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植民地期台湾における日本語俳句の受容と課題 
植民地期朝鮮俳壇と比較して

磯田一雄
✉isoda17@nifty.com

This paper analyzes the particular problems concerning Japanese 

haiku in colonial Taiwan in comparison with haiku during the same 

period in Korea. Haiku began to be written by the Japanese in 

Taiwan just after its colonization, and much later by some Taiwanese. 

While Japanese haiku poets in Taiwan strongly stressed accommodation 

to particular characteristics of its quasi-tropical weather, asking 

ardently for a compilation of Taiwanese seasonal words (台湾季語), 

those in Korea stressed the Korean colors of its local community (朝鮮

色). There were meaningful instances of cooperation among Japanese 

and Korean haiku poets in Korea, while no similar cooperation 

occurred in Taiwan. This corresponds seemingly with the fact that a 

larger number of works of Korean poets were accepted by the leading 

haiku magazine “Hototogisu” (ほととぎす) than those of Taiwanese poets. 

In this sense, Korean haiku was superior to Taiwanese haiku. The 

cause of this phenomenon seems to be, at least partly, cultural 

discrimination among Japanese colonies. For example, Japanese haiku 

leader Takahama Kyoshi (高浜虚子) visited the Korean haiku circle 

three times during the colonial era, while he never officially visited 

the Taiwanese haiku circle. Toward the end of Japanese colonization, 

the leading Taiwanese haiku poet  Hekish  (王碧蕉) criticized Japanese 

conventional season-consciousness, trying to adapt haiku to Taiwanese 

traditional culture, but in vain. (197 words)

Keywords Taiwanese seasonal words(台湾季語), Korean color(朝鮮色), cultural 

discrimination among colonies(植民地間文化差別), Hototogisu(ほとと

ぎす),  Hekish (王碧蕉)
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1 はじめに――台湾俳壇と朝鮮俳壇の比較

2000年11月ソウル大学で行われたシンポジウムの折、筆者はベルギー出身の台湾研

究者Dr. Ann Heylen(漢名：賀安娟。現・台湾師範大学)が｢台湾は常に朝鮮と比較しなが

ら研究されるべきだ。その土台を築いたのはPatricia Tsurumiだ｣と語るのを聞いたこと

がある。筆者もツルミの見解
1に大いに共感するところがあり、そのような研究方法を

取るように努めて来た。例えば、日本植民地期の台湾の歴史教科書や、初等教育制度の

研究を通じて、同時期の朝鮮との比較を試みたことがある。その結果台湾だけ見ている

と台湾が見えてこない点があることに気づかされた。筆者がこれまで垣間見て来た日本

植民地期台湾における俳句の受容と展開の問題も、植民地朝鮮の場合と比較してみるこ

とが有効だと思われる。

本稿の目的は植民地期台湾と朝鮮の俳句活動の現象を実証的に比較してその様相を明

らかにすることであって、そういう現象の違いが何故起こったのか、あるいはそれが

戦後(解放後)の台湾や韓国における俳句活動とどうつながるかを直接追究しようとする

ものではない。一口に｢台湾俳壇｣｢朝鮮俳壇｣と言っても、植民地期のそれは大部分台湾

や朝鮮に在住した日本人俳人の文芸活動である(特に台湾はそうである)。戦後台湾にお

ける俳句活動の復活・再生と植民地期台湾俳壇との関係は微妙である。台湾では大部分

の台湾人(漢民族系)の母語である台湾語に代わって｢国語｣(北京語)が国民党政府によっ

て強制され、これに反撥した台湾人の多くが｢日本語人｣になっており、また俳句よりは

普及していたと見られる短歌の会がまず発足し、その歌人たちが俳句も詠むという形で

俳句の会が始まるという、韓国には類例のないような状況が介在していることからも、

その微妙さは想像がつこう。

だが植民地期の台湾俳壇と、戦後のそれとは直接つながっていないように見えなが

ら、両者に共通な問題が存在する。それは季語(季題)である。戦後台湾における日本語

短歌と俳句は、1967年創立の台北歌壇(現・台湾歌壇)と1970年創立の台北俳句会によっ

て主に担われてきた。しかし台湾短歌は孤蓬万里編 台湾万葉集 (集英社、1994。続編・

補巻あり)という歌壇員の代表的作品によって日本に紹介されたのに、台湾俳句は句会活

動を代表する 台北俳句集 ではなく、台湾季語とそれによる句を集めた黄霊芝 台湾俳句

歳時記 (言叢社、2003)によって主に知られてきた。これはまことに暗示的である。

2 台湾趣味と台湾季語――渡台による句作困難の訴え――

日本人のいるところどこにも俳句があった。戦前期台湾や朝鮮など植民地でも俳句

1 E. Patricia Tsurumi, Japanese Colonial Education in Taiwan, 1895-1945, Harvard University Press, 1977. 

p.172ff. The Contrast between Korean and Taiwanese Responses.
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が詠まれていた。俳句はやがて日本人の俳壇を通して台湾人や朝鮮人など被植民者にも

