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重点研究「アジア海域世界における都市の
文化力に関する学際的研究」 
―プロジェクト紹介  
 

                   井上 徹 

 
 大阪市立大学文学研究科は、２００２年１０月、文部科学省「21 世紀 COE プログラム」

の一つとして「都市文化創造のための人文科学的研究」を承認されてから、２００６年３

月に至るまでの間、研究拠点「都市文化研究センター」を中心として本研究プロジェクト

を推進しました。この間、大阪市立大学の支援により、重点研究「都市文化創造のための

比較史的研究」（代表：塚田孝）を発足させ、COE プログラムを支援する体制を整えました。

重点研究の研究期間２００３年度から２００７年度までの５年間で、COE プログラムの終了

後の翌年度に研究計画を完成させることができました。本重点研究プロジェクトは COE プ

ログラム及び前重点研究の研究成果を受け継ぐものとして、２００８年６月に採択されま

した（研究支援期間は平成２００８年度～２０１２年度）。この場を借りて、ご尽力いただ

きました関係各位に感謝申し上げます。 

 本研究ではアジア海域における都市の文化力を考察することを主要な論点としています

が、その出発点としたのは COE プロジェクトで開催した国際シンポジウム「都市文化理論の

構築に向けて」（２００６年３月１８・１９日）です。その詳細な内容は報告書『＜大阪市

立大学文学研究科叢書第５巻＞都市文化理論の構築に向けて』（大阪市立大学都市文化研究

センター編、２００７年３月）を参照していただくとして、このシンポジウムにおいて設定

した課題は次の二点です。第１に、アジア諸都市における文化の蓄積です。過去の長期にわ

たる時代において、アジアには、政治、軍事の中心としての都市、交易の結節点としての都

市など様々なタイプの都市が生み出されてきました。これらの諸都市はその固有の空間のな

かで、どのような人間関係を育み、そしていかなる文化を築いたのでしょうか。文化は、人々

の生活（衣食住）をはじめとして、学問、宗教、技術、政治など、人間の生活の様式に関わ

る包括的な概念ですが、それぞれの地域の都市における文化は各地域の自然地理環境、人々

の交流や物資の移動、政治権力の形成など、それぞれの地域に特有な条件に影響を受けて、

多元的な内容を構成してきたと考えます。アジアの諸都市が蓄積してきた多元的な文化を検

討することが一つの狙いでした。第二に、都市文化の継承と活用です。現在のアジア諸地域

はグローバル化の波に激しくさらされています。西洋の資本主義に端を発した近代化は、こ

の面において先行した日本のみでなく、中国、東南アジア、南アジアにも大きな変動を生じ

させています。アジアの激しい変動のなかで、諸都市は世界的な規模で展開する近代化の潮

流に直面しています。過去の文化遺産を継承してきた諸都市とその住民は、それぞれの文化

の伝統をどのように活用してグローバル化に対応しているのでしょうか、そして新たな都市
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文化をいかに創出しうるのでしょうか。こうした現代的問題を検討することでした。シンポ

ジウムではアジア諸都市が長期にわたって培ってきた多元的な構造と文化的伝統、そしてグ

ローバル化との関係を焦点として活発な議論が行われました。 

本重点研究プロジェクトはこのシンポジウムの成果を再検討するなかで、地域的にはア

ジアの海域世界に注目しました。現在、グローバル化は海域、陸域を問わずアジア全域を

巻き込んでいますが、海に囲まれた日本の大阪を起点として眺める際、海域はグローバル

化との関係を考えるうえでも、アジアが培ってきた文化的多元性を考えるうえでも目を向

けざるを得ないからです。そこで、大阪を中心とするアジア海域の諸都市が培ってきた文

化の力とその長期持続性を検証し、グローバル化のなかで伝統的な文化の力がどのように都市

の再生・発展に用いられているのかを考察することを本研究プロジェクトの目的としました。 

２００８年６月に採択された計画書では、大阪を立脚点としてアジア海域の諸都市の文

化力を歴史的に考察するうえで、グローバル化を念頭に置いた次の３つの都市文化の歴史

的段階を構想しています。 

第１に、都市文化の形成と変容の段階：１６～１７世紀の大航海時代を中心として、ア

ジア海域を緩やかに結ぶ朝貢秩序のもとで、倭寇や華人のネットワークの台頭にヨーロッ

パ勢力の進出も加わり、海域世界が流動化するなかで、アジア海域の諸都市で古代以来各

地に形成され、培われてきた文化の伝統が変容した。 

第２に、都市文化の成熟の段階：１７～１９世紀半ばの時期、朝貢秩序が再構築される

一方、日本、中国、朝鮮、東南アジアなど海域諸国の政治体制が固まる過程において、現

在「伝統」とみなされている都市の文化構造が形作られ、成熟した。 

第３に、グローバル化のなかでの都市文化の段階：朝貢秩序が動揺・崩壊する１９世紀

から現代に至る時期、グローバル化への文化的抵抗と新たな文化創造に向けた動きのなか

で、都市を中心とする各地域で蓄積された文化的伝統が活用された。文化的抵抗の根源に

はグローバル化がもたらしたさまざまなレベルにおける中心と周縁の格差の構造がある。

さまざまなレベルにおける弱者の動向が文化的抵抗への原動力となっていることに留意し

たい。 

以上の歴史的段階の構図は仮説的に提示されたものです。したがって、本重点研究プロ

ジェクトではこの歴史的構図の妥当性とそれぞれの歴史的段階の具体的内容を検証する必

要があります。その検証のうえに、大阪を中心とするアジア海域の諸都市が培ってきた文

化力とその長期持続性を見定め、グローバル化のなかでの都市の再生・発展に研究成果を

生かすことを課題とすべきだと考えています。 
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１６世紀における東アジアの変容と文物の
交流―貿易港博多を中心として 
 

                             佐伯 弘次 
 

はじめに 

 1368 年の明の建国によって、東アジアは大きな転換の局面を迎えた。明の朝貢促進、海

禁政策等によって、国際的な華夷秩序の維持を基本とする中国中心の東アジア世界が復活

する。周辺の国々にはそれぞれの事情があり、明への対応は一様ではないが、高麗・琉球

・東南アジア諸国など多くの国が明の朝貢命令に応じて、朝貢した。 

 1392 年には、朝鮮半島では高麗にかわり、朝鮮が建国された。同年、日本では南北朝の

合一がなり、政治的な統一がなされた。琉球では、抗争する 3 つの王朝（北山・中山・南

山）の中から、中山王朝が優勢となり、1429 年に中山王尚氏によって統一がなされた。こ

うして 14 世紀後半から 15 世紀前半にかけて、東アジア諸国では、王朝の交代や政治的な

統合によって、安定した時代を迎えた*1。 

 14 世紀後半に、明と「日本国王」良懐（懐良親王）との交渉が続き、明側は良懐を日本

国王に冊封しようとしたと考えられるが、確固たる関係は成立しなかった。1401 年の足利

義満の明への遣使（朝貢）は、義満にとっては 3 回目の遣使であったが、明の受け入れる

ところとなり、以後、日明関係は勘合貿易へと移行していく。こうして日本も明の国際的

な華夷秩序の中に入っていったが、日明関係から東アジア世界を見た場合、東アジア世界

が明を中心とした一元的なものだけではなかったことにも留意すべきである*2。 

 日本は、明との関係だけでなく、朝鮮・琉球とも関係が成立し、15 世紀初期の足利義満

の時期は外交における画期となった。こうした日本と東アジアとの交流の確立は、貿易港

博多にとっても大きな影響を与えた。申叔舟『海東諸国紀』（1471 年）は、博多について

「居民万余戸。小二（少弐）殿と大友殿分治す。小二は西南四千余戸、大友は東北六千余

戸なり。藤原貞成を以て代官と為す。居人行商を業とす。琉球・南蛮の商船所集の地なり。

（中略）我が国に往来する者は九州中に於て博多 も多し」と記している。これに明との

貿易を加えれば、当時の博多の国際的な位置づけをよく物語っている。『海東諸国紀』成

立の 9 年後に博多を訪れた連歌師飯尾宗祇は、都市博多の景観を、「前に入り海はるかに

して、志賀の島をみわたして、沖には大船おほくかゝれり。もろこし人もや乗りけんと見

ゆ。左には夫となき山どもかさなり、右は箱﨑の松原遠くつらなり、仏閣僧坊数もしらず、

人民の上下門をならべ軒をあらそひて、その境四方に広し」と記している（「筑紫道記」）。

いずれも対外貿易で繁栄する博多の様を端的に記している。 

 田中健夫氏は、室町時代の博多について、「博多はこのように、琉球―薩摩―博多―対

馬―朝鮮のラインと朝鮮―対馬―博多―赤間関―兵庫―国内市場を結ぶラインの交差点と

して、さらに明への交通路の起点として、まことに重要な地理的・経済的な立場を保持し、
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しかもこの時代はその進出に可能な契機を恵まれたということができよう」と述べている
*3。それぞれの交通・流通ルートは時期的な差があるが、首肯すべき見解である。 

 

１．16 世紀の東アジアと日本 

（１）日明勘合貿易の断絶 

 1401 年に開始された足利義満の日明貿易は、朝貢貿易であったが、1404 年に足利義満が

日本国王の金印と勘合を永楽帝から下賜されて以来、日明貿易は勘合を使用した勘合貿易

となった。1401 年から 1547 年まで、計 19 回の遣明船が明に派遣された。この約 150 年に

及ぶ日明貿易は、第 1 次～8 次＝前期（日明外交成立期＝室町幕府独占時代）、第 9 次～

17 次＝中期（日明関係隆盛期＝有力社寺大名経営時代）、第 18 次～19 次＝後期（衰退期

＝大内氏独占時代）という３期に大きく時期区分され、中期を第 9 次～11 次＝有力社寺大

名経営時代、第 12 次～17 次＝細川・大内両氏抗争時代の 2 期に細かく区分する見解が有

力である*4。 

 天文 20 年（1551）年、遣明船を独占していた大内義隆が滅亡すると、近隣の諸氏が日明

貿易を画策したが、明の許可するところとならなかった。こうして公的な日明勘合貿易は

第 19 次遣明船で断絶した。大内氏の支配を継承した毛利氏には、大内時代に使用された日

本国王印の模造木印など関係資料が伝来した。 

 日明勘合貿易の末期＝衰退期にあたる 16 世紀前半、中国沿海部では密貿易者や海賊の活

動が活発となった。この時期にはヨーロッパ人のアジア来航と重なり、この海域に新たな

要素が付加された。この中国沿海部の密貿易者・海賊たちの活動はますます活発化し、「嘉

靖の大倭寇」と称される状況となった*5。この中国人を主体とする「嘉靖の大倭寇」の担

い手たちは、「後期倭寇」「中国海商」「華人海商」などと呼ばれる。彼らの根拠地は、

浙江の双嶼や瀝港や福建の漳州などが有名であった。特に貿易港寧波に近い双嶼では、ポ

ルトガル船が多く来航し、中国人との間で密貿易が行われていた。 

 嘉靖 27 年（1548）、明の朱紈の攻撃によって、密貿易の拠点であった双嶼は壊滅し、多

くの海賊が逮捕・処刑された。この朱紈の双嶼攻撃と彼の失脚が嘉靖の大倭寇をもたらし

たともされる。嘉靖 32 年（1553）には、王直等が密貿易の拠点としていた瀝港が陥落した。

こうした明政府の海賊討伐の結果、中国の海商たちは国外に逃れる者も多かった。その中

には、日本に来て、居住し、そこを拠点として、密貿易や海賊行為を行う者も多かった。

双嶼を拠点としていた王直は、朱紈の攻撃から逃れて五島に行き、平戸に居住した。 

 このような「一六世紀半ばから一七世紀の後半の間に、東アジアから東南アジアにかけ

て展開する通交網に生じた諸現象」は「倭寇的状況」として把握されている*6。密貿易集

団による貿易が、単なる密貿易から恒常的な貿易ルートになり、従来の公的な貿易に代替

するものとなること、当時の日本社会は、日本人と中国人・朝鮮人・ヨーロッパ人の諸民

族雑居の状態であったことが、倭寇的状況の特徴であるとされる。 
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（２）中国海商の日本への居住と唐人町の形成 

 『籌海図編』巻八下「寇踪分合始末図譜」によると、中国海商の首魁たちは日本各地の

海上勢力と結んで、倭寇活動を行っていた。例えば、徐海は、和泉・薩摩・肥前・肥後・

津州・対馬の諸倭と、陳東は、薩摩・肥前・筑前・豊後・和泉・博多・紀伊の諸倭と、葉

明は、筑前・和泉・肥前・薩摩・紀伊・博多・豊後の諸倭と結んで中国に入寇したとする。

和泉・紀伊を除くと、いずれも九州の諸国である点に大きな特徴がある。さらに同図譜に

よると、王直は松浦に、鄧文俊らは日本の「楊哥」（呼子に比定）に居住したとする。紀

州以西というのが中国海商たちの活動・居住範囲というのが、明末日本研究書の理解であ

るが、日本海側では越前三国湊*7、東北地方では陸奥白川*8での唐人の活動が知られる。九

州を中心とする西日本だけでなく、北陸や東北地方でも中国人は活動していた。当時の中

国人の広範な活動が知られる。 

 従来の研究によると、鎖国以前の九州においては、長崎の他、豊後（臼杵・府内）、日

向（都城）、薩摩（鹿児島・阿久根・京泊・串木野・坊津）、大隅（高須・敷根・小根占

・串良・高山）、肥後（河尻・熊本・伊倉）、博多、豊前小倉、平戸、五島、島原等に唐

人が居住していたことが明らかになっている*9。唐人町の形成である。近年、南九州の唐

人町とそこに住む中国人の実態の究明が進んでいる*10。 

 当時の中国人の信仰として、航海神である媽祖に対する信仰が知られている。九州・沖

縄には、多くの古媽祖像が確認されている*11。すなわち長崎県（長崎・五島・平戸）、沖

縄県（那覇・久米島）、鹿児島県（笠沙・坊津・加世田・鹿児島・頴娃・高山）、宮崎県

（飫肥・都城）、大分県（野津）に存在した。この分布は、文献史料によって明らかにさ

れている唐人町の分布と重なる部分が多い。中部九州や北部九州での古媽祖像の発見が期

待される。 

 『日本一鑑』「窮河話海」巻四に、「平戸島は昔人居鮮し。今、居商衆く、二十年以来、

番舶の淵薮をなす。中国流逋、家を移し、廛を受け、錯綜盤固、今しばしば衆し。王直、
さき

向

にこの島に潜住す」とあるように、中国海商の来航・集住が、平戸を貿易の拠点にし、都

市的な発展を遂げしめた。こうした唐人町の形成が都市的な発展の要因になったのは、平

戸だけでなく、中国人が住み着いた九州沿海部の港湾全般にいえることであろう。 

 

（３）16 世紀の日明貿易品―「倭好」の品々― 

 日明勘合貿易は、新貢貿易・公貿易・私貿易の 3種類があった。日本から明への輸出品

には、刀剣・硫黄・銅・蘇木・扇・蒔絵・屏風・硯などがあり、明からの輸入品には、銅

銭・絹・布の他、薬草・砂糖・陶磁器・書籍・書画・紅線・銅器・漆器などがあった*12。

16 世紀半ば以降の中国海商による密貿易も、貿易品の基本的構成は同様であったと考えら

れる。一つ前代と異なるのは、16 世紀初頭の石見銀山の開発によって、銀が新たな輸出品

として注目されたことである*13。 

 明末の日本研究書には、「倭好」つまり日本人が好む輸入品が記されている*14。
きいと

糸 ・
ま わ た

糸綿

・
もめん

布 ・綿紬・錦繍・
べにいと

紅線・水銀・針・
く さ り

鉄練・鉄鍋・磁器・古文銭・古名画・古名字・古
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書・薬材・氈毬・馬背氈・
おしろい

粉 ・小
めしざる

食蘿・漆器・
す

醋の 22 種である。繊維製品から金属製

品・陶磁器・銭・書跡・書籍・薬材・化粧品・生活雑器・食品など多岐にわたる。 

 それぞれの簡単な解説があり、例えば、磁器については、「
も よ う

花様を選んでこれを用いる。

香炉は小竹節のあるものを尚び、碗皿には菊花の
かど

稜のあるものを尚び、あるいは葵花の稜

のあるものを尚ぶ。もしかどがなければ、官窯の製品であっても喜ばない」としている。

当時の日本人の嗜好がわかる史料である。 

 

２．貿易港博多の変化とネットワーク 

（１）貿易形態の変化と博多 

 先述したように、16 世紀半ばに日明貿易は、公的な勘合貿易から中国海商を主体とする

密貿易に変化した。中国海商の活動の活発化によって、海商たちが日本に頻繁に渡航する

ようになり、九州の沿岸部を中心に唐人町が形成される。 

 博多は明末の日本研究書に多くの所見がある。『日本一鑑』「窮河話海」巻四には、「西

� 筑前博多津の夷、嘗て商を以て業となす。多く貨財を蓄え、金を積むこと百万に至る者

有り。向水流逋、その間に潜処して本夷を勾引し、中国を犯さんとす。この島津の間、中

国・朝鮮に通ずるの要道たり」とある。博多が商業都市であり、富裕な商人がいること、

中国・朝鮮への交通上の要衝であり、中国の海商たちがその周辺に住み、日本人を引き連

れて中国を襲撃しようとしていることを伝えている。『籌海図編』巻二下も、「「摂津・

伊勢・若佐・博多のごときは、その人、商を以て業と為す。その地方の街巷風景あたかも

中華のごとし。富者はおのおの数千家、
たから

貲 を積みて百万に至る者あり」と、同様の記述

をしている。 

 『日本風土記』（『日本考』）巻二では、日本には、商船貨物が集まる三津があるとし、

坊津・花旭塔（博多）津・洞津（安濃津）の 3港をあげている。これら三津はいずれも、

人煙輳集の地で、各所の外国に通ずる商賈の集まるところであるとする。博多津に関して

は、「我が国の海商の博多津に聚住する者が多い。この地に松林がある。方長十里（中国

では百里）で十里松という。地名は
は こ ざ き

法哥煞機である。すなわち廂先（箱﨑）がこれである。

大唐街という一街がある。唐人がかの国に恋い留まり、男を生み女を育てたものがある。

昔は唐人であったが、今は倭となっている」「地方広闊で、人烟湊集し、商賈など物とし

て備わらないものはない」とある。中国の海商たちが博多に集住していたことをのべてい

る。この「大唐街」に関しては、平安末～鎌倉前期の博多の中国人町（唐房）を指すとい

う見解と 16 世紀後半の唐人町を意味するという見解がある。『日本風土記』が成立した

1592 年ごろは、まだ中国人が九州各地に住んでいた時期であり、本稿では前者の立場をと

る。 王直は天文 14 年（1545）年、日本にやって来て、博多の「助才門」（助左衛門）ら

3 人をいざない、双嶼で商いをした（『日本一鑑』「桴海図経」巻三）。日明勘合貿易の

末期には、すでに中国海商を結びつき、双嶼などで密貿易を行う博多商人が存在した。 

 天文 22 年（1553）、朝鮮で海賊行為をして捕まった日本人三甫羅古羅（三郎五郎）は、

朝鮮に対して、「我らは博多の東門の外に住んでいる。数年して唐人百余人が妻子を連れ
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て博多にやって来た。彼らは家を借りたり、家を造ったり、日本女性と結婚したりして生

活していた。2 月 12 日、唐人 10 人と我ら 38 人は、1艘の船に乗り、中国南京に行き、唐

物を交易した。6 月 3 日に廻船中、南風が激しく吹き、漂流した」と供述した（「明宗実

録」8年 6月壬寅条）*15。この供述は、16 世紀半ばに博多に中国人が大挙して渡航し、集

住していたこと、こうした中国海商と博多の人物が結びつき、中国で密貿易をしていたこ

とを示している。王直と助才門の関係と全く同様の形である。安土城の瓦を焼いたという

瓦焼一官は博多に居住していたという*16。 

 博多周辺の唐人についてのべると、「宗像大宮司天正十三年分限帳」*17によると、宗像

氏の被官として、赤間庄衆の中に、1 町 6 反の知行を持つ医師木道三官がいた。天正 6 年

（1578）の宗像社造営においては、銀 5 文目を寄進した唐人助三郎と唐人三官がいた*18。

戦国末期の宗像社及び大宮司宗像氏周辺に中国人が存在した。また、この造営中、博多津

廻船が白浜沖の瀬で荷揚げしていたところ、風波があったにもかかわらず、一つとして物

は流されなかった。また同時期、「在唐帰朝旅客之大船」が津屋崎沖で漂倒し、赤白の糸

や木綿が入った唐櫃が寄物慣習によって宗像社の造営費用となった*19。宗像社の近隣でも

中国との貿易が行われており、同社がその恩恵にあずかったことがわかる。 

 以上のように博多やその周辺には、中国人が渡航したり、居住したりして、貿易が行わ

れていた。ただし、同時期には、肥前（平戸・五島）、肥後、南九州、豊後（府内・臼杵）

などにも中国人が渡航・居住して、貿易を行っていた。こうした貿易拠点の分散化によっ

て、貿易港としての博多の地位は相対的に下降したといえる。 

 この時期には、博多は自治都市であり、市政が町人の合議によって行われていたが、一

方で領主の規制も強く、また度々戦火を被った。また、博多と畿内との関係も深く、例え

ば『天王寺屋会記』のような茶会記には、博多商人の名前が度々登場する。中には、はか

た宗伝のように堺に移住して活動する博多商人も存在した*20。 

 

（２）博多遺跡群の出土遺構・遺物 

 博多の海岸部（
おきのはま

息 浜）には、13 世紀後半に元寇防塁（石築地）が築造された。その遺

構が博多遺跡群の発掘によって出土している。調査の結果、博多の町が、元寇防塁を越え

て海側に拡大するのは、15 世紀後半であり、本格的な町場が形成されるのは、16 世紀後半

以降であることが明らかになった*21。集石列による蔵は、14 世紀代から造られるが、15

世紀後半以降普及した。また短冊形屋敷地割も 15 世紀後半に形成された。したがって、町

場の形成という観点から見ると、15 世紀後半が博多における画期となる。 

 近世の地誌類によると、戦国時代末期に博多の南側に房州堀という巨大な堀が大友氏の

家臣によって築造されたという。しかし、一次史料がなく、文献史料からでは時期を明確

にすることは出来ない。発掘所見によると、房州堀の 下層の堆積から、16 世紀中頃から

後半の遺物が発見されている。まだ十分な調査が行われていないが、現時点では、近世の

伝承と齟齬しないといえよう。 

 博多遺跡群からは多くの遺物も出土している。特に対外関係史との関係で注目されるの
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は貿易陶磁である。博多出土の中国陶磁は、16 世紀後半代は「景徳鎮窯青磁」の時代であ

るとされる。16 世紀の終わりごろになると、景徳鎮窯製品に加え、福建省漳州窯青花磁も

出土する。華南三彩も多く出土する。朝鮮王朝陶磁も、粉青沙器・雑釉陶器・白磁などが

多く出土している。東南アジア陶磁器も、タイ・ベトナム・ミャンマーなどの壺・瓶・碗

などが出土している。 

 

（３）情報のネットワーク 

 博多や九州周辺には、情報伝達のネットワークが存在した。16 世紀後半の対馬宗氏は、

城下町対馬府中を中心にして、壱岐深江・筑前博多・長門赤間関・肥前松浦などから主と

して後期倭寇の情報を入手し、朝鮮に伝達していた*22。その目的は、朝鮮貿易の拡大にあ

った。こうした情報を宗氏に伝えたのは、各地の商人や領主であった。これは、情報収集

のために宗氏がネットワークを構築したというよりも、経済的・政治的なネットワークが

すでに存在し、その上にこうした情報ネットワークが形成されたとみるべきであろう。 

 文禄元年（1592）に起こった朝鮮出兵は、日本対朝鮮・明という戦争という構図となっ

たため、日本―朝鮮、日本―明の間で活動していた商人や領主に大きな衝撃を与えた。そ

の一つが対馬宗氏であったが、日明間の貿易に従事していた中国海商に対しても衝撃を与

えたと考えられる。秀吉の朝鮮出兵の情報は、様々なルートで明に伝達されたが、薩摩在

住の中国海商による明への通報も重要な情報を提供した*23。これも経済的なネットワーク

を利用した情報伝達であった。 

 

おわりに～鎖国との関連で 

 中国海商の日本来航と居住、南蛮船の来航によって、貿易拠点は分散化し、対外貿易に

おける博多の地位は低下した。さらに新たな貿易都市長崎の台頭によって、長崎が貿易の

中心になっていく。博多商人の中に、末次氏のように長崎に移住する者もいたことは、「博

多から長崎へ」という流れをよく表している。 

 こうした中で、17 世紀前半に鎖国が完成していくのであるが、寛永期に次々に発布され

る鎖国令の中で、唐人を含む在住外国人の海外渡航にも制限が加えられ、寛永 12 年令

（1635）では、日本人の海外渡航と長崎以外での唐船貿易が全面的に禁止された*24。こう

して日本各地に居住していた中国人たちは、帰国か、長崎への移住か、現地への定着かの

選択を余儀なくされることになった。南九州に居住していた中国人林氏が、
はやし

林 と改姓し、

日本人社会の中で生きる選択をしたのは、象徴的な出来事である。 

 

                                                        
*1この時期の国際関係に関しては、田中健夫『中世対外関係史』東京大学出版会、1975 年、

西嶋定生『日本歴史の国際環境』東京大学出版会、1985 年、村井章介『アジアのなかの中

世日本』校倉書房、1988 年、佐久間重男『日明関係史の研究』吉川弘文館、1992 年など参

照。 
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*2足利義持の朝貢拒否については、小葉田淳『中世日支通交貿易史の研究』刀江書店、1969

年、田中 1975 や佐伯弘次「日本から見た東アジア世界の変容」『東アジアと日本：交流と

変容統括ワークショップ報告書』九州大学 21 世紀 COE プログラム、2007 年等を参照。 

*3田中健夫『中世海外交渉史の研究』p.63、東京大学出版会、1959 年。 

*4田中 1975、pp.153-160。 

*5佐久間 1992、石原道博『倭寇』吉川弘文館、1964 年、田中健夫『倭寇―海の歴史』教育

社、1982 年、鄭樑生『明・日関係史の研究』雄山閣出版、1985 年、松浦章『東アジア海域

の海賊と琉球』榕樹書林、2008 年など。 

*6荒野泰典「日本型華夷秩序の形成」『日本の社会史 1 列島内外の交通と国家』岩波書

店、1987 年。 

*7『三国町史』pp.137-138、三国町史編纂委員会、1964 年。 

*8山田邦明『戦国のコミュニケーション』第四話、吉川弘文館、2002 年。 

*9中村質「近世の日本華僑」箭内健次監修『九州文化論集 2 外来文化と九州』平凡社、

1973 年、小葉田淳「唐人町について」同『金銀貿易史の研究』法政大学出版局、1976 年。 

*10佐々木綱洋『15 世紀～17 世紀（室町時代後期～江戸時代前期）における日向・大隅地

方の対外関係の研究』平成 3 年度科学研究費補助金（奨励研究（Ｂ））研究報告書、1991

年、増田勝機『薩摩にいた明国人』高城書房、1999 年、中島楽章「16・17 世紀の東アジア

海域と華人知識層の移動―南九州の明人医師をめぐって―」『史学雑誌』113-12、2004 年

など。 

*11藤田明良「日本列島所在の古媽祖像データベース―九州・沖縄編―」『8-17 世紀の東

アジア地域における人・物・情報の交流―海域と港市の形成、民族・地域間の相互認識を

中心に― 上』平成 12 年度～平成 15 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ａ）（１））研

究成果報告書、代表村井章介、2004 年。 

*12田中健夫『倭寇と勘合貿易』pp.121-134、至文堂、1966 年。 

*13村井章介『海から見た戦国日本―列島史から世界史へ』第 5 章、筑摩書房、1997 年。 

*14田中 1982、pp.169-172、渡邊三男『新修訳注日本考』新典社、1985 年。 

*15佐伯弘次「大陸貿易と外国人の居住」川添昭二編『よみがえる中世１ 東アジアの国際

都市博多』平凡社、1988 年。 

*16中村 1973、p.143。 

*17『宗像市史史料編二』684 号、宗像市、1996 年。 

*18同前 583-3 号。 

*19同前 583-1 号。 

*20泉澄一『堺と博多 戦国の豪商』第 5 章、創元社、1976 年。 

*21大庭康時「戦国時代の博多」小野正敏・萩原三雄編『戦国時代の考古学』高志書院、2003

年、大庭康時・佐伯弘次・菅波正人・田上勇一郎編『中世都市博多を掘る』海鳥社、2008

年。以下、博多遺跡群の発掘成果については、主として後者による。 
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*22佐伯弘次「一六世紀における後期倭寇の活動と対馬宗氏」中村質編『鎖国と国際関係』

吉川弘文館、1997 年。 

*23増田 1999。 

*24中村 1973。 

-10-



へヽ■=|)01準Ψ尋Ⅵ碑⑦里IC⑦罰平`)⑦,7a喜多ヾ軍⑫里襲事⑦師冊中γν9

膨9γヽ音第⑫草驚▼腱2=1削早豊
°
γηル¥颯 枡4尋コ身製事鈴己・彗ヨ撃準喜尋回単

⑫61曇珈鬱ρT9製響制妻γνゞ甲りよ0腔鬱`07)坤′
碑畢座0)準νrさγ↓解67っ

(0008/1=S)ellヨア衡1量島⑦「多斜」再中 [国

Ⅲ
藁
ユ

＼ヽ
▼・
tuO 、
ヽ

千Ⅷ
▼

ニ
ー
」

□□目風
□□□昌□EIEl □Ⅳ

-11-





港町大坂の誕生  
－日本社会の構造変容と海域アジア 

   
仁木 宏 

 

はじめに 

 岸本美緒は、明末清初は中国史上有数の発展期であるという。それは、16 世紀から 17

世紀にかけて、「近代」への発展を予感させるようなさまざまな事象が中国において堰を

切ったように噴出するからであるとする。ここでいう諸事象には、都市経済と長距離商業

の発展、富農経営やマニュファクチュアの展開といった経済面の新動向、出版業の隆盛に

ともなう情報量の拡大、専制政治に対する批判の高まり、心の内面を重視する態度などの

思想上、文化上の新潮流もふくまれている。そして、この時代には、既成の体制を乗り越

えようとするエネルギーや、社会と個人との関係を問おうとする情熱に満ちた、熱狂的な

社会的雰囲気が横溢していたが、それは清代中期になると、商品経済の発展などを除き、

鎮静してしまうとしている。 

 岸本はさらに、16 世紀は世界史的に見ても激動の時代であったとする。国家・地域間の

紛争や統合、新興階層の勃興、都市の発達、人と物資の流動化、社会不安と宗教的革新な

ど、共通の事象がヨーロッパでもアジアでも見られたという。では、そうした事象の背景

は何か。岸本は、新大陸の豊富な銀に支えられた国際商業の活発化と、それにともなう地

域的、階層的緊張の増大をあげる。そして、世界の各地域はそれぞれ独自の方法でこの衝

撃を乗り切り、社会の再編成を実現してゆくとしている（以上、岸本・宮嶋博史／世界の

歴史 12『明清と李朝の時代』、中公文庫版、2008 年、p.173～175。初出 1998 年）。 

 銀をめぐる国際商業の活発化については、日本の石見銀山をめぐって、海域アジア史研

究のなかでも活発に論じられている。 

 16 世紀になるとアジア海域にヨーロッパ勢力が進出し、中国人や後期倭寇、やや遅れて

日本人などが活発に海上交流に乗り出していったという。その原動力は銀で、新大陸銀や

日本銀が交易を加速させた。石見銀山の「開発」に応じて、中国生糸を満載した中国商船

の波が銀を求めて日本に押し寄せ、明朝の海禁政策も朝鮮王朝の懐柔策も破綻させた。こ

うした中国の民間船の母胎が後期倭寇であったとされる。 

 後期倭寇の構成員は多民族的であった。倭寇の日本側拠点は各地の「唐人町」で、そこ

には華人の知識人が移住し、貿易活動を盛んにおこなった。瀬戸内海や壱岐・松浦の海賊

衆がこれら倭寇集団と同種の行動をとり、連携したという。こうした社会現象を「倭寇的

状況」ともよぶ。こうして、倭寇勢力や港市国家など海上交易に基盤を置く勢力が大きく

成長し、多民族的で外部に開いた流動性の高い社会が、日本をふくむ、東アジアから東南

アジアにかけて広く各地に出現したのである。 
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  16 世紀後半～17 世紀前半、「辺境の自由な無法地帯」の中で新しいタイプの商業＝軍事

勢力が簇生し、その競争を勝ち残ったものが次代の新しい秩序を生み出したとされる。日

本では統一政権であり、島津氏などにも可能性があったという（以上、桃木至朗編『海域

アジア史研究入門』岩波書店、2008 年）。 

  こうした海域アジア史全体を見わたした議論と呼応して、日本史でも豊かな研究成果が

生みだされている。それは、外交史や日明・日朝関係史として提示され、倭寇、対馬・琉

球などの国際的位置づけが実証的に解明されてきた。 

 だが、16 世紀の権力・都市や地域社会について研究しているが、これまで如上のような

研究にほとんど関与してこなかった筆者には、海域アジアの中で日本の歴史的位置を探ろ

うとする如上のような研究潮流は、日本史（学界）の中で必ずしも正当な位置づけを与え

られていないように思われる。すなわち、それは外交史や、日本にとっては周縁である西

海の地域史という「特定の分野」の研究であると評価され、当該期の日本（列島）社会の

全体構造論に結びつかないのである。 

 16 世紀が日本史上まれにみる社会変動の時代であったことは、多くの日本史研究者が実

感している。しかし、海域アジア世界のなかでその意味を解こうとしない、考えようとさ

えしないのが、われわれ「一般の」研究者である。戦国大名や織田・豊臣政権の研究者、

地域社会の研究者の大半は、日本という文脈の中でのみの議論に終始し、説明を完結させ

ている。16 世紀、日本各地で確認される地域経済圏の活性化、都市の簇生を、海域アジア

世界に共通する社会構造変容の一環とみなす発想は残念ながらもちあわせていない。 

 しかし、その一方で、16 世紀の日本（列島）における社会変動、中世から近世への移行

の理由、背景を国際的契機のみから説明しようする視角はおおかたの日本史研究者には受

け入れられないだろうし、またそうした説明は事実とは異なると思う。 

 筆者は、15 世紀までの日本社会における固有の構造展開の経過があって、16 世紀には日

本独自に変容の時代をむかえていたと考える。その上で、そうした変容の背景として、あ

るいは変容を強く「後押し」した重要な要素として、国際的契機がどのようにかかわって

いたのかを積極的に検討する必要があるのではないか。本稿は、そうした視角からするひ

とつの試論である。 

 第１章では、港町を中心にして、16 世紀における日本社会の構造展開を略述する。地域

社会の変化が港町や城下町にどのように作用したか、一応の終着点である豊臣政権期（16

世紀 末期）まで見通す。第２章では、そうした地域社会論、社会構造論のひとつのケー

ススタディとして、近世大坂の成立を論じることとする。第１章でみた各地域、各大名ご

との変容を中央政権として「総括」してできあがったのが大坂であることを示したい。 

 

第１章 16 世紀にいたる日本社会の構造変容と港町 

中世社会の変容と地方政治拠点 

 日本中世は荘園（公領）制の時代である。列島各地は京都（一部は奈良）に住む荘園領

主に分割して領有された。そのため 15 世紀前半まで、地方で収奪された生産物や銭が畿内
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に向かって流れてゆく、京都を中心とする求心的な流通構造が列島の大半をおおっていた。 

 荘園制の基礎をなす村落は、中世前期には散村であったが、14～15 世紀前半までに集村

化を遂げる。農業生産の集約化が進み、用水の確保・維持などをめぐる共同性が強まった

ことが大きな要因と考えられている。富裕な農民の地縁的共同体である「村」が発達し、

土豪・地侍などのリーダーと一般村民がまとまって意思を形成した。生産や祭祀のための

共同行動をつうじて社会的なつながりが生まれ、村は独自の財政を有し、身分体系を形成

した。 

 15 世紀後半以降には、個々の村が緊密性を高める一方、そうした複数の村々が連合して

地域社会を築いていった。大規模な用水路の維持や山野の用益、仏神信仰などが紐帯とな

り、村々が武力や裁判の面で連帯した。地域社会の結節点として、街道沿いなどの寺社門

前や国人（有力在地領主）支配の集落に
いちば
市庭が発達する。市庭は、複数の村落間の交換の

場であり、外部から到来する商人がもたらす商品を購入する場であった。 

 こうして 16 世紀前半までには、重層的な地域社会が市庭や在地寺社などを結び目として

広範に展開していった。国家的な制度としての荘園制が弛緩し、衰退してゆく一方で、村

や町を基礎単位とする
そんちょう
村町 制が地域、国家の新たな基盤として台頭してきたのである。 

 では、こうした地域社会を支配する権力のシステムはどのようであっただろうか。 

 中世においては公武（朝廷・幕府）の一国行政の規模は大きくなかった。国主・守護は

たいてい京都に居住しており、各国の支配拠点に勤める地方役人の多くは在地領主で、彼

らは基本的には本拠地の居館（村の館）で暮らしていた。そのため、地方の問題はしばし

ば地域社会の中で自律的に解決され、地方政府に訴訟が提起されるとは限らなかった。守

護の徴税システムは荘園制に依拠しており、地域支配の権限（「国成敗権」）も将軍の権

威（「天下成敗権」）に負うところが大きかった。 

 このため、国衙・府中にせよ、守護所にせよ、一国支配のための地方政治拠点は都市と

して発展しなかった。なぜならそれらは強い中心性をもたず、また大きな消費人口を擁し

なかったからである。 

 

港町隆盛の理由 

 日本中世の地域社会において、もっとも規模の大きい都市は港町であった。 

  荘園の貢納物を集約し、海路を行く船に積み込むための港町には、蔵が建ちならび、都

市として発展を遂げていた。こうした港町は寺社が領主である場合が多く、複数の寺社門

前（町）の複合によって港町がなりたっていた。港町に出入りする商人の多くは宗教者

（
じにん

神人や仏僧）で、中央の大寺社や地方の有力寺社権門に所属することで交易・流通の特

権を得ていた。 

 こうした港町が、早いところで 15 世紀後半から、多くで 16 世紀第 2 四半期から加速度

的に発展を遂げてゆく。このことは、この時期前後に開基伝承をもつ寺院が港町で急増す

ることから推測される。寺院の多くは日蓮宗（法華宗）や浄土真宗（一向宗）であった。

法華宗は、京都・堺などにみられるように、有力商人の信仰を主に集めており、法華宗寺
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院が多いということはその都市に「お金持ち」がたくさんいることの
あか

証しであった。一方、

真宗はどちらかといえば中下層の人々の宗派であり、実際、真宗寺院は港町の中でも水際

に立地した場合が多い。荷物の上げ下ろしなど、きびしい労働現場で活動した人々の信仰

を集めていたのであろう。 

 都市内の地縁的共同体の成立が推定されるのもこの時期である。都市内の特定の街区を

さす町名が記録に見えるようになるが、これは、そうした町を基盤とする、初期的な都市

共同体の成立を意味する。都市共同体はそれぞれ一定の自治を特徴とした。こうして限定

された都市空間の中で、多数の寺社が櫛比するとともに、住民が地縁的結びつきを強めて

いたことがわかる。16 世紀中葉には、人口も多く、濃密な都市生活が営まれる港町が誕生

していたことになる。 

 こうした港町発展の背景には、物流の圧倒的増加があったと推量され、それは列島各地

で確認される。物流増加の条件は主に地域経済圏の発達によってもたらされたと考えられ

る。実証することは難しいが、以下のような港町の変化が参考になるだろう。一国内で、

15 世紀前半まで繁栄した港町と 15 世紀後半以降に繁栄する港町が異なる場合がある。前

者が、港固有の条件（ラグーンの水域、風除けに適したリアス式海岸など）に優れるもの

の、後背地につづく陸上交通路が発達していないのに対し、後者は、港湾としての条件に

は多少難があっても、背後に豊かな平野や大きな街道をかかえるなど地域の核となりうる

基盤をもっている。すなわち、港町が遠隔地交易だけで存立する時代から、地域経済圏の

中心地たるべき時代に遷移したのである。 

 村や町の共同体の強まり、複数の村・町からなる地域社会の発達は、社会全体がまんべ

んなく進歩したことを意味するわけではない点に注意すべきである。むしろ特定の中心地

が政治、経済、文化・宗教などの諸側面で求心性を高め、やがて規模の大きな都市となっ

てゆく。富と人口が圧倒的に集中していったのは港町であった。海がない国々はどうであ

ろうか。京都にほど近い丹波国でも、信濃国や甲斐国でも 16 世紀末期まで顕著な都市は発

達しなかった。わずかに信濃では善光寺門前町が、甲斐では戦国大名武田氏の城下町甲府

が目立つ程度である。地域社会の豊かさ、経済の活性化は、とりわけ港町に表れた。 

 このことは、16 世紀における経済流通の振興、各地における都市の隆盛が、地域社会に

おける内発的な、下からの積み上げだけに因るのではないことを示す。港町の圧倒的かつ

急速な繁栄は、それが地域社会の外からやってきたモノや人にも負っていることを明らか

にしている。この流通の元には、「はじめに」で取りあげたような海域アジア世界の巨大

なモノや文化の流れがあった。そのことは、日本各地の港町遺跡から中国・朝鮮のみなら

ず、時にはベトナムなど東南アジアの陶磁器類が見つかることからも確かめられる。 

 すなわち、地域社会の変動、地域経済の発展と、国際的な交易の活発化、海の流通量の

増大という、出自を異にする二つのベクトルが、各地の港町で接合し、港町の繁栄をもた

らしたといえよう。 
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戦国大名の領国支配と城下町・港町 

 武家諸権力は、こうした経済・流通の活性化、港町の発達を指をくわえて眺めていただ

けだったのであろうか。もちろんそうではない、15 世紀後半以降、諸国の守護大名は都市

の把握に乗り出してゆく。 

 15 世紀前半以前、守護所とよばれる一国支配の拠点は、前代の国衙・府中の地を踏襲す

る場合が多かった。国衙・府中の大半は農村（穀倉）地帯をおさえる地にあり、またしば

しば一国の中でも京都への交通至便な地にあった。これは、古代から中世前半の地域支配

が、農村支配を中心とし、京都（朝廷）を背景にして展開されたことを象徴的に示してい

る。室町時代（14 世紀中葉～15 世紀中葉）においても、それは変わらなかった。 

 ところが 15 世紀後半になると、多くの守護が京都から管国に下り、初めて本格的な地域

支配を開始する。そして守護所を港町の近くなど、一国の中心地で、交通の要衝である都

市の近くに移転する。もはや京都（幕府・将軍）の権威だけで地方支配が可能となる時代

ではなく、一国規模で流通を掌握できることが地方政治拠点の必要条件となったのである。 

 ただ、この段階の大名の支配拠点（守護館と家臣団屋敷）は港町の後背地に設定され、

港町は従来の形態を変えることはなかった。武家の空間と旧来の港町部分の合一はなされ

ず、港町が「主」、守護館が「従」の空間構造をとっていた。港町を支配するため代官・

奉行などの屋敷が港町内部に個別に設置されたり、港町の有力者（豪商）が御用商人とし

て大名に編成されるなど、武家の権力が港町内部に侵入してきたことはまちがいないが、

港町の領主である寺社や、16 世紀になって力をつけてきた都市民（共同体）の自治は、武

家権力の支配を容易に受けつけなかったのである。 

  16 世紀第２四半期になると、戦国大名はその日常的な居所を
やまじろ

山 城の山上や
さんげ

山下に移す。

これは港町に隣接する居館を維持していた大名も例外ではなく、多くの場合、港町から数

キロメートル離れた新たな支配拠点が築かれた。港町を大名居館・家臣団屋敷に一体化さ

せることで城下町に組み込み、支配を貫徹する課題は次の段階に持ち越されたのである。 

 一方、村や地域社会の力量の高まりは、村のリーダーである土豪の政治的力量を高めた。

有力な在地領主は土豪を被官に結集するとともに、地域市場を支配するなどして政治的、

経済的な中心核となっていった。そうした在地領主に対する大名の統制も強化されてゆく。

こうして武家が全体として集まり、大名権力が求心性を高めてゆく。 

 すなわち、社会的・経済的な面での地域社会の結びつきの強まりは、一方で政治的・権

力的な面での求心化をもたらしたのである。こうして政治的結集核として人と物が集約さ

れた城下町は発展を遂げ、16 世紀第３四半期には、港町や寺社門前とならぶ都市としての

規模をもち、中心性を獲得した。すなわち、戦国時代 末期にあたるこの段階には、国内

に港町、寺社門前、城下町など異種の都市が並列するネットワークが広く展開していたの

である。 

 この時期、東国と西国の間で地域社会構造のちがいが顕著に認められる。西国では、瀬

戸内海、九州などで中小規模の港町が簇生するが、武家権力はこれらを必ずしも十分には

掌握できないでいた。大規模な城下町を築いた豊後国大友氏の府内（大分市）や周防国大
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内氏の山口（山口市）などは、開放的な空間構造を特徴とする。大内氏が朝鮮王族の末裔

を名乗るのに対し、大友氏はキリシタンを積極的に受け入れた。 

 西国の大名や武家権力は城下町を築造して商工業者を囲い込み、自ら育成しなくても、

活発な経済流通のなかで商工業者の自律的な動きは十分であったのだろう。それは港町に

おける自治の動向にもつながってゆく。こうした西国の社会、城下町や港町の開放性は、

キリシタンの受け入れや、佐伯論文が論及している唐人町の設置が象徴しているように、

海域アジア世界との交流の深さに起因しているといえよう。 

 

豊臣大名城下町による港町の併呑 

 1570 年代、織田信長の政権は、経済流通の活性化によって新たな中心性を高めていた京

都を掌握することで、全国を再統一する基盤と正当性を獲得した。そして、信長とその後

継者である豊臣（羽柴）秀吉は、政治的・軍事的に諸国の戦国大名を糾合する一方、仏教

諸勢力を圧倒し、また村や町などの地縁的共同体を基盤にすえた支配を展開しはじめる。

そして、1580 年代以降、統一政権は、戦国大名には克服できなかった港町への挑戦をはじ

める。 

  豊臣政権下の大名は、新たな領地に入部した際、 初は戦国時代の城をそのまま使うが、

数年を経ずして新たな城と城下町の建設に入る。城地はたいてい大河の河口部で、中世に

おいては人の住まない低湿地が選ばれた。それ故、周辺に広大な平坦地が確保できた。そ

こに、大量の人夫を動員して膨大な岩石や土砂を投入して安定した土地を造成し、城下町

を築いた。城は、河口部近くに浮かぶ島や三角州のわずかな高まりを利用し、石垣を高く

積み上げることでその偉容を造りあげた。こうして、数年前までほとんど人跡未踏の地で

あった場所に城郭、家臣団屋敷、町屋を築くことによって新しい支配権力の威勢を示した

のである。 

 中世においては在村した「侍」たちを武士身分にすることと引き替えに城下町に住まわ

せた。有力家臣がそれぞれ構えていた城は城割りによって破壊され、城主（家臣）のみな

らず、それらの城下の町人の多くも大名の城下町に移住した。城下の町には、この他、周

辺の中小都市の商人が半ば強制的に移転させられたが、それだけでなく領国内の農村から

多くの民衆が移り住んだと考えられている。河口部に建設されたことから予想されるよう

に、これらの城下町は港町をその一部として組み込んでいる。両者は完全に一体化され、

大名権力の支配が港町に貫徹しているのである。 

 こうして政治都市の求心性と、経済都市である港町の中心性を統合した豊臣大名の城下

町は、従来のその都市を圧倒的に凌駕する人工大都市としてその姿をあらわしたのである。

こうした城下町による地域統合は 17 世紀第１四半期まで突き進められたといえよう。 
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第２章 大阪湾岸の港町と豊臣期大坂 

戦国時代の兵庫津、尼崎、堺 

 首都京都は内陸の都市であるため、京都を目指して海路をやってきた物資はどこかで陸

揚げする必要がある。この、京都への入口は三つあった。一つは、東国・東海方面からの

物資が到達する伊勢国安濃津・桑名で、ここからは八風越・千草越などを経て近江に入り、

京都へいたる。第二の入口は若狭国小浜・敦賀で、山陰の物資は小浜に、北陸の物資は敦

賀に主に着岸したといわれる。そこからそれぞれ陸路で琵琶湖岸に出ると、琵琶湖を水上

輸送され、京都に搬入された。 

 ３番目の入口が大阪湾岸の淀川河口部であるが、ここが物資の質・量ともに圧倒的であ

ったと思われる。なぜなら、九州や瀬戸内海沿岸部はもちろん、博多以遠の大陸や朝鮮半

島、琉球からの物資はいずれも瀬戸内海を東進してきて大阪湾にいたる。それだけでなく、

土佐沖や紀伊半島沖の太平洋を回ってきた物資や阿波国の物資などが紀淡海峡をぬけてや

はり大阪湾に入ってくるからである。 

 これらの物資を受けとめる港町として、摂津国兵庫、尼崎と、摂津・和泉国境の堺が発

達した。このうち兵庫津（神戸市）が も早く発展した。12 世紀後半には、日宋貿易に乗

り出した平清盛が大輪田泊＝兵庫津を造築し、15 世紀には「兵庫北関入舩納帳」で知られ

るように大量の船が入港していた。南方に突き出る和田岬によって風波が静かな海域が出

現し、天然の良港であった。 

 日明貿易を担った大内氏と結びついて発展した兵庫津であったが、15 世紀末以降、明船

の寄港地は堺に移り、兵庫津は衰退した、というのが通説である。たしかに、大阪湾内の

中心港湾の地位は堺や後述する尼崎に奪われる。しかし、それは国際貿易の地位低下によ

るというよりも、兵庫津が有力な後背地を擁していなかったからであろう。六甲の山並み

が迫る兵庫津に対して、尼崎と堺は大阪平野の一画に位置していた。「港町が遠隔地交易

だけで存続する時代から、地域経済圏の中心地たるべき時代に遷移した」のである。 

 但し、16 世紀の兵庫津が実際には衰退したわけでないことは、発掘調査や絵図の描写か

ら確かめられる。やがて岡方、北浜、南浜という地縁的な結びつきも内部に生まれ、16 世

紀末にむけて加速度的に発展を遂げていたことは他の大阪湾岸の港町と同じであった。荒

木村重の反乱に与同して織田信長に対抗したこともあった。 

 尼崎（尼崎市）は神崎川河口部に発達した港町である。後述するように、8 世紀、神崎

川と淀川を結ぶバイパス水路ができて以降、神崎川河口部に港町が次々と発達した。瀬戸

内海を東進してきた海船から淀川をさかのぼる川船へ荷物を積み替えるための中継地であ

る。しかし、神崎川や猪名川が運んできた土砂が堆積し、河口は徐々に海側へ押し出され

ていった。そして 14 世紀以降、尼崎・
だいもつ

大物 が卓越した港町としての地位を確立してゆく。 

 16 世紀、淀川（木津川）河口部が再び開き、大型船が大坂方面に回航するようになる（後

述）と、尼崎の前代以来の地位は揺らいだ。しかし、尼崎は後背の西摂津地域の中心港湾

となっており、その発展がとどまることはなかった。この頃には、尼崎（狭義）地区（南
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部地区）には法華宗（寺院）の進出が著しく、また大物地区（北部地区）では浄土真宗の

道場が中核施設となっていった。港湾は、両地区の間にはさまれた水域に発達したと推測

される。 

 惣社貴布祢社を中心とする惣中（都市共同体）の活動も確認され、織田信長の税徴収に

対しては武力で抵抗したため「四町」が焼き討ちにされた（『細川両家記』）。また荒木

村重の反乱にあたっては村重方に与した。 

  堺は、15 世紀後半以降、顕著な発展を遂げはじめる。日明貿易の主導権が兵庫津から堺

に遷移したことがその理由とされることが多いが、この時期は全国的に見て港町が発展し

はじめる時期であり、国際貿易の影響力だけから説明することは誤りである。16 世紀にな

れば、堺が大阪湾内で第一の港町になり、首都京都につぐ人口を誇るようになる。 

 砂堆上を縦貫する熊野街道と、それに交差する大小路を中心に町並みが発達した。「泉

南仏国」とよばれるほど多数の寺院が林立し、それら寺院の境内・門前の集合が都市堺の

実態であった。16 世紀前半には、
かいごう

会合 衆とよばれる国際貿易商人が「有徳人」として市

政を牛耳ったと一般にはされているが、やがて開口神社などを中心に地縁的な都市共同体

が発達し、16 世紀後半にはこれら地縁的な共同体が堺を代表するようになった。 

 ところで、このように発達した堺であるが、港湾としてはすぐれた特徴をもっていない。

堺は大河川の河口部に位置していないし、ラグーンにともなう大規模な湾入部もない。町

場は砂堆上に位置し、その西側には長い砂浜がつづくばかりである。そのため、大型船は

直接堺に進入することはできず、おそらく艀（はしけ）を使って荷揚げ、荷下ろしをして

いたのであろう。大型船が安全に停泊・避難できるような風待ち、風除けの地形構造を欠

いていたことになる。 

 このように良港とは全くいえない堺が発達したのはなぜか。それは遠方に延びる複数の

街道の存在から説明される。堺から東に向かって竹内街道（街道名称は近世になってから

のもの。他の街道も同じ）、長尾街道の２本の主要道がのび、南河内の村々から大和国ま

で結んでいた。これらと国分・古市付近（柏原市・羽曳野市）で交差する東高野街道は生

駒山西麓を北上して中河内・北河内から山城国八幡（石清水八幡宮門前）へ出る。そこか

ら淀、鳥羽と渡れば京都は指呼の間である。 

 堺から南東にむかう西高野街道は南河内の村々を結び、南へ向かう熊野街道は和泉を縦

断する。こうして堺は、大阪平野中南部の豊かな村々のみならず、遠く紀伊・大和国まで

後背地とする条件を備えていた。すなわち、堺は国際貿易港であると同時に、巨大な地域

経済圏の中心、陸路の起点であったからこそ港町として発達したのである。 

 

中世大坂における都市の発達 

 古代（7～8 世紀）において、上町台地北端部上に立地した難波宮は、その外港である難

波津をその西下に擁していた。難波宮廃絶後、これは渡辺津という港町となり、中世を通

じて存続した。 

 上町台地北端の北側には大河が流れていた。一つは山城国から流れ下ってくる淀川であ
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る。もう一つは大和川であった。18 世紀以降、大和川は現在の川筋に付け替えられたが、

