映画化される。

実のところ、共産党政権が成立するまでは、徐訏が反共意識をはっきり示したことは
ない。
しかし、
以上に示した時期には共産党政権に反対の意を寓した作品が大半を占めた。
1952 年 7 月 26 日の日付のある『腕時計』という作品の後半では、作者は主人公の妻の話
を友人に伝えるという形で、共産党を辛辣に皮肉った。
――だけど彼女は言った、大陸は一つの大きな時計のようなものかもしれない。人民
は時計の腹の中につめこまれ、無目的に動いているが、時計を操縦する人も、見
る人も、自国の正誤を判断する人も皆大陸には居ない。
――大陸にいなければ、どこにいる？
――もちろん、ソ連にいる。大陸はソ連の一つの時計にすぎない。(34)
この作品からは、時計の比喩描写を通じて、新生の中共政権がただスターリンのソ連に
追随する傀儡政権にすぎないという辛辣な批判がはっきり読み取れる。1954 年の評論集
『文芸思想と文化政策の中で』及び 1957 年の論文集『個人の覚醒と民主自由』は徐訏の反
共の立場を理論的に示すと見なされるものである。特に、徐訏は『文芸思想と文化政策の
中で』の中で、13 篇の論文を通して、毛沢東の文芸理論をはじめとする共産主義・中国の
文芸の現状に対して、猛烈な批判を行った。その特徴は熟読したマルクスとレーニン及び
毛沢東の理論を引用し、共産主義中国の文芸の現状に対して非難の声を浴びせかけている
のである。また、『個人の覚醒と民主自由』は八篇から成り立ち、中国共産党に対する批
判を込め、自由を強く渇望する新個人主義を提唱するものが大半を占めている。この 2 冊
の論文集は、当時大陸以外の華人社会に大きな反響を呼んだ。
1960 年前後、ちょうど中国大陸で毛沢東思想を学習する運動が展開されていた頃、徐訏
は自信作である 3 巻の超長編小説『江湖行』を始めとする、いわゆる「郷土小説」を懸命
に創作すると同時に、中国共産党政権を批判する多数の短編小説を一冊の小説集『小人物
的上進』（『香港呉興記者報社』1964.6）にまとめ上げた。この小説集には、『下郷』、
『讐恨』と『小人物的上進』など 8 篇が含まれている。
1966 年の中頃、中国大陸で文化大革命が始まった。ちょうどこの時期、徐訏はアメリカ
から香港に教職に就くために戻った。その時以来、彼は中国国内の事情に非常に関心を抱
き続ける。そんな関心が発展していって、中国共産党を痛烈に批判する大作の『悲惨な世
紀』へと結実していったのである。「これは記念碑的意味を持つ優秀な作品である」(35)
という評価があるように、反共陣営に大きな反響を呼んだ。1976 年１月、マルクス主義に
対する信仰から否定に至るまでの人生の歩みを自ら総括する論文『私のマルクス主義時代』
を発表した。
（３）ディストピア風の政治小説『悲惨的世紀』の誕生
徐訏は 1966 年に『悲惨な世紀』を書き始め、1972 年 10 月、作品に修正を加えた上で上
梓した。現代作家の中でも、彼は創作の旺盛さと筆の速さで知られている。1 年間に 10 作
近い作品を出版した時期もあった。ちなみに彼の最も長い作品である「郷土小説」と呼ば

れている長編小説『江湖行』は 5 年間を要したが、『江湖行』の三分の一の量にも満たな
い『悲惨な世紀』は完成するのに実に 7 年間もの年月が費やされた。即ち、彼の創作人生
の中で、一番創作に時間がかかった作品である。この作品には、彼の人生の集大成として
の思想、風格、人格と考え方等々が全面的に反映されていると考えられる。
『悲惨な世紀』が連載された時期は、「文化大革命」という大陸最大の激動の時代とほ
ぼ重なるのである。また、単行本として出版されたのは、ちょうど中国大陸の文化大革命
が完全に終結した 1977 年、すなわち「四人組」政権の倒れたその年であった。徐訏は『悲
惨な世紀』の中で、常識を超えた SF という形で、紀元前 2050 年ごろのある恒星の周りを
回るある惑星にある国の無産階級政権の統治下での滑稽かつ哀れむべき状況を描きだした
のである。この作品は、もしも共産制度が続けられれば、その国は住民生活が荒唐無稽で
不条理的な社会になると述べており、当時中国共産党政権に対する容赦のない批判を意図
したものと考えられる。
徐訏は『悲惨な世紀』の『前言』の中でこう述べている。
（この物語の）時間ついては、推定する手だてがないが、ここでは我々の暦でのキリ
ストの降誕以前の B.C．2050 年としておくことにしよう。簡単にするために、以下 2050
ということにする。(36)
ここで、作者の設定する年代について、一つの不思議な発見がある。ジョージ・オーウ
ェルは 1948 年に『1984 年』を書き上げた。周知のように、1948 年をひっくり返した『1984
年』
という題名をつけ、
物語の展開する年代を 1984 年に設定しのだと思われる。ところが、
同じようなディストピア小説の『悲惨な世紀』は『1984 年』と違って、時の流れを逆行す
るタイムスリップ的な SF である。そこでは紀元前 2050 年が物語の時代として設定されて
いる。しかし、筆者は、これは SF というジャンルにおける虚構であり、自らの考えを表現
するための修辞にすぎず、
実際には、
西暦 2050 年に読み替えることができると考えている。
では、なぜ 2050 年という数字を使ったのかについて、筆者は次のような二つの理由を考え
る。
一つは、『悲惨な世紀』の創作開始は 1966 年であり、1966 年足す 1984 年の 84 はちょ
うど 2050 年に等しくなる。これが恐らく作者が 2050 年を設定した理由だと思われる。台
湾や香港で、ジョージ・オーウェルの本、とりわけ『1984 年』がいつ中国語に翻訳された
のかが解からないが、外国語に堪能な徐訏はおそらく英語版を 50 年代初期には読んでいた
と考えても無理はない。つまり、これは偶然の一致ではなく、徐訏は意図的にこの西暦の
数字を作ったのではないか、と考えられる。
もう一つは『1984 年』の中で、ある連続した 2 頁の中に「2050 年」が 3 回現れ、明らか
に目立っている(37)。確かに『悲惨な世紀』の 2050 年は紀元前という設定ではあるが、こ
の数字は偶然のものとは考えにくい。従って、『1984 年』の影響は徐訏が『悲惨な世紀』
を創作する過程、ひいては細部にまでも及んでいる。そのことから、徐訏が嘗てジョージ・
オーウェルの『1984 年』の影響を積極的に受け入れ、『悲惨な世紀』は完成させたのだと

考えられるのである。
筆者はここで、徐訏のジョージ・オーウェルから受けた影響の大きさばかりを強調した
いのではなく、ここで言いたいのは、この二人がかつて自分自身の共産主義に対して、そ
の信仰から否定に至るまでの共通の軌跡を辿り、期せずして、その最終的な認識をともに
小説という形に反映したのだということである。徹底した中国共産党批判の姿勢が明示さ
れているという点において、それまでの徐訏の作品とは作風が大きく異なっている。

Ⅲ 『悲惨な世紀』と『1984 年』
（１）
『1984 年』の梗概
1948 年に生まれたウインストン（Winston）は核戦争とそれに続く社会的動乱の時期を
生き抜いてきた。1980 年代の世界はそんな動乱を経て生まれたものである。世界にはユー
ラシア Eurasia、オセアニア Oceania とイースタシア Eastasia という三大陣営があり、そ
れらは、極めて大雑把ながら、今日における現実の権力圏に相当し、戦争状態にある。と
いうのはそのことがどの国にとっても国内政治を行うのに好都合な状態を作ってくれるか
らである。オセアニア Oceania には南北両アメリカ、イギリス連邦、ブリテン連合王国が
含まれており、その首都はロンドンである。社会的・政治的機構は次のようになっている。
支配政党（その指導者は「偉大な兄弟」(38)として知られており、おそらく単に象徴的な
架空の存在であろう）は「党内局」と「党外局」の二つ局に分かれている。「党内局」の
メンバーが支配階級であり、ウインストンの所属している「党外局」は、書記官と技術官
のよって成り立っている。80 パーセントの人間は「プロレ（無産者）」という一般大衆で
ある。彼らは何の権利もなく、責任も一切なく、動物と同様に政治的な重要性を持たない
者と見なされている。経済機構に関して言えば、取るに足らない個人の所有物を除いて、
私有財産制度はすべて廃止されており、その点で、名目的には社会主義である。すべての
財産は「党内局」に代表される国家に帰属しているのである。そして、統治政党は以下の
ようなスローガンを揚げている。
戦争は平和である。 War is Peace.
自由は屈従である。 Freedom is Slavery.
無知は力である。

Ignorance is Strength.

主人公ウインストンは真理省で仕事をしており、真理省は実際には公衆を騙す世論を作
る機構である。彼は毎日事実を大々的に隠すことや人間の記憶を抹殺すること、又は歴史
を勝手に改竄する仕事をしている。国民はこうした重苦しい雰囲気の中で暮らしており、
さらに思想警察（thinkplo）の監視によって、人々は互いに不信感を持ち合い、更に疑いあ
って、日記さえも真実は書けない。このような厳しい状況の中で、ウインストンは彼の同
僚ジューリア（Julia）との愛に落ちる。二人は監視の目の届きにくい野外で頻繁にデート

し、党内には絶対に許されない自由恋愛の味を享受している。しかし、やがて二人とも逮
捕される。ウインストンの罪は不倫でもなく、地下の反体制組織への参加でもなく、「自
由は屈従である」又は「党の規律が要求すれば、黒は白と心から言える」という党の理念
を信じないことであり、即ち彼は思想犯罪（crimethink）罪を犯したのである。ウインス
トンの思想を改造するため、「党内局」の高官オブライエン（O’Brien）は彼に様々な肉体
的、精神的な酷刑を加えた。釈放された時、彼はすでにただの生ける屍となっていた。
『悲惨な世紀』の梗概
主人公程秀紅は孤児で、無産階級の社会の中で成長し、国の配属に従い、工場の女工
となる。彼女は聡明で美しく、いわゆる「先進労働者」としていい評判を得ている。ある
日、エンジニアの蘇洛明が転勤で彼女の工場に来る。党員の蘇は 40 才前後で、党の支部書
記の親友でもある。やがて、彼は程が好きになり、自分の地位を利用し、程を征服した。
更に、特権を使って程をＰ城大学に入学させる。しかし、初めて労働者の単純な生活環境
を離れて、これまで受けてきた党の教育にとは矛盾する特権を目の当たりにし、蘇にその
疑問をぶつける。しかし、蘇からの答えには納得できない。彼女の考えは激しく変動し、
また、色々な理論の学習を受けながら、Ｐ城大学での生活を送る。その中で、彼女は蘇の
警告を無視し、同室の親友林氷士との関係から、国防部副部長の息子の劉度斌及びＴ・Ｓ・
Ａという組織の人々と知り合いになる。この団体は党の認可による社会的組織であり、そ
のメンバーは大いに活躍していたが、政府に対しては批判態度をとっている。やがて、彼
らの言論に程はつい引き寄せられてしまう。その後、いわゆる「党主導の人工授精による
出産」という計画が党によって、打ち出される。その計画によって、党内の優秀な人材の
精子を取り、無産階級の美しい健康な女性に人工授精を行い、そして、党の意思による子
供を作り育てることを目指すのである。これに対して、Ｔ・Ｓ・Ａが反対意見を出すが、
その結果、程と林氷士（劉度斌の恋人）がこの計画の犠牲者とされることになる。結局、
蘇が特権を行使したために、程は救われるが、林は自殺する。劉度斌は恋人の死を覚悟し、
群衆の前で自殺することで愛国的立場を表明する。それ以降の一連の闘争によって、Ｔ・
Ｓ・Ａのメンバーはほとんど弾圧され、多くの人が自殺を余儀なくされる。あるいは「百
花斉放宮」という特別な軟禁場所で「政治思想改造」が強制的に実施される。この残酷な
闘争は程に党の真実を疑わせる。また、蘇が粛清に巻き込まれないように偽りの供述をす
る破目になり、生来の正義感をもつ彼女は大いに困惑し、ついにある大会で「百花斉放宮」
が人道的ではないと激しく非難する。さらに、夫の蘇が嘘の供述をしたことを告白する。
そのために、蘇は自殺を余儀なくされる。しかし、程は深く愛する蘇を失ったことを堪え
忍ぶことができない。さらに、党に対する理想の幻滅にも直面することができないまま、
死ぬ道を選ぶ。
以上の簡略なまとめを以ってしても、この二人の作家の考えがかなり一致するのは明白

であろう。徐訏とジョージ・オーウェルはかつての共産主義の影響を受け入れるきっかけ
の年代、又は人生経験は違った。それにもかかわらず結果として、東方と西方のインテリ
ゲンチを代表すると言えるような 2 人の共産主義に対する見方は驚くほど酷似していると
考えられる。つまり、その見方とは、コミュニズムがもたらす全体主義（Totalistarianism）
による社会政治体制（スターリンのソ連と毛沢東の中国共産党政権）には反人道的な側面
があり、そのことを、鋭く批判していることである。まさしく「ディストピア」による恐
ろしい未来世界を描き、人々に大きな警鐘を鳴らそうとしていることである。
（２）
欧米の資本主義陣営による全体主義のイメージとしては、フリードリヒの六つの指標が
有名である。それは単一のイデオロギー、単一の支配政党，秘密国家、国家による情報独
占、武器の独占、中央統制経済である(39)。この六つのイメージを小説の描写と対照して
考察すれば、両作品に反映されているコミュニズムがもたらす全体主義に対する二人の見
方を支える主要なディテールには共通部分がかなり見られる。まず、「中央統制経済」に
関してピックアップし、比較してみよう。
まず『悲惨な世紀』の内容を見よう。
科学家们认为，父母两系的才赋与智慧的结合， 往往会产生意想不到的特别的素质，
所以虽是两个属于无产阶级的卓越天才作为生育的结合，可能产生一种反阶级利益完全自
私的人物。因此，为便于统制起见，母系的因素必须绝对单纯。其要求 1，无产阶级 2，面
貌端正 3，身体健康 4，最好是文盲。也就是说，党要母系是一张白纸，可以很清楚的显示
出父亲的色泽：否则倘若母系是一张有色的纸张，那么碰到父亲的色泽，就会变成意想不
到的东西。—-p43
（科学者たちは次のように考えている。父と母による才能と知恵との結合は往々にして
思いもよらない特殊な素質を生み出すことがある。従って、2 人のプロレタリアートに
属する卓越した天才が出産のための結合を成したとしても、階級利益に反する完全な利
己主義者が生まれる可能性がある。そこで統制しやすくするためには、母系の要素は絶
対ピュアでなければならないのである。その基準は 1 プロレタリアートに属すること、2
端正な容貌であること、3 健康であること、4 文盲が一番いいこと。つまり、党は母系が
一枚の白紙のようであってほしいのである。そうすれば、父系の色柄ははっきり見える
はずである；もし母系が一枚の有色紙であったとすれば、父系の色とぶつかって、必ず
思いがけないものになってしまう）
党对于非党员的人们强制禁育和打胎。—-p45
（党は非党員の人々に生育禁止と人口流産とを強制する。）

上記のように、このような中央統制政策下に置かれた監視管理社会の中では、自由恋愛
はほとんどできない。その上、党の組織の純粋性を保つために、いわゆる「人工生育（人
工授精による出産育児）」という計画が打ち出された。また、徐訏は人口授精計画による
人選で母胎に選ばれた林氷士の口を借りて、「现在母亲养的都不是自己的孩子，养的都是
党员（現在母たちが育てているのは自分の子供ではなく、すべて党員である）—-p115」と
恐ろしさを告発する。これは現実において、事実とはなっていないが、中国の「計画生育
（一人っ子政策）」を批判すると同時に、その共産主義による政治社会体制への風刺の極
みと言える。一方、ジョージ・オーウェルは『1984 年』の中で、ユーラシア Eurasia
の全体主義政治体制について、次のように書いている(40)。
党員間のあらゆる結婚は、その為に任命された委員会の承認を得なければならなかっ
たのである。そして——その原則は一度も明らかに述べられた例はなかったが、結婚の当
事者がお互いに肉体的に引きつけられているとの印象を与えたら最後、結婚許可はいつ
も拒否されるのである。唯一の公認された結婚目的は党に奉仕するために子どもを生む
ということである。青年反セックス連盟と言ったような組織まであり、両性の完全な独
身主義を唱導していた。子どもはすべて人工授精（アートセム artificial insemination—
- ARTSEM）によって出産され、公共施設で養育されることになっていた。・・・党は
性本能を抹殺しようと試みていたのである。—-p84-85
ジョージ・オーウェルは更に次のように解釈する。
性本能が党の統制力も及ばない独自の世界を作り出すから、できれば、抹殺しなけれ
ばならぬということだけではなかった。最も重要な点は性を抑制するとヒステリー状態
になること。それは戦争熱と指導者の個人崇拝に転化できるために望ましい状態だとい
うことであった。—-p173
ここでは、党の険悪な目的は鋭くデフォルメされた想像と透徹した描写によって、余す
ところなく暴き出された。現実を見れば、共産主義国家において、計画出産（徐訏は生育
統制と表現する）が存在する。小説では、二人とも架空の全体主義体制下のデフォルメさ
れた社会を描くことによって、いわば、現実における不条理で反人道的ディテールを描き
出している。共産主義を非難する意図はやはり共通しているのである。
さらに、「単一のイデオロギー」と「単一の支配政党」という角度から考察したい。
徐訏は 1979 年６月 22 日に「任之楚」というペンネームで長詩『無題的問句』を発表し
た。詩の中で、彼は 50 年代以降盛んであった政治運動、とりわけ文化大革命による迫害を
受けた大陸に住む著名な文学者たちの運命を心配し、祖国の不透明な前途に大変気をもん
でいた。このような祖国への複雑な心境は『悲惨な世紀』にははっきり見られる。弾圧さ
れた友だちの運命を SF の手法でデフォルメし、独裁政権による残酷な政治運動を激しく糾