受容されていった。だが異なる風土で詠まれた俳句は、自ずから日本｢内地｣の俳句とは

異なる問題や状況に直面せざるを得なかった。

｢はじめに｣で述べたように、台湾の俳句を一貫して象徴する問題は季語である。そ

れは俳句が｢季節感――季の動き｣に根ざす詩的表現であるからだが、同じ東アジアの植

民地でも、特に台湾に渡った日本俳人は季語・季感に敏感だったようである。台湾の方

が朝鮮や満洲よりも、日本｢内地｣との気候風土の違いがより大きく感じられたためでは

なかろうか。

日本統治期に台湾に渡った日本俳人は、一様に季節感~季語で作句上の困難を感じて

いた。1900年(明治33年)2月台湾に渡った渡辺香墨は、子規の弟子であり、台湾に｢新派｣

の俳句を広めようと努力した先駆的在台俳人であるが、｢内地｣なら秋に咲く鳳仙花が台

湾では初夏に咲くのを目にして、日本で培ってきた季感が乱れ、作句できなくなったと

訴えている
2
。当時台湾に渡った日本俳人は同じようなことを訴え、そのため台湾の実

際の風景を詠もうとせず、｢内地｣での経験に基づき、｢内地｣風物の回想句を詠むことが

多かったという
3
。

こうした傾向に対して戦前期日本俳壇を主導した ホトトギス の編集者は、｢北海

道、台湾、海外諸地方の人々は其地特有の風光を詠ずる方よし。異なりたる風土に在り

て、尚内地の景色を想像して吟詠するは労多くして功少なし｣と呼びかけている。句作

に困難を感じる地域として(亜寒帯の)北海道と(亜熱帯の)台湾を挙げているが、(｢内地｣

のほとんどの地域と同じ温帯に属する)朝鮮には言及していないのが注目される
4
。

沈美雪によれば、この呼びかけに応えるかのように、1905年10月刊行の 台湾習慣記

事 (第5巻第10号)に小松久吉の｢植民地文学≪台湾趣味≫｣という文学論が現れる。｢詩な

り、散文なり、何れにても此の異なりたる自然及び人事の叙景が主となつて茲に自から

台湾趣味てふ一種独特の趣味が発揮せられてくる｣というのである5。小松の台湾趣味論

に大いに感銘を受けた俳人の山田不耳は、小松の記事とほとんど同時に、 台湾日日新報 

(1905年10月28日)に｢台湾趣味と俳句｣と題する文を載せ、俳句における台湾趣味の可能

性を唱え、それがきっかけとなって、台湾趣味は明治末期までにおける台湾俳句のもっ

とも重要な文芸主張となった。そして｢台湾趣味｣を発揮するための｢具体的な方法論や

個別素材に対する研究｣を行ってこれを｢体系的に消化した俳人が小林李坪(本名：里平)

だった｣という6。

小林は｢気候・人情・習俗｣などの｢台湾趣味｣のある句を詠むことを勧め、その手助

けになるように 台湾日日新報 紙上に｢水引草｣という連載を1906年9月から1907年5月ま

2 ｢消息｣( ホトトギス 1900年6月号).

3 沈美雪 明治期台湾俳句界の始原的実相――近代俳句の台湾表象 (致良出版社, 2014), p.49.

4 ｢地方俳句会後記｣( ホトトギス 1904年4月号).

5 沈美雪, 前掲 明治期台湾俳句界の始原的実相 , p.88.

6 沈美雪, 前掲 明治期台湾俳句界の始原的実相 , pp.90‐93.
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で計41回行った。その中には｢春聯｣｢関帝祭｣｢接神｣(以上春)、｢釈迦果｣｢蕃木瓜｣｢椰子の