古代・中世の大和川は河内国内を乱流し（「河内」という国名がその状況をよく説明して

いる）、上町台地北端部で再び集まって淀川と合流して大阪湾に流れ出ていたのである。 

 淀川と大和川が運ぶ土砂はやがて河口部の水深を浅くし、船の操舵は困難となり（「難

波」「浪速」といった地名の由来カ）、ついには中型船さえも河口部を遡上できなくなっ

た。瀬戸内海を航行してきた海船から積み荷を川船に積み替え、淀川をさかのぼって首都

京都に運び込むためには異なるルート・港湾の開拓が必要となったのである。こうして 8

世紀、神崎川と淀川を結ぶバイパス水路が切り開かれ、瀬戸内の船は神崎川河口に向かう

ようになった。渡辺津は、上町台地上の陸路と、より上流の淀川・大和川流域を結ぶ機能

をもつだけの港町になった。 

 上町台地を北端部から約４キロメートル南下した所に位置する四天王寺も中世において

は地域の中心地の一つであり、その門前には「七千
(軒)
間 在所」（『大乗院寺社雑事記』）

といわれる町場が生成した。町は、四天王寺の西門前に発達し、街道はそこから上町台地

を西へ下り、今宮社・門前をへて木津浦にいたる。ここは淀川（木津川）の河口部にあた

る海港である。 

 15 世紀後半、本願寺の蓮如は、近畿地方から北陸・東海・瀬戸内地方にかけて浄土真宗

の教線を爆発的にひろげた。民衆を支持基盤とする真宗の教えは、農民・町人勢力の台頭

と相まって広く受け入れられた。その蓮如が上町台地 北端の台地上に大坂御坊（一般的

には「石山本願寺」）を開いた。16 世紀第２四半期、ここが本願寺の本山となってからは

爆発的に発展し、御坊の周囲に寺内町が展開した。ここには全国の門徒が参詣に訪れると

同時に、大坂は摂津・河内門徒の結集核となった。 

 当時、摂津・河内には多くの寺内町が分布し、それぞれが周辺村落で布教を重ねていた。

こうして大坂を頂点として、衛星都市の如くひろがる寺内町、さらには周辺農村へとネッ

トワークが広がり、深まっていったのである。これは単に宗教面のみならず、経済的、政

治的なつながりでもあった。政・経・宗三位一体のネットワークが大坂を頂点にとり結ば

れたのである（大坂を唯一の頂点とするものであり、ネットワークというよりヒエラルキ

ーとよぶべきかもしれない）。都市間の結びつきを実現したことは、京都・堺をはじめと

する、他の都市にはなかったことである。 

 16 世紀第 2 四半期、再び淀川（木津川）の河口部が開き、海船が大坂付近まで遡上でき

るようになった。これは、堺に停泊していた「唐船」（中国船か、中国交易にあたる日本

船か不明）が大坂の「寺内之浦」まで回航していることから確認される（『証如上人日記』）。

急に自然条件が変わったとも思えず、本願寺がその技術力と労働力を駆使して河口部を浚

渫したのではなかろうか。 

 この時期の大坂の地勢を的確に描いているのが、次の記事である。 

抑も大坂は凡そ日本一の境地なり。其子細は、奈良・堺・京都に程近く、殊更、淀・鳥羽より大坂城戸口

まで舟の通ひ直にして、四方に節所を拘へ、北は賀茂川・白川・桂川・淀・宇治川の大河の流れ幾重共な

く、二里・三里の内、中津川・吹田川・江口川・神崎川引き廻らし、東南は尼上が嵩・立田山・生駒山・
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飯盛山の遠山の景気を見送り、麓は道明寺川・大和川の流に新ひらきの淵、立田の谷口流れ合ひ、大坂の

腰まで三里・四里の間、江と川とつゞひて渺々と引きまはし、西は滄海漫々として、日本の地は申すに及

ばず、唐土・高麗・南蛮の舟海上に出入り、五畿七道集りて売買利潤富貴の湊なり。隣国の門家馳集り、

加賀国より城作を召寄せ、方八町に相構へ、真中に高き地形あり、爰に一派水上の御堂をこう／＼と建立

し、前には池水を湛、一蓮托生の蓮を生じ、後には弘誓の舟をうかべ、仏前に光明ヲ輝、利劒即是ノ名号

ハ煩悩ノ怨敵ヲ治シ、仏法繁昌の霊地に在家を立て、甍を並べ、軒を継ぎ、福祐の煙厚く、偏此法を尊み、

遠国波嶋より日夜朝暮仏詣の輩道に絶えず。     （『信長公記』巻十三） 

 この記事を載せるのが、織田信長の事績を記す軍記である『信長公記』であることから、

これは信長の大坂観であったといえよう。当時、信長は近江国安土城（滋賀県安土町）に

本拠を置いていたが、次なる拠点として大坂を想定していたと思われる。本願寺を大坂か

ら退去させてから２年後(1582 年)、信長が本能寺の変で横死したため、信長の意図は豊臣

（羽柴）秀吉に受けつがれることになる。 

 

大坂城下町と港湾 

  豊臣秀吉は、大坂本願寺・寺内町の跡地に大坂城を築き、それと従来の渡辺津や四天王

寺・門前をつなぐことで初期城下町をかたちづくった（『イエズス会日本年報』ほか）。 

 16 世紀の渡辺津は、のちに東横堀川に整備される部分に残っていたラグーンの水域や、

のちに道修町になるあたりに入り込んでいた水域などを港湾として利用していた。これが

そのまま「浜の町」（大坂浜、『輝元公御上洛日記』）として城下町に組み込まれていっ

たのであろう。この他、かつての「寺内之浦」を継承する直轄港が大坂城に近いあたり（天

満橋南詰付近？）にあっただろうが、全体としてこの段階の大坂の港湾設備は十分とはい

えない。大坂城から四天王寺にかけてのびた城下町（平野町）は、堺にまでつなげる予定

であるといわれており、はじめ秀吉は堺を大坂の外港として積極的に位置づける意図をも

っていた（『新修大阪市史』第 3 巻、1989 年）。 

 ところが、秀吉は晩年、大規模な城下町改造をおこなう（慶長 3 年(1598)前後）。大坂

城の南側に、京都の伏見城下にあった大名屋敷を移させて三の丸とし、それまでそこにあ

った大量の町屋を東横堀川の西側に移したのである。そこはかつての砂堆で、複雑な地形

を呈しており、一部には水域も広がっていた。そこに大量の土砂を投入して安定した平面

を造成し、「長く真直ぐな道路で区分けした代替地が与えられた」（『日本西教史』）。

こうしてのちに「
せんば

船場」とよばれる街区ができあがった。船場の北端で大川に面する「浜

の町」は「材木浜」としてさらに西に広がり、下船場にまで到達した。船場の東側には南

北に流れる東横堀川が整備され、それが西に向かって流れる道頓堀川が掘られた。これら

の水域が、淀川側から、あるいは大阪湾方面から船が進入してくる港湾施設となった。 

 大坂城下町について、慶長 12 年(1607)の朝鮮使節団の記録には、「河を引き渠を通じて、

虹橋処々、船舶充満せり」（『慶七松海槎録』）とあり、同時期のキリシタン宣教師の記

録には、「当地は日本国中 も立派なる所にして人口は二十万あり。海水其家屋に波打つ

が故に、非常に潤沢に海陸の賜物を具有せり。」（『日本見聞録』）と記す。船場の整備
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は、大坂の外港として堺を重視する政策の放棄を意味する。国際貿易船をはじめ大型の船

を直接、城下町中心部まで引き入れ、権力の膝下で荷物の積み下ろしをさせることになっ

たのである。 

 豊臣政権下、大坂から京都へ向かう京街道（淀川左岸堤防上）や、吹田・尼崎方面をむ

すぶ陸路が整備されたと推測される。また中河内の低湿地帯を横断した奈良街道が大和へ

直通するようになった。これまで大阪平野南部の陸路のターミナルは堺であったのが、平

野のより中心部に立地する大坂が新たな核となってその地位を奪っていったのである。こ

うして政権の首都として加速度的に人口が増えた大坂は堺を凌駕してゆく。 

 秀吉は、天皇や五山寺院を大坂に移転させる計画こそ失敗したが、1598 年には諸国の大

名の屋敷を大坂城下に集め、武家の首都としての大坂の地位を不動のものにした。豊臣政

権に服属した諸国の大名は、豊臣大名マニュアルとでもいうべき統一した支配施策をそれ

ぞれの管国で実施することを迫られた。これは、石垣の積み方（城の造り方）にはじまり、

官僚組織や文書形式、果ては茶文化の導入にまでいたるものである。各大名は、いまだ戦

国時代の遺風を残し、家臣団や領国統制に苦心する場面にしばしば直面したが、このマニ

ュアルどおりの支配を貫徹することで、中央権力である豊臣氏の威光を戴き、強力な領国

統制を可能とすることができた。 

 第１章で、豊臣政権下の大名が港町と一体化した、圧倒的に巨大な城下町をつくり、強

力に領国統制するようになると述べた。多くの大名に共通するこうした姿も、豊臣大名マ

ニュアルに従うものである。そしてその頂点に立つ大坂はマニュアルの手本となるべく、

国際貿易港にして、強力な自治都市であった堺を「否定」し、自前で港町を創出して、一

体的な城下町である大坂を作りあげた。 

 こうして港町大坂が誕生した。 

 

おわりに 

  本稿で述べてきたことをまとめておく。 

 日本（列島）において、15 世紀後半から徐々に加速度をつけ始めた構造変化は、社会の

結びつきの強化となってあらわれ、村や町という地縁的な共同体の生成・強化に結果する。

地域にたくわえられた力量は、経済の活性化をもたらすとともに、中心地である少数の都

市へのモノ・人の集中、都市の卓越化を招来した。16 世紀初頭までにいち早く卓越したの

が港町であった。地域経済圏の中核であると同時に、地域と「外の世界」の結節点にあた

る港町がこの時期、急激な変貌をとげる点に海域アジア世界の変動の影響を認めることが

できる。そしてその影響は港町から地域社会に広がったであろう。 

 社会の結びつきの強化は、一方で地域社会に基盤を置く武家の統合、権力集中をももた

らした。16 世紀第 2 四半期以降、戦国大名が家臣団や商工業者を城下に集めるようになる

と、城下町は港町や寺社門前などと並んで地域における中心地として機能してゆく。ただ、

東国にくらべて西国の方が、城下町がより開放的で、港町への統制がゆるやかである点に、

やはり海域アジア世界の影響を認めることができよう。 

-23-



 1580 年代、京都を掌握することで中央権力となった豊臣政権は、社会の結びつきをさら

に強化するため村・町を支配基盤とするとともに、武家権力のいっそうの集中を果たし、

天下統一を実現する。その際、港町を内部に取り込むことで大名の支配は港湾にまで貫徹

し、城下町は地域社会における孤高の中心核となりえた。 

 大阪平野においては、15 世紀末以降の尼崎や堺が先述したような港町の展開過程を示

す。とりわけ堺は国際貿易港であり、キリシタンの来住に象徴されるように、その発展は

海域アジア世界の変動と直結するものであった。堺が卓越した自治都市であったことも同

じ文脈から説明できる。統一権力はこれに大坂を対置した。16 世紀末期における大坂の優

位性獲得は、地形環境の変化など、大阪平野全体の地勢の中で説明できる。しかし、一方

で、天下統一を果たした豊臣政権が 終的にそこを武家の首都とし、独自の港町開発をし

たことが大きな意味をもっていた。 

 以上、あくまで試論であるが、日本（列島）固有の社会変動のあり方と、海域アジア世

界に共通する社会構造変容が、16 世紀の日本社会にどのように顕現し、相互に切り結んで

次の時代につながってゆくのか略述した。 

 地域社会のあり方が内部の動揺のみならず外部世界とのかかわりの中で変化するのはあ

たりまえである。しかし、前近代日本の歴史を通してみた時、この時期ほど、国際的契機

が大きな影響を与えたタイミングは他にない。16 世紀第２四半期から第３四半期の西国の

いくつかの港町をみた時、キリシタン宣教師が述べた通り、そこに中世イタリアの海洋都

市国家や北欧のハンザ都市に類似した性格を認めることもあながち誤りではなかろう。し

かし、日本社会はそれ以前から起こっていた地縁性の強化とそれにともなう権力集中をい

っそう押し進める道を採り、統一政権の成立に結果した。大坂はそうして生まれた都市で

ある。 

  こうして日本では、港町は「都市国家」とならず、「国家の都市」として位置づけられ

ることになった。従来、日本の都市史では、都市自治が「多」とされ、上記の変化を負の

側面で描きがちであったが、中世と近世における港町の役割のちがいとして評価すべきで

あろう。 

  桜井英治は、12～15 世紀（日本の中世）の東アジアにおいては、中国との距離、中国の

脅威の強弱が国制のデザインを決定したとする。朝鮮やベトナムは中国と隣接するがゆえ

に絶えず対外的緊張にさらされ、中央集権的な軍事態勢、大規模な中央財政を必要とし、

自前の貨幣発行にいたる。一方、中国から遠いジャワや日本は警戒心が薄く、貨幣をはじ

め中国製品を使うことに無神経であったとしている（桜井「これからの中世史研究－比較

史および経済史の視点から－」『歴史科学』194、2008 年）。こうした視角と、16 世紀の

海域アジア世界論はどのように関係するのであろうか。 

 また、本稿では、豊臣政権まで見通しながら文禄・慶長の役（朝鮮侵略）について触れ

るところがなかった。さらに 17 世紀前半まで朱印船貿易がつづき、その後、日本は「鎖国」

の時代を迎える。これら、16 世紀に前後する時代もふくめて、日本社会の構造と東アジア

レベルの国際関係の推移を検証してゆく必要があるだろう。 
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ベトナムの港町ホイアンからみた 
アジア交易世界 
 

菊池 誠一 

 

１ はじめに 

 Ｓ字形をした現在のベトナムは、北は中国、西はラオス、カンボジアと国境を接し、東

側、南側は南シナ海がひろがる。この南シナ海は、紀元前から東南アジアと中国をむすぶ

南海交易の舞台として、紀元後は西アジア世界と中国をむすぶ東西交流、いわゆる「海の

シルクロード」の中継地としてさまざまな商船が往来した。そのため、ベトナムの海岸線

には時代を異にするおおくの港跡が知られる。 

本稿では、17 世紀を代表する中部の港町ホイアン（Hoi An）に焦点をあて、近年の考古

学調査によってえられた成果から、かつて存在していたホイアン日本町の位置や実態、出

土遺物からみたアジア交易世界についてのべる。 

 

２ ベトナム・ホイアン 

ホイアンは、かつてはフェイフォ（FaiFo）とよばれ、ベトナム中部の 大都市ダナン（Da 

Nang）の南約 30 キロメートルに位置し、トゥーボン（Thu Bon）川の河口に形成された港

町である。旧市街地には東西にのびる 3 本の街路があり、そこに 19 世紀初頭からの木造町

家群がある。この町並みは東南アジアのなかでも古い港町の景観とベトナムの古都市の

「市」の部分をよく保存している点で 1999 年にユネスコの世界遺産に登録された。 

 港町ホイアンの歴史は古く、紀元前後頃のサーフィン（Sa Huynh）文化の甕棺から出土

した遺物のなかに中国の貨泉や中国鏡などがみられ、中国との交流がみとめられる。その

後のチャンパ（Champa）時代には 9～13 世紀頃まで遺跡の分布が継続、拡大しており、ホ

イアン沖のクーラオチャム（Cu Lao Cham、チャム島）の調査では 9 世紀前後のイスラム

ガラスやイスラム陶器が出土し、ホイアン地域の対外貿易港としての重要性がクローズア

ップされている。また、遺跡拡大の背景には、チャンパの宋朝への朝貢貿易の活発化が考

えられる。 

15 世紀にチャンパ王国が衰退し、ホイアン地域は大越領土下になる。1558 年に阮氏（19

世紀に成立した阮氏と区別するため、以下広南阮氏とよぶ）が「南遷」して拠点をフエ遷

すと、積極的に海外貿易にのりだし、ホイアンは国際貿易港として賑わう。 

ホイアンが古くから貿易港として繁栄する背景には地理的要因だけではなく、トゥーボ

ン川上流に香木などの森林生産物や金鉱などの鉱山資源の豊富さに起因する。また、山地

地域には象や犀が棲息し、象牙や犀角が貴重な物産であり、近郊では胡椒や砂糖が生産さ

れ、海燕の巣が採取された。このようにホイアンは多くの人びとに渇望されていた南海の
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特産品の集散地であった。ホイアンは貿易上の地理的位置が有利に作用し、中国明代の海

禁政策の実行によって日本・中国・東南アジアの三角貿易の拠点のひとつとして位置して

いたようである。 

 残されている朱印状から、慶長 9（1604）年、徳川家康が初めて朱印状を発行して以後、

鎖国が完了する寛永 12（1635）年までの間に、356 通の朱印状が発行されている。うち、

71 通が中部ベトナムの交趾宛、37 通が北部ベトナムの東京宛であり、ベトナムへの日本人

の渡航が頻繁であったことがわかる。 

 宣教師ボルリの記録によると、 

  この都市はフェイフォと呼ばれ、大きな都市でふたつにわけることができる。ひとつ 

 は中国町であり、もうひとつは日本町である。 

とある。名古屋市情妙寺にはホイアン日本町を描いたと考えられる絵図『茶屋交趾国貿易

渡海図』が残されている。この絵図は朱印船が長崎を出港し、ホイアンに入港、皇子らし

き人物と謁見するところまでを描く。日本町とされる部分には、野点をする日本人や家屋

が詳細に描かれ、往時の日本町の様相をしる手がかりとなっている。また、日本町の上流

に位置し、茶屋一行が貢ぎ物を届け皇子らしき人物と謁見している建物は広南鎮営と思わ

れる。筆者らは、分布調査や聞き取り調査の成果からディエンバン県タインチェム遺跡を

広南鎮営跡と考え、1999・2000 年に発掘調査を、2001 年には地中レーダー探査を実施した。

その結果、17 世紀の遺構と 19 世紀の大型建物の柱の基礎と考えられる遺構も確認し、広

南鎮営及び 1803 年に築かれた城に関連する遺跡と考えられる。 

 タインチエム地点は、ホイアンから国道 1 号線に通じる旧道とそれの結合する位置であ

り、南にトゥーボン川が流れる交通の要衝である。この地に城が築かれた背景には、上流

部の山地地帯にある香木や肉桂などの森林生産物の確保と貿易港の監督、ならびに北部と

南部に通じる交通路の掌握が考えられる。 

 1635 年に鎖国すると、日本人は徐々にその数を減らす。鎖国後もホイアンに滞在した角

屋七郎兵衛の 1670 年の書状には「日本町」と記されているが、18 世紀のヨーロッパ人の

記録や 1765 年に漂流し、ホイアンに滞在した日本人漁師の『安南国漂流記』には、日本人

の消息などがみられず、18 世紀には日本町は消滅していたようである。現在は、日本人の

名が刻まれた五行山碑文や日本人の墓、日本人が架けたという伝承がのこる通称「日本橋」

が往時の日本人の活躍を今に伝えるのみである。 

 現在あるホイアンの旧市街地には、本貫を同じくする華僑の出身別の会館や廟が集中し

ており、こうした会館や廟に重修碑文があり、会館や廟の建設年代を推定する資料となる。

関聖帝廟には、1753 年の「会安明香関聖廟重修碑記」があり、創建年代をこの頃とする。

また、別の重修碑文によると、1783 年以前にホイアンの諸廟が戦禍をうけたが、関聖帝廟

は被害をまぬがれたという。当時、黎朝皇帝は形骸化し、実権は北部の鄭氏と中部の広南

阮氏におさえられ、両者は抗争状態であり、また広南阮氏を打倒するために蜂起した西山

党（Tay Son、タイソン）の内乱（1773～75 年）もあり、ホイアンの町がその戦禍による

被害を受けていたことがわかる。西山党は 1786 年に北部の鄭氏を 1789 年に黎朝を倒し、
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西山朝をひらいたが 1802 年に広南阮氏の生き残りである阮福英（のちの阮朝初代皇帝の嘉

隆皇帝）によって滅ぼされた。 

 現在の町家に保管されている古文書で、 古のものは黎朝永佑五（1739）年の『土地家

屋売買契約書』である。ほかに 18 世紀代の古文書は 7 通確認されており、うち 5 通は、ホ

イアン近辺でおこった西山党の戦乱以後のものである。これらはチャンフー通り沿いの建

物に集中し、南側のグェンタイホック通りにはない。19 世紀代の古文書は、阮朝の嘉隆年

間（1802～1820）に多い。 

 このように、碑文や古文書の存在は、西山党の乱にともなう戦乱のなかでホイアンの町

並みは破壊されたが、その後徐々に現在のチャンフー通りから復興をはじめ現在のホイア

ン旧市街地が形成されたものであり、このことは町家の建築学的調査と矛盾しない。 

 

３ ホイアンの発掘調査 

 ホイアンにおける、本格的な考古学調査は、旧市街地における日本とベトナム共同の町

並み保存事業の開始された 1993 年からはじまった。古い木造町家群が残るチャンフー通

り、その通りのつづきであるグェンティミンカイ（Nguyen Thi Minh Khai）通り、ファンチ

ューチン（Phan Chu Trinh）通り、チャンフー通りとファンチューチン通りなどの間にトレ

ンチをいれてきた。発掘地点は分散しているが、考古資料を活用して、旧市街地の居住開

始時期や 17 世紀の居住域、そして現在にいたる町並み形成を素描することは可能である。 

 この発掘調査によって、旧市街地へのひとびとの居住開始時期は、16 世紀末以降である

ことが判明した。それは、各地点の発掘調査でえられた考古資料がすべて 16 世紀末～17

世紀前半代と 17 世紀末以降の中国陶磁器、17 世紀後半の日本の肥前磁器であり、またそ

れらと共伴したベトナム陶器であったからである。16 世紀末以前の陶磁器類の出土はまっ

たくなかった。このことは、旧市街地がチャンパ時代からの居住地ではなく、16 世紀末～

17 世紀前半代に開発された土地であることを証明するものである。 

 17 世紀代の居住域は「日本橋」の西のグェンティミンカイ通りから東の「日本橋」付近、

そしてチャンフー通りの北側でファンチューチン通りの南側一帯にひろがるものと推定さ

れ、その範囲のなかに日本町の存在も考えられる。この地域に、17 世紀代の溝状遺構や土

坑が検出され、また大量の陶磁器類が出土しているからである。ただし、東西に居住域が

どのくらいのびるかは、発掘調査をしていないため現状では不明である。 

 チャンフー通りに接する南北両側地区には、17 世紀代にさかのぼる遺構はなく、早くと

も 18 世紀以降の開発であった。またチャンフー通りより南側のグェンタイホック（Nguyen 

Thai Hoc）通りやトーゥボン川沿いのバクダン（Bac Dang）通り地区は、発掘調査をおこ

なっていないが、18 世紀代には川が貫流しており、19 世紀以降川の南下によって形成され

た土地であり、このことは家屋に残る古文書史料から証明できる。 

 

４ ホイアン出土の考古資料 

旧市街地の発掘調査によって大量の陶磁器類が出土した。この陶磁器類は、当時のひと
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びとの生活のようすや貿易関係を知るうえで貴重な資料である。 

 1994 年にグェンティミンカイ通りに接するディン・カムフォー（Dinh Cam Pho）地点の

発掘調査で 17 世紀の溝状遺構が検出され、そのなかから投棄された大量の陶磁器が出土し

た。溝は 17 世紀はじめに掘削され、その溝内に堆積した土の下層から中層にかけて 16 世

紀末から 17 世紀の中国陶磁器とベトナム陶器が出土した。中国陶磁器は、景徳鎮窯系と福

建・広東窯系の製品で、おもに青花磁器の碗・鉢、皿類であった。溝の上層から 17 世紀後

半の日本の肥前磁器の碗・鉢、皿とベトナム陶器類が出土した。また、2006 年の調査では

17 世紀後半の家跡と思われる遺構や出土遺物として 17 世紀の唐津焼きもみられた。 

 ディン・カムフォーの出土状況は、つぎの点を明らかにした。ひとつは、17 世紀のホイ

アンにおいて住民の使用する飲食器が中国製品から日本製品に変化したことである。これ

は、17 世紀中頃の中国明・清交代期における内乱で中国の窯業地が疲弊したこと、また清

朝にとって 大の敵である福建沿岸地帯を拠点として抗清活動をする鄭成功の勢力の財源

をたつため、海禁令・遷海令を発したことによる海外貿易の激変で中国陶磁器の輸出が激

変し、肥前磁器が中国磁器の代替品としてもとめられたという従来からの考えを、消費地

側の発掘調査によって検証することができたことである。 

 いまひとつは、当時のベトナム北部の青花磁器碗・皿などがまったく出土しなかったこ

とである。黎朝のときに磁器生産がありながら、広南阮氏の対外貿易港であるホイアンで

は出土していない。この背景に、対立抗争していた北部鄭氏と広南阮氏の貿易関係がほと

んどなく、北部製品が流通しなかったことを意味するものであろう。また、さきに指摘し

たように 17 世紀後半になると日本の肥前陶磁器が出土する。この現象はホイアンだけでは

なく、当時の広南阮氏支配下では普遍的なあり方である。 

 磁器以外に、ベトナム陶器も出土した。長胴瓶とよばれる胴長の容器は貯蔵用であり、

大型の鉢は水を張り食器などを洗う盥として、鉢と山形の蓋は煮炊き用である。宣教師ボ

ルリの記録によると魚醤であるヌックマムを「どの家でも瓶や壺に貯えてある」という。

ほかに、石灰壺がみられる。ホイアン在住の日本人たちが使用した食器は、外国製品とベ

トナム製品の組み合わせであった。 

 ベトナム陶器の生産地は、胎土の主成分と微量成分の化学分析から、広南阮氏の居城付

近であるフエ近郊のミースェン（My Xuyen）窯跡群や貿易港ホイアンのタインハー（Thanh 

Ha、青霞）である可能性がたかい。 

 

５ 考古学からみた 16～17 世紀の日・越交流 

 当時の日本とベトナムの交流を証明する資料として、近年注目をあつめているのが陶磁

器である。わが国の中・近世の遺跡、とくに長崎市内や堺環濠都市遺跡、大坂城下町遺跡、

そして京都市内の遺跡などでベトナム陶磁器が出土している。 

 これらの遺跡から出土したベトナム陶磁器のうち、ベトナム中部製品の長胴瓶とよばれ

る貯蔵容器の出土が比較的多い。年代的には、堺環濠都市遺跡では、慶長 20（1615）年に

秀吉軍によって町が焼き討ちされ、その痕跡である焼土層からの出土が多い。大坂城下の
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調査では、この貯蔵容器が「豊臣後期」と編年されている地層（1598～1615 年）からも出

土するが、増加するのは 17 世紀前半から中頃になってからである。京都市内の遺跡でも

17 世紀前半の遺構からの出土例や、長崎では寛文 3 年（1663）の大火層のなかから出土し

た例がある。このように、ベトナム中部製品の貯蔵容器が朱印船貿易の時代や鎖国後の遺

跡からも出土している。 

 中部製品の貯蔵容器は、その生産地を広南阮氏の居城に近いフエ・ミースェン窯跡群や

ホイアン地域にもとめられる。そのため、ホイアンで船積みされてわが国に輸出されたも

のが大半と思われるが、この貯蔵容器自体が輸出品であったかは疑問である。それは、わ

が国での出土例がそれほど多くないからである。朱印船貿易の時代、ホイアンの特産品と

して宣教師ロードは「金鉱、胡椒、生糸、砂糖、沈香、海燕の巣」をあげ、「砂糖を日本

に輸出」していると記す。また、鎖国後に広南船が長崎に運んだもののなかで数量を示す

単位として「壺」と記載された品々は、伽羅、黒漆、蜂蜜、糖蜜、シロップ、鯨油である。

おそらく、こうしたものをいれた容器として運ばれたのであろう。 

 わが国に運ばれた貯蔵容器は、当時の茶人に好まれたのか、伝世された「南蛮」のなか

に同種のものがみられる。「南蛮切溜花入」や「南蛮糸目〆切建水」とよばれるものであ

る。これらは、器形からみて中部製品であり、貯蔵容器や煮炊き具の転用であることがわ

かる。一方、伝世されたもののなかには、明らかに特別注文された容器もある。おそらく、

それらの品々はホイアン在住の日本商人の介在が考えられるが、それを証明する史料はな

い。なお、わが国の遺跡からは、中部製品以外に北部製品も出土しており、その比率から、

当時の貿易のありかたを復元する手がかりもえられよう。 

 わが国からベトナムに盛んに輸出されていたものとして銅や銅銭があげられる。景興年

間に、聚龍の銅山が中国から返還される以前は、ベトナムの貨幣経済は外国貨幣に大きく

依存していたため、日本の銅や銅銭は高値で取引されていた。このことを示す遺物が、近

年、筆者らによって調査された。一括出土銭の調査である。埋められた貨幣は、当時の貨

幣の流通状況を知る上での一級資料である。この調査では、1 号資料と呼ばれる肩部の張

った四耳壺の中から、約 3 万枚の銅銭が発見され、調査できた 29,018 枚を調べた。銭種で

は、ベトナム銭は約 87％、李・黎・西山・阮朝の銭貨が含まれ、黎朝が大部分を占めてい

る（ベトナム銭の約 98％）。中でも景興銭が多く、91.5％を占める。中国銭は約 11％。唐

・五代・北宋・南宋・西夏・明・清の銭貨を確認。中でも多いのは清代の銭貨で約 6％を

占める。また、清初に雲南で反乱を起こした呉三桂らの銭貨も 312 枚含まれている。日本

銭は 244 枚発見、寛永通寳（7 枚）、元豊通寳（236 枚）、元通通寳（1 枚）。寛永通寳は

古寛永 2 枚、文銭 1 枚、新寛永 7 枚。元豊通寳は「長崎貿易銭」と呼ばれるものである。

壺は 18 世紀代の製品で、産地はベトナム北部のタインホアと推測される。中国やベトナム

の銅銭にまじって、日本の寛永通寳や長崎貿易銭が確認されており、往時の輸出品として

の銅銭の存在を裏付けている。 

 このように、地中にあった腐ることのない陶磁器や銅銭は、日本とベトナムの交流をこ

れまでの文献史料だけではなく、新たな視点である考古学からその資料を提供することに
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なった。 

 

おわりに 

 近年の考古調査成果をもちいて、ホイアン日本町の位置・実態、日本町をとりまくホイ

アン地域の空間構造や出土遺物から日本とベトナムの交流の姿がみえてきた。今後、調査

を継続することによって、ホイアンをとりかこむアジア交易世界の実態がみえてくるであ

ろう。 
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                     図２ ﾎｲｱﾝ旧市街地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ ﾍﾞﾄﾅﾑ全土図                    図３ ﾄｩｰﾎﾞﾝ川河口からｸｰﾗｵﾁｬﾑを望む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     図５ 通称「日本橋」 

 
図４ ﾎｲｱﾝ旧市街地の町並み 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            図７ 

図６ 日本人墓                                     五行山碑文 
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図８ ﾀｲﾝﾁｴﾑ遺跡 柱基礎遺構            図９ 地中ﾚｰﾀﾞｰ探査結果 

                             柱基礎遺構が等間隔で並ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 10 ﾎｲｱﾝ旧市街地 
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(左)図 11 「日本橋」前面での発掘調査 

(右)図 12 レンガ積み遺構 

 
 
 
 
                     図 13   

                     出土した木杭→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 14 ﾃﾞｨﾝｶﾑﾌｫｰ地点 溝遺構 

 
 
 
 
 
 
 
 
               図 15 ｸﾞｴﾝﾃｨﾐﾝｶｲ地点 家跡 

-33-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 16 ｸﾞｴﾝﾃｨﾐﾝｶｲ地点 家跡出土の肥前磁器 

 
 
 
 
 
 
 
                           図 17 ｸﾞｴﾝﾃｨﾐﾝｶｲ地点 

家跡出土の唐津焼 

 
 
 
 
図 18 ﾎｲｱﾝにおける 17 世紀の食器様相（肥前磁器） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 19 ﾎｲｱﾝにおける 

17 世紀の食器様相（中国磁器） 

-34-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    図 20 ﾎｲｱﾝにおける 17 世紀の食器様相（ﾍﾞﾄﾅﾑ陶器） 

 
 
 
 

図 22  

堺環濠都市出土ﾍﾞﾄﾅﾑ 

中部産鉢(『南蛮・島物』

より転載） 

 

 
                
 
 
 
 
 
図 21 堺環濠都市出土ﾍﾞﾄﾅﾑ中部産長銅瓶                         

（『南蛮・島物』より転載）              図 23 一括出土銭（１号資料） 

 
寛永通寳（古寛永）       寛永通寳（新寛永）       元通通寳（日本鋳造） 

 
元豊通寳（長崎貿易銭）      景興通寳（黎朝）        景興永寳（黎朝） 

 図 24 １号資料発見 日本銭・ベトナム銭 
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ラジオと「蕃地」 
－中山侑のラジオドラマを読む 
 

星名 宏修 

 

１．はじめに－『吳新榮日記』から 

 1938 年 7 月 14 日、呉新栄はナショナル製のラジオを 75 円で購入した。彼はその日の日

記に、「一家は始めて現代文明の利器の恩恵を受けて、文化的生活の一階段に入ったのだ」

と書き記している1。 

 この年の彼の日記には、ラジオに関する記載が散見する。購入から 1週間たった 7月 21

日には、次のような感想がのこされている。 

 

吾々はいよいよラヂオの缺くべからざるもので、非常に利益のあることを痛感した。

第一に、音楽は家庭に、ある生気を与へ、子供等の情操によい結果を与へる。第二に、

言語の内で、国語は子供達の耳を慣らし、華語と英語は私の耳を慣らす。第三に、割

合に新しいニュースを聞くことが出来て、臨機応変の処置が可能である。第四に、有

名な人物の放送を聞いてその咳声に接することが出来るのである。先づ大臣級として、

昨日は三土前鉄相、賀屋前蔵相、今日は荒木文相の講演を聞くことが出来た（p.96）。 

 

 以下、この年の日記から、ラジオに関する記述を拾ってみよう。 

・「一日の内で最も嬉しい時間は晩食後、子供と戯れながらラヂオを聞く時である。これ程

家庭的雰囲気を満吃することは曾ってない」（8月 8日、p.104）。 

 

・「暇に任せてラヂオをいじって見ると、丁度ヒットラーの放送があった。ベルリンからの

中継らしく独逸語の調子が少し分るが、演説口調はまるで怒號みたいだ。それはヒットラ
マ マ

の雄弁であったかも知らない。とにかく吾等は始めて最大級の人物の咳声に接したこと

を記してをく」（9月 27日、p.128）。 

 

・「暇にまかせて甘蔗を咬みながらラヂオを聴き、そして目は当り前に本を読む。この奇態

は一寸滑稽だが、私の機能は一寸も混乱しない。甘蔗はやはり甘いし、音楽はやはり美

しい、そして本を読んではやはり興奮する」（10月 7 日、p.133）。 

 

 そして大晦日の夜には、「もう已にラヂオは除夜の鐘の放送が終った。私は日本の島国か

                             
1『吳新榮日記全集 2 1938』（國立台灣文學館、2007）、p.92 
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ら遠くこの南方の孤島へ、それから北国の満洲へ、更に大陸の南京にリレーする鐘声を聞

くと、思惟が無限に展開する」（12 月 31 日、p.176）とその年の日記を締めくくっている。 

  

 「放送事業は本来「仕事」の一種であると同時に動員と娯楽の両面の効果を兼ね備えて

いるが、より重要なことは放送番組が人々の労働時間中であっても、休息時間中であって

も放送可能であり、「共時性」（Synchronization）機能をもっている」という点に着目した

呂紹理は、「それまで空間によって隔離され形成されてきた「時間性」は、放送電波によっ

て突き破られ次第に崩壊の道をたどることになった。さらに重要な点は、大衆メディアで

ある放送番組がラジオの普及にともない家庭内に深く入り込むようになった」と指摘して

いる2。 

 「甘蔗を咬みながらラヂオを聴き、そして目は当り前に本を読む」というラジオの聴き

方は、呂紹理のいう「共時性」を裏づけるものだ。また日本・台湾・満洲・南京をリレー

中継する除夜の鐘を聞きながら、思いをはせ巡らせたという呉新栄の日記からは、「時間性」

を突き破るラジオの特性が読み取れる。さらに台湾の知識人の日常生活にラジオが浸透し、

「文化的生活」を営むうえで不可欠の存在になっていくありさまも、うかがい知ることが

できるだろう。 

 

「動員と娯楽」という両義的な性格を備えたラジオ放送は、植民地期の台湾でどのよう

な役割を果たしたのだろうか。またそうしたラジオの特性に着目した文学者－中山侑

－は、それを自らの文学活動にどのように活用しようとしたのだろうか。本論はこうし

た問いに答えるための、初歩的な試みである。 

 

２．台湾におけるラジオ放送 

 1925 年 6 月、台北で開催された始政三十年記念展覧会で、総督府交通局逓信部が行った

試験放送が、台湾におけるラジオ放送の始まりである3。栄町にある総督府旧庁舎に放送機

を据えつけ、台北の新公園や台北医院、龍山寺だけでなく、基隆・淡水・新竹・台中・宜

蘭などにも受信機が設置された。台北では、スピーカーを載せた自動車を走らせ、市内各

所でラジオ放送を聴かせたという4。 

この試験放送では、台湾原住民の歌声が流されている。当時の『台湾日日新報』によれ

ば、「花蓮港能高団の選手キサ君とローサワイの両君が劈頭放送室に入り当日のアンナウン

サー八代氏の紹介で先づキサ君のハーモニカの独奏、ローサワイ君の蕃歌（野球の応援歌）

があり両方で約 15 分間で終了を告げたが各所ともハツキリと聞え蕃人としての新しい試

みをなし」たという5。記念すべき試験放送で、「蕃歌」が流されていることは、それ以後

                             
2 呂紹理『時間と規律』（交流協会、2006）、pp.159－160 
3『日本無線史 第十二巻 外地無線史』（電波管理委員会、1951）、p.90 
4『放送史資料 台湾放送協会』（放送文化研究所・20 世紀放送史編集室、1998）、p.14 
5「台北のラヂオが鹿児島に聞える 昨日は劈頭蕃人の放送」（『台湾日日新報』、1925.6.25） 
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の台湾のラジオ放送を考察するうえで重要な意味をもっている。 

1927 年 2月、大正天皇の「御大喪」に際しては、台北の西門市場前にラジオ受信機が設

置され、内地発の国家的セレモニーが一般民衆の耳に届けられた。ラジオ放送の「速報性」

を利用して、内台間の「共時性」を実現しようとしたのだと、李承機は述べている6。 

 試験放送の 3年後には、本格的なラジオ放送が始まった。1928 年 12 月 22 日、総督府交

通局逓信部が運営する台北放送局（JFAK）の開局式が行われ、実験放送が始まったのであ

る。実験放送とはいうものの、内地放送の中継だけでなく、「国語普及の時間」や「JFAK

こども新聞」など、台北放送局が独自に制作した番組もあった7。当初は聴取料が無料だっ

たこともあって聴取者は順調に増え、1929 年には 9000 戸を突破した。だが 1931 年 2月に

社団法人「台湾放送協会」が発足したのにともない聴取料が有料化されたこと、また出力

が弱いため台湾北部でしか受信できないという弱点もあって、聴取者の数は、それ以後伸

び悩む。台北放送局の放送が始まって 8年後の 1935 年の時点でも、23000 戸あまりにとど

まっている8。 

しかもこの聴取者のうちわけは、日本人と台湾人の間で大きな差があった。1935 年の聴

取者のうち、日本人が 78％（18000 戸強）を占めるのに対して、台湾人はわずか 22％（5000

戸弱）に過ぎない。多くの台湾人の「国語」リテラシーとかけ離れた放送内容が、不均衡

の最大の原因だった。 

 小坂正文は「台湾ラヂオ界の近況」と題する文章で、「社会大衆の教養機関として男女の

別なく、有ゆる階級人の日常生活に必要な、常識の涵養と情操陶冶に資し得るもの」とラ

ジオの機能を賞賛しつつ、「尤も現在の放送内容を以て本島人加入の多数を希望することは

実際無理な注文」だと悲観的な見解を述べている。それは「本島人側よりすれば、台湾音

楽や本島語講演の日々多量に放送されんことを望むのであるが、苟も台湾が日本の領土で

あり、現に総督府として、本島人の国語普及に多額の国帑を費し、多大の努力を払つてゐ

る以上、督府の施政に反するが如き放送番組の編成は出来ない」ためだという9。 

 そもそも台湾のラジオ放送は、「内地延長主義」を完成させ、「内台融合」という目標に

近づくための手段だと考えられていた。台湾人に対する「国語普及」という統治目的を達

成するために、基本的には日本語で放送されていたのである10。 

何義麟は、ラジオ番組が「台湾語が台湾住民の最大多数の使用言語という現実に配慮せ

ず、徹底的に日本語を中心として行われた。1937 年以前には番組のうち、「純粋の台湾音

楽と台湾音楽化された支那音楽」及び「人形戯」のほか、実際に台湾人向けの番組はほと

んど存在していなかった」と断じている11。ただ実際にはこれ以外にも、「台湾人のための

                             
6 李承機「ラジオ放送と植民地台湾の大衆文化」（『戦争・ラジオ・記憶』、勉誠出版、2006）、p.138 
7 同注 4、pp.16－17 
8 聴取者数の変遷およびその社会階層に関する分析は、呂紹理「日治時期臺灣廣播工業與收音機市場的形

成」（『國立政治大學歷史學報』第 19 期、2002.5）、pp.309－312 を参照。 
9 小坂正文「台湾ラヂオ界の近況」（『台湾時報』第 195 号、1936.2）、p.6 
10 同注 8、pp.305－306 
11 何義麟「戦時下台湾のメディアにおける使用言語の問題」（『台湾の近代と日本』、中京大学社会科学研

究所、2003）、pp.243－244 
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台湾語の放送種目」として「台湾講座」という番組が放送されていた。これは「教化を主

眼とした歴史的物語を興味本位に極めて通俗的に解説するもので勧善懲悪の筋書の大衆向

のもので」、1933 年に三国志の解説を放送したときには、「全国津々浦々ラヂオの前には本

島人老若男女集り耳を傾け喜んで聴取した」という12。 

 ところで近現代のメディア史を論ずる佐藤卓己は、「教育段階によって階層化され」、「年

齢・身分・性別に応じて情報へのアクセスコード習得のプロセスを段階的に序列化してい

た」活字リテラシーに対して、「記号的抽象度が低く意味理解が容易なコードをもつラジオ

情報」は、「文盲や子供にも届いた」と述べている13。だがそれは、放送言語が聴取者の母

語と一致する場合に限られるはずだ。植民地台湾において、「国語普及」を目的として統治

者の「国語」で流されたラジオの声は、皮肉なことに多くの台湾人には届いておらず、「台

湾語の放送種目」の人気とは鮮明な対照をなしていた。 

「要は本島人諸君が、ラヂオを聴き、新聞を読み、常に之れに親しんで知らず識らずの

内に、内地語を常用語となし得るやう努むべきであらねばならぬ」と小坂正文は言う14。

だが、実際にそのようなリテラシーを獲得できたのは、冒頭で紹介した呉新栄のような一

部の知識人に限定されていた。 

 台湾人の間でラジオが普及しなかったもう一つの理由は、ラジオ受信機の価格の高さに

あった。1925 年の試験放送の段階で、鉱石ラジオは 20円から 30円、品質の良い真空管ラ

ジオになると 200 円から 300 円もしたという。1930 年代なかばには、低価格の真空管ラジ

オも出回りはじめ、安いものでは 20 円以下で購入できた。しかし年額 12 円の聴取料だけ

でなく維持・修理代も必要だったため、ラジオは実際には上流社会の品物だったという15。 

  

 このような状況を大きく変えたのが、日中戦争の勃発だった。 

 1937 年 7 月 16 日、台湾放送協会は「特別放送」として福建語のニュース番組を開設し

た。想定されるリスナーは、「不幸にして未だ国語を解し得ない本島人及福建省民、南洋方

面の福建華僑」である16。中国や近隣諸国からの電波に対抗するために、「国語普及」とい

                             
12 同注 3、p.109 
13 佐藤卓己「ラジオとファシスト的公共性」（『現代メディア史』、岩波書店、1998）p.145。 

なお佐藤は同論文のなかで、「19 世紀前半の電信にはじまる聴覚メディア（電話／ラジオ、蓄音機／テ

ープレコーダー）は、音響を移送し保存することで、時間と空間の限界を超えた新しいコミュニケーショ

ンを可能にした。一方で、それは非文字的な民衆文化を商品化するテクノロジーの開発であり、非教養市

民層において圧倒的な意味をもった」とも述べている。p.142 
14 同注 9、p.6 
15 同注 8、pp.319－320 

だが、統計に残されている台湾放送局の受信契約者数イコール台湾人聴取者数というわけではない。李

承機によれば、自作の組立式鉱石受信機が 1930 年代初頭に流行していたという。つまり毎月の受信料を

払うことなくラジオ放送を聴くことは、可能だったのである。同注 6、p.148 

また、家庭で受信契約をするのではなく、もっぱら公共の場などに設置されたラジオに耳を傾ける、と

いう聴取者も、当然ながら存在した。中山侑の「ラヂオの家」にも、ラジオを聞くためにわざわざ町の床

屋まで足を運ぶ主人公の姿が描かれている。 
16 逓信部監理課「ラヂオの使命と台湾の放送」（『部報』第 22 号、台湾総督府臨時情報部、1938.4）、p.13 
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う大原則に反してでも、台湾人の母語による放送が不可避となったのだ17。同年 4 月に実

施された新聞紙の漢文欄廃止とは対照的な措置である。 

こうした「自家撞着的な措置」が取られた理由について、「音声メディアとしてのラジオ

放送の特性」を指摘しているのが、すでに引用した何義麟論文である。つまり「台湾語ラ

ジオは学校教育を受けなくても直ちにマスメディアの受け手にな」ることができるために、

「ラジオ放送が新聞に取って代わって新しい戦争動員のマスメディアとなった」のだ18。 

 「国語」によるラジオ放送は、多くの台湾人のリテラシーとは合致していなかったが、

福建語放送なら「文盲や子供」（佐藤卓己）でも聴き取ることができる。そのうえ、軍夫や

通訳・軍農夫などで、家族や知り合いを中国大陸に送り出した台湾人にとって、日中戦争

はけっして他人事ではなかった19。これまで以上に、彼らは戦争に関する情報を求めるよ

うになる。福建語のニュース番組は、そうした台湾人の要求に応えるものだった20。 

 中山侑の脚本「ラヂオの家」は、「日支事変の初めの頃」の「或る田舎の農村」を舞台に、

「国語」の分からない老人がラジオを購入するまでの過程を、喜劇風に描いたものだ21。

かねてからラジオを購入したがっている孫たちが、「昼一日の仕事から疲れて家へ帰つて来

ると、ラヂオがはじまります。疲れて、ねるばかりの私達にラヂオの音楽やお話が、私達

に明日も又、畠へ出て働く勇気をつけてくれます」と、70歳の祖父を説得しようとするも

のの、老人は「いくら面白くたって、そんな話なぞは、国語を知らぬわし達には分からぬ

わい」とにべもない。ところが大事な孫が軍夫として戦地に赴くと、孫の安否が心配でた

まらない祖父は、福建語のニュースを通じて「戦争の様子」を知るために、家族に相談す

ることもなくラジオを購入するのである22。 

  以下の数字に見られるように、台湾人の「事変勃発以来のラヂオ聴取者の激増振り」は

                             
17 同注 3の『日本無線史』は、福建語放送の理由を次のように説明している（p.17）。 

 

台湾の放送が内地放送と異なる点は、聴取者が内地人、台湾人の二様に判然区別されている点であ

る。この点では一応は、朝鮮に於ても同様のことが云える訳であるが、更に一歩を進めて考えると、

朝鮮と同一に論ぜられない事情がある。元来朝鮮人は朝鮮そのものが母国であるに引き代え、台湾自

体は台湾人の母国ではなく彼等の真の母国は対岸大陸である。従つて台湾の放送が内地中継を主とし

たり、内地人向けのプログラムを多く盛る場合は、台湾人は台湾放送よりは、遙かに上海、広東放送

に興味を持つものである。 

   支那事変中、台湾人に中国放送を聴取せしめる事が、台湾施政上好ましからざる事であると考えら

れた。然し中国放送聴取を台湾人に禁止する以上、これに代るに彼等に興味あり理解の出来る放送を

与えねばならぬ。これが台湾人向き放送を行わねばならぬ理由の一つである。即ち台湾に於ける二重

放送の意味は内地人向け、台湾人向けの異種プログラムの同時放送のいわれである。  
18 同注 11、p.237、pp.244－245 
19 日中戦争が始まってまもなく、台湾人に求められた戦争協力は、上海・南京戦で通訳や軍夫となること

だった。また日本軍に新鮮な野菜を供給すべく、上海近郊の大場鎮に農場が開設されたが、そこで働く「台

湾農業義勇団」が 1938 年 4 月に派遣された。伊原吉之助『台湾の皇民化運動－昭和十年代の台湾（二）』

（中村孝志編『日本の南方関与と台湾』、天理教道友社、1988）、pp.308－313 を参照。 
20「台中などに於て夜の福建語ニュースの時には本島人の群衆が黒山のやうに折り重なって、店頭のスピ

ーカーから出る音の一言一句に耳を欹ててゐるのは注目に価する風景であらう」と、何義麟は「台湾語放

送開始後の町の情景について」当時の雑誌から紹介している。同注 11、p.245  
21 中山侑「ラヂオの家」（台湾総督府情報部編『手軽に出来る青少年劇脚本集 第一輯』、1941） 
22 なお、1943 年 3 月 18 日と 19 日に、宋非我の演出によって台湾語による放送劇「ラヂオの家」が第二

放送から放送されたという。同注 4、p.204 を参照。  
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明らかだ23。 

 

 事変前（人） 1938 年 2月末（人） 増加数（人） 増加率（％） 

内地人 23765 31186 7421 31.2 

本島人 6916 11589 4673 67.7 

計 30681 42755 12094 39.4 

 

日中戦争の勃発は台湾人の間にラジオを普及させたが、同時に当局のメディア統制も強

化されていく。1937 年 8月 24 日、「情報ニ関スル重要事務ノ連絡ヲ掌ル」ことを目的とし、

総務長官を部長とする総督府臨時情報部が設置された。臨時情報部は、情報収集・情報共

有化・宣伝に関する役割を担い、とりわけラジオ放送・映画などの非活字メディアを重視

した宣伝活動を行っていた24。 

福建語ニュースが始まっただけでなく、ラジオ番組の構成も戦争の長期化とともに変化

していく。呂紹理の調査によれば、ラジオ番組を報道・教育・娯楽に分類した場合、「時局

の緊迫化とともに娯楽番組が次第に減少し、報道関係の番組が増加の一途をたどっている」

という。そして増加する「報道関係の番組の中では、ニュースの時間がますます大きな割

合を占めるようになった。1935 年に報道関係番組の中でニュース番組の占める割合は僅か

1％に過ぎなかったが、1940 年にはこれが 70％に増加しており、日本語ニュースのほか台

湾語、広東語、北京語、英語等のニュース番組の放送も開始され、さらに 1939 年にはマレ

ー語のニュース番組も加えられており、台湾を中心に華南、南洋等を放送宣伝合戦の範囲

内に取り込もうとした総督府の意図が窺える」という25。 

報道番組の増大と反比例して減少したのが、娯楽関連の番組であった。1935 年には放送

時間の 30％を占めていた娯楽番組は、1941 年には 20％へと 5 割も減少している。後述す

るように、ラジオ放送を通じて大衆に娯楽を提供することこそ、ラジオドラマを制作する

際に中山侑が重視してきたことなのだが、彼の活動は娯楽番組の減少期にあたっていたこ

とは押さえておく必要があるだろう。 

日中戦争の開始によって、台湾人のラジオ聴取者が急増したことはすでに述べたが、大

東亜戦争の勃発は、聴取者の更なる増加をもたらした。『昭和十八年 ラヂオ年鑑』には、

「国民銘肝の大東亜戦勃発し、僅か二ヶ月間足らずして一万の純増加数を得、十六年度加

入三万五千九百四十五、純増加二万三千五百四十六と言ふ協会創始以来の画期的好成績を

挙げるに至つた。殊に年々累増の一途にある本島人の加入が、本年度に於ては内地人の約

                             
23 同注 16、pp.11－12 をもとに作成。 

だが、「激増」と言うものの、1938 年 2 月末の時点における人口 1000 人当たりの聴取者は、内地人が

110.6 人と「内地のそれに約倍する優秀な普及率を示して居る」のに対して、本島人は 2.24 人という「低

率」にとどまっていることも見落とせない。つまり本島人の間では、内地人の 50 分の 1しか普及してい

なかったのである。 
24 谷ヶ城秀吉「台湾の戦時体制の構築と「同化」・「異化」－『台湾総督府臨時情報部「部報」解題』」（『台

湾総督府臨時情報部「部報」別巻』、ゆまに書房、2006）、pp.125－130 
25 同注 2、pp.162－163 
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倍数となり普及率も昨年度の百世帯当り二、三％を四％に向上せしめたる事は、将来の加

入動向を指示するものとして特記すべきことである」と誇らしげに記されている26。 

 1942 年 10 月 10 日、台湾放送協会は「本島人大衆ノ時局認識ヲ高メ彼等ノ啓発宣伝ニ努

メ以テ明確ナル国策ニ寄与セシムル」ため、二重放送を開始した27。「国語」を中心とした

従来の放送以外に、それを理解できない台湾人聴衆のための第二放送を開設したのである。

この第二放送では「簡易ナル国語及台湾語」のニュースだけでなく、台湾音楽や台湾語の

ラジオドラマも放送されていた28。「戦争遂行のためには、日本語を解さない島民にも国や

総督府の方針を周知徹底する必要があり、ラジオでは、むしろ台湾語の活用を図ったので

ある」29。 

 ところがこの第二放送は、1944 年 5 月に休止となってしまう。中島利郎は、「国語」を

理解できない聴衆のために台湾語を中心とした放送を始めてみたものの、ラジオ受信機の

所有者はほとんどが資産階級か知識人であり（1942 年度で「百世帯当り」で 4％）、「台湾

人の大半を占める農村や労働者に第二放送の台湾語は届かず、総督府の矛盾した思惑はは

ずれたという結果になった」と述べている30。 

 

３．娯楽としてのラジオドラマ 

日本のラジオ放送は 1925 年 3 月に始まったが、それは明治期に形成された既成演劇の衰

退期にあたっていた。いわば演劇界の転換期にラジオは登場したのである31。 

 「ＮＨＫ確定番組表」をもとに、1925 年 4 月から 1926 年 10 月までの 19 ヶ月に放送さ

れた「劇形式」の番組を放送回数順にまとめた逢坂伸一によれば、放送回数の最も多かっ

たのが「放送舞台劇」で 42 回。41 回の「映画劇物語」が続き、34回放送された「ラヂオ・

ドラマ」は第 3 位であった。「放送舞台劇」と「ラヂオ・ドラマ」を合わせると、月に 4

回以上も放送されていたことになる。つまり、ラジオ放送と同時に、「ラヂオ・ドラマ」と

いう新しいジャンルも成立したのである32。「此の時代に、ラヂオドラマ熱が放送局の内部

にも熾烈に擡頭し、聴取者の大多数も非常な期待と興味をかけて之を聴いた事実は動かせ

ない」という『東京放送局沿革史』の一文を逢坂が引用しているように、「ラヂオの人気」

の一端はラジオドラマが支えていたのである33。 

                             
26「台湾の放送事業」（日本放送協会編『昭和十八年 ラヂオ年鑑』日本放送出版協会、1943）、p.269 
27 同注 4所収、社団法人台湾放送協会「昭和十七年度事業並会計報告書」、p.95 
28 第二放送における台湾音楽に関しては、垂水千恵「台湾における音楽・演劇活動」（『呂赫若研究』、風

間書房、2002）、p.282 を参照。 
29 同注 4所収、「収録した史料について」、p.9 
30 中島利郎「日本統治期台湾研究の問題点」（『日本統治期台湾文学研究序説』、緑蔭書房、2004）、p.313 
 だが注 15 でも言及したように、「ラジオ受信機の所有者」のみがラジオの聴取者だったわけではない。

統計数字には現れない、そうした聴衆のありようは植民地期のラジオ受容を考える上で、見落とせない存

在だと思う。 
31 逢坂伸一「日本に於ける放送開始期のラジオ・ドラマの研究」（『東海大学紀要文学部』第 9輯、1968.2）、

p.92   
32 同上、pp.94－96 
33 同上、p.96 
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 そうしたラジオドラマの人気を決定的なものにしたのが、1925 年 8 月 13 日に小山内薫

の翻案・脚色によって放送された「炭坑の中」であった。これは「ラジオが舞台とは質的

に異なるメディアであることを明確に意識したラジオドラマ」であり34、誕生したばかり

のラジオドラマを外部からサポートするために、小山内薫や久保田万太郎、長田幹彦らに

よって「ラヂオドラマ研究会」も組織されていた35。 

 「ラジオドラマ」という新しい文学ジャンルは、好評を以て受け入れられていくのだが、

その影響力を憂慮した当局は、「脚本検閲、試演臨検等事前監督」による「厳重取締」の必

要性をうったえている。ラジオ放送が始まってわずか半年あまりの時点で、電務局長名義

で通達された「ラジオドラマの取締りについて」の全文は、以下のようなものだ。 

 