弾した。以下のような場面を見てみよう。
「百花齐放宫」的）科学家，艺术家，音乐家，凡是涉及思想与意识的学术与艺术的
人们，他们都称之为思想劳动者。……经医院由政治医学处理后在移居过来的。所谓处理，
就是扬弃他们的生殖机能与劳动机能。因此来到这里的人们，第一是受过宫刑，第二是没
有双腿，第三是有的解除了左臂，有的毁削了一个耳朵。—-p232
（「百花斉放宮」--政治犯の収容所のこと、筆者注）に居る科学者、芸術家、音楽家
などイデオロギーや意識（学術と芸術）に関わる人々は思想労働者と呼ばれている。・・・
（彼らは）病院で政治医学によって、処理（手術）され、ここに移された。処理とは、
彼らの生殖機能と労働機能を破壊するのである。因みにここに来た人は三種である。一
つは宮刑という男性の生殖器を除去する刑を受けた人、二つは両足を切断された人、三
つは左腕を切り落された人、あるいは片耳を切り落された人。）
作品の登場人物の中に楊覚悲という美術家がいるが、政府のイデオロギーに反するとい
う罪で思想犯となり、政治医学の手術を受け、性器と両足とを除去されてしまった。楊覚
悲はまさしく当時の大陸の文化人たちをモデルにしたものである。従って、楊の悲惨な運
命は当時の大陸の文化人の悲惨な運命を暗示していると考えられる。政治医学については、
政治犯の思想機能を壊すという手術を発明した欧陽横徳の口を借りてこのように説明して
いる。
现在政治医学可以在两星期内，使一个不爱劳动的资产阶级完全变成一个什么都不想
什么都不问的只爱劳动的无产阶级，政治医学可以使一个思想不正确的人完全洗去他的思
想，变成一张白纸，然后， 再用政治心理治疗法使他在白纸上养成新的意识与习惯。—-p158
（現在政治医学は 2 週間のうちに、一人の労働を嫌う資産階級に属する人を一人の何
も考えず余計なことは何も聞かずにひたすら労働するだけの無産者にまで改造すること
ができる。政治医学はある不正な思想を持つ人に対して、彼の従来の思想を洗浄し、一
枚の白紙に変えた後、政治心理病理治療法の実施によって、彼の白紙のような頭に新し
い意識と習慣とを養成させる。）
一方、ジョージ・オーウェルは『1984 年』の登場人物の「党内局」の高官オブライエン
（O’Brien）の口を借りて、こんな恐ろしい話をしている。
権力とは相手に苦痛と屈辱を与えることである。権力とは人間の精神をずたずたに引
き裂いた後、思うままの新しい型に造り直すということだ。・・・我々はオーガズムも

なくするであろう。現にわれわれの神経学者（Neurologist 神経病学者）は、その研究に
も着手している。忠誠ということもなくなるであろう、党への忠誠を除けば。—-p347-348
我々は消極的な服従にも、どんな至高の屈従にも満足を感じない。君が結局は我々に
屈従するとき、君の自由意志に基づいたものでなくちゃならない。われわれは異端者が
自分たちに抵抗するからといって彼を破壊するような真似はしない。彼が抵抗をつづけ
る限り破壊するようなことはしない。われわれは彼を回心させ、その内なる心を捕捉し、
人間を改造するのだ。—-p330
『1984 年』は 3 部で構成される。ジョージ・オーウェルは第 3 部を全部使って、ウイン
ストン（Winston）のような政治犯の体に害を加えたり、心を無残に傷つけたりするよう
な部分を余すことなく手間暇をかけて、詳細に描写した。『悲惨な世紀』の場合は逮捕、
拷問、処刑などの内容の代わりに、弾圧された後の結果が描き出されている。表現手法こ
そ違うが、その読者に与える効果は同様である。
また、両作品は全体主義の政治社会体制における統治階級と人民との生活のギャップを
数多く指摘している。
60 年代以降、徐訏は「半山区」という香港島側にある高級住宅地で裕福な生活をしてい
た。しかし、それと同時に、貧困な人民のことを杜甫のように大変心配していた。そのよ
うな彼の気持ちは『悲惨な世紀』の筋を豊かにするモーチフとなったに違いないと思われ
る。作品には、程秀紅の目を通して、蘇洛明の高級マンションが描かれている。その中で、
当然批判されるべき資本主義の贅沢品、シャンペン、美味しいご馳走、使用人、西洋音楽
などがたくさんあって、無産階級の程は党の宣伝に懐疑心を懐き始める。次のような二人
の対話を見てみよう。
―程 香槟酒？这不是资产阶级们享受的东西吗？
―蘇 现在我们无产阶级可同样的来享受了—-p23
（―程 シャンパン？これは資産階級が飲むものではないのですか。
―蘇 いま私たち無産階級は同じように味わえるようになったんだ。）
二人の対話はこぐ簡単だが、党が特権を独占し、人民を苦労させることを批判する趣旨
は明らかである。ジョージ・オーウェルは『1984 年』の文中、2 箇所で労働者階級と党の
幹部たちとの生活を簡明に比較している。
ビールはプロレ階級の居酒屋で飲める唯一のアルコールだった。—-p113
「党内局」の成員すらも簡素で苦労の多い生活を営んでいるということに相成る。に
もかかわらず、彼に許されるわずかな贅沢―調度品も揃った大きなアパート、衣類に用

いられる高級生地、上等な食糧だの酒類だの煙草など、二、三人の召使い、そして自家
用車か自家用ヘリコプターは彼を「党外局」とは別の世界に置く。—-p249
党の上層部の指導者及び幹部たちは贅沢で安逸な日々を送り、無産階級の大衆には手の
届かない遥か彼方の存在である。二人の作品には、党幹部らが批判対象であるべき資産階
級の享受するようなあらゆる特権や利益に自らあやかっていることを通して、党を皮肉っ
ているのである。
（３）
最後に、両作品による主人公の運命についての比較に触れておこう。
かつてジョージ・オーウェルは『1984 年』の出版が起こした波紋について、次のように
答えた。「中央集権化された経済に生じ得る悪用はすでに共産主義とファシズムの体制の
中で一部表現されている。私が描いたような社会が必然的に到来するだろうとは私は信じ
ていないが、（もちろん本が風刺であることも勘定に入れて）それに似たものが到来する
ことあり得るとは信じている。また私は、全体主義的な思想がどの国でも知識人の間に根
を下ろしたと信じている。）」(41)彼はこのような現実に目に瞑ることも、妥協すること
もできなかった。そのために彼は世の人々に将来的な危険性を警告すると同時に極めて深
刻で痛ましい悲観論者となってしまった。その悲観的な感情は恐らく『1984』の主人公の
ウインストンの運命へ結実した。ストーリーの最後に、ジューリアと二人で会った時に、
昔の激情に代わって、「キッスしようともしなかったし、二人は言葉を交わそうともしな
かった」（—－p379）また、ウインストンは昔よりも遥かに高給を支払われる仕事をもっ
ているが、アルコールに依存してしまっていた。「ジンの匂う涙が二滴、鼻筋の両側を伝
っていた。然し、これで良かったのだ、何もかもこれで良かったのだ。苦闘は終わりを告
げたのである。彼はやっと自分に対して勝利を収めたのだった。彼は「偉大な兄弟」を愛
していた。」（—－p387）ウインストンは様々な肉体的精神的な酷刑をうけ、釈放された
時、すでにただ生ける屍となっていた。たとえ生きていても死んでいるのと変わらないよ
うな結果によって、物語は終わった。徐訏の場合はまったく違うのである。その最後の場
面（程は深く愛する蘇を失った後）を見てみよう。
她望着阳光，望着树影，望着涟漪的水面，她走下去，走下去，走下去，……—-p313
（彼女は陽光に目を馳せて、木の影を眺め、漣たつ川面を望みながら、川の方へ、川
の方へと下りていくのだった、…）
ここでは、程の死を暗示している。二人とも自殺するという最も悲惨な結末で物語を終
りにするのは徐訏のオリジナリティに富んでいるところだと思われる。（程、蘇）二人と

も残酷な打撃を受けた後、思い切って自分の信仰を否定することを覚悟し、生ける屍にな
るよりは自殺を選んだ。自殺とは、時には一種の反抗、又は一種の闘争でもある。つまり、
彼らの死はたとえ肉体は死んでも精神は生きていることを意味しているのである。こうし
た分析に従えば、ジョージ・オーウェルと違って、徐訏は悲観論者ではなく、将来に対し
て、希望を持ち続けていたと言える、そして、その希望は程のような大衆に託されていた
のである。

Ⅳ結び
2017 年１月下旬、ジョージ・オーウェルの『1984 年』が、70 年近くたって、アマゾン
でベストセラー１位を占める。このニュースは、トランプ新政権が発足した米国の現状を
物語るエピソードとして、象徴的だと全世界の話題になった。
「1984 年」が単なる社会主義批判のプロパガンダではなく、人間の存在と心理、社会と
の関係に主眼を置いた全体主義的統制社会への批判書として有効であることの証拠だと思
われる。だからこそ、人々の心に響くのであろう。
一方、徐訏の『悲惨な世紀』には、中国伝統文学における道家の色彩に染められた理想
郷・ユートピアは少しもなく、その代わりに「ディストピア」の内容が主題となるのであ
る。男女の主人公とも自殺するという物語の結末を選んだのは、悲劇的ムードの裡に物語
を終わらせることで芸術的効果を高めると同時に、作品の思想性を強化し、作者が共産主
義を批判すると共に大衆の苦難に同情していることを、そして共産主義の発展による未来
への危険性を警告することを、読者に納得させようとしたからある。また、ここで描かれ
た世界は、紛れもなく現実とリンクし、角度を変えていまの我々に影響を及ぼしている。
従って、徐訏は卓越した洞察力を持つ偉大な現代作家であると言えよう。
彼の生命に終止符が打たれた丁度 1 年半前、つまり 1979 年６月 23 日深夜 1 時半の日付
のある『無題的問句』(42)という有名な長詩で、彼はこのように自分の心境を告白してい
る。
他先告诉我神爱世人，（彼は初めに私に告げた。神は人を愛していると、）
说我应该打开你的心扉，（私はあなたの心の扉を開かねばならぬと、）
让神来赐给你灵光；（神はあなたに光を与えようと、）
神创造了世界，（神は世界を創り、）
又创造了天堂，（または天国を創った、）
你只要靠他爱你，（彼を信じ愛しさえすれば、）
他绝不会使你失望。（決して彼はあなたを失望させまい。）
この詩句は少なくとも次のようなことを私たちに教えるだろう。徐訏は自分自身過去を

振り返って、かつて一生涯の努力を払って追求し続けたものをすべて否定し、そこから与
えられた失望感に苛まれながら、キリスト教に入信しようとするという気持ちをこの詩に
込めているのであろう。しかし、客観的に彼の一生を見渡した時、共産主義から人文思想
を経て神学へ定着するという、想像もできないほど複雑な発展プロセスがあり、さらに海
派作品から政治小説への転換があったことは意味深長である。これに加え、中国伝統思想
との関わりに関する研究も必要で、
筆者自身も含めて、更に深めていくべきだと思われる。
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【論文】
台湾銀行による重要農産物への投資配分
―明治後期の糖業・米作を中心に―
今井 孝司

Ⅰ はじめに
日本統治以前から台湾の主力農産物は米と砂糖であった。だがいずれも生産から収穫ま
で旧態依然とした農法で生産されており、そのままの農法を続けるならば生産力の向上は
見込めなかった。台湾を領有（以下領台）後台湾総督府（以下総督府）は日本内地への米と
砂糖の供給増を計画し、台湾銀行を通じてそれぞれに投資を行なった。
しかし米作と砂糖の原料である甘蔗の生育は同じ水田を用いるため、どちらか一方の増
産をはかればもう一方は減産となる、いわゆる「米糖相剋」の状態が生じ(1)、1930 年代以
降の台湾農業において大きな問題となった(2)。また米作について領台初期の総督府は品種
改良した在来米の生産量の上昇を考えていたが(3)、日本人の味覚に合わないインディカ種
であることから、内地米と同じ種である米の研究・開発がすすめられ、1922 年以降蓬莱米
として市場に出回るようになった(4)。
では米糖相剋が発生する前の米作と製糖業の関係はどうだったのか、そもそも蓬莱米が
市場に出回る前の在来米作に対して総督府はどのような態度をとっていたのだろうか。本
稿は『台湾銀行史』および『明治後期産業発達史資料第 754 巻 第 14 期財政・金融編(Ⅶ)』
を手がかりに、台湾の中央銀行的機能（総督府の政策が反映される）を有していた台湾銀行
による米作・製糖業への投資金額という「具体的数値の推移」に着目し、半年を単位に投資
パターンを読みとき、領台初期米作・製糖業に対する台湾銀行の投資行動は期間をずらして
集中的に行っていたことを明らかにしていくことを目的とする。
論を進める上で本稿の限界点を二つ示しておく。一つは台湾銀行による二産品への投資
パターンの解明に焦点をしぼり、収穫高や輸出高に関しては最小限度触れるにとどめる。も
う一つは分析対象期間を準拠資料『明治後期産業発達史資料第 754 巻』に掲載されている
1902 年後期から 1913 年前期とし、それ以降の事項である蓬莱米の流通と米糖相剋は議論
の対象とはしない。

Ⅱ 台湾銀行による重要物産への投資
１．台湾銀行の使命・機能
台湾銀行の法的根拠は帝国議会の協賛を経て 1897 年４月に公布された台湾銀行法に基
づいて設立された。その目的として、以下のように台湾の経済発展をはかるべく商工業、公
共事業に資金を融通するものとうたわれている。

「台湾銀行ハ台湾ノ金融機関トシテ商工業並公共事業ニ資金ヲ融通シ台湾ノ富源ヲ開発
シ経済上ノ発達ヲ計リ、尚進ミテ営業ノ範囲ヲ南清地方及南洋諸島ニ拡張シ是等諸国ノ商
業貿易ノ機関トナリ以テ金融ヲ調和スルヲ目的トス…中略…一朝事アルニ当リテモ能ク経
済上ノ独立ヲ維持シ得ヘキ方策ヲ施設スルヲ要ス」(5)。
ところで台湾銀行は法律の制定から開業まで２年３か月の期間を要している(6)。この理
由については、
「わが明治政府の気魄見識を表示するものであり、興国の気象の以下に鬱勃
たるものありしかが想見される(7)」という見識が持たれていた。一方で、台湾銀行定款に準
拠法を明記していなかったことがネックとなり、
「幣制、台湾銀行法の改正、政府の保護等
根本問題とともに定款の作成、銀行券の製造棟実務的事項に関しての検討(8)」期間が必要で
あったことによる。
いずれにせよ台湾銀行は中央銀行として紙幣発行権を持つ特殊銀行であり、台湾におけ
る国庫金の取扱い業務も行なうという機能も持ち合わせ営業が開始されたのである。

２．台湾銀行による重要物産への投資額の推移
表１は 1902 年後期（7 月～12 月）から 1913 年前期（１月～６月）の間、台湾銀行が重
要物産に対して行った投資金額を示し、図１はそれをグラフ化したものである(9)。1909 年
後期に四物産への投資額は極端に小さくなるが、翌年前期には四物産ともに投資額が急増
し、その後砂糖と米への投資額が半期ごとに増減を繰り返しながら飛躍的に伸長していく。
ところで茶は砂糖・米に比して投資額は少額であり、樟脳は 1905 年まで台湾銀行からの
投資は行われていない。以降本稿が対象とする砂糖と米への投資額に限定しみていく。なお
茶については先行研究で議論がなされているため(10)、ここでは取り上げない。樟脳につい
ては農産物の範疇ではなく、19 世紀末になり工業用原材料として先進工業国にて重用され
た合成樹脂（プラスチック）の原材料として世界市場で売買されており、詳細な分析を行な
うべく別途稿を改める。

表１ 台湾銀行による重要物産への投資額
砂糖

米

1902年後期

527

1903年前期

1915

1903年後期

751

1904年前期

2165

1904年後期

1957

1905年前期

5022

1905年後期
1906年前期

茶
462

単位：千円

樟脳

砂糖

950

0 1908年前期

718

916

1201

1221

701

1110

2372

750

834

1956
7187

1906年後期

3028

1907年前期
1907年後期

米

茶

樟脳

11351

9070

1405

826

0 1908年後期

6154

12160

2919

434

0 1909年前期

21876

8765

1329

365

0 1909年後期

5832

8128

3097

1674

0 1910年前期

22589

6337

1909

7071

641

150 1910年後期

9386

12696

3330

2958

5918

1979

230 1911年前期

34808

6278

2255

6965

3635

1331

273 1911年後期

18768

15195

3709

5210

5161

3326

294 1912年前期

36365

11094

2144

4522

7316

3836

1818

400 1912年後期

22654

17231

3487

4057

2412

11872

3993

685 1913年前期

34969

13836

1341

3176

※原典では金も重要物産として掲出されているが、本稿では農作物を取り上げるため掲出

していない
出所：台湾銀行編『第九次台湾金融事項参考書』
（1914 年）pp.102-105。収録は『明治後期
産業発達史資料第 754 巻 第 14 期財政・金融編(Ⅶ)』（龍渓書舎、1988 年）より筆者作成
３．製糖業への投資
（１）製糖業への積極的な投資背景
そもそも製糖業は巨額な資本が必要である。領台時台湾の産糖について『台湾銀行史』に
よれば、
「島内産業の首位を占めていたとはいえ、わずか 80 万担内外で微々たるものであ
った。当時日本の需要高は 3 百万担に達し、ほとんど全部を輸入に仰いでいた。このため児
玉総督、後藤民生長官が糖業を台湾産業の最も重要なるものと定めたのは当然である(11)」
。
また同書によると、
「従来台湾の製糖業に対する金融は洋行糖商及び製糖業者、粗糖製造
業者、農民の間に行われていたが、総督府が産業開発の第一目標を糖業においたことから新
式製糖会社が相次いで設立され、資金融通は銀行によることになった。ところが製糖業は工
場設備、耕地所有など巨額の固定資本を要するだけでなく、工場的資金や商業的資金など莫
大な資金を要する。内地資本化も投資に躊躇するのはやむを得ないことであり、固定設備を
全額自己資本で賄うわけにもいかないため、台湾銀行に貸し出しを求めるものが多かった
(12)」と記されている。
つまり領台当時日本が輸入に頼っていた砂糖について、総督府は台湾砂糖生産の潜在能
力を引き上げ内地向けの移入量を確保するために、資本を投下し産業の近代化をはかり生
産量を引き上げるという施策をとった。しかし製糖業への投資状況は旧態依然としていた
こと、加えて巨額な投資額が必要だったため、内地資本も資本投下について躊躇していたた
め、総督府の命により台湾銀行に率先して融資にあたらせたのである。
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図１ 台湾銀行による重要物産への投資額
出所：表１に同じ。筆者作成
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（２）総督府による制度設計
総督府は製糖業を発展させるための施策として、1902 年６月に「糖業奨励規則及び同施
行細則」を公布し台湾糖業の基礎を確立した。規則の要点を要約すると、①総督府が適当と
認める蔗作者及び製糖業者に対して諸費用に奨励金・現品の下付、または貸付けを行なう、
②総督府において定める数量以上の原料をもって製糖に従事する者には補助金を下付する、
③蔗作のため官有地を開墾する者には無償で貸付け、全部開墾した時には無償下付する、④
蔗作のため官有地に灌漑排水工事を施工しようとする者にはこれを無償貸し付ける(13)」の
四点であった。