実｣(以上秋)、｢炮仔(爆竹)｣｢送神｣(以上冬)など、｢台湾季語｣と呼ぶべき季語がかなり含

まれており、殆どの季語に例句を数句ずつ添えている(全部で173句あり多くは自作

句)。小林はその後さらに｢俳諧小話｣という連載も行っている。沈美雪によれば、これ

ら(｢水引草｣と｢俳諧小話｣)はまとめて小林里平編 台湾歳時記 (政教社、1910)として刊

行され、日本統治期台湾における最初の、しかも唯一の歳時記となったとしている7。

しかしこの説明には若干の留保が必要と思われる。少なくとも｢水引草｣と 台湾歳時

記 の間には、｢まとめた｣というにはかなりの性格の相違が見られるからである。 台

湾歳時記 は春夏秋冬の四季にわたって、植物・動物・人事の三領域でそれぞれ48、7

8、50、30と全部で206の季語を定めている(新年の部はない)。｢春之部｣を見ると以下の

ようである。

｢人事｣(32語)：春聯・長年蔗・春飯・長年菜・飯春花・春銭・甜茶・甜料・噴

春・揺銭樹・神迎ひ・焼金・祖師祭・初売・天公祭・上元・開山神社祭・賭戯・土地

公祭・釈典・関帝祭・花朝・観音祭・清明・拾骨・春田植・春田植祭・媽祖祭・真菰

植・春の蚊帳・養魚池を作る・種魚を捕る。

｢動物｣(4語)：春の蚊・種魚・ヨドロ・鯛。

｢植物｣(12語)：珊瑚刺桐・相思樹・綿樹・台湾連翹・茄苳・たうはぜ・たうあづ

き・月來香・桃金嬢・へご・玉菜・緑肥。

｢人事｣が圧倒的に多いが、｢夏之部｣｢秋之部｣では｢植物｣が一番多く、全体として｢動

物｣が少ない。一見日本でも通用しそうな季語もあるが、各語ごとに台湾読みと台湾名

が記されており、例えば｢初売｣は台湾名｢開帳｣、｢春田植｣は｢播田｣といった具合であ

る。

小林の 台湾歳時記 は｢歳時記｣には違いないが、｢俳句歳時記｣といえるのだろう

か。普通俳句歳時記と言えば、季語の簡明な解説と、その季語を用いた相当数の例句か

らなっているものだが、小林の 台湾歳時記 は例句がほとんどないに等しい。つまり季

題別俳句のアンソロジーになっていないのである。それに対して、句作のための｢季題

の手引き｣にしては個々の項目(季語)の解説がむしろ冗漫である(沈は｢説明的性格｣と呼

んでいる)。小林の 台湾歳時記 の季語数は全部で206あり、地域歳時記としては必ずし

も少ないとはいえないであろう。問題は例句が｢春田植｣だけは7句配されているが、あ

とは｢浜万年青｣など3語に2句ずつ、｢噴春｣など9語に1句ずつと、全部で22句しかないこ

とである。これでは季題の知識は得られるにしても、句作上の手がかりとしてはきわ

めて不完全ではないかと思われる。｢水引草｣では全部で50語の季語に対して173句を添

えていたのである。

7 沈美雪｢俳句における≪台湾趣味≫の形成――明治期台湾における俳句の受容と展開を通じて｣( 台湾日本

語文学報 25, 台湾日本語文学会, 2009.6), p.56以下.
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 台湾俳句歳時記 を著した、戦後台湾俳句界の第一人者黄霊芝は、｢明治四十三年に小

林里平なる方が 台湾歳時記 一書を上梓しているが、例句はほぼ欠に等しい。(略)例句

のない歳時記は存在する根拠が弱い｣と述べている
8
。黄霊芝の 台湾俳句歳時記 は一季

語ごとに8句、全部で3200句近い例句を載せている。これは黄が主宰する俳句会でこれ

らの季語を兼題にして会員に詠ませた句から選ぶことが出来たという事情もあるが、

｢水引草｣などを｢まとめた｣はずの小林の 台湾歳時記 で、例句が激減してしまったのは

何故だろうか。

注目すべきはその後の台湾俳句界において、小林の 台湾歳時記 への言及が管見にし

て見られないことである。いわゆる｢台湾俳句｣の主張は、台湾最大・最長の俳誌となっ

て台湾俳壇をリードした、ホトトギス派の俳誌 ゆうかり (1921年10月創刊、1944年12

月終刊)を中心になされた。創刊後約六年間の句を集めた三上惜字塔(本名、武夫)編 台湾

俳句集 (ゆうかり社、1928年)は、台湾で最初のまとまった句集であるが、季語の解説

はないものの、春夏秋冬に新年の五季にわたって、植物・動物・人事・乾坤・時候の5

領域でそれぞれ139、222、146、97、39と全部で643の季語を収めている。その中で｢台

湾季語｣と呼ぶべき季語を挙げると全部で20数語と数は極めて少ないが、それでいて 台

湾歳時記 にはない季語がいくつかあり、また同じ季語でも季節の配当の異なるものも

ある。これは句作の実体を反映しているためであろう。だがこの句集に収められてい

る季語を見ても、また句集の序を見ても小林の 台湾歳時記 との繋がりは見えてこな

い。

 台湾俳句集 より7年後に刊行された山本孕江・三上惜字塔編 ゆうかり俳句集 (ゆう

かり社、1935)は、1928年1月から1934年12月に至る七年間に ゆうかり に載せられた

約2万句からの選句に、｢先輩諸氏より寄稿せられたる近詠を併せ｣、約9400句を収録し

ている。 台湾俳句集 と同じような形式で編纂されているが、新年・春・夏・秋・冬の

五季に分け、時候・天文・地理・人事・宗教・動物・植物の7領域にわたり、合計1362語

の季語の句を掲載している。全体の季語数は 台湾俳句集 の二倍以上に増え、｢大体を旧

歳時記に従った｣としてはいるが、台湾特有の季語も 台湾俳句集 よりかなり多くなっ

ている。目次で台湾季語と認められるのは以下のようだが、この外｢城隍祭｣の類語｢廟

祭｣や、｢鳳凰木の花｣の類語｢火焔花｣など目次にはない季語を詠んだ句が載っているの

で、台湾特有の季語の実数はさらに若干多くなる。

新年の部：春聯、弄獅、元宵、爆竹

春の部：清明、媽祖祭、豚祭、甘蔗植、帝雉、蛇木の芽、護謨樹の花、オキザリ

ス、朱欒の花、竜眼の花、浦葵の花、珊瑚刺桐の花

夏の部：スコール、龍骨車、マラリヤ、愛玉子、城隍祭、放水燈、熱帯魚、闘

魚、月桃の花、檳榔樹の花、相思樹の花、月來香、鳳凰木の花、月下美人草、アラマ

8 黄霊芝 台湾俳句歳時記 (東京：言叢社, 2003), p.307.
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ンダ、椰子の花、茄苳樹の花、玉蘭、バナナ、鳳梨、木瓜