○電業第一五八二号 大正十四年十月一日 電務局長 

    東京、大阪、名古屋各逓信局長 

    放送無線電話ノ放送事項取締ノ件 

本件ニ就テハ充分御配慮アルコトト存シ候モ近来「ラヂオドラマ」ノ如キ新趣好ニ

依リ深刻ナル感動ヲ目的トスル放送ヲ試ミ聴取者ノ興味ヲ唆ルモノ有之候処甚敷極端

ニ走リ良俗ヲ乱リ風教上ニモ悪影響ヲ及ホスニ於テハ甚タ遺憾ノ義ニ付此ノ種放送事

項ニ対シテハ脚本検閲、試演臨検等事前監督ノ方法ニ依リ厳重取締相成度 依命36 

 

 「聴取者ノ興味ヲ唆ル」ラジオドラマが、「良俗ヲ乱リ風教上ニモ悪影響ヲ及ホ」しかね

ないことを警戒していた当局も、やがてそれの持つ動員力に着目し、自らの政策遂行のた

めに利用するようになる。台湾においても「ラジオを通じての放送劇」は、「国語（日本語）

の普及」「日本精神の高揚」などの教化の目的を達成するために、台湾人の演劇好きを利用

したものだと河原功は述べている37。ただ、すでに見たように、1937 年以前の段階では台

湾人の「国語」リテラシーと放送内容に大きな齟齬があったため、当局の目論見がどれだ

け功を奏したのかは疑問が残る。 

1928 年末にスタートした実験放送の段階から、台湾でもさまざまなラジオドラマが試み

られていた。『放送史資料 台湾放送協会』の巻末に収められている「台湾放送協会年表」

によれば、1929 年 5 月 31 日に「基隆の夕」という特集が組まれ、その一部として「基隆

情景スケッチ」を放送しているが、これが最も早い記録である38。 

1930 年 10 月 20 日には、わずか 21 歳の中山侑の指揮によって、北村小松の「猿から貰

つた柿の種」（二幕七景）というラジオドラマが放送された39。中山自身にとってもラジオ

                             
34 吉見俊哉『「声」の資本主義－電話・ラジオ・蓄音機の社会史』（講談社、1995）、p.240 
35 同上、p.252 
36「ラジオドラマの取締について（通達）」（『現代史資料 40 マス・メディア統制 1』、みすず書房、1973）、

pp.14－15  
37 河原功「台湾戯曲・脚本集解説－日本統治期台湾の演劇運動概観」（『台湾戯曲・脚本集一 日本統治期

台湾文学集成 10』、緑蔭書房、2003）、p.543 
38 同注 4、p.220 
39 中島利郎編「中山侑著作年譜」（中島利郎『日本統治期台湾文学研究序説』緑蔭書房、2004）、p.58 
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放送との最初の関わりなのだが、台本などの資料が残っておらず、詳細は分からない。 

 現在も台本が残っている最も初期のラジオドラマは、1930 年 12 月 15 日の「国語普及の

時間」に放送された「ラヂオプレイ 夜明の歌」である40。 

この作品は、日月潭の「水社附近」の「蕃界旅行」を楽しむ男女 7人の会話から構成さ

れている。一行は、「遠い昔の日本武尊時代を思はせる」「太古の民の生活振り」を堪能し、

「化蕃の唄」に酔いしれながらも、母語を異にする「蕃人同志」が互いに意思の疎通がで

きないことを「つまらないこと」だと批評する。その一方で、「蕃童」に対する教育事業を

「尊い努力」だと高く評価する登場人物は、次のようなせりふを口にするのである。 

 

数は十三万か十五万の蕃人だ、而し吾々の生活に於て毎日々々蕃人と云ふ特殊のも

のが話題に上る間は何だか暗い感じがするではないか、不消化のものが胃の中にゴロ

ゴロしてるやうだ、教化が彼等に及ぶ暁には、やがて日本中が一の国語に統一せられ

る訳だ、日本は真に明るくなる 

 

 冊子の奥付によれば、「国語普及の栞刊行会」は総督府文教局庶務係に置かれている。す

でに紹介したように、台湾のラジオ放送は「国語普及」という目標を達成するための手段

だと考えられてきたが、官製団体によって創作された最も初期の「ラヂオプレイ」が、原

住民の「国語」教育をテーマとしていたこと。霧社事件の直後にもかかわらず、「蕃人」に

対するステレオタイプなイメージに全く変化が見られないことは、指摘しておきたい。 

 

 ここで「台湾放送協会年表」や「中山侑著作年譜」・『呂赫若日記』の記述41・「日本統治

期台湾文学脚本目録」42などから、台湾におけるラジオドラマに関する記述を拾い上げて

みよう。冒頭に＊がついているのは中山侑が関わったもの。ゴシック体で表示されている

のは、活字テクストである。 

 

■1928.12.22  台北放送局、開局式を挙行し実験放送開始 

・1929.3.12   女優・岡田嘉子一行来台、台北放送局から舞台劇「恋愛行進曲」放送 

・1929.5.31…「基隆の夕」特集、「ラヂオレヴュウ 基隆情景スケッチ」放送 

＊1930.10.20  中山侑の放送指揮で北村小松原作「猿から貰つた柿の種」放送 

・1930.12.15 「ラヂオプレイ 夜明の歌」放送 

・1930.12.28 『ラヂオプレイ 夜明の歌（国語普及の栞（三））』（国語普及の栞刊行会） 

■1931.2.1    社団法人台湾放送協会発足 

                             
40 同注 37、pp.544－545。 

『ラヂオプレイ 夜明の歌（国語普及の栞（三））』（国語普及の栞刊行会、1930）の台本は、『台湾戯曲・

脚本集一 日本統治期台湾文学集成 10』、緑蔭書房、2003』に収録されている。 
41 同注 28、p.284  
42 河原功・中島利郎編「日本統治期台湾文学脚本目録」（『台湾戯曲・脚本集五 日本統治期台湾文学集成

14』、緑蔭書房、2003）  

-45-



 

・1932.7.12   連続大衆物語「化頭巾」（栗島狭衣）放送 

・1933.12.16 「ラヂオドラマ 大尉の娘」（出演：台北ヴォイス・プレー・サークル）放送 

＊1934.2.24   台北劇団協会主催の新劇祭開催、ハウプトマン「日没前」を中山侑の演出

でラジオドラマとして放送 

・1935.6.16  「台湾施政 40周年記念番組」として、「ラヂオドラマ 鄭成功」放送 

・1935.9.6  松本尚山「廃兵」（ラジオドラマ脚本、『台湾芸術新報』第 1巻第 2号） 

・1935.10.16  選挙宣伝ラジオドラマ「その前夜」（渡辺国広原作、ゆかり座）放送 

・1936.3.3  瀧坂陽之助「与作一家の人々」（ラジオドラマ、『台湾新文学』第 1 巻第 2

号） 

・1936.9.13  「ラヂオドラマ 厚生の暁」（川平朝由原作、ガジュマル放送劇団）放送 

＊1937.4.1   「警察の夕」特集、「ラジオ風景 台湾の警察」（中山侑が脚色・演出）放送 

・1937.4.25  「新竹の夕」特集、「ラヂオ風景 伸びゆく新竹」放送 

・1937.5.1  岩石まさ男「樺山資紀」（ラジオドラマ、『台湾時報』第 210 号～212 号） 

＊1937.6.7   「ラヂオ風景 台湾の警察」（原案：鷲巣敦哉、脚色：中山侑、『台湾警察時

報』第 259 号） 

＊1937.8.16  「部落振興の夕」特集、青年教化劇「微笑む青空」（中山侑原作、台北青年

劇場）放送 

＊1937.9.10  「ラヂオドラマ 戦場の兄」（志馬隆平？作、台北放送劇団）放送 

＊1938.1.9    「ラヂオ風景 戦捷初春風景－愛国行進曲を主題とする四景」（志馬陸平作、

若草新劇場）放送 

＊1938.4.1   「ラヂオ風景 或る日の警察」（原作：鷲巣敦哉、脚色：中山侑）放送 

＊1938.4.5   「ラヂオドラマ 青春日記 結核予防日に因みて」（『社会事業の友』第 113

号） 

＊1938.4.26  「ラジオドラマ 青春日記」（中山侑：作、志馬陸平：演出）放送 

＊1938.5.5   「ラヂオ風景 或る日の警察」「「警察の夕」の放送まで」（『台湾警察時報』

第 270 号） 

・1938.7.15  無記名「愛国公債（大蔵省理財局募集国債売出ラジオドラマ）」（『薫風』7

月号） 

・1938.8.15  無記名「兄さん万歳（大蔵省理財局募集国債売出ラジオドラマ）」（『薫風』

8月号） 

・1938.9.15   子供の時間「児童劇 お父様の戦死」（川平朝申作、銀の光子供楽団）放送 

＊1938.12.7  「ラヂオ・ドラマ 花園を荒らすもの」（『台湾警察時報』第 277 号） 

・1938.12.10 「ラジオ風景「小市民劇場 盗難をめぐって」（大空一郎作）放送 

・1939.2.1  大空一郎「ラヂオ風景 盗難をめぐりて」（『台湾公論』第 4巻第 2号） 

＊1939.4.1  「ラヂオ風景 戦ふ警官」（原作：鷲巣敦哉、脚色：中山侑）放送） 

＊1939.5.10  「ラヂオ風景 戦ふ警官」（『台湾警察時報』第 282 号、原作：鷲巣敦哉、脚

色：中山侑） 
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・1939.10.8   ラジオ風景「稲江夜曲」（JFAK 文芸部編輯）を全国出中継 

＊1939.12.10  中山侑「ラヂオドラマ 事件突破」（『台湾警察時報』第 289 号） 

■1940.1.19   台北放送劇団、新人発掘のための放送劇講習会を開催（1月 31日までの 6

日間）、講師に中山侑ほか 

＊1940.2.18   子供の時間「童話劇 鯨祭り」（西岡英夫作、中山侑脚色、台北童話劇協会）

全国出中継 

＊1940.8.20   志馬陸平「廈門スーブニール」放送 

＊1940.12.12  志馬陸平「ラジオ・ドラマ 風」、台湾放送劇団により放送 

＊1941.2.10   中山侑「ラジオ・ドラマ 風－ある蕃地の駐在所風景」（『台湾警察時報』第

303 号） 

■1941.6.4   『台湾新聞』「文芸・学芸消息」欄に「“放送文芸”創刊」の記事、中山侑も

同人に 

・1941.6.10  大窪六郎「ラヂオコント 或る日の派出所」（『台湾警察時報』第 307 号） 

＊1941.9.10   歌謡物語「サヨンの鐘」（作：中山侑、独唱：佐塚佐和子、物語：岡アナウ

ンサー）放送 

・1942.2.1    台湾語による「志願兵の夕」特集、新劇「血書志願」を放送 

＊1942.2.22  「青年の夕」で物語「志願兵」（志馬陸平）などを放送 

■1942.10.10  台湾放送協会が第二放送を開始（～44.5） 

＊1942.10     第二放送で呂訴上の台語劇「宣戦布告」を放送、中山侑も関与？43 

・1942.12.30  第二放送で「林投姉」（呂赫若）放送 

・1943.2.12  第二放送で呂赫若「演奏会」（呂赫若）放送 

＊1943.3.18   第二放送で台湾語放送劇「ラヂオの家」（作：中山侑、演出：宋非我）放送 

・1943.7.4    第二放送で「麒麟児」（呂赫若）放送 

■1943.1.24  「放送青年劇団」成立 

 

 ラジオドラマの人気を考えると、ここに挙げたものは、実際に放送されたものの一部で

あるのは間違いない。そうした不十分なリストであることは承知のうえで、台湾のラジオ

ドラマ放送において、中山侑の果たした役割の大きさは読み取れると思う。    

中山は 1937 年に台北放送局に就職するが、彼の作品が放送されるのも、その時期以降に

集中している。その内容は、警察の活動を題材にしたものが多い。それは彼の父親が「蕃

界」に勤務する警察官だっただけでなく、彼自身も警務局に勤め、『台湾警察時報』の編輯

を担当してきたためでもあるだろう。中山にとってラジオ放送とは、大衆に娯楽を提供す

る「民衆文化事業の王座」であると同時に、「外には飽くまでも正しき日本の真の姿を伝へ、

国民には挙国一致国家的完成への覚悟を促す、大きなる声としての任務」を果たすべきも

                             
43 呂訴上「臺灣播音劇簡史」（『臺灣電影戲劇史』、銀華出版社、1961）p.157 
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のであった44。 

「動員と娯楽」という二重の効果が期待されていたラジオ放送において、中山侑はどの

ような作品を創作したのだろうか。次章以降では中山侑という人物を紹介し、彼の作品を

「蕃地」との関わりで考察する。 

 

４．中山侑という人 

 中山侑に関する先行研究としては、中島利郎の論文「中山侑という人」と「中山侑著作

目録」45、そして鳳氣至純平の修士論文「中山侑研究－分析他的「灣生」身分及其文化活

動」46が重要である。とりわけ後者は「湾生」という切り口から中山の文学活動を全般的

に論じており、本論を執筆するうえで教えられる点が多かった。ただ、ラジオドラマを論

じた箇所は記述が簡潔で、もう少し展開する余地があると思う。ここではこれらの先行研

究を踏まえながら、本論に関わる部分を中心に中山侑について紹介しておく。 

 

 中山侑の父親は、1895 年に巡査として台湾に渡り、およそ 20 年間の「蕃界」勤務を続

けてきた。1909 年 3 月、父親の最後の任地である深坑廳の「蕃地」に生まれた中山は、両

親の語る「当時の野趣に富んだ冒険譚」を好んで聞いたという47。「兇蕃」との息づまる

交渉や恐ろしい「蕃害」の実態、「蕃地」での砂金掘りの果てにあえなく命を落とした男

の話などを聞いて育った少年が、原住民と彼らに対峙する警察に強い関心を抱いたとして

も不思議ではないだろう48。 

 台北一中に在学中より、『扒龍船』や『新熱帯詩風』などに詩を発表。その後、台北帝大

の聴講生となり、数多くの文学雑誌の編輯に関わる一方で、1930 年には劇団「かまきり座」

を創立するなど、演劇活動にも熱心に取り組んでいた。すでに述べたように、この年の 10

月 20 日には、中山の放送指揮によって、台北放送局から北村小松原作の「猿から貰つた柿

の種」がラジオドラマとして放送されている。 

 1932 年から 33 年まで、内地にわたり南千住にある隣保館の嘱託となった中山は、恵ま

れない子どもたちに劇や童謡・綴り方などの指導を行った。33 年秋に帰台した後、翌 34

年 2 月に開催された台北劇団協会主催の新劇祭で、ハウプトマンの「日没前」の演出を担

                             
44 中山侑「時局とラヂオ（二）」（『台湾警察時報』第 263 号、1937.10）、p.122。「時局とラヂオ（完）」（『台

湾警察時報』第 265 号、1937.12）、p.35。 

ナチズムのラジオ政策を紹介した吉見俊哉は、「ラジオを国家的な声の拡声器として捉える視点が、戦

中期の日本のラジオ政策のなかにもさかんに取り入れられている」と指摘している。同注 34、p.266 
45 中島利郎「中山侑という人」・「中山侑著作目録」（『日本統治期台湾文学研究序説』、緑蔭書房、2004、

所収） 
46 鳳氣至純平「中山侑研究－分析他的「灣生」身分及其文化活動」（國立成功大學臺灣文學研究所、2006） 
47 志馬陸平「討伐譚 父・戦慄を語る－第一話 月下に閃く短槍」（『台湾警察時報』第 284 号、1939.7）、

p.84 
48 同注 46、p.16。 

なお、両親から「きいた実話の幾つかを物語風に描い」たものが、同上の「討伐譚 父・戦慄を語る」、

および「討伐譚 父・戦慄を語る－第二話 狙撃された憲兵」（『台湾警察時報』第 286 号、1939.9）、「タツ

キリ渓の唖男（一） 蕃界綺譚「父・戦慄を語る」改題 第三話」（『台湾警察時報』第 296 号、1940.7）、

「タツキリ渓の唖男（二） 蕃界綺譚」（『台湾警察時報』第 297 号、1940.8）である。 
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当し、ラジオドラマとして放送した49。 

 1933 年 7 月前後に警務局に就職した中山は、台湾警察協会が発行する『台湾警察時報』

の編輯に携わるようになった。1937 年夏に台北放送局に転職するまでの 3 年余りの間に、

角板山や霧社、合歓越道路沿いの「蕃社」などに、何度か足を運んでいる点も注目される50。

このころ中山自身の経験や見聞をもとに、志馬陸平というペンネームで『台湾時報』に連

載（1936.2～37.1）した長篇評論「青年と台湾」は、「台湾における新劇の歴史とその変遷

については、他に代わる資料がない」と高く評価されている51。 

ところで「草山の温泉宿で」行われた会話という形式の「青年と台湾（一）－芸術運動

の再吟味」は、当時のラジオ番組への批判から始まっている。中山自身を彷彿とさせる登

場人物は、「ラヂオとは賢明な、さる日本人の邦語訳によると、楽耳王となるんだ。耳を楽

しましながら、興味半分、教化半分で理想的な社会教化の実を挙げやうと言ふんだが、此

の頃のあのラヂオのプロ（グラム－引用者）の内、此の島のマイクロフオンから、島民の

耳を楽しませるものを拾つて見たら、一体幾つあるだらう」と手厳しい52。「耳を楽しまし

ながら、興味半分、教化半分で理想的な社会教化の実を挙げ」るという発言は、中山侑の

ラジオ論、ひいては娯楽論に一貫した主張であった。 

当時のラジオ番組に厳しい意見を持っていた中山は、1937 年 4 月 1 日の警察記念日に企

画された「警察の夕」で、鷲巣敦哉原作の「台湾の警察」を脚色し、ラジオドラマとして

放送することになった。これがきっかけとなり、彼は台北放送局に移籍することになる。

それ以後も『台湾警察時報』に論文「時局とラヂオ」を発表したり、「警察の夕」の企画に

協力するなど、警察との関係が途切れたわけではなかった。 

 

ところで時間は遡るが、1934 年 6 月からは国際電気通信会社の短波設備が整備されたこ

とによって、内地との間でより鮮明な番組の送受信が可能になった。同年 9月からは毎月

1回、第二日曜日に台湾から内地に向けた番組の送出（出中継）も始まり、「台湾を広く天

下に紹介する」ものとして歓迎された。番組の編成にあたっては 2ヶ月以上も前から準備

が始まり、万全の体制で放送されたという。9月 9日の最初の出中継では、「蓬莱島の南国

情緒の香りも高い台湾音楽のメロデー」が日本全国に送り届けられた53。 

『日本無線史 第十二巻 外地無線史』には、1939 年度に内地に向けて放送された番組が

掲載されているが、目につくのは原住民関係の企画の多さである。1940 年 2 月に、なぜか

                             
49 志馬陸平「青年と台湾（四）－新劇運動の理想と現実」（『台湾時報』第 199 号、1936.6）。ここでは『日

本統治期台湾文学 日本人作家作品集 第五巻』（緑蔭書房、1998）を使用した。pp.294－295 
50 中山侑「西部台湾馳けある記」（『台湾警察時報』第 232 号、1935.3）、「霧社に入る日」（『台湾時報』第

185 号、1935.4）、「蕃山旅日記（一）－映画撮影隊に加つて」（『台湾警察時報』第 245 号、1936.4）、「蕃

山旅日記（二）」（『台湾警察時報』第 246 号、1936.5）、蕃山旅日記（三）」（『台湾警察時報』第 248 号、

1936.8）、「豹と雪－台湾山脈の旅（一）」（『台湾時報』第 209 号、1937.4）、「野性の呼び声－台湾山脈の

旅（二）」（『台湾時報』第 210 号、1937.5）などを参照。 
51 中島利郎「中山侑 作品解説」。同注 49 の『日本統治期台湾文学 日本人作家作品集 第五巻』、p.583 
52 志馬陸平「青年と台湾（一）－芸術運動の再吟味」（『台湾時報』第 195 号、1936.2）。同注 49、『日本

統治期台湾文学 日本人作家作品集 第五巻』より引用。p.271 
53 同注 3、pp.101－102 
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2 回放送されているため、1年間で 13 本の番組が作られているが、そのうち原住民に関す

るものは 4回にのぼる54。 

その 4回の原住民関連の放送内容を紹介しよう。まず 8月 27 日には、台中州日月潭から

杵歌と「蕃歌」の実況中継が放送された。原住民の音楽は評判が良かったのだろうか。1940

年度の番組になるが、中山侑も台湾南部のパクヘウ社で取材を行ない、1940 年 4 月 21 日

に「蕃楽器の演奏」として全国放送している55。 

11 月 11 日は、台北帝大教授の移川子之蔵の「高砂族固有の青少年訓練」と題する講演。

翌 12月 10 日は、「子どもの時間」という番組で、荒川重理台北高校教授による「台湾蕃地

の珍しい動物」が放送された。1940 年 2月 18 日には、台北童話劇協会の童話劇「鯨祭り」

が全国放送されているが、これはアミ族に伝わる伝説をもとに執筆された西岡英夫の原作

を、中山侑が脚色したものだった。 

1925 年 6月の始政三十年記念展覧会で放送された原住民の「蕃歌」が、鹿児島でも聴取

できたことはすでに述べた。「台湾を広く天下に紹介する」ことを目的とする全国放送では、

台湾原住民に関わるものが、そうした趣旨にふさわしいものだと考えられていたのは確か

だろう。そして番組制作の現場において、大きな役割を果たしていたのが中山侑であった。 

 

５．ラジオと「蕃地」－中山侑のラジオドラマから 

 この章では中山侑のラジオドラマを分析するが、その前に彼が想定していた「聴衆」に

ついて考えておきたい。 

すでに見てきたように、中山侑にとってのラジオ放送とは、大衆に娯楽を提供する「民

衆文化事業の王座」であり、同時に「外には飽くまでも正しき日本の真の姿を伝へ、国民

には挙国一致国家的完成への覚悟を促す、大きなる声としての任務」（「時局とラヂオ（二）」）

を果たすべき存在であった。 

日中戦争勃発の直後に執筆され、上記の認識を示した論文「時局とラヂオ」は、中山の

ラジオ論を考察するうえで最も重要なものである56。 

未曾有の大戦争の開始という「時局」のなかで、「今程、報道機関が重大な任務を負はさ

れてゐる時はないのだ。そして、今、その報道の第一線に立たされた感あるものは、ラヂ

オのニユースである」と中山は言う。報道以外にも、「苟くも文化生活を為し、時代思潮に

関心を持つ人々にはラヂオ受信機は最早や日常必須の家具とな」り、「ラヂオ受信機の普及

につれて、我々は最も簡単に、最も有効に、文化生活を形成し、知識と芸術を共楽し得る

わけである。（中略）これは、畢竟、ラヂオが極めて僅少の経費で、現代人の生活に必要な

る慰安、娯楽、教養、報道等を家庭に提供し得ると言ふ極めて重宝な文化施設なるが為」

だと述べている。 

                             
54 同上、p.103 
55 中山侑「蕃楽器をもとめて（一）」（『台湾警察時報』第 293 号、1940.4）、「蕃楽器をもとめて（二）」（『台

湾警察時報』第 294 号、1940.5） 
56 志馬陸平「時局とラヂオ（一）」（『台湾警察時報』第 262 号、1937.9）、「時局とラヂオ（二）」（『台湾警

察時報』第 263 号、1937.10）、「時局とラヂオ（完）」（『台湾警察時報』第 265 号、1937.12） 
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 同論文では、「大衆性と言ふ有利な武器」を持った「新興ラヂオ芸術」の可能性について

も言及している。重要な箇所なので少々長くなるが引用しておく。 

 

ラヂオ芸術は先人未踏の境地である。ラヂオ芸術は創立日尚浅きが故に、世人の関

心を曳かない、已むを得ないかも知れぬが、その芸術的本質に対して漠然たる憶測を

下してゐる向きも少くないから、その芸術性の究明は当面の問題であらう。（中略） 

新興ラヂオ芸術は大衆性と言ふ有利な武器を賦金されたのである。大衆的と言ふ観

念から見れば、旧芸術の如何なる形式もラヂオ芸術に匹敵することは出来ない。（中略） 

ラヂオ芸術も又、聴覚を通じ汎ゆる状態の情緒を動かし得るもので、充分その価値

を主張する事が出来る。（中略） 

芸術の形式と内容について、時代に適合する様に、芸術家が訂正しなければ観客の

方で、形式と内容に干渉しはじめることがある。その結果として時代に相応はしい芸

術が生まれるのである。 

 

 ラジオドラマの創作も、「先人未踏の境地」を切り開いていく試みとして、中山には認識

されていたのだろう。だが、彼の言う「大衆」とは、いったい誰のことなのだろうか？ 

日中戦争の開始直後に福建語のニュース番組が始まり、聴取者が増加していたとはいえ、

圧倒的多数の台湾人「大衆」にとって、ラジオ放送が身近なものになったわけではなかっ

た。台湾人に親しまれていた台湾音楽も、皇民化運動の影響で放送回数が激減しており、

1942 年 10 月に始まった第二放送のなかで、ようやく放送が再開されるようになったので

ある57。その 1942 年度でさえ、台湾人の間ではわずか 4％の世帯しかラジオ受信機を所有

していなかったことも、すでに述べたとおりだ。 

 つまり中山侑が想定していた「ラヂオ芸術」の享受者＝「大衆」とは、ラジオを聴取す

るのに必要な費用を「極めて僅少の経費」と見なすことができ、なおかつ「国語」によっ

て「聴覚を通じ汎ゆる状態の情緒を動かし得る」ことが可能な聴衆に限定されていたので

あった。 

 彼のラジオドラマは、こうした「大衆」を聴き手と想定して創作されたものなのである。 

 

ここではまず 1937 年 4月 1 日の「警察の夕」に放送され、中山侑が台北放送局に転職す

るきっかけとなった「ラジオ風景 台湾の警察」について検討する。分析にあたっては、同

年 6月の『台湾警察時報』に掲載された同名の作品を使用する58。 

 このドラマは、「台湾総督府警察官及司獄官練習所」を舞台とし、2 人の主要登場人物

（Ａ・Ｂ）の会話からなる第一景（「練習所風景」）。半年に及ぶ訓練を終え、台南州の平地

                             
57 同注 28、p.282。なお台湾音楽の放送回数と時間は、1942 年度は 42 回で計 979 時間だったものが、翌

43 年度になると 271 回、計 4171 時間に激増している。  
58 原案 鷲巣敦哉、脚色 中山侑「ラジオ風景 台湾の警察 三景－四月一日警察記念日に JFAK より全島へ

放送」（『台湾警察時報』第 259 号、1937.6） 

-51-



 

勤務が決まった登場人物Ａ（中村健二）が、明治 28（1895）年に警察官として台湾にやっ

て来た父親（中山侑の父親が台湾に来たのも同じ年だ）と、郡の警務課長（高山）から、

警察官の心構えや警察の苦難の歴史を聞かされる第二景（「村落風景」）。そして 3年後のあ

る日、能高越道路沿いの駐在所に勤務する登場人物Ｂ（神田）のもとに、中村健二からの

手紙が届くという設定の第三景（「蕃地風景」）から構成されている。 

音楽のみの「練習所歌」から始まるこのドラマは、3 つの景の間にそれぞれ異なる音楽

を挿入することによって、場面の転換を聴衆が理解できるようになっている。目で観て鑑

賞する舞台演劇とは異なり聴覚のみが頼りのラジオドラマに、こうした工夫は不可欠だ。 

具体的には、第一景は蛍の光（音楽）と警察歌（音楽）で閉じられ、「和やかな音楽」の

挿入によって次の場面に移ったことが示される。同じように第二景の結びでは、「平和の戦

士」のレコードに続く「蕃地警備の歌」（音楽）によって、別の場面に転換したことが聴衆

に伝わるのだ。ドラマの結末部分でも、オルガンに合わせた「蕃童」たちの「君が代」合

唱と「台湾警察歌」の最後の一章が流れて、作品の終了が告げられるのである。 

 この企画を引き受けるにあたって、鷲巣敦哉と中山は「本島警察としての特殊な任務を

強調」するだけでなく、「警察精神の発露と言ふ様な一面を力強く表現して見たい」と考え

ていたという59。 

「本島警察としての特殊な任務」を描くために、警察に関する音楽が効果的に使われて

いるだけでなく、さまざまな「声」を挿入することで、多岐にわたる「本島警察としての

特殊な任務」を表現しようとしている。第一景においては、2 人の主要な登場人物の対話

のほかに、警察の使命と民衆との関係に関する練習所の講義が挿入されている。この場面

でも「始業のラッパ」と「放課のラッパ」によって、2 人の会話とは別の時間の出来事で

あることを、聴き手が理解できるようになっている。また 2人の会話によって、練習所に

合格したのは 200 人近くの志願者のうち、わずか 8人でしかないことが伝えられ、警察官

が選りすぐりのエリートであることも、聴衆は知らされるのだ。 

第二景では、登場人物Ａの父親による領台以来の警察官の奮闘の歴史（「私達が渡台した

のは、明治二十八年の九月でしたが、確か、二隻の護送船に五百余名が分乗して基隆につ

いたものです。（中略）上陸すれば、平地には土匪だ。満洲の馬賊よりもつと性質の悪い奴

だ、それにマラリアが多くて、敵の弾丸に当たつて死ぬなら兎も角、名もない蚊にやられ

て、われわれの三分の一ばかりが動けなくなつた事もある。全くお話しにならないよ。併

し児玉総督の画策よろしきを得て、やつと土匪が鎮定されたのが明治三十五年、その前年

に市庁制度が敷かれて大正九年田総督の時代に今の州制に改るまでつゞいたのだ」）が語ら

れる。また、現役の警務課長は、平地勤務の警察の役割の重要さを諭し（「田舎に行けば役

場の幹部と公学校の校長さんと派出所の巡査の三者は、その部落を指導して行く重要な地

位にあるのですよ」）、「台湾統治の為め」に「警察官が警察以外の仕事に従事」する必要性

を強調するのだ。 

                             
59 中山侑「脚色・演出覚え帖」（『台湾警察時報』第 259 号、1937.6）、p.174  
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最後の第三景では、冒頭の「蕃地警備の歌」（音楽）に引き続き、ここで初めて登場する

「説明」者のナレーションによって、「蕃界勤務の警察官があらゆる艱難に堪へて、蕃地開

発の職務についてゐる」ことが紹介される。また、新高山に登った「内地の登山家」が登

山経路にある駐在所に宿泊し、登場人物Ｂから「山の警察官」の仕事についてレクチャー

を受けるという設定も重要だ。「蕃地」警察について何も知らない人物を登場させることで、

聴衆もまた、ドラマを通じて警察の役割を（再）認識するのである。 

効果的な音楽や多様な「声」の挿入は、最後までドラマを聴かせるための「テクニツク

とか効果とか興味とか言ふもの」の重要性を理解していた中山にとって、あたりまえのも

のなのだろう60。実際に、「放送は大体に於て成功であった」と肯定しながらも、「まだ少

し堅すぎると言ふ感」があり、「もつと分かり易く、くだけた、悪く言へばもつとお色気た

つぷりな脚本と演出が必要」だったという反省の弁も残している。 

 このような工夫を凝らしてまで伝えようとした「本島警察としての特殊な任務」、そして

そのなかの重要な柱である「山の警察官」の仕事とは、どのようなものだろうか。 

 それは警察官のオルガンに合わせてラジオ体操をする「蕃童」に象徴されるように、ま

ずは教育者として原住民に接する彼らの姿であった。厳しい自然環境のなか、「忠良な臣民

を作る」ために、教育者として、時には医者や授産の指導者として日夜奮闘する警察官の

献身が、「内地の登山家」とのやりとりを通じて浮き彫りにされる。おそらくは中山が幼い

頃に父親から繰り返し聞かされた「山の警察官」の仕事ぶりが、ここでは生かされている

のだろう。警察官の努力が実り、今や「蕃童」たちは「天皇陛下の為に尽したい」と語り、

君が代を合唱するまでに教育されていることが、電波に乗って台湾各地に伝えられたのだ。 

 中山侑のラジオドラマは、4 月 1 日の「警察記念日」に 3 年連続して放送された「台湾

の警察」（1937 年）、「或る日の警察」（1938 年）、「戦ふ警官」（1939 年）だけでなく、「花

園を荒らすもの」61や、「事件突破」62（1939.12）など、警察官をテーマにしたものが多く

を占めている。 

1938 年の警察記念日に放送された「或る日の警察」の第一景は「山の駐在所」に設定さ

れており、そこでも「未開の高砂族を現在へまで導いて来た苦心」が警察官の口から語ら

れる63。この作品のなかでは霧社事件のことを、「順調に進んで来た長い台湾の理蕃の中で、

一つの悪い夢を見た様なもの」として「例外」に過ぎない出来事とする一方、「よく時局を

認識してゐる」、「国語の分かる連中」は、ラジオを聞き、「軍人を志願するものも多い」と

高く評価されるのだ。 

そもそも「警察の夕」とは、「時局下の警察がどんな仕事をしてゐるかを示して、之に対

する民衆の理解協力を獲やうという」目的のために企画されたものであった64。だが、「ラ

ヂオは教化機関であると共に、慰安娯楽の機関であるので、警察の民衆化とは言へ、余り

                             
60 同上  
61 志馬陸平「ラヂオ・ドラマ 花園を荒らすもの」（『台湾警察時報』第 277 号、1938.12） 
62 中山侑「ラヂオドラマ 事件突破」（『台湾警察時報』第 289 号、1939.12） 
63 原作：鷲巣敦哉、脚色：中山侑「或る日の警察」（『台湾警察時報』第 270 号、1938.5）、p.63  
64 志馬陸平「「警察の夕」の放送まで」（『台湾警察時報』第 270 号、1938.5）、p.57  
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にお役所的な色彩を濃厚にして、折角の「警察の夕」がラヂオ聴取者から、シヤツト・ア

ウトされてしまふ様なことがあつては面白くない」と考える中山は、「山の駐在所」の場面

をドラマの冒頭に組み込んだのである。それは「放送局として聴取者の心理を推察すれば、

台湾の警察と言へば、すぐに高砂族の事がピンと来るし、之を除くのは何か大きな物足り

なさを感じる」ためだ。つまり「高砂族の事」は、台湾警察の重要な任務の一部として「民

衆の理解」を求めなければならない事柄であると同時に、聴衆者の好奇心をかきたてる、

いわば耳で聴く「慰安娯楽」としての役割も果たしていたのであった。 

 

本章の最後に紹介する「ラジオ・ドラマ 風－ある蕃地の駐在所風景」は、1940 年 12 月

12 日に台湾放送劇団によって放送された。中山侑のラジオドラマでは、活字テクストとし

て読むことのできる最後の作品である。これまでの作品が、警察官の役割を宣伝する「教

化機関」としての機能が前面にでていたのに対して、「風」は、「蕃地」駐在所に勤務する

警察官とその妻の不安な心理を描いている点が注目される65。 

ある嵐の夜更けのサクサク駐在所がドラマの舞台である。サクサクは、台東廳関山郡の

ブヌン族居住地にある実在の地名であり、主人公の平岡巡査は、10年もの歳月を「淋しい

深山」で暮してきたベテラン警察官だ。 

ある嵐の夜、戦場で負傷し除隊したばかりの早崎昭三という帰還兵が、サクサク駐在所

にやってくる。マロワン駐在所に勤務する早崎巡査の腹違いの弟だという昭三は、内地に

帰る途中で会ったこともない義理の兄を訪ねるために、この山のなかまでやって来たので

ある。平岡はさっそくマロワン駐在所に警察電話をかけるが、折悪しく召集令状を受けと

った早崎巡査は、明日の朝早く下山せねばならず、昭三には会えないと言う。それを聞い

た昭三が、激しい風雨のなかをマロワン目指して飛び出していき、その後を平岡が追って

出ていくのである。 

 ストーリーだけを見れば、「淋しい深山」で働く警察官の苦労と、戦場で負傷した帰還兵

の義兄への思いが表現されただけの単純なドラマに思える。だが、このドラマがこれまで

の中山の創作と異なるのは、山のなかで人知れず暮らす警察官の孤独と不安に焦点が当て

られていることである。以下は、ドラマの冒頭のシーン。巡査とその妻の対話である。 

 

  （風の音） 

男：風がひどくなつて来たよ。こんな風の吹くのはほんとにしばらく振りだぞ。 

女：雨も降つてるのよ。 

男：いやだいやだ。こんな晩は気がめ入つてやりきれないな。たゞでさへ淋しい深山

暮しだ。嵐にでもなつて見ろ、交通がなくなつて、たまらないぞ。おい、ランプ

を少し明るくしろよ。（中略） 

男：なんだ、俺と山で暮す決心をしながら、これ位の風が恐いなんて。俺なんぞはこ

                             
65 中山侑「ラジオ・ドラマ 風－ある蕃地の駐在所風景」（『台湾警察時報』第 303 号、1941.2） 
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んな山の中で十年も暮して来たんだぞ。 

女：私はたつた一年よ。無理もないわ。 

男：十年、長い月日だ。僕は何度山を下りる決心をしたか知れない。だけど、その度

に、僕をひきとめて離さない、見えない力が僕を支へてゐてくれたのだ。僕がさ

うした決心をしたのは、きまつて、こんな陰うつな晩だ。 

女：貴方は前と随分お変わりになつたわ。去年、私がまだ平地にゐた頃は、決して私

へそんな事は仰言らなかつたわ。山はいゝ所だ。人は純真だし、自然は美しいつ

て仰言つたわ。 

男：あれは、強がりを言つていたんだ。山から降りて都会へ行く度に、僕は都会に圧

倒されたんだ。そして都会の空気に負けさうな気がしてならなかつたんだ、だか

ら都会では僕はつとめて山の話をした。山の人情の美しい事、山の自然の美しい

事、そして、僕は心の中で都会の誘惑と戦つてゐたんだ。だからあれは、僕の強

がる為の嘘さ。 

女：じや、私はどうなるの、貴方の嘘にだまされて、山を憧れて来たわけね66。 

 

 これまで見てきた「台湾の警察」や「或る日の警察」にも、「蕃地」の駐在所で働く警察

官とその妻の姿は描かれていた。だが、病気と子どもの教育に対する心配や「不自由な暮

らし」を彼らが第三者に語ることがあっても、それは困難な環境で献身的に働く警察のあ

りがたさを聴衆に理解させる方向に誘導されていたのである。 

 だが、平岡巡査が口にする「淋しい深山暮し」のやりきれなさは、前記のラジオドラマ

のそれとは、明らかに異なっている。 

早崎昭三の件でマロワン駐在所に警察電話をかける時に、巡査の妻が思わず洩らす次の

せりふは印象的だ。「警察電話は私達山へ住むものの、たゞ一つの便りなんです。殊に、こ

んな淋しい夜なぞ、ふとかゝつて来る他の駐在所からの電話に夫婦してより合つて、受話

機の中の声をきこうとする事がありますのよ。その中から、私達と別の世界が見えない大

きな波となつてひろがつてゐる様な気がするんです」。 

 淋しい夜に、別の世界との繋がりを確認するための警察電話のかすかな「声」。都会を離

れた深い山で、ほかに語らう相手もいない生活が何年も続くのだ。「此の山の駐在所の巡査

と言ふ仕事には色々な抱負や希望を持つてらつしやる筈じやないの」と夫を励まそうとし

ても、弱々しいランプの火をかき消さんばかりに吹きつける風は、彼らをいっそう不安に

させたのだった。 

 「蕃地」に勤務する警察官のため、総督府はラジオ受信機の設置に積極的に取り組んで

いた。1929 年 4 月 24 日の『台湾日日新報』に掲載された「蕃界にラヂオ」という記事は、

「単調其ものゝ山の人達の生活、蕃界の警察官家族や蕃人等への慰問と、教化の為に新ら

しい文化の流れを注ぎ込む可く台中州警務部理蕃課では蕃社へラヂオを設置する事となつ

                             
66 同上、p.95 
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た。（中略）ラウド・スピーカーから吐き出されたジヤズの音が谷間に響き妙なる楽に連れ

蕃人が踊り狂ふ情景が幻の如く胸に浮ぶ（中略）ラヂオの設置で俗世間の響きを僅か何万

分の一のタイムで山へ伝へる事の出来るやうになつたのは「米酒の土産」より幾倍か彼等

の幸福を増すものであらう」と報じている67。 

 また、1936 年 6 月 26 日の記事も、「台南州警務部理蕃課では曩に州下嘉義郡蕃地にラヂ

オを設置し以て蕃人教化の一端に資すべく種々攻究中の所この程に至り愈々実現しニヤウ

チナ、タツパン、ララチ、サビキ、新高下、タータカの七警官駐在所事務所内に据付ける

ことに決定したので奥深い山地に明け暮れる蕃地にも軈て都会の声が放送され彼等の生活

を明朗化するのも間もないことであらう」と希望的な観測をしている68。 

これらの記事からも分かるように、「単調」な「蕃界」生活を送ることを余儀なくされて

いる警察官や「蕃人」たちに、「新らしい文化」や「都会の声」を運ぶこと－それはもち

ろん「教化の為」だ－を、ラジオは期待されていた69。ラジオドラマ「或る日の警察」で

も、「生じつかな都会人より、よく時局を認識してゐる」高砂族は、ラジオを聞き
、、、、、、

「軍人を

志願するものも多い」と賞賛されていたことは、すでに見てきたとおりである。 

「風」は、早崎昭三と平岡巡査が駐在所を飛び出していった後、一人取り残された巡査

の妻が、田宮駐在所の巡査の妻に警察電話をかける次のような場面で結ばれている。 

 

  女：え、もし、もし、あ、別に用事ないんですけれど、だゞ、電話でお声きし
マ マ

たかつ

たの。風が吹いて淋しい夜でせう。どうしてらつしやるかと思つて、え、それか

ら電話がきれて、貴方との間が一ぺんに何百里もはなれてしまつて、私ひとりぽ

つちで残されてるんじやないかと思つて。えゝ大丈夫よ。でも時々、こんな気持

になる時あるの、もう元気でますわ。はい、はい、さよなら、では、又、今度、

さよなら。 

（時計がなる－九時－）（風の音） 

 

 「蕃地」の駐在所に勤務する警察官とその家族が感じる不安や孤独は、根拠のないもの

ではなかっただろう。そこには「淋しい深山暮し」に由来するというよりも、彼らが日常

的に接する原住民に対する漠然とした不安が潜んではいなかっただろうか。 

実際にその「不安」は現実のものとなった。「ラジオ・ドラマ 風」が放送されてから 3

ヶ月も経たない 1941 年 3月 9 日の夜に、サクサク駐在所と同じ台東廳関山郡の「蕃地」で、

                             
67「蕃界にラヂオ」（『台湾日日新報』1929.4.24） 
68「蕃地の駐在所にラヂオセツトを設置 蕃人の生活を明朗化す」（『台湾日日新報』1936.6.26） 
69 1935 年 7 月 18 日の「蕃地勤めの警察官に福音 ラヂオを据付く」（『台湾日日新報』）でも、「蕃地駐在

所勤務の警察官は都会の文化に接する機会が少く蕃人を相手としてゐるので一段と指導的素養を必要と

されてゐるが従来適切な方策なく台中州理蕃課で種々研究の結果今回台中放送局の設置されたのを機会

に各駐在所にラヂオを据付け警察官をして文化に浴せしめ且つ蕃人をして文化科学の進歩を知らしめる

といふ一石二鳥の名案を得たので愈々ラヂオを据付るべく 17 日放送局と交渉をなし直に蕃地の高低によ

り試験を行つた後据付けることになつたが右実現の暁は無聊を喞つ山の人々に大きな福音となるだらう」

と述べている。 
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「蕃人兇行事件」が発生したのだ。「内本鹿事件」である。6 名のブヌン族が 3 箇所の駐

在所を次々と襲撃し、「巡査一名、家族一名、アミ族警手一名、計三名殺害せられ、巡査

部長一名、家族二名、計三名負傷」したという70。当時の新聞記事によれば、原住民集落

の集団移動に対する不満が犯行者たちの「兇暴かつ頑迷なる」性格と結びついたのが、事

件の原因であったかのように書かれている71。 

134 人の日本人が殺された霧社事件と比べれば、死者 3名、負傷者 3名の「内本鹿事件」

は、「小さな」出来事に過ぎない。だが、霧社事件以後、理蕃事業を根本的に刷新し、「蕃

情の安定」を誇ってきた総督府や警察界にとっては72、これもまた「一つの悪い夢」（「或

る日の警察」）であったに違いないのだ。 

中山侑が描いてしまったのは、「蕃地」の表面上の「安定」とは裏腹に、いつ発生して

もおかしくはない「蕃害」に対する統治者の潜在的な恐怖なのである。 

 

６．おわりに 

1937 年に台北放送局に転職した中山侑は、警察の活躍を題材としたラジオドラマを精力

的に創作した。だが、1941 年以後、彼の作品はあきらかに少なくなっている。活字テクス

トとして残っているのは、41 年 2 月の「風」が最後の作品だ。1942 年以後は、呂赫若が創

作したラジオドラマを第二放送から放送するにあたって中山の協力があったことが、垂水

千恵の研究によって明らかにされているが73、彼自身の関心はすでに別の分野に移ってい

たのだ。 

本論で展開することはできないが、それは演劇、とりわけ青年演劇運動である。 

1941 年 8月に、皇民奉公会台北州支部の外郭団体として「台湾郷土演劇研究会」が結成

されると、王井泉や張文環らとともに中山侑も理事に選任されている。この研究会は、都

市演劇と農民演劇を調査し、郷土演劇の復活をはかることを目的としていた74。 

すでに見てきたように中山侑はラジオ放送を、大衆に娯楽を提供する「民衆文化事業の

王座」にあるものだと考えていた。しかし実際には、「国語」リテラシーの壁やラジオ受信

機の普及率の低さのため、ラジオ放送のもたらす娯楽が台湾の一般「大衆」にまで届いて

いたとは言いがたい。戦時における娯楽の重要性を理解していた中山には、聴覚のみに依

存せざるを得ないラジオ放送とは別の、「本島人、高砂族」の「大衆」に受け入れられるも

のを考え出す必要があったのである75。 

                             
70「内本鹿ブヌン族の兇行」（『理蕃の友』第 112 号、1941.4）p.3  
71「台東廳の蕃地で蕃害事件惹起」（『台湾日日新報』1941.3.14）  
72 星名宏修「「兇蕃」と高砂義勇隊の「あいだ」－河野慶彦「扁柏の蔭」を読む」（『野草』第 75 号、2005.2）

を参照。 
73 同注 28、pp.283－290 
74 同注 39、pp.75－76 
75 例えば、中山侑「文化時評」（『台湾地方行政』第 4巻第 6号、1938.6）や志馬陸平「時局下台湾の娯楽

界」（『台湾時報』第 241 号、1940.1）など。 

中山は「娯楽を持たない民衆なんて考へられない。（中略）街には娯楽物がなくて、暇で困つてゐる人

が、うようよしているのだ」（「文化時評」）、「台湾統治は、本島人、高砂族の皇民化と言ふ特殊性を持つ

てゐるのである。皇民化運動は、彼等の之まで親しんで来た固有の娯楽物を奪ひ去らうとしてゐる。彼等
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1941 年 8月 21 日には、皇民奉公会中央本部に「娯楽委員会」が設置され、4つの部会か

ら構成される委員会の第一分科会が演劇を管轄した。翌 9月、台北州総務部長から州下の

娯楽対策として移動演劇結成についての方策を依頼された中山侑は「演劇挺身隊」を提案

する。それが「農村青年が自らの手によって、農村確保の第一線に立ち、演劇によって農

村文化の確立に寄与し、また農村娯楽の貧困への対応策として」、移動劇団「新荘演劇挺身

隊」の発足へとつながっていくのである76。素人の青年が主体となって一つの台本を演じ、

農村の人々がその劇を五感を使って鑑賞するという経験は、一方的な受け手にとどまらざ

るを得ないラジオドラマとは、「娯楽」の質がまったく異なっていたはずである。 

これ以後、中山侑は各地の青年団によって組織された青年演劇運動に深く関わるように

なるのだが、その点については本論の範囲を超える。 

                                                                                  
の新しく之等に代るべき娯楽を与へねばならないのである。彼等に心からの日本人になる事を望むならば、

彼等に日本的生活の雰囲気に触れさせなければならない。此の場合日常生活に於て彼等をより近くわれわ

れも近づけるものとして、娯楽などはその最たるものであらうと思ふ」（「時局下台湾の娯楽界」）と述べ

ている。 
76 中島利郎「解説 日本統治期台湾新劇略史」（『台湾戯曲・脚本集五 日本統治期台湾文学集成 14』、緑蔭

書房、2003）、pp.520－522 
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東西冷戦と台湾の水墨画 
―劉国松と徐復観との現代絵画論争 
（1961 年）について 
 

呉 孟晋 

 

はじめに 

抽象絵画は共産主義的である――。1961 年 8 月、台湾美術界に突如として沸き起こった

この嫌疑に立ち向かったのは、当時二十代後半にして台湾初の抽象絵画団体・五月画会を

率いていた画家の劉国松（1932-）であった。 

事件の発端は、台湾有数の私立大学である東海大学中文系主任教授にして、「新儒家」を

代表する論客である徐復観（1903-82）が、中華民国僑務委員会が香港で発行する『華僑日

報』に発表した、抽象絵画を批判する一篇のエッセイだった1。東西冷戦下、反共親米路線

を堅持していた蔣介石が率いる国民党政権下の台湾で「共産主義」というレッテルは、即、

社会からの抹殺を意味する。1949 年の国府遷台以降、美術界で切り拓かれてきた芸術表現

の多様性のみならず、画家自身の生存すらも脅かされかねないこの危機的状況に対して、

劉国松は論争を挑んだ2。この論争は、後に「現代絵画論争」と呼ばれ、台湾で抽象絵画を

始めとする、モダニズム絵画の隆盛を象徴する一つの事件として知られるようになる3。 

しかし、論争の過程をたどってみると、奇妙なことに気がつくだろう。それは、この論

争が抽象絵画をめぐってなされているにもかかわらず、徐復観、劉国松の両者とも、関心

の所在がかならずしも抽象絵画にはないということである。二人は枝葉末節の解釈論を展

開するのみで、両者の主張が交わることはなかった。 

抽象絵画が絵画芸術の要諦である〈形相〉（もしくは〈形象〉）を破壊しているゆえに、

無秩序な社会、すなわち共産主義社会に通じるという徐の批判は、あまりに素朴な印象論

にすぎない。それでも劉からの指摘を受けてなお、徐が繰り返し反論したのは、芸術にお

ける〈形相〉の重要性であった。このとき、徐にとって〈形相〉を十全にそなえた理想の

絵画とは、中国の伝統絵画、すなわち水墨画を想定していた。そして劉にしても、この時

期に彼が描き始めていたのは単なる無形象の抽象絵画ではなく、山水画を思わせる抽象表

現主義的な作品であった。 

1950 年代以降、60 年代にかけての台湾美術は、画壇の主導権をめぐって新旧もしくは中

国、欧米のさまざまな絵画様式が展開した。50 年代初期に大陸から持ち込まれた伝統水墨

画は、中国絵画にふさわしい様式をめぐる「国画論争」（第一次：1951-52、第二次：1954）

を経て、台湾に定着した4。しかし 50 年代半ばからは、李仲生を始めとする外省人芸術家

による反アカデミズム（官製美術）の活動や、圧倒的な欧米文化の流入が始まると、今度
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は抽象絵画が流行する。現代絵画論争が起こった 1961 年は抽象絵画全盛期だったが、一方

でそうした欧米追随の風潮に対し、当事者の抽象画家たちに疑問も芽生えていた。 

ここで注意したいのは、徐復観の警鐘が当時、研究滞在していた東京での体験をもとに

発せられたことである。前年の 60 年から東京大学の招聘により、中国文学論を講じながら

現代芸術にかんするさまざまな動きに触れていた。一方の劉国松にしても、欧米のモダニ

ズム芸術の動向を注視しながら、議論を組み立てていた。この論争からしばらくして、劉

は五月画会の豪州巡回展（1963）を手がけ、国内外で中国現代絵画の旗手として注目を集

めることになる。つまり、抽象絵画、そしてその対となる水墨画への関心は、日本や欧米

という外からの視線をもとに、中華民国の臨時首都台北という東西冷戦構造の挟間にでき

た、仮初めの文化都市で培われていたのである。 

本稿の狙いは、1960 年代の台北という都市の文化芸術における地政学的位置を手がかり

にして、「水墨画」をめぐって繰り広げられた、モダニズム絵画と伝統絵画の対立と、その

背後にある両者の「共犯」関係を明らかにすることにある。 

 

Ⅰ「現代絵画」の衝撃 

1 論争の端緒 

1961 年 8 月 14 日、現代絵画論争のきっかけとなった、徐復観による『華僑日報』のコ

ラム「現代芸術的帰趨」は、ゴシック太字で強調された、以下の前文から始まる。 

 

現代の抽象芸術は、一体どこに行こうとしているのか？ 現代の芸術家自身が、この種

の問いを発することができないだけでなく、恐らくそうできるのは、芸術を理解して

おらず、破壊している輩であると考えている5。 

 

徐は、冒頭から「現代の芸術家」を挑発した。彼らが自らの創作の意味を理解していな

い、と徐が断言するのは、「現代の抽象芸術」が〈合理性〉を否定する芸術であるとの確信

に拠る。「歴史の伝統」や「現実の生活秩序」を支える「科学」、「道徳」、「理性」といった

〈合理性〉を欠くのなら、「（作品を、自分を、社会を）どうしたいのか」と、自らを客観

化する理性的省察は不可能であり、〈反合理〉的な破壊衝動のみが存在する。「もし現代の

超現実主義の芸術家たちによる破壊工作が成功したのなら、一体、私たちをどこに連れて

ゆこうとするのだろうか？ 結局、どの道も行くことができず、ただ、共産党世界のために

道を切り開いている」6。 

 徐によれば、モダニズム芸術の最大の罪過は、芸術における〈かたち（形象、形相）〉の

破壊を主張したことにある（〈かたち〉をめぐる議論は次節を見よ）。「客観、自然の形象に

由来する芸術の形象」の破壊は、それが受け継いできた社会の伝統や規範の否定を意味す

る。そしてモダニズム芸術は、個人の理性を無視して内面世界の暗黒面を過度に強調する

ゆえに、反社会的存在となる。そうした反社会性で連想されるのは、もっぱら自由主義社

会を脅かす破壊活動に従事する勢力であり、それは「自由中国」に唯一敵対する勢力、す
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なわち共産主義者しかなかった。 

 徐復観は、1903 年、湖北省浠水県生まれ。外省人の中国哲学者にして批評家である。『新

唯識論』などで知られる熊十力に師事し、近代哲学の視点から儒学に新しい解釈を施した

新儒家を代表する人物となった。蔣介石とも交流があり、58 年に香港で張君勱、唐君毅、

牟宗三と連名で発表した「為中国文化敬告世界人士宣言」（「現代新儒家宣言」）のように、

中国文化の擁護と反共的な発言でも知られていた。『華僑日報』には、自身が主編をつとめ

る雑誌『民主評論』とともに、政治評論や文化批評をほぼ毎週にわたり寄稿していた。 

 