４．米作への投資
（１）米作に対する台湾銀行の投資姿勢
Ⅰで触れたように、総督府は 1912 年、台湾の米作は在来米の改良とする方針が決められ
た。その後研究がすすめられ日本人の味覚に合わせた蓬莱米が市場に出回るのは 1922 年で
あった。では本稿が対象とする期間の米作への投資はどのような状況であったのか。
『台湾銀行史』では糖業については詳細に記述されている一方、米作については「第四節
米に対する貸出」が記述に充てられているが、その中で台湾銀行の経済姿勢がうかがえるの
は、
「米、砂糖は台湾の二大産業であるから、当行の放資額もこの両者に対するものが最大
であるが、砂糖は資本主義的近代企業であるから、銀行の融資の対象となることが起業家し
ていない米作の比ではない筈である(14)（以下 1919 年以降の記述）
」の一文だけである。そ
れ以外は「米糖相剋の問題」の説明において付帯的に触れられているに過ぎない(15)。たと
えば甘蔗買取り価格の糖米価格比準法、米、甘蔗の作付面積などが記されている。
このことは、製糖業は近代資本をもって操業する業態であるが、米作は旧来の生産体制が
続いており、台湾銀行が直接投資を行うという領域にはなかったということに他ならない。
台湾銀行としては内地資本を中心とした企業に対する融資が第一であり、嘉南大圳といっ
た巨大な土木工事には資本の投下を行なうが、旧態依然とした台湾米作システムに直接の
融資は考えていなかったものといえよう。
（２）米作への投資形態
このように台湾銀行は製糖業に比べて米作への投資を活発に行うといった動機があった
わけではなかった。しかしながら旧態依然とした米作であっても投資（貸付）が行われてき
た。その方法は「手形割引」
（当所・他所）、
「荷付為替」「貸付当座貸」(16)という形態で行
われた。すなわち銀行が振り出した手形を割引いて現金化させる（割引いた分は銀行の利
益）
、遠隔地間の取引について間に入った銀行が手数料を徴収し現金化する（証文は不問だ
が高利の融資を短期で行う）といったといった金融慣習によるものだった。
図２はどのような形態で貸付が行われたか、金額の推移を割合で示したものである。まず
1904 年は手形振出し先とは異なる金融機関で割引いた「他所割引」の総額が 45.7％と最大
だったが、以降取引は衰退し 1907 年以降は５％前後と振るわなくなる。次に 1905 年には

手形振出しと割引先が同一の「当所割引」の取引総額が、1903 年と同水準の 42.2％へと戻
るが、翌 1906 年には遠隔地間の取引決済である「荷付為替」に替わられるが、1908 年に
は全体の６割を超える取引額を記録した後、1909 年以降は全体の４割の取引額で推移する。
一方の「荷付為替」は 1907 年に 23.6％と減少、1909 年には 34.7％となり、以降 20％台で
推移していく。
ここで次の二点に着目したい。一つは手形割引は「他所割引」よりも「当所割引」の方が
好まれるようになったことである。ここでは割引率は確認できないが、通常であれば振出・
割引機関が同一である方が異なる場合よりも割引率は低くなる。つまり台湾銀行が振出し
た手形を同行で現金化する方が、経済的合理性が認められよう。もう一つは「貸付及当座貸」
の推移である。1907 年までは全体の１割に満たなかったが、以降順調な伸びをみせ、1911
年には荷付為替（25.3％）を抜き（28.8％）
「当初割引」に次ぐ金額となった。
ここから米作にたずさわる人々の現金調達について、手形割引による場合は、何らかの事
情がなければ「当所割引」が有利で好まれ始めたことに加え、
「取引金額から利息分を差し
引かれる」というわかりづらい手形割引よりも、
「借りた現金に利息がつく」というわかり
やすい貸付方式が好まれはじめたと思われる。
いずれにせよ米作は近代資本が投下される領域ではないため、台湾銀行としても近代的
形態の資本投下は行なうことはなかったため、米作民の資金調達はこのような旧態依然と
した金融システムに頼らざるを得なかったのである。
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図２ 台湾銀行の米に対する放資額科目別表
※表は 1937 年まで掲出されているが、本稿の範囲である 1913 年までを取り上げた
出所：
『台湾銀行史』
、
「第 45 表 当行の米に対する放資額科目別表」
、p.296 より筆者作成

Ⅲ 製糖業・米作への投資額の推移
１．物産別重点的貸付（投資）のタイミング
では製糖業・米作に対して台湾銀行はどのような配分で投資を行っていたのだろうか。図
３は台湾銀行による重要品目への貸付・貸越額の推移について 1 年を半期単位として示し
ている。図中には参考までに茶と樟脳の金額も含めた。図３から台湾銀行は砂糖と米に対す
る貸付（投資）を、半期ごと互い違いになるように重点投下を行なっていたことがわかる。
すなわち年の前期（春季）は製糖業に、後期（秋季）は米作に貸付額を集中させている。
これは甘蔗栽培と米作は同じ水田で行われるが、その生育期が異なることによる。甘蔗に
集中した資本投下が必要な時期は、米作には資本を集中投下させる必要はない。つまり台湾
銀行はより効率のいい収穫を求め、貸出時期を品目の特性に区分し製糖業者へ、あるいは米
作民に対する投資行動を採択していたのである。
ただし台湾の米は基本的に二期作であること、甘蔗は生育から取り入れまで 1 年半を要
するため、米作が行われないという水田も存在する(17)。また米作だけを行なう南部の水田
では、三期作も行われていたこともあり、貸付額やタイミングは複雑になっていたであろう
が、ここでは残されたデータから読み取るにとどめておく。
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図３ 台湾銀行による重要物産への貸付・貸越額
出所：図表 5-2 に同じ、pp.102-109 より筆者作成
また議論の本流からは少し外れるが、当該期間当初時点での台湾からの品目別輸出額の割
合を確認しておくと、茶（烏龍茶）は最も有力な輸出品目（43.7％）であった。次に樟脳、

米、砂糖と続いていた（図４参照）
。
図３から茶への貸付額の割合をみると、1907 年後期に 18.8％だったが、その後漸減して
いくが、貸出が集中する期間が米作と同期しているのがわかる。輸出の割合から米と茶を合
わせると 45.1％を占める（図４）
。1903 年後期にはこの２物産への貸付割合の合算が６割
となることから、外貨獲得に期待が寄せられていたと考えられる。ただし翌 1904 年の後期
に茶への貸付額の割合は 12.1％と低調になるが、同期の米への貸付が 38.2％と上昇してい
ることから、台湾銀行は米への貸付を優先したといえる。
米と茶は、いずれも旧来の生育法、収穫そして商品化までの過程が近代化されていない分
野であり、小作農あるいは農業労働者の手による、当時の社会情勢として近代資本主義とは
相容れない生産分野であり、資金調達については、先述のとおり手形割引や貸付といった方
法がとられていたものと思われる。

その他,
14.2

烏龍茶,
43.7

樟脳, 20.6

砂糖, 7.7
米, 13.9

図４ 1902 年時点の台湾品目別輸出額割合
※図表 10-1・2 共に砂糖は赤・白砂糖の合計である。（単位％）
出所：出所：竹越与三郎、
『台湾統治志』
、博文館（1905 年）p.444-446 より筆者作成

２．製糖業への重点的投資
ここでは台湾資本主義のあけぼのとなった製糖業に対する台湾銀行の投資について検討
する。図１を見ると製糖業への投資金額はまず 1907 年前期から 1908 年前期にかけて 731
万６千円から 1135 万１千円へと 1.55 倍の増額があり、翌 1909 年前期には 2187 万６千円
となり、1908 年前期に対して 1.93 倍へと急増しているのがわかる。この現象は 1902 年、
総督府が製糖業の生産量増を企図し、「オハイオ」式圧搾機を購入。希望者に貸与したこと
から始まる(18)。
この新式機械を導入する製糖会社が増えると、総督府は 1905 年、「甘蔗採取区域制度」
を実施したため、1907・8 年度には 61 あった工場が 1912・13 年度には 32 まで減少。中

小の製糖工場は淘汰されていった(19)。
同時に製糖業資本の寡占化も進んだ。表２は新式機械を導入した工場の資本金状況につ
いて 1906 年から 1912 年までの変化である。対象者数は資料に掲載されている工場数を、
資本金合計は対象となる工場の資本金の合計を、500 万超は対象工場中資本金が 500 万円
を超過している工場数を、資本寡占率は資本金が 500 万円を超過している工場の、対象工
場全資本金中の寡占率を示している。
1906 年は対象工場数が８単位であるのに対し、資本金 500 万円超は１単位、資本寡占率
は 80％を超えている。つまり「一強」状態であった。次に 1908 年の資本金合計を見ると、
1906 年に対して 1660 万円増・3.67 倍となり、工場数は 1 単位減少するものの、資本の寡
占は 96.4％と一気に進む。1910 年の資本金合計は 1906 年に対して 3438 万円増・6.53 倍、
1908 年に対して 1778 万円増・1.78 倍となっている。資本の寡占化は微減となるが、500
万超の単位は５となる。
ここで本節の冒頭で触れた、
「製糖業への投資金額が 1908・9 年前期に急増した」を確認
すると、総督府が新式機械を導入した４年後の 1906 年には 60 を超える工場がこれを用い
ていたが、甘蔗を採取する区域割をされ、地の利のない工場、あるいは中小規模の工場は淘
汰されていった。工場が厳選された状況下、台湾銀行が規模の経済が期待できる工場に対し
て集中的に資本を投下した結果、1908・9 年の製糖業への投資額が急増したものと考えられ
る。

表２ 新式製糖工場の資本金状況
資本金合計

資本金単位：千円

対象工場数(単位) 500万超(単位) 資本寡占率

1906年

6222

8

1

80.4%

1908年

22822

7

3

96.4%

1910年

40602

9

5

96.1%

1912年

60600

6

5

99.0%

出所：図２に同じ、
「第 26 表 明治 39 年―大正２年新式製糖場累年対照表（その１）」
、
p.257 より筆者作成
上記について『台湾銀行史』で確認すると、「製糖会社自身の合併または工場の買収によ
り合理的整理も行われるとともに、生産部門のカルテル機構として糖業連合会の結成等が
あり、だんだんと産業資本の優位を招来した。同時に投稿と製糖会社の関係もますます密接
となってきた。但し台湾銀行が直接経営にあたったものは昭和製糖、台東製糖の二社だけで
ある(20)」と記されている。
３．重要物産に対する台湾銀行の投資配分
台湾銀行は一般の銀行業務を行なうとともに中央銀行として紙幣発行権を持つ特殊銀行

であり、いわば「国策銀行」の役割を担っていた。しかし重要物産に対しての投資は台湾銀
行が独占していたのではなく、他行も投資を行っていた。表３は重要物産への全投資額に対
する台湾銀行の投資割合を示している。原資料の限界から 1907 年以降のデータとなってい
るが、本稿の対象期間より少し先の 1906 年まで 10 年間の動きを掲出した。
表３からこの 10 年間について台湾銀行による重要物産への投資比率は 87.1％（1911 年）
から 90.4％（1914 年）の間にあり、常に９割近い水準を保っていた。重要物産はすなわち
主要輸出品目であり、外貨獲得のための重要な物産である。その生産に対して「国策銀行」
としての台湾銀行がほぼ独占状態で投資を行なってきたことがわかる。
1918 年までの投資は様々な金融機関が行っていたのだが、それでも全体の１割にしか満
たなかった。表３以降の状況について簡単に触れておくと、1919 年からは重要物産への投
資は台湾商工銀行、彰化銀行、華南銀行、三十四銀行、新高銀行、嘉義銀行に限定され、翌
1920 年にはこれら銀行の投資が２割強（23.0％）を担うようになった。ただし新高・嘉義
両銀行は共に５年間でその任を解かれ、台湾銀行と４行に限定されるようになった。また４
行のうち三十四銀行以外は台湾銀行が資金を差配しているため、いわば台湾銀行の支配下
にあったことから、重要物産品に投資している銀行で純粋に独立していたのは三十四銀行
だけであった。
このように重要物産への投資の９割は台湾銀行が担っていたのである。

表３ 重要物産投資における台湾銀行実施額・寡占率
実施額(千円)

寡占率(%)

1907年

36,799

89.5

1908年

49,199

89.2

1909年

55,178

88.5

1910年

72,920

88.0

1911年

100,873

87.1

1912年

109,783

89.1

1913年

139,715

89.9

1914年

134,742

90.4

1915年

123,818

89.6

1916年

130,657

88.5

出所：台湾総督府財務局金融課『台湾の金融』（1930 年）、p.71 より筆者作成

Ⅳ おわりに
以上みてきたように、総督府は領有直後の台湾から利益を引きだす、つまり日本内地への
物資供給と外貨獲得のための手段として、製糖業に対し資本投下と区域割りという規則に
より中小工場の淘汰をすすめ「大企業化」をはかり、規模の経済を創出することで製糖業を

強靭化させた。一方米作については台湾の生産システムと品種改良には手を入れず、手形割
引や荷付為替、貸付といった旧来からの制度を用いて米作者に対する融資を行ない、増産を
はかったのである。
ところで先にⅡ-２で触れたように重要物資の一角をなす樟脳は、19 世紀後半、先進工業
国において合成樹脂（プラスチック）の原料として「世界市場」で取引されていた物産であ
り、しかも領台によって日本の樟脳生産量は合算すると世界全体の約６割を占めることに
なった。しかし樟脳は領台前から西欧商人によって生産拠点がおさえられ、流通・販売まで
も握られていた。総督府はその生産と販売について、専売制を確立し（1899 年）
、西欧商人
の排除と特定の商人に独占販売権を付与しながら最終的に西欧商人を追い出し内地資本に
ゆだねるという方策をとった。
以上整理すると領台初期の総督府は、本稿で検証したとおり、米の生産体制には手をつけ
ず、台湾銀行を通じて手形割引など旧来の慣習で融資を行なうことで増産をはかった。製糖
業は大企業を創出し台湾銀行を経由して投資を行ない、資本主義体制づくりを進めていっ
た。しかし世界市場を圧巻できる樟脳については西欧商人が掌握しており、投資よりも彼ら
の生産・流通システムを崩すこと、すなわち専売化の実施（1899 年）という制度構築から
はじめなければならなかった。このため図１・３でみたように米・砂糖に比べて樟脳には領
台初期台湾銀行の投資が振るわなかったと考えられよう。
樟脳に対して総督府の政策や台湾銀行の投資はどのように行われたのかについては、次
の課題としたい。

註
(1) 米糖相克とは日本統治時代の台湾で 1930 年代に顕著となった問題である。米価上昇や
米作地生産力向上により単位面積当たりの米作収入が増加すると、製糖業の原料（さとう
きび）買収コストが上昇してしまい、利潤の低下を招くという問題である。すなわち、製
糖業の利潤は米価を抑制して米作部門の生産力の停滞を保持することに基礎を置くといえ
るため、製糖業の利潤と米作部門の発展とは相抵触するという構造的な問題である。
『台
湾史小事典』
（中国書店、2007 年）p.192。
(2) 米糖相剋については、川野重任『台湾米穀経済論』(有斐閣、1941 年)をはじめとし
て、中嶋航一「米の日本帝国内分業と外米依存の構造」(『社会経済史学』第 64 巻 6 号、
1999 年、pp.1～31)など多くの先行研究がある。
(3) 蓬莱米が出現したのは大正 11（1922）年だが、その試作はすでに明治 29（1896）年
に行われていた。ところが台湾の米作について総督府の見解は、明治 43（1910）年より
四ケ年計画で在来米改良に意見が一応統一されたが、内地種水稲の研究は止められたわけ
ではなかった。台湾銀行史編纂室『台湾銀行史』
（1964 年）p.285 を参照。
4
( ) やまだあつしは、蓬莱米の開発は日本内地での消費を企図したものだが、それ以降台
湾の米作は蓬莱米だけでなく在来米も生産が続き日本へも移出していたことに言及してい
る。やまだあつし「日本植民地時代台湾の米穀生産と流通―インディカ系在来米を中心と
して―」
（
『名古屋市立大学大学院人間文化研究科人間文化研究』1（2003 年） pp.29～
43。やまだは既存の台湾米穀研究について、
「日本への蓬莱米移出と市場流通を主要な分
析対象としていた。では、日本移出のみの観点で見ず、台湾での食糧としての観点を加え