秋の部：台展、雙十節、霧社忌、檳榔子、椰子の実、龍眼、鳳凰木の莢

冬の部：北部雨期、甘蔗火事、鱲子、火籠(ホエロン)、ホイコウ(火鍋)

 台湾俳句集 には台湾俳人の句が見られなかったが、 ゆうかり俳句集 には次のよ

うにわずかながらある。台湾を思わせる語はあるが、台湾季語を用いた句はないのが目

につく。

何もかも誠一つや鬼貫忌 呉阿泉

鶺鴒の尻押しあげてとまりけり 呉阿泉

嶺南の七月の稲刈りいそぐ 陳壽珠

帆柱に銀河横たふジャンクかな 馮正樞

他に｢少年｣とされている、台湾人らしい黄賜麟・頼金土・張簡文彬の句が一~三句あ

る。ようやく台湾俳人の姿が見えて来たともいえるが、これを4. に見る 朝鮮俳句選集

 (1930)などでの朝鮮俳人の活躍ぶりに比べると、いささか心もとない観がある。そも

そも台湾在住の日本俳人は台湾俳人にあまり関心を持っていなかったように思われる。

この二つの俳句集には台湾俳人に関する言及が全く見られないのである。これは 朝鮮

俳句選集 など後述の朝鮮の俳句集に比べて対照的な違いであるといえよう。

この ゆうかり俳句集 は｢凡例｣で｢季題分類は改造社出版俳諧歳時記及今井柏浦編歳時

記大観等に倣ひ、本島特有の季題については未だ模範とすべき歳時記なかりし爲往々再

考を要するものなきにあらざれどもすべて作品を尊重し之を採録せり｣(下線＝引用者)

と言っている。この句集は台湾での句作の実情を反映していると同時に、小林の 台湾

歳時記 は無視しているのである。小林の書は民俗学的趣味が強く、伊能嘉規と共に台湾

の民俗調査を行った民俗学者・小林にふさわしい著述ではあったが、実際の句作向きで

はなかったということであろう。

3 山本孕江の台湾歳時記論と高浜虚子の｢熱帯季題論｣の対立

季感が乱れて作句できなくなった渡辺香墨のような体験は、その後も台湾に渡った

日本俳人によって、ずっと繰り返されていたようである。1904年5月に台湾最初の本格

的俳誌 相思樹 が創刊されが、俳人たちは台湾の自然人事を取り入れた句よりも、｢内地｣

時代の体験を回想したり、｢内地｣の風物を詠う作品を多く作ったりしていたと指摘され

ている
9
。

1913年(大正2年)、河東碧梧桐の新傾向派への対抗を志した高浜虚子の俳壇復帰に伴っ

9 沈美雪, 前掲 明治期台湾俳句界の始原的実相 , p.90. 
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て、それまでほとんど新傾向派が中心といわれた台湾俳壇も、写生を中心とするホトト