2 共産主義への嫌疑 

徐はその率直な物言いから、この論争に前後してさまざまな論争を起こしている。だが、

モダニズム絵画、即、共産主義という、いささか飛躍のある論理が、台湾の美術批評を揺

さぶったのは、徐復観という著名な評論家による発言という理由だけではないだろう。 

論争の前年、1960 年 3 月に「中国現代芸術中心」事件が起きた。これは、この月の 25

日の美術節に、在野 17 の美術団体の横断的組織「中国現代芸術中心」の結成計画が当局に

より中止に追い込まれた事件である7。徐が「現代芸術的帰趨」を発表した 61 年 8 月にも、

党や軍方面での美術政策を担う画家の劉獅が、軍の文芸機関誌『革命文芸』に「我們対「抽

象画」的看法」を発表、抽象絵画の流行を批判した。抽象絵画にまとわりつく左翼的なイ

メージは、その芸術主張の過激さからのみならず、戦時中のピカソの共産主義への接近や、

ヨーロッパのシュルレアリストたちの共産党入党といった芸術家たちの実際の挙動で増幅

されていた8。台湾の文化界では、論争勃発に前後して、モダニズム絵画は反社会的な芸術

であるという漠然とした共通認識が、一部の知識人のあいだで存在していたのである。 

徐の「現代芸術的帰趨」は、その空気を掬い上げ、あたかも論争を期待するかのように、

直接、抽象画家たちに問いかけようとした。その意味で、最初に徐の見解に対して異を唱

えたのが、東方画会とともに台湾を代表する抽象絵画団体の五月画会を率い、54 年の時点

で台湾美術界を二分する国画論争に参戦した劉国松であったのは、当然というべきだろう。 

劉国松は 1932 年、安徽省蚌阜の生まれで、外省人二世の画家。1949 年、在籍していた

南京国民革命軍遺族学校に従い、単身台湾に移った。51 年師範大学芸術系に入学、国画家

の黄君璧や溥儒、洋画家の朱徳群に師事した。55 年、同大美術系卒業後、軍役や中学での

美術教師を経て、57 年に五月画会を結成。現代絵画論争の後、中国山水画に抽象表現主義

的な要素を加えた作品が欧米で評価され、張大千、趙無極（ザオ・ウーキー）らと並んで

20 世紀の中華世界を代表する画家として知られるようになった。 

劉は 8 月 29 日から 30 日にかけて『聯合報』で「為什麼把現代芸術画給敵人：向徐復観

先生請教」を発表し、伝統の墨守から芸術は生まれない、芸術の〈形象〉は「自然の再現」

ではない、共産主義国家は唯心的なモダニズム芸術を弾圧している、との三つの論点から、

徐の見解に対して反論した。 
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3 抽象絵画は、共産主義芸術なのか 

劉が紙幅を割いて強調したのは、モダニズム芸術が共産主義と全く相容れないという事

実である。芸術において共産党は「伝統主義者」であると、ユーゴスラヴィア副大統領に

して共産主義国家の実態を告発したミロバン・ジラスの『新しい階級』（1957）を引き、雑

誌『ニュー・レパブリック』の記事からソ連では印象派の作品が撤去され、ピカソやマテ

ィス、キュビストたちを形式主義者として糾弾する実態を紹介した。共産主義国家では、

「創造性を有するものは凡て分かりやすいものでなければなら」ない（『新しい階級』）。毛

沢東が「文芸講話」（1942）で定義した「文芸」のように、それは「革命という機械全体の

中のキチンとした一つの構成部分たらしめ、人民を団結させ、人民を教育し、敵を撃ち、

敵を滅ぼすための有力な武器たらしめ」るものでなければならない（訳文は竹内好訳、岩

波文庫（1956）を参照）。そうした芸術は、「政治や戦争で用いる広告」であり、「哀れむべ

き芸術家たちは政治宣伝の奴隷にすぎず」、「真正なる共産主義統治の下では、人類の精神

活動は凡て消滅させられ、一切の行動と思想が物質の変化の一部分になる」。このように、

盟友の蕭勤が雑誌『文星』に寄せたヴェネツィア・ビエンナーレの展評でソ連の作品に触

れた箇所を引いて、徐の見解を糺した。 

徐の反論は、9 月 2 日から 3 日にかけて、同じ『聯合報』で「現代芸術的帰趨：答劉国

松先生」として出た。谷川徹三、富永惣一、植村鷹千代ら日本の批評家たちの論考や、朝

日新聞に載ったヘルマン・ヘッセのインタビューを引用、思想界では抽象芸術を否定する

論者が多数派であることを示した9。しかし、この反論が引用文献の文脈を無視して正反対

の意図で用いたものであることを劉が指摘すると（「自由世界的象徴：抽象芸術」『聯合報』

9 月 6-7 日付）、両者の議論は文献引用の妥当性や双方の文章表現の解釈論に入り込み、そ

の後、論点が噛み合うことはなかった10。 

論争は長期戦の様相を呈し、劉のほかに、抽象絵画擁護派として『聯合報』を中心に美

術批評を展開していた謝愛之や、台湾師範大学の美学教授・虞君質らが参戦する11。しか

し徐と虞のあいだには人格攻撃に近いやりとりもあり、議論が建設的な方向に発展するこ

とはなく、翌 62 年夏ごろに終息した。 

 

Ⅱ〈形象〉と〈形体〉、そして〈形相〉 
1 〈かたち〉が崩壊する日本 
なぜ、徐復観と劉国松の議論は交差しなかったのか。抽象絵画制作を支える青年画家た

ちの組織力と運動性は、劉や虞君質らが論理的にその反社会性を反証したところで、〈理性〉

や〈伝統〉を一旦否定する以上、一部の知識人のなかで醸成された恐怖の感覚を拭い去る

ことはなかった。〈理〉を思想の根本とする社会を理想に掲げ、積極的に現実の社会問題に

関与してゆく徐のような新儒家にとって、抽象絵画による〈かたち（形象）〉の破壊は、現

代社会崩壊の象徴に他ならなかったのである。 

徐が〈かたち〉の破壊について、具体的に言及し始めたのは、前年 60 年に約半年間、東

京大学に研究滞在したとき12、京都旅行中に立ち寄った美術館で参観した現代美術の展覧
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会がきっかけであった。「京都旅行での最大の不幸」という徐がそこで目撃したのは、〈か

たち〉（ここでは「形相」という）の破壊だった。 

 

私が西洋画の展示室で得た印象は、彼らは、まさに世界上の清明な光によって照らし

出すことのできる形相を全力で破壊し、正常な人の器官では感じることができない形

相を探し出そうとしていることである。偉大な芸術家は、常々隠れている形相を明ら

かにして人びとに見せ、もともと世界、人生にはこのような幽深で、高遠で、珍奇な

形相の美があったのだと感じさせてくれるのである。そこでは、芸術そのものはさら

に豊かになり、こうした芸術に触れた人生もその後、さらに実りあるものになるであ

ろう。しかし、現代の美術家は、反対に、極端な「乱雑」「混沌」で満たそうとしてい

るのだ13。 

 

徐が見たのは、おそらく、京都市美術館で開催中だったモダンアート協会第 10 回展であ

ろう。モダンアート協会は、1950 年に村井正誠、矢橋六郎、山口薫ら戦前から抽象絵画や

シュルレアリスム絵画を制作していた画家たちが中心となって結成した団体である14。展

覧会は巡回展であり、4 月に東京都美術館を振り出しに、京都では 5 月 19 日から 29 日ま

で、その後 7 月に大阪市立美術館に移った。 

 「乱雑」と「混沌」の出品作品は、「一見すると人体から流れ出た鮮血に見えるが、よく

見ても、やはり人体から流れ出た鮮血であり、嘔吐を催す」《田園風物詩Ｂ》という作品15、

「幾何の観念では決して理解できない」ような彫刻作品だった。こうした作品（図 1 村井

正誠《顔》など）を鑑賞、徐は、「展覧会の作品は、今日の人類精神の趨勢を象徴している

が、この清幽な都市と全く相容れないだけでなく、この美しい都市を侮辱している」と憤

慨した。 

徐にとって、芸術の根幹である「形相を全力で破壊」するモダニズム芸術は、「ジグザグ

のデモ行進」と同根であった。1960 年、とくに徐が京都にいた 5 月は、新日米安全保障条

約の成立をめぐり、いわゆる「安保闘争」が最高潮を迎えていた。親米か反米かをめぐっ

ての政治・思想界での左右分裂、急激な工業化による都市と農村の格差拡大、そしてそれ

に伴う家族構造の変化など。高度経済成長を目前にして、戦後の日本社会はあらゆる局面

で分裂を引き起こし、従来の価値体系が崩壊し始めていた。さらに、国際社会では米ソが

熾烈な宇宙開発競争を繰り広げていた。60 年 8 月にソ連が初めて犬を使った地球の周回飛

行に成功、翌 61 年 4 月には世界初の有人飛行を実現させている16。徐にとって、東京は現

代社会での変化の負の象徴である。京都はそこから浮かび上がる桃源郷であっただけに、

徐の現代芸術への失望は大きかった。 

 

2 〈形象〉と〈形体〉 

 もちろん、劉は徐のこうした見解に異を唱えた。最初の反論で、彼は次のように述べた。 
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形象はダダの芸術家たちによって破壊されたが、しかし超現実およびその後の抽象芸

術家たちは、破壊されてしまった形象のなかから新しい造形を追求している。芸術家

個人に属するある種の芸術世界を創造しており、神が創造した自然世界から独立し、

対等に振舞うのである17。 

 

 〈形象〉の破壊により、新しい〈造形〉が生まれる。劉は抽象絵画が〈形象〉（徐「現代

芸術的帰趨」での用語）を破壊することについては否定しなかったが、代わりに〈造形〉

という、新しい〈かたち〉が立ち上がってくることを強調した。劉がその次に発表した反

論では、「「幾何的な抽象主義」と「構成主義」は完全に「知性の活動」であり、（中略）「純

粋造形」の芸術を完成させた」と述べている18。 

 先に徐が参照した富永惣一に拠れば、モダニズム絵画の出発点に位置づけられるセザン

ヌは、〈形体〉の把握により、〈形象〉の単純化と抽象化を進めたという19。すなわち〈形

象（image）〉は、ものが視覚により認識された、見えたままの〈かたち〉であり、〈形体（form）〉

は、もの本来が持つ〈かたち〉である20。〈造形（figuration）〉は作家の意思によって作為

が加えられた〈かたち〉、さらに〈様式（style）〉は〈かたち〉の型であり、ある集団のな

かでの共通認識としての〈かたち〉となる21。 

この区分を踏まえると、劉のいう「純粋造形」とは、〈造形〉であるが、〈形象〉の抽象

化という知的な営為によって自然世界から独立しえた〈かたち〉という面に注目すれば、

それは〈形体〉である。つまり、劉の「純粋造形」は美学上での〈形体〉に相当するが、

劉自身は「形体」ということばを慎重に避けていた22。「純粋造形」は、その後、「名づけ

ようのない形（無可名之形）」もしくは、単純に「絵画の形（絵画的形）」（「画，就是画」）

と言い換えられている23。劉があえて「名づけようのない」と〈かたち〉の定義を避けた

のは、具体的な〈かたち〉を連想させる〈形象〉もしくは〈形相〉との断絶を強調したか

ったからであろう。 

 

3 昇華する〈形相〉 

 ここで、先に掲げた徐による京都での展覧会の文中で、彼が「形相」を用いていたこと

に注意しよう。〈形相〉とは”form”であり、〈形体〉と同じように、〈形象〉から生まれる〈か

たち〉である。徐が「美術」の成り立ちについて、「［引用者注：人類は長期にわたる混沌

と野蛮な原始生活のなかで見つけた］清明な世界の形像（ママ）のなかに、次第に美の意

欲を見つけ、美のための形相を表現し、「美術」という一つの文化を成就させた」と述べた

とき24、それは、材木や石の〈質料〉に対して、家の姿形や構造、機能を指す、アリスト

テレスの〈形相〉を念頭に構想したものであろう。同じ”form”としての〈かたち〉でも、

徐のそれは道徳的価値に重きを置く〈理性〉による昇華で得られた〈かたち〉であり、劉

のそれは思考を司る〈知性〉による純化で得られた〈かたち〉である。 

徐のいう〈かたち〉は現実社会に「貢献」しなければならない。徐は 62 年 8 月に「泛論

形体美」のなかで、彼のいう「形体」を女性美に喩えた25。たとえば、ピカソは妻をモデ
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ルに「三つ眼の怪物」を描くことで、自らの芸術創造の衝動を満たしたであろうが、これ

は未だ最終的な美の「形体」に到達していない証左である。なぜなら、実際の妻は「三つ

眼」ではなく、誰もが振り向く「正統な美人」であるから、と。女性の「形体美」は、万

人が認める美人であり、「スタイル」が良くなければならない。「形体」については、1965

年に上梓した『中国芸術精神』で、『晋書』巻七十五「王坦之伝」の「体韻」から、「体と

は形体である。文学芸術で用いるとき、文学、芸術の形相であり、英語の style に相当する」

とも述べている26。徐のいう〈かたち〉は「形相」イコール「形体」で、「スタイル（style）」、

すなわち〈様式〉であった。 

京都旅行での体験から帰納的に考察を進める徐の議論は、劉がダダを除くモダニズム芸

術に美学上での〈造形〉や「秩序」を強調したところで、そうした演繹的な本質論に与す

るはずはなかった。〈形象〉から生まれる〈かたち〉を〈形相〉とするのか、〈形体〉（劉の

ことばで「新しい造形」、もしくは「名づけようのない形」）とするのか。〈形象〉から発展

するのか、それともそれを否定するのか。両者は同じ〈かたち〉について論じていても、

その次元が異なっていたのである。 

 

Ⅲ〈形相〉の水墨画と徐復観 

1 「胸中の逸気」と「心斎」 

それでは、徐にとっての理想の〈形相〉は何か。彼は論争の最中に、中国の墨竹画につ

いて言及する。 

 

この種の［引用者注：芸術として表現される前の］生命感の躍動が自己探求の「返観

内照」により生命の内部に蓄積され、それを幽暗のなかから掬い出すことで、水晶の

ような澄み切った内在世界を形成できると仮定しよう。そうすると、これは別のこと

ばでいうところの作者の精神境地である。中国で、先人の描く竹は、ただ自己の胸中

の逸気を描き出すためだけにあるという27。 

 

 「胸中の逸気」は、元の文人画家・倪瓚の言である（「画竹に書す」）28。北宋の文同、

蘇軾の墨戯を受け継ぐ倪瓚は、竹という〈形相〉に「胸中の逸気」を仮託することで、自

己の意趣を表象しようとした。絵画創作は「ただ胸中の逸気を写すだけである」としても、

竹が描かれる以上、鑑賞者には作者の意趣が伝わる29。このとき、描かれる〈かたち〉は、

抽象化された〈形体〉ではなく、具体的な〈形相〉でなければならない（ただし、作者の

意趣表現に必要な程度の〈形似〉に止めることが肝要である）。 

『中国芸術精神』（1965）では、竹という客観的な〈形相〉に作者の境地が投影される、

この「主客合一」が、現象学と近似する、『荘子』の思想に由来することが明らかにされる。 

 

現象学の残余は、経験による意識と比べてさらに一層深い超越論的な意識である。そ

れは純粋意識であり、荘子の、知解の心に対していうところの心斎の心
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

に近い。心斎
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の心は、忘知によって出現する
、、、、、、、、、、

のであり、それゆえ、虚であり
、、、、

、静である
、、、、

。現象学の

純粋意識は括弧に入れ
、、、、、

、判断を中止して現出する
、、、、、、、、、、、

。それゆえ、これも虚であり
、、、、

、静に
、、

相当するはずだ
、、、、、、、

。現象学の純粋意識のなかに現出するのは、Noesis（意識そのものの

作用）と Noema（意識される対象）の非前後、非因果的な相関関係である。ここから、

両者は根源的に「一」である。より広くいえば、すなわち主客合一
、、、、

である。（中略）

荘子はさらに心斎の心において虚
、
（静）の性格を指摘し、虚より「明

、
」となる性格を

指摘し、虚静が万物共同の根源である
、、、、、、、、、、

ことを指摘している。おそらくこれが現象学に
、、、、

要求されている具体的な解答
、、、、、、、、、、、、、

なのであろう30。（傍点は原文のまま） 

 

 ここでは、『荘子』の「心斎」が、現象学的還元とどのように重なるのかについては問わ

ない。徐が両者を結びつけようとしたのは、戦乱の春秋戦国時代にあって「精神の自由」

を獲得した『荘子』の思想を、破壊と混乱の近現代社会に復活させようと目論んだからで

ある31。自己の意識を研ぎ澄ます「心斎」によって、「虚」、「静」の境地に入り、「明」と

いう理想に至る。それは「主客合一」、「万物根源」を観想しうる「精神の自由」である。 

 「心斎」は、どのようにして芸術と結びつくのか32。徐は、芸術には「順応的な反応（順

承性的反応）」と「反省的な反映（反省性的反映）」の二つの種類があると説明するなかで、

後者にそれを仮託している33。すなわち、文人士大夫が専制政治や俗塵を離れ、自然のな

かで「超越」を目指すことで、精神の自由と純潔を獲得し、生命の疲弊を癒すこと。対照

的に、前者は 20 世紀の抽象主義のように、時代の特徴を写し取るのみで、「救済」がない。 

「反省的な反映」の芸術が出現した歴史的経緯として、徐は南斉の謝赫による「気韻生

動」の出現を例に挙げる。六朝時代の人倫の規範は、『荘子』の精神をもとにした玄学によ

って、道徳的実践性、政治的実用性を離れ、個人の意趣である「精神」の表出を「趣味」

として行うようになった。その「趣味」の方法として、「一個人の形」により把握できる「自

然形相」を通して「形相の美」という芸術を鑑賞する34。この営為によって生み出された

具体的成果が、「中国の山水画」であった。 

 

2 「山水画」の境界 

以上の論理によって、徐は、〈形相〉美を持つ「山水画」を、20 世紀中国に必須の芸術

として現代に召還した。徐にとって、〈形相〉を持つ水墨画の代表例は、国民党政権ととも

に台湾に渡った国画家「渡海三家」（張大千、溥儒、黄君璧）の一人、溥儒の作品であった。 

溥儒（1896-1963）は、字を心畬、号は西山逸士という35。元の姓は愛新覚羅で、名が溥

儒。その姓から知られるように、清皇族の一員であり、道光帝の曾孫にして、宣統帝の従

兄にあたる。幼くして書画の素養があり、清朝が覆ると北京西山の古寺に隠棲、読書と書

画につとめて、売画により一家の家計を支えた。後に、北京芸術専科学校や台湾師範大学、

東海大学などで後進を指導した。山水、花鳥、人物ともに優れ、民国期に北京画壇の第一

人者として上海の張大千と合わせて「南張北溥」と並び称された。 

溥儒の作品は、《秋山茆屋図》（旧定静堂蔵、和泉市久保惣記念美術館蔵）（図 2）の北宋
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風の主山、《松下帰隠図》（同）の南宋風の対角線構図、山や岩の皴法、樹法など、徐のい

う宋代の伝統をよく踏まえている36。一方で、両図とも淡青を主とした色調であり、沈周、

文徴明といった明の文人画に通じるものがある。《秋江泛舟図扇面》（橋本コレクション）

は水気の多い墨を用い、簡略な筆致で、文人の余技を思わせる。又従兄弟の溥伒が山頂に

樹叢を配し、立体感を強調した輪郭線を持つ主山をよく描いていたこと（たとえば《廬山

読書図》（石允文コレクション））を思えば、溥儒は伝統を踏まえつつも、清の伝統絵画で

支配的だった四王呉惲の規範から外れようとしていたことが了解できるだろう。 

徐は、1950 年代後半に溥儒を東海大学への招聘を試みるなど、溥とは親交が篤かった。

徐は彼について略伝 2 篇しか残していないが37、溥の遊印に「省心斎」があるように（た

とえば、《山水図》（オックスフォード大学附属アッシュモレアン美術館蔵）、溥の作品が、

徐のいう『荘子』の芸術と通底していたのはたしかである。「伝統から逸脱することを求め

ず、かといって伝統にも拘束されない。平淡のなかに自ずと高妙の境地があり、見れば見

るほどその精神が顕わになってくる」38。徐は溥儒の作品で〈形相〉について詳しく語っ

ていない。ただ「北宋に取材し、ゆえに格調は高く、董其昌後の卑弱かつ濡懦の習を一掃

した」と述べるのみだったが、それは自明のことであったにちがいない39。 

溥儒は、「画の気品」は人格に由来すると説き、弟子たちには四書五経の講義から始め、

次に書を教え、それから画法を教えた。徹底した保守主義の画家であったが、裏を返せば、

文人としてあるべき姿を示した、最後の世代の知識人であった。 

 対照的に、徐は、「南張」の張大千を手放しでは評価しなかった。 

徐は、張が戦後から始めた潑墨画法その着想の妙と技法の秀逸さを認めながらも、「芸術

精神」の把握には向上の余地があると指摘している40。潑墨という筆法は、唐の王洽が始

めた、水墨を絹紙に撒く山水画法である。墨のほとばしりに何かの実体（たとえば山塊や、

そこに立ち込める水蒸気など）を見出そうとする点において、その後の中国絵画における

一大ジャンルをなす山水画の様式確立に大きな役割を果たした41。ときに酒を含みつつ興

の趣くままに墨筆を揮うことから、1950 年代には、アクション・ペインティングの理論面

での正統性を補強する具体的な手法として広く認知されていた。 

徐は張に潑墨画を描く動機を質問すると、張は「無象の象（無象之象）」を得るためと答

えた（たとえば、図 3《四天下》（1967））。張は潑墨画を制作するとき、墨を撒いた後、刷

毛の目が粗い焦筆で勾勒（輪郭）を取り、細密描写に長けた工筆で廬舎草木を加えている。

その意図は、自作を「中国絵画の意境に接ぐ」ためであり、作品から〈かたち〉が消失す

ることを巧妙に避け、〈形象〉を求めない抽象表現主義絵画と一線を画すためであった。そ

れでも、徐の〈形相〉には「無象の象」が含まれる余地はなかったのである。 

 

Ⅳ〈筆墨〉の抽象絵画と劉国松 

1 抽象絵画の国際性 

一方、抽象絵画に対する劉国松の確信は、1962 年 3 月に、彼が論争の清算を目論んで発

表した論考のなかで明らかになっている。 
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カンディンスキーが提唱した「純粋絵画」から半世紀が過ぎて、その他のさまざまな

画派はすでに過去のものとなった今日、ただ、抽象絵画の領域のみが拡がり続けてい

る。（中略）抽象画家はみな、確信している。「抽象絵画」は一つの流派ではない、と。

それは「具象絵画」の対となる名詞であるのだ42。 

 

劉は、抽象絵画を「古典、ロマン…印象ないし超現実など多くの流派」を超えた、メタ

レベルの絵画芸術と見なしていた。抽象絵画は〈形体〉を追求する芸術であり、具象絵画

は〈形象〉のそれである。最初の反論では、抽象絵画の発展性を示すために、「抽象表現主

義、空間主義、斑漬（「染み」の意）主義、抽象抒情主義、非造形主義」といった新しい流

派を列挙した43。しかし、ここでは、「各派の主張はどうであれ、抽象はただ一つである」

と、最早、そうした流派（イズム）の異同について問おうとはしない。〈形体〉のなかに芸

術の普遍性を見出した以上、抽象絵画はモダニズム絵画につきまとうイズムの闘争を超越

した芸術となる。モダニストとしての劉は、20 世紀における抽象絵画と具象絵画の相克に

おいて、抽象は具象を弁証法的に乗り越えた芸術であると理解したのである。 

劉にとって、抽象芸術の普遍性を端的に示す指標となったのが、ニューヨークの美術界

を始めとする世界規模での抽象絵画の流行であった。徐への反論のため『聯合報』に全訳

を掲載した植村鷹千代の「海外的絵画前線」は、同時に抽象絵画の世界的な拡がりを示し

ている。フランツ・クライン、サム・フランシス、イヴ・クライン、アルベルト・ブッリ、

ジョルジュ・マチュー、アントニー・タピエス――。こうした現在進行形の「国際性」は、

東京滞在を経験した徐復観に社会崩壊の恐怖という感覚をもたらした一方で、台北にいた

劉にとっては、チャンスとなった44。 

 1950 年代から 60 年代に世界的に流行した抽象表現主義絵画ブームのなかで、喧伝され

てきたのは、線条のほとばしりや、書き直しをおこなわない一回性という特徴であった。

それは、東洋的な禅や中国山水画の潑墨との類似、もしくはその模倣によって説明されて

いた45。アンフォルメルは老荘思想による〈虚〉の空間論により東洋哲学に接近してゆき、

フランスの抽象画家ジョルジュ・マチューによる書の揮毫にも似たアクション・ペインテ

ィングは米国や日本などで公開制作を行われたことから、欧米の美術界で広く受け入れら

れていった。マーク・トビーやフランツ・クラインらは鈴木大拙が説く禅の思想に惹かれ、

なかでも、ロナルド・ジョセフは石涛や伝趙克夐筆《魚楽図巻》（メトロポリタン美術館蔵）

を創作の着想としていたことが知られている46。 

 

2 〈筆墨〉と〈形体〉 

台湾の青年画家たちにとって、こうした東西芸術の融合を視野に含む、抽象絵画の普遍

性が、自作を国際画壇に売り込む好機となったのはたしかである。劉国松率いる五月画会

と並んで台湾初の抽象絵画団体である東方画会が、1957 年 11 月の第 1 回展に合わせて発

表した宣言「我們的話」で、「我が国の伝統的な絵画観」が「現代世界の絵画観」と「完全
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に一致」すると表明したとき47、目下の課題は、中西融合の抽象芸術を、いかに具体的な

かたちで理論構築し、作品として提示するかにあった。 

この点にかんして、劉国松は、論争中の 62 年 3 月の論考で次のように自説を展開した。 

 

中国絵画についていえば、古人は早くから絵画が自然を模倣し、自然を踏襲して、自

然の再現を求めうるものではないことを理解していたからこそ、「用筆」「用墨」に意

を用いたのである。「用筆」「用墨」とは何を謂うのだろうか？ その本意を求めるに、

自然形体の外に「筆墨」の情趣を求めるほかはないだろう48。 

 

 「「筆墨」の情趣」は、「自然形体」の外に醸成される。もの本来の〈かたち〉である〈形

体〉（もしくは自然の〈かたち〉という意味での〈形相〉）に「情趣」を付加すること。先

に劉が〈形体〉ということばを慎重に避けていた意図が、ここで了解できるだろう。劉の

いう「名づけようのない形」もしくは、「絵画の形」は、張大千の「無象の象」に通じるも

のがある（もっとも、次節で見るように両者は完全に重なるわけでないことに注意）。〈形

象〉を破壊した後、立ち現れるのは、普遍性に根ざした独自の抽象芸術であり、その独自

性は中国の「筆墨」にある。続けて、劉は「筆墨」について解説する。 

 

「筆墨」こそが絵画の条件であり、絵画に属するのである。画家の観念や感情、気質

は筆墨の運用によって表現されるものであり、形象の描写に依存して得られるもので

は決してない。このため、「自然の事物」は絵画ではない――少なくとも絵画性が甚だ

乏しい部分であり、絵画の必要条件でもない。なぜ、石涛、八大山人、斉白石の作品

が我々の絵画史での評価がこれほどまでに高いのか？ それは、彼らが絵画性――それ

は筆墨である――が抜きん出ているからであり、非絵画性――自然――はできるかぎ

り捨象しているからである49。 

 

 「筆墨」は線条や墨色のみを指すだけではない。そこには、十分条件として「画家の観

念や感情、気質」が存在する。劉は、「形象の描写」に拘泥する伝統画家を退け、「絵画性」

イコール「筆墨」を持つ作品を理想とした。 

ここで、劉は石涛、八大山人、斉白石の作品を例に挙げるが、それぞれの作品について

具体的に解説することはない。明の遺民画家として石涛と八大山人は、亡国に際して自ら

の意趣を山水に託し、民国期の斉白石は世俗的な近代社会のなかで需要が高かった、超俗

的な写意の花卉雑画に優れた。劉の本分は批評家ではなく、画家であったからであろう。

自ら掲げた理想は、次の一連の作品によって世に問うこととなった。 

 

3 「抽象山水画」という戦略 

1960 年代の劉を代表する作品は、《五月的意象》（1963、作家蔵）や《寒山雪霽》（1964、

李鋳晋コレクション）（図 4）、《歳月不居，春夢留痕》長巻（1965、サンフランシスコ・ア
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ジア美術館蔵）を始めとする抽象山水画である。どれも粗く織った特注の綿紙に刷毛で水

墨を狂書、草書ばりに大きく刷いたり、綿紙の裏に墨をつけて表面に滲ませたりして描か

れている。ときに綿紙をわざと丸めて、表面に皺をつける。こうしてできた作品は、美術

史家の李鋳晋に拠れば、黄山や三峡、ヒマラヤ山を連想させる、峻厳な山容を見せている50。 

だが、これらの作品は「山水画」ではない。題名がそれを示唆しても、劉は黄山やヒマ

ラヤ山を描いたのではなく、鑑賞者がそう了解したにすぎない。劉にとって、絵画（すな

わち抽象絵画）とは、〈形象〉を破壊した後に「名づけようのない形」が「筆墨」によって

立ち現れる、二次元の視覚芸術である。山水に見えるのは、「筆墨」を各人がそれぞれに解

釈した結果であり、そのように連想したのは、劉の「トリック」が奏効したからである。 

抽象山水画に至るまで、劉はさまざまな試行錯誤を繰り返している。たとえば、論争時

に制作した《我来此地聞天語》（1960、翟思湧コレクション）は、無形象の抽象絵画である

が、石膏を画面に吹き付けることによって、まるで溶岩のように泡立つ質感を演出してい

る。「筆墨」を作品にもたらすために、劉が取り組んだのは、伝統画家のように古画の臨摸

学習ではなく、石膏や特注の綿紙、ときには落下傘の布、そして皺付け行為やコラージュ

などの「手仕事」であった。ちょうど、ジャクソン・ポロックが木の棒で地面に置いたカ

ンバスに顔料を注いだ（poured）ように、ジョルジュ・マチューがチャンバラよろしく、

絵筆を屋外に立てかけたカンバスに切りつけるように絵具を定着させたように、劉も制作

の過程に、いくつもの「行為」を取り込むことで、彼独自の表現を追求した。 

1963 年の五月画会シドニー展、そして 66 年からの米国巡回展では、こうした抽象山水

画は、〈中国〉の〈形象〉を表現しえたとして、批評家たちから高い評価を獲得した。しか

し、劉は自らがいくつものエッセイやインタビューで中国画論や美学に言及しているにも

かかわらず、決して張大千のように〈中国〉的な〈形象〉（張のいう「無象の象」）を描こ

うとしたのではない。欧米の批評家たちの評価とは裏腹に、彼が一貫して目指していたの

は、抽象絵画から着想した、絵画芸術の普遍的表現だったのである。 

 

Ⅴ 台北というモダニズムの闘争場（アリーナ）――むすびにかえて 

第二次世界大戦を経て 1940 年代後半に確立した東西冷戦構造は、東アジア地域において

も各国の政治経済体制のみならず、文化芸術のあり方までも規定してきた。ことに中国は、

台湾海峡を挟んで大陸の中華人民共和国と台湾島の中華民国に国家主権が分裂し、国家の

正統性を担保する文化の主導権をめぐって両国の駆け引きが展開された。このとき、「中国

の山水画」が、台湾の中華民国と大陸の中華人民共和国の両岸で、それぞれが〈かたち〉

をめぐる議論を通して、「国画」として再定義されたことは興味深い。 

 台湾の国画論争（第二次：1954）では、劉国松らによって、台湾の官展である全省美術

展の国画部から、本省人画家が描く植民地時代からの「日本画」（東洋画）が駆逐され、「簡

潔な水墨の線によって抽象的なものから複雑な内容までも表現できる」「水墨画」の保全が

図られた51。このとき論戦に参加した画家には「渡海三家」の黄君璧もいた。 

一方、同じ水墨画であっても、人民共和国では、共産主義文芸政策の具体的実践として、
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「新国画」が登場した52。たとえば、広東で革新的な水墨画の流派を立ち上げた高剣父に

学んだ関山月は、《新開発的公路》（1954、中国美術館蔵）を描いた。この作品は馬遠、夏

珪に倣った峻厳でかつ対角線構図に収まる山容を描いているが、その山肌を縫うのは大き

く切り拓かれた道路であり、行旅の人馬の代わりにトラックが走っている。延安で活動し

た経験がある石魯は、《転戦陝北》（1959、中国革命博物館蔵）（図 5）で、柱列状の岩塊が

競り立つ荒涼とした断崖に立ち、大地を睥睨する毛沢東を描いた。これらの共産主義社会

の反映として存在するプロパガンダ絵画は、先に見た徐復観のいう「順応的な反応」の芸

術であり、いくら〈形象〉が描かれていても、それは〈形相〉に発展しない。 

1961 年に勃発した劉国松と徐復観による現代絵画論争は、両者がそれぞれの立場から、

芸術における〈かたち〉の解釈をめぐって、水墨画という伝統絵画を現代の芸術に召還し

た。そのため、60 年代の台湾の抽象絵画は急速に「水墨画」化してゆく。五月画会や東方

画会の作品は欧米諸国を巡回、蕭勤はイタリアのマリノ・マリーニや吾妻兼治郎たちと「龐

図国際芸術運動（芸術と静観）」を展開、抽象表現での国際的な連携に動いた。台湾の抽象

絵画は、台北を、東西冷戦下のモダニズム芸術の闘争場（アリーナ）に変えたのである。 

ただし、「水墨画」化した絵画が、台湾の美術界にとって両刃の剣であったことは事実で

ある。たしかに、現代絵画論争は、台湾においてモダニズム絵画の空間を切り拓いた。し

かし、議論が中国の伝統を包摂するかたちで展開したため、本来、モダニズムがもつ芸術

表現の可能性までも〈中国〉のなかに吸収されたきらいがある。1950 年代後半、水墨画が

主流を占める台湾美術界に初めて抽象絵画が出現したときに芽生えた多様化の兆しは、「水

墨画」の主導権を確固たるものにした、抽象絵画そのものによって潰えたのである。 

徐復観が『中国芸術精神』を、劉国松が『中国現代画的路』を、それぞれ刊行した 1965

年の翌年、66 年 3 月には台湾初のダダの展覧会が開催され、徐が怖れていた事態が出現し

た53。しかしこれは一方で、今日、世界の美術界で主流を占めるインスタレーションアー

トへの可能性を予感させる「破壊」力を帯びていたことを、忘れてはならないだろう。 

「現代絵画論争」は、抽象絵画もしくは水墨画のみならず、戦後台湾の美術のあり方そ

のものを定めうる可能性を内包していたのである。 

 
                                                        
1 徐復観「現代芸術的帰趨」『華僑日報』1961 年 8 月 14 日付。 
2 劉国松「為什麼把現代芸術画給敵人：向徐復観先生請教」『聯合報』1961 年 8 月 29、30
日付。 
3 現代絵画論争の経過については林朝成「自然形象与性情：通過現代画論戦重看徐復観的

美学思想」（淡江大学中文系編『文学与美学』文史哲出版社、1995 年）や、蕭瑞瓊『劉国

松研究』（国立歴史博物館、1996 年、67-77 頁）に詳しい。論争での代表的な論文は、劉国

松『中国現代画的路』（文星書店、1965 年）や、『徐復観文録選粋』（学生書局、1980 年）、

徐復観『論戦与訳述』（志文出版社、1982 年）などに再録されている。ただし、徐の論考

については、上記文集などに収録される段階で表題や一部記述の改変があるので、本稿で

はできるかぎり、『華僑日報』など初出掲載時の文献に従うことにする。 
4 国画論争については、近藤正己「国画論争にみる台湾のポストコロニアル」『渾沌』1 号、

2004 年 2 月にて、詳細な経緯や文化史的な意義が整理されている。 
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6 同上。 
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75 期）によってモダニズム批判が再燃したのは、ピカソがソ連から「国際レーニン平和賞」

を受賞したことが背景にあった。 
9 引用文献は以下のとおり。谷川徹三「二十世紀芸術」、富永惣一「モダン・アート」とも

に『現代芸術の思想』岩波書店、1957 年所収。植村鷹千代「海外の絵画の前線」『朝日新

聞』1961 年 8 月 7 日付。宇佐見英治「ヘルマン・ヘッセをたずねて：「現代の抽象芸術を

私はみとめない･･･」」『朝日新聞』1961 年 6 月 18 日付。 
10 この間、徐は『華僑日報』で「従芸術的変，来看人生的態度」（9 月 3 日）、「文化与政治」

（9 月 8 日）、「愛与美」（10 月 1 日）、「現代芸術対自然的叛逆」（11 月 5 日）などを発表。

劉は「現代芸術与匪俄的文芸理論」（『文星』10 月号、8 巻 6 期）と、翌 62 年 3 月に「与徐

復観先生談現代芸術的帰趨」（『作品』3 巻 4 期）を出した。 
11 徐によって、虞の論考 4 篇を附録につけた「有靦面目」（『民主評論』12 巻 23 期、1961
年 12 月）にて両者の論争を整理している。後に「虚偽地学術争論」と改題し、『徐復観雑

文：記所思』時報文化出版事業、1980 年に収録された。 
12 このときは、徐にとって 4 度目の日本滞在であった。最初は 1928 年から 31 年まで明治

大学と陸軍士官学校への留学であり、続く 50 年は観光旅行、51 年は記者の身分での取材

旅行であった。60 年の滞在では、東大で『文心雕龍』の講義を担当し、神田喜一郎、吉川

幸次郎、重澤俊郎ら京都大学系の中国学者とも交流した。このときの所感は、60 年 4 月か

ら 7 月にかけて「東京旅行通訊」と題して『華僑日報』に連載した。 
13 徐復観「毀滅的象徴：対現代美術的一瞥（東京旅行通訊之六）」『華僑日報』1960 年 5
月 24、25 日付。引用箇所は 25 日付。 
14 モダンアート協会編『モダンアート協会 30 年史』モダンアート協会、1980 年を参照。 
15 第 10 回展目録には、同題の作品はない。ただし、《田園の冬》（矢橋六郎）、《田園》（加

藤義夫）、《沖縄風物詩その 3》（嘉手川繁夫）が見える。 
16 徐によるモダニズム芸術批判には、東西冷戦のもとで宇宙時代に直面した現代社会への

懐疑も根底にあった。『華僑日報』で原子物理学者オッペンハイマーについてのエッセイ

（「一位原子物理学家論科学与芸術」61 年 5 月 30、31 日付）を掲載、7 月には「非人間的

芸術与文学」（17 日付）、8 月に入ってダダイズムの破壊性を指摘した「達達主義的時代信

号」（3 日付）を、その 10 日後に問題の「現代芸術的帰趨」を発表することになる。 
17 劉、前掲「為什麼把現代芸術画給敵人（下）」『聯合報』1961 年 8 月 30 日付。 
18 劉国松「自由世界的象徴：抽象芸術」『聯合報』1961 年 9 月 7 日付。 
19 富永は、セザンヌの〈形体〉把握について次のように解説している。「［セザンヌは］こ

うして晩年になると、形体の把握は、混雑した多くの形象を単純化し、不要な一切の形象

を切り捨てることになり、形のエッセンスに煎じつめられるような方向に向かったのであ

る」。富永惣一、前掲「モダン・アート」、308 頁。 
20 宇佐美文理は、中国の〈形体〉について、「三次元での占有」をその特徴に挙げる。宇

佐美、「「形」についての小考」『中国文学報』73 号、2007 年 3 月、2-3 頁。 
21 〈様式〉について、徐が引用した谷川徹三は、次のようにウラジミール・ヴェドレ―の

『芸術の運命』を要約した。「様式とは、或深い一つの共同性のあらわれで、意志すること

によって創りうるものではなく、無意識の中にその根柢をもつものであるが、（中略）その

様式が近代芸術においては全面的に失われているのである」。谷川徹三「二十世紀芸術」『現

代芸術の思想』岩波書店、1957 年、15 頁。 
22 劉は「形体」を殆んど用いていないが、たとえば、自然に存在する〈かたち〉という意

味で、「自然形体」（「与徐復観先生談現代芸術的帰趨」（『作品』3 巻 4 期、1962 年 3 月、劉
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国松『中国現代画的路』文星書店、1965 年、164 頁より引用）、「諸形体を借りた絵は、純

粋な絵画ではない」（「絵画的晤談：従劉獅先生画魚展談起（下）」『聯合報』1962 年 3 月 20
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23 劉国松「画，就是画」『文星』15 巻 2 期、1964 年 12 月。『中国現代画的路』、37 頁。 
24 徐、前掲「毀滅的象徴（上）」『華僑日報』1960 年 5 月 24 日付。 
25 徐復観「泛論形体美」『華僑日報』1962 年 8 月 26 日付。 
26 徐復観「第三章 釈気韻生動」『中国芸術精神』学生書局、1965 年、171 頁。 
27 徐復観「従芸術的変，来看人生的態度」『華僑日報』1961 年 9 月 3 日付。 
28 中村茂夫『中国画論の展開：晋唐宋元篇』中山文華堂、1965 年、732-733 頁。 
29 青木優子「朱光潜と中国近代美学：クローチェ美学、「胸中の成竹」をめぐって」『立命

館文学』598 号、2007 年 2 月、25 頁。 
30 徐「第二章 中国芸術精神主体之呈現：荘子的再発現」、前掲『中国芸術精神』、79 頁。 
31 劉建平「徐復観論中国画的現代意義」『鵞湖月刊』33 巻 10 期、2008 年 4 月、11 頁。 
32 今道友信は、芸術という創造の精神的領域は「心斎」というアスケーゼ（苦行）によっ
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今道「第四章 荘子の形而上学的美学」『東洋の美学』TBS ブリタニカ、1980 年、195 頁。 
33 徐「自叙」、前掲『中国芸術精神』、7-8 頁。 
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35 鶴田武良「近代中国画人伝二 溥儒：最後の文人画家」『中国水墨画』21 号、1982 年 7
月。以下、溥儒についての考察の多くは、この論考に拠る。 
36 鶴田、前掲「溥儒」、58-59 頁。 
37 「懐念溥心畬先生」（『徴信新聞』1965 年 11 月 15 日付）と、「溥心畬先生画冊序」（『溥

心畬書画集』国立歴史博物館、1973 年）ほか。ともに『徐復観雑文：憶往事』時報文化出

版事業、1980 年に収録。 
38 徐、前掲「懐念溥心畬先生」、『雑文：憶往事』152 頁。 
39 徐、前掲「溥心畬先生画冊序」、『雑文：憶往事』156 頁。 
40 徐復観「与張大千先生的両席談」『華僑日報』1968 年 2 月 15 日付。 
41 小川裕充「唐宋山水画史におけるイマジネーション（上）：潑墨から「早春図」「瀟湘臥

遊図巻」まで」『国華』1034 号、1980 年 6 月、6-7 頁。 
42 劉国松「与徐復観先生談現代芸術的帰趨」『作品』3 巻 4 期、1962 年 3 月。『中国現代画

的路』、167 頁。 
43 劉、前掲「為什麼把現代芸術画給敵人（上）」『聯合報』1961 年 8 月 29 日付。 
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現代東西方芸術互動史』典蔵芸術家庭公司、2007 年。 
46 Ann Eden Gibson, Abstract Expressionism: Other Politics, New Haven and London: Yale 
University Press, 1997, p. 94. 
47 「東方画会成立時的宣言」『現代絵画先駆李仲生』時報文化出版公司、1984 年、82 頁。 
48 劉、前掲「与徐復観先生談現代芸術的帰趨」。『中国現代画的路』、164 頁。 
49 同上。 
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50 李鋳晋「中西芸術的匯流：記劉国松絵画的発展」『劉国松画集』台北市立美術館、1992
年、19 頁。 
51 近藤、前掲「国画論争にみる台湾のポスト・コロニアル」、145-146 頁。 
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1942-1976』（湖南美術出版社、2005 年）や、関山月美術館編『建設新中国：20 世紀 50 至

60 年代中期中国画専題展』（広西美術出版社、2005 年）などを参照のこと。 
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［図版出典］ 
図 1 村井正誠《顔》『MODERN ART 1960 10 周年記念』モダンアート協会、1960 年より 
図 2 溥儒《秋山茆屋図》旧定静堂蔵、和泉市久保惣記念美術館蔵 
図 3 張大千《四天下》（第 2 図、1967） 
図 4 劉国松《寒山雪霽》（1964）李鋳晋コレクション 
図 5 石魯《転戦陝北》（1959）中国革命博物館蔵 
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［図版］ 

   
   図 1 村井正誠《顔》（1960）    図 2 溥儒《秋山茆屋図》 図 3 張大千《四天下》（第 2 図、1967） 

 

   
図 4 劉国松《寒山雪霽》（1964）   図 5 石魯《転戦陝北》（1959）  
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台灣是四面環海的移民社會，有其開放的地理環境，而且林木蒼鬱，峽谷崎

嶇，被葡萄牙人稱譽為美麗之島「福爾摩沙〈Formosa〉」，從早期的原住民住居

到明鄭時代閩南漢人遷徙，以致於 1949 年後隨國民黨政府轉進的大陸同胞，及

1990 年以降南亞外籍新娘及勞工之逐漸增加，經歷過多重的內外殖民與現代化

的糾纏過程，交織出相當繁複而又彼此矛盾的族群衝突、政治創傷與歷史記憶，

因此在「彈丸之地」之中壓縮了各種時空所累積已久的張力，由荷蘭、西班牙的

殖民到日本統治、國民黨來台實施戒嚴，1987 年後本土主權意識抬頭，2000 年

以來民進黨執政前後族群關係與政治倫理惡化，2008 年國民黨再度掌權但政經

效率不彰，各種住民可說體驗了十分參差不均的歷史創傷與協商或甦醒，原住民

是其中最受排擠、剝削的一群，他們被迫由原鄉逼入高山，成為「高山族」、「高

砂族」，被日本統治者利用「霧社事件」加以分化，之後又在漢人執政時期再遭

邊緣化，淪落成為都市勞力與文化經濟的底層；而閩客長期的械鬥，乃至國民黨

來台之後所導致的二二八、白色恐怖、以及優待軍公教新領導階級、選擇性的支

配與操縱科技大企業與媒體、或各種勢利透過選舉政治去變相呼喚族群記憶，漢

人內部其實也瀰漫著敵對、不滿與焦慮的情緒，因此在殊異的新舊移民、殖民、

遺民經驗多元交叉、相互角力的情況之下，產生出長期累積的歷史創傷及其「內

爆(Implosion)」社會以及心理機制，而在政治文化上則顯示其隱而不彰的內在化

張力，也就是 James Scott 等人所說的〝hidden scripts〞，但更類似 Jean Baudrillard

提出的「內爆」或 Gilles Deleuze 以及 Felix Guaratti 的「分裂徵結」，於「悶燒」

的「鬱卒」中吐露出豪爽的孤注一擲(desperation)之舉，尤其在縱治、懷舊、壓

縮方面有特別的表現。 

 

創傷、鬱卒與出路：從悲情城市到飲食男女、海角七號 

 

加州大學爾灣校區的阿巴士(Ackber Abbas)曾以香港的文化中心與台北的中

正紀念堂為例，對照兩個社會在意識型態、建築美學上的差異：香港是個“開放

城市”，富於現代、後現代實驗，並不主張一個固定的身份：而台北則以“合法

權政”自居，強調“中華文化”，因此保守且傳統。 

阿巴士大概只說對了一半；事實上，台灣是個“開放”而又被阻隔的地方，

既四面環海，儼然四通八達，但因為種種國內及國際政經因素，台灣不斷陷入被

挾持(entrapped)的困境。由於它的開放，台灣的“頭家”(中小企業老闆)特別多，

人人有一套鑽營、走漏洞的辦法；不過，同時也常常有悶燒、愛拼的難言之隱，

將許多精力放在室內裝潢、卡拉 OK 或自家鬥爭上。也許從表面上看，台北的建

築不夠多采多姿，不像上海這麼摩登，充滿殖民與現代交織的色彩，比起香港、

上海，台北可說簡直是一團亂，但細讀之下，大家會發現台北都市景觀的主要動

力、玄妙是在巷弄的曲折、室內擺設的別出心裁，轉個彎，便別有洞天；或者在

其貌不揚、意想不到的地方，內部(interiority)居然富麗多元，充滿本土與異國文

化雜糅的創意。台北也許有點“拙且醜”，但內在的縱深卻很豐富，這個內部不
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只是裝潢及擺設上，而且也有其歷史、文化的濃縮與交混之美：在悶燒之中，流

露出詭異(uncanny)而內爆的豪放。 

白先勇的《台北人》小說中的人物即是表面上華麗但內心漂浮而又極盡記憶

奢華之能事的「內爆」典範。一群由大陸來台的離散遺民在「遊園驚夢」的片刻，

陶醉於暫時的浮華之中，卻更壓抑不住「國破山河在」的歷史創傷。不過在我們

進行文本的論述推衍之前，也許我們得先交待一下「創傷」、「內爆」、「悶燒」的

意涵。 

首先是「創傷」(trauma)1 。由於事件過於恐怖、強烈而一時無以理解或忍

受，突然喪失言說記憶能力，反而造成空白、困惑、焦灼或痛苦，但卻不明所以，

以致於留下不可磨滅但又不願面對的記憶，不斷演變為「創傷之後的失序」

(post-traumatic stress disoder，簡稱 PTS)，形成無法紓解的憂鬱、煩躁、惱怒及神

經衰弱。從個人的家庭歷史中，幼童見到父母親做愛或被放到令一個房間所感受

到的遭棄、孤獨、黑暗及伊底帕斯情節，進而以無一事的夢扭曲、轉化為內心之

傷痛，乃至車禍、事故、突然失業等，或較集體之創傷事件，如反猶太之大屠殺

(holocaust)、廣島原子彈核爆、美國紐約市的九一一事件等，所引發的失意、無

端恐怖、生理或精神失調(如嘔吐、瘖啞或瘋狂、分裂等)，故須透過醫療去重新

釐親真相，甦醒其記憶及倫理秩序。在目前新世界秩序失控之實，創傷及許多事

件之關連，乃是極其重要的研究課題。對台灣人而言創傷是移居、遭受殖民及政

權政治或內部殖民歧視等不同待遇，乃至於家國巨變(如國共戰爭、二二八或九

二一大地震等等)，這些多重累積的創傷往往不斷的沉澱，在政治的迫害壓力之

下以自我檢查(self-censorship)的方式保持靜默、收斂，並在半公共或私下的文化

再生產領域，透過「轉化」(transfiguration)及「昇華」(sublimation)的機制去加以

紓解或遺忘，直到更多的張力觸發引爆點，再決定性的片刻，發出重要的聲音，

以便新的倫理可以重新甦醒。在台灣社會中，創傷的隱藏機制有很大的比例是以

「內爆」或「分裂徵候」的方式，去進行其文化政治的鋪陳，此處我用「內爆」

(implosion)乃是引用 Baudrillard 對公共媒體過度飽和之後，個體是以內像虛應，

模擬的抗爭策略，去加以重新組合，也就是在「冷漠大眾」的庇蔭之下，做各種

富於創意的「內部」拼裝、變動、調整，在表面的寧靜之中進行潛在的革命2，

一如 Deleuze 與 Guaratti 所說的「球莖多點延伸鏈結」的衍生政治，這種內爆的

情慾、分裂及其創發3，在台灣的室內設計以及巷弄小空間敘事及中小企業的「打

                                                       
1Cathy Caruth, /Trauma: Exploration in Memory/, Baltimore: Johns Hopkins UP, (1995).   
2 Jean Baudrillard,/Simulacra and Simulation/, University of Michigan Press,(1998). 
3 Rhizome(地下莖)這個詞會是由德勒茲(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Felix Guattari)在其 1972 年著作

Anti-Oedipus 中所提出的一個重要概念。德勒茲和瓜塔里認為，佛洛伊德(Sigmund Freud)的錯誤

來自於將力量往下放在家庭與身體的垂直羅曼史中去找尋情節，而忽略力量也有可能多點擴散、

以水平延伸的方式發展，在各地形成不對等的網路聯繫以及種種的糾纏。因此，相較於佛洛伊德

的統一、階級等第分明且有核心的觀念，德勒茲和瓜塔里認為，權力不是一種簡單垂直的方式，

不是由機制向下紮根，而是由下而上發展，不是直線性的發展，而是律動、水平且無計劃的發展。

因此，權力是透過無以得見的網路、心理內在化的過程，以及無意識的共謀協調和搭配來進行。

利用這種觀念，許多文化研究者與後殖民主義者發現，權力並非二元對立、有主奴之分，或從核

心垂降，而是多點散播、吸收內化和拒抗，用新的形式來發展的交織糾纏的網狀結構，而非是垂
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拚才會贏」文化最能突現其精神也由於長期多重累積的創傷及內爆，台灣的建築

並不像上海、香港、東京的宏偉氣派，而是在小局面的混雜之中表現脫序的美感

與力道。因為從外在地理去看台灣環境表面上看似開放但又因為山岳阻絕、河川

短促、地震頻繁、土石鬆動等不利交通，而整個歷史與政治雖然廣納移民，但又

充滿族群張力，瀰漫著焦慮與妥協，不得不在多重的矛盾之中發展其倖存之道，

而又以台北市這個四面環山的盆地及其「悶燒」的處境，最具代表意義，以下本

文即以「悶燒」及「豪邁」的思考框架提供一個審視當代台灣電影與文學的角度。 

侯孝賢的《悲情城市》雖然是在台北縣的九份拍攝，但其主要的城市指涉及

國家寓言(national allegory)切入點卻是台北市，尤其以圍繞著二二八在台北市內

的族群衝突，展開歷史見證與女性倖存的敘事。在影片中，火車上及醫院中所瀰

漫的劍拔弩張氣氛，乃至家中兄弟或一些來作客的知識份子都凸顯出台灣不同族

群對二二八的歷史悲劇十分不平的論述立場，我在比較早的一篇文章裡針對室內

與門外的親密與公共領域的對比，來闡述電影的曖昧主體位置，在本文可再進一

步推衍的則是此一電影對台灣的鬱卒、悶燒及其封閉空間之中抗爭與另類思考，

其實有相當成功的美學處理，也許我以前以「既聾又啞」的方式去說明電影的無

奈與兩難，不如稱這種策略象徵了「聾啞悶燒」的無以發聲的困境之中的內化律

動，企圖從心靈的創傷去尋找「見證歷史創傷而未能出聲」的記憶及未來想像，

因此，在電影中，長鏡頭往往朝向遠方的海景，也許是有想在未來找到出路的憧

憬。 

相較之下，楊德昌的《恐怖分子》與《牯嶺街少年殺人事件》則對台北市的

日常生活的創傷所累積的莫名爆力，及其悶燒情況，有精闢且令人不寒而慄的鋪

陳，《恐怖分子》以李立中夫妻為主軸，去勾勒台北人在現代公寓牢籠中的自我

拘縛，一通惡作劇的電話，說李立中有外遇且令對方有孕的隻言片語立刻激發了

一連串的誤解、槍殺悲劇，以魔幻寫實的方式，彰顯台北人在悶燒之中的莫名兇

殺衝動，《牯嶺街》更將此一衝動往前推進一步。侯孝賢、楊德昌對台北人的悶

燒、憂鬱已是典範，而蔡明亮在《愛情萬歲》或《洞》中對人物心中的鬱卒可說

更加刻骨銘心。這幾位導演對「悶燒」都有精彩的描繪但通常表達了沒有出路的

景象，而李安在《飲食男女》、《斷背山》則從創傷與悶燒中提煉、昇華為美食與

情感的認同、互動及出路。老父為出國前的女兒做菜，透過廚藝及食物的記憶，

家國的創傷逐漸在復甦之中被撫平、慰藉。在關錦鵬的《人在紐約》，由張艾嘉

所扮演來自台北的女人，也將台北都會文化政治的悶燒及創傷做了很好的表陳，

但三個女人的互動及流亡在外的另類出路則讓她找到紓解之道，最近，在台灣及

日本造成不少迴響的《海角七號》則是將本文所想凸顯的「悶燒中的豪邁」做更

                                                                                                                                                           
直的線性結構。因此在不斷流動卻又多點散開的狀況，可以產生來自於各地的發展，去挑戰一神

論或某種殖民者、有錢有勢者想要發展的神話，因此由根往下發展，所謂的正典、標準，乃至於

直線的權威，都被質疑。在網狀多點的根莖理論中，許多邊緣的網路不停彼此重疊且相互糾纏，

一方面連結一方面又可以逃逸，形成具體的操作網，在這個方式底下，權力的運作與拒抗，變成

更加錯綜複雜的形式。因此，「多點延伸的根莖」這個觀念，在後現代與後殖民的拒抗理論中，

是一個相當重要的關鍵理念，231-232) 
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具體的發展。日本殖民時期的記憶透過信簡去加以關聯，藉此去回味一段幾乎被