て、米穀の生産・流通を考えるとどうなるであろうか。またそうした見地からは、台湾総
督府の米穀政策をどう評価できるのであろうか」
（同、p.30）と提議し、台湾人の主食であ
った在来米について台湾総督府がとった施策について検討を行っている。
(5) 前掲書『台湾銀行史』、p.8。
(6) 以降台湾銀行設立免許が 1899 年６月 12 日、頭取・副頭取の任命が同 15 日、創立総会
が同年 7 月５日であった。同上書、p.10 を参照。
(7) 同上書、p.10。
(8) 同上書、p.11。
(9) 原典では表に挙げた４品目以外に「金」への投資額も示されているが、ここでは農産
物に限定し取り扱っている。
(10) 例えば河原林直人『近代アジアと台湾―台湾茶業の歴史的展開―』
（世界思想社、
2003 年）が、台湾茶業について縦断的に歴史研究を行っている。またやまだあつしは
「20 世紀初頭における台湾-中国間経済関係の展開 : 烏龍茶輸出貿易の変容を事例に」
（
『立教經濟學研究』64 巻 1 号、2010 年）p.67-93、において 20 世紀初頭の台中間関係に
ついて貿易を軸に研究を行っている。
(11) 前掲書『台湾銀行史』、p.246。
(12) 同上書、p.261。
(13) 同上書、p.247。
(14) 同上書、pp.289～290。
(15) 「新渡戸博士は濁水渓以北を米作地とし、以南を蔗作地とする根本方針を樹てられ
た」
。同上書、p.282。
「但し喜南大圳に支配せられる十五万甲の土地に於いては、米、蔗
作、雑作の輪作に厳重なる給水制限をしたため、米蔗の競合は怒らなかった」、同上書、
pp.282～283。
(16) 「当初割引」
：当初代金取立手形―自店、または交換可能区域内の自行ないし他行の本
支店を支払い場所とする手形類。
「他所割引」
：他所代金取立手形―取引先から取立てを依
頼された手形類のうち、支払地になっている銀行所在地が交換可能地域外にあるもので、
支払場所の自行または他行本支店へ送付して取立を委任する手形類。
※それを「割引」する―満期未到来の手形を額面金額から満期までの利息相当額（割引
料）を差し引いた金額で銀行等が買い取る取引のこと。
以上『有斐閣経済辞典』
（第３版 1998 年）を参照。
「荷付為替手形」
：遠隔地間の売買取引において、銀行を通しての代金取立または割引を
受けるために、買い主を支払人として振り出した為替手形。
『デジタル大辞泉』
https://kotobank.jp/word/%E8%8D%B7%E7%82%BA%E6%9B%BF%E6%89%8B%E5%BD%A2109159#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
「当座貸」
： 期限をきめずに当分の間貸しておく、小額の短期貸付金のことで、通常は証
文を取らないかわりに利息は高いとされる。
『精選版 日本国語大辞典』
https://kotobank.jp/word/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E8%B2%B82066269#E7.B2.BE.E9.81.B8.E7.89.88.20.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E8.AA.9E.E5.A4.
A7.E8.BE.9E.E5.85.B8
以上 2 件の最終アクセスは 2019 年３月 30 日。
(17) 『台湾銀行史』
、前掲書、p.289 を参照。
(18) 同上、p.252 を参照。
(19) 同上、p.252 を参照。
(20) 同上、p.264。

【論文】
「アジアの港」と｢短歌づくり｣を用いた社会科・地理歴史科
授業開発に関する一考察
―教員養成大学における「外国史演習」の授業実践を中心として―
井上 敏孝
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はじめに
東洋史を始めとした外国史を学ぶにあたり、学生が主体的で対話的で深い学びを実感す

るために、著者は「アクティブラーニングの手法」
「アジアの港」
「短歌づくり」という観
点を授業に組み込むことが有効であると考え授業開発・実践を行った。
3 つの観点を組み込んだ背景には、まず東西交流の結束点である「アジアの港」を学習
テーマにすることで、日本史と世界史の壁を乗り越えた課題学習を行うことができると考
えたためである。また 5・7・5・7・7 にまとめるという「短歌づくり」を学生が課題学習
の最後に行うことで、学習に対する意欲が増すという効果が期待できる。そして以上の学
習活動をアクティブラーニングの手法を取り入れた協働活動と組み合わせることで、学生
が主体的で対話的で深い学びを実感することができると考えたためである。
本稿は教員養成課程(小学校・中学校社会科・高等学校地歴)における授業実践の成果と
課題を明らかにするとともに、筆者が授業実践の教育的効果を考察するものである。
平成 29 年に告示された小学校・中学校学習指導要領では｢主体的・対話的で深い学び｣
の実現、いわゆるアクティブラーニングの視点からの授業改善が求められるようになった
(1)。翌年告示の高等学校学習指導要領においても同様の点が重視されるとともに、同要領
では従来の日本史と世界史を統合して近現代を教える新科目として、高等学校地理歴史科
の中に「歴史総合」が必修科目として新たに設けられた(2) 。具体的には、
「近現代の歴史
の変化に関わる諸事象について、
世界とその中における日本を広く相互的な視野から捉え、
資料を活用しながら歴史の学び方を習得し、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史
を考察、構想する科目」と位置付けられた。
ただし、学校現場では、｢全ての児童・生徒が主体的に参加できるわけではない｣｢評価が
難しい｣｢受験に直結しない｣との点から学校現場へのアクティブラーニングの導入を巡っ
ては課題も多く挙げられている(3)。一方の｢歴史総合｣についても、新科目の導入に当たっ
ては「近代化や国際秩序などの主題(テーマ)を重視した教え方は生徒の関心を高めそう」
と新科目に期待する声がある一方で、「日本とアジアとの関係をどう教えるか」「教員の指
導技術の向上」といった課題が挙げられている(4)。また「データや資料に基づき課題を解
決する力を重視する歴史総合では、教員も生徒と一緒に課題発見・解決能力を磨くことが
必要」となることから「知識注入型授業からの発想の転換が求められ、大学での教員養成
の在り方も変わってくるだろう」(5)といった点が指摘されている。

以上のことを踏まえて、本稿は教員養成大学における歴史学の授業でアクティブラーニ
ングを取り入れることにより、参加学生が「主体的で協働的で深い学び」を達成できるこ
とを目的とする。さらには学生が、将来取得免許を生かし教員となった際、日本史・東洋
史・世界史の垣根を超えた歴史の魅力を伝えることができるとともに、実際に「歴史総合」
に関する授業構想力や教材開発力の育成を目的とする。
本稿の研究課題を解明するに当たり、まず当該分野に関する先行研究について分析を試
みたい。
先行研究の成果と課題については大きく以下の 3 つの視点に分けることができる。
① 大学における授業をアクティブラーニング化するための研究。
② 「歴史総合」のための実践的指導力を育成するための方法論や授業実践に関する研究
の一環として「アジアの港」という視点を取り入れた研究。
③ 大学の授業において「短歌づくり」を取り入れることで参加学生に対する教育効果の
向上を図った授業実践に関する研究。
①について、大学授業をアクティブラーニング化するための研究や授業実践に関しては
少なからず研究の蓄積がある(6)。しかしながら教員養成課程における大学授業のアクティ
ブラーニングに関する分析は、先行研究数が多くないのが現状である。その中でも本授業
実践で取り入れ、その教育的効果の解明を試みた｢Think Pair Share｣の手法を取り入れた
実践研究については未だ検討されていない(7)。
②に関して「歴史総合」を、これまでの教科教育の中で“どのように位置づけるのか”さ
らには“どう教えるか”という点に着目し、当該科目を授業構想する際に必要なスキルや視
点について考察した研究は、濱田英毅「歴史総合に対応した教員養成の検討―「日本と外
国の歴史」の授業実践による地理歴史科指導法の模索―」(8)等があげられる。加えて、教
育研究以外の分野でも、西欧中心史観を相対化するために、日本やアジアの視点から「新
たな世界史像」を見出すことを目的とした「大阪大学・先導的学際研究機構グローバルヒ
ストリー研究部門」(9)、あるいは秋田茂「グローバルヒストリーの挑戦と西洋史研究」 (10)
といった研究の潮流が近年見られ、関連する研究が相次いで発表されている。
しかしながら、その中でも「アジアの港」という視点を採りいれた「歴史総合」授業の
実践研究、さらには本視点を授業化するに当たっての意義や教育効果等について言及した
研究は未だなされていない。
そして③については大学授業の中で「短歌づくり」を取り入れた授業実践あるいは教育
実践として近藤真紀子・安田壽賀子・細原正子・内海知子・岩本真紀「看護実践を詠んだ

短歌を用いた授業による学生の学び」等がある(11)。同研究は「短歌」が「文脈性に富み、
情景描写に優れて」いることから、
「感性を揺さぶりモチベーションを高める教授方法の一
つとなる」として、主に看護実習に参加する学生を対象とする授業に組み込んだ教育実践
をまとめたものである。同研究では看護実習時に学んだ内容・実習での体験を表現する手
段の一つとして「短歌づくり」を取り入れているという点で「短歌づくり」の教育的効果
を明らかにしている(12)。しかしながら受講学生の記録・表現活動の一環としてだけでな

く、アクティブラーニングの手法を組み込みつつ、授業構想力や教材開発力の育成までを
目的として「短歌づくり」の活動を取り入れ、その効果を解明した研究は皆無である。
以上の先行研究の成果と課題を踏まえ、本研究においては小学校・中学校社会・高等学
校地歴科の教員を目指す学生を対象とした授業実践の成果を明らかにしようと試みた。そ
して教員養成課程の授業において「アジアの港」と「短歌づくり」というテーマ及び手法
を用いることで、教員養成課程をめぐる授業実践やカリキュラム開発に関する研究に一石
を投じることを目指したい。さらには大学授業のアクティブラーニング化を実現する研究
の一環として、当該分野の研究において新たな視点を提供できればと考える。
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授業及び受講生の概要
筆者は兵庫教育大学において 2016 年から非常勤講師として｢外国史演習｣の授業を担当

させて頂いている。本稿で分析を行うのは、2016 年度に実施した「外国史演習」の授業内
容である。本科目は教育職員免許法施行規則第 4 条及び第 5 条において中学校・高等学校
教諭の普通免許状の授与を受ける場合に修得することが必要となる｢教科に関する科目｣中、
｢外国史｣に区分されている(13)。兵庫教育大学では｢外国史概説｣等と共に中学校・高等学
校 1 種免許状の取得を行う上で選択必修科目として開設されている科目の 1 つである。同
年の受講生は学校教育学部に所属する学生 21 名で学年の内訳は 3 回生 18 名、大学院生 1
名、その他留学生が 2 名であった。受講生の大半が小学校教員免許取得に加えて、中学校
社会さらには高等学校地歴の免許状取得を目指していた。加えて初回授業時のアンケート
結果によると“歴史が好き”“社会を教えることが好き”“熱く語れる歴史上の人物や事象があ
る”等の意見が多く見られるなど、社会科や歴史に興味関心が高いとともに、当該科目に関
する授業に意欲的な学生が多くを占めていた。
ただし、小・中・高等学校教員を目指し、同授業を受講する学生の多くは、今回の指導
要領で示された“学び方”について、これまでに受けたことのない授業形態であると感じて
いる。また将来教える側となった際に、学生自身が体験していない中で、自ら授業をデザ
インし、実践することに少なからず困難さや課題を抱えている学生が少なくない。
また将来高等学校の地歴科教員として教壇に立った際に、
「歴史総合」を教えることに“自
信がない”また“世界史・日本史というくくりでしか勉強していない”。そもそも近現代史に
ついて“中学校と高等学校でもしっかりと学んでいない” 。したがって“どのようにして近
現代史を教えていいのか分からない”といった意見が上がり、「歴史総合」という新設科目
を担当するにあたり、少なからず戸惑いを感じている様子が窺えた。

3

「アジアの港」と「短歌づくり」を活用した実践的指導力の育成
本節では、上述した「外国史演習」の授業において「アジアの港」という視点と「短歌

づくり」を採用する意義と教育的効果について述べたい。
まず教員養成科目の授業の中で“アジアの港”の視点を取り入れることについて述べてい
きたい。従来から港はヒトとモノの交通・物流の結束点と呼ばれてきた(14)。なかでも授
業実践で扱うアジア地域の港は、東洋と西洋の人やモノや文化の結束点であった(15)。そ
のことから本授業においては、“アジア地域の港を調べることで、歴史への理解を深めるこ
とを目指す。具体的には“港について調べることで、人やモノの流れが分かる。人やモノの
流れが分かれば、港を通じた国際交流の仕組みが見えてくる。そして国際交流の仕組みが
把握できると、歴史がわかる”という方便をひねり出した。こうして東洋史・世界史、さら
には日本史の、いずれの科目の教科書記述にも掲載されているアジアの歴史についてアジ
ア各地の港の分析を通じて国際交流の仕組みを理解することを目的とした。
2016 年 5 月 16 日、日本学術会議史学委員会高校歴史教育に関する分科会の審議結果が
取りまとめられ提言という形で公表された(16)。本提言では新科目としての｢歴史総合｣開
設を視野に入れた議論が進められている中で、議論の内容に対する“懸念”といったものが
表明され、本会議が｢歴史総合｣科目に求めるものとして分科会で取り上げられた内容が提
起されている。ただ提言内容の中には大学における教員養成の重要性に関する指摘もなさ
れている。本提言では大学における教員養成という点で必要な配慮として、以下の 4 点が
挙げられている(17)。
① 日本史と世界史の壁を乗り越えた融合科目を新設し、日本史、東アジア史、世界史担当
の教員が連携した授業を進める。
② 歴史総合の実践的指導力育成のために、教員をめざす学生たち自身によって近現代史を
中心としたテーマ研究(課題解決)を遂行する。
③ 高校生の多様な学びの在り方や社会意識の広がりを理解し、それらにつなげる歴史教育
を構想する力を育てる。
④ 歴史的思考力育成のためには、課題に対する仮設の設定、論証、および資料の収集・活
用・表現などの技能の育成が必要である。また思考力は因果関係や事象間の関係認識な
どと共に、｢他者の視点｣(他国・地域など)を重視し、自国や他国を相対化する能力が求
められる。
以上の点を踏まえ｢アジアの港｣という視点と｢短歌づくり｣を取り入れた同授業実践の内
容を照らし合わせると、
提言内の①については東西文化交流の拠点となった「アジアの港」
に着目した授業を行うことで、日本史及び西洋史の壁を乗り越えることが可能となる。日
本史と世界史という科目の壁を乗り越えるに当たり、
「アジアの港」という視点は科目間を
結びつける効果を発揮すると考える。②については「アジアの港」をテーマとして採用し、
当該テーマに関する課題解決を図ることとなっており、この点についても提言の内容に合
致していると思われる。③先述した通り、本授業を受講する学生の多くが小学校教諭の免
許状と共に高等学校地歴免許状の取得を目指している。そのため高校生の学びの実態等を
把握した上での歴史教育を構想することについては必要性を感じるととともに、意欲的に

取り組む学生が多いことが特徴であった。授業構想力の育成を図るべく、本授業では、参
加学生が発表する際に、調べた港を使った模擬授業あるいは、授業アイデアの発表及び学
生間の討議の機会を設けることとした。④については課題に対する調べ学習を取り入れる
とともに、その発表内で港に関わる「短歌」を発表することを必須とした。そうすること
で単なる調べ学習を行い、港の概要や特徴といった表面的な情報を発表するに留まるとい
う調べ学習に陥りがちな課題を克服することを試みた。加えて 5・7・5・7・7 という文字
数の縛りが発生することで、より深い調べ学習と、多様な資料やデータの分析を必要とす
るとともに、歴史の見方考え方に触れる機会を多く設けることを企図した。さらにはまと
めた内容を自分なりに工夫し表現する機会を設けることで、④の項目で求められている技
能の育成についても実現できると思われる。
以上のことから提言の中で、教員養成段階で必要な配慮として示された、全ての項目に
も授業内容として位置づけることができる。それと共に教員養成段階における実践的指導
力の育成に幾ばくか貢献することが出来ると考えた。
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授業方法と｢Think Pair Share｣
本稿で研究対象とする授業のシラバスは表 1 の通りである。
本授業では全 15 回中、初回～第 3 回目までの授業で本授業のガイダンス等を行い、第 4

回目以降から、学生が主体となって授業を進めるという授業形式を採った。
具体的には授業第 1 回目では受講学生に対するガイダンスを行った。内容としては本授
業が 1 人１回、あるテーマに対する調べ学習を行い、発表することを必須課題の 1 つとす
る演習形式の授業であることを説明した。その際、①当該年度の授業においてテーマとす
るのが「アジアの港」である点、さらには②発表の際には、必ず調べた港にまつわる「短
歌」を作成し、発表時に黒板に書きだし詠むこと、③発表内容を、実際の小学校・中学校
社会、高等学校の日本史・世界史・歴史総合の授業或いは教材とするには・・・という点
についてコメント或いは模擬授業をすること。以上の 3 点について説明を行った。
ただし受講学生には本時間中は上記 3 点の概略や今後の授業の大まかな流れの説明に留
めることとし、詳しい説明や理由の解説は次回授業で行う旨を伝えた。
そのため初回授業後の学生のアンケート及び感想には、上記 3 点について「なぜ外国史
演習で港？なのか」
「なぜ短歌なのか？」
「びっくりした」といった発表のテーマや形式に
驚きや戸惑いを感じたとする記述が多くを占めていた。ただ、
「次回、詳しく説明を聞きた
くなった」
「他の授業の流れと異なるのでワクワクする」といった、戸惑い等を感じながら
も、今後の授業に対する積極的な姿勢や、今までにない課題やテーマに対して肯定的に捉
えようとする意見も少なからず見られた。
ガイダンスを踏まえて、授業 2 回目では、なぜ当該年度の外国史演習で「アジアの港」
しいては「港」をテーマとする調べ・発表学習を行うのか。そして発表時に「短歌」の作

成を課題とするのかについて詳細なガイダンス及び解説を行った。そして具体的な発表方
法については表 2 の「発表方法マニュアル！？プリント」を学生に配布し、確認を行った。
本授業時間の最後には、今回「アジアの港」について、釜山港・仁川港・旅順港・大連港・
寧波港・香港港・基隆港・高雄港の中から 1 港を選んで発表をすることを伝えるとともに、
上記 8 港に絞った理由についても合わせて説明を行った。上記 8 港の選定に当たっては、
現在学校現場で使用されている中学校社会(歴史分野)及び高等学校日本史・世界史の文科
省検定教科書を参照し、各教科書内の記述及び地図資料で頻出されている(日本国内を除
く)アジア地域の港を本授業で取り上げることとした。
そして上述した「短歌づくり」を発表時に取り入れることを必須とすることの意義や目
的についても合わせて説明を行った。
以上の点を踏まえて、現時点で調べたい・担当したい港について学生の希望調査を行っ
た。加えて 1 回目と同様に授業終了後に受講学生が書いたアンケート及び感想を見ると、
「発表がうまくできるか不安」というひとりで調べ学習を行い、ひとりで発表を行うとい
うこと自体に不安を感じている意見があったものの、
「単なる発表と違うので、これまでの
発表の授業より準備が必要」や「なぜ“港”、なぜ“短歌”なのか理由がわかった」
「なるほど
と思った」
、
「アジアの港を調べる理由がわかった。
」「難しそうだが、理由を聞いて、楽し
みになった」
「短歌の作成をがんばりたい」と、1 回目の授業終了後に比べて、より意欲的
に取り組もうとする前向きな姿勢や意見が多くを占めるようになった。
授業 3 回目では本授業実践の発表方法についてイメージを持ってもらうべく、教員側が
たたき台として前回、前々回時に発表した授業方法に沿って実際に発表を行った。本時で
は学生が各々担当する港の発表内容と重複するのを避ける目的で、日本国内の港を題材に
発表を行うとともに、短歌を発表、最後に発表内容を学校現場で生かすには、教材化する
にはという視点で、授業構想案の発表を実施した。
以上に加えて本事業時間内では前回の最後に学生が調べる「アジアの港」について行っ
たアンケート結果を基に、各港を担当する学生名及び日程をまとめた一覧を配布した。そ
の際、1 回の授業内で担当する港が重複している回、あるいは回をまたいで同じ港を担当
する学生が複数いる場合は、学生同士で内容の調整や割り振りを決める等の打ちあわせを
授業時間外で必ず行うよう伝えた。その際に取り入れたのがアクティブラーニングの手法
の 1 つとされる｢Think Pair Share｣の活動である(18)。｢Think Pair Share｣の手法を取り
入れた活動の特徴は、次の 4 点にまとめられる。
① 教員が全体に一つの質問をする(あるいは問題を出す)。
② 数分、個別に考える。
③ ペアを組んで互いに答えを紹介し合う。違いがある場合にはそれぞれの根拠を明確に
する。
④ 4 人～6 人組になり、それぞれのペアで話し合った内容を紹介する。