ギス派が中心をなすようになった
10

。1919年に渡台し、1931年に村上鬼城を引き継いで

 ゆうかり の選者になった山本孕江(本名：昇。1893‐1947)は、｢台湾俳句論・台湾季語

論｣の中心的存在になるのだが、渡台の当初はやはり季感の乱れに悩まされていた。山

本は｢中央俳壇を去ること遠きこの台湾、四季の変化に恵まれること甚だ薄い台湾、そ

して優れた指導者を持たない台湾に於て殆ど無我夢中に唯俳句を作る｣に過ぎないよう

な環境に句作の｢進歩を阻まれた｣と訴え、最初二三年は｢内地｣を想像して句を作ってい

たが、やがて台湾に目を向けることになったとして、こう述べている
11

。

足元を眺めて見ますと、榕樹がある、椰子がある、檳榔がある、水牛がゐる、白

鷺がゐる、白頭鵠が囀つてゐる、廟がある、惜字塔がある、戒克がゐる、舢舨がゐ

る、台湾人の生活がある、生蕃が住む中央山脈がある、といふ風に急に材料が豊富

に現はれて目が眩むばかりでした。(略)静かに自然を観察して真実の写生に努め、

一方句の表現技巧に苦心をしつゞけて来ましたが(略)俳句では大切な季題を全然超越

した台湾の自然、季節的変化に伴はない台湾の動植物の状態に、季題をどう取扱つて

いゝかといふことに少からず迷はされました。よくよく考へて見ますと、此の｢内

地｣と全然気候風土を異にし、動植物の特殊な点や殊に蕃人生活の状態なども仔細に

観察すれば、同じ一本を描き一人事を取扱ふにしても、そこに新鮮味のある或は一

驚異に値する句を自由に眼前に得られる、台湾に住んでゐてこそ味はれ(ママ)る特

殊な環境に有難さを感ずる様になりました。

これはまさに明治以来の｢台湾趣味｣の再発見であろう。山本の｢台湾俳句｣の主張を島

田謹二は次のように描いている。

顧みるに鬼城氏が(≪ゆうかり≫の)雑詠の選者となるまで、台湾の俳人は(略)周

囲の自然に注目せず、｢内地｣風の句をつくる傾きがあった。それが、[村上]鬼城、

[池内]たけし諸氏の指導下に台湾独自の風物を詠ずるに至り、触目の四辺に台湾の特

色を見出すようになったのである。それはたしかに特筆すべき方向転換であった。

勿論｢台湾俳句｣の骨子をなすものは台湾の風物(人事をもこめる)でなくてはなら

ぬ。しかしその風物は句中におのずとにじみでるべきものであって、それを不自然

に強調してはならぬ。(略)きわめて特殊な味わいではあるが、この特殊な台湾の季

感は存在する。俳人はそれを繊鋭微妙に捉えねばならぬ。｢嘗て｢内地｣に於いて経験

した季感を全然振り捨てて、台湾の季感に即する立場を自覚すれば｣、そこに｢本当

の意味の台湾俳句｣が生まれる。故に｢十七音定型俳句により台湾本来の姿を把握｣し

たものが｢台湾俳句｣だというのが、孕江氏らの主張を要約したことになるのであ

る
12

。([ ]は引用者挿入)

10 阿部誠文｢台湾俳壇史(七)｣( 燕巣 2000年8月号), p.40.

11 山本孕江｢台湾の俳句と私｣( ホトトギス 1927年8月号), pp.46‐47.

12 島田謹二｢十≪うしほ≫と≪ゆうかり≫｣( 華麗島文学志 日本詩人の台湾体験 明治書院, 1995), pp.405‐406.



154  [一般論文]

だがそうなると、｢内地の歳時記の季題に当てはめて句作することの困難なことが納

得できるであろう。孕江氏の如きは、それ故、十二月までを晩秋とし、一月からを早春

として詠じてはどうかとも提案しているくらいなのである｣とも島田は述べている
13

。

だが台湾における日本俳人たちのこうした動きも、中央の俳壇によって認められ

る、つまり台湾季語の句が戦前期日本俳壇の主導的俳誌 ホトトギス の高浜虚子選によ

る雑詠に入選し、あるいは｢台湾季語｣が｢内地｣編纂の俳句歳時記に収録されるように

なって、初めて日本の俳句として正式に認知されたことになろう。実際昭和初期の ホ

トトギス 雑詠欄を見ると、台湾の風物詠の句がかなり取られている。

1928年(昭和3年)前半を例にすると、｢纏足鞋｣｢生蕃壺｣(1月号)、｢首棚｣｢渡台｣｢蕃瓢｣

｢椰子｣(2月号)、｢基隆市｣｢熟蕃社｣｢剣潭寺｣(3月号)、｢蕃屋｣｢サラマオ蕃｣｢蕃人｣｢阿里山

道｣｢台北郊外｣(4月号)、｢独力舟｣｢蕃刀｣｢がじゅまる｣｢バナナの花｣｢木瓜｣｢媽祖祭｣｢椰子

の実｣｢相思樹｣｢檳榔｣(5月号)、｢パンの葉｣｢タロコ峡｣｢アミ族｣(6月号)などを詠んだ句

が取られている
14

。季節に関らない台湾の風物として台湾原住民に関する語の多いのが

注目される15。これら風物の中で植物の｢椰子｣｢木瓜｣｢バナナ｣｢がじゅまる｣｢相思樹｣

｢パン｣｢媽祖祭｣などがいわゆる｢台湾季語｣の対象となるのだが、当時これらは｢季語｣と

認められていなかったと思われる。上の入選句から三句を紹介するが、陳武王が台湾人

とすればこの句は台湾俳人による最初の入選句となろう。

門松に蛍とびかふ蕃社かな 陳 武王(4月号)

蕃刀を提げたるままに耕せる 鮫島 巨洲(5月号)

相思樹の落花の水に濯ぎゐる 高部 緑泉(5月号)

だがそれから十年後の1938年(昭和13年)の入選句を見ると、｢椰子｣｢相思樹｣｢スコー

ル｣のような｢台湾季語｣が事実上季語として認められたようである。

逞しき椰子の花苞日々そだつ 久恒田守(10月号)

相思樹林蛇捕人に従いてゆく 藤田芳仲(11月号)

スコールやタコの木も揺れ椰子も揺れ 田中花十(11月号)

台湾特有の季語の内、春聯と爆竹は高浜虚子編 新歳時記 (三省堂、1934年初版)で既

に季語になっていたが、スコール・熱帯魚・鳳凰樹・竜眼・檳榔・護謨樹・月下美人・

13 島田謹二, 前掲 華麗島文学志 日本詩人の台湾体験 , p.408.