遺忘的家國往事。 

不過，要仔細分析台北都市的悶燒性格，我們可能得從一些文學作品中去找

到線索。 

 

悶燒的豪放：台北市的都市文學舉隅 

 

台北的天氣及其人文地理環境與“悶燒”的心情狀態是有一定關係，尤其在

六月天，誠如李昂所說： 

 

盛夏的台北市，暑熱在盆地形的都市哩，充盈著，無處不在的彌滿。位

於亞熱帶的近海都市，沈沈壓罩著的，便是悶熱與水濕。 

盆地地形似乎更容易累積具壓力的熱，濕淋淋、悶悶的圍住整個都市，

像無色無味的透明淺膠，充填、裹住都市高層建築、密集住家群、彎延街道，沈

沈的永遠溢不出盆地的範圍，一切都有若膠著。 

到了夜晚，太陽暫時失去熱力，偶爾的，有微風來自都市邊緣的小山間，

那一鍋盆地靜止的熱氣略略的會動搖起來，卻是剛離火的一鍋滾水，表面微略有

水波翻滾，熱起仍深埋在裏面，穩穩不動。 

那熱氣永不止息。地處亞熱帶，白天、黑夜溫差不大，白天侵占、盤踞

著都市的熱氣，夜裏還是不肯退讓，仍維持就進的手後。像一匹巨大的瘦，吞吐

著火氣，晝夜不止，恆久的在盛夏的幾個月間，永不退讓，永不鬆手。 

 

這種悶燒的氛圍卻同時帶著紛亂雜沓之外的力道，如《迷園》從嘈雜的世界

回眸一轉，便來到“涵園”的高閣亭台及其中的悠遊自得。楊照對中山北路的夜

遊也可與李昂對台北大致的描寫一起觀賞，李昂說：“在那夏夜裏，臨近午夜，

仍然高溫、濕熱的空氣裹往那一段大街，一接車水馬龍，喇叭聲混著引擎轟轟聲，

兩邊霓虹燈匯聚成一條各色燈河，人行道擺設的小攤上，仍然人聲吵雜。而在這
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喧嚷、紛亂多色彩的台北市大街，一大面電視牆上，三十六個畫面兀自有風吹動

流水、翻動柳葉，兀自有亭台樓閣、飛簷綠瓦，重重複複、幻幻化化似無止盡。”       

楊照則寫道：“以為夜已經夠深了。整條中山北路暢通無阻，妖冶炫麗的店

招霓虹燈熄滅後，樟樹棵棵相纏、葉葉廝磨的暗影成了景緻的主角。偶爾一兩輛

轎車疾駛而過，車頭大燈迅速排闥照亮兩邊密實粗厚凸顯年齡的樹幹，看著流光

轟然向前闖撞，突然給人一種深處幽窈隧穴的錯覺，繁華的中山北路似乎關閉

了，把自己關成一座看不見盡頭的隧道，神祕的氣息在空中飄散。” 

楊照以中山北路為台北歷史文化地理的記憶縮影：從一些早期日本殖民的建

築到孫中山紀念館到美軍駐台新殖民時期的小品店到圓山飯店、士林夜市到天母

的新合成文化(義大利餐廳、日本百貨公司、台灣誠品、美國連鎖店、華納威秀、

小衣蝶、小微風廣場等等)，在每一個巷弄角落都充滿了重疊的歷史軌跡與殖民

與後殖民交混的紋理。 

一個既私密而又牽連國族記憶的都會、歷史想像是由駱以軍所提供，而另一

個更加隱密、心酸的都市記憶則出自小巷弄裏，特別是黑暗街巷的深處，其中搬

運工、雛妓、或出沒在城市邊緣的部落少年，有不少是原住民流放到台北，成為

瓦歷斯諾幹筆下令人錯愕、唏噓的族人，或如他以另一個筆名柳翱所說的：遺忘

了森林記憶的族群： 

 

我們部落的森林日漸縮小的時候，人群便大量以歷史回溯地方式重回都

市，回到勞力密集的鎮集，依靠著強硬的臂膀、強健的體魄，尋求生存的基點。

會不會，流落在都市的原住民兄弟會漸漸遺忘了對森林的記憶？會不會，逐漸失

去了對祭典的尊崇？會不會，逐漸改變了原有的傳統價值呢？這似乎是誰也不敢

亦不能預料的事吧？森林，也許真有一天將成為原住民的神話哩！ 

 

“悶燒”型的都市文學之大宗當然是“眷村文學”，其次是“情色文學”，

這兩個小說類都以某種“族群託寓”的方式，將國族、情慾上的悶燒與台灣的歷

史、文化形成奇特的比喻關係。朱天心、張大春、林耀德、駱以軍、成英姝等都

是二代眷村作家的佼佼者，而李昂、朱天文、李永平、施叔青(尤其在《微醺彩

妝》中)、邱妙津等則在都市男女情慾、文化政治上有很精彩的發揮。 

林耀德的一首詩〈城市終端機〉，把台北這種悶燒的豪放的生活、情慾寫得

淋漓盡致，他是由現代主義(尤其波特萊爾式的)邁入後現代，而風格大致是晚期

現代主義(late modern)，因此對電腦、科技、色情、慾求、核爆、國際政治等充

滿了興趣。雖然他的〈線性思考計畫書〉(1984)被稱為是台灣後現代主義的宣言
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詩之一，但是從許多方面來看，後現代的加深反省與多元觀點往往由無動於衷的

數字、影像、政治事件、性愛爆力所取代，“後現代”這個詞彙成為一個描述，

甚至於預示台灣都市文化情境的方便標籤，與“高解度畫面”、“電腦終端機”

同屬明顯指標，並藉此暗示台灣的政治局面： 

 

停電時電腦顯示器中 

台，灣 

，崩潰 

  崩潰為 

零散 

  的 

  光的 

殘像 

 

羅門在〈都市你是一部不停的作愛的機器〉裏也說： 

 

百貨櫥窗與眼睛作愛 

生出各種慾望 

休閒中心與無聊作愛 

生出結紮不住的色情 

人腦與電腦作愛 

生出千變萬化的明天 

 

對都市無聊作愛，“累得喘不過氣來”的情況，有幾分近似艾略特(T.S Eliot)
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在《荒原》中的都市男女寫照，但加入了“人機一體”的都市景觀。 

另一個例子是駱以軍在《月球姓氏》中有關一群流亡轉進而無法安頓的老

兵，如月伯伯的大幢老房子，不過，敘事者對父親巡視校舍的描寫更是有國與家

一齊入夢的詭異： 

 

那個夜裏我夢見我陪著我父親巡視一間校舍，那三、四十疊榻榻米的大通鋪

上，躺臥橫放著一隻隻不知是冬眠還是擱淺受傷的海豹。我記得夢中那海豹宛如

流浪漢鬍鬚扎立著尖嘴還奄奄吐著白煙(是很冷的天吧)，我父親吩咐我往那些海

豹帶著異味的黑色身軀上潑水，讓他們保持最起碼的潮濕和清醒(一睡過去就再

也無法醒過來囉)。但我分明看見那黑色鰭翼的下方，結了一層薄冰。每次潑水

下去，在看不出細節的黑色肌膚上，總會像分泌出甚麼般激起一陣輕微的痛苦痙

攣…… 

 

駱以軍這一段的描寫，看似是對校舍(是軍校吧？)之中，那些離開祖國(海水

對岸)飽受滄桑的士兵(他們變形成為海豹)，以超寫實的方式表現出他們垂死掙扎

之落魄與異樣，但是這些海豹與他在《月球姓氏》所敘述的月伯伯，父母乃至妻

子(尤其產房的陣痛經歷)息息相關，在一個小空間(校舍)之中，所有想像與真實，

過往與現在之人物都有微妙的關連，在記憶的濕冷角落中串聯形成擱淺的苦悶。 

駱以軍的近作《遣悲懷》是一部有關毀滅、死亡、壓抑、及變形的書寫，在

是野、文字、主題、乃至敘事手法，都比《月球姓氏》更加突出，雖然有些人物、

故事，又透過凹凸菱角鏡，重新現身，但是常常經過二度眼一，顯出前所未有的

扭曲與交集密度，於親身的苦痛之中，切入全球性的大災難，從妻子的生產波折，

夢見太空隕石，殺害生靈(如駱駝、病毒、無辜、或生命複製)，及看似不大相關

的漂泊迷離往事，如在憶及母親的迴光返照那一片刻，想起了電影畫面中，一艘

沉淪於無垠深海的核子潛艇。 

    迷魅而莫名所以的連繫，把發生於各地，不同時間的災難，納入凝像記憶的

多元畫面裏，一方面，擴大了小說的識域，另一方面，則將原本功能模糊的角落，

給起死回生，堆放空牛奶瓶的處所，到洞隙的隱密空間，乃至昔日的迷戀、閃失、

暴虐、與接觸死亡，都以靈光乍現的方式，縫隙在一起，然而，這不只是橋哀思、

或卡夫卡式的。駱以軍在這部作品哩，大量運用新聞、電玩、生科醫療、流行文
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化的詞彙，以至於讓讀者出入於屍體解剖式的嚴謹細節觀察，與無厘頭的荒唐連

續劇之間，面對突如其來的恐怖攻擊，既有身不由己的痙攣，也不自禁地起一種

彷彿置身電動遊戲般，或真幻莫辨的投入與解放感，如〈第三書〉、〈摺紙人〉、〈大

麻〉、〈運屍人〉等篇。 

    就是這種樣態在日常生活的恐怖中，夾雜科技想像，情慾猥褻的雄渾，讓敘

事者，以守屍人的身份，去打破空間的死寂，不斷與時間進行論述搏鬥，試圖化

心底深處的哀鳴為生之慾的熱情，或重新敘說故事的契機，因此，整本小說呈現

出首尾照應，而又在遁走之際，看到變奏的身影光譜，中心穿梭產房災難生態的

再生產，每一篇看似斷裂、無法承接，但是其實峰迴路轉，再度演繹下去，透過

此一敘事邏輯，作者於小說的〈後記〉，舉聚會、交通、傷害、故事、及插入身

上的管線、溜滑梯的爬上爬下重複動作，道出某種預知死亡，話別災難，鍥而不

捨的單調悲情與智慧。 

    王德威說駱以軍先是師法張大春，後來又學朱天文及朱天心，他的說法引起

不少爭議，但是在某種程度上應該是言之成理。特別是我們看朱天心的《古都》

與駱以軍的近作一起觀看，《古都》的敘事者將京都、台北對照，想在日本找到

中國，另一方面則為台北正形成的族群政治感到莫名的疑懼，焦慮儼然在悶燒。

在朱天心的作品裡，我們也看到這種回返。但是那是在京都所迴映出的台北狂

亂，或透過「夢中地圖」，看到想像所經營市鎮的面目，「當它愈來愈清晰，清晰

過你現有的世界，那或將是你必須——換個心態或該說——是你可以離開並前往

的時刻了」（《漫遊者》43）。例如，在《古都》中，敘事者不斷在日本發現原鄉

的影子︰ 

 

     車速以時速一百公里衝越關渡宮隘口，大江就橫現眼前，每次你們都會非

常感動或深深吸口河海空氣對初次來的遊伴說：「看像不像長江?」 

車過竹圍，若值黃昏，落日從觀音山那頭連著江面波光直射照眼，那長滿了黃槿

和紅樹林的沙洲，以及棲於其間的小白鷺牛背鷺夜鷺，便就讓人想起晴川歷歷漢

陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。（《古都》1997：153） 

 

    但是，敘事者在異地的旅遊所見反而清晰托襯出台北中山足球場的族群暴

力：台灣人罵中國豬的場面，或者是緬懷舊日之漫遊。不過，較生動有趣的是朱

天心有關旅行方式的描寫，尤其歷史奇像的漫遊，她顯得對台灣有其批判距離或

含混的感覺，是被排擠、斥責的錯愕： 
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     二十年後，同一個日子同一個晚上，你和丈夫參加一個號稱十萬人的聚會，

你完全想不起來這麼好大一個足球場是哪來的，未建之前原是哪裡，困惑的不只

這些，你本來只是想去捐些款，略盡能否把執政黨藉此拉下台的棉薄之力，像血

書上的那一字的那一勾，後來當然你們出不去了，最重要的，你結婚近二十年的

丈夫決計不會走了，你看到他與周遭幾萬張模糊但表情一致的群眾的臉，隨著聚

光燈下的演說者一陣呼喊一陣鼓掌，陌生極了，終於有名助講員說了類似你這種

省籍的人應該趕快離開這裡去中國之類的話，你丈夫亂中匆忙望你一眼，好像擔

心你會被周圍的人認出並被驅離似的。（167-68） 

 

    或者，在異地突然想起本土文化政治的認同問題及其移居念頭︰ 

 

     你簡直不明白為什麼打那時候起就從不停止的老有遠意、老想遠行、遠走

高飛，其實你不曾有超過一個月以上時間的離開過這海島，像島夷海寇們常幹的

事。好些年了，你甚至得時時把這個城市的某一部分、某一段路、某一街景幻想

成某些個你去過或從未去過的城市，你才過得下去，就像很多男人，必須把不管

感情好壞的妻子幻想成某個女人，才能做得了男女之事。（169） 

 

    學者往往是就朱天心的文字世界、族群記憶、感官圖象及其小說技巧去深入

分析《古都》，如王德威、黃錦樹等人可說是其代表。（均收入《古都》）一般比

較不注意的反而是這部作品最明顯的文類表徵，也就是其旅行文學的面向。事實

上，朱天心近年來的著述是與「眷村兄弟」、台灣政治有某種微妙的關係。（小說

家本人後來也將其政治論述出版成冊。）要瞭解《古都》中的許多聯想片斷，如
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將「大江」與「長江」類比，或在淡水波光中看到晴川閣，我們難免要回顧台灣

的奇異「後殖民史」，也就是脫離日本殖民之後的雙重日本情結，一方面痛恨日

本殖民文化，另一方面卻熱愛日本文化產品，因此，在網路上出現一些批評「親

日」族（以李登輝為首），而又支持「哈日」風的言論（如

www.fg.tp.edu.tw/~d77352135/homework2.htm）。 

    在《古都》中，我們看到敘事者不斷贊許日本交通工具（新幹線）及其都市

景觀，藉此指出台灣旅遊在科技上的足資借鏡。從敘事者到京都、東京旅遊，並

為初遊者當導覽，便可得知日本旅行所涉及的工具，同行與網路相當系統、科學

化；而到古都之旅尤其是歷史文化之旅，透過京都的巷道、廟宇，彷彿又回到古

中國，因此才會不斷在旅行途中憶起昔日台灣風光，尤其大陸美景，古詩詞中的

相關描繪。對於台灣本地的族群政治，這個在異地旅遊也揮之不去的問題，敘事

者很明顯常以含混的認同方式提出，敘事者是跨族群通婚的女性身份，當她望著

丈夫在中山足球場參加政黨選戰的激情活動時，突然感到「陌生極了」，也在這

個剎那發覺到自己的格格不入，尤其是丈夫的族群焦慮及其涉及的排外族群觀：

「好像擔心你會被周圍的人認出並被驅離似的」。有趣的是，這種族群政治問題

是在旅遊，在另一個安靜的古都作客、旁觀時，心理底層不禁湧起的對照思考：

以當地之寧靜去映出故鄉之動盪及本身之不安。但是，敘事者其實明白：旅居異

地並非長久之計。儘管她不停有遠走高飛的想法，但「不曾有超過一個月以上時

間的離開過這海島」。旅行成為一種短暫的寄託及替代隱喻，在共鳴、驚異及懷

舊等情感結構中，被想像、書寫為心理認同與排斥的雙重敘說（double 

articulations），一方面將之壓抑改換成異地，另一方面則加以體認，與之連結，

並以情色幻想的形式，把日常生活中不易容忍的熟悉景觀，轉化為另一種生機：

「好幾年了，你甚至得時時把這個城市的某一部分、某一段路、某一街景幻想或

某些你去過或從未去過的城市，你才過得下去，就像很多男人，必須把不管感情

好壞的妻子幻想成某個女人，才能做得了男女之事」。 

    在這個無奈又犬儒式（cynical）的段落之中，我們依稀看到旅行幻想這個流

動的政治經濟如何推動現實生活中不動的政治經濟，也許正由於這種彼此牽連的

心理機制，政治經濟環境愈差，愈多人想到外頭去散心，尋求靈感。旅行的概念

及其在跨文化接觸界所產生的情感，心理印記也就讓這種動與不動的政治經濟學

更加錯綜了。但是在眾多眷村焦慮與情欲悶燒之際，台北的都會看板出現了另一

種有點豪放又相當具文化批判及政治現實感的廣告文學。 

    在福岡的公共空間，往往會讀到當地文學家的詩句，大多展示於壁上或看

板，發揮其潛移默化的日常美感教育功能。而在台灣的大眾文化領域裡，廣告所

產生的作用，可能有些類似，特別是近年來，許多廣告的敘述手法意象及其修辭

相當可觀，文學情節不僅值得細讀，而且不多看幾眼，竟無法體會其中蘊藏的文

化政治意涵。尤其愈來愈多的廣告用語，吸收來自各方面的詞彙，將中、英、台

文加以匯集，交織出頗具創意的語言表達。例如︰捷運木柵線於忠孝復興站，有

一幅是以「追我吧」為題，去賣統一四物雞精，畫面簡單，不過，細看其中的話
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語，我們不禁要對小女生的自白感到新鮮。她坦承，自己一付好臉色「都是四物

雞精害的啦」，以至於男生不敢上門，「這，這，這是我的錯嗎？」。口吻是新生

代的語氣，幽默之中，顯出自信與俏皮的情欲主張。 

    在上方，以斗大的三個字「無利感」，道出小市民在經濟不景氣，政治亂紛

紛的年代，如何把無力與無奈感，化為自保與平衡的消費智慧。從表面看，似乎

是破音字的遊戲與雙關，但是，「利」與「力」一字之差，卻將政治上的無能，

轉移為個人財務的倖存藝術，倘若我們不再多看一眼，可能就無法欣賞其語意創

新，與有感慨及表情的政治經濟觀。 

    廣告文學的訴求，是「請再看一眼」，這一方面，固然是圖像引人注目，但

是，更重要的是其中暗含的政治美學，也就是瞬息萬變中，如何掌握念舊重溫的

契機，同時，以一再的注視，看出玄機，並隨緣產生認同，乃至愛意，一如王文

興筆下的敘事者所謂「愛往往是在第二、三、四看之後才發生」。我認為，這種

多看才能賞識，進而投入情感的作法，不僅可用來談論台灣都會文學人物的「悶

燒」愛情觀，更能進一步說明廣告的觀賞之道，甚至於台灣人對本土社會現象的

解讀及認同︰初始是一種厭棄或無奈，但經過細看，倒是可能被其動力所深深吸

引，覺得在混亂之中，有其華麗，比起歐美國家，富於變化，較有人氣。這些廣

告分明在訴說：對台灣悶燒與一切內在變化，得以多看一眼（love at the second 

sight），才能發現其可愛、豪邁之處。 

    提到不少漢人作家的都市文學論述，最後忍不住要再舉原住民的短篇小說作

為結束，二 00 八年自由時報的首獎是一位名叫塔塔攸的醫師獲得，他將都市計

劃的工地所挖出之原住民骸骨及其歷史創傷，做相當魔幻的描繪： 

 

     這一切是那麼真實，那麼美好，直到鄰近的先期工地挖出一具骨骸。 

     那是農曆六月的一個燠熱午後。走出恆溫空調的樣品屋，灼燙的陽光轟然

傾瀉過來，厚重卻撼搖不出一絲風。在這空曠的重劃區，躁鬱空氣的唯一流動是

向上浮升，之後向下沉落，一種飽含水氣、黏稠得必須沉澱的厚重。我緩緩步向

工地，卻連吸一口氣都覺得困難。 

    穿越過低矮的土堆，四周些微轉暗，我抬頭尋找天光，驚覺迫近眼前的那座

山巒原來是團烏雲，正以排山倒海之姿，靜默湧來，剎時一道雷光，引爆天地共

鳴的撼動，縮頸仰望，一粒水珠正巧擊中鏡片，四周瀰漫一種焦土清蒸雨霖的甘
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味，隨即響起漸強趨急的雨落奏鳴。 

    我快步跑到現場，浸水的地壤已成泥濘。工地主任匆匆遞上雨衣，指向挖土

機旁的一團藍白帆布。 

「那邊。」 

    提拉著濕透的褲管，躡腳走近。 

    灰黑的爛泥之間夾雜錯亂交疊的枯黃骨骸。一陣雨水洩入，沖去污沙，傾斜

的顱骨突然露出深邃的眼眶，接著閃出一道銀光；還沒聽到雷聲，我己全身打了

一個寒顫。 

 

    這個令人不寒而慄的場景，大抵可說是台北的「悶燒」、「豪放」下的酷異癥

候吧。 
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トラウマ、記憶の内破 
―映画と文学の中の台北 

 

廖 炳惠 

 

1908 年 1 月 23 日，《台灣日日新報》に一篇の文章が掲載された。作者は石川欽一郎，当

時の日本総督府の陸軍翻訳官であった。彼は台北に来てまだ数か月だったが、街の風景に

故郷の記憶が喚起され、気持ちが高ぶるのを抑えることができなかった。 

 

領臺十餘年後の今日。未だ本島に就て一向承知せざる人内地に尠なからず。せめて此

日本一の風景にても此不幸なる人々に知らせてやり度きものならずや。日本一の風景と

云へば少しお負けの如く思ふ人もあるべし。併し僕はかく信ずるのみならず。東京に居

る僕の友人の画家に見せても亦さう思ふに違ひなしと信ずるなり。此臺北のみを取て内

地と比較するにまづ京都に彷彿たるものあらん。鴨川にあたる淡水川あり。比叡愛宕に

例ふべき大屯觀音其他の山々市を繞り。吉田白河には圓山あたりを以て充て。和尚洲の

邊は嵯峨野。古亭庄は伏見に當らんか强ひて一々充てはめる必要はなきも。一體の山容

水姿能くそれに似て色彩更らに幾段の美を見せたり。赤屋根黄壁は綠竹の林に好き對照

にして相思樹の綠は内地に見るべからざる沈着荘嚴の色を呈す。濃き青空は是等に對す

る面白き配合にして。空中の水分は恰かも薄絹の如く野山を包みて高調温雅の趣あり。

其他雲の影。日の光何れも本島特有の美にしてとても内地の比にあらずa。 

  

しかし後に石川も台湾の明るすぎて深みに欠ける景色にいささか失望したが、それは台

北に長く滞在し新鮮味がなくなったからであろう。しかし彼が指摘する濃厚な色彩が壮観

を呈するその景観の下の「河川は短い」という事実は、台湾の土地、気候、人物、歴史及

び政治の問題の所在をほぼ表している。 

台湾は、周囲を海に囲まれた移民社会であり、開放的な地理環境にあって、鬱蒼たる林、

深く険しい峡谷は、ポルトガル人から美しい島「福爾摩沙〈Formosa〉」と称えられた。初

期の原住民の定住から明の鄭成功時代の閩南漢族の移住、1949 年以降、国民党政府に従い

転進してきた大陸同胞、更には 1990 年以降南アジアの外国籍の花嫁や労働者の増加など、

多層的に内外の植民と現代化が交錯する過程を経て、非常に複雑で相矛盾するエスニッ

ク・グループの衝突、政治的トラウマ、歴史的記憶を織りなしてきた。そのため「猫の額

ほどの地」に、時間的空間的に長期にわたって蓄積されてきた様々な緊張が圧縮されてい

る。オランダ、スペインの植民地から日本の統治、国民党による戒厳令の実施、1987 年以

降の台湾本土主権意識の台頭、2000 年以降の民進党執政前後のエスニック・グループ間の

関係と政治倫理の悪化、2008 年には再度国民党が政権を手にするものの政治経済面の成果
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が芳しくない等、様々な住民が、極めて不均衡に歴史的トラウマや調停と蘇りを体験した

と言えるだろう。原住民はその中でも最も排斥され、搾取されたグループである。彼らは

故郷から高山へと追いやられて「高山族」、「高砂族」となり、日本統治者に「霧社事件」b

を利用して分断させられた後、漢民族の執政時期に再び周縁化され、都市の労働力となり

文化経済の底辺をさまよった。一方、閩南人と客家の長期に渡る抗争c、さらに国民党が台

湾で引き起こした二二八事件d、白色テロe、軍関係者・公務員・教員という新しい指導者

階級の優待、科学技術大企業とメディアの選択的な支配と操縦、また各種の権力が選挙政

治により異なる形でエスニック・グループの記憶を喚起したため、漢族内部にも実は敵対

や不満、苛立ちなどの感情が満ち溢れていた。このため、新旧の移民、植民、遺民の経験

が多元的に交差し争い合うという状況の下、長期に渡り蓄積されてきた歴史的トラウマと

それが「内破(Implosion)」する社会や心理的メカニズムが生み出された。政治文化面では、

水面下にあって見えなかった内在的緊張が露になった。それは James Scott らの言う〝

hidden scripts〞であるが、それは Jean Baudrillard の言う「内破」または Gilles Deleuze

や Felix Guaratti の「分裂病」の方により似ている。そしてそれは「くすぶり（悶燒）」」

「憂鬱」の中で豪快な賭け(desperation)に出、とりわけ耽溺、ノスタルジー、圧縮といっ

た面において行われた。 

 

トラウマ、憂欝と活路：『悲情城市』から『恋人たちの食卓』、『海角七号』へ 

カリフォルニア大学アーバイン校のアッバス(Ackber Abbas)は、かつて香港の文化セン

ターと台北の中正紀念堂を例に挙げ、二つの社会のイデオロギー、建築美学上の差異につ

いて比較を行い次のように述べた。香港は「開放都市」でモダニズムとポストモダニズム

の実験性に富み、固定された身分を主張してはいない。一方、台北は自らが“合法政権”

であると自任するため、“中華文化”を強調し、そのため保守的、伝統的である、と。 

アッバスは恐らく半分しか言い当てていないだろう。実際は、台湾は“開放”的であり

ながら隔離された地域でもある。四方を海に囲まれ、交通は便利なようだが、様々な国内

外の政治経済上の要因によって、台湾は絶えず板挟みの苦境に陥ってきた。その開放性の

ため、台湾の「頭家」（中小企業の社長）の数だけは非常に多く、皆世渡りや脱税の方法を

心得ている。しかし、同時に往々にして口には出せないが心の中にくすぶる、他人と争お

うとする気持ちのために、多くの精力を室内のインテリアやカラオケ、仲間同士の争いに

費やしている。恐らく表面的に見ると、台北の建築物は多彩さに欠け、上海のようにモダ

ンで、植民地時代と現代が織り交ざった色彩があるわけではない。香港や上海に比べると、

全くの乱雑である。しかし、より細かく見ていくと、台北の都市景観の主な動力や妙味は、

曲がりくねった路地や、室内の凝ったインテリアにあり、ちょっと角を曲がると別天地が

あるということだと気付くだろう。もしくは見栄えのしない思いもかけないところに、豪

奢で多元的な内部(interiority)が、本土と異国文化の入り混じった創意工夫に満ちて存在

しているのである。台北は恐らく些か“拙くて醜い”かもしれないが、内に秘める奥深さ

は実に豊かであり、その内部は、装飾やインテリアに止まらず、その歴史と文化が濃縮さ
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れ混交された美を具え、くすぶりながらも奇異(uncanny)で内破した豪放さがにじみでてい

るのである。 

白先勇fの小説『台北人』の登場人物は、表面的には華麗であるが、その内面は足が地に

つかず贅沢な記憶に浸るのが得意な「くすぶり」の典型である。大陸から台湾にやってき

た離散遺民が「遊園驚夢」gの束の間に、一時の華やかさの中に陶酔するものの、「国破れ

て山河あり」の歴史的トラウマを抑えることができない。しかし、ここでテクストについ

て論を展開する前に、まず「トラウマ」、「内破」、「くすぶり」の意味について少し説明し

ておかなければならないだろう。 

まず「トラウマ」(trauma)である1 。出来事が極端に恐ろしく強烈なため、とっさに理

解したり、受け入れることができず、突然話す能力や記憶する能力を喪失し、空白、とま

どい、苛立ち、苦痛を生み出すがその理由は分からず、消すことはできないが直面したく

ない記憶が残り、「トラウマの後の失調症」 (post-traumatic stress disoder，略して PTS)

となり、癒しようのない憂鬱、いらだち、怒り、神経衰弱が生まれる。個人の体験におい

ては、子供が両親の性行為を目撃したり、別の部屋に放置されたときに感じた遺棄された

という感覚、孤独、暗黒やエディプスコンプレックス、さらには無意識の夢が変形、転化

して内心の傷となる。或いは自動車事故、大事故、突然の失業や集団的トラウマ事件、例

えば反ユダヤの大虐殺 (holocaust)、広島原子爆弾、アメリカニューヨークの九一一事件

などによって引き起こされた失意、限りない恐怖、生理的精神的失調（嘔吐、失語、発狂、

分裂等）などは、医療によって再び真相を見つめ、その記憶と倫理秩序を呼び覚ましてや

る必要がある。現在、世界秩序が制御不能に陥っているという事実と、トラウマ及び多く

の事件との関連性は研究が待たれる重大な問題である。台湾人にとってのトラウマとは、

移住、植民地支配の被害、政権政治や内部での植民差別h等の異なる待遇、ひいては国家的

大事件（例えば国共内戦、二二八事件、九二一大地震i等）である。これらの幾重にも積み

重なったトラウマが、絶えず沈殿していくため、政治的迫害、抑圧の下で、自己規制

(self-censorship)により沈黙、自粛を保ち、半ば公共的あるいは私的文化再生産の領域に

おいて、「転化」(transfiguration)及び「昇華」(sublimation)のメカニズムを通じて、そ

うしたトラウマを取り除いたり忘却したりするのだが、それが間に合わず緊張が蓄積して

起爆点に触れると、その決定的な瞬間に重大な声が発せられ、新たに倫理が甦ることがで

きるのである。台湾社会においては、トラウマを隠蔽するメカニズムは、その大半が「内

破」や「分裂症」の方法で文化政治上の叙述として行われる。ここで私は「内破」(implosion)

つまり Baudrillard を引用したい。公共メディアが過度に増えると、個体はそれをいい加

減にあしらい、シミュラークルな策略によって再統合を図るようになる。すなわち、「クー

ルな大衆」の庇護の下、創意あふれた様々な「内部」の組み立て、変動、調整を行い、表

面的な静けさの下で潜在的な革命2を行うということである。ちょうどそれは Deleuze と

Guaratti が言う「多方に錯綜するリゾーム的つながり」が生み出した政治のように、これ

                                                             
1Cathy Caruth, /Trauma: Exploration in Memory/, Baltimore: Johns Hopkins UP, (1995).   
2 Jean Baudrillard,/Simulacra and Simulation/, University of Michigan Press,(1998). 
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らの内破した情欲、分裂、及びその誕生と発展は3、台湾の室内のデザインや路地の小さな

空間の物語、中小企業の「奮闘してこそ勝利できる」文化などにその精神が最も良く表れ

ており、長期に渡る幾重にも積み重なったトラウマや内破のために、台湾の建築物は上海、

香港、東京のように壮大で立派なものではなく、小規模な乱雑さの中に、秩序を逸脱した

美的感覚や力感が表れているのである。外面的地理から台湾の環境を見ると、表面上は開

放的に見えても、山脈による遮断や、短い河川、頻繁に発生する地震、地盤の緩さなどの

ために交通が不自由なため、台湾の歴史と政治は全体的には移民を広く受け入れてきたも

のの、エスニック・グループ間の緊張が満ち、苛立ちと妥協に溢れ、多重的な矛盾の中で

生存の道を探る外になかったのである。そこで台北市の四方を山に囲まれたお盆形の地形

とその「くすぶる」状況が、最も代表的な意義を備えていると考えられる。以下、本論で

は「くすぶる」及び「豪放さ」という思考的枠組みによって、現在の台湾映画と文学を考

察する角度を示そうと思う。 

侯孝賢jの『悲情城市』kは、台北県九份で撮影されたが、その「城市（翻訳者注：都市

の意）」とは主に民族寓言(national allegory)の切り口に関係する台北市を指す。主に二

二八当時の台北市内のエスニック・グループの衝突をめぐって、歴史的証拠と女性の生き

残りの物語が展開してゆく。映画の汽車の中や病院のカットに漲っている一触即発の緊張

感や家の弟や来客の知識人は、いずれも台湾の異なるエスニック・グループが二二八とい

う歴史的悲劇に対して極めて不満に感じていることを突出させている。私は以前の論文で、

家の中と家の外という親密な空間と公共領域とを対比させて、映画における主体の曖昧な

位置について論じたことがあるが、本論でさらに一歩推し進めたいと考えているのは、こ

の映画が台湾の憂鬱、くすぶり及びその閉鎖された空間における抗争ともう一つの思考に

                                                             
3 Rhizome(地下茎)この言葉はドゥルーズ(Gilles Deleuze)とガタリ(Felix Guattari)がその 1972 年の

著作 Anti-Oedipus で示した重要な概念である。ドゥルーズとガタリはフロイト(Sigmund Freud)
の誤りは力は下へ向かうものであると考え、家庭と身体の垂直ロマンスの中にコンプレックス

を見いだしたことにあり、力は拡散して、水平の方向へ発展し、様々な場所で様々な形の網目

状のつながりや、様々なもつれを形成する可能性があることを疎かにしたと考えた。そのため

フロイトの統一、階級の等級は明らかで、核心的な観念を有してはいるが、ドゥルーズとガタ

リによると、権力とは単純な垂直方式のものではなく、またメカニズムによって下へ向かって

根を下ろすのでもなく、下から上へと発展するものであり、直線的な発展ではなく、律動的で

水平で無計画な発展なのである。そのため、見えない網目や、心理的内在化の過程、無意識の

共謀と強調と組み合わせを通じて権力は働く。この概念を利用して、多くの文化研究者とポス

ト植民地主義者が、権力は二元対立ではなく、主と奴の区別もなく、中心から垂直に下りるも

のではなく、広く拡散的であり、内化と抵抗を吸収し、新しい形式で発展する、複雑に入り組

んだ編み目上の構造であって、垂直な線的構造ではないということを発見した。そのため絶え

ず流動し、また広く拡散する情況において、様々な場所から発展し、一神論、またはある種の

植民者、金持ち、有力者が広めようとする神話に挑み、そのため、根から下へ向かって発展し、

いわゆるカノン、標準、ひいては直線的な権威全てに疑いの目を向けるのである。網目状の多

方に渡るリゾーム理論において、多くの周辺の編み目は絶えず互いに重なり合い、からみあい、

ある面ではつながり、ある面では離れて、具体的な操作網を形成し、この方式の下、権力の施

行と反抗がさらに錯綜し複雑な形式となる。そのため「多方に伸びる根茎」という概念はポス

トモダンとポスト植民地の抵抗理論の中で非常に重要な鍵となる理念なのである。（231-232） 
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対して、実は極めて見事に美学的処理が施されているということなのである。私は以前「耳

が聞こえず話せない」という主人公の境遇を用いて映画の持つやるせなさと板挟みについ

て説明したのだが、恐らくは、こうした策略は「耳が聞こえず話せないくすぶり」の声に

ならない苦境の中における内面化の動きを象徴し、心のトラウマから「歴史的トラウマの

生き証人となって声を出せなくなった」記憶と未来の想像を探そうとしているのだと考え

たほうが良いかもしれない。映画の中のロング・ショットがしばしば遠方の海に向けられ

るのは、未来に活路を見つけたいという思いからであろう。 

これと比較すると、楊德昌（エドワード・ヤン）lの『恐怖分子』mと『牯嶺街少年殺人

事件』nは、台北市の日常生活におけるトラウマの積み重なりによって起こった説明できな

い暴力とそのくすぶりの状況に対する、精彩かつ人をぞっとさせるような叙述である。『恐

怖分子』は李立中夫妻を主軸として、現代的なマンションの密室における台北人の自己束

縛について描いている。一本のいたずら電話によって、李立中が浮気をして相手が妊娠し

たというほんの数語が発せられたがため、一瞬にして一連の誤解、銃殺の悲劇を引き起こ

す。魔術的リアリズムの手法で、台北人のくすぶりの中での説明不可能な殺人の衝動を明

らかにしている。『牯嶺街』ではこの衝動をさらに前に進めている。侯孝賢、楊德昌による

台北人のくすぶり、憂鬱の表現はすでに模範となっているが、蔡明亮oの『愛情万歳』pや

『Hole』qにおける人物の憂鬱は、さらに骨身に沁み込んだものである。これらの監督によ

るこの「くすぶり」の描写は素晴らしいが、大抵は出口の見えない情景によってそれは表

現されている。しかし、李安rは、『恋人たちの食卓』sや『ブロークバックマウンテン』tで

トラウマとくすぶりを練り上げ、昇華させて、それらを美食と感情の通い合い、相互の影

響と活路へと導いた。老いた父が出国前の娘に料理を作り、料理の腕と食事の記憶がゆっ

くりと蘇生していく過程において、国家に関わるトラウマが宥められ、癒されてゆく。関

錦鵬（スタンリー・クワン）uの『フルムーン・イン・ニューヨーク』vでは、張艾嘉（シ

ルヴィア・チャン）演じる台北から来た女が、台北の都市文化と政治のくすぶりとトラウ

マを素晴らしく表現しているが、三人の女の相互の働きかけや国外に流浪するというもう

一つの活路によって、彼女はそれを取り去る道を見つけることができた。また最近台湾、

日本で大きな反響を呼んだ『海角七号』wは、本論で明示しようと思っている「くすぶりの

中の豪胆さ」をさらに具体的に発展させている。映画の中で、日本植民地時期の記憶は手

紙によって関連づけられ、ほとんど忘れ去られていた国家の過去が振り返られるのである。 

しかしながら、台北という都市のくすぶりの性格を更に詳細に分析するには、やはり文

学作品の中からその手掛かりを得なければならないだろう。 

 

くすぶりの豪放さ：台北市の都市文学を例に 

台北の気候、その人文地理的環境と“くすぶり”という心理状態は一定の関係がある。

特に 6 月は李昴xの述べる通りである。 

 

夏も盛りの台北市。むっとする熱気が盆地状の都市に充満し、そこかしこを埋め
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尽くしていた。亜熱帯に位置する臨海都市に重くのしかかっているのは、息苦しい蒸

し暑さと多量の水蒸気である。 

盆地という地形はことに圧縮された熱を堆積しやすいらしく、街全体がじとじと

と鬱陶しい空気に覆われ、まるで無色透明の薄いゼラチンが、市内の高層建築や密集

した住宅街、曲がりくねった通りへと隙間なく入り込み、街全体を包み込むかのよう

にすべてがべっとり貼りつき、こもった重苦しい熱は永久に盆地から溢れ出てゆかな

いのだ。 

夜になると、太陽はいっとき熱の力を失い、まれに弱々しい風が都市をとりまく

小さな山から吹いてきて、盆地いっぱいによどんでいた熱気がかすかに揺れ動くこと

もあった。しかし、火から下ろしたばかりの鍋一杯の熱湯が表面だけかすかに波だつ

ように、熱は依然として内部の奥深くに潜んでじっと動かない。 

この熱気は到底収まる気配を見せなかった。亜熱帯地区では昼と夜の温度差が小

さいため、昼に市内に侵入し腰を据えてしまった熱気は夜になっても引きあげず、近

くでじっと待機している。まるで巨大な野獣が，炎を吸ったり吐いたりしながら、真

夏の数ヶ月間というもの、昼夜の別なく退きもせず勢いを弱めることもなく居座って

いるといった感じである。（藤井省三訳y） 

 

こうしたくすぶりの雰囲気には、乱雑さ以外の力も備わっている。ちょうど『迷園』の

騒々しい世界から、ちょっと振り返れば、目と鼻の先に“涵園”の楼閣やあずまやがあっ

て、悠々楽しめるといった具合である。楊照zの中山北路の夜遊びに対する描写と李昴の台

北に対する描写は比較して味わうことができる。李昴はこう描写する。「その夏の夜、真夜

中近くだというのに依然として気温は下がらず、じっとり汗ばむ蒸し暑さの中で正面の大

通りに向けてひっきりなしに車が流れ込んでいく。エンジン音が爆音をたてる合間にクラ

クションが鳴り響き、道の両わきのネオンは寄り集まって色とりどりのライトの川となっ

て流れ、歩道に設けられた屋台では人声が賑やかに響いていた。このにぎにぎしく色彩豊

かにごった返す台北市の大通りの、テレビが巨大な壁のようにたち並ぶその三十六個のス

クリーン上で、あいかわらず風に水がせせらぎ、柳の葉が翻り、楼閣やあずまやのそり返

った軒と碧の瓦がくり返したちあらわれては重なりあい、果てしない幻想の世界をくり広

げていた」（藤井省三訳）。 

楊照はこう描写する。「夜はだいぶふけた。中山北路全体の流れはスムーズで、妖しく

目映いネオンサインが消えた後は、楠が重なり葉のこすれ合うシルエットが風景の主役と

なった。たまに数台の車が飛ぶように走りすぎてゆき、相当の樹齢を思わせる、がっしり

した街路樹の肌をヘッドライトが素早く照らし出してゆく。流れる光が轟然と音を立てて

前に突進してゆくのを見ていると、不意に自分がひっそりと奥まったトンネルの中にいる

ような錯覚に捕らわれる。繁華な中山北路が閉じられて、先の見えないトンネルに閉じこ

められ、神秘的な気配が空中に漂っているような気がするのである」。 

楊照は中山北路を台北の歴史、文化の地理的記憶の縮図としている。初期の日本植民地
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の建築から孫中山記念館、アメリカ軍駐台新植民時期の雑貨屋、圓山飯店、士林の夜市か

ら天母の新合成文化（イタリアンレストラン、日本の百貨店、台湾誠品書店、アメリカの

チェーン店、ワーナービレッジ映画館、小衣蝶、小微風広場等）まで、どの路地の片隅に

も重なり合った歴史の跡、植民地とポスト植民地の混ざり合った紋様に満ちている。 

私的でありながら、民族の記憶にも連なる都市や歴史の想像は、駱以軍aaが提供してく

れる。そこでは、もう一つのさらに密やかで悲しい都市の記憶が、小さな路地裏、特に暗

い路地の奥深くから現れる。その奥深くに、運搬労働者、幼い売春婦、あるいは都市の周

縁に出没する村落出身の少年たちがいる。その多くは台北まで流れてきた、ワリス・ノカ

ンbb（タイヤル族）の筆の下で驚くべき嘆かわしい姿となって描かれている原住民たちで

ある。或いは、彼のもう一つのペンネームである柳翱が語る森林の記憶を忘れた人々であ

る。 

 

我々の村の森が日に日に減少していった頃、人々は歴史をさかのぼるようにして、

再び大量に都市へと返っていった。労働力が集中する集落に戻り、強靱な腕と強健な

身体をたよりにして、生存の出発点を求めた。都市に流れ着いた原住民の兄弟が森の

記憶を次第に忘れてゆくということは、あるだろうか？ お祭りへの畏敬を次第に失

ってしまうということが、あるだろうか？ 昔からの伝統的価値観を次第に変えてし

まうということが、あるだろうか？ これは誰も予測したくない、また予測すること

のできないことであろう。森、本当にそれが原住民の神話となる日が来るかもしれな

い！ 

 

“くすぶり”型の都市文学の中で最も量産されているのは、もちろん“軍人村文学”で

あり、その次が“情欲文学”である。この二種類の小説は、“エスニック・グループのアレ

ゴリー”を用いて、民族と情欲におけるくすぶりと台湾の歴史、文化を独特の比喩で表現

している。朱天心、張大春、林耀德、駱以軍、成英姝らは第二世代の軍人村作家の代表者

である。また、李昂、朱天文、李永平、施叔青（特に『微醺彩妝』において）、邱妙津らは、

都市の男女の情欲、文化政治において、大いに活躍している。 

林耀德ccの一編の詩「都市の端末機（城市終端機）」は、台北のこのくすぶる豪放な生活

や情欲を余すところなく描き出し、彼はモダニズム（特にボードレール風の）からポスト

モダニズムに進み、後期モダニズム(late modern)の風格を備えている。そのため、パソコ

ン、科学技術、色情、欲求、核爆弾、国際政治等への興味に満ちている。彼の「線的思考

計画書」(1984)は台湾ポストモダニズムを宣言した詩の一つとして称えられているが、様々

な方面から見て、ポストモダンの深い反省と多元的な観点は、しばしば無感動な数字、映

像、政治事件、性愛暴力に取って代わられている。“ポストモダン”というこの言葉自身が

描写の一部となり、ひいては台湾都市文化の将来を予測する便利なラベルとなり、“高解像

度画面”や“パソコン端末機”と同じように、明示的な目標となり、それによって台湾の

政局が暗示されているのである。 
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停電時パソコンのモニターでは 

台、湾、は 

、崩壊 

  崩壊して 

ばらばら 

  の 

  光の 

残像となった 

 

羅門ddも「都市、お前は絶えず性交する機械」の中でこう述べている。 

 

ショーウィンドーと目が性交して 

様々な欲望を生み出す 

レジャーセンターと無聊が性交して 

縛りつけることのできない色情を生み出す 

人の頭脳とパソコンが性交して 

千変万化の明日を生み出す 

 

都市の無聊な性交に「疲れて息もつげない」有様は、エリオット(T.S Eliot)が『荒地』

の中に描いた都市の男女に似ているが、さらに「人と機械が一体化した」都市景観が加わ

っている。 

もう一つの例は、駱以軍の『月球姓氏』に描かれた、流浪し転進しながら安らかに落ち

着くことができない老兵たちである。ちょうど月おじさんの大きな古びた家のように。し

かし、語り手による、父親が校舎を見回る際の描写は、国と家とが一緒に夢に入ってくる

という奇妙なものである。 

 

あの夜、夢の中で私は父と校舎を見回った。あの三、四十畳もある畳の大広間には、

冬眠しているのか浅瀬に打ち上げられて傷ついているのかよく分からないアザラシた

ちが横たわっていた。夢の中では確か、そのアザラシは、浮浪者のようにひげを生やし、

細くすぼめた口からは絶え絶えに白い息を吐いていた（とても寒い日だったのだろう）。

父は私に、異臭のするアザラシの黒い体に水をかけて、最低限の湿り気と目覚めたまま

の状態（一旦寝付いてしまうと二度と目覚めることはないだろう） を保ってやるよう

にと言いつけた。しかし、私はその黒いひれの下に薄い氷が張っているのをはっきりと

見た。水をかけるたび、細部までははっきり見えない黒い皮膚に、何かを分泌するよう

な、軽い苦痛の痙攣が起こった……。 

 

-98-



 

駱以軍のこの描写は、校舎（軍の学校であろうか）の中の、祖国（海の対岸）を離れ辛

酸を味わってきた兵士たち（彼らはアザラシにデフォルメされた）に対して、シュールレ

アリスムの方法を駆使し、その死線でもがく、落剥した異様な姿を表現している。しかし、

これらのアザラシは、彼が『月球姓氏』で述べた月おじさんや両親、妻（特に産室での陣

痛の経験）と一一密接に関わっているのである。この小さな空間（校舎）の中で、想像上

であれ実在であれ、過去であれ現在であれ、あらゆる人々が皆微妙に関連しあい、冷たく

じめじめした記憶の片隅でひと繋がりとなって頓挫した苦悶を形成している。 

駱以軍の最近の作品『悲懷を遣る』は、壊滅、死亡、抑圧、変形に関する叙述である。

その視野、文学性、テーマ、叙事手法など、全てにおいて『月球姓氏』を上回っている。

幾らかの登場人物やストーリーは、菱形凹凸鏡を通して再びその姿を現しているが、しば

しば二度の解釈を通じて，これまでにないねじれと稠密度が現れる。自分自身の傷みから、

世界的な大災害に入り込み、妻の出産におけるトラブルから、宇宙の隕石、生物（ラクダ、

ウイルス、無辜、生命の複製）の殺害、果ては一見あまり関係なさそうな、たわいもない

過去の出来事を夢に見るのである。例えば、母親が臨終前に一瞬元気を取り戻した時のこ

とに記憶が及ぶと、映画で見た、果てしない深海に沈んでゆく核潜水艦のことが思い出さ

れたりするのである。 

幻想的で訳の分からないつながりは、様々な場所と時間に起こった災難を、記憶を凝縮

した多元的な画面の中に納め、小説の識域を広げる一方、また本来その機能のよく分から

ない断片を起死回生させる。空の牛乳瓶が積み上げられた所、ほんの僅かなプライベート

空間、及び昔日の想い、過ち、暴虐、死との接触など、全てが一瞬のうちに現われ、重な

ってゆく。しかし、決してジョイスやカフカ流ではない。駱以軍はこの作品において、新

聞、テレビゲーム、生物科学医療、流行文化の語彙を大量に用い、読者を死体を腑分けす

るかのような慎重で緻密な観察に立ち会わせている。ナンセンスで荒唐無稽な連続ドラマ

の合間に、突然発生したテロ攻撃を見せつけられ、無意識のうちに痙攣してしまったり、

思わずテレビゲームをしているような感覚に囚われ、現実か幻想かも分からないまま参加

し、解放感を得る。例えば「第三書」、「折り紙の人」、「大麻」、「死体運搬人」などがそう

である。 

つまりこうした情況が日常生活の恐怖の中にあるのである。科学技術の想像や情欲や猥

褻さの入り交じった雄大さが、語り手に死体を見守るような態度で、空間の静寂を破り、

絶えず時間と論争を繰り拡げさせるのである。心の奥底の悲痛な叫び声を、生を求める情

熱に、あるいは再び物語を語る契機にしようとしているのである。そのため、小説全体は

首尾一貫しているが、逃げ出す時に、変奏する影のスペクトルを見たり、そこに産室での

災難の再現が挟まれる。どの文章も一見断裂し、続いていないようだが、実は幾重にも曲

がりくねって再び続いていくのである。この叙事ロジックを通じて、作者は小説の「後記」

で仲間との集まりや交通、怪我、物語、体に挿入された管、滑り台の上り下りの反復動作

を挙げ、死亡を予知し、災難に別れを告げる、ねばり強い悲しみや知恵を語っているので

ある。 
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王德威は駱以軍がまず張大春を手本とし、のちに朱天文や朱天心を学んだと述べた。彼

のこの言は多くの議論を巻き起こしたが、ある意味で、彼の言には理があると言えるだろ

う。特に我々が朱天心eeの『古都』と駱以軍の最近の作品を合わせて見るとそう思える。『古

都』の語り手は、京都と台湾を対照させ、日本の中に中国を探そうとする一方、台北で形

成されているエスニック・グループによる政治に対して言い表せない疑いや恐れや苛立ち

を感じ、くすぶっているかのようである。朱天心の作品の中に、我々はこうした「回帰」

をも見て取ることができる。しかし、それは京都に映し出された台北の狂乱であり、「夢の

中の地図」を見て、想像により営まれる都市を見届けたのである。「それはますますはっき

りとしてくる。あなたの現在の世界よりもはっきりとする。それは恐らく－気持ちを変え

て或いはこう言うべきだ－あなたはもうそこから離れ前に進んでいってよい時だと」（『漫

遊者』43）。例えば『古都』において、語り手は、絶えず日本の中に故郷の影を発見する。 

 

     時速一〇〇キロのスピードで關渡宮の参道口を突き抜けると、大きな河が眼前に広

がる。そのたびにあなたたちは妙に感動して、深々と川風を吸い込んだりしながら、初

めてここに来た友だちにこう言うのだった。「どう、長江に似てるでしょ？」 

バスは竹圍を通り過ぎる。もしも黄昏時だったら、観音山のむこうから射しこむ夕陽

が、川面に反射する波の光といっしょになって眼に眩しく突き刺さり、あのハマボウと

マングローブの生い茂った砂州と、そこで羽を休めるコシラサギやアマサギ、ゴイサギ

たちの姿は、長江を詠んだあの有名な句を想い出させた。晴川は歴歴たり漢陽の樹、芳

草は萋萋たり鸚鵡洲。（『古都』1997：153、清水賢一郎訳ff） 

 

しかし、語り手が異国の地に旅して見たものによって、逆に台北の中山サッカー場のエ

スニック・グループ間の暴力がはっきりと際立たされる。しかし、アクチュアルで面白い

のは、朱天心の旅行記風の描写である。特に歴史的な旅において、朱天心は台湾に対する

批判的な距離感や曖昧な感覚、つまり排斥され、糾弾されるという驚きやうろたえを表し

た。 

 

     二十年後、同じ日付の同じような夜、あなたと夫といっしょに公称十万人の選挙演

説会に参加していた。でもこれほど大きなサッカー場がいったいどこから降って湧いた

のか、これが建つ前には何があったのか、あなたはまるで思い出せなかった。困惑を覚

えたのはそれだけではなかった。そもそもあなたは、血書のあの一字の一はねと同じよ

うに、幾ばくかの寄付をして、政府与党を引きずり下ろすことができるかどうか微力を

尽くしてみようと思ったに過ぎなかった。でも当然、気づいたらそこから出られなくな

っていた。それより困ったのは、結婚して二十年近くになる夫が絶対帰りそうにない様

子だったのだ。あなたの眼に映ったのは、夫と周囲のぼんやりとした、しかし全く同じ

表情をした数万の群衆の顔。それがスポットライトを浴びた演説者に合わせて一斉に喚

声をあげる。拍手の波がわき起こる。妙に取り残された気分だった。最後に有名な演説
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者が応援演説に立ち、あなたのような外省人はさっさとここを出て中国に帰れといった

類のことを叫んだ。夫は群衆にもまれながらチラッとあなたに目をやった。あなたの省

籍が周囲の人間に見破られて、その場から追い出されはしないかと気遣ってくれている

ようだった。（167-68、清水賢一郎訳） 

 

もしくは、異国の地で、突然、本土の文化政治のアイデンティティー問題や移住のこと

が頭に浮かんできた。 

 

     あの頃からずっとそうだったが、いったいなぜ遠い場所に憧れるのか、なぜ常にど

こか遠くへ高飛びしたい気持ちが離れないのか、自分でもよくわからなかった。そのく

せ、およそ海賊がそうであるみたいに、実際はこの島をひと月以上離れたことはなかっ

た。もう何年にもなる。そもそもあなたは、しょっちゅうこの都市のある区域や、通り

や、街並みを、かつて行ったことのあるあるいは行ったことのない都市に幻想で置き換

えなくてはならなかった。そうしてはじめて生きていけるような状態だったのだ。まる

で多くの男が、気持ちが通い合っているいないにかかわらず、自分の妻を、幻想の中で

誰か別の女に置き換えなくては男女のことが行えないみたいに。（169、清水賢一郎訳） 

 