同活動は「自分の考えを明確にし、他者の意見と比較しながら考えを深めていくのに有
効」とされている(19)。またアクティブラーニングの手法の中でも汎用性が高いとされて
おり、人数やテーマ、タイミング等については、アレンジして授業に取り入れることが可
能な手法でもある。本授業実践では、前述した通り、発表の準備段階という授業時間外に
おいて｢Think Pair Share｣の手法を取り入れたが、同手法の特徴①～④を本授業実践の内
容に当てはめてみると、以下の通りとなる。
① 「アジアの港」に関する発表課題を出す。さらに各学生が担当する港を発表する。
② 担当する港に関する情報や資料を集めるといった調べ学習に着手する。
③ 担当する港が一緒の学生 2 名～5 名が、発表内容を構想する段階で集まり、発表の大枠
や内容について意見を出し合い、発表内容の打ちあわせ、内容の調整を行う。
④ ③の活動や結果を踏まえて、再度自分自身の発表内容をブラッシュアップする。
以上の方法を発表内容作成の段階で、さらには授業外の時間に取り入れることで、単に
学生が調べた内容を発表するという一方通行の活動になることを避けつつ、学生が主体的
に、かつ協働的に取り組むようになるといった効果が期待できると考える。また発表が互
いに重複することなくオリジナリティを持ったものになる上でも効果を発揮するのではと
予想した。それとともに同活動を通して、学生同士が、より質の高い発表となるよう、事
前学習の段階で、学び合いを行うと同時に、協調学習を通して学生にとって“深い学び”と
なることをねらいとした(20)。
第 1 回目でのガイダンス及び 2 回目での授業方法の説明、そして教員による、たたき台
としての模擬授業を踏まえ、授業第 4 回目からは表 3 の順番にもとづいて学生主体の授業
を進めることとなった。
学生主体の授業を進める際には、それぞれの発表が終了後に、担当学生とそれ以外の学
生が発表内容・授業案・短歌等について討議あるいは質問する時間を設けることとした。
その後教員側が発表学生に質問あるいはコメントを行う時間を採り、それを終えると発表
者以外の学生が、発表者へのコメント及びアドバイスを行う振り返りシートを作成し、書
き終わり次第、発表者に渡すということをルールとした。
以上の授業の流れで、
第 4 回目の授業からは学生が主体的に発表して聞くこととなった。
第 4 回目以降は学生が主体となって授業を進行し、学生の発表後に参加学生からの質疑
応答、さらには討論の時間を設け、終了後に教員側からのコメントを伝える時間を設定し
た。その後参加学生が発表内容・授業に活かせるポイント・短歌についての講評をプリン
トにまとめ、各発表者に手渡すという流れを採った。授業 4 回目から 15 回目まで履修学
生全 21 名が作成し、授業内で発表した短歌を挙げたのが表 4 の通りである。

6

授業の評価、成果の分析
本章では第 15 回目の授業時に実施した授業アンケートの結果を整理するとともに、学

生それぞれの記述内容から本授業の成果や課題、設定した授業方法の教育的効果について
明らかにしたい。本授業に関する振り返り及び感想の記述を各テーマごとに分類し整理す
ると以下の通りとなった。
・ 事前に同じ港を調べる人どうしで打ち合わせすることで、内容がかぶることを防ぐことが出来た。
・ 他人の調べた内容等を聞いて、刺激され、ひとりで調べるときにくらべて意欲的に取り組めた。
・ 授業以外でもアクティブラーニングを取り入れることが出来ることがわかった。
・ 決まった時間内や制限時間等がないため、ラフな気持ちで打ち合わせができた。その分、話し合い
のなかでいろいろなアイデアが出てきて、発表にフィードバックできた。

①
教
育
方
法

・ アクティブラーニングというと、教える側の準備が大変と思っていたが、手軽に授業に組み込むこ
とができるとわかり、将来教員になった時にしてみたいと思った。
・ 調べ学習といっても、ウィキペディア等を使うだけでは不十分でいろいろな資料を使うきっかけと
なった。
・ １つの港を担当する人が多かった香港等について、発表を聞く側の意見としては、同じ港でも発表
するテーマや部門のすみわけが出来ていて、全員がオリジナリティを持った発表で、聞いている側
も飽きずに、楽しく聞いて学ぶことが出来た。
・ 事前打ち合わせの効果が出ていると思った。
・ 調べた港は有名な港で、たくさんの情報が出てきたので、内容を整理し、分かりやすく伝えるため
の工夫が必要。
・ 港に関する情報が少ないと、“なぜ少ないのか”“どんな資料を見ればいいのか”と調べ方や使う

②
ア
ジ
ア
の
港

資料を工夫するようになった。
・ 「港」を調べると港をめぐる歴史や文化や観光など多くのことがわかった。
・ 発表を準備していたら、歴史の授業の授業研究・授業準備をしている気分になった。
・ 「港」をテーマに置くと、日本史と世界史を融合した内容になると感じた。
・ 教科書や資料集の記述や地図に、アジアの港の名前や位置が多く出ていることに改めて気づいた。
またそれを知っていると授業の説明等で役に立つと思った。
・ 「港がわかる=人やモノの流れが分かる=歴史がわかる」を実感した。

・ ただ調べて発表という活動より、準備に時間はかかったけれど、深く学ぶことが出来た。
・ 自分が調べた場所も、聞いた場所も関連する知識が身についた。
・ 意欲的に調べることができた。また深く考えることができた。
・ ウィキペディアのみを使って調べるだけでは、なんとか発表はできても短歌にまとめることはでき
ないと感じた。その分たくさんの資料やデータに触れることができた。

③
短
歌
づ
く
り

・ 語彙力がモノを言うと思った。
・ たくさんある情報を、どうやって 5・7・5・7・7 にまとめて、なおかつ面白い短歌にするか悩んだ。
言語活動の一環としても授業で使えると思った。
・ 短歌を使うというと国語の授業しか思い浮かばなかったけれど、他の教科でも応用できるとわかっ
た。
・ 日本語の力をつけるのにつながった。(留学生)
・ 普段の生活の中でも短歌づくりで学んだことを生かして見ようと思う。自分の気持ちや考えを相手
に伝えるときにも、短い言葉や単語にすることで逆に伝わるときがあることが分かった。(留学生)
・ ただ調べるだけでなく、発表方法やこちらの指示を工夫することで、知識を定着することが出来る。
・ 授業する際に生かしたい。
・ “港”にテーマを置いた講義・演習で最初は港重点のものだと思っていたけど、経済・文化・政治・
歴史と様々な分野からの知識が入ってきて、とてもためになった。

感
想

・ 歴史を見る切り口や視点について学ぶことができた。あるテーマや視点から歴史を見ると楽しく、
わかりやすいことが分かった。
・ 知見が広がった。
・ さすが社会系だなと感じる発表が多かった。
・ 日本人の学生がアジアの港や歴史について詳しいことに驚いた。(留学生)
・ 日本人の学生のひとが、調べるときも発表する時もいろいろと助けてくれた。(留学生)
以上の振り返りを見ると、同授業実践で取り入れた、①｢Think Pair Share｣というアク
ティブラーニングの手法、②「アジアの港」をテーマに調べた内容をプレゼンテーション
で発表③、「短歌づくり」という 3 つの観点を組み込んだ本授業実践に対して、学生がど
のように課題をとらえ、それぞれの視点が課題解決の過程にどのように影響を及ぼしたの
かが見えてくる。具体的には、課題や発表の方法を工夫することで、単なる調べ学習に終
始することを防ぐとともに、ウィキペディアといったネット上で安易に入手可能な情報ソ
ースに甘んじず、学生が主体的かつ協働的で深い学びを少なからず実現することができる
といえよう。

7 おわりに
本稿では教員養成課程における「外国史演習」の授業実践の成果と課題について考察し
た。具体的には小学校・中学校社会・高等学校地歴の教員を目指す学生を対象に 3 つの観

点を組む込んだ授業を開発し実践を試みた。
1 つ目はアクティブラーニングの手法を採用した点である。ここでは授業外の時間を利
用し課題解決の手段として「Think Pair Share」を取り入れることを試みた。具体的に授
業外で同手法を実施するという点に特徴を見出すことが出来た。それとともに同授業実践
の成果は限られた授業時間内で「Think Pair Share」の手法をどう授業に組み込むのかと
いう同手法をめぐる課題を乗り越える実践例の一つと位置付けられるといえよう。
2 つ目は「アジアの港」の視点を取り入れた「歴史総合」の授業構想力の育成である。
同視点を取り入れることで、参加した学生は「港」というテーマから港を介した東西交流
の歴史や経緯を学び取るとともに、教科書や資料集等の記述から港の存在の意義や役割を
再確認することができた。さらには日本史と世界史を融合した視点や観点を持つきっかけ
となり、その経験は将来の中学校社会科・高等学校世界史・日本史さらには歴史総合の授
業開発のスキル・意欲向上に少なからず貢献できると考える。
3 つ目は課題発表の中で「短歌づくり」を取り入れたことである。まとめた内容を、そ
のままパワーポイントにして発表するという通常の発表方法に寄らない方法を取り入れる
ことで、より学生が主体的かつ協働的に、さらには深い学びを経験するに至った点が学生
の振り返りに加えて、感想内の記述からも伺うことができた。
以上のことから本研究の目的として掲げた以下の 3 点については少なからず達成に近づ
いたと考えられる。
① 参加学生が「主体的で協働的で深い学び」を実体験できることを目的とする。
② 学生が、教員となった際、日本史・東洋史・世界史の垣根を超えた歴史の魅力を伝え
ることができるようになる。
③ 実際に「歴史総合」に関して授業構想力や教材開発力の育成を目的とする実践的指導
力の育成を目的とする。
そして「アクティブラーニングの手法」
「アジアの港」「短歌づくり」を授業に組み込む
ことで、学生が日本史・世界史の壁を越えた学習活動を行うとともに、意欲的に学習に取
り組み、なおかつ主体的で対話的で深い学びを実感できるという筆者の仮説を、実証する
ことができたといえよう。
しかしながら本研究に関する課題も少なくない。大きく分けると以下の 2 点が挙げられ
る。まず 1 点目は、アクティブラーニングの手法の 1 つとして取り入れた「Think Pair
Share」であったが、同手法が学生に及ぼした教育的効果については直接的に評価するこ
とができなかった点である。実際に学生同士で行った活動が、協同的な取り組みとなった
か否かは明確にすることができなった。つまり本授業実践では同手法を授業外の時間を利
用して行ったため、個々の学生の発表を通して間接的にしか取り組みの内容や活動の質を
確認することができなかった点が課題である。この点については「Think Pair Share」を
導入するタイミングや時期・方法について再検討する余地があると考える。
2 点目としては参加学生が、本授業実践で培った経験や習得したスキルが、教員となっ

た際、さらには授業を構想し実践する際に、どのように影響するのか、あるいは影響しな
いのかについて系統的に解明することができていない点である。本来であれば本授業実践
の成果と課題を踏まえ、
「歴史総合」の授業構想時にいかなる影響を与えたのかあるいは与
えなかったのかについて分析すべきであるが、今回は実施できなかった。今後は同実践の
教育的効果や、授業方法の影響について系統的かつ実証的に解明することができればと考
える。
以上のことを踏まえ、アクティブラーニングの活動を取り入れることを目的化すること
なく、教育技術及び方法を効果的かつ適切に取り入れることで、授業自体の教育的効果や
受講学生の意欲や学び取る力・学び伝える力の育成につなげていくという試みを継続して
いきたい。
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ニング部門ホームページ
http://dalt.c.u-tokyo.ac.jp/%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E6%95%B0%E3%81%A7%E3
%82%82%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B-think-pair-share/
2019 年 1 月 26 日閲覧
(19)同上
(20)本稿で取り上げる“深い学び”の定義については、文部科学省『教育課程企画特別部会
論点整理』2015 年、p.20 内の記述に基づいて設定した。
具体的には、以下の通りである。
ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い
学びの過程が実現できているかどうか。新しい知識や技能を習得したり、それを実際に活
用して、問題解決に向けた探究活動を行ったりする中で、資質・能力の三つの柱に示す力
が総合的に活用・発揮される場面が設定されることが重要である。教員はこのプロセスの
中で、教える場面と、子供たちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させ
ながら指導していくことが求められる。
ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学
びの過程が実現できているかどうか。身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事
の多面的で深い理解に至るためには、多様な表現を通じて、教師と子供や、子供同士が対
話し、それによって思考を広げ深めていくことが求められる。こうした観点から、前回改
訂における各教科等を貫く改善の視点である言語活動の充実も、引き続き重要である。

表 1 「外国史演習」シラバス
科 目 名

外国史演習Ⅰ

担当教員

井上 敏孝

授業の目標及び期

東アジアには大連港・旅順港・釜山港・仁川港・上海港・基隆港を始めと

待される学習効果

した、歴史的転換点や事件の舞台となった港が多く存在している。本講座

(授業のテーマ及

では、東アジア地域の港を通じた人的・物的移動の歴史を学んでいく。た

び目標)

だし、授業を通して明らかにする歴史とは、教科書的理解に留まらず、当
該地域の港が担った知られざる歴史である。そのため、学生諸君には新た
に発掘された史料を始め幅広い資料の分析・批判等の作業を行い、さらに
は歴史認識を問うテーマの分析にも積極的に挑戦してもらいたい。本講座
を通して獲得した技術は、小学校・中学校社会科及び高等学校世界史・日
本史の授業実践並びに教材開発時に生かすことができよう。

授業の内容・計画

第 1 回 ガイダンス①：本講座で使用する史料の紹介とレジュメ等の配布。
そして第 3 回以降の授業における学生諸君の発表順番を決定する。
第 2 回 ガイダンス②：港の東アジア史
第 3 回 教科書に見る東アジアの港
第 5 回 東アジアの港発表①
第 6 回 東アジアの港発表②
第 7 回 東アジアの港発表③
第 8 回 東アジアの港発表④
第 9 回 東アジアの港発表⑤
第 10 回 東アジアの港発表⑥
第 11 回 東アジアの港発表⑦
第 12 回 東アジアの港発表⑧
第 13 回 東アジアの港発表⑨
第 14 回 東アジアの港発表⑩
第 15 回 まとめ

表 2 「発表方法マニュアル！？プリント」
「発表方法マニュアル！？プリント」の配布
１ 「○○港はこうだ！！」
プリントの作成・発表
２ 調べた港の短歌の作成・発表
季語はなしで OK！！
港に関する説明・キーワード等は必須！！
３ 調べた港、授業にすると・・・
模擬授業！！あるいは教材化するためのアイデアを発表(５～１５分)
※１・２・３を合わせて
合計 20 分以上の発表をお願いします。
表 3 担当する「アジアの港」と発表者及び発表日時一覧プリント
調査先