14 阿部誠文｢台湾俳壇史(45)｣( 燕巣 2003年9月号), p.36.

15 日本人の惹かれた｢台湾色｣とはしばしば台湾原住民族色であった。例えば北原白秋は漢民族系台湾人を嫌

い、原住民族に惹かれていた。原住民族に対しては｢我等と血を同じくするかの土蕃の民俗と性情｣と親近

感を示す反面、漢民族系台湾人に対しては｢俗悪なくらゐに、濃厚で執拗過ぎる支那臭は、性に合はない｣

と述べている。北原白秋｢華麗島風物詩(一)｣, 1934年( 日本統治期台湾文学日本人作家作品集 別巻 緑蔭書

房, 1998), p.315及びp.325.
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バナナ・椰子・パイナップル・榕樹などは、この 新歳時記 を1940年に改訂する際新し

く季語とされた。ただし台湾の日本俳人の要望とは異なり、これらは、オアシス・赤道

祭・象・鰐・極楽鳥・ドリアンなどと共に、｢熱帯季語｣としてすべて七月、つまり｢夏

の部｣に入れられた。さらに、元宵・媽祖祭・城隍祭・霧社忌・火籠など台湾固有の習俗

や、夏以外に配当された動植物などの｢台湾季語｣はほとんど採用されなかった。中央俳

壇の大御所・高浜虚子は山本孕江の執拗な要求にもかかわらず、頑として｢台湾季語｣な

るものを要求どおりには認めようとしなかったのである。高浜虚子は｢台湾季語｣をめぐ

る山本孕江との対立を、およそ次のように回想している
16

。

虚子は1936年6月に、仏蘭西から帰りの船が基隆に寄港した時、山本らゆうかり社の

人々の歓迎を受けて数時間を過ごした。山本は虚子の｢熱帯季題論｣に反対して、熱心に

こう主張した。｢台湾にも四季は現存してをる、之を夏の季に一括して了ふとするのは

無理である。(略)親しく此処に住まつて居ると春暖を感じ秋冷を感ずるのはもとよりの

こと、又、夏の暑さも冬の寒さも同じく感ずるやうになるのである。其台湾の四季に安

住して生活して居るのが吾等台湾の俳人である。吾等は別に台湾の歳時記を作つてそれ

に依つて台湾の俳句を確立しなければならぬ｣と。それに対して虚子は、台湾の歳時記

やブラジルの歳時記などが出来ることは結構だが、｢日本本土に興った俳句はどこ迄も

本土を基準として、本土に生れた歳時記を基準として、其歳時記は動かすべからざる尊

厳なものとして、熱帯の如きは一括して｢夏｣の季に該当すべきものである。さうでな

いと内地の季題に混乱を来して収拾すべからざるものになる｣と言って譲らなかった。

そう言いながら山本を ホトトギス の同人に引き入れたのである。

虚子は海を越えた俳句の拡がりを日本による勢力拡張と同化政策の構図に則って把握

していた、と中根隆行は指摘している17。実際虚子は1924年朝鮮に滞在した折に｢斯うし

た文学によって内鮮人を同化し得るならばどんなによい結果を齎すことでせう｣と語っ

たという18。また1941年朝鮮俳壇を訪れた折にも｢従来情操の乏しいと言はれる半島の

人達に俳句を通じて日本人としての心持といふものを会得せしめることは寔に結構なこ

とである｣と述べている
19

。そうした立場からすれば、台湾季語論の主張するように、

異文化的な行事や、日本の季節感とずれるような動植物をそのまま通常の｢季語｣のよう

に認めることはできなかったのであろう。

16 高浜虚子｢序｣( 山本孕江句集 台北：ゆうかり社, 1942)。なおこの序は ホトトギス 1943年4月号のp.17

に｢熱帯季題について｣の題で抄録されている。

17 中根隆行｢朝鮮詠の俳域――朴魯植から村上杏史へ｣(日本近代文学会関西支部編 海を越えた文学――日韓

を軸として 和泉書院, 2010), p.20.

18 中根隆行｢宗主国文藝の転回――朴魯植と日韓俳句人脈｣( 社会文学 第37号, 2013.2), p.20.

19 村上杏史記｢虚子歓迎 南鮮俳句大会｣( ホトトギス 1941年8月号), p.72.
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4 朝鮮色・朝鮮季語への朝鮮俳壇の対応