学者は往々にして朱天心の文学世界、エスニック・グループの記憶、感覚的映像及びそ

の小説技巧の面から『古都』に深い分析を行う。例えば、王徳威、黄錦樹などがその代表

と言えるだろう（全て『古都』に所収）。一般的にあまり注目されないがこの作品に最も明

らかに表れている文学のジャンル的特徴は、その旅行文学への傾斜である。実際、朱天心

の近年の著作は、「軍人村兄弟」や台湾政治とある種微妙に関係している（小説家本人が後

にその政治論をまとめて出版している）。『古都』に見える多くの連想の断片、例えば「大

江」と「長江」の対比、或いは川波の光に晴川閣を見出す所などを理解するには、台湾の

奇妙な「ポスト植民地史」を振り返らなければならない。それはつまり日本の植民地支配

から脱した後の二重の日本コンプレックスであり、日本の植民地文化を激しく憎む一方、

日本の文化製品を熱愛するというものである。そのため、ネット上には「親日」族（李登

輝をその筆頭とする）を批判したかと思うと、「哈日」風の言論を支持するものが現れたり

する（例えば www.fg.tp.edu.tw/~d77352135/homework2.htm）。 

『古都』において、我々は、語り手が絶えず日本の交通手段（新幹線）やその都市の景

色を称賛し、それらが台湾における旅行の科学技術面での参考になると述べる場面を見る。

語り手は、京都、東京を旅し、初めての旅行者のためにガイドとなって、日本での旅行に

関わる手段、ネットワークが非常にシステム化、機械化していることを理解する。しかし、

古都の旅、とりわけ歴史文化の旅では、京都の小道、神社仏閣を通して、古代中国に戻っ

たかのような気分になっている。そのため、旅行の途中、絶えず昔の台湾の風景や大陸の

美しい景色、古典詩に見える関係する描写を思い出すのである。台湾本土のエスニック・

グループの政治という、この異国の地での旅の合間も拭い去ることのできない問題に対し
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て、語り手は常に明らかに曖昧なアイデンティティーの方式を提起している。語り手は、

エスニック・グループ間を越えて結婚した女性として、夫が中山サッカー場での政党選挙

戦の熱心な活動に参加しているのを目にして、突然「見知らぬもののよう」に感じ、その

瞬間、自分が全く相容れない存在であることに気付く。とりわけ夫のエスニック・グルー

プとしての苛立ちやそれに関わる排外的エスニック・グループ観、つまり「あなたの省籍

が周囲の人間に見破られて、その場から追い出されはしないかと気遣ってくれている」と

いうことに対して。興味深いのは、こうしたエスニック・グループの政治問題が、旅行中、

別の静かな古都の客となり、傍観しているとき、心の奥底から思わず湧き起こってきた対

照的思考であり、現地の静けさが故郷の不穏と本人の不安を映し出したのだということで

ある。しかし、実は、語り手にも、異国の地に旅することがいつまでも使える方法でない

ことは分かっている。遠くへ逃れたいと思い続けていても、「実際はこの島をひと月以上離

れたことはなかった」のだ。旅行は、暫時の寄託、代替的隠喩であり、共鳴、驚異、ノス

タルジー等の感情構造の中で、心理的な認知と排斥という二重文節（double 

articulations）として想像され、描写されている。一方では、それを抑圧して別の場所に

置き換えておきながら、もう一方では、それを認知しそれと結びつき、情欲的想像によっ

て、日常生活では簡単に容認できない見慣れた情景を別なる生機に転じるのである。「もう

何年にもなる。そもそもあなたは、しょっちゅうこの都市のある区域や、通りや、街並み

を、かつて行ったことのあるあるいは行ったことのない都市に幻想で置き換えなくてはな

らなかった。そうしてはじめて生きていけるような状態だったのだ。まるで多くの男が、

気持ちが通い合っているいないにかかわらず、自分の妻を、幻想の中で誰か別の女に置き

換えなくては男女のことが行えないみたいに」。 

このやるせない、シニカル（cynical）な段落において、我々は旅行による幻想という

流動する政治経済が、如何にして現実の生活における不動の政治経済を推し進めるのかを

おぼろげながら見ることができる。恐らく正にこのような互いに結びつきあう心理的メカ

ニズムによって、政治経済の環境が劣悪であればあるほど、外へ行き気晴らしをして、イ

ンスピレーションを得たい思う人が増加するのである。旅行という概念及びその文化を超

えた接触により生じる感情、心理的刻印も、こうした動と不動の政治経済学を一層錯綜さ

せるのである。しかし、多くの軍人村の苛立ちと情欲がくすぶるとき、台北の都市の看板

には、また別の文化批評と政治の現実感覚を十分に備えた、豪放な広告文学が存在するの

である。 

福岡市の公共空間においては、しばしば地元出身の文学者の詩句を目にすることができ

る。大体は壁や看板に書かれており、知らぬ間に人に感化を与えるという日常的な情操教

育の役割を果たしている。台湾の大衆文化の領域においても、広告が果たす役割は、恐ら

くそれに少し似ている。特にここ数年、多くの広告に見える語りの手法、イメージ、その

修辞はかなり注目すべきものである。その文学的プロットはじっくり読むに値するだけで

はなく、何回も見直さないと、そこに内包された文化政治的意味を感じることはできない。

とりわけ増加の一途をたどる広告用語は、様々な方面の語彙を吸収し、中国語、英語、台
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湾語などをごちゃ混ぜにして、創意に富んだ言語表現を織りあげている。例えば、地下鉄

木柵線忠孝復興駅に、「私を追いかけて」と題する「四物鶏精」という統一食品の鶏がらス

ープの素の宣伝広告がある。その絵柄は単純であるが、そのセリフに注目すると、この少

女のセリフには新鮮さを感じずにはおれない。彼女は自分の肌の血色の良さを素直に認め

て、「全部四物鶏精のせいよ」と言う。そのため、男は彼女の家に上がるのを躊躇しており、

彼女は「これ、これ、これは私のせい？」と言っている。このセリフは、新世代ならでは

の語感であり、ユーモアの中に、自信としゃれっ気のある情欲的主張が現れている。gg     

看板の上方に書かれた「無利感」hhという大きな三文字によって、不景気と政治の混迷

する時代に、小市民がどのように無力感、やるせなさを、自己を守りバランスを保つ消費

の知恵に転換するかを表している。表面上は、同じ発音の文字を用いたしゃれ言葉である

が、「利」と「力」の一字の差が、政治上の無能を個人の財政的生き残り術に転換しており、

何度も見直さなければ、この語の持つ新しさと感慨と表情に満ちた政治経済観を鑑賞でき

ないだろう。 

広告文学が求めるのは、「もう一度見てください」ということである。その意味からは

図像が注目されるのだが、より重要なのは、その中に隠された政治美学である。すなわち

一瞬のうちに過ぎ去ってしまうが、もう一度旧情を暖めたいと思わせる契機を如何につか

むかということである。と同時に、繰り返し見ることで、その隠された意味に気付き、そ

こに自らをアイデンティファイさせ、ひいては愛着を感じさせるということである。それ

はちょうど王文興の小説の語り手の言ういわゆる「愛は往々にして二度、三度、四度見た

後にやっと生まれる」の語の如くである。このように何度も見直してその良さを理解し、

感情移入させるという方法は、台湾の都市文学の登場人物の「くすぶる」愛情観について

論じる場合に応用できるだけでなく、広告の鑑賞法や、台湾人の台湾本土の社会現象に対

する理解とアイデンティファイについてもより深く解説を行うことができる。即ち、始め

は愛想が尽きたかのようなやるせなさだが、幾度も見るうちに、その動力に深く引き込ま

れ、混乱してはいるが華やかさがあり、欧米諸国よりも変化に富み、人間味があると思う

ようになるのである。こうした広告は明らかにこう訴えている。台湾のくすぶりと一切の

内在的変化は、何回も見ること（love at the second sight）によって始めてその愛すべ

き点、豪放さを発見することができるのだ、と。 

多くの漢民族作家による都市文学について論じてきたが、最後にどうしても再び原住民

の短編小説を取り上げて終わりたいと思う。2008 年自由時報の優秀賞は塔塔攸iiという医

師が獲得した。彼は都市計画の工事現場で掘り出した原住民の頭蓋骨とその歴史的トラウ

マを非常に幻想的に描写している。 

 

     この全てはこんなにもリアルで、こんなにも美しかった。隣の工事現場で頭がい骨

が掘り出されるまでは。 

    それは陰暦六月のある蒸し暑い午後だった。常に空調で最適な温度に保たれたサンプ

ル室から出ると、灼熱の太陽が轟然と降り注いできた、重々しく、しかし少しの風も呼
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び起こすことなく。このだだっ広い重点計画地区の躁鬱な空気の流れといえば、上に向

かって上がっていってはその後下に沈むだけである。その空気は水分を含んで、ねばり

があるため、分厚く重く必ず沈んでゆくのだ。私は工事現場までゆっくりと歩いたが、

一呼吸するのも困難に思えた。 

    低い盛り土を超えた所で、周囲が少し暗くなってきた。私は頭をあげて太陽の光を探

そうとして、眼前に迫っていた山並みと思っていたものが、実は黒雲であったことには

っと気付き、力強いその姿に沈黙が沸きあがった。するとその一瞬に雷光が光り、天地

が共鳴し揺れ動いた。天を見上げると一粒の水滴がちょうど眼鏡に当たり、周囲は乾い

た地面が雨に打たれて起こった甘い香りに満たされ、続いて次第に強くなる雨の音が鳴

り響いた。 

大急ぎで現場に到着すると、水に浸った土はぬかるみとなっていた。工事現場の主任

が急いで雨具を手渡し、リスターの横の青と白のズックを指差した。 

「あの辺りです。」 

 濡れそぼったズボンの裾を上げて、ゆっくりと近づいて行った。 

浅黒い泥水の間に黄ばんだ骸骨が乱雑に重なっていた。雨水が入ってその汚れを洗い

落とし、傾いた頭蓋骨が突然その深い眼窩を表し、銀色の光を放った。まだ雷の音も聞

こえていないのに、私の全身に震えが走った。 

 

この恐ろしいシーンは、台北の「くすぶり」、「豪放さ」の下での極めて異様な徴候であ

ると言えるだろう。 
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【訳注】 

 
a引用に際し原文のルビを省略した。 
b1930 年 10 月 27 日に台中で起こった日本の警察官との争いに端を発した台湾原住民によ

る抗日蜂起事件。この事件の後、皇民化教育が徹底されていった。 
c福建省から台湾へ移住した閩南人と広東省から台湾へ移住した客家人の間の対立。 
d 1947 年 2 月 28 日に台湾で発生し、その後台湾全土に広がった本省人（日本の植民地統

治終結までに中国大陸から移住してきた人々とその子孫）の外省人（第二次大戦後大陸で

敗北して台湾へ撤退してきた中国大陸の国民党軍の関係者）への政治に対する反発とそれ

に対する大弾圧。この事件によって多数の死者が出、以後四十年間台湾は戒厳令下に置か

れた。 
e二二八事件後の政府による本省人への政治的弾圧。 
f 1937 年江西省桂林生まれ、52 年に台湾へ移住した外省人。代表作に『玉卿嫂』(60) 『遊

園驚夢』（66）『台北人』（71）『薛子』（83）等がある。 
g 有名な戯曲『牡丹亭』の一節。ヒロインの杜麗娘が春の日に夢の中で男女相愛の生活を

追い求める様を描いた一段。白先勇の作品にも同名の小説がある。 
h 戦後台湾にやってきた国民党関係者による本省人への搾取を指す。 
i 1999 年 9 月 21 日深夜 1 時 47 分に起きた大地震。2415 人が死亡、29 人が故不明、11306

人が怪我、11 万件の家屋が倒壊、または半倒壊した。 
j 1947 年広東省生まれ、48 年に台湾に移住。80 年『ステキな彼女』で監督デビュー、台

湾ニューウェーブを代表する監督。代表作に『冬冬の夏休み』（84 年）『童年往時 時の流

れ』（85 年）、『悲情城市』（89 年）、『戯夢人生』（93 年）等がある。 
k 89 年製作。侯孝賢監督の 10 本目の作品。89 年ヴェネチア映画祭グランプリ受賞。大家

族の一家を通じてタブーとされてきた二二八事件を描いた。 
l 1947 年上海生まれ、49 年台湾に移住。70 年アメリカに留学。帰国後『光陰的故事』（82

年）で監督デビュー。代表作に『海辺の一日』（83）、『タイペイストーリー』（85）、『恐怖

分子』（86）、『牯嶺街少年殺人事件』（91）、『エドワードヤンの恋愛時代』（94）等がある。 
m 86 年製作。楊徳昌監督の長編第三作目。台北を舞台に複数の人間関係がささいなきっか

けで交錯し、現実と虚構が錯綜しながら現代の台湾が抱える問題を浮き彫りにする。 
n 91 年製作。東京国際映画祭で審査員特別賞、国際批評家連盟賞を受賞。61 年に起こった

少女殺人事件をモチーフに当時の台湾外省人社会の複雑な状況を描いた大作。 
o 1957 年マレーシアに華僑の子として育つ。20 歳から台湾の中国文化大学で映画を学ぶ。

『青春神話』（92 年）で監督デビュー。代表作に『愛情万歳』（94）『河』（97）『Hole』（98）

等。 
p 94 年監督第二作目。台北を舞台に、孤独な男女 3 人の共同生活を通じて都会の若者の生

き方を描く。ヴェネチア国際映画祭グランプリ受賞。 
q 98 年製作。都会の同じマンションに住む男女それぞれの日常を描いたミュージカル。 
r 1954 年台北生まれ。台湾の国立芸術学校を卒業後 78 年に渡米し映画を学ぶ。『推手』（91

年）で監督デビュー。『ウェディングバンケット』（93）『恋人たちの食卓』（94）『グリーン

デスティニー』（00）『ブロークバック・マウンテン』（05）『ラスト・コーション』（07 年）

等で各映画祭の賞を受賞する世界的監督。 
s 94 年製作。大陸から台湾に逃げ延びた外省人一世である料理人の父とその娘たちの世代

の生き方を恋と食を通じて描く。 
t 05 年製作。アメリカ西部での 20 年以上に渡るカウボーイ同士の同性愛を描いた人間ド

ラマ。2005 年のヴェネチア国際映画祭グランプリ、アカデミー賞監督賞を受賞。 
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u 1957 年香港生まれ。『女人心』（84）で監督デビュー。代表作に『ルージュ』（87）、『フ

ルムーン・イン・ニューヨーク』（89）『ロアン・リンユィ』（91）『藍宇 情熱の嵐』（01）

『画魂 愛の旅路』（03）等がある。 
v 89 年製作。ニューヨークで生きる香港、台湾、大陸出身の三人の女性の生き方を描く。 
w 08 年製作。魏徳聖監督。第二次世界大戦後台湾から日本人が引き上げる時代を軸に現在

の日本人と台湾人の恋愛を」描き、台湾で大ヒットとなる。 
x 1952 年生まれ。台湾現代フェミニズム女性作家。代表作に『夫殺し』(83)『暗夜』（85）

『迷園』（91）等。 
y 『迷いの園  新しい台湾の文学』李昴著 藤井省三監修 国書刊行会 1999 年 
z 1963 年生まれ。小説に『大愛』（91）、『暗巷迷夜』（94）『星星的末裔』（94）『黯魂』（93）

『獨白』（91）『紅顏』（92）『往事追憶録』（94）、散文に『迷路的詩』（96）、文学文化評論

集に『流離観点』（91）『文学的原像』（95）、『文学、社會與歴史想像』（95）等がある。 
aa 1967 年生まれ。代表作に『紅字團』（93）『我們自夜闇的酒館離開』(93)『妻夢狗』(98)

『第三個舞者』（99）『月球姓氏』(00) 『遣悲怀』(01)『遠方』(03) 、童話集『和小星说

童话』(94)、詩集『棄的故事』(95)等がある。 
bb 1961 年生まれ。台湾原住民出身、漢民族の名は吳俊傑。作品に『永遠的部落』（90 ）『荒

野的呼喚』（92）『山是一所学校』（94）『戴墨鏡的飛鼠』（97）『伊能再踏查』（99）『迷霧之

旅』（03 ）等がある。 
cc （1962-1996）小說『大東区』(95)『非常的日常』(99)『一九四七．高砂百合』(90)，『大

日如來』（91）『時間龍』（94）、詩集 『都市終端機』（88）、散文集 『迷宮零件』（93）『鋼

鐵蝴蝶』（97）、評論集 『重組的星空』，（91）『期待的視野』（93）『塔羅牌霊測遊戲』，（97）

等著作多数。  
dd 1928 年生まれ。詩集に『曙光』（58）『死亡之塔』『羅門詩選』（84）等がある。 
ee 1958 年生まれ。代表作に『方舟上的日子』（77）『昨日当我年軽時』（80）『想我眷村的兄

弟們』（92）『古都』（97）『漫遊者』（00）等。 
ff『古都』朱天心著 清水賢一郎訳 国書刊行会 2000 年 
gg鶏精は、俗語で精液をイメージさせる。 
hh利息のない感覚、「無力感」に掛けている。金融会社の広告か。 
ii 1957 年生まれ。本名楊慎絢、台北市連聯合病院職業医学科主任。『廢河遺誌』で 07 年林

榮三文学賞を受賞した。 

 
 

（日本語翻訳：南真理） 
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関西モダニズムと広告 
―１９２０-３０年代の人と表現 
 

竹内 幸絵 

 

はじめに：商都大阪の１９３０年 

 

僕が高岡徳太郎君のあとをうけて大阪高島屋へ移ったのは昭和五年二十五歳の時で

す。……大阪へ来た僕は唖然としましたね。神戸とはまるで舞台がちがうんだわ。当

時大阪は東京よりも人口の多い日本一の大商都でした。大企業が集中していて、百貨

店も本店格の威容を誇るものが街の要所要所にそびえ、街全体がライバル戦で狂気し

ている感じにとれたんです。ぼくの職場がこんな大戦線の火中に放り込まれるとなる

と、ちょっと辟易でした。1 

 

これは、1931年2に神戸大丸から大阪高島屋の広告部に転籍したデザイナー今竹七郎の回

想である。当時の商都大阪の勢いが率直に示されている。ここには｢百貨店も本店格の威容

を誇るものが街の要所要所にそびえ｣ていたとあるが、モダニズム期の大阪を百貨店建築か

ら概観すると、南北の主要幹線であった堺筋沿いには1917年高麗橋に三越（鉄筋７階建）、

1921年備後町に白木屋（鉄筋８階建）、1922年長堀橋に高島屋（鉄筋７階建）と次々に近代

的な新店舗が竣工している。堺筋の次にメインストリートの座を占めることになる御堂筋が

1926年に着工（1937年5月開通）し、この通り沿いには1919年心斎橋でそごう（十合）が増

築（鉄筋４階建）、1925年に大丸が新築二期工事完成（鉄筋６階建）、1929年には梅田に電

鉄系の本格的ターミナル百貨店として阪急百貨店（鉄筋８階建）が竣工した。そして今竹が

1931年に移籍した高島屋は、ちょうどその前後、1930年と1932年の二期にわたって、南海鉄

道難波駅ビルに大店舗を開店する（図１、２、３）。1933年には梅田-心斎橋に地下鉄御堂

筋線が開通し、大阪のメインストリートは堺筋から御堂筋へと移ってゆく。 

今竹が活動の居を移した1931年の大阪は、このように今日と変わらない近代都市としての

姿を整えつつあった。本稿はこの「日本一の大商都」であったモダニズム期の大阪に展開さ

れた広告がいかなるものだったのかを実証し、そのような広告を成立させた人的・社会的背

景について考察することを目的としている。モダニズム期を取り上げるのは、大阪はこの時
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期「大大阪」と呼ばれ、関一市制のもとで経済力を増し、東京からも注目される存在であっ

たからであり、また、今日のようにインターネットやテレビ、雑誌メディアが全国にはやり

のデザインを瞬時に流通させることがないこの時期の広告においては、今日よりも色濃い地

域色がみられるからである。 

 

東京からは、誠文堂新光社の「広告界」の編集長の宮山峻氏が下阪した。……百貨店

は足場が良いので、今竹君と私のところがよく利用された。こんなことで広告界にもデ

ザインを掲載したりするようになり、誌上を通じて河野鷹士、原弘、山名文夫、亀倉雄

策……諸君の作品と行動を知ることが出来た。3 

 

1931-32年ごろを回想したこの記述は、そごうのデザイナーであった二渡亜土によるもの

である。モダニズム期に広告表現の地域色を全国に知らしめることができた唯一のメディア

は雑誌であった。東京の出版社誠文堂が発刊していた雑誌『広告界』には二渡の記述どおり

大阪の広告も多く掲載された。東京のジャーナリズムが大阪のデザインを掲載する際、当然

それは「東京と比較した大阪」という視点から描かれる。大阪が自身を語るときにも東京と

の比較は避け難い。東西比較という視点から語られる｢大阪｣には無論、偏りも否めないが、

作られては捨てられる無数の広告というメディアの様相をたどるためには、当事者が広告の

特徴を示している証言は重要な資料である。そして今日、当時の大阪の特質を知るために調

査したとき「東京との比較」という軸を抜きにした発言を見出しにくいのも事実である。そ

こで本稿ではモダニズム期の大阪の広告表現を実証するにあたって雑誌記事に着目し、そこ

で当時広告に関わりを持った人々が意識した「東京と比較した大阪」という視点を積極的に

拾い上げてゆく。このような視点が、大阪という都市のありかたを見出す大きな手がかりと

なると考えるからである。 

 

１．大阪の広告の「あくどさ」 ――雑誌『広告界』における大阪の広告イメ

ージ 

 

大阪は泥臭いですな。でも泥臭いけれども訴えるものがありますね。東京のほうはち

ょっとスタイリストと言うかな、商業ベースのものを軽蔑しよる。東京は文化ポスタ

ーとか文化デザインが多くて、音楽界だとか演劇のポスターとか、なんせそういった
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ものを書くと、東京の人が大喜びします。大阪にはそういう風潮がないです。商業ベ

ースのもの多かったですね。東京の人から見たらダサイんだよ。大阪文化はダサイ。

けどヒューマニティーという面じゃ、やっぱり大阪でしょうな。4 

 

これは先の今竹による回想である。モダニズム期の東京と大阪の広告気質はかなり異な

っていたようで、これに興味を持った記述が雑誌『広告界』にいくつも残されている。『広

告界』1931年8巻５号ではこれを｢大阪のアトモスフィア」と呼び、｢東京の広告とは又違っ

た、この行き方、たしかに読者の興味を惹くものと思ひます。｣、そして｢広告は大阪から、

と云ふスローガンが出来てもよさそうです。」5とまで言っている。大阪独特の広告気質の

存在を東京側が強く意識していたことがわかる。ではその違いは、冒頭の今竹が言うとおり

に「大阪の広告は泥臭く、東京の広告は商業主義を前面に押し出さない」というものだった

のだろうか。 

『広告界』は、全国の一般商店主を主な読者としていた月刊誌で、当時唯一の広告業界

誌だった。｢大阪のアトモスフィア」と書かれた1931年、第８巻の『広告界』には繰り返し

大阪の広告が紹介されている。このうち も目を惹くのは５号の「大阪の広告を語る座談会」

6である。 

座談会には大阪の広告制作者６名と同誌編集長と記者の計８名が参加している。制作者

６名の内訳は百貨店広告部２名（大丸の森脇高行、高島屋の高岡徳太郎）、メーカー広告部

から２名、独立デザイン事務所経営者２名とバランスのとれた構成である。同誌編集長室田

はまず百貨店広告をテーマとして「百貨店の広告には、東京の百貨店は大阪に断然かなひま

せん、殊に大丸と高島屋の新聞広告は、ニューヨーク・タイムスの型をとつてゐますが、大

阪のはあらゆる型をこなしてゐます。」と口火を切っている。「ニューヨーク・タイムスの

型」が何を指すかについて筆者は現時点で確認できていない。しかし室田の発言からは、大

阪の百貨店の特に新聞広告が、東京に比べて活発で豊富と理解されていたことがわかる。山

本武利は「百貨店の広告戦略と新聞広告」において、この時期の新聞広告には「百貨店の広

告は東京には振るはないが、大阪に於て昭和四年の秋以来俄然其の数量を激増せるも、亦面

白い現象」7があったと指摘している。これは「世界大恐慌直後の1930年６月からの一年間

の広告界を回顧した萬年社『広告年鑑』1931年版」から引用した文面である。1931年の『広

告界』での室田の発言と時期も一致し、1930年前後、大阪の百貨店新聞広告が隆盛していた

事実を裏付けている。 
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室田の発言に対して高岡は「大阪ではあの型でないとうけないのです、あくどいのでな

いと広告効果が少いのです」と返答している。向洋社の関雅雄が「大阪ではあくどいのが効

果があります。」西瑞バーゼル化学工業所属の伊東仙吉が「大阪は他との競争が激烈である

為、勢ひ強くなるのです」と続けると、関は「これでも大阪の広告はあくどい絵が無くなつ

てきてゐるのです」と言う。さらに眼鏡肝油の森崎善一が「でも、あくどいのがまだ多い。

どうも大阪はあくどいのが特色です」と言う。 

この座談会記事に先立って、広告界の1931年の2月号には「大阪一街頭広告部新風景」8と

いう大阪の街頭広告の様子を取材した記事が掲載されている。座談会にも参加した河田の筆

によるこの記事には、街頭にて見られる「大阪一の電飾看板」（大阪駅前の仁丹の大広告塔）

「大阪一長いフンドシ広告」（淀屋橋美津濃のバナー広告）など目を惹く奇抜なアイデア広

告が面白おかしく書かれている（図４、５）。どうやらこの東京の雑誌『広告界』が示す大

阪広告のイメージは、どぎつさ、｢あくどさ｣であったようだ。これは、東京側が勝手に作り

だした大阪の広告のイメージだったのだろうか？  

同年11号には｢大阪の広告主はこんな図案を好む｣9という記事が掲載されている。筆者は

対談にも参加していた関である。関はまずこの『広告界』から与えられたテーマについて「広

告主の好む千差万別の意向は……東西を通じて同じ」10と、地域差ではなく顧客の個性によ

る要望差が大きいと反発している。しかし反発しつつも、デザインを請け負う自身の仕事の

経験に基づいて、大阪の広告主特有のニーズを順に記述していて興味深い。 

 

大阪の広告には、如何なる傾向が多く現れてゐるか、これを抽象的に云つてみれば、

我々が東京に販路を有する商品の広告図案を依頼された場合、特にリファインされた

モダニズムを念頭に置くことに於て、大阪の広告図案はそれだけアクの抜けないもの

であらうことが想像されもする。 

 

（大阪の街に現れている近来の傾向について）建築美、機械美の都会感覚に和する

コンストヲニズム。ステージに、スクリーンに、カフェーに、更に街路に流れ出たエ

ロチシズム。尖端意識の流行は、構成的と、性感的とが入交つて素晴らしいリレーで

ある。広告図案の近況を鳥瞰すれば、時代色を追つて、明らかにこの二つの大きな流

れが走つてゐる。……然し構成的手法は、形態的興味中心より依然として遠く脱しな

い。……コンストヲニズムは、傾向的には、まだ遠い将来を持つものである。 
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商業美術が、造形藝術の一分野として進展を示した今日に於ても広告主の大部に於

ては、依然として舊来の形態を脱し切れない。未だに写実萬能である。商業美術に於

けるシュールレアリズム、こうした傾向のものに希望を繋いで作品を提供してみても

広告主からは黙殺される場合が多い。都会のあらゆる交差線を行く広告図案に、写実

は 早何の効果も迫力も奮らさないであらうが、図案依頼者の多くは自己が手に取つ

て見た時の解釈の程度に応じたものを喜ぶのである。……大阪には、全国的に有名な

商品で、可なり洗練された広告を示してゐる広告主も相当にあるが、これ等を別とす

れば、一般に関西の広告は通俗的である。通俗と云ふことは、或る場合広告は必要な

ことであるが、ここに云ふ通俗は幼稚、卑俗といふ意味も含んでゐる。 

 

関は、大阪の街には、構成的な機械美と性感的な魅力とが入交っていて素晴らしい都市美

が表出しているが、このような構成的手法は広告表現ではまだ中心ではないと言っている。

つまり関西のクライアントは、いまだに「写実万能」主義であり、そして「通俗的」である。

こうした事情から、関自身が制作にあたるとき、東京のクライアントに対しては「リファイ

ンされたモダニズム」を念頭に置くが、大阪ではこれをしない、と言うのである。大阪の広

告傾向を嘆きつつしかし的確な評価を下していると言えよう。関雅雄とは、どのようなデザ

インを指向する人物だったのだろうか。彼は当時数少ない個人デザイン事務所経営者で「モ

ダン派作家としての向洋社スタデオ関雅雄氏」という広告界の記事では「関西に於ける向洋

社は……迫力のある新聞広告の作家としても関西で重きをなしてゐる。」「『都会感覚』を

敏感に觸知し得る作家であると同時に彼は『都会理知的作家』でもある……彼の作品には都

会の科学性を感受するそこに現代理智主義に立脚した商業美術の新面貌が、クリヤーカツト

されてゐるのを発見する」と評されている11。先の対談でも大阪の制作者がこぞって自身ら

の広告は「あくどい」と肯定していたが、「モダン派」の関にとってはより一層、大阪のク

ライアントが写実に偏りすぎていて「あくどさ」を好みすぎると感じられたのだろう。 

このように1930年前後の『広告界』では一貫して大阪の広告が「あくどい」表現として紹

介されている。これは東京からの一方的なイメージではなく、関ら、在阪デザイナー自身も

認める特徴であった。そして東京側はこの「あくどさ」が持つ訴求力を一種の魅力と感じて

いたようだ。モダニズム期大阪の広告は、いったいなぜ「あくどい」と称されるようなデザ

インになったのだろうか。大阪はそもそも「こうとな」（公道な）粋、地味で質素だが上品
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な実質的デザインを求める趣味を持っていたのではなかったのか？これと「あくどい」は正

反対ではないか。この疑問は、以下に述べるように、モダニズム期の「あくどい」広告は誰

に向けて発信されたものだったのかを考察することで、解決の糸口が見いだせると思われる。 

 

２．東西百貨店における顧客層の違いと広告表現の相違 

 

私が三十歳前の昭和７年、編集長になったばかりの頃だ。何ひとつ商品の無い空

（から）の陳列窓（ウインドウ）の側には草臥れた失業者（ルンペン）が屯（たむ

ろ）し、町の空気は、黄（き）な臭く、どんよりと曇り空の東京だった。そんな東

京とは裏腹に鮮度（いき）の好（い）い便りが西の方からやって来た。さすが商都

大阪だ。 

食品、衣料品、化粧品、クスリなど、大手商社が、肩を組んで、不況ムードを吹

き払えと、懸賞金付き新聞広告原稿募集のキャンペーンだ。そして、その賞金（グ

ランプリ）を射止めるのに“さち竹”という名がよく出る。12 

 

『広告界』二代目編集長宮山峻が今竹を回想する記述である。1931-32年の元気な大阪、

そして新聞広告への意識が強い大阪の姿が証言されている。前節で論じたとおり「大阪の百

貨店の広告は、新聞広告に盡きるといっても良い位ゐである」13といわれるほどに、この時

期、大阪の百貨店の新聞広告は盛んだった。だがその広告表現の実態はどのようなものであ

ったかというと、「然しその新聞広告は、相変わらず特売品の値段表といつた感じのものが

大部分」と揶揄されてもいる。山本武利も、大阪の百貨店が新聞広告出稿に熱心であり、そ

の大部分が「定価や売価を表示した広告」であったことを指摘しているが、逆にこの直接的

な表現が「大正期の広告で消費者に新鮮だった」14と述べている。確かに大阪の百貨店が1920

年代後半から行った大売出しやセールや催物の告知と商品価格の一覧といった具体的な情

報を主体とした新聞広告はそれまでにはない趣向だった。大丸やそごう（十合）が打った「特

別奉仕品」の「標準値段」や、品名、価格、数量を一覧にした値段表という極めて直接的な

情報が盛り込まれた新聞広告は、注目度は高いものの上品な表現とは言い難い（図６、７）。

「あくどい」という指摘があるのもうなずける。 

やや時が下がり1930年前半ごろになると、こうした広告が少し変化する。「百貨店の新聞

広告にカットを配するのは高島屋と大丸の店である。そして、両店とも効果を挙げてゐる。」
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15と評価されるようになるのである。今竹や高岡が手がけた1930年前後の高島屋の新聞広告

は、値段表も掲載しつつ、高島屋の商標とイラストを配するようになった（図８、９）。こ

れらは、印刷技術が未熟な1930年前後の新聞広告の中にあって、巧みで目を惹くものに仕上

がっている。前章で取り上げた対談での室田の「百貨店の広告には、東京の百貨店は大阪に

は断然かなひません」という評価は、こうしたデザインに対するものだった。値段表だけの

広告から東京から一目おかれる表現へと大阪の新聞広告のデザインは進んだといえる。しか

しこの広告についても、洋画家の顔をも持つ制作者の高岡自身は、前述の対談でなお「あく

どい」と答えている。 

なぜ大阪は新聞広告が盛んで、そのデザインは直接的であくどかった（上品ではなかった）

のか。なぜ値段表であり催物告知だったのか。この問いへの答えは、田崎宣善と大岡聡が「消

費社会の展開と百貨店」16において論じている「東西百貨店の顧客層の違い」と照らすと鮮

明に見えてくる。同研究で田崎らは百貨店が東京から大阪へ拡大していく過程で「東京をモ

デルとした百貨店戦略の展開が、必ずしも大阪では有効ではなかった」、つまり、東西の顧

客層に差があったこと、そしてそれにともなう百貨店の戦略が東西で異なっていった経緯を

詳細に検証している。 

それによると三越を代表格とする東京の百貨店戦略は、明治維新の混乱の後に誕生した東

京の新しい序列化を利用したものであった。「上流階級」を頂点とした序列化の階段を一段

でも上がろうとする人々を顧客と定め、「高級感を演出しながら『上流階級』的嗜好と生活

様式の中流バージョン、大衆バージョンを提供し、顧客層を広げて」いくのが東京の百貨店

戦略だった。その戦略はまた「流行」という現象をも生み出した。田崎らは「流行」という

社会現象について、「維新以来の東京が経験した時代の激変」が無ければ「『流行』に敏感

な東京人が生まれたかどうか、怪しむにたる」とまで言う。序列化の激変がなければ百貨店

が創出する「流行」への興味も沸かなかったというのである。 

一方、維新後の混乱を経験しなかった大阪では、そのような序列の再編はすぐには起きず、

固定化された序列の元での営みが続けられていた。つまり百貨店黎明期の大阪には「一歩上

の生活への憧れ」が存在していなかった。近代的な百貨店としてスタートしようと考えた大

阪の呉服店は、当然東京三越の成功事例に倣った戦略を実施しようとしたが、これは元々の

富裕層である浪速の商人には通用しなかった。都市社会であっても取り立てて上昇志向を持

つ必要もない大阪の富裕層は保守的なままで、彼らは百貨店と名を変えた呉服店を相変わら

ず「外商」と呼ばれる出入りの呉服商として扱い、自宅へ呼び寄せ購買する商習慣、文化を
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継続したのである。この「外商」の習慣は一種のステータスシンボルとして継続された。「得

意先の人が殆ど外出せず」と称されるこの習慣の中、本稿冒頭に示したような大規模店舗を

展開した大阪の百貨店は苦戦した。 

そこで大阪の百貨店は外商を好む高所得者層ではない、新たな客層の獲得へと方向転換す

る。この新たな顧客層は大衆ではあったが、それは東京の大衆のように「一歩上の生活への

憧れ」を持たない大衆だった。「一歩上の生活への憧れ」を持たない客層を獲得するために

大阪の百貨店がとった新たな広告戦略は、大衆を呼び込むための「来店しやすさ」「わかり

やすさ、とっつきやすさ」であった。 

以上のような田崎らの指摘、大阪の百貨店が東京とは異なる戦略をとる必要に迫られたと

いう状況を認知した上で、大阪の百貨店広告表現をかえりみたとき、「あくどい」と称され

るデザインとなるまでの推移、あるいは、なぜ東西の広告表現に違いがあるのか、その背景

が見えてくる。大阪高島屋も初期には、日本画家北野恒富の手による非常に手の込んだ美し

い美人画ポスターを制作していた（図10）。それが20年代半ばから値段表示やイベント開催

告知などが直接描かれた「あくどい」新聞広告表現を多発する方向に様変わりしている。こ

れは「あこがれ」を喚起する戦略に失敗した大阪の百貨店が「わかりやすく、来店しやすい」

情報の伝達を主眼においた戦略に転換したことと連動しているのであり、その「わかりやす

い」広告に必要とされたデザインが、わかりやすさのあまりに「あくどい」「上品ではない」

と称されたのだ。高島屋の「廉価」な１０銭店キャンペーンの新聞広告はその典型的な事例

である（図11）。また「催物は大阪百貨店の名物」「三越でも、白木屋でも始終何かをやつ

ている。高島屋と来ては、どちらが本業かと聞きたいほどの大袈裟なものを、次から次へと

開催する」17と言われているように「日本一づくし展覧会」（図12）などのイベントも大阪

の百貨店では盛んで、これも「わかりやすく、来店しやすい」百貨店を目指す戦略のひとつ

であった。 

このようにモダニズム期の大阪の百貨店が対象とした顧客は「あこがれ」を持って消費す

る意識をまだ持たない大衆であった。東京三越のような「一歩上の生活への憧れ」を広告に

まとわせるのではなかった大阪の百貨店広告は、「あくどい」と称される、実質本位で目立

ちやすく説明的な傾向を強めていったのである。言い換えるとこれは、大阪の一般大衆の「趣

味や懐具合に対応する」ことで百貨店を中心に発展した新しい「下位文化（サブカルチャー

ズ）」18が、「あくどい」デザインだったということになる。今竹らが描いた「あくどい」

百貨店の新聞広告のみならず、先の『広告界』が紹介した大阪の街頭風景にある奇抜な街頭
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広告も、その対象顧客は、「こうと」を好む船場の富裕商人ではない。新しい購買層として

意識された大衆集客を狙ったからこそ生まれた「あくどい」表現だったのだ。 

 

３．在阪百貨店広告部の革新性 ――多角的制作と「匿名性」 

 

大阪高島屋が長堀橋にあった頃である。もうすぐナンバへ転出というやさき、宣伝

部図案主任の高岡徳太郎が、洋画で二科会員という絶対的な地位を得て、東京へ消えて

しまったから、私をそのあとがまに座らせたのである。……実際はこのときから、はれ

がましい桧舞台の上での、骨身をけずるような苦悶がはじまったのである。……エリー

トのあとを受けたしんどさは格別であった。……高岡の前にも向井潤吉や竹内栖鳳など、

かずかずの有名な芸術家を世に送り出した高島屋はこの伝統を誇りにしていた。大阪大

丸の森脇高行、三越の持田卓二もその名をよく知られていた。森脇は東京美術学校出身、

持田は院展の日本画家であった。19 

 

前節までで、モダニズム期大阪の広告表現の特質が浮かび上がってきた。写実が主流でわ

かりやすさ本位で目立つ、個性的（あくどい）表現が好まれた大阪。その表現の成立には「ひ

とつ上の生活」や「流行」を意識して動くことのない、東京とは異なる大阪の大衆を対象と

した大阪の百貨店独自の戦略が深く関わっていた。この節ではそのような、わかりやすい、

実質的な情報を載せた広告を排出した、今竹らが属した大阪の百貨店広告部（意匠部）の仕

事について検証してみたい。 

今竹とほぼ同じ時期にそごう広告部に入社したデザイナー二渡亜土20は、1931年ごろの

自分たちの仲間、大阪の百貨店広告部について以下のように記述している。 

 

そごうの隣の大丸の装飾部の大将に重成君がいて、広告部にはデザイナーに柴田可

寿馬君がいた。そして南海の高島屋に今竹七郎君がいたのである。……間もなくこの

我々の仲間に加わったのがモダンアートの和田喜悦君で、近鉄百貨店にいた。……デザ

イナーの奇才早川良雄君が近鉄に入社して、ピカソの親戚のようなデザインを発表して

我々を驚かした一、二年前のことと記憶する……21 

 

やや後になるが1937年には阪急百貨店に菅井汲も入社している。この節冒頭に挙げた今
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竹の証言と、この二渡の証言からまずわかることは、次々と高層建築への建替えがすすめら

れていたモダニズム期の大阪の百貨店には、その建築に見劣りしない豊富な人材がそろって

いたことである。また今竹は自身の高島屋での待遇について「当時初任給百円也とは、ちょ

っと信じられない幸運」だったと述懐している。今竹は別格の存在であったが、百貨店勤務

デザイナーは総じて「デザイナーは図案屋。デパートや大企業に勤務するものだけが図案家」

22といわれ、特別な扱いを受けていたようだ。彼らはどのような仕事をしていたのだろうか。 

 

意匠部の仕事って一切合財やるんです。ウインドー装飾から売り場の装飾、それか

ら印刷物、案内状だとか新聞広告まで。全部一人でやっておったわけです。23 

 

部内の状景はまるで新聞社の編集局です……そんな部員のまん中に並べられた事

務机で僕らはデザインするのです。新聞広告、ダイレクトメール、カタログ、月報、

催物企画、売場装飾、飾窓などの企画とデザインは、みなこの一室の中でひしめき合

って製作するわけです。仕事の量はどの係りもぼう大でした。24 

 

私はデザイナーであったが、なんでもやったしやらされた。コピーを書き、レイア

ウトをし、新聞広告を作り、ポスターを描き、ダイレクトメールを作り、催物のディ

スプレイをやり、度々徹夜をする有様で、病気で倒れた、起きるとまた仕事を続けた。

25 

 

これら今竹と二渡の発言からは、モダニズム期の大阪の百貨店に在籍したデザイナーが担

った仕事が、ただ単独のポスター制作といったものではない、多角的なデザイン制作であっ

たことがわかる。東京の百貨店で杉浦非水らが行なった仕事と比較すると、これは大きく異

なっている。非水の広告制作の仕事はポスターや顧客向け機関紙表紙という も華やかな

「絵」を描く仕事に限定されていて、大阪の今竹らのように、新聞広告のデザイン、さらに

催物のディスプレイまでを一手に企画するような多角的な仕事は求められなかった。 

柏木博が指摘するとおり、非水は「それまでの美人画はほとんどその描かれた内容（実質）

によって人々の目を打っていたのだが非水たちは『構成』といういわば『形式』によって人々

の目を射ることを実践し始めた」26。非水のデザインは、同じ女性像であっても、ただ美し

い洋画、日本画の美人像ではなく、人目を引く装飾的な色彩や形態を計画的に構成した、近

代的な社会にふさわしい新しい表現、アール・デコデザインであった（図13）。その意味で
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非水は1910年代に三越百貨店の広告制作において「それまでの美人画ポスターに代表される

ような広告からの脱却の一歩」を踏み出した先駆者であり、呉服店から脱皮しようとする近

代の百貨店にふさわしい広告を生み出した「第一世代」の百貨店デザイナーということが出

来るだろう。 

しかし繰り返しになるが、非水は新聞広告をデザインすることはなかった。 

神野由紀が指摘するとおり、杉浦非水はこの「美しいイメージ」を売る百貨店戦略の旗手

だった27。非水を登用した東京三越百貨店は、モダンで洗練された非水らのデザインを見せ

ることで、今より一歩上の手の届く高級な生活を消費者にイメージさせ購買を喚起しようと

考えた。したがって日本橋三越で作られた多くの鮮やかなアール・デコ様式のポスターや得

意先向けパンフレット表紙は、三越にふさわしい「モダンな画家先生」が描く必要があった。

つまり、非水自身はモダン・デザインの新たな言語によって近代社会にふさわしい新しい表

現でポスターを制作したけれども、三越のイメージ戦略の中での非水の位置づけは、明治期

に三越が大金をかけた懸賞で優遇した洋画家岡田三郎助らと大きくは変わらない「画家先

生」だったということである。非水はポスターの効果がもたらす実質的な売り上げへの貢献

などを気にする立場にもなかったし、「美しいポスター」以外の新聞広告などの実質的な広

告デザインを手がけることもなかったのである。 

この状況と比較したとき、今竹や高岡ら「あくどい」と称されるデザインを排出した大

阪の百貨店広告部の先駆性に気がつく。彼らは、販売戦略と一致するデザインを企画し制作

する多角的な仕事を行なっていた。今竹や高岡は優遇されはしていたが、それは「画家先生」

的な立場から優遇されたものではなく、こうした多角的な仕事に対する待遇だったのである。

大阪の百貨店に所属するデザイナーらは、「画家先生」ではなく商業美術家として百貨店に

所属し、商売に役立つかどうかを 優先したポスターデザインなりイラストレーション、新

聞広告から店舗装飾やウィンドーディスプレイに到るまでを企画し制作するという、おそろ

しく多角的でトータルなデザイン制作を実践する役割を担っていた。彼らはその多角的な仕

事それぞれをプロデュースし、購買欲をそそり、消費者に百貨店へと足をむけてもらうデザ

インに苦心した。 

非水と比較したとき、マルチプレーヤーとして百貨店のすべての制作を担当した今竹や

高岡、二渡らは、いわば「第二世代」の百貨店デザイナーと言ってよいだろう。この「第二

世代」が活躍した大阪の百貨店広告部は、まだ近代的なシステムとして確立されたものでは

なかったが、実態としてはマーケティングと直結したデザイン制作の現場だったのであり、
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「絵画ポスター」という飾り物の制作の場ではない、販売戦略と連動する機能を持つ近代的

な広告デザイン事務所の先駆けだった。東京と異なる表現を制作する必要があった大阪の百

貨店広告部には、東京とは異なる制作システムも必要だったのである。 

こうしたシステムの違いは、今竹の前任者、高岡徳太郎の仕事の匿名性によっても確認で

きる。高岡は大阪. 松原三五郎の天彩学舎に学び、上京して本郷洋画研究所で岡田三郎助に

師事し、1924年大阪に帰ってからは小出楢重らが指導する信濃橋洋画研究所に入所するとい

った正統派洋画家としての経歴をもっている。高島屋では包装紙のモチーフとしてバラを描

いたほか、多くの広告を制作したが、それらは一見して誰が制作したかわからない匿名のデ

ザインであった。サインがなかったのである（図14、15）。 

 

関西の多くの百貨店の中にあつて催し物で鳴つている高島屋がその都度、街頭を

飾る華麗なポスター、然も悉くサインのないポスター、世放快適な手法、純粋美術

作品、その豊な芸術味は、如何に無関心な大阪人でも「高島屋のポスターはいい」

と触手を延ばす。高島屋のポスターは全部高岡君の作品である。……高岡君は、訥

弁であるが雄弁である。この点、いまは亡き小出画伯を憶はすものがある。28 

 

ここで『広告界』は高岡のデザインレヴェルだけでなく、画家のようにはサインをしない、

商売への効果を主目的とした商業美術家として仕事を行う高岡の姿勢を賞賛している。それ

は高岡自身がデザインに取り組む際の態度だったと考えられる。非水や橋口五葉、平岡権八

郎といった東京の百貨店ポスターを担った第一世代の「画家」らのポスターには、必ずサイ

ンや印で制作者が示されている。彼らは美人画を描く「画家」として招かれたのである。そ

こに銘、サインは必要であった。これに対し、モダニズム期の大阪の百貨店では、画家の顔

も持つ高岡や今竹の制作も多くは匿名であり、非水作、北野恒富作のように銘付きで特別に

扱われることは決してなかった。 

今竹について木村恒久は「無人格の匿名性を通念とした」29デザイナーだと表現している。

木村は、今竹は「地域連帯を密にする『匿名性への情熱』」があったからデザイン活動に傾

倒した、という。木村の言う「匿名性」は、画家ではない近代的な広告制作者の誕生を示す

キーワードである。それは非水であり岡田三郎助といった著名作家による絵画ポスターだか

らこそ意味を持つという、東京の百貨店が求めた芸術家的な広告制作者とはあきらかに異質

な存在であった。 
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次の節ではこういった違いを持っていた彼らが、次にあるべき理想的な広告表現について、

それぞれどのように考えていたのかを探ってみたい。大阪と東京が目指した表現は同じだっ

たのか、異なっていたのか。そこでのキーワードは「『単化』からの脱皮」であった。 

 

４．「モダニズム」を超えて ――広告表現における人間性回帰の主張 

 

教科書はポスター図案にあっては単化を以って視覚的訴求効力の上から 上の理

想だと教える。街頭には強烈な求視力を備えた所詮ドイツ風のポスターがはんらんす

る。がそれに対して大衆は案外無意義な、瞬間的な一瞥をこそ余儀なくさせられるこ

とは事実だが、その次の瞬間には早速それが何のために描かれたポスターであるかさ

えを解しようとは努めない。極端な単化禍のために、大衆の鑑賞眼に対してあまりに

工芸的図案化したせいではなかろうか。30 

 

さて1930年代初頭の日本の広告表現には「単化」式と称される形式が流行していた。上記

は「単化禍」と題されたこの大流行に憂いを持つ今竹の発言である。 

「単化」は1928年から30年に配本された広告制作者をターゲットとした『現代商業美術全

集』が推奨した、形を単純化したモチーフを濃淡のない色面で描くデザイン形式の形容詞で

ある（図16、17）。それまで全盛だった絵画的美人画をモチーフとした広告からの転換を図

るために対比的に用いられた造語であった。杉浦非水も従来の絵画的美人画ポスターを否定

する文面でこの用語「単化」を使っている。 

北は北海道から九州、満州・台湾という広範囲に読者を持っていた『現代商業美術全集』

31が導いたこの「単化」の流行は、もちろん大阪にも波及していた。井上敏行は「商業美術

の中心大阪」と題した記事の中で「単色、単化されたるコンボジシヨン、主に経済的立場か

ら非常な勢力を持ってポスター其の他各種の印刷物に取り入れられて行つた所以独乙の模

倣時代と云えよう。」32と表現している。これは、『現代商業美術全集』が強調した「単化」

が大阪にもあふれていたことを示している。今竹はこの状況を「単化禍」として冒頭の文章

を書いたのである。 

さて全国区で広がったこの「単化禍」について、東西のデザイナーは同様にこのままでは

いけないと憂いている。ところが興味深いことにこの打開策の提案、デザイナーは何を学ぶ

べきか、次に目指すべき表現はどのようなものだろうか、という理想の広告制作者のありか
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たへの提言が、東西でまったく意見が異なっているのである。 

このことがよくわかるのは、1935年に『広告界』主催で東西のデザイナーが集った座談会

においてである。彼らは｢単化｣式氾濫への憂いを共有し、その打開策を議論している33。商

業美術の基礎教育というテーマで二代目編集長、宮山峻が口火を切ると、当時｢単化｣式の代

表的なデザイナーと認知されていた大阪の河村運平が、デッサンの基礎なしの｢単化｣式はあ

りえない「写実を理解せよ」と気を吐いている。河村は「単化といふ問題は所謂写実的常識

として必要である、そこから生まれた有目的な単化、これが一番重要」「断乎として、商業

美術家の基礎教育としてはデッサンを主張し強調する」「先ず何から這入るかといへばデッ

サンから入る」と強い主張を続ける。関西広告美術協会の山茂雄も「結局色々非難を受ける

因は写実の基礎が強固でないといふことが或いはさうした非難のおこる源泉ぢやないかと

思ふ、だから単化ポスターにしても･･････結局は基礎工事としての写実を深く突止めて置く

必要があると思ふ」と、写実デッサンの必要性を強調する。 

これに対し東京勢を代表して濱田増治は「単化よりデッサンを重しとするのですね」と反

論し、「しかし繪をうまく描く人必ずしもいい商業美術を物すると限らない。今のお考えだ

とすると繪画から入る単化はひとつの繪画の形式である。･･････特別の商業美術としての基

礎がありはしないか」と、デッサン＝商業美術の基礎という論を退ける。そして濱田はその

「商業美術の特殊の領域」には「広告学が如何に必要か･･････理論が先か、技術が先かとい

ふ問題は理論がどうしても先」、そして基礎は「構成を如何にやるか」だと言う。資生堂の

デザイン部長、山名文夫も絵が描けるのは必須ではなく「結局油絵なり水彩絵なりがうまく

かけなくちゃ駄目……さうではなく絵画構成、一つの画面の構成をハッキリ出来るといふそ

の腕前をもつて居なくてはいけない、その腕前があればいい」と、濱田側に立ち、写実デッ

サンが必須ではないと発言している。 

大阪勢が「デッサン」を、東京勢が「デッサンではない構成力」を主張した、この東西で

二分された「広告制作の基礎技術論争」は、1937年に「写実主義も単化主義も一様に行き詰

まり」その打開策として「東京の作家は単化への熱心を見せ、大阪の作家はレアリズム復帰

による再出発を企てている」34との記述があるとおり、その後のそれぞれの展開に直結して

いく。東京では先端の制作者は、濱田の主張に代表されるような「頭で書く」頭脳派への道、

「単化への熱心」＝さらに進んだモダン・デザインへの道を歩んでいく。原弘の東方社や亀

倉雄策の日本工房がプロデューサーによるグループでの制作を展開し、戦前のモダン・デザ

インは、その 盛期を迎える。 

一方、河村の路線は関西で推進される。1930年代後半の在阪の制作者は不思議なくらいに
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そろって写実への回帰を主張している。大丸宣伝部の柴田加壽馬も1938年に「単化の創案者

は写実から入った確りと（ﾏﾏ）した基礎の上に建てたものだが、単化されたものを見て一般

の図案家がその儘模倣した為に薄つぺらなものに成って仕舞った」35と、今後必要なのは写

実であると主張しているし、今竹も同様の主張を幾度も繰り返している。そして雄弁な今竹

が「脱・単化」を目指して強烈に繰り返す「写実を重視せよ」との発言には、もちろん「美

人画」への回帰ではなく、ただ単にデッサンの技術を磨けと言っているのでもない、さらに

深い意図が含まれていたように思われる。 

 

手だけでは工人だ。頭だけでは理想家にすぎぬ。商業美術家にとつて、頭のない

工人は寂しいし、手の動かない思想家もまた悲しい。と斯うなると、商業美術家た

ること実に苦しい。36 

 

写実復興、極端な単化の傾向に反動して、 近写実への復帰が叫ばれているが、こ

の写実は過去の写実への還元ではなく、単化から一歩突き進んだ新しい解釈に基いた

新写実なのである。37 

 

人間性への復帰……バウハウスの美学の魅力は無反省な作家をして実に誤らしめ

ました……設計図のやうな単化図案が遂に世界を風靡してしまったのです……知性

禍の悲劇は益々今日の図案形態から体温と表情を失ひます。幾何図や設計図への転落

の一路をたどつてゐることに吾々は目覚めなければなりません。吾々は吾々の仕事に

表情と体温を取りかへさなければなりません。不用意な知性への憧れは宣、産業美術

家にとつて全く致命的な怖るべき危険がともなふことを知らなければなりません。38

（図18、19） 

 

理性的構図は物理といふ数学的方法で以てすればその解決と成功は以外に安易で

正確だ。むつかしそうで実はむつかしくない。むつかしさといふことに於ては感性の

勝つた楽しい構図を作ることほどむつかしいことはない。……作家の精神的生活内容

が結果的に物を云ふからだ……冷たい物理では人は感じない。人を興奮させ、泪を流

して泣かすことが出来たとしたらそのポスターは歴史的な傑作たえり得るだらう。39 
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東京を中心とした頭脳派制作を、今竹は「デザイナーは頭だけでも手だけでもだめだ」

と否定する。頭だけ理解した「バウハウスの美学の魅力は無反省な作家」を生み、これは

「知性禍の悲劇」だと言うのである。そしてこの知性禍の悲劇から脱すること＝単化から

の脱皮であり、それは「我々の仕事に表情と体温を取りかえ」すことだ、「冷たい物理で

は人は感じない」、と強調する。理論に突き進むのではないデザイン、デザインへの人間

性の回復を主張しているのである。 

今竹は神戸大丸在籍の1920年代から「狂喜するほど燃焼度を高めてくれたのが、バウハ

ウスの新しい造形システムとの出会」で貧困な語学力ながら「バウハウス理念のアウトライ

ンを理解できた」、そして高島屋移籍直後には「独立美術の林重義先生の門をたたいて、改

めて油彩の教えをうけこれと並行して独力でバウハウスに打ち込んだ」という。自身の述懐

によるとその行動は「絵画とデザインとの両極から造形基本にアタックをかけて、この交流

点に造形の 大公約数をつかみとろうという独自の意図」40だったという。この述懐どおり

今竹はその存在自体が日本であまり知られていなかった時期からバウハウスの造形理論を

深く理解していた。そのようにバウハウス理論への理解も深い今竹が、1930年代半以降、脱

単化のためにいくべき道はバウハウスではない。と言っているのである。 

今竹はまた「油絵を描いてゐて図案を描くと図案が馬鹿に楽だ。たぢたぢしていた賦彩

が果敢になる。構図や色彩に対する観念がはつきりするといふのか、いままで些細な事に躊

躇してゐたことが愚かしくなる。」41とも言っている。つまり今竹は、手を動かす造形活動

に立ち戻ることで、本当に意味のある人間味に溢れたデザインが実現できると主張している

のである。繰り返される今竹の発言はみな、没個性の理論武装されたモダン・デザインに対

する強烈な否定であった。 

前節で述べたとおり在大阪の百貨店広告部に所属するデザイナーの多くは（今竹や菅井、

高岡ら）は同時に画家でもあった。今竹ほどの強い表明はしていないものの、彼らには芸術

家とデザイナー職の共存が理解できた。マルチ広告制作者でありつつ、画家でもあった彼ら

大阪のデザイナーが考えた進むべき「脱・単化」デザインの道は、「人間性回帰」を基底に

持った「描く」デザインだった。 

この方向性は94歳まで現役制作者であり続けた今竹の中で、戦後も一貫して継続される。

70年近く現役であり続けられた事実そのものが、今竹が1930年代に示した造形の方向性が、

戦後も陳腐化しなかったことの証でもある。今日においても、今竹の戦後の仕事への評価が

高いことを考え合わせてみれば、1930年代の今竹の主張が、60年代後半の「ポスト（アンチ）・
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モダン」の主張に非常に近いものであったことに気がつく。1930年代に今竹が主張した、人