調査員①

調査員②

発表日時

釜山港

発表者 A

発表者 B

10 月 28 日

仁川港

発表者 C

発表者 D

10 月 28 日

寧波港

発表者 E

発表者 F

11 月 4 日

香港港パート 1

発表者 G

発表者 H

11 月 11 日

大連港

発表者 I

発表者 J

11 月 18 日

旅順港パート１

発表者 K

発表者 L

11 月 25 日

旅順港パート 2

発表者 M

発表者 N

12 月 2 日

基隆港

発表者 O

発表者 P

12 月 9 日

高雄港

発表者 Q

発表者 R

12 月 16 日

香港港パート 2

発表者 S

発表者 T

1 月 13 日

香港港パート 3

発表者 U

1 月 20 日

表 4 「アジアの港」にまつわる短歌一覧
1

プサンハン 世界第 5 位 コンテナ貨物 世界を目指せ チョーヨンピル！！

2

ニンポー港 行ってみたいな でかい橋 港もいいけど いろいろあるな

3

要衝で 居心地いい土地 旅順港 浅瀬を閉塞 ああサーセン

4

昔から 良港だった ホンコンに 一度は行きたい

5

大国の 威力に耐えて 瀲灎たれ ここは大連 海の町

6

降る雪も とける大連 美しく こりゃいい港と 奪うロシアも

7

漱石も 聖地巡礼 それよりも いっぱい食うよ 日清ＵＦＯ

8

ひさかたの 光のどけき 寧波港 昔の争い 鬼哭啾啾

9

寧波港 ヘビーな水害 悩まされ 寧波の味方 它山堰

10

莞香の 香りの高さが 由来なり 本土に負けぬ 誇り高さよ

11

香港は ちょうどいいとこ

12

軍港 漁港 商業港 オールマイティ 基隆港

13

基隆港 夜市に食べもの 観光地 福本気に入る みんなもどーぞ

14

高雄港 大波のまれ 再興し 井上先生 研究するよ

15

高雄港 カラフル見どころ

16

めずらしい 閘門式の 仁川港 功を奏して 今日も入港

17

争いに 巻きこまれがち 仁川港 異文化取り入れ

18

軍港で 栄えた佐世保 旅順口 グルメは佐世保 デートは旅順

ホントウに

魅力的 まずは香港 飛び出せ日本！

盛りだくさん 愛があふれる 船もたくさん

絶好調

【研究動向】
潭徐明著『中国古代物質文化史、水利』の刊行によせて
森田

明

１
先般、中国水利水電科学研究院水利史研究室の主任・潭徐明氏によって、標記の『中国
古代物質文化史、水利』（30 万字、A3、265 頁）の大作が刊行された（1）。本書は潭徐明氏
個人の研究成果にほかならないが、
実は水利水電科学研究院水利史研究室の長年にわたる、
伝統的な研究成果の蓄積と継承の結晶によるものであることも事実である。
ちなみに、中国の水利史研究は、1936 年南京に創設された水利史研究室の前身である「整
理水利文献委員会」に遡るが、抗日戦争中は重慶に遷されていた。解放後、南京水利実験
処付属の「文献室」となった。そして 1956 年、北京に移遷すると同時に、水利水電科学研
究院に編入され、1961 年に「水利史研究室」と改称された。その後の 10 余年にわたる国
内動乱中は、一時廃止されたが、1978 年に復活して以来今日に及んでいる（2）。
その間の水利史研究室の主要な活動は、組織の国家機関としての性格上、当面の国家建
設のために不可欠な防洪事業や、水力発電事業のためのダム建設などに必要な治水、河工
工事に関する歴史的資料、文献の蒐集、提供であった。その記録は一般の史書のほか、水
利専門書、地方志、清代故宮档案、民国期の水利剪報（新聞などの切り抜き）など、あら
ゆる関係資料が含まれるが、それらは中国の水資源に対する認識と、国家事業としての治
水・水利対策＝建設に対する歴史的経験として、極めて重要な参考資料であり、堅実な工
作的基礎を提供するものである。
その上、これらを活用した研究活動の成果は、一層の各種の生産、河工など広範な国家
政策の推進活動に大きく貢献したのである。
1978 年、復活後の水利史研究室は、当時、教授 1 名、技師 6 名、編輯 2 名、幹部 2 名の
計 11 名の構成員であった。そのうち、姚漢源（組長）、朱更翎、周魁一の 3 名は学術グル
ープに所属し、実務畑の多い研究室にあって、研究活動の中心的役割を果たしていた。姚
漢源、周魁一の両氏は本書の著者潭徐明の導師である。研究活動と同時に、研究者の人材
養成にも尽力し成果をあげたことがわかる（3）。
ところで、1978 年以降～2010 年の間は、水利史研究室が多くの秀れた研究成果をあげた
時期で、その間には多数の刊行物に発表された論文は言う迄もなく、例えば、周魁一、郭
涛氏による長江三峡地域の岩崩と滑坡の歴史研究といった、生産単位の要請に応じる重要
課題や、国家的な重点項目である三峡の科学研究計画への参加など必須の課題であった（4）。
それと共に今一つは、国内の大型学術研究著作の作成と出版であった。その代表的なもの
をあげると、周魁一などによる『中国水利史稿』
（1978 年）、郭涛『中国水利科学技術史概
説』
（1989 年）、姚漢源『中国水利史綱要』（1996 年）、同『中国京杭運河史』（2000 年）、

周魁一『中国科学技術史、水利巻』
（2006 年）などであるが、これらの学術的専門書は、
水利史の学術的基礎をなすものであり、完整な知識体系を構成した通史的著作である。こ
のほかにも長江、黄河、准河、太湖などの江河と、地域的水利専門書が相次いで出版され
ており、特定の工事あるいは特定の事案の研究論文も少なくない （5）。
ともかく水利史研究室の学術的調査、研究は、いわゆる「古為今用」の原則に遵って、
伝統的、歴史的に継承されて来たものである。その意味では潭徐明氏の本書も、基本的に
その学問の延長線上に位置づけられるものであることは明らかである。なお、水利史研究
室は、各地の水利関係部門との実務上の直接的連繋の強化と、研究の促進のため、1982 年
4 月 15 日に「中国水利学会水利史研究会」を設立し、学術討論会を四川省灌県の都江堰管
理局において開催している（6）。
また、中国の「水利史研究会」は、内外の学術研究団体との交流をも意図し、特に日本
の「中国水利史研究会」は、1982 年 10 月、会長の姚漢源氏の邀請を受け、日本の水利史
研究会を代表して、佐藤武敏、長瀬守、森田明の 3 名が、中国の水利史研究会を訪問し、
研究者との学術交流を行い（7）、その後、研究交流は 40 年近くにわたって続いている。

２
さて、本書の内容とその特色について、概略を紹介することにしたい。まず、構成を目
次によって示すことにする。
序（周魁一）
緒論
第1章

大洪水と水利の起源（約紀元前 5000 年～前 221 年）

第1節

大洪水発生と大禹の治水伝説

第2節

地理発見と水利科学技術の基礎

第3節

水利工事の起源

第2章

秦漢帝国の大水利（紀元前～265 年）

第1節

都江堰と成都の水利地域

第2節

鄭国渠と関中の引涇工事

第3節

漕渠の水利系統と長安を繞る八水

第4節

霊渠

第5節

漢代黄河の水患と治河工事

第6節

水利管理の起源と専権管理規制の制定

第3章

水利の発明時代（紀元 25～617 年）

第1節

水輪と水力機械の発明

第2節

水力技術の伝播と水権の争い

第3節

提水機具（械）の発明と変遷

第4節
第4章

技術伝播の典型的事例：浙江諸曁の拗井
隋唐宋の大運河及びその経営（581～1297 年）

第1節

永済渠

第2節

通済渠―汴河

第3節

淮揚運河と江南運河

第4節

淅東運河

第5節

漕運と隋唐宋帝国の興廃

第5章

王朝水利の最終篇章（13 世紀～19 世紀）

第1節

13～15 世紀大運河の重修と完善

第2節

治水は天下を治めるが如し：王朝最後の国家工事

第3節

水利による北京造成

第4節

貴州鮑屯：郷村水利の典型事例

第6章

水の管理とその文化的基礎

第1節

水利行政と河工行政の管理体系

第2節

水の管理法規と制度体系

第3節

灌漑工事管理の制度体系：浙江通済堰の事例

第4節

“水”社会の典型事例：山西両処の引泉灌区を例として

第5節

水神崇拝：水利の持続可能な文化的基因

結語

以上の目次を一覧しただけで、周魁一氏の『中国科学技術史、水利巻』（2002 年）後、
15 年間の歳月を要して新しい視角の下、研究成果を凝結完成した最新の中国水利通史の力
作であることがわかるであろう。
そこで本書の研究視角の特色を知るために、従来の水利史研究室が、最も重点を置き顕
著な成果を挙げてきたのが、水利技術通史の出版であり、その代表的著作が先に挙げた周
魁一氏の『中国科学技術史、水利巻』（2002 年）である。鈔曉鴻氏の本書の内容紹介によ
れば、
「本書は我が国の最初の体系的な水利科学技術史の専門書である。この著書は水利基
礎科学を「経」
（水文学、水力学、土力学、泥沙運動学、水利測量学および水利計画、設計、
施工、管理を富んだ基礎的な科学理論）とし、伝統的な技術を「緯」
（水防治水、農田灌漑、
運河、防波堤、
都市水利および水力機械など専門的な技術門類を含む）」と紹介されている。
そして、この著作の最も特色とするのは、水利史研究に関する応用価値と現代に対する意
義の部分であると考えている(8)。著者自身も、科学技術史は水利史の基礎研究の一分支と
して不可欠なものであると、自著の前言で述べている (9)。
こうした特色に対し、周魁一氏は本書について、2009 年トルコのイスタンブールで開催
された「世界水フォーラム」で、各国の専門家の議論によって、水文化の意味について、
「水文化は民衆の文化であり、人の水に対する自然と社会的な属性を認識する知識体系で

ある。水の文化は人類社会の起源と文明の発展の中に、社会の様々な矛盾の衝突の中に、
旱魃や災害による悲劇の中に、イデオロギーの果たした役割の中に、そして、宗教崇拝、
神話伝説、祭祀マナーにも体現されている」との見解を示し、水の文化の多様性が指摘さ
れ、その内容に対する理解が豊かになったという。
そうした認識に基づいて、本書は水利の発展と政治、社会、経済、文化の相互関係を歴
史のプロセスによって、5 段階に分けて論述し、歴史上の水利物質文化に対し、全面的な
システムの概括を行っている。すなわち、水利行政と河工（河川）行政の管理体系、水資
源の法規と管理制度、治水思想と計画理念、農村社会建設と水管理および水神信仰とその
文化的精神などは、すべて水利の物質文化史を水利の社会史の重要な構成部分である。著
書はこれらの基礎の上にまた多くの新しい見解を提示している。例えば、
「水利工事の持続
可能性は、技術によって与えられたものであり、更に文化的な結果である」などの高い見
識を示しており、従来の水利に対する考え方を一新させるものである。そうした意味で本
書の刊行は、過去の水利文化史の研究内容を豊富にし、水利と社会の相互関係のシステム
研究に新しい視界を開いたものと言える(10)として、新しい研究視角への動向を高く評価し
ている。
周魁一氏はまた、潭徐明氏の社会動向の新展開に関連し、水利問題は、水の流れと構築
物に対する研究だけでなく、人類社会と自然環境の変化と密接に関連しているからである。
つまり、治水は自然から離れることができず、社会からも離れられない。1980 年代の末期
から、水利史研究室を代表として、中国の水利史研究は、従来の水利工事と水利技術とそ
の歴史についての研究を踏まえ、水利と社会の相互関係（影響）の新たな道筋を開発した。
その着目点は、以前からの水利社会に対する影響の重視から社会の政治、経済、文化、環
境などの水利への影響の重視と考察に転換した。その視点の下に、水利や地理のような自
然科学の関与を取り入れ、さらに社会科学を導入し、哲学と経済およびその関連研究の道
筋と方法を摂取し、社会科学と自然科学の学際的研究を形成し、さらに現実的な水利のマ
クロ問題に対して、現実的に価値のある成果が生まれ、幅広い意味の哲学的表現が起った。
要するに、社会から水利を見ることであり、そこに新しい進歩をあげたのであるとしてい
る（11）。
ところで以上のような中国水利史研究室の新動向は、研究者グループ自身による自主的
な学問的追究力によるものに違いないが、そうした傾向に一定の影響を与え促進した外的
要素を無視できないことを指摘しておかねばならない。
まず、最初の契機は、初代水利史研究室長である姚漢源氏の著書『中国水利史綱要』
（1987
年）の冒頭において、
「本書は特に工事の興廃に留意しており、若干政治、経済と水利の相
互関係に触れ、社会発展の一部分としているが、なお不十分であり、経済発展から水利史
を見ることになっていない。ただ、こうした問題に関心のある研究者に、資料を提供する
に止まっている」（12）と述べ、自らの研究の限界と、今後の研究の方向性を示唆している。
以上のような認識が大きく促進され、視角の転換が試みられるようになったのは、１つ

には 1960 年代から 1980 年代にかけて、日本の研究者が中国の古代水利組織と、村落と国
家との関係、および水利権の帰属に研究を集中して、地域の水利共同体と、地域社会の概
念を提供して、一定の成果をあげてきた。これらの動向の影響を受け、続いて中国の水利
史研究者も着実に水利と社会の関係についての研究に着目し、批判的成果を挙げるように
なってきた（13）。
また、1990 年代の末には、中・仏両国が相互の研究機関の協力によって、山西、陝西の
村鎮で、豊富な小さな流域の水利文書を発見し、水利管理を通じて基礎社会組織を研究し、
「方法論」と「研究資料」について、新しい分野の開拓と貢献に寄与している （14）。こう
した動きと同時に、国内の研究環境の安定と整備にともない、各地の大学や研究機関の研
究者や、共同プロジェクトによる自主的な水利史研究が、活発に展開されるようになって
きた。
その新動向への萌芽は、既に述べたように姚漢源氏が言及した水利と政治、経済、社会
との関係を一体的、総合的に把握しようとするものであり、地域社会としての総体的把握
であった（15）。その具体的な方向を紹介すると、王銘銘氏はかっての治水社会の概念から
脱却しようと、水利社会を提唱し、治水社会から水利社会への変遷は、地域社会史の比較
研究に新しい突破口を開かせ、我々の歴史研究に対して、新たな視野を開拓させ、それは
注意力を朝廷から民衆底部へ、国家から地域へと転換さしめたと指摘している（16）。また、
山西大学の中国社会史研究センターの行龍氏も、水利社会の定義を承認しており、
「水利社
会史」研究は一種のブームとなり、従来の水利それ自身の研究を重視することから、水利
を突破口として、社会的研究を重視するように変化し、国家と水利の関係を重視すること
から、基層社会との関係を重視するように変化し、多くの研究成果が続々と生まれている
（17）

。周魁一氏もこうした研究は、華北の渇水地域における水を中心とした水利社会につ

いて、人口、資源、環境などからこの地域の水利と社会構造の変遷に対する細密な分析を
行い、新たな進展を遂げている。類似した研究は、地域の範囲も江南から華南に至るまで
拡大している。その重点は水利を通じて、水利工事の建設、維持、管理の資料の中に埋蔵
されている社会関係を剔出し、社会発展の内在的な原動力としての水利要素が、社会経済、
生態環境、農村の末端組織の変遷に及ぼした影響を探求し、水利から社会を見ていくもの
であると述べている（18）。
なお、こうした中国の新動向と密接に関連しながら、最近の日本では井黒忍氏を中心と
してより厳密かつ積極的、意欲的に、華北の「水と社会」史研究の現状分析の上に、研究
課題を設定すると同時に、一定の展望の下に、今後の研究の進化とその可能性を追究しよ
うとする動向とその成果に注目しておきたい（19）。

３
さて、本書は前項で見たような 1990 年代から始まった。中国における水利史研究の新傾

向を意識し自主的に摂取しながら、他方では水利史研究室に課せられている国家的課題に
も対応した、従来の技術史重視とは異なる新たな水利文化通史である。以下において、そ
の具体的内容を、本書の緒論を通じてその重点を考察することにしたい。
著書は「緒論」の冒頭で、
“水利”という語彙は、西漢の司馬遷の『史記、溝洫志』に出
自し、彼の水利に対する貢献は、主として現在の技術的文化のレベルを具体的に表現して
いた。彼は最初に水利の定義を説明し、通過壩、堰、堤防、渠道などの工事に、漕運、防
洪など多くの効益を作り出したとし、司馬遷の生きた西漢時期において今日の水利工事の
類型は、ほぼ備わっていた。水の管理行政と社会形態の仕組みの多くは、今日追跡するこ
とが可能である。水利工事の建設と継承から、特定地域の自然と人文史の変遷過程を検証
することができると言う。
明かに、水利の起源、発展、あるいは衰退は、その時期の政治、経済、環境によって決
定されたが、水利工事の創造と伝承、水の管理と継続の深層次元の要因は文化である。例
えば、人々の生命は血脈によって連続され、文化は水の資源利用の価値観を決定し、治水
の考え方と技術の方向を決定した。文化の視角から水利を考察すると、あるいは更に多く
の方面から水利の歴史的地位や水利と政治、経済との相互推進関係、相互制約関係を理解
することができる。また、異なる視角から、水利の技術的価値と工事の生態的効果および
造成された景観を認識することができると述べ、水利工事と技術を核心としながら、その
歴史的、文化的多面性による水利史研究の基本的スタンスを示している。
その上で著者は、既に紹介した目次に見られるように、中国水利通史を一貫する水利文
化史としての特色を支える骨子を以下の 5 項目に分けて説明している。

４
以下に順次それぞれの項目について、その要点を説明することにしよう。
（1）水利と文明の起源
治水は国家の職能であり、国家的利益の主導と、水と関係する公共事業をもって、西洋
ではこれを東方の専制の起源と称した。春秋戦国期に至り、大規模な灌漑事業は一つの諸
侯国の富強への進路であり、弱国の資本の兼併であった。こうした工事は権威の下に民力
の強征を完成し、周の定王（前 606～前 586 年）の時、今日の湖北、湖南、河南、安徽の
諸省に相当する楚国を領有し、……淮河支流の淠河に芍陂を建て、治水と治田を実施した。
そして、沼沢湿地上に大型の蓄水工事を形成した。楚国は水利によって農業強国となり、
中原の諸侯と対抗する実力を擁するようになった。最後は秦に兼併されたが、芍陂は今日
に至るまで沿用されている。戦国末年には、秦は蜀を併呑した後、岷江上に都江堰を修し、
関中において、引涇工事―鄭国渠を修し、水利は富国強兵の原動力となった。そして秦国
は最終的に天下統一の経済的基礎を確立した。大禹の治水は中国文明の起源当時における、
治水活動を代表するのみならず、更に治水が国家職能であることを証明した。秦が郡県制

を確立後、政府は水利をもって国家の職能範囲とし、その後一貫して中国史を通じて伝統
的に脈々と受け続がれている。

（2）水利の類型と時空の特点
中国は東アジアモンスーン地域に属しており、大部分の地域は年間の気候は冷熱、雨量
の変化と植物の生長は同期であり、農業生産は自然が優勢である。しかし、地域外の地理
的位置は異なっていて、降水分布は大きく異なっている。西北内陸部の平均降水量は 200
ミリ前後であり、東南沿海地域は 1600 ミリに達する。同一地域においても、年間降水量は
大きな起伏があり、海河流域でも年によって、豊枯で 30％上下の変動がある。山地、丘陵、
平原においても、異なる地形条件下では、地域によって、水資源の分布は等しくはなかっ
た。したがって、地形環境によって必然的に、水資源の利用方式は制約を受けざるを得な
かった。つまり、水利工事の技術の発生と発展もその影響を受けることになった。降水量
が 500 ミリから 1000 ミリの降水量が多い地域内の径流地域は稲作と旱作農業の適応区域で
あり、中国の灌漑農業が最も早く生まれた地域である。そして、最も多くの類型的水利工
事が分布している地域である。水利はその効果によって、大まかに灌漑工事、江河防洪工
事、運河工事、都市水利工事（あるいは供排工事）などに分けられる。効果について言え
ば、一工事ごとの特定の類型に帰することは困難である。多くの水利工事は多方面の効果
を得ることが可能である。

（3）古代の水利管理体制の構成
皇帝の専制支配の体制下では、皇帝が治水の最高権威を代表した。西漢の建立より国家
の水利職官系統を制定後、中央より地方に至る水の管理体制は、その後の歴代歴朝に継承
された。そして、それぞれの時期の政治、経済の必要に適応するため、絶えず変革と完全
を期して来た。明清時期には、漕運の目標を確保するため、さらに集権的特質のある河工
体系を確立して以来、国家の重要な地域の水資源の有力な管理を実現してきたのである。
中国のこのような 2000 年にも及ぶ厳密で、しかも有効な水の管理体制を持続して来た国家
はなかった。
古代の水管理体系は、ほぼ以下の如く 3 種に大別される。