台湾趣味と同じく、植民地である日本統治期朝鮮に在住する日本俳人たちにも、現地

の特色――地方色＝朝鮮色――をどう俳句に詠みこむかという、台湾の日本人俳壇と共

通の課題があった。朝鮮初の本格的俳誌 松の実 (高浜虚子の弟子楠目橙黄子により1920

年京城で創刊)は｢只朝鮮の色、満洲の臭ひを表したらいいのです｣と表明したという。

実際投句は朝鮮だけでなく満洲からもなされており、この鮮満一体感は台湾との違いの

一つであるが、｢創刊後間もなく新季題の提唱や朝鮮郷土色に関する提言が目立ってく

る｣という。橙黄子は｢日本の郷土芸術である俳句を十全に移植し、新たに朝鮮俳句とし

てかたちを変えて大成させること。それが朝鮮における≪日本人の新文化建設≫に繋が

ると提唱しているのだ｣というのである
20

。

だが台湾俳句を見て来た目からいうと、朝鮮俳壇においては、｢朝鮮色｣のある俳句

を、と盛んに言われていたものの、｢朝鮮季語｣にはあまりこだわっていなかったよう

に見える。朝鮮における代表的な俳句集、 朝鮮俳句一萬集 (1926年)、 句集朝鮮 (1930

年)、 朝鮮俳句選集 (1930年)、 青壺句集 (1936年)などの俳句集
21

を見ると、純粋に

｢朝鮮季語｣に相当する季語は｢温突｣｢パカチ｣などごく少ないことに気づく。また｢春聯｣

｢爆竹｣などのように、日本｢内地｣にはないが、中国や満洲・台湾と共通の季語もある。

朝鮮の日本俳人はむしろ季語以外の朝鮮独自の風物で｢朝鮮色｣を出すように心がけてい

たように思われる。朝鮮には虚子と争うような固有の季語問題はなかったのではなかろ

うか。

具体的にいうと、 朝鮮俳句一萬句 の朝鮮季語らしい語としては冬の部に｢温突｣があ

るだけである。 句集朝鮮 には｢温突｣のほかに、秋の部に｢パカチ｣が出てくる。同じ

年に出た 朝鮮俳句選集 は、｢温突｣(冬)｢パカチ｣(秋)のほか、新年の部に｢爆竹｣｢春聯｣

を加えている。昭和10年代に入ってから刊行された 落壺句集 も同じく｢温突｣｢パカチ｣

｢爆竹｣｢春聯｣の四語がある。

朝鮮の俳壇では、朝鮮色を表現する用語を季語に限定しなかった一例として｢パカチ｣

を挙げよう。 朝鮮俳句選集 での、季語としての｢パカチ｣の句例は｢塀越えて二つさが

りぬ大パカチ 天然松｣一句だけである。いっぽう｢寒食のパカチ洗へる尼僧かな 左人｣

のように、季語としてではなく容器としてのパカチを詠んだ句があちこちにある。本

来パカチと呼ばれる容器を作る瓢の一種の植物はパケというのだが、朝鮮在住の日本俳

人はこれもパカチと呼んだのである。朝鮮色を表すには容器の意味でのパカチのほう

がイメージも鮮明だし、朝鮮語のパカチの語意としてもこのほうが正しい。

もうひとつ朝鮮季語らしいのは｢温突｣で、暖炉の類語としてではなく、独立した季

20 中根隆行｢異郷への仮託｣( 跨境・日本文学研究 創刊号, 2014.6), p.29.

21 これらの句集は、高麗大學日本研究センター叢書05 韓半島刊行日本伝統詩歌資料集句集篇2 (2013)に所収

されている。
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語として扱われている。温突を詠んだ句はかなり多い。 朝鮮俳句選集 には、