間性のない無機質なモダン・デザインの否定、温かみと個性のあるデザイン、理屈ではない

手作業を伴う表現への回帰は、70年代に横尾忠則や粟津潔らから発信されたモダニズムの否

定そのものにも見える。 

 

おわりに：モダニズム期大阪の広告現場とその特質 

 

モダニズム期大阪の広告表現は自他ともに認める「あくどい」ものであった。この特徴が

生まれた背景には、顧客層である大阪の大衆の特質が強く関係していた。そしてそういった

顧客層への対応を求められた大阪の百貨店広告部は、必然的にポスターも新聞広告もディス

プレイもこなすマルチ・デザイナーが活躍する場となっていった。そこにはそれ以前の「画

家が描く美術品」としてのポスター制作から離れ、広告効果を強く意識した、芸術品ではな

く商売に役立つ社会装置として広告を扱う近代的なデザイン制作現場の姿があった。 

一方、「単化」の氾濫と呼ばれたデザインからの脱皮については、さらなる理論化を伴う

モダニズムの進化を示した東京勢に対し、今竹に代表されるモダニズム期の大阪のデザイナ

ーは、手を動かす描く技術の再評価、そして、表現における人間性の回帰を主張する。 

筆者にはこれは、非常に早いポスト（アンチ）・モダンの主張だったと思われてならない。

今竹は、進みすぎた「単化」は、理論を重視するあまりに、計算のみで作られたいわば「設

計図」になってしまう危険性、没個性に陥る危険性をはらんでいることを指摘した。今竹は、

次世代のデザインは、そのような行過ぎたモダニズムではなく、人間性を回復した制作者の

個性が表出したデザインであるべきだという思いを強く持っていた。これは、モダニズムが

終地点まで行ったのちに、1960年代後半からおとずれた、端正なモダンと相反するポスト

（アンチ）・モダンの思想と非常に近接しているのではないだろうか。 

このように、本研究では近代的なデザイン制作の先駆として活動しながら、システム化、

理論化するデザインにはノーを言うモダニズム期大阪の広告制作現場が見えてきた。１節で

取りあげた座談会では、大阪の商業美術の傾向について「全く混沌としています」（河田）

「全く混沌です」（関）という発言がある。今回の検証を行なって、筆者はこの「混沌」と

いう言葉に強く共鳴する。「モダニズム期大阪の広告表現」をまとめるキーワードは「混沌」

ではないだろうか。画家でありデザイナーという二つの顔のある制作者が交錯し、広告を媒

体として捉える先駆性を発揮しながら、人間性の回帰と個性をも主張する「混沌」。これが、

モダニズム期大阪の広告現場の姿であった。このような大阪の特質は、やや乱暴ではあるが
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今日まで継承されているとも思える。関西に在していて全国区の仕事を続ける数少ない存在

であるK2黒田征太郎は、グラフィックデザイナーであり画家、それも人間性豊かな具象を描

くアーティストである。 

後に1935年-1940年に大阪毎日新聞社が企画したグラフ誌「ホーム・ライフ」の編集長

の言葉を引用したい。大阪毎日新聞社の写真部長、北尾鐐之助は創刊当初、東京の材料が少

なすぎるという批判に対して、（都市文化の中心は東京ではあるが）｢今日の日本の文化的

なものは京阪神地方、もしくは京阪神地方人から教えられるところがかなり多い｣と反論し

たという42。モダニズム期の広告表現について論じるとき、そこでは先駆的な理論を理解し

たモダン・デザインを実装した東京のデザイン集団、日本工房と東方社の現代的な表現をも

って語られるのが常である。しかし本稿でみてきたように、より早く、近代的な広告効果を

意識したデザイン事務所の現場であったのは大阪の百貨店であり、そこではモダン・デザイ

ンのはしりであった「単化」を否定し、一足飛びにポスト・モダンと非常に近い主張、人間

性への回帰が表明されていた。筆者はこのような「京阪神地方、もしくは京阪神地方人から

教えられる」部分にも、今後の広告研究は着目していくべきだと考える。本稿がその一助と

なれば幸いである。 

 

---------------------------------- 
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関西モダニズムと広告　【図版】

高島屋百貨大奉仕
大阪毎日新聞、1931年4月1日

大丸クリスマスセール
大阪朝日新聞、1926年12月18日

図１ 図２

図３

図４

図５

図６
図７

開店記念見開き新聞広告、1932年7月、今竹七郎

竣工した高島屋（南海ビル）、1930年

高島屋一部開店記念ポスター、
1930年12月、
高岡徳太郎

大阪一の電飾看板仁丹
大阪駅前南堂島ビルヂング前

大阪一長いフンドシ看板
淀屋橋美津濃運動具店
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高島屋婦人・コドモデー
大阪毎日新聞、1934年12月16日
今竹七郎

高島屋秋セル大会
大阪朝日新聞、1932年9月18日
今竹七郎

たかしまや飯田呉服店ポスター
1916年
北野恒富

図８ 図９

図10

図11 図12

図13

高島屋１０銭店
大阪朝日新聞、1932年9月18日
今竹七郎

高島屋の日本一づくし展実物模型
白木屋　地獄と極楽展覧会
1931年

三越呉服店
1914年
杉浦非水
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図14 図15

図16
図17

図18 図19

「サンチマンの話」参照図版
「知性禍せる図案、コンパスと定
規だけで線をひくのが近代図案で
は決してない」
1940年 「サンチマンの話」参照図版

「体温のあるポスター、人間のよろこびが
一ぱいにこの画面に溢れてゐる」
1940年

単化ポスターの作例
｢国際商業美術交換展｣
東京広告作家協会　出品作
1934年

『現代商業美術全集２　実用ポス
ター図案集』に掲載された
単化による形式と称された図版
1928年

高島屋　御大典記念　世界一競べ
博覧会
1928年
高岡徳太郎

高島屋　大礼記念　太閤博覧会
1928年
高岡徳太郎
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図１ 『今竹七郎とその時代』誠文堂新光社、2003年、18頁
図２、図14 西宮市立大谷美術館『関西のグラフィックデザイン展』2008年、23頁、19頁
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図18,図19 『広告界』17巻3号、誠文堂新光社、1940年、70頁
上記以外はキャプション記載夫々の新聞より転載
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衛生・美のモダニティを売りましょう 
―近代中国における日本の医薬・化粧品新
聞広告とカレンダーポスター 

 

呉 咏梅 

 

はじめに 

近代日本の対中企業進出は明治維新とともに始まった。貿易取引に従事する三井物産と

外国為替取引を専門とする横浜正金銀行がそれぞれ 1877 年と 1893 年に上海で支店を開設

したことを皮切りに、多くの日本商工業者が中国に進出し始めた。そして、日清戦争後の

下関条約（1895 年）によって、日本の企業は朝鮮半島、台湾、中国大陸への進出を本格化

し、それまでの商社、銀行などの貿易関連企業に加えて、海運、鉄道をはじめとする交通

運輸業、石炭、鉄鉱石を採掘する鉱業企業、紡績を中心として製造業にも進出した。さら

に、日露戦争（1904－1905 年）、日独戦争（1914 年）、山東出兵（1927－1928 年）、満州事

変（1931 年）、日中戦争（1937－1945 年）といういくつもの日本軍の戦闘行為のたびに、

日本の商工業資本は、日本軍による遼東半島、青島、満州、華北（北京、天津）と華中地

域（上海、南京）の占領に伴い、占領地に大量進出し、軍隊や満鉄、大使館・領事館など

の庇護の下で自らの発展を遂げていった。森下の仁丹、ロート目薬、大学目薬、胃活、清

快丸、中将湯、味の素、ライオン歯磨、双美人化粧品、花王石鹸、ウテナ化粧品、わかも

と、赤玉ポートワイン、グリコ、森永牛乳/キャラメル、安住の蚊取り線香/殺虫剤などの

日本薬品、化粧品、食品と日常生活用品も、大阪商船株式会社、日本郵船会社、大東汽船

会社、湖南汽船会社と日清汽船会社などの航運会社が上海を中心とする長江の支流や大連、

天津、青島、煙台、広州などの沿海港における汽船航路の発展伸張と満州における鉄道建

設の発展及び中国各地における新聞広告の宣伝や販売促進活動に伴い、中国を出回るよう

になった。 

広告は、社会における人々の想像力と欲望の凝縮であり、社会目標の産物であるから、

有効的な広告訴求は、その社会の消費者が認める生活体験を反映しているといえるだろ

う。ゆえに、近代の都市社会で誕生した新聞に掲載された広告を研究すれば、その社会

の特定時期の社会現象、人々の社会的行為と価値選考が分かってくる。本論文は、1872

年 4 月にイギリスの商人 Ernest Maier によって上海で創設され、1949 年 4 月 29 日に停刊

になった近代中国の も発行期間が長い『申報』、日露戦争後の 1906 年 10 月 18 日に中

島真雄氏が中国の北方地域の情勢を観察する目的で盛京（現瀋陽市）で創設し、日本敗

戦前の 1944 年 9 月 14 日に停刊の中国人読者に相当な影響を及ぼしていた大型中国語新

聞である『盛京時報』に掲載された日本の薬と化粧品の新聞広告や 1920 年代、30 年代に

上海や満州ではやっていたそういった商品のカレンダー・ポスターを中心に、近代日本
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が中国で展開していた広告活動が、どのように清朝末期以来「国民の身体を改良し強い

種族を作り上げろう」とする中国の国民国家の想像と衛生のモダニティ（hygienic 

modernity）と結びついて、「東洋貨（つまり日本製品）」は、西洋諸国に敵えるほどの生

活文化の西洋化、近代化と合理化が達成したという強力なイメージを作り出し流布させ

ていったか、近代中国の都市文化の構築や中国人の生活観念への影響にどのような役割

を果たしていたかを考察するものである。 

『申報』を選択した理由は、この新聞は民国初期の発行量の一番高くて影響力のある中

国語新聞で、政治勢力の干渉をあまり受けないし、市場選好を経営の原則とするものであ

るから、広告の掲載比率は新聞記事よりも高い。外国人商人も中国人商人もよく利用する

重要な広告メディアであるから、各歴史時代に『申報』で宣伝された東洋舶来品の類別や

広告出稿量の増減、西洋舶来品や中国国産品との広告合戦などを分析すれば、中国におけ

る日本製品の広告の特徴や変遷、東洋舶来品広告の発展の裏にある経済意味、社会背景、

西洋との関係を読み解くことが出来る。また、この新聞は主に民国初期中国 大の商業都

市、多くの社会変遷の起源地である上海とその周辺地域を販売対象とし、記事も上海地区

をベースとするものだから、『申報』が記述する上海の都市社会を考察すれば、中国社会

が西洋文化の衝撃の下で経験した社会変遷を読み取ることが出来る。『盛京時報』の存続は、

ちょうど日本が日清戦争、日露戦争と第一次世界大戦（1914-18 年）の勝利により中国か

らさまざまな利権を獲得し、アジアで大日本帝国の「大陸政策」を推し進め、次第に中国

に対する侵略戦争の道を歩んでいく歴史時期と一致する。民間のメディア機関として、日

本の大陸政策の形成、発展と展開の過程を直接的あるいは非直接的に目撃してきたばかり

でなく、日本の近代物質文化を売る商品情報の流通手段として、大量の東洋舶来品の広告

を掲載した。その広告表現及び陳述を考察すれば、日本の植民地支配におかれた中国人の

近代都市生活の特定の側面、たとえば疫病、性病の氾濫、都市消費社会の形成などをある

程度理解できるし、日本の広告活動が、植民地の社会や文化生活に与えたインパクトを読

み解くことも出来る。 

薬品と化粧品を選ぶ理由は、近代日本の化学工業の 新･ 高水準を代表する業種は製薬

工業と化粧品工業であり、『申報』や『大公報』（天津）、『盛京時報』などの新聞で も高

い広告出稿量を維持していた商品は、薬と化粧品であったからだ。また、薬と化粧品の広

告は、社会経済史の側面だけでなく、科学史、思想史、文化史の側面も内包しているので、

深く考察する価値があると思われる。しかも、中国でロングセラーとなった仁丹、宝丹、

大学目薬、ロート目薬、胃活、中将湯・ヘルプ、健脳丸・今治水、健胃固腸丸、毒掃丸な

どの伝統薬を発売した森下南陽堂、守田治兵衛商店、田口参天堂、信天堂山田安民薬房、

津村順天堂・敬天堂、丹平商会、谷回春堂、山崎帝国堂は、いずれ大阪や東京で創業した

薬局で、1930 年代末から 40 年代にかけて満州で地場の製薬企業を起こし洋薬の現地製造

と販売事業に展開した塩野義三郎商店、武田長兵衛商店、田辺元三郎商店、藤沢友吉商店、

東京わかもと本舗株式会社、第一製薬株式会社などもみな大阪の「くすりの町」として知

られた道修町か東京のの大手製薬企業である。ライオン歯磨、花王石鹸、都の花石鹸、春
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元石鹸、クラブ化粧品、レート化粧品、ウテナ化粧品、ヘチマクリーム、金鶴香水・香油

などの近代化粧品を生産する小林富郎商店、長瀬商店、春元石鹸製造所、中山太陽堂、平

尾賛平商店、久保政吉商店、ヘチマコロン株式会社、大崎組も東京と大阪の企業であるゆ

え、大阪と東京は薬や化粧品といった近代的な化学製品で持って、中国との間に西洋文化

の媒介的伝達者と受容者という関係を作ったのではないかと思われる。特に、近代化学工

業の中心地である大阪は、中国における身体・疾病観、医療文化、美意識の構築にどのよ

うな役割を果たしたかについて、以上の日本商品が中国で展開された広告活動の歴史やそ

の広告表現に対する解読を加えば、ある程度分かってくるだろう。 

両新聞がカバーする歴史時期がそれぞれ 77 年と 38 年と長く、掲載された広告も膨大な 

量になるので、時間的財政的制限があって、本研究は全部扱うことがどうしても出来なか

った。ただ、筆者が任意的に選択した三つの時期、つまり日露戦争後日本製品が中国大陸

に進出し始めた清朝末期（1906 年）、中華民国の資本主義発展初期・第一次世界大戦期（1911

－1918 年）、大衆消費社会の成立･発展期（1920‐1939 年）の日本商品の新聞広告を考察対

象とする。以下、時代別に『申報』、『盛京時報』に掲載された日本の薬･化粧品の広告やカ

レンダーポスターの表現特徴やそこの反映された中国の都市文化、モダニティことを考え

てみよう。 

 

１ 清朝末期『申報』における日本の薬品広告 

 西洋の病院制度と洋薬は、清朝中期に英米宣教師の導入によって、中国に入ってきた

が、漢方薬を信じる中国人が大多数を占めたので、民国初期の中国都市社会では中国伝

統医学と西洋医学が並存していた局面が形成されたにもかかわらず、伝統医学の医師と

漢方薬の薬局の数が圧倒的に洋医と洋薬局の数より多かった。患者や潜在的な消費者の

信用を得、中国における医療と薬品の市場を獲得するために、西洋医学を実践している

医師（「西医」と呼ぶ）や外資・中国系の洋薬の薬局（「西薬房」と呼ぶ）は、上海、広

州、北京、天津、漢口、青島など開港都市で、新聞広告を通じて華々しく宣伝を行い、

洋薬に関する知識を広め、中国人の洋薬に対する理解を深めていった。 

 日清戦争の勝利による「下関条約」や 1901 年の「辛丑條約」によって、日本は、台湾を

植民地にする利権を獲得したばかりでなく、長江の通商運航権、重慶、天津、漢口などの

開港都市で租界を設け、工場を設立する権利を獲得した。さらに日露戦争の勝利によって、

遼東半島の租借権、「南満鉄道」の運営権、関東総督府の設置、東北三省の開港場の増設な

どの利権を獲得することによって、「亜支奶」という阿片中毒を治すだけでなく、咳止め、

血の運行を良くする「世界一の奇薬」、そして胃活、清快丸、毒滅、仁丹、五福目薬、大学

目薬、中将湯、安住香取線香と蚤取粉、浅田飴などの「東洋舶来薬品」が各開港場でダン

ピングするようになった。これらの薬は、ほとんど同時代、つまり明治 30、40 年代の日本

で販売された名薬で、そのうちの多くは、和漢薬の体質改善の考え方に西洋医学の科学的

知識を取り入れ、病名や症状に応じて、独自の処方をつくり、用法・用量に適した剤形に

しあげた生薬製剤である。清朝末期に、以上の薬を発売した薬本舗は、まだ中国大陸に出
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張所を設置していなかったため、1893 年に医療用漢方薬・中将湯本舗津村順天堂を創業し

た津村重舎が中国で売薬の貿易をするために 1905 年に上海南京路に設置した株式会社「東

亜公司大薬房」と大連に設置した「日本売薬株式会社」を通じて、委託販売をしていた。

両社は所在地の中国語新聞に当社が扱っている日本の「霊薬」の広告を連続的に出してい

た。1911 年まで上海で開設した外資系の薬屋は 24 あり、そのうちイギリス系が 62％を占

めていた。日系の薬屋は以上の両社のほかに、また楽善堂（1890）、済生堂（1895）、日信

大薬房（1898）、東華薬房（1904）、重松薬房（1906）、日昇堂薬房（1910）などがある。中

国の名称の仕来りにより、「堂」と付けた薬屋は漢方薬の薬屋で、「薬房」と名づけられた

のは大抵西洋の薬品を販売する薬屋である。これらの日系薬屋は、日本製薬品の委託販売

や郵送販売をしていた。新聞に広告を出すときは、常に「本薬品は、各開港場の薬屋で購

入できる」と宣伝し、各地の販売店の名前と住所も明記していた。 

 図１は、東亜公司大薬房が 1906 年 4 月 3 日の『申報』に掲載した広告には、鎮咳去痰薬

「浅田飴」、婦人用薬「中将湯」と目薬「日月水」の宣伝をしている。『申報』で宣伝され

ていた当時の薬品広告は、大抵薬の名前、価格、購買方法、適用する症状と治療効果の説

明という文字ばかりの広告が多かった。これらと比べて、この図案にキャッチコピーとい

う意匠を凝らした広告は、明らかに先進的なイメージを読者の消費者に与えていた。商品

を中国人消費者に一種の親近感を感じさせるために、浅田飴の広告の頭には、司馬温公が

甕を割ってその中に誤って落ちてしまった子どもを救い出すという中国宋代の物語を題材

にする絵を配し、「痰を消し、血を養い、気を益す霊薬」のキャッチコピーを目に付くよう

に大目に書く。また、薬の有効性を読者に信用させるために、「この薬は、すでに亡くなっ

た皇太子殿下の侍医だった浅田宗伯先生に伝授された秘密処方によるものである」と名人

の権威性･品徳と宮廷の秘密処方を訴え、秘密処方の不思議な効力を長く信じてきた中国人

消費者を説得する。そして、「浅田先生は、漢唐の古典医学に精通した名高い医師で、彼が

製作されたこの薬も素早く世に流布されたため、先生の苗字に因んで浅田飴と名づけた。

この薬は本場の上等妙薬に人参、麦芽飴を加えて合成したもので、胃を和らげ風を払う効

用があり、咳、喘息、肝熱、腰痛、夏ばて、コレラ、頭痛、眩暈、小児癇癪、婦人気弱、

産前産後虚弱などの病症を専門的に治療する．．．（中略）済世の霊薬、衛生の妙品なり」と

言う続きの広告文には、薬の材料の優越性と効用を説明し、「衛生」という清朝末期の流行

言葉を使い、当時強調していた健康な国家を創造するための「国家衛生論」と結び付けよ

うとした。 

 中将湯は、そもそも初代津村重舎の母の家に伝われてきた婦人病の家伝薬だった。その

名は、能や浄瑠璃に演じられてきた奈良時代の皇女「中将姫伝説」に由来がある。この薬

は、日本伝統文化の価値が見直されるようになった明治 20 年代半ばを過ぎた頃に、津村順

天堂が医学博士で産婦人科専門の佐伯理一郎先生の手によって改良されたものを発売した

婦人の保健薬である。『申報』で掲載されたこの中将湯の広告には、日本民衆に広く親しま

れた明治期の「産前産後子宮病、血の道薬」という文字に華麗な花かんざしをさした中将

姫のマークを採用しており、治療する子宮諸病、憂うつ症、ヒステリー、月経不順、産前
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産後の病をはじめとする婦人諸病の陳述には、漢方医学が強調する血の病因説や帯下病の

病因説が説明されている。こうすることによって、中将湯は信用できる伝統的な婦人保健

薬であるというイメージを中国人消費者に与える。中将湯の広告はシリーズ化され、1908

年に中国系の「五洲大薬房」が類似品「人造自来血」を発売されて以来、広告合戦に入り、

一時期売れ行きが後退したにもかかわらず、1939 年まででも『申報』『盛京時報』で宣伝

を続けていた。 

 

図 1 1906 年 4 月 3 日『申報』第 11 版 東亜公司大薬房の「浅田飴」「中将湯」「日月水」広告 

 目薬「日月水」の広告には、大きな目が描かれている。薬の名前は、日に月を加えると、

「明」という字になるので、この薬を使えば、何を見てもすべてが明るくなるよという意

味を含めているだろう。この広告も、「この薬は、日本一の眼科名医･医学博士井上通泰先

生が伝授した処方を、東京大学教授･薬学博士下山順一郎先生の監督により製造されたもの

であるゆえに、言うまでもなくその効用は頗る著しい」と医師や発明者の博士号学位と
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図 2 1910 年『申報』五福目薬       図 3 1910 年 『申報』安住臭虫立毙薬粉 

権威性で訴えている。 

 安住伊三郎の安住大薬房は、香取線香と蚤取粉の製造販売で大成功した薬屋で、明治 35

年頃（1903）から海外輸出をはじめた。1910 年に委託販売をしていた日信大薬房が『申報』

で五福目薬と殺虫剤・臭虫立毙薬粉の広告を出していた。前者は、「横井陸軍軍医監閣下秘

授・戸塚、山本両軍医総監証明」と、軍医の処方と軍医による効用証明で商品の信憑性を

高めるほか、大山巌大将の肖像や、素敵なスタイルの看護婦が患者に、軍医が兵士に点眼

しているイメージを加えたり、中国人患者と医師の対話を用いて商品の効き目と販売住所

を紹介したりした。後者は、当殺虫粉が先進的な文明用品であるのイメージを作ったばか

りでなく、「東京帝国大学佐々木博士が効果あることを証明した」ことや、国内外の各「大

規模な試合で金銀の賞を受賞」されたことで持って、商品の高質と信望を高めようとした。

また安く買う方法も提示していた。安住大薬房の香取線香と蚤取粉は、中国全国各地に販

売され、高い人気を得ていた。1931 年には安住化学工業が上海に設立され、現地生産販売

するようになった。その商品の新聞広告は敗戦まで、中国の各開港場商業都市に出回って

いた。 

 清朝末期、『申報』と『盛京時報』の広告コラムで売られていた日本製薬舶来品は、主に

日本の高橋盛大堂薬局が発売した暑気あたりや下痢などを治る健胃整腸の「懐中良剤・清

快丸」、山田安民が「信天堂山田安民薬房」（1899）を創設したときに発売した陸軍軍医監

推薦の胃腸薬「胃活」と 1909 年に当時の眼科医界の権威であった東京眼科病院の井上豊太

郎博士がドイツ留学時代の恩師であるロートムンド博士の考案した処方により作られた

「ロート目薬」（中国では「老篤眼薬」と呼ばれた）、森下博の「森下南陽堂」が 1900 年に

発売しドイツの名宰相ビスマルクの顔を商標に使った笹川三男三医学博士処方の梅毒新薬

「毒滅」と森下博が薬学の権威であった三輪徳寛、井上善次郎両博士と共同開発の処方よ
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り 1905 年発売した予防を目的とする万能薬「仁丹」、「田口参天堂」の創業者田口謙吉が

1899 年に発売し、めがねと髭を蓄えた博士の顔の商標を使った点眼薬「大学目薬」、そし

て丹平商会が売り出した頭痛などに効く脳神経薬「健脳丸」と歯痛の薬「今治水」などが

ある。 

 

図 4 清国で販売されていた「健脳丸」と「今治水」（漢文と英文で効能と用法が書かれてい

る。図中の黄色地に龍と玉を描いた旗は、清国の国旗である）。 

 改良された生薬剤が多いことは、清末民国初期に、上海をはじめとする中国の商業都市

では、西洋医学･洋薬の導入によってその影響力が次第に増していくにもかかわらず、伝統

的な漢方医学や漢方生薬がまだ支配的な地位にあったことを反映している。目薬が歓迎さ

れることは、多くの中国人は不衛生な環境に置かれたため、麦粒腫、結膜炎、トラホーム

など目の病気を多発しただろう。以上の商品は、大抵前述した印象的な商標図案、先進的

な商品イメージ、オリジナルな文案、名人･権威訴求といった意匠性の高い広告法で、当商

品はほとんどの病気に効く「聖薬･霊薬」であり、これを使うと「健康を保つことができる」

を宣伝していた。丹平商会大薬房の「健脳丸」と「今治水」のようにポスターを販売に利

用する場合もある（図 4）。 

 
２ 民国初期・第一次世界大戦期前後（1911－1919年）の日本薬品、化粧品広告 

 1912 年、封建専制の清朝が倒され、資本主義共和国としての中華民国が成立した。中華

民国の成立は、民族資本家の実業を振興する投資ブームを刺激した。1914 年に勃発した第

一次世界大戦は、イギリスやドイツなどの帝国主義国家をヨーロッパー戦場に止め、中国

資本主義経済の生存条件と外部環境を大いにかえ、中国民族企業の発展を推進した。特に

綿糸紡績工業、マッチ製造、機械製造、医薬などの産業は輸入が激減したため、飛躍的な

発展を遂げた。 
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 第一回世界大戦への参戦を機に、外国から輸入していた薬品類が途絶えため、日本政府

の奨励により製薬が盛んになり、洋薬が国産化されるようになり、日本の製薬企業の基盤

もこの時期に培われた。その他の分野の産業も出揃い、労働者の激増と新中間層の確立、

女子の社会進出などの社会現象が生まれ、国民生活に近代的･合理的意識が急速に浸透して

いった。国外においては、中国大陸へ触手を伸ばし、対華 21 か条約を押し付け、西原借款

を中心に経済的進出を進めていた。また、石井・ランシング協定（1917）によりアメリカ

から日本の南満州における特殊利権を承認してもらって、海運業においては、大阪大連線、

大阪の定期航路を開設し、日本人の満州進出と日満貿易発展のための交通体系を確立した。

また、南満鉄道沿線の大連、奉天、長春のちの新京に近代的都市計画を進め、上下水道や

電力・ガスの供給、土木建設業、特産物貿易業、化学工業、炭鉱開発、製鉄業、農林牧畜、

和洋雑貨･化粧品問屋･薬局などの販売業、ホテルなどの多様な事業を行ない、さらには港

湾、学校、病院、図書館などのインフラストラクチャーの整備を進め、満洲経営をしてい

た。日本人も大量に営口、大連、旅順、奉天、長春などの満州諸都市に流入、1931、32 年

頃に満州に生活していた日本人は 59 万人ほど達した。 

中国の洋薬市場では、ドイツなどの医薬先進国は参戦したため、欧米製品が途絶え、そ

の代わりに日本製薬品が独占輸出するようになった。上海だけでも、大戦中の 1916 と 1918

年に、中東薬房や晩春堂薬房などの日系薬局が 10 間増設された。それに対して、欧米系の

薬局はオランダの信誼薬房しか開設しなかった。民国の税関貿易総冊資料の統計（『上海医

薬誌』1997）によると、民国三年（1915 年）に日本より輸入した仁丹と清快丸という二種

類の薬品だけで 95094 関平両にものぼったという。当時の一関平両＝1.558 元銀貨で計算す

れば、すなわち 15 万銀貨に値する価値だった。 

 仁丹は、森下博が台湾に出征した時に現地で常用されている丸薬にインスピレーション

を感じ、帰還後に自ら処方を研究し、薬学の権威にも協力を求める一方、丸薬の本場・富

山で生産方法などを学び、作り上げた飲みやすくて、携帯・保存に便利な「起死回生の万

病薬」である。森下南陽堂は、1907 年に中国への販路開拓に着手しはじめ、1908 年に、仁

丹委託販売を中国全土の郵便代弁処 4,000 ヵ所に委嘱し、中国への第 1 歩を記した。その

後、天津出張所、漢口出張所、上海出張所を開設し、出張所毎に 5 か 6 の省の宣伝、販売

の仕事を担当した。上海地域では、前述の東亜公司大薬房に委嘱して、卸売りの販売をし

ていた。この東亜公司は後に河南路に移し、東亜書薬局と名前を変え、日本の書籍も販売

した。東亜公司は新聞に仁丹のシリーズ広告を掲載したばかりでなく、宣伝用ビラやカレ

ンダーポスターを景品としてお客さんに贈り、駅や港に大野立看板を建設し、鉄道沿線の

住民の家屋の壁や道印にも「上げひげ仁丹」（中国語では「翘胡子仁丹」と呼ぶ）の「大礼

服マーク」を飾った。当社はまた掛売りの方式で仁丹を各地の取次販売店に送り、10 ヶ月

間の掛売り期間を保障し、各販売店の利益と経営実力の増強を図った。宣伝効果と優れた

治療効果もあり、21 か条約を反対する排日スト・日貨排斥運動が激化した時でも、昼間は

店頭に下げられ、夜は密かに求めに来る消費者に販売するという人気商品となった。仁丹

は 1927 年「赤小粒仁丹」、そして 1929 年に「銀粒仁丹」の発売を契機に、森下仁丹は、中
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国でも大宣伝を展開した。満州事変が起こった 1931 年に大連出張所を開設し、その翌年に

仁丹「満州容器」を発売するとともに、奉天出張所を開設、1939 年には南京支店を開設と

いうように、中国における販売網を拡張していった。1920、30 年代の中国のどんな奥地に

分け入っても、森下「仁丹」の看板があり、日本の兵隊さんにもらった「仁丹」は、どん

な薬よりもよく効くというように、当時の中国では絶大な人気を博したようだ。 

 大阪高橋盛大堂薬局発売の和漢生薬「清快丸」は、1904 年に上海四馬路（現福州路）に

ある日信大薬房を総代理商にし、犬の頭の商標を中国にも登録して、『申報」で華々しく広

告宣伝しを展開し、積極的に売り出したが、商品名の中国語発音が「清朝がすぐ終わりだ

よ」という意味の「清快完」と同じなので、大きな社会反響を及んだ。しかし、民国にな

ると、清朝をのろう意味の「清快完」は良い意味となったので、「清快丸」の売れ行きも好

調になった。 

清末に中国各地に売り出した胃活、太田胃散、中将湯などの日本の和漢薬、ロート目薬、

大学目薬などの西洋処方の目薬、衛生用品としての安住香取線香と蚤取粉などは引き続き

販売されていた。『盛京時報』の新聞広告で新しく売り出した薬は、黴菌の概念を取り入れ、

消化・殺菌・食欲増進の効用を宣伝する津村敬天堂の胃腸薬「ヘルプ」（中国語名：黒爾浦）、

大阪小西久兵衛商店の補血滋養剤「次亜燐」、女性の月経不順を治療する丹平商会の「毎月

丸」などがある。そして新しい衛生文明用品として、「鶴香水」、「クラブ白粉」などの化粧

品や大阪野村外吉商店の「都の花石鹸」、大阪春元石鹸製造所の「九重石鹸」、「芝蘭石鹸」

などの銘柄化粧石鹸、小林富次郎商店の「獅子牙粉」と平尾賛平商店の「金剛石牙粉」と

いった歯磨き粉が登場してきた。こうした衛生健康の薬や化粧品の登場は、中国の日本租

界に住む日本居留民の増加と日本の中国における経済進出と無関係ではないが、その背景

には民国初期における「強種強国」（強い民族強い国家）の健康衛生観の流布があった。 

 1911 年にペストという疫病が東北三省に蔓延したことにより、近代的公衆衛生の予防概

念と隔離・消毒・屍骸の焼き払いといった措置は清朝政府の指名のもとで展開された。民

国 1 年と 8 年に上海ではジフテリアとコレラが流行し、多数の死者が現れた。このような

社会背景のもとで、清末の文化市場で流行り出した「国民の身体を改造して、強い民族に

改造することによって、国を救い、中国人の東亜病夫のイメージを変える」という進化論

的な学説は、新しい共和国の誕生と軍閥戦争の現状とともに、エリート知識人や普通の知

識人の間で共通の認識となった。「衛生とは、公衆衛生のことであり、国家や組織を病気か

ら守るためのシステムである。個人の健康のみならず、国民全体を国の衛生システムの中

に組み込み、清潔で健康な文明国建設することは、先進国への仲間入りを果たすための必

要条件である」という日本の国家衛生論は、『衛生行政法』、『 新衛生学』、『生理衛生学』、

『 新学校衛生書』、『 新家庭教育衛生要義』、『生理及び衛生教科書』、『男女婚姻衛生学』、

『育児と衛生』『婦人衛生書』など日本の翻訳衛生書の大量輸入とともに、「疾病は不健康

な生活環境と生活様式、社会行為によるものだ。中国人がずっと衛生を重視しなかったた

め、弱い種族、弱い国に陥り、西洋列強のいじめを受ける立場になった。西洋諸国と日本

が強い国になり中国を凌駕できたのは、やはり衛生のことを重視したからだ。強い国強い
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民族になるためには、まず衛生を講じなければならない」という認識を中国の知識人の間

に植えつけた。衛生は文明と野蛮を区別する基準であるという認識の下で、民国政府は、

「強壮偉大の魁男子、健康艶美の新婦人」をめざし、健康な国民、強健な国家を作るため

の衛生制度を導入しはじめた。衛生概念の普及と政府主導の宣伝の結果、衛生は人々の生

活、消費の指南となり、早寝早起き、清潔、消化促進、石鹸消毒、適度な運動、近眼予防

などは健康な体を保つ有効な方法として呼びかけられていた。そして、従来の養生論と結

びつく滋養衛生の考え方、つまり栄養分を多く取れば、健康が保たれ、体質を改善するこ

とも出来るということが生まれ、衛生と言う名を冠すれば物が売れるという傾向さえ現れ

た。 

では、日本の薬と化粧品はどのように中国で宣伝していたかを見てみよう。森下博薬房

の仁丹が売り出した頃は、その「大礼服マーク」の商標はあまりにも西洋っぽいなので中

国人顧客には馴染まなかったのである。仁丹はすぐに宣伝方針を変え、中国人大衆の口に

  
図 5 仁丹『申報』1910 年        図 6 仁丹『申報』1912 年 
合う題材や図案広告に使うようになった。例えば、1910 年になると、図 5 のように清国服

装の男女顧客が「大礼服マーク」を囲み喜んで仁丹を買っているイメージに、「一等賞に優

雅な漆ボックス」、「二等賞に金着せの時計チェーン」…「五等賞に美術刷りの中国風俗画」

を「仁丹を買った貴賓」に贈呈する宝くじ広告が『申報』で出され、その後もバリエーシ

ョンの富んだシリーズ広告で、儒教の「仁の心」を持って「夏バテ、チフス、気候風土病、

腹痛下痢、風邪、立ち枯れ病、頭痛眩暈、酒・船酔い、虚弱貧血、虫歯痛、精神憂鬱」と

いった病気を治療する「起死回生の万能薬」としての仁丹を頻りに中国人に売り込んでい

た。民国に入ると、従来のキャッチフレーズ、名人･権威者証言、学位証明、上等材料によ

る合成生薬の強調などの広告法のほかに、半面広告、漫画に類似する絵画に文字を配する

イメージ広告を多く採用するようになった。図 6 の「東洋第一の常備霊薬」仁丹広告のキ

ャッチーコピーの中の「消毒、排瘴、防疫」という言葉には、明らかに当時植民地台湾で

流行っていたマラリアや東北中国で起きたペストなどの疫病を意識していると思われる。

清末の中国人に喜ばれた絵入り新聞「點石斎画報」のグラフィックに酷似する絵には、「頭

痛、眩暈、意識不明、コレラなどの病症には、仁丹を 20 粒飲むと、たちまち効果あり」と、

写実的な情景図式で各場面における仁丹の効用を説明し、至るところに健康と保健を届く
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の外交官」が上げ髭の大礼服外交官のイメージが描かれていた。 

  
図 7 中将湯 『盛京時報』1912 年 1－6 月 

 この時期の中将湯と次亜燐のシリーズ広告は、仁丹と同じ、イメージ広告の路線を展

開していた。図 7 の中将湯広告では、「中将姫」の商標を中心に、中国人女性が病に悩む

場面とその説明文字の図案を配置された。商標には「婦人霊薬」という文字が加えられ、

姫様のイメージも明治のと比べてもっとおしゃれになった。広告の冒頭には、「あなた方

は、この中将湯は日本一の医学博士緒方生清、米医学博士･産婦人科専門の木村順吉良先

生より効果ありの証明書をいただいたことをご存知ですか。日本一の婦人科霊薬である

ゆえに、中国各地にこの薬を歓迎しない人はいない」と質問を書け、消費者との間に一

種の親近感を作る上で、「この中将湯は、よく効くし、評判のいい日本一の婦人用妙薬で

あるから、知らなければ判らないだけで、知っても使わないというのは不幸な人間だ。

この中将湯を常用して自分の健康を保つ人こそ、 も賢い夫人である」と、貴婦人たち

に「健康な体」を呼びかけている。商標の下には中将湯の治せる 17 種の病気が枚挙され、

広告の左下には「婦人衛生書」をおまけとして無料贈呈するが、病気に悩む人は日本売

薬公司大連支店まで取りに来てください。地方の方は送り返すの封筒に二分の切手を添

付してください戸の説明もあった。消費者に親切な広告といえるだろう。 
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 図 8 次亜燐 『盛京時報』1912年 1－6 月 
 小西久兵衛商店が次亜燐を『盛京時報』で宣伝を売り出した当初は、「次亜燐は我らが

一時でも欠けてはならない補血の聖薬なり」というキャッチコピーに、「一国の強盛は民

にあり、一身の強弱は血にある。血は強国強種の原料なり...（中略）中国人同胞であれば、

この人々の体質を強くすることの出来る次亜燐を軽視してはならないよ」と訴えていた。

図 8 の広告では、中国人の「不老不死」の長寿願望の心理を掴み、「大革命家、大英雄、

大豪傑が生存競争においては勝利を得る道があるが、次亜燐を服用する方はすでに勝利

を勝ち取る道を得ていた」と宣伝し、体質を改善したければ、牛乳よりも買得で、滋養

品の中で一番早く体をつよくすることの出来る効果的な次亜燐を使ってくださいと呼び

かけていた。この広告の印象的なところは、強壮的な大相撲の日本人力士が頻繁な性生

活や不健康な飲食習慣で細痩せになった中国人に次亜燐を届けるストーリー絵の手法を

使ったことである。使用前後の効果比較もセルスのポイントである。ここではまた日本

の薬が弱い中国人を救い出すイメージが作り出されている。 

 戦前日本の化粧品業界で、｢西のクラブ、東のレート｣と謳われた｢クラブ化粧品｣の中山

太陽堂や｢レート化粧品｣の平尾賛平商店は、いずれも明治期に化粧品の製造を開始した老

舗である。大正時代になると、両社は近代化学工業の発展とともに、白粉、化粧水、洗粉、

歯磨きなど総合的に複数の製品を生産し、競合する関係にあったが、民国初期の満州でも

同類の商品を売出し、多くの新聞広告を掲載した。そのうちクラブ化粧品（中国名：俱楽

部）の広告は、図 9 のように「（満州）二百万の婦人のうち、クラブ洗い粉とクラブ白粉

の効果を大切しない人はいない。（満州）百万の紳士は、みなクラブ歯磨き粉の真価を賞

賛している」と文字に工夫して、「貴族の常用品」であるクラブ化粧品の高い質を宣伝し

ていた。 
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図 9 クラブ化粧品 『盛京時報』1912 年    図 10 都の花石鹸『盛京時報』1912 年 

 花王石鹸が中国に登場するまでには、「都の花石鹸」や春元石鹸製造所が生産した「九

重石鹸」、満州石鹸が製造した何種類かの石鹸が満州の石鹸市場を占領していた。図 9 の

「都の花」化粧石鹸の広告は、中国の上流階層の若い女性（服装から判断できる）の顔

写真を使って、商品とのその箱入れの高級的なイメージを加える一方、「香り、品質、効

力、受賞」の四つの側面から、「都の花」という化粧石鹸の高質な「清潔、美」の高級衛

生用品のイメージを消費者に伝達している。さらに広告文の中には「 新の学理と至極

の実験でもって製造された佳良化粧石鹸」、「日本とドイツ両国の技師が協力でつくった

佳良化粧石鹸で」、「中国人の皮膚に適切な佳良石鹸で」あり、「都の花石鹸」を使う人は、

必ずその粗野さを治し、その皮膚を荒いものから潤いのある滑らかなものに成させる」

と商品の持つ文明性と先進性を称える。 

    

図 11 ライオン歯磨き粉 『盛京時報』1912 年 

 この時期に、「衛生」という言葉といち早く保健と美容と結びつく商品は、石鹸のほかに

また歯磨き粉がある。ライオン歯磨き本舗小林富次郎商店は、大正元年（1912）に、歯磨

き・歯ブラシを本格的に生産する事業を開始した。1907 年 10 月に、すでに天津で支店を

設置し、ライオン歯磨きのほか、各種外国製・国産石鹸、化粧品、語学蓄音機ならびに国
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内の諸商店から委託された山葉製楽器、服部時計店製掛け時計・置時計、売薬などの販売

及び牛脂、ブラシ毛、南京豆などの輸入をしていた。同年 12 月に、漢口支店を開設、翌

年上海支店を開設した。天津・上海両支店は、日中戦争期まで持続して、それぞれの地域

の発展基点となった。中国向けの歯磨きは、中国の国情及び住民の趣味、嗜好にふさわし

い製品ということで、「獅子牙粉」粉袋、大袋入、平缶入りなどの商品を発売した。宣伝販

売に関しては、天津において平尾賛平商店の「金剛石牙粉」と一緒に『大公報』で華々し

く広告宣伝を展開した。この二種類の歯磨き粉は、戦前の華北、満州市場を占領するよう

になった。 

「金剛石牙粉」は 1906 年に天津の『大公報』で広告を出したとき、「老牌」、つまり伝

統のあるブランドと掲げ、「この粉は細かい。いい香りとさっぱりとした味がする。歯の

根部を固め、殺虫消臭が出来るばかりでなく、寿命を延びる効用がある。衛生上において

は裨益がある」という広告文が続いた。広告の中にはこの「金剛石歯磨き粉」が国際の博

覧会で獲得した賞も羅列し、世界的なブランド品であることを消費者に説得していた。図

11 は 1912 年 6 月の『盛京時報』に掲載された「獅子牙粉」のことである。大正時代にラ

イオン歯磨（株）が学童に専用の歯磨きを発売し、児童の口腔衛生の普及活動を展開して

いたせいか、この広告にも女の子が商品を指しているイメージを描いている。ライオン印

の商標には、「老牌獅子牙粉」と書いて信用の高さと歴史の長さを訴求し、広告文のなかに

は「歯は食物を咀嚼する機関であるから、強健でなければならない。胃腸の病気は、歯が

不良であることと大いに関連している。歯の良し悪しはまた言語の鋭さや顔の美醜と関係

がある。獅子牙粉は苦心の研鑽と多年の製造経験による製品で、 良の原材料で供給され

る商品であるから、その品質は非凡なものである。起床就寝の時に使えば、歯の清潔を保

つことができるばかりでなく、飲食の消化を助け、体を強くし、口の悪臭を払い、話をす

るときや呼吸をするときは香ばしさを感じ、気持ちよくなる」と商品の持つ非凡の効用と

使い方を教えている。 

  

３ 大衆消費社会の成立･発展期（1920‐1939 年）の日本薬･化粧品広告 

 1910 年代後半から 30 年代にかけて、上海、広州、天津、大連などの開港都市では、煙

草、マッチ、化学、紡績、電力、交通運輸、オイル、銀行、商社などの近代的な商工業が

発展を遂げ、百貨店、映画、新聞・雑誌、ラジオ、レコード告などのメディアの発達によ

って、都市的な社会環境が整備され、近代的な大衆消費社会が成立した。都市部において

は、貿易商社・銀行・税関・電報局・郵便局・鉄道会社勤務の職員、学校の教員といった

俸給生活者層が中心とする「都市新中間層」と、女学生、職業婦人、都市新家庭の主婦と

いった「新しい女性」が誕生し、新しい洋風的なライフスタイルを確立し、都市文化と大

衆消費社会の立て役者となった。 

 日本もほぼ 1910 年代から 20 年代にかけて近代大衆社会が成立し、西洋の生活合理主義

やアメリカの女性解放運動の風潮が導入され、自由主義的･消費本位的･享楽的・女性尊重

的近代消費文化が誕生した。産業においては、第一次世界大戦で戦勝国として漁夫の利を
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得、未曾有の好景気を迎え、資本主義の工業生産が急速に成長した。特に洋薬や化粧品を

生産する化学工業は次第に発達し、手工業的な家庭工場から、科学技術の研究開発と先進

的な生産設備が整備された大生産ができる近代的な大企業に変身し、洋薬の国産化を実現

した。 

 1931 年の満州事変に続いて、1932 年 3 月に満州国が建国されると、「日満経済ブロック

の建設」という国策に沿い、満州の資源開発を目指して、日本の国内企業が急ピッチで中

国の東北に進出した。1937 年に日中戦争が勃発されると、「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」

の合言葉が唱えられる中で、政情が一時安定してきた華中・華北では、早くも経済建設が

着手され、日本企業の商品進出、あるいは支店の新設・拡充、工場の建設などが促進され、

活発な動きを見せていた。例えば、化粧品製造では 1935 年１月合資会社柏内洋行が設立さ

れ、中国人向けの化粧品を製造販売し、｢三塔牌｣という商標で広範に販売された｡長瀬商会

は、1938 年に大連支店を新設し、翌年に上海出張所と株式会社上海花王香皂公司を設立し

た。新京にも満州花王石鹸株式会社と満州花王瀋海工場を設置した。小林商店は 1939 年に

上海と奉天でそれぞれ株式会社獅子牙粉公司と満州ライオン歯磨株式会社を設立し、歯磨、

歯刷子、石鹸、化粧品ならびにその付属品の製造・販売の輸出入と仲介行をするようにな

った。満洲におけるクラブ化粧品の一手販売を行っていた中山太陽堂の奉天支店は、1939

年９月に株式会社化され、満洲クラブ化粧品となった｡12 月に設立された満洲ウテナ製薬

株式会社は、製薬および化粧品、 石鹸、売薬部外品の製造加工を行なうようになった。 

 製薬工業というと、株式会社武田長兵衛商店は1934年11月に奉天出張所を開設し、 1936

年に支店に昇格した｡また、1935 年４月に大連駐在所、1938 年 10 月に新京駐在所を設置す

る｡これら満洲支店は武田製造品をはじめとした薬品の卸販売やプロパー活動を行なった

が、同時に満洲における薬品製造販売事業を企図して 1939 年に満洲武田薬品株式会社を設

立し、1940 年１月から操業を開始した。大阪の田辺元三郎商店は、満洲国法人の株式会社

田辺商店として 1939 年 12 月に奉天田辺薬品を設立、当初は日本からの輸入医薬品の販売

を行なったが、1942 年からは満洲において薬品製造事業に着手した｡大阪藤沢友吉商店は

1929 年４月に大連出張所を開設し、1934 年 10 月には奉天に出張所を開設する｡1940 年４

月に大連、奉天、天津の各出張所を統合して株式会社満洲藤沢友吉商店を設立した｡同社は

薬の製造のほか、ゴム工業薬品や塗料、染料、顔料、化粧品原料などの取扱いも行なった｡

塩野義薬品は 1931 年に塩野義商店奉天駐在所として出発し、1938 年７月に支店、1940 年

に満洲国法人として設立された企業である｡若素製薬は、東京わかもと本舗株式会社が

1936年に設立した満洲出張所を 1940年に法人化した企業である｡満洲参天堂は｢大学目薬｣

の商標を有する大阪参天堂株式会社が 1940 年 8 月に設置した子会社である｡満洲山田製薬

は「ロート目薬」を発売した山田安民薬房が 1940 年 11 月に奉天に設立した企業である｡ 

 以上の薬品･化粧品企業は、中国大陸に出張所、支店、工場、株式会社を開設するととも

に、現地の新聞で自社商品の広告を掲載したり、20、30 年代に上海という極東一の商業都

市で隆盛を極めたカレンダーポスター（中国名：月份牌広告）を使ったりして盛んに宣伝

をおこなった。紙面のため、『申報』『盛京時報』における日本の薬品･化粧品広告に関して、
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簡単にその特徴と趨勢を述べ、詳細の紹介は割愛して、別の論文に譲りたい。本論文では、

近代中国の都市消費文化の「モダニティ」を作り出した「月份牌広告」（カレンダーポスタ

ー）のことを見てみたい。 

 まず、20 年代後半から 30 年代の『申報』『盛京時報』に掲載された日本の薬品･化粧品

広告から以下のような趨勢が見られると思われる。 

（1）『申報』に掲載された薬品と化粧品広告は、圧倒的にイギリス、ドイツ、アメリカや

フランスをはじめとする欧米のブランド品が多かった。日本の商品は、日中戦争に入った

1937 年ころから、エビオス、Apetin(中国語名：阿裨精)というビタミン、酵母に体細胞の

代謝を促進、組織や内臓器官に活力を与える消化栄養剤、男女性ホルモン分泌増進のため

の新薬 Ovahormon（中国語名：婀閥好萌）、Enarmon（中国語名：英男儿萌）、花王石鹸な

どのが登場するようになった。 

（2）『盛京時報』に掲載された薬品･化粧品広告は、1930 年代半ばまで、生活の洋風化と

相俟って欧米の製品が大量に売られたが、戦争期に入ると、欧米製品の広告は少なくなり、

日本製品が満州の市場を占領するようになった傾向がある。1920 年代の薬品は、仁丹、中

将湯、健胃固腸丸、今治水、宝丹、龍角散などの伝統和漢生薬や改良されたロングセラー

のロート目薬や大学目薬などが中心だったが、30 年代に入ると、淋病、腸チフス、マラリ

ア、ジフテリア、破傷風、赤痢、結核など伝染病の病原菌が次々と発見された細菌学の進

歩、抗生物質、ビタミンとホルモンの発見及び医学専科の進歩によって、さまざまな新薬

が生まれた。特に 30 年代後半から、武田薬品や藤沢薬品をはじめとする製薬工業が満州で

現地生産するようになると、これらの企業が生産する細菌性疾患の治療剤、淋病・梅毒治

療剤、水虫治療剤、結核治療剤、合成ホルモン剤、栄養補給剤、補血強壮剤、脳神経治療

薬、胃内殺菌防疫剤などの新薬が宣伝されるようになった。化粧品も歯磨き粉、洗い粉、

石鹸などの清潔衛生用品、頭油、白粉などの伝統的な化粧品から、練り歯磨き、皮膚に滋

養を与え、女性の身体美を保つクリーム、Face Powder、チャンプ、香水などの近代的化粧

品に変わっていく。 

（3）広告表現としては、1930 年代初期から一面広告、アールヌヴァーのデザインを利用

した図案が多く採用され、薬品にしても化粧品にしてもモデルにしているのは大抵おしゃ

れな若い女性であることをあげられる。薬品広告なら、時の疫病、新薬の流行などにあわ

せて、広告表現の仕方も変わってくる。特に淋病・梅毒治療剤、結核治療剤、免疫注射剤

などの広告には、「当商品は、東洋同種類の製薬の始祖であり、従来の欧米輸入品より優れ

ている」といった先進性を主張する表現が多い。 

 つきましては、この時期に上海と満州で販売されていた日本薬品と化粧品の月份牌広

告の特徴を見てみよう。図 12 から図 25 までのポスターは、女性の体のラインをきれいに

見せる西洋的な美意識で作られたチャイナドレスをまとった中国のモダン女性をモデルに

している。大抵優雅でファッションナブルな中上流階級家庭の若奥様や若い「良母」、名門

出身のおとなしくて上品な令嬢、艶やかでチャーミングな映画スターのイメージが描かれ

ている。図中の美人のヘアスタイルや着用している袖なし、レースつき、膝までのスリッ
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トの深さといったチャイナドレスのスタイルから、これらのポスターは 1930 年代のものだ

と判断できる。女学生見たいの若い女性が「大礼服マーク」の仁丹を売う図 12 は、前文の

名人の権威性や商品の効用性でアピールするイメージ広告と比べては、一種の路線転換だ

といえるだろう。図 13 の端麗の女性が中将湯を飲みながら商品を薦めているイメージは、

中将湯の女性薬であるイメージとよく似合う。図 14 は、著名な広告絵画家謝之光が描いた

日本谷回春堂の胃薬「健胃固腸丸」のポスターで、暦がアールデコ風の装飾縁の両側に配

置されているので、正真正銘のゴージャスな月份牌広告といえる。当時流行のパーマ髪型

に非常に高級感のあるドレス、スタイリックな指輪とイアリングをしているきれいな若奥

様が、モダン的で洋風なリビングスペースをバックに商品を宣伝している姿は、裕福で洋

風的な家庭生活への憧れを醸し出しただけでなく、商品の高級感や質の高さのイメージを

も消費者に与えてくれる。この三つのポスターは、1920,30 年代に、日本の伝統的な和漢生

薬・家伝薬が中国に出回っているし、漢方医学や漢方薬がまだ中国民衆の間で信用されて

いたことを反映している。 

 

図 12 仁丹          図 13 中将湯         図 14 健胃固腸丸 

梅毒は 20世紀半ばペニシリンが発見されるまで世界中で、猛威をふるっていた性病であ

った。ドイツ、フランクフルトの国立実験治療研究所のエールリッヒ博士が 1910 年に梅毒

の特効薬である化学薬、砒素製剤のサルバルサン 606 号を開発して以来、日本はドイツか

らこの薬を輸入していたが、第一次世界大戦にともなう輸入途絶のため、1913 年に国産の

サルバルサンを製造することになった。G-U-サイドはアメリカが 1930 年代に開発した淋病

の特効薬であるが、1926 年に創設された韓国の「柳韓洋行」という製薬会社を通じて輸入

した製品の原因だろうか、1939 年の『盛京時報』ではいっぱい広告が出され、図 15のよ

うな日本語文のポスターも出回っていた。日本軍にとって、性病は戦闘力を妨げる一大敵

であるゆえ、日本の製薬企業はその治療薬を研究･製造していた。『盛京時報』で広告を出

された性病薬･淋病薬は、森下博薬房の「毒滅」、山崎帝国堂の「毒掃丸」など東洋医学の

病因説によって開発された伝統和漢薬や、図 16の参天堂の「世界的発見･淋病を治療する

王様」と唱る「打淋」、大阪竹村製剤所の「リベール」（中国語名:利比児）、塩野義商店の
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「Taltalin」、東京第一製薬株式会社「Neotanvarsan」(中国語名:新坦覇而散)などがある。