1）国家の水管理行政体系
中央から県に至るまで、職官の中に水官を設置し、行政と監督、管理の両系統に分け、
主として公共性のある水利工事に対応した。中央レベルは主に河工工事と、特別の大型灌
漑工事などの工事を相当し、経費の支出は地方工事の出費の監督にも及んだ。例えば、清
代の黄淮運河工、長江荊江大堤、浙江海寧海塘工事、都江堰などに属するこの種の工事で
ある。府州県レベルの管水の官吏は、直接用水の利益に関係する集団である。民間の水利

工事の多くは、宗族的性格の管理であり、多くの族群におよぶ場合は県レベルの水官が工
事の協調的建設と水資源の分配の職責を負う。彼らは往々して、基層公共工事の建設と管
理の組織者ある。現代と異なる古代政府お行政長官の主要職責は、水利工事の建設と管理
である。監察御史は皇帝に代わって、重要かつ特別大規模な経費の督察や河工官員の抜擢
や弾劾に当たった。国家の水管理の運用やメカニズムは、水権の主張として、水管理の用
水公益性を強制的に実現した。異なる時期において、国家の政治、経済の需要は同様では
なく、水権の主張も同じとは限らなかった。最も早い水権は 9 世紀唐朝の京畿地域の灌漑
工事による鄭国渠の用水に対する優先の主張であった。その時の国家水法＝水部式は、強
制的に鄭国渠（唐代の名称）の用水灌漑の優先性を規定した。この約定は都城の王公、貴
族の渠道と水源を覇占し、個人の水磨坊や水碾坊に用いられた。17 世紀～19 世紀の明清王
朝では、漕運を確保し、糧食の都城への安全輸送のために、水源の強制的管理を現在の淮
河以北の運河河段上において実施した。

2）河工管理体系
漕運の確保をもって目的とする運河、黄河およびそれと関係する河工工事は、国家水利
の重点である。河工の主要責務は、修守および歳修と大修であり、管理体制は地方政府よ
り独立し、河工費用も通例とは別件として、国家財政の一部分として支出された。工事費
と労働力の調達は、関係行政区画の重臣の権限として付与されていた。例えば、唐代の節
度使、宋代の転運使、明清代の河道総督である。各時代の国家の河工管理体系の工事は、
必ずしも同じではなかった。例えば、唐宋時代では、汴河、黄河のほか、都城の溝渠など
であり、元明清時代においては、運河、淮河に清代では永定河の河工、浙東の海塘がこれ
らの管理体系に入っていた。清代の例をもってすると、当時の河工の最高行政長官は河道
総督であり、数省の軍隊を統領し、その上、数省の範囲内からの労役の徴集と工料の調達
を行う権限をもっていた。総督衙門は沿河道、あるいは重要水源地に分司を設置し、沿線
各級の政府職官の中に、管河通判、管河同知を分設し、分司の統領下において管理職務を
行使した。武職は衛、所、指揮、千戸などの各レベルで、河道および危険個所の巡視と沿
岸施工相間の治安などの職責に当った。

3）地方と民間の自治水の管理体系
土地は私有、水源は公有という社会環境の下で、灌漑の利益を最も受ける地域は、突出
した宗族聚居の村落や多くの行政区にわたる地域で、往々にして水事を巡る衝突が最も激
しい地方である。灌漑地域内で土地を多く所有している士紳階層は、屢々政府の承認を得
て、灌漑地域の事務に介入した。官督民弁は古代灌漑地域の管理の通常方式である。すな
わち、用水戸の自治管理を主体としており、地方政府の関与は、制度保障の提供に限られ
ていたに過ぎない。浙江麗水の通済堰では、堰規を協定し重要工事の維持、渠系の疏浚、
分水制度、経費の来源および処罰の条例などの重要事項を包括している。堰規はまた別に、

“請官”すなわち、地方政府の形式的参加や関与の原則を、特別に規定している。こうし
た堰規は、宋元明清の 800 年間にわたって実施され、今日にまで継続されている。官民共
同による灌漑秩序の維持において、特に枢要問題の解決に機能を発揮したので、水源の乏
しい北方ではかかる必要があったのである。
一方、元代大徳時（1297～1307 年）、山西曲沃の温泉灌区では、水争いの紛糾訴訟が中
央にまで及び、最終的に工部と礼部が、地域が制定した“霍例水法”を参照の上裁決して
いる。この水法は石刻立碑の上、渠首と渠尾の両処の龍王廟に保存され、なお、水冊とし
て刊印され、全灌漑地域の 21 か村が各自所持し、後の世代に伝えている。水冊の規定は 1
年に 3 回輪灌の秩序と灌水の時間をチェックしたが、規定では灌区内の渠長、溝長が毎年
必ず地方長官が主祭する龍神祭祀や、輪灌時の抬龍儀式に参加することになっていた。数
百年にわたって変遷しながらも、温泉灌区の独特の社会性態と習俗を形成してきたのであ
る。古代灌漑地域ではこうした有効な管理制度と、その社会的基礎を維持してきたと言え
る。

4）水利の持続可能性の文化的基因
水神崇拜は農業社会に根付いた原始宗教であり、水旱災害の恐怖から生まれたものであ
る。山川を神とする古代農耕社会の信仰は、五穀豊穣を祈り、雷雨至れば貢物を四境に供
えた。古くの氏族部落では往々にして、自然神と祖先神の両者が結合し、単一崇拜となっ
た。
水利工事の管理と密接な関係があるのは、水神の人神崇拜である。戦国時期にはすでに
先賢の祭典制度が成立し、水神の人神崇拜に教化功能が賦与された。司馬遷は秦の始皇帝
が中原より、越中会稽に至って大禹の重要な祭祀を遂行したと記載している。これが最も
早い大禹の国家祭祀の記載である。
明清時期は人口の増加に従って、土地の開発地域は一層拡大し、規模の異なる灌漑工事
が大量に増加し、水神崇拜は灌漑秩序の維持や工事管理に作用を発揮し、水神祭祀の堰祠
や廟は、相談して灌漑地域の管理事務所に設けたが、それは水争いの紛争の調停、解決の
場所であった。江河沿岸は防洪堤の保護下にあり、さらに多くの人々の聚居と耕作を吸収
し、江河堤防がいったん潰決すれば、造成の防洪工事はより完善なものとなり、黄河、長
江の河神崇拜の建築と祭祀活動は益々増加した。祭祀儀式と宗教と民俗は融合を強化し、
また同時に水神は民間と官方とが異なる方向へと導化されるようになった。民間は祝賀の
廟会であり、地域の祈福を願い、民衆は繁重な工事の歳修の負担を終え、水費の納入後は
開放と遊楽の場所であった。官方は統治文化の表明であり、その隆盛と格式化の儀式は民
衆に対する通達政府の水管理の権威性を示すものであった。数千年来の水神崇拜は“水”
を中心とする制度的伝統であり、農業社会のために、公共工事の管理上の文化的礎石を提
供するものであった。

5）現代水利のあるべき導向
2009 年、トルコのイスタンブールで開かれた「水フォーラム」で、水文化の権威性に対
して“水文化は人民の文化”であるとの解釈が行われた。人類社会の起源と文明の発展の
中で、種々の矛盾や衝突の中で、水旱や災害者の悲劇に遭遇する過程で、水に関する宗教、
神話や祭祀儀式が生まれたが、これらは水文化の歴史的表象である。この解釈に基づく水
文化の内包は、微細で我々と密接に関連している。我々の現代の水文化に属する水資源の
価値観、用水文明、あるいは水利工事の美学考量などは、すべて水文化の時代創造を構成
している。現代水利文化の向上は、まず水利工作者の文化的要素の向上である。水利史の
重厚な内包は、今日の文化養成の重要な源泉である。
異なる自然条件と歴史環境では、それぞれ異なった水利工事の類型が形成される。水利
工事も同じく深刻な自然環境の影響を受ける。水利工事の完成後、その継続のためには、
本来の自然環境の改善が不可欠である。水利工事の持続可能性は、技術的付与のみならず、
文化的結果である。地域により、時代により、水問題の根源の発生は異なっており、実施
すべき対策も大きな懸隔がある。地域の水利の消長は、我々に歴史、文化面、環境効果の
面から水利の得失を評価する必要があり、現代の水問題から根源を追究することである。
以上、著者の新中国水利通史の具体的展開に先立って、その中で特に留意した基本的な
視点の 5 項目について、要点を紹介した。それに続く 250 頁に余る、5 章にわたる長巻の
本文は、各章は更に節、項に分けて、明快に論述されており、多数の図（写真や地図）は、
その理解を一層助けてくれる。

5
最後の「結語」は全編を通じての総括であるが、その要点を紹介することにしたい。そ
こではまず、1977 年から 2010 年に至る間の中国水利史研究、特に通史類の出版では、最
も優れた成果の生まれた時期であり、それらは周魁一、郭涛、姚漢源などの先学による著
作で、水利史の学術的基礎を構築し、完全な知識体系を確立したものであると指摘してい
る。本書はこうした成果の蓄積と継承の上に、物質実体に基づく水利の歴史一系統、完整、
客観かつ生動の水利史を解明したものである。物質文化と非物質文化は、外来の学術概念
であり、異なる学術概念である。ただ、これを水利史について言えば、両者は相互依存の
関係であり、文化的水利史と科学的技術水利史、経済学あるいは社会学的水利史は、共通
性と共に差違性がある。ただ、その境界を明確に分析することは困難である。文化の理論
と内容自身が多元的であるため、著者の知識と背景は専書の任務を担当するに過ぎず、当
然の努力は工事技術にあるが、その他の水の人文的な問題についても可能な限り言及する
ように努力した。本書は読者の関心を受け止め、批正と批評と受けたいと思う。
ここ 30 年来、水利史研究は深く市場経済の影響を受けるとともに、それらのすべての多
方面の研究成果を吸収して来た。2000 年来の都江堰、大運河の世界遺産への申請、そして

2014 年より始まった世界灌漑工事遺産への申請に及び、既往の研究は有力な支えとなると
同時に、新しい模索と発見も新たな広大な天地に向けて開始した（20）。
ともあれ、水利史は科学研究の無限の空間を包容している。すなわち、基礎研究のレベ
ルにおいても、なお水利史は多くの空白の部分をもっている。今後は多視覚、多元的研究
方法を現在の研究方法に摂取すること、さらに多くの豊富な研究領域の成果が生まれるこ
とを期待したい。そして、本来の水資源の利用は、益々重工業の収益と社会、経済、生態、
景観などの収益を共有すべきであり、現代の水利の科学、技術の発展の中において、文化
的認知に対する水利の未来が決定され、歴史的視覚研究によって、水問題もより多くの学
問的領域が開かれていくことであろう。
以上の結語において、著者の本書に対する意欲と視角が明確に示されているが、それら
は水利史研究室の伝統を尊重しつつ、一方では内外の中国水利史研究に対する批判や刺激
を受け止め、自らの成果を可能な限り生かして、著者として独自の成果を問う力作である。
我々内外の研究者は国家や、地域、視点や課題の相違をこえて、中国水利史研究の一層の
深化と研究のために、交流と検討を深め、究極的、総合的な中国水利史研究の発展と完成
を期すべきであり、本書はそのための豊富で有力な手掛かりとなるものと思う。

（注）
（1）1917 年 8 月、開明出版社、北京。
（2）水利史研究室「水利史研究室 50 年」
（『中国水利水電科学研究院水利史研究室 50 周年
学術論文集』、歴史回顧、水利電力出版社、1986 年 12 月）
。
（3）同上。
（4）同上。
（5）本書、結語。
（6）姚漢源「中国水利学会水利史研究会成立曁学術討論会開幕詞」（中国水利学会編『水
利史研究会成立大会論文集』水利電力出版会、1984 年 7 月）。
（7）同上、学術交流。佐藤武敏「中国水利史研究の旅（1982 年）」
（『中国水利史研究』第
46 号、2018 年）。
（8）鈔曉鴻「中国における近年の中国水利史研究―中国大陸地区を中心に」
（『中国水利史
研究』第 44 号、2016 年）。
（9）周魁一『中国科学技術史、水利巻』（科学出版社、2002 年、前言）。
（10）本書、序（周魁一）。
（11）同上。
（12）姚漢源『中国水利史綱要』水利電力出版社、1987 年、作者自序）。
（13）本書、序（周魁一）。拙論「「水利共同体」論に対する中国からの批判と提言」（『東
洋史訪）第 13 号』
。

（14）同上。なお、
」この中仏国際共同プロジェクトによる田野調査の成果は『山陝地区水
資源与民間社会調査資料』（全 4 巻、中華書局、2002～2003 年）として公刊されてい
る（本書については、拙稿「華北水利史研究の進展に新資料」
『東方』第 281 号、2004
年に概要を紹介）。
(15)拙稿「中国と台湾における水利史研究の近況と新動向」（『大阪市立大学東洋史論叢』
第 17 号、2010 年 12 月）。
(16)注（8）に同じ。
(17)同上。張俊峰『水利社会の類型：明清以来洪洞水利と郷村社会の変遷』を一例として
あげておく。
(18)本書、序（周魁一）。
(19)井黒忍「華北「水と社会」史研究の現状と展望」
（『中国史学』第 27 巻、2017 年 10 月）。
(20)その中で発見された例として、浙江諸曁の田野中に井水灌漑工事を発見し、村民は現
在も 100 口のはねつるべを保留し、古代の灌漑工事を保存しているとし、もう 1 例は四
川夾江の東方堰をあげ、古代灌漑工事の新発見としている。

【エッセイ】
日本留学記
陶 雪璐

2017 年秋、関西大学に交換留学に行くことになった。人生初めて海外に行くので、最初は
緊張もし、興奮もしていた。帰国してもう半年を経過したが、関西大学にいた日々は今も鮮
やかで、深く頭のなかに刻んでいる。一生忘れられない思い出である。
関西の気候は大体中国の故郷と同じくらいであった。四季がはっきりしており、春は暖か
く、夏は暑く、秋は涼しく、冬は寒い。授業が始まる前に、まだ会ったことのない先生から
連絡が来て食事会を開催してくれた。もう一人台湾大学から来た女の子もいると、聞いては
いたが、やはり緊張した。幸い思っていたより優しい先生だった。そして、最初のゼミ。こ
れが最初の授業であった。しかし、あいにく体調が悪くて授業中に急にお腹が痛くなってき
て休みをもらった。先生も辛そうな私を見て声をかけてくれたし、同級生も親切にお湯を持
ってきてくれた。
「ありがとう」としか言う言葉が見つからなかった自分にもがっかりした。
授業がだんだん前に進んで、自分と他のゼミの学生とはその差のため、息が止まらないぐ
らいであった。外国人の私にとって、日本文学に関する専門知識ももちろんのこと、日本語
さえうまく使えなかったのだった。発表するには少なくとも A４の紙 10 枚くらいの量が必要
だった。かなりかなり高くて険しい関門であった。資料の収集から、テキスト、文献の分析、
レジュメを出来上がるまで、第 1 回目は 1 か月以上かかってしまった。日本人のクラスメー
トはただの一週間で終わらせたと聞いて、さらに疲れを起こした。月に 1 回の発表で、図書
館へ毎日行かなければならないのだった。疲れながらだんだん慣れてきて、読みたい本の居
場所もすぐわかるようになって、読書のスピートも速くなった。
「何事も慣れればこつがわか
る」という諺の通りなのかもしれない。ゼミの友人が資料を紹介してくれたり、日本人の友
だちがレポートの日本語を修正してくれたり、感謝の気持ちでいっぱいだった。
また、校内にあるファミリーマートにアルバイトをすることになり、大阪のおばさんたち
と一緒に一年間働くことになった。従業員の方々はとても優しくしてくれた。病気の時は病
院を紹介してくれたり、仕事中いろいろ教えてくれたり、プレゼントをくれたりしていた。
最終日には店長と泣きながら別れを告げた。ぜひ、もう一度吹田に戻り、みんなに会いたい
と思う。
寮生活もとても面白かった。関西大学国際留学生寮にはいろんなイベントがあって、そこ
で韓国、ベトナム、タイ、メキシコなどたくさんの国から来た留学生と一緒にイベントに参
加したり、料理を作ってパーティー参加したりもした。とても仲の友たちになった。
日本にいた一年間は本当に充実していて、多彩だった。満開の桜の下で笑い、絢爛たる花
火の下にアイスを食い、嵐山の紅葉をバックグラウンドに写真をとり、北海道の青雪を満喫
した。この忘れがたい一年を自分の力にして、さらに前に進んでいきたいと思う。

【エッセイ】
日本での留学生活「一期一会」
馬 春燕

初めまして、馬春燕と申します。
「馬」の漢字は馬と同じ、
「春燕」は「春の燕」という意
味です。文字通りで、春に生まれました。出身地は中国浙江省嘉興市です。出身大学は寧波
大学、今は寧波大学大学院の院生として、日本文学を専攻しています。今回、新地比呂志先
生の紹介で史訪会に参加させていただきました。
日本に来たのは今度で３回目になります。1 回目は 2014 年の夏休みの時、東京で 1 か月
修学旅行をしました。２回目は 2015 年の冬休みの時、沖縄で学会を参加しました。そして、
３回目は 2018 年の 10 月で、岩手県の盛岡に来ました。留学の目的は日本の風景と日本の
趣深いところを体験し、日本の友達を作り、日本語をもっと学ぶことです。その中でも、最
も大切なことは日本で修士論文作成に関する研究を進めることです。
私は本を読むことが大好きです。中国の小説だけではなく、外国の小説もすごく興味を持
っています。特に日本文学に深い関心を持っています。夏目漱石の『こころ』『我輩は猫で
ある』
、川端康成の『雪国』
『伊豆の踊子』、芥川龍之介の短編小説など世界でも有名な作品
は全て読み終えました。
その中でも、日本の「国民文学作家」といわれる吉川英治には興味をもっています。そし
て、吉川の作品の『三国志』については極めて強い関心を持っています。
中国四大奇書の一つの『三国志演義』は、当初江戸時代から日本に移入し翻訳されたよう
です。さらに第 2 次世界大戦後の三国志ブームになったのが吉川英治『三国志』です。戦闘
シーンなどの冗長な描写を省き、人物像にも独自の解釈を取り入れた格調高い歴史文学と
して評価されています。また、中国人と日本人との感性の差を考慮し、日本人にとって受け
入れがたいエピソードに作者のコメントを寄せるなどの改修を行っています。吉川英治が
『三国志』において曹操を悪役ではなく作品前半の主人公の一人として描き、新たな曹操像
を提示しました。それまでは悪者として捉えられていた曹操を人間的な魅力を増して描き、
単なる敵役ではない人物としての存在感を与えました。吉川『三国志』における曹操は、関
羽や趙雲など優れた才を持つ武将を評価し、痛烈な敗戦に焦慮する一方、詩情鮮やかに賦を
詠む、実に豊かな人間性を持った人物として描かれています。それまで単なる悪役扱いだっ
た曹操を、人間味あふれる乱世の風雲児として鮮やかに描いているのが特徴です。講談社文
庫ほかで重版され続け、日本では吉川『三国志』が事実上の定番本となっています。篇外余
録で吉川は「曹操は詩人、孔明は文豪」との評を下しています。中国に比べ、日本に曹操フ
ァンが多いのも吉川『三国志』の影響が大かったと思われます。
吉川作の影響力は非常に大きく、その後の作家に書かれた三国志小説も多かれ少なかれ、
吉川作品を意識したものとなりました。中国文学研究の大家吉川幸次郎は 1962 年に、『演