「打淋」という商品名は、「淋病を打倒し、病気を完治する」という商品の強い効果を連想

できる。性病薬が優雅な中上流モダン女性が宣伝しているというのは、30年代の性病は結

構広い範囲の中国人が患い、女性の感染者も少なくなかった。あるいは売春という現象は

広範囲で実行されていたのではないと思われる。 

 
図 15 G‐U‐サイド    図 16 打淋         図 17 ホリタミン 

 
図 18 ミタホリン        図 19 わかもと       図 20 エキホス 

 図 17、18 と 19 は、武田薬品の補血強壮剤「ホリタミン」、胃腸薬「ミタホリン」と東京

わかもと本舗の消化・整調・栄養補給の 3 つの働きを持った胃腸薬「若素」である、ビタ

ミン、乳酸菌などの新しい発見と結びつく新薬なので、商品のイメージもモダン女性と同

じ「モダン的」である。これらの薬を飲むと、血色のいい健康な美人になり、強い子供が

育てられるというイメージが伺える。図 19 の若素、図 20 の消炎鎮痛のエキホス、図 21

の殺虫剤アースは、いずれ健康な子供と子供を大事にする「良母」のイメージを描いてい

る。日本のこれらの商品を使うと、衛生的な生活が出来、健康な子供が育てられるよとい
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うメッセジーを伝達すると同時に、良好な母子関係、幸せな家庭生活への憧れも刺激して

いる。 

   

図 21 アース               図 22 蚊取線香、殺虫剤  

 図 22 は、蚊取線香が燃えている部屋で、二人の若いモダン女性がレコードを聞きなが

らダンスをしている姿を描いている。当時の中国の「新しい女性」の間で社交ダンスがは

やっていた実情とよく似合っているし、日本の蚊取り線香は夜の楽しみを女性に捧げてい

るよと言う意味も読み取れる。 

  
図 23 クラブ化粧品    図 24 クラブ化粧品     図 25 資生堂化粧品 

 図 23 と 24 は中山太陽堂のクラブ化粧品のポスターで、両者とも裕福な若い美人を描い

ているが、前者のアスタイルやチャイナドレスの柄、財布、休憩の空間から見ると、後者

よりはおしゃれな気がするので、上海で売り出された広告絵だと思われる。後者は満州あ

-149-



たりの上流家庭の令嬢と思われる。生地もいい柄のいいチャイナドレスを着ている美人で

あるか、どこかださいな気がする。図 25 は当時満映の大スターである李香蘭をモデルに

する資生堂の化粧品ポスターである。30 年代には、容姿をきれいにする身体美意識が上中

流 

階層の女性の間に浸透してきたので、化粧品は愛用されていた。クラブ化粧品のポスター

も資生堂のポスターも、「この商品を使えば、この絵の女性のように、花のようにきれいに

なれる」というメッセジーを伝えてくる。 

 

結論 

総じて言えば、清末の『申報』で掲載された日本の薬品広告も、民国初期・第一次世界

大戦期前後に中国に輸出された日本の薬の広告も、家伝の合薬とその類が多かった。広告

宣伝の特徴としては、名人証言、学歴証明という権威性訴求、秘密処方の訴求などで商品

の効用と質を歌え、商標の工夫、オリジナルなコピー、シリーズ広告、懸賞広告、宝くじ

広告、イメージ広告、おまけなどの方法で中国人消費者の間でブランドイメージを作ろう

としていた。 

第一次世界大戦を機に、日本の化学工業が大きな発展を遂げ、薬品も化粧品も国産化の

道を歩み始め、日本での名高い名薬ばかりでなく、石鹸、歯磨き粉をはじめとする衛生健

康用品も中国に進出し、民国初期の国家衛生論、「強種強国」の文化思潮と重ね、中国民衆

の洋風生活の促進に一役を果たしてくれた。中国の新聞に掲載された日本の薬品と化粧品

広告の表現も、当時の実用美術界の先進成果を導入し、中国人消費者の愛好に従い、図案

や文案上で工夫を凝らし、先進的な商品イメージを作ったばかりでなく、室外看板、チラ

シ、さまざまな販促活動を通じて、商品のブランドイメージを中国人消費者に植え付け、

仁丹、中将湯、大学目薬、ロート目薬、獅子牙粉、味の素などの商品をラングセラーに成

就できた。 

1920,30 年代の大衆消費社会が成立すると、洋風的ライフスタイル、小家族の理想像、身

体に対する美意識の変化は、衛生、健康と美容が結びつく商品への追求という風潮を作り

上げた。日本の薬品と化粧品は、30 年代半ばまで欧米輸入品に次ぐものとして、中国人の

間で使用されていたが、日中戦争の勃発で日本企業の満州進出が広がると、日本製薬や化

粧品も近代医学や化学の進歩により伝統的な和風製品から近代的な科学製品への脱皮を実

現され、「欧米に勝ている先進製品、東洋一のブランド品」というイメージで中国人消費者

の頭に刷り込んでいく。新聞広告にしても、カレンダーポスターにしても、モダン女性の

イメージを使って、日本の優れた商品のあるモダン的な都市生活とライフスタイルを宣伝

し、中国における近代的な広告文化を作っていく。 
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年，北京的户外广告发展已经初具规模。
②
（图 2、图 3） 

 
图 2   北京站口户外广告牌（《中国广告猛进史 1979-2003》） 

 
图 3   王府井户外广告牌（《中国广告猛进史 1979-2003》） 

这一时期在广告媒体选择上，户外广告是与报纸广告并列的主要广告形式。当时的著名

品牌，如白猫洗衣粉、鹅牌衬衫、金星电视等都投放了户外媒体。这一时期的户外广告以路

牌广告为主，虽然整体水平不高，但在推动树立广告意识、为广告正名的运动中却起到了举

足轻重的作用。 

（二）1987-1992：外商广告为主导的户外广告发展初期 

1987 年在中国广告发展史上具有重要意义——国务院于 1987 年 10月 26日颁发了《广

告管理条例》。但是其间户外广告并没有突飞猛进的发展，广告营业额的增长以及广告理论

和实践的各种探索主要体现在报纸广告和电视广告中，本土户外广告并没有值得称道的成

绩，户外广告只是以配属媒体的面目出现。 

在北京，从二十世纪八十年代初开始，北京市广告艺术公司在王府井、东单、西单等繁

华路段先后设立了几十块路牌和霓虹灯广告，其中外商广告占四分之一。在西单树立的三洋

电器广告是北京第一个外商广告，也是长安街上的第一块霓虹灯广告。八十年代初东单路口

以孙悟空为主角的松下电器路牌广告（图 4）和王府井的索尼路牌广告（图 5），至今在许多

北京百姓中仍有印象。 

 
图 5   索尼户外广告（《中国广告 20 年》纪录片） 

                                                                                                                                                               
行车、乳儿粉等也逐渐增多。 
②1982 年北京在首都机场、建国门、北京站口、东单广场、王府井、六部口、西单、复兴门、前门、崇文

门、天坛、东门、北门、永定门火车站、平安里、新街口、鼓楼、白石桥、北海前门、沙滩、东华门、大

佛寺、动物园、颐和园等地段建立了 300 多块广告牌，合计 1 万多米。 
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图 4   松下户外广告（《中国广告 20 年》纪录片） 

（三）1992-1999：户外广告发展的上升期 

对于中国广告业来说，这是一个膨胀式的发展阶段；1992 年，国家允许个体和私营广

告经营户参与广告经营。全民办广告引发的激烈竞争，首先就表现为媒体的竞争。户外媒体

在激烈的媒体竞争中，也经历了一个从膨胀到回落，再到平稳发展的阶段。这一时期的户外

广告也随着全国广告业的沸腾而兴奋着，出现了一些既具争议，也堪称亮点的事件。
①
 

    1993 年健力宝在美国纽约帝国大厦第 26 层竖立起了健力宝的霓虹灯广告牌（图 7）。

与健力宝类似的是，1995 年 4 月 28 日，深圳三九药业集团则把广告牌树立在了纽约曼哈

顿的时代广场上，与可口可乐、百事可乐等世界知名品牌比肩而立，这是中国的广告第一次

在这个著名的广场上亮相（图 6）。  

 
图 7   健力宝在纽约的霓虹灯广告牌（《中国广告 20 年》纪录片） 

 

图 6   三九药业在纽约曼哈顿的广告牌 

1997 年，柯达公司的霓虹灯广告亮相于北京长安街邮政枢纽大楼，成为当时国内最大

的户外广告牌。 

                                                        
①   1994 年，长江大桥推出众多大型立体广告——1994 年 6 月 20 日，中国扬子集团的二十六幅巨幅广告

牌被全都安装在南京长江大桥北桥头堡上。下半年，春兰空调的霓虹灯广告也出现在南京长江大桥上，总

面积 822 平方米，标高 50 米。“重庆人民解放碑”的七个角也挂起了广告，全国舆论为之哗然。1994 年，

天安门广场首次出现商业广告，也引起了沸沸扬扬的争议。 
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总的来说，中国户外广告的发展在上世纪 90 年代以后呈加速上升趋势。据统计，1990

—1999年 10年中，中国户外广告的年增长率为 27．3％。全国户外广告投放额 10 年中增长

了 9 倍，投放额达到 54.3 亿元之多。这一时期户外广告虽然增长迅速，但其他媒体广告也

同样经历着高速发展的阶段，所以从广告营业额上看，户外广告营业额占全国广告营业总额

的比重反而下降了。1992 年以前，户外广告的营业额基本上能占全国广告营业总额的 20%

左右；但从 1992 年至 1998 年，下降到 10%左右。 

    这一时期户外广告发展迅速，形式多样，列车、卫星载体等新兴的户外媒体被开发和利

用。但从总体来看，发展势头仍不如传统的大众媒体，仍处于自发的发展阶段。 

（四）1999-2008：户外广告的规模发展阶段 

上世纪九十年代中后期以后，中国许多大中城市逐渐加大了对城市建设的投入，城市环

境不断美化，户外广告自身的形象也随之得以提升，户外广告牌与整齐宽阔的城市主干道、

漂亮的候车亭、繁华的商业区交相辉映。户外广告的制作水平不断提高，电脑喷绘技术、照

明技术的普及使得户外广告能够制作得十分精美，也使得户外广告的发布非常有效。电信、

银行、保险、化妆品等行业偏爱户外广告，国外大品牌也一直比较看重户外广告。 

  1999 年以后，中国广告业进入了一个相对稳定且发展迅速的时期。加之来自人们生活

方式的变化，人们休闲活动的日益增多，现代都市人越来越喜爱旅游和运动等户外活动。同

时，电视、有线传播、杂志、报纸、书籍，还有互联网等媒体迅速膨胀，也导致单一媒介覆

盖率下降。电视、报纸的广告资源在现有条件下被充分开发，包括户外广告在内的其他广告

媒体受到越来越多的关注，在质量和数量上都逐渐被重视。
①
 

至此，中国户外广告业进入规模发展的全新阶段，市场规模每年以近 30%的速度激增，

2000 年全国 23 个主要城市的户外广告投放额为 80 亿元，全国的户外广告投放额度在 110

亿元，占全国媒介市场营业额的 22%。2002 年全国户外广告经营额已达 998664 万元，占整

体媒介投放的 15%左右；2003 年，户外媒体的广告营业额 1292700 万元，占到广告营业总额

的 20%。从 2000 年到 2003 年，中国广告支出的年复合增长率达 10.8%，其中户外媒体增长

率达 11.6%，超过整个中国广告支出的增长率。2004 年全国户外广告经营额达 1157628 万元，

                                                        
①   2001 年后，TOM、白马等公司上市并大规模收购户外媒体资源，TOM 公司的户外媒体网络从上海、

云南扩展到北京、广东、山东、四川和河南，TOM 在内地的户外广告网络已包括 12 家区域性的户外广告

公司，拥有广告总面积超过 19 万平方米，业务覆盖 25 个城市。 
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2005 年全国户外广告经营额已达 1445507 万元。 

二、户外广告在当代中国三十年发展解构 

短暂回顾了户外广告的历史可知，因其特殊性，户外广告成为具有意识形态的、文化的、

艺术的、商业的等诸多因素的多元体。 

（一）户外广告: 见证社会变迁的时代表情 

户外广告在为城市增添现代气派、艺术气质和文化氛围的同时，赋予了城市以时代气息。

随着科学技术日新月异的发展和时间推移，城市文化、审美价值取向都会在不经意中悄然变

化，从而在作为不同时期不同表现的图腾与象征的户外广告上面打上时代的烙印。 

在改革开放初期，一个在北京的外国人、共同通讯社的摄影记者越石建夫，以特有的新

闻敏感观察和感知了中国社会的变化，并将它们记录了下来。在他的日记《北京的 800 天》

中，就可以找到当时有关中国广告的点滴记载：
1
 

1979 年 

10 月 23 日  在遛大街中初次发现大栅栏闹市中妇女服装店安装上了霓虹灯，在前门也

发现了 3 个安上霓虹灯的铺子。 

12 月 20 日  市内各处出现了商业的广告路牌，东单公园周围的路牌特别大。 

1980 年 

1 月 2 日  类似东京银座的北京王府井北京饭店前入口处的标语牌，元旦夜突然换上了

电影的广告。 

1月 26日  在我居住的宾馆附近十字路口的“毛泽东思想万岁”的标语牌被换成电影广告

塔。将标语牌变成广告塔的现象，从市中心内部一点点扩展到北京全城。 

3 月 22 日  松下、日立、三洋相继在百货店设置广告橱窗。 

7 月 4 日，西单的“民主墙”变成了“广告墙”。 

而同样是在广告刚刚恢复的改革开放初期，除了上海和北京等大城市以外，其他一些中

小城市的户外广告也开始恢复，下面这幅图所记录的无锡市路牌广告就是其中之一（图 8）。

                                                        
1 《中国广告活动实证分析》（黄升民著 北京广播学院出版社）P29 
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这块路牌广告的左边是丝袜广告，右边是政治口号，表现了广告恢复初期新旧两种特色的传

播活动共同存在的时代特征。 

 
图 8   无锡市路牌广告（《中国广告》1983 年 1 期） 

从此之后，从资源角度来看，户外广告媒体的价值逐渐呈上升趋势。因为，随着技术手

段的突飞猛进，媒体多元化的趋势日益显著，面对众多的媒体，受众被逐渐分流，由于大部

分媒体或是虚拟的、或是可替代的，惟一以恒定的物理性质实实在在存在而不可替代的，就

是户外广告，它具有恒定的受众辐射面。并非所有人都看电视、听广播、读报纸或上网，但

只要他一出门，就逃不开户外广告的青睐。人们在城市中每时每刻穿梭往来，很容易被视觉

冲击力强、影响力大的户外广告捕获。 

比如，2000 年公交车站广告牌在北京、上海等大城市已经比较普遍，北京中关村公交

车站出现的大量网站广告表明了当时公交车站广告牌的流行以及网站广告的兴起。（图 9、

图 10） 

 
图 9  中关村公交车站的“人人”网站广告（《人民画报》2000 年 5 期） 

 

图 10   中关村公交车站的“亿唐”网站广告（《人民画报》2000 年 5 期） 

对一个城市而言，户外广告是品牌与消费者沟通的桥梁，经济发展的助推剂；户外广告

对城市形象、城市经济和城市景观的贡献具有潜力，另一方面，它也创建了城市的休闲空间，

调节了大众消费心态，满足了现代审美需要。户外广告也因此被称为“都市街道的美学表情”：

它分明是在做底层诉求的推销叫卖，却又十分从容自信而不强迫；它用色彩点缀橱窗、墙面

和屋顶，幽默的标题透着机敏，风趣的画面使单调的商品引人入胜；它让急切上市的时尚变

得温文尔雅，又将行将过时的经典演绎的炉火纯青。户外广告依靠色彩和图形的力量，创造
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了人人能懂的语言，成为繁华与浮世的符号与象征。 

 

（二）户外广告的错位与矛盾 

户外广告的特殊性在于，户外广告是商业空间、政治空间、媒体空间等多维交织的多面

体，多重空间在其中抗衡与博弈。抗衡和博弈的结果是在户外广告的创作与设置上，经常会

出现一些错位，主要表现在户外广告的商业化与城市的现代化形成了严格的对立，过于浓烈

的商业气息与城市形象建设产生的突出矛盾等等。 

比如一些带有一定程度政治色彩的公益广告，为了取得一定的社会效益, 营造一种社会

氛围，经常游离于商业广告和公益广告之间，从而分不清究竟是商业广告还是公益广告。如

果说它是商业广告，那它的政治色彩则过于明显；如果说它是公益广告，而它的确又是一种

商业行为。这也就是经常被称之为的“打政治牌”、“玩擦边球”。 

但利用户外广告为政治语境的表达开辟通道也可能是一把双刃剑，它一方面可以激发人

们的爱国情绪，但另一方面也可能陷入商业炒作的陷阱。 

矛盾之一：来自民间老百姓——抱怨城市的户外广告过滥、过艳、过俗，给城市制造

了环境污染。 

2008 年 4 月 27 日，一则关于户外广告的新闻引得多家媒体纷纷转载。报道中说，湖

北省襄樊市人民广场附近一处房地产项目，因其两面围墙上的巨幅广告画着钞票和钱袋、人

物形象，在当地引发不小争议。比如，在东广告墙的最南端，画面上的 3 个人一溜排开，

怀抱印有华盛顿头像的美元大钞，表情兴高采烈，旁边堆满印有人民币符号的“钱袋”。在东

广告墙的最北端，是 3 个高兴地张开双臂的女战士形象，身边满是印有人民币符号的钱袋。

在南广告墙上，共有两处人物形象广告。最西端是 3 个身穿黄色救生衣的“抗洪官兵”模样的

人，手举不知道是英镑还是其他什么外币，喜笑颜开。（图 11、图 12） 
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图 11   湖北户外广告让战士高举钞票引发质疑 

 

 

图 12  湖北户外广告让战士高举钞票引发质疑 

尽管广告设计师否认墙上所画的是抗洪官兵、革命烈士等等，但明眼人一看就知，这里

走的是中国美术界自 1985 年以来就已经有的“政治波普艺术”的路数，在这里只不过是把

政治波普做成了广告。  

    这样的户外广告画面构图让很多人不能容忍，认为这突破了国人的精神道德底线，认为

这些广告拿抗洪英雄开涮，恶搞革命烈士，从而心生反感。老百姓尽管可能不懂政治波普，

却并不等于他们没有“政治无意识”。正是由于当年的“意识形态国家机器”运转得非常有

效，比如那些讲究“三突出”、非常“高大全”的文艺作品，打造出来的人物形象往往气宇

轩昂，高大威猛，他们或抱着稻谷或拄着钢钎或捧着宝书，做心花怒放状。这些人物长期亮

相于电影、图书、宣传画、海报等等之中，老百姓又长时间与之耳鬓厮磨，他们便以非常的

形式植入到人们的记忆里。 
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早在改革开放之初，林立的外商户外广告设立之后也曾引发了质疑与争议。具有代表性

的就是发生在北京的松下橱窗广告事件和上海的东芝广告事件。 

 松下橱窗广告事件 

1980 年北京广告公司在王府井百货大楼设立松下橱窗广告（图 13），这个橱窗广告宣传

的是松下电器，橱窗里面陈列的是一个家庭的一角，有洗衣机、音响设备、电视机等一整套

家用电器。有人因此产生想法，他说“你们要把中国青年引导到何方去？你们宣传的是资本

主义的生活方式。”甚至于在这个橱窗上，贴了一张写着“卖国主义”的小字报。同年，北

京王府井等繁华地带出现了众多日商产品户外广告，北京人反对之声不绝于耳。 

 
图 13   王府井百货大楼的松下橱窗广告（《中国广告 20 年》纪录片） 

 东芝广告事件 

另一件引起争议的“外商广告事件”是上海东芝广告事件。二十世纪 80 年代初，日本

“东芝”的巨幅霓虹灯广告挂上上海标志性建筑——国际饭店顶楼（图 14），遭到市民的强

烈抗议，愤怒的市民认为在上海的标志性建筑上设置日本广告有辱国格，此事最后以在国际

饭店顶层的其它几个方向添置国内产品的广告牌而获得解决。 
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图 14  上海国际饭店顶楼东芝广告（《中国广告 20 年》纪录片） 

随着改革开放的不断深入，国人的心态也逐渐由封闭转向开放，对户外广告的认知也逐

渐平和，认识到广告只是一种营销和传播的手段，不应承载太多的政治色彩，人们越来越能

接受户外广告尤其是外商类的户外广告。但是在特定的历史条件和社会含义下，户外广告仍

然引起了很多极其敏感的社会政治话题。 

比如中国移动通信“动感地带”户外广告招贴的例子（图 15），一面是醒目的广告“动感·橙

色·活力”，充满了青春、朝气、积极和向上的气息；而另一面则是刺眼的路标“我的地盘，

听我的”，有人认为这里充斥着一股霸道、独端、专行和恐惧的感觉。 这一正一反两条不同

含义的标语，实际上只是商家的一种商业行为和广告意识所在。 “我的地盘，听我的”与极

力倡导的“和谐社会”显得很不协调。就是这样的一种历史背景和社会含义下的概念，给中国

移动通信这样的大牌企业造成了尴尬。 

 

图 15   中国移动通信“动感地带”户外广告 

矛盾之二：来自政府官方——对户外广告的一次又一次的治理。 

在种种错位中，户外广告在极力形成一个完整的媒介生态，这主要来自于政府对户外

广告的一次又一次的治理当中。不少的城市采用行政手段，拆除户外广告，声言公共资源，

需重新规划，于是有关部门对户外广告年年整治，城市越大，整治的规模越大，次数越多。

整治的结果是与原来的广告经营者、投资者产生严重的对立。 

上海作为中国最繁华的城市之一，早在恢复广告之初就能在户外媒体上看到中外企业发
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布的广告，因此上海也较早的开始了对户外广告的管理。
①
作为全国三大城市之一的广州，

也于 2003 年对户外广告进行了整顿。
②
 

而在首都北京，随着户外广告牌的数量逐渐增多，对其管理也更为严格。1984 年北京

市成立户外广告小组，专门审批户外广告。1986 年北京市委下达了 140 号文件，下令拆除

二环以内的商业广告，大约占户外广告的 80%以上，使户外广告受到很大打击。那个时候北

京户外广告的整个面积，从原来的近两万平米减少到四千多平米。至此户外广告的发展进入

了一个低潮，以至于在 1987 年出现了一个真空。 

直到 1989 年，北京为了承办第 11 届亚运会而筹集资金，重建了一大批户外广告牌，冲

破了 140 号文件的限制。1999 年，为了迎接国庆五十周年，国家再次加大了对广告监管的

力度。其中最大的举动就是 6 月 30 日对长安街及其延长线展开了全面整顿：从复兴门到建

国门路段，拆除包括长安街邮政枢纽大楼层顶设置的总面积 1950 多平方米的被称为“亚洲

巨无霸”的柯达霓虹灯广告在内的共 311 块商业广告牌、牌匾、公益广告牌和阅报栏，北京

户外广告再次陷入低潮。随着北京奥运会的召开，北京市对户外广告的整治力度达到了空前

的高度。 

2002年 2 月，根据《北京市治理整顿自设性户外广告（招牌）实施方案》，一店只许设

立一个招牌，并且不得在店外异地设牌，因此，麦当劳拆卸了独立于店外的招牌。麦当劳在

贵友大厦等地的 30 多个独立店外的 “M”店标被拆除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
①   1996 年 6 月上海浦东新区对区内户外广告实施《户外广告登记证》。2003 年上海又颁布国内首个《户

外广告设置技术规范》对大型立柱广告牌按 350 米间距进行梳理，而 20 层以上楼宇顶部不再新批户外广告。 
②   2003 年，广州工商局对新机场、高速公路两侧未经批准设置的户外广告进行清查，并暂停对 72 条城

市主干道户外广告的审批。 
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（二）户外广告错位与矛盾的剖析：户外广告——中国广告媒体官商两面

性的活标本 

由于准入门槛低，中国的户外广告一开始就处于无统一规则的自发状态，必要的整治可

以理解。但是深层剖析，种种治理行为表明，户外广告的政治语境是客观存在的。因为相对

于其他大众媒介广告，尽管户外广告是所有大众媒体中最具有商业化的媒体广告之一，但是

很少有人仅仅把它当作商业广告，这就高度体现了广告的媒体化身份。从这个意义上说，户

外广告既是商业平台，又是媒体平台和政治空间，这便是户外广告的重要特殊性之一。 

不同的利益机构都可能把户外广告当作信息发布、利益争夺的媒体平台：有时是纯粹的

商业操作，广告的商业性和政治语境的分野泾渭分明；有时二者相互夹杂，纠缠不清；更多

的时候商业性操作与政治利益是共谋而共存的。 

这里就不得不思考商业广告与政治的关系。就商业广告的经济学属性而言，广告是非

政治、或无政治的，它的宗旨在于促进商品的销售和消费。但是，广告作为商品的形象化包

装，实质上是商品的文化造形。文化必然包含政治意识。因此，非政治性的商业广告不可能

是真正彻底地无政治的。原本只是广告创意人很纯粹、单纯的艺术表现手法却被受众更多的

用政治意识形态的视角解读了，人们对户外广告文本解读的宽度和深度都扩大加深了，于是

乎出现了种种户外广告被泛政治化的表现特征。 

事实上，户外广告的传播环境，本身就包括对于政治环境的维护。对于户外广告传播的

政治语境，可以说每个人都很敏感，而且“每一个细胞都敏感”，因为站在户外广告政治语

境背后的是一种民族情绪。 

1980 年松下橱窗广告事件后，北京市有关部门发出《今后一律不再签订外商橱窗广告

合同》的文件，1985 年，又制订了对长安街、机场、北京站等路牌广告的限制性规定。这

些文件和规定对外商广告进行了整顿，取消了主要地方的户外广告，1986 年王府井的索尼

广告被拆除，改成了“首都欢迎您”。 

东芝广告事件后，上海的《文汇报》和《解放日报》分别以言论的方式对此次“东芝广

告”事件作了报道，并对这一争论提出了正面的看法。1986 年 4 月 11 日，《文汇报》发表

了《有感于一则广告的争论》一文（图 16）。文中指出，“我们要进行社会主义现代化建设，

在商品、资源上就需要同其它国家互通有无。让外商到中国来做广告，并不涉及国家主权这

样的政治问题；民族自信心的强与弱，同外商广告的多与少、突出与否，并无必然联系，如
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果连一则外商广告都接受不了，又怎么能采取灵活的方式吸引更多的外资来上海呢？正常的

经济交往活动有利于双方经济的发展。” 

 
图 16   《有感于一则广告的争论》（《文汇报》1986 年 4 月 11 日 

1986年 5月 31 日，当时的上海市委主要领导在《解放日报》发表署名文章《把我们的

广告业提高到一个新水平》（图 17），文章指出，“有人认为允许外商在上海做广告，就是遭

到外国文化与经济的侵略，这是不对的。”时隔几天，《解放日报》登了一则小言论，认为市

委领导虽然谈的是广告，其实谈的是政治，是建设，也是思想，可以帮助人们具体地更新观

念。短文还说，“只有观念更新，才能冲破改革开放的种种阻力，不断前进。” 

 
图 17  《把我们的广告业提高到一个新水平》（《解放日报》1986 年 5 月 31 日） 

由此可见，某些户外广告之所以触礁于传播的“政治语境”，乃是因为缺乏敏锐的洞察。 

户外广告传播中的政治语境，是一个制造敏感的大师，很容易会演绎成一场传播版的“勇

敢者游戏”，它既可能让产品一飞冲天，也完全能让企业从此一蹶不振。有些户外广告之所

以会在政治语境中制造“不爽的敏感”，多半是由于不尊重中国人情感、对中国元素认识不

透彻或进行了滥用和歪曲、不符合中国人道德标准的行为、没有调查就形成了否定性言论等

原因造成的。而像长虹那样的本土企业则是在政治语境中游刃有余的传播高手——它第一个

打出“以产业报国为已任”的雄壮口号，博得了中国民众的好感，长虹对于“政治语境”的

成功触摸功劳不小。这之后，户外广告作品当中的“政治语境”与民族气派蔚然成风，类似

于“中国人的生活，中国人的美菱”、“海尔，中国造”这样的广告标题，比比皆是。  

总之，户外广告作为不同时代不同城市的不同环境中的特殊构成要素，是时间的浓缩与

空间高度扭曲的缩影，户外广告的存在是一个国家、一座城市经济文化的繁荣与发展程度的

风向标。随着时代的变迁，户外广告自然而然地带有时代的痕迹，随着时代的发展而烙上了

各自时代的时尚特色。在中国这样一个意识形态色彩浓重的国家，市场经济体制最初通过改
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革开放的国策植入，社会始终包涵着不同意识形态潮流的暗涌和交锋，户外广告的风向标志

的属性将永远存在。 
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 図 2 北京駅の屋外広告看板（『中国広告猛進史 1979－2003』） 
 図 3 王府井の屋外広告看板（『中国広告猛進史 1979－2003』） 
 
 この時期、広告のメディアを選択する際に、屋外広告は新聞広告と並んで主な広告の形

態となっていた。当時の有名なブランド（たとえば、白猫洗剤、金星テレビなど）の多く

は屋外メディアに目を向けた。また、この時期の屋外広告の主流は看板広告となり、全体

のレベルは高くないが、広告に対する認識の確立、広告の名の是正をするには、大きく役

に立った。 
 
（二）1987 年－1992 年：外国企業の広告を中心とした屋外広告の発展の初期 
 1987 年は中国の広告の発展にとって重要な年であった――国務院（内閣府に相当する）

は 1987 年 10 月 26 日に「広告管理条例」を発布した。この時期には、広告の売上高の増

加と広告の理論、実践に関するさまざまな模索は、主に新聞広告とテレビ広告に反映され

ていた。しかし一方、中国本土の屋外広告は優れた成果を得られず、メディアの脇役とし

ての存在でしかなかった。 
 北京市において 1980 年代初めから、北京市広告芸術会社は王府井、東単、西単などの

繁華街の沿道に何十個の看板広告とネオン広告を相次いで設置していた。その中で、外国

企業の広告は 4 分の 1 を占めていた。西単に立てられた三洋電器の広告は北京市初の外国

企業の広告であり、長安街初のネオン広告でもあった。80 年代初め頃の東単にあった孫悟

空を主役とする松下電器の広告と王府井にあったソニーの広告は、今になっても多くの北

京市民の記憶に残っている。 
 
 図 4 松下の屋外広告（ドキュメンタリー「中国広告 20 年」） 
 図 5 ソニーの屋外広告（ドキュメンタリー「中国広告 20 年」） 
 
（三）1992 年－1999 年：屋外広告の発展の上昇期 
 この時期は、中国の広告産業にとって高成長の発展段階であった。1992 年、国家が個人

経営でも広告産業に参加できると認めた。そのため、広告は国民全体の事業として激しく

競争され、とりわけメディアの競争が目立っていた。そうした中、屋外メディアも成長か

ら縮小、さらに安定までの変転を経験した。全国の広告事業が沸きあがるとともに、屋外

広告も活気にあふれ、論議されたり、賞賛されたりするようになった3。 

                                                                                                                                                  
メートル以上になった。 
3 1994 年、南京長江橋において多数の大型立体広告が出された――1994 年 6 月 20 日、中国揚子集団の

26 個の大型広告が北の橋のたもとに設置された。1994 年後半、春蘭エアコンのネオン広告も現れ、合計

面積 822 平方メートル、高さ 50 メートルにも上った。さらに、橋にある「重慶人民解放碑」の 7 つの角

にも広告が置かれた。このことについて、全国の世論が騒いだ。それと同様に、1994 年天安門広場に出

された初の商業用広告についても、盛んな論争が巻き起こされた。 
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 1993 年、健力宝社はアメリカのニューヨークにあるエンパイヤーステイト・ビルディン

グの 26 階にネオン広告を建てた（図 7）。健力宝と同様に、1995 年 4 月 28 日、深圳三九

薬品はニューヨークマンハッタンのタイムズ・スクウェアにコカコーラ、ペプシコーラな

どの世界有名ブランドと肩を並べて広告を建てた。中国の広告がこの著名な広場で掲げら

れるのは初めてのことであった（図 6）。 
 
 図 7 ニューヨークにある健力宝のネオン広告（ドキュメンタリー「中国広告 20 年」） 
 図 6 ニューヨークマンハッタンにある三九薬品の広告 
 
 1997 年、コダック社のネオン広告は北京市長安街の郵政ビルに現れ、当時の国内最大の

屋外広告となった。 
 このように、中国における屋外広告の発展は1990年代以降に急成長する傾向にあった。

統計によれば、1990 年から 1999 年までの 10 年の間に、屋外広告は毎年 27.3％のスピー

ドで増加し、投資額は 9 倍の 54.3 億元以上に達した。この時期には、屋外広告のみならず

他のメディアの広告も著しく成長していたため、全体の広告に占める屋外広告の売上高は

逆に減少したようにみえる。1992 年以前、屋外広告の売上高は全体の広告の 20％前後を

占めていたが、しかし 1992 年から 1998 年頃は全体の 10％くらいに下落した。 
 この時期の屋外広告の発展は、形式が多様になり、汽車、衛星など新興の屋外メディア

が開発、利用されるようになった。しかし全体からみると、屋外広告の発展の勢いはやは

り伝統的な大衆メディアには及ばず、ゆるやかな発展の段階にとどまっていた。 
 
（四）1999 年－2008 年：屋外広告の規模の発展段階 

1990 年代中後期以降、中国の多くの大中都市は都市建設への投資が増加しつつあり、都

市の環境が美化され、屋外広告の姿も次第にはなやかになった。屋外広告と広々とした都

市メイン道路、きれいなバスの待合ボックス、にぎやかな繁華街とが互いに照り映えてい

る。また、屋外広告の制作レベルが高められ、パソコンの技術、照明の技術が普及したお

かげで、屋外広告が非常に美しく作られるようになり、効果も非常に有効となっている。

電信、銀行、保険、化粧品などの企業は屋外広告を好み、さらに外国の有名ブランドも屋

外広告を重要視するようになった。 
1999 年以降、中国の広告産業は安定かつ発展の時期に入ってきた。人々の生活様式の変

化によって、行楽に費やす時間が増え、現代都市の人々がますます旅行、運動などのアウ

トドア活動を楽しめるようになってきた。同時に、テレビ、雑誌、新聞、書籍およびイン

ターネットなどのメディアのめざましい成長によって、単一メディアによる包括率の減少

を導いた。テレビと新聞といった広告資源が現有の条件の下で十分に開発され、屋外広告

を含むほかの広告メディアも注目され、広告の質と量に重視されるようになった4。 

                                                  
4 2001 年以降、ＴＯＭ、白馬などの会社は上場し大規模に屋外メディアの資源を買収していた。ＴＯＭ

社における屋外メディアのネットワークは、上海、雲南から北京、広東、山東、四川および河南までに拡
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以上のように、中国の広告産業の規模の発展は新しい段階に入り、市場規模は毎年約

30％のスピードで急増している。2000 年、全国 23 の主要都市における屋外広告の投入額

は 80 億元であった。また、全国全体の屋外広告の投入額は 110 億元であり、全国メディ

ア市場の売上高の 22％を占めた。2003 年、屋外メディアによる広告の売上高は 1,292,700
万元であり、全体の 20％を占めた。2000 年から 2003 年にかけて、中国における広告の

支出の増加率は毎年 10.8％に達しているが、屋外メディアの増加率は 11.6％で、中国全体

の増加率よりも高い。さらに、全国屋外広告の売上高は 2004 年には 1,157,628 万元に、

2005 年には 1,445,507 万元に至った。 
 

二 現代中国における屋外広告の 30 年間の発展構造 
 
 屋外広告の歴史を振り返ると、屋外広告は特殊性によって、意識形態、文化、芸術、商

業などの諸要因をもつ多元体であることが明らかである。 
 
（一）屋外広告：社会変遷の表情の証明 
 屋外広告は都市に現代的、芸術的な風格と文化的な雰囲気を増していると同時に、時代

の息吹にも満ち溢れている。科学技術の発展と時間の推移に伴い、都市の文化、美への認

識は知らず知らずのうちにひっそりと変化している。それによって、異なる時期、異なる

表現の証である屋外広告には時代のしるしが残されている。 
 改革開放初期、北京にいる外国人――共同通信社のカメラマン越石建夫氏は、中国社会

の変化を敏感に観察し、身をもって感じ取るとともに記録していた。彼の日記「北京の 800
日」のなかに、当時の中国の広告に関する記録が記載されている5。 
 
  1979 年 
  10 月 23 日 ぶらぶらと散歩している最中に、繁華街の女性服の店にネオン灯が取り

付けられていることを初めて発見した。しかも、他にもネオン灯をつけている店を 3 軒

見つけた。 
  12 月 20 日 市内さまざまなところに商業用の広告が現れた。東単公園周辺の広告が

特に大きい。 
  1980 年 
  1月2日 東京銀座と似ている北京王府井の北京飯店の入り口にあったスローガンは、

元旦の夜に突然に映画の広告にかえられた。 
  1 月 26 日 私が泊まっているホテル近くの十字路にかけていた「毛沢東思想万歳」の

スローガンが映画の広告塔に変わった。このようなスローガンが広告塔にかわる現象は、

                                                                                                                                                  
張していた。また、中国本土におけるＴＯＭの屋外広告のネットワークは 12 の区域性の屋外広告会社を

有し、広告の面積は合計 19 万平方メートル、業務は 25 の都市に及んでいる。 
5 黄昇民、『中国広告活動実証分析』北京広播学院出版社：29 
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市内の中心部から少しずつ北京の全域に広まっていた。 
  3 月 22 日 松下、日立、三洋は相次いで百貨店にショーウインドーを設置した。 
  7 月 4 日 西単の「民主の壁」が「広告の壁」に変身した。 
 
 広告が回復しつつある改革開放初期において、上海と北京などの大都市のほかに、中小

都市の屋外広告も回復し始めていた。以下の図 8 が記録している無錫市の沿道広告はその

中の一つである。この広告の左側はストッキングの広告であり、右側は政治スローガンで

ある。これは広告の回復初期における新旧 2 種類の宣伝活動が共存している時代の特徴を

表している。 
 
 図 8 無錫市の沿道広告（『中国広告』1983 年 1 期） 
 
 それ以降、資源の角度からみれば、屋外広告の価値は上昇する勢いにある。技術手段の

飛躍的な発展に伴い、メディアの多元化の傾向は明白になってくる。多くのメディアに対

して、受け入れる側の人々がますます分けられていく。ほとんどのメディアはフィクショ

ンであったり、代替的であったりするため、固定的に実際に存在していると同時に、替え

られない唯一のものは屋外広告である。屋外広告は固定的な影響力を持っている。なぜな

ら、すべての人々はテレビを見たり、ラジオを聴いたり、新聞を読んだり、インターネッ

トを利用したりするのではないが、しかし外出すると屋外広告の誘惑を逃れないからであ

る。したがって、人々は町の中で絶えず行き交わしているなか、屋外広告による視覚への

衝撃力と影響力を受けやすいのである。 
 たとえば、2000 年バスターミナルの広告は北京、上海などの大都市においてすでに普遍

的になっている。北京中関村のバスターミナルに現れた大量のインターネットのホームペ

ージの広告は、当時のバスターミナルでの広告の流行とホームページ広告の高まる傾向を

表している（図 9、図 10）。 
 
 図 9 中関村バスターミナルにおかれた「人人」ホームページの広告（『人民画報』2000
年 5 期） 
 図 10 中関村バスターミナルにおかれた「億唐」ホームページの広告（『人民画報』2000
年 5 期） 
 
 都市にとって、屋外広告は架け橋のようにメーカーと消費者と交流させ、経済発展を促

している。屋外広告は都市の姿、都市の経済、都市の景色に貢献する潜在力を持っている

一方、都市の余暇の空間をも作っているため、人々の消費意識が整えられ、現代の美への

要求も満足させている。したがって、屋外広告は「都市街道の美学表情」と称されている：

屋外広告は明らかに商品の営業をしているが、無理強いはしていない。色彩でショーウイ

ンドー、壁、屋根を飾りつけ、ユーモアに富んだタイトルと画面で人々を単調な商品に夢
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中にさせる。慌ただしく店頭に出したファッションを穏やかになじませ、また流行が過ぎ

たファッションをも最高に演出する。このように、屋外広告は色彩と図形を通して、誰に

でも通じる言語を創造し、はなやかなシンボルとなっている。 
 
（二）屋外広告の隔たりと矛盾 
 屋外広告は商業空間、政治空間、メディア空間などさまざまな空間が混じっている特徴

をもっている多面体である。これらの多重空間は屋外広告の中で互いに対抗している。そ

の結果、屋外広告の創作と設置はよくずれを生じる。屋外広告の商業化と都市の現代化と

は大きく対立しているため、強烈な商業の雰囲気と都市環境の建設との間に多くの矛盾が

起こっている。 
 たとえば、少し政治の色の混じった公益広告は効果と利益をもたらすため、商業広告と

公益広告の間を漂っている。その結果、商業広告なのか、公益広告なのかは見分けづらく

なる。たとえば、それを商業広告といえば、政治の色が強すぎるし、またそれを公益広告

といえば、確かに商業行為の一種であるとも思われる。これは「打政治牌，玩擦边球」（大

義名分は公益広告としながら、実際は商業広告の意味を有している）と言われている。 
 しかしながら、政治の言葉をもちいる屋外広告を利用する際に、正反対の 2 つの効果が

導かれるかもしれない。一方では人々の愛国感情を呼び起こし、他方では商業の落とし穴

にはまることである。 
 
 矛盾その一：民衆側から、都市の屋外広告がでたらめ、派手、低俗のものであり、都市

の環境を汚染するとの苦情がある。 
 2008 年 4 月 27 日、一つの屋外広告に関する記事は多くのメディアに転載された。記事

によると、湖北省襄樊市人民広場近くの不動産開発の工事現場において、周りの塀の上の

巨大広告は紙幣、金袋および人物が描かれていたことが、大きな論議を呼んだ。具体的に、

東の広告壁の南部分では、画面上に人物 3 人が並んで、ワシントンの画像が載っているド

ル札を懐中に抱え、喜びにあふれている。隣に人民元のマークがつけている金袋も積み上

げられている。また、東の広告壁の北部分では、女性戦士のような人物 3 人が機嫌よく両

腕を広げ、隣に人民元のマークがつけている金袋が積み上げられている。さらに、南の広

告壁では二ヶ所人物広告が載っている。西側は黄色のライフ・ジャケットを着ている「治

水対策のための軍人」のような 3 人が、ポンドあるいは他の外国貨幣を挙げて満面にほほ

笑みをたたえている（図 11、図 12）。 
 
 図 11 湖北省にある戦士が紙幣を高く差し上げる屋外広告 
 図 12 湖北省にある戦士が紙幣を高く差し上げる屋外広告 
 
 広告の設計士は、描かれたのが治水の軍人、革命烈士であることを否定しているが、中

国の美術界における 1985 年以来の「政治の波動を受けた芸術」の路線に従っていること
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は明らかである。ここでは、政治の波動を受けた広告に変更しただけである。 
 多くの人々はこのような屋外広告の構図を受け入れることができない。中国人の精神と

道徳のボーダーラインを越えたり、治水の英雄をからかったり、革命烈士を悪用したりし

ていると考えられ、人々の心底からの反感が抱かれている。人々は政治の波動については

理解できないかもしれないが、決して「政治に無意識」ということではない。以前の「意

識形態の国家機器」が有効であったからこそ、創られた人物の姿はいつも意気軒昂、威勢

のよいものであった。これらの人物は長期に渡って人々に親密な映画、書籍、ポスターな

どに現れていたため、特別な形で人々の記憶に残されている。 
 改革開放の初期において、外国企業の屋外広告の設立についても疑問と議論を呼んでい

た。代表として挙げられるのは、北京の松下ショーウインドー広告事件と上海の東芝広告

事件である。 
・松下ショーウインドー広告事件 
 1980 年、北京広告会社は王府井百貨店においてショーウインドー広告を設けて松下電器

の宣伝をしていた（図 13）。このショーウインドーの中に洗濯機、ステレオ、テレビなど

ワンセットの電器製品がおかれ、家庭の一角を展示していた。このことについて、一部分

の人は「中国の青年をどこに導く？これは資本主義の生活方式の宣伝ではないか。」と、異

議を申し立てた。さらに、このショーウインドーには「売国主義」と書かれたビラも貼ら

れた。同年、北京王府井などの繁華街では数多くの日本商品の屋外広告が出現するととも

に、北京市民の反対の声が絶えなかった。 
  
 図 13 王府井百貨店の松下ショーウインドー広告（ドキュメンタリー「中国広告 20 年」） 
 
・東芝広告事件 
 もう一つ異議を呼んだ「外国企業の広告事件」は、上海の東芝広告事件であった。1980
年代初め、日本東芝の巨大ネオン広告が上海のシンボル的な建築物――国際飯店の最上階

に掲げられた（図 14）。このことについて、市民は強烈に抗議し、上海のシンボル的な建

築物の上に日本の広告を設けることは国への侮辱であると考えられた。最終的に、国際飯

店の最上階のほかの位置に国内商品の広告を増やすことによって、解決することができた。 
 
 図 14 上海国際飯店最上階にある東芝広告（ドキュメンタリー「中国広告 20 年」） 
 
 改革開放の推進にともない、中国人の意識は閉鎖から開放へと転換し、屋外広告への認

識も穏やかになってきている。広告はただ一種の営業と宣伝の手段にすぎず、政治の影響

を受けるべきではないと認識している。人々はますます屋外広告、とりわけ外国企業の屋

外広告を受け入れられるようになってきた。それにもかかわらず、特定の歴史的条件と社

会的意味の下で、屋外広告は相変わらず敏感に政治の話題を多く引き起こしている。 
 中国移動通信社の「動感地帯」屋外広告の例を見てみる（図 15）。一面は人目を引く「動
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感・オレンジ色、活力」という広告であり、青春、活気、積極と向上の息吹に満ちている。

しかしもう一面は、まぶしい道路標識に「私の地盤、私に従え」とあり、横暴、独断専行、

恐怖があふれている。このプラスとマイナスの異なる意味の 2 つのスローガンは、実際に

はただ売り手の商業行為と広告意識の存在にすぎない。しかし、「私の地盤、私に従え」と

現在提唱されている「和諧社会」（調和の取れた社会）とは大変釣り合わないように見える。

このような歴史の背景と社会的意味のもとでの概念は、中国の大企業である移動通信社を

苦しい立場に追いやった。 
 
 図 15 中国移動通信「動感地帯」の屋外広告 
 
 矛盾その二：政府側からの屋外広告に対する度重なる管理 
 屋外広告は政府のさまざまな管理のもとで、極力欠点の無いメディアになるよう形作ら

れている。たくさんの都市は公共の資源として広告をあらためて企画すべきだと言いふら

しながら、行政手段を用いて屋外広告を取り除いている。そのため、関係する部門は毎年

屋外広告に対して手を加えている。都市が大きいほど、手入れの規模も大きくなり、回数

も多くなる。管理した結果、広告の経営者や投資者の間に深刻な対立が生み出されている。 
 上海は中国のもっとも発展している都市の一つであり、広告の回復した初期において中

国国内と外国企業の屋外広告を設けていたため、屋外広告に対する管理も早い段階で行わ

れていた6。中国の第三の都市である広州においても屋外広告の整理が 2003 年から実施さ

れていた7。 
 北京においては、屋外広告の数の増加にともない、屋外広告への管理もさらに厳しくな

ってきた。1984 年、北京市は屋外広告の管理チームを結成し、もっぱら屋外広告の審査に

つとめる。1986 年、北京市政府は 140 号公文書を下達し、二環路以内におかれている商

業広告を取り除くことを命じた。これらの商業広告は屋外広告の 80％以上を占めるため、

屋外広告は大きなダメージを受けたのである。その当時、北京市の屋外広告の面積は以前

の 20,000 平方メートルから 4,000 平方メートルに減少した。このように、北京市におけ

る屋外広告の発展は沈滞期に入り、1987 年の真空状態に至るまでになった。 
 1989 年、北京は第 11 回のアジア競技大会を開催する資金を集めるために、大量の屋外

広告があらたに作られ、140 号の公文書の制限を越えてしまった。1999 年、建国 50 周年

を迎えるために、国家はふたたび広告への管理を強化した。そのなか、もっとも大きな動

きは 6 月 30 日に行われた長安街とその延長線の全面的な整理であった。具体的には、複

興門から建国門までの間に、商業広告、扁額、公益広告および新聞の掲示コーナーなど計

311 の広告が排除された。しかもそのなかに、長安街郵政ビルの最上階に設置されていた

                                                  
6 1996 年 6 月上海浦東新区は屋外広告を対象に「屋外広告登録証」を実施した。2003 年、上海市は国内

初めての「屋外広告の設置技術の規範」を発布し、大型の立て広告看板を 350 メートルおきに建てるよう

に整えた。また、20 階以上の建物の最上階において、屋外広告の申請は許可が下りないことになった。 
7 2003 年、広州商工業管理局は新空港、高速道路の両側を対象に、無許可の屋外広告を徹底的に調査、

追放していた。また、72 の都市の主要道路における屋外広告の審査が中止となった。 
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1,950 平方メートル以上、「アジアの王」と称されるコダック社の巨大ネオン広告が含まれ

ていた。このように、北京市の屋外広告は再度、沈滞期におちいった。さらに、北京オリ

ンピックの開催によって、北京市の屋外広告の整理、整頓の力はかつてないものに達した。 
 2002 年 2 月、「北京市自設の屋外広告に対する整理整頓の実施方案」によると、各店は

看板を一つだけ設置することは許されているものの、店の外側での設置は禁止されている。

そのため、マクドナルドは店の外に設置されている独自の看板を取り除かざるをえなくな

り、貴友ビルなどにある 30 以上の「Ｍ」の看板が取り除かれた。 
 
（三）屋外広告の隔たりと矛盾の分析：屋外広告――中国広告メディアは官と

商の二面性の生きた標本である 
 中国の屋外広告は最初から統一したルールが存在せず、自由な状態におかれていたため、

必要な整理と管理をしなければならないことは理解できる。しかし、慎重に深く分析すれ

ば、さまざまな管理行為を通して、屋外広告に政治の言語環境が客観的に存在しているこ

とは明らかである。なぜならば、他の大衆メディアと比べ、屋外広告はもっとも商業的な

メディア広告の一つであるが、実際はただの商業用の広告としてみている人は少ない。そ

れは広告がメディアとして自己の存在を表現しているからである。したがって、屋外広告

は商業、メディア、政治の 3 つの性質をもっており、これこそ屋外広告の重要な特徴の一

つである。 
 どのような利益機構も屋外広告を情報宣伝、利益争奪のメディアとして見ている。広告

は純粋な商業の手段として、広告の商業的特徴と政治の言語環境とははっきりと分ける時

もあれば、商業と政治が互いに入り混じってもつれる時もある、さらに商業と政治は協働

し共謀共存するときもある。 
 ここでは商業広告と政治との関係についてみてみる。経済学における商業広告の属性か

らみれば、広告は政治ではない、あるいは政治は存在しないと考えられ、広告の目的は商

品の販売と消費を促すことである。しかし、広告は商品のイメージをデザインしているが、

実際には商品の文化の造形である。また、文化は必ず政治的意識を含んでいるため、非政

治性の商業広告は正真正銘の徹底的な無政治であることは不可能である。本来はただ広告

の設計士の純粋な単純な芸術の表現手法であったとしても、政治の意識形態の角度で読み

取られてきた。しかし、人々の屋外広告に対する理解が深まるにつれ、屋外広告は政治と

は無関係という表現の特徴が現れてきた。 
 実際には、屋外広告の宣伝環境自身は政治環境をもっている。屋外広告に使われている

政治的な言葉に対して、ほぼすべての人のみならず、すべての細胞さえもが敏感になる。

それは民族感情の影響を受けているからである。 
 1980 年の松下ショーウインドー広告事件後、北京市の関係する部門は「今後外国企業の

ショーウインドー広告の契約を禁じる」という公文書を発した。また、1985 年に長安街、

空港、北京駅などの沿道広告に制限を加える規定も作られた。これらの公文書と規定は外

国企業の広告を対象に管理するとともに、主要な場所の屋外広告を廃止することになった。
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たとえば、1986 年、王府井に設置されているソニーの広告は撤去され、「北京へようこそ」

に変身した。 
 東芝広告事件後、上海の『文匯報』と『解放日報』はそれぞれ今回の「東芝広告」事件

について報道し、この論争に対する積極的な見方を提示した。1986 年 4 月 11 日、『文匯

報』において「一つの広告論争についての感想」の文が掲げられた（図 16）。「われわれは

社会主義現代化の建設を進めるならば、商品、資源については他の国と互いに通じ合う必

要がある。外国企業の広告は、国家の主権のような政治問題にかかわることがない。民族

の自信感情の強弱は、外国企業の広告の多少、目立つかどうかとは必然の関係はしない。

もし外国企業の広告すら受け入れられないなら、どのようにしてより多くの外国企業を上

海に引きよせられるのか。正常な経済のふれあいは、互いの経済発展に有利である」。 
 
 図 16 「一つの広告論争についての感想」（『文匯報』1984 年 4 月 11 日） 
 
 1986 年 5 月 31 日、当時の上海市政府の幹部は『解放日報』において「われわれの広告

事業を新しいレベルに高めよう」という文を発表した（図 17）。記事によれば、「外国企業

に上海での広告を掲げることを認めることは、外国文化と経済の侵略をこうむることとな

る、この考えは間違っている」。数日後に、『解放日報』において小記事が掲載されている。

市政府の幹部が広告について書いたものだが、実際には政治、建設、思想のことについて

書いている。その記事は、広告が人々の観念の更新を促進できると主張した。また、「ただ

観念の更新だけが改革開放のさまざまな支障を乗り越えることができ、絶えずに前進させ

る」と指摘した。 
 
 図 17 「われわれの広告事業を新しいレベルに高めよう」（『解放日報』1986 年 5 月 31
日） 
 
 これらの事例を通してわかるように、ある一部の屋外広告が宣伝の「政治の言語環境」

という暗礁に乗り上げるのは、鋭い洞察力が欠けているからである。 
 屋外広告における政治の言語環境は容易に人々の敏感さを造り出し、商品を盛んに宣伝

することもできれば、企業を二度と立ち上がれなくさせることもできる。ある一部の広告

がマイナスの敏感さを造り出すのは、中国人の感情を尊重せず、中国に対する認識が不十

分か、あるいは乱用と歪曲をともない、中国人の道徳の基準に沿わない行為、あるいは十

分な調査をせずに否定的な言論を用いるからである。しかし一方、長虹社のような中国本

土の企業は政治の言語環境のなかでの宣伝の達人である――初めて「以产业报国为己任」

（産業で国に報いることはわれわれの責任である）という勇ましいスローガンを打ち出し、

中国国民の好評を博した。長虹社は「政治の言語環境」への成功のチャレンジで業績をあ

げた。それ以降、屋外広告作品のなかの「政治の言語環境」と民族の気概は流行になり、

「中国人の生活、中国人の美菱」、「海尔、中国製造」と類似した広告の見出しは、どこに
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でも見られる。 
 以上のように、屋外広告は異なる時代、異なる都市の異なる環境のなかの特殊な構成要

素として、時間と空間の縮図である。屋外広告の存在は、国家と都市の経済、文化の繁栄

と発展度合いの風向計である。時代の変遷にともない、屋外広告は自然に各時代の特別な

しるしが残されている。意識形態の色彩が濃厚な中国において、市場経済体制は最初に改

革開放の国策によって導入され、社会のなかでいつまでも異なる意識形態の対抗が含まれ

ているため、屋外広告の風向計の属性は永遠に存在すると考えられる。 
 
                            （日本語翻訳： 傳琳琳） 
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