義』ではなく正史『三国志』を元に「三国志実録」を発表し、曹操の再評価をさらに高めて
行きました。特に文学の面での吉川の功績を高く評価しました。
吉川英治がなぜ『三国志』を書いたのだろうか。また、どうして吉川氏は曹操像をリライト
したのか、どうように曹操像をリライトしたのか、そのリライトされた部分はその時代とど
う関わるのかに疑問を抱いたので研究を進めたいと思います。本論では先行研究を踏まえ、
吉川英治の参考した底本を判明し、吉川英治は『三国志』を創作したことを促した背後に隠
した社会の実態を解き明かしようと思います。また、リライト理論という方法で吉川英治
『三国志』の曹操像を対象に絞り、外型、性格、功績についての描写を取り上げ、『三国志
演義』を照らし合わせながら曹操像の比較を焦点に当たって、リライトされた部分に基づき、
吉川『三国志』の曹操像のリライトを明らかにしたいです。
日本で人との出会いは一期一会ですから、今後も日本での残りわずかな 7 ヶ月を大切に
し、もっと日本の伝統的な文化や生活を体験したい、日本の美しさを感じたいです。その上、
留学生活を後悔しないように、先生たちのご指導のほど精一杯頑張ります。

【参加記】
中国の学会・研究会参加記
横井

香織

私は，2016 年 9 月より中国の大学に勤務し，浙江省寧波市で 3 年目を迎えている。中国
の大学では，学部あるいは学科単位で，研究会や講演会が行われている。特に外国語学院
では，言語学にとどまらず，文学や歴史学，経済学，教育学など，さまざまな研究分野の
専門家を国内外から招聘し，研究会や講演会を開いている。今年度はこれらの研究会に参
加するだけでなく，研究報告する機会を得たので，ここにその様子を紹介する。
１

海南師範大学主催の国際学会
2018 年 10 月 31 日から 11 月 2 日まで，海南省海口において「瓊台古籍整理與歴史文化

国際学術研討会」
（瓊…海南省）と題する国際学会が開催された。学会には海南師範大学文
学院や附属図書館の教官，研究員，大学院生が多数参集し，日本やベトナム，台湾などか
らも研究者が加わり，中国語による研究報告，意見交換や交流が行われた。本会からは，
松田吉郎先生，趙従勝氏と横井香織の 3 名が参加し，研究報告を行った。3 名の研究報告
は次のとおりである。
松田吉郎「台湾嘉義羅山信用組合之研究」
趙従勝「台湾拓殖株式会社的海南島農業経営」
横井香織「台湾総督府的亜洲調査」
聞くところによれば，本学会は，海南師範大学文学院の博士課程設置を目指した研究活
動の一環であるという。歴史文化分科会の報告内容は，海南島の少数民族である黎族の研
究をはじめ，海南島の経済発展史，唐代海南島と中原文化など多岐にわたり，持続性のあ
る研究に取り組んでいることがわかった。また，海南師範大学の教授陣だけでなく，大学
院生が多数参加し，各地から参加した研究者と積極的に交流する様子は，とても印象的で
あった。このような質の高い国際学会に参加し，大いに研究の刺激を受けることとなった。
２

寧波大学外国語学院日本語学科主催の研究会・講座
次に，2018-2019 年度前期（2018 年 9 月～12 月）
，寧波大学外国語学院日本語学科で開

催された研究会や講座を紹介する。外国語学院には，英語学科，日本語学科，ドイツ語学
科があり，各学科主催の研究会や講座が頻繁に開催され，教官や学生の学びの場となって
いる。次に示す表は，2018 年 9 月～12 月，日本語学科主催の主な研究会，講座である。
研究会・講座名
学術講座

年月日
2018.9.27

内

容

題目：Can-do に基づいた教学課程改革と人材育成
-ポートフォリオの活用を中心として
講師：徐敏民教授（華東師範大学日本語教育センター主任）

李達三講堂

2018.10.19

第 41 講
改革開放 40 年と

題目：山野中的日本文化
講師：李晶教授（広州商学院日語系主任，博士）

2018.10.26

議題

中国の日本研究

1

南開大学「新編日本史」紹介

学術交流会

2

南開大学日本研究センターの研究状況報告

3

講演「日本史の中の寧波」（寧波大学日本研究所所長
李広志教授）

4
李達三講堂

2018.10.29

自由討論

題目：唐代最後の訳経「大乗本生心地観経」と日本留学僧

第 44 講

霊仙三蔵をめぐる物語
講師：吉原浩人教授（早稲田大学文学学術院）

中国日語教学研

2018.11.2-

1

開幕式

究会

11.4

2

基調講演

浙江省安徽省

「日本語格助詞の本質理論仮説研究」（上海外国語大学

江西省分会

許慈恵教授）

2018 年会

「現代日本における儒学文化」（二松学舎大学江藤茂博
教授）他
3

学術講座

2018.11.14

主題講演（自由発表）

題目：筆談と東亜文化交流
講師：劉雨珍教授（南開大学日語系教授，博士）

印象的だったのは，華東師範大学徐敏民教授の講演である。徐先生は 10 年以上日本で研
究し，帰国後，これまでにない日本語教育のテキストを出版した。これには，日本の語学
教育のカリキュラムや学習指導要領などを研究した成果が盛り込まれている。
最も大きな研究会は，11 月 2 日より開催された，中国日語教学研究会である。これは浙
江省，安徽省，江西省合同で 2 年に 1 度開催され，今年度は寧波大学が会場となった。日
本語教育に携わる大学の教官が，3 省から 100 名以上参加する 2 泊 3 日の研究会である。
基調講演では，中国人研究者 3 名，日本の大学から招聘された研究者 2 名の講演が行われ
た。また，主題講演は日中文化比較論で 2 名の研究報告，教育関係で 9 名の研究実践報告
があった。各報告では，日本語学科で専門教育をどう推進していくべきか，カリキュラム
はどうあるべきかなど，各大学の積極的な実践事例や方法論が示された。私は，
「日本の中
等教育学校における授業設計の方法と活用」と題し，日本の中・高等学校で行われている
アクティブラーニングを，授業実践例とともに報告した。
以上紹介してきたように，中国の大学では，各大学各学部の独自性を生かし，研究，教
育活動が活発に行われている。さまざまな研究領域の研究成果に触れることで，自らの研
究の方向性や研究方法を再検討する機会になったと感じている。

史訪会 会則
（名称）
第１条 この会は、史訪会と称する。
（目的）
第２条 本会は、東洋史を中心とした歴史を研究し、その発展と普及をはかることを目的
とする。
（事業）
第３条 本会は、その目的を達成するために、会誌『東洋史訪』を年一回発行する。
第４条 本会は、その目的を達成するために、年一回研究会・総会を開催する。
（会員の資格）
第５条（会員の資格）
本会の目的に賛同するものは、所定の入会手続きを経て、会員になるこ
とができる。入会には一般会員１名以上の推薦と、幹事会の承認を必要
とする。
（１）会員は一般会員、学生会員、留学生会員の３種とする。
（２）会員は別に定める会費を納入しなければならない。
（３）次の各項の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
１．退会届を提出したとき。
２．本人が死亡したとき。
３．継続的に３年以上会費を滞納したとき。
４．除名されたとき。
（幹事）
第６条 本会は、その事業を円滑に運営できるよう下記の幹事（原則として１年任期）を
おく。
１．顧問

本会の相談役を担当する。

２．会長

本会を代表し、会務を統括する。

３．副会長

会長を補佐し、会務を執行する。

４．東日本地区担当

東日本における本会の会務を担当する。

５．関西地区本担当

西日本における本会の会務を担当する。

６．九州地区担当

九州における本会の会務を担当する。

７．中国支部長

中国における本会の会務を担当する。

８．台湾支部長

台湾における本会の会務を担当する。

９．事務局長

本会の事務を執行する。

１０．『東洋史訪』編集担当

『東洋史訪』を編集し、発行する。

１１．会計

本会の予算をたて、予算を執行する。

１２．会計監査

毎年の経理状況を監査し、報告する。

１３．討論会会場・懇親会担当

研究会・懇親会の企画し、実施する。

１４．名簿・発送担当

名簿を管理・更新する。また機関誌・案内
等を発送する。

１５．ホームページ・メーリングリスト担当 ホームページ・メーリングリストの管理・更新する。
１６．編集委員
１７．定例研究会担当
（規約改正）
第７条 規約の改正の必要があるときは、総会において決議する。
（明示なき事項）
第８条

この規約に明示なき事項については、幹事会で決定する。なお幹事会は、上記第
６条幹事で構成する。

【付則】
１．本会の事務局は、
兵庫県加東市下久米９４２－１兵庫教育大学東洋史研究室におくものとする。
２．本会の会費は、一般会員が年額３０００円、学生会員は年額２０００円、留学生会員は
年額１０００円とする。
３．原稿投稿・執筆規定は、別紙に定める。
４．この規約は２００６年７月２８日より施行する。 ２００７年７月２８日改正。
（１９９５年８月より２００７年７月２７日まで、兵庫教育大学東洋史研究会であったが、
２００７年７月２８日より史訪会と改称した。）
５．付則２ ２００８年８月２日改正。
「本会の会費は、一般会員は年額２０００円、留学生、学生は年額１０００円とする」とあっ
たが、上記付則２に改正する。
６．第６条（幹事）に「顧問」、「中国支部長」、「台湾支部長」を新たに追加する。
（２０１１年１２月２５日追加）
７．第６条（幹事）に「定例研究会」新たに追加する。（２０１４年８月４日追加）
８．第５条（会員の資格）を改定する。（２０１５年８月２日）

『東洋史訪』投稿規定並びに執筆要領
［投稿規定］
１．投稿資格は「史訪会」会員とする。
２．編集委員会は複数の査読者を選定し、査読を依頼する。査読者の意見をもとに編集委
員会での審議に基づき「論文」
、
「研究ノート」、
「書評」
、｢その他（或いは特別寄稿）｣
として掲載する。また審査の結果において不掲載と判定される場合もある。
３．投稿原稿は未発表のもので、かつ日本語によるものとする。
４．投稿締切日は１２月３０日で厳守とする。
［執筆要領］
１．別原稿に必ず英文でタイトルと名前と所属を付すこと。
２．横書きワープロ（パソコン）原稿で、用紙はＡ４用紙（40 字×36 行）
。なおワープロ
ソフトは、原則としてＭＳ社の「ワード」を用いる。
３．
「論文」は 12 枚、
「研究ノート」は 8 枚以内とする。なお「教材研究」
「学会動向」
「参
加記」
「書評」等は 4 枚以内とする。また「論文」
「研究ノート」など、どの項目で投
稿するのかを明記すること。ただし、図表、訳注は枚数分に含める。
４．論文の章・節・項は、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．┉┉、１．２．３┉┉、
（１）
（２）
（３）┉┉（全角）と
する。句読点は「、
」
「。
」
（全角）とする。
５．表題は 14 ポイント、他は 10.5 ポイントとし、字体はＭＳ明朝とする。
６．論文中の数字についてはアラビア数字を使用し、漢数字は使用せず、２桁以上の数字
は半角にすること。例えば 2007 年３月 31 日、12 万 3456 円 or123,456 円のように。
７．図および表には表１、図１と各々に通し番号とタイトルを付け、本文中の出所箇所の
近くに挿入すること。図表には出所を明示し、註は出所の下に書くこと。
８．本文中の脚注番号は、(1)(2)(3) ┉┉（半角）とし、註は本文末尾に一括して掲載する。
註の内容は全角とする。
９．原稿に頁数を入れない。
10．引用の表記は、次のように統一する。中文・英文の場合もこれにならう。
・論文の場合 著者名『論文名』（
『掲載誌名』巻号、出版年月）ページ数。
例）松田吉郎『海口冢信用購買販売利用組合について』
（『東洋史訪』
第 12 号、2006 年３月 31 日）pp.25～40。
・単行本の場合 著者名『書名』（出版社、出版年月）ページ数。
・新聞の場合 （著者がわかる場合）、著者名「記事名」
（『新聞名』年月日）
。
11．すでに引用した論文・単行本・新聞の場合には、次のように表記する。
・論文例） 松田、前掲論文、pp. 25～40。 or 松田、前掲「海口冢信用購買販売利
用組合について」
、pp. 25～40。
・単行本例）松田、前掲書、p.25。 or 松田、前掲『書名』p.25。
・新聞例） 松田、前掲紙。
12．直前に引用した論文・単行本・新聞の場合には、
・同上論文、pp. 25～40。 同上書、p.25。 同上紙。
13．原稿は 12 月 30 日までに e-mail に添付ファイルして編集窓口へ送ること。
15．送付された原稿は編集員会が査読者を選定依頼し、修正要求、コメント等を添えて執
筆者に返却する。
16．執筆者は修正・加筆後、完成原稿を指定された別途指定した期日までに e-mail に添付
ファイルして編集窓口へ送ること。
［編集委員］
井上敏孝（編集委員長） 松田吉郎 上谷浩一 新地比呂志 齋藤尚文 井上敏孝
［投稿原稿送り先］
いのうえとし たか

編集委員長 井上敏孝
〒673－1421 兵庫県加東市山国 2006-13 兵庫教育大学職員宿舎 5 号棟 514 号室
携帯
：090-9256-7821
e-mail
：winfinitytkk@gmail.com

彙報
「史訪会」は、平成 30 年（2018）７月 28 日（土）
、神戸市勤労会館 307 号室に於いて「史
訪会」第 25 回学術討論会を開催した。発表者と発表題目及び研究会後行われた懇親会の会
場は下記の通りである。
１．戦前日本における石炭積込施設の類型
―朝鮮西部の鎮南浦を中心に―

井上敏孝

２．下村湖人「蕃童シラン・イバンとその先生―台湾雑記の中より―」
が描く台湾原住民教育

齋藤

尚文

３．新地比呂志 中 国 社 会 の 混 迷 と 知 識 人 の 苦 悩
― 儲安平の思想変容を通して(抗 日 戦 争 末 期 〜 国 共 内 戦 初 期 )―

新地比呂志

４．近代植民主義下の台湾島と海南島との関係
―台湾農業経験の輸出を中心に―

趙従勝

５．教科書に取り上げられた朱徳

加藤正宏

６．上海フィールドワーク報告

横井香織

７．張宇初の道教史観
―「道法」論を手がかりに―

畑忍

８．戦略的輸出品目としての樟脳の一考察

今井孝司

９．羅山信用組合について

松田吉郎

【総会】【懇親会】：青森ねぶた小屋
執筆者紹介
齋藤尚文

兵庫県立国際高等学校教諭

励儲

大阪教育大学非常勤講師

今井孝司

帝塚山大学大学院

井上敏孝

常磐会学園大学専任講師

森田明

大阪市立大学名誉教授

陶雪璐

関西大学大学院

馬春燕

岩手大学交換留学生

横井香織

寧波大学外教

【編集後記】
青葉繁れる好季節を迎え、会員の皆様には、ますますご清栄のことと存じ上げます。
『東
洋史訪』第 26 号を発行させていただきました。25 号に引き続き編集を担当させて頂きまし
た井上敏孝です。新たな時代を迎えた記念すべき時に、こうして『東洋史訪』第 26 号を無
事刊行できたこと、大変喜ばしく思っております。これもひとえに原稿を投稿して頂いた
先生方、査読者の先生方、編集に携わって頂いた先生方、そして日頃から本学術誌を愛読
して頂いている方々のご理解ご協力の賜物と感じております。厚く御礼申し上げます。
次号は『東洋史訪(民国プロジェクト)特集号』として刊行を予定しておりますが、東洋

史に関心を持たれる方々からのご投稿も引き続き受け付けております。また東洋史のみな
らず、歴史研究や教育現場における教育実践に関する投稿も歓迎しております。
今後とも会の活動へのご理解と、討論会への参加でお力添えを賜りますようお願い申し
上げます。

『東洋史訪』

第 26 号

発行年月日

令和元年 5 月 31 日

発行所

：史訪会

会長

：齋藤尚文

事務局

：史訪会

〒666-0262

アジア探訪研究所内

兵庫県川辺郡猪名川町伏見台３－１－42
TEL・FAX ０８０－４２３３－４４６０

郵便振替口座：０１１９０－３－１５２１９
一般会員：年額 3000 円

史訪会

学生：年額 2000 円

留学生：年額 1000 円

入会方法

：郵便払込取扱票の通信欄に入会希望と明記し、上記の年会費を納入のこと。

印刷

：株式会社

大伸

〒652-0804 神戸市兵庫区塚本通４－１－19
TEL ０７８－５７５－６８３９
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Saito Naofumi 齋藤尚文
Suzuki Shoten and Taiwan Pineapple Canned Industry
- Focused on Establishment and Business of Taiwan Pineapple Canned Co., Ltd. -・・・・・・・・・・1
Li Chu 励 儲
Xu Xu and His Political Novel "The Century of Tragedy” ・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
Imai Takashi 今 井 孝 司
Distribution of investment in important agricultural products by the Bank of Taiwan
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