温突に薬用蛇の釣られける 金最命

温突の上座に居りて長煙管 金昌成

温突の煙にはやき暮色かな 杢兵衛

温突のいささかあつく夜の客 暁草

など17句が挙げられている。上の４句では朝鮮俳人金最命・金昌成が｢温突｣のほか

に｢薬用蛇｣｢上座｣｢長煙管｣などいかにも朝鮮らしい風物を詠みこんでいるのに対し、日

本俳人杢兵衛・暁草は季語｢温突｣のみで朝鮮色を出そうとしているように思われる。

1934年11月に初版の出た高浜虚子編 新歳時記 は、いかにも朝鮮季語らしい｢パカチ｣

と｢温突｣を｢春聯｣や｢爆竹｣とともに季語としている。パカチは九月、温突は十二月、満

洲や台湾の季語でもある春聯と爆竹は二月に配当されていたから、日本俳人たちが季節

的な違和感を覚えることはなかったろうし、編纂者の虚子もこれら四語のいわば｢外地

季語｣を加えたくらいで、日本｢内地｣の季語の体系に混乱が生じるとは思わなかったで

あろう
22

。在朝鮮の日本俳人たちはこの上あえて朝鮮季語を制定する必要を感じていた

だろうか。

そこで注目されるのが、北川左人 朝鮮固有色辞典 (1932)である。これは朝鮮の｢風

俗習慣｣｢信仰祭祀｣｢音楽遊戯｣｢天文地理｣｢官制一班｣｢学事衛生｣｢商事金融｣｢工芸鉱産｣｢耕

農営林｣｢漁撈水産｣｢動物植物｣｢朝鮮史略｣の各分野にわたる二千以上もの項目について、

簡にして要を得た解説をつけたもので、コンサイス朝鮮生活百科事典の観がある。小林

里平の 台湾歳時記 の朝鮮版とみられる点もなくはないが、小林の 台湾歳時記 は項目

が少ない上、日本人の目を引きやすい台湾のエキゾチックな面を中心に目を向けている

のに対し、北川は当代朝鮮における生活全般にわたり詳細にその特色を描いている。さ

らに重要なのは例句である。小林はごく少数の項目に例句を配しただけだが、北川が

所々に例句を入れたのは、｢朝鮮のローカル・カラーが、従来どの程度に俳句化され

つゝあるであらうかの一斑をも示し、且つ、近時、朝鮮人にして俳句を創作するものが

尠くないといふことの一端をも示して置きたかったから｣だという。これこそ実践的朝

鮮俳句歳時記ではあるまいか。

確かに例句の挿入は所々だが、句を配する項目の選択は適切で句数も自在に変化して

いる。例えば｢風俗習慣｣の部門の行事の項では、62項目の内、正月(6句)、爆竹(１句)、

夜光鬼(１句)、髪焼く(２句)、防三災(１句)、角塗(２句)、春聯(６句)、記念植樹(６

句)、浴佛日(２句)、端午(５句)、七夕(２句)、曝書(２句)、重陽(２句)、除夕(２句)、

百中暦(１句)と15項目に例句を添えている。また特に句の詠まれやすい動物植物の項で

は例句の現れる頻度も句数も多くなっており、句作への配慮が見られる。さらに朝鮮俳

22 ｢例言｣(北川左人編 朝鮮固有色辞典 , 京城：ウサギ文庫蔵版, 1932).
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人の存在をアピールする狙いのあることは、台湾に見られない特徴である。

 朝鮮固有色辞典 は例句集としての俳句歳時記的な役割を果たしながら、決定的に違

うのは全項目を季節別に分類していない点である。解説している語は朝鮮の特色を示し

ているが、特定の季節の語としてではない。つまり｢朝鮮色｣を出すのに有用な語を数多

く定めてはおくが、それが季語である必要は必ずしもないということである。｢風俗習

慣｣の部門から、いくつか例句を見てみよう。｢白衣｣｢煙管｣は朝鮮固有色を表す語だが

季語ではなく、下線を施した語が季語である
23

。

｢白衣｣ 正月の白衣めでたき水汲女 草城

百姓の白き衣やかげろへる 朴魯植

枯野渡る人の白衣を撲つ日かな 橙黄子

｢煙管｣ 畦に置く煙管と沓や田草取 柴朗

長煙管くわへてチゲや青田風 洪淳明

対岸の火事を見てをり長煙管 松洞

当時朝鮮に在住の日本俳人たちには、四季の変化が比較的はっきりしていることも

あって、季節感の違いより社会的文化的な差異のほうが強く感じられたのではない

か
24

。それは必然的にそれに馴致され、そこに根付いて生きる姿勢の要求にもつながっ

たのではないか。中根隆行はこう指摘している
25

。

朝鮮俳句は、たんに｢朝鮮特有の材料｣を詠んだものではなく、｢直接身を持って

感じたる、現実の真相を対象として作句｣された郷土俳句でなければならないと西村

公鳳は述べている。(略)朝鮮郷土色を吟じた俳句とは、｢私達朝鮮の土に根をおろし

てゐる｣者たちによって詠まれるべきものであり、在朝鮮俳人による郷土主義的な傾

向をもった俳句であるということになる。

これに対して亜熱帯の台湾では何よりも日本｢内地｣との季節感の違いが大きく感じ

られたので、勢い動植物など自然と、媽祖祭・城隍祭・元宵など独特の年中行事を中心

に詠むようになったのではなかろうか。だがそういう題材にとらわれると｢台湾の風物

を珍しそうに眺める視点が感じられ、感動の原点がどこにあるのかあまりはっきりと

感じられない｣｢ひねりや工夫がきいているわけではなく、ストレートに言葉を並べた

だけの印象｣という評をまねくことにもなる
26

。この評は主として先の 台湾俳句集 

23 ｢風俗習慣｣(北川左人編 朝鮮固有色辞典 , 1932), p.1, p.35.

24  ホトトギス 1939年10月号は、発行所の要請により外地を含む各地の俳壇で開かれた｢座談会｣の様子を報

告しているが、｢朝鮮特有な季題とか、或は固有な情景、つまりローカル・カラーと云ったもの｣とし

て、｢京城｣の座談会で話題になったのは、外寝・温突・土幕・水砧・火田民・鞦韆・パカチなどで、季語

というより｢朝鮮独特のもの｣に重点が置かれている(例えば｢鞦韆｣は｢内地｣の｢ふらここ｣とは断然規模が

違って壮観だ、というように)。

25 中根隆行, 前掲｢異郷への仮託｣, p.26.
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(1928年)や ゆうかり俳句集 (1935年)の句に向けられたものだが、阿部誠文は敗戦まで

の ホトトギス 雑詠欄の台湾からの句を検討しながら、昭和13年(1938年)の入選句につ

いて、｢虚子の選によって、詠むべきは、台湾の天地だということが浸透したといえ

る。(略)しかし、作品を読んでわかるように、素材が固定化しているのも否めない。す

なわち、椰子、台湾の地名、人、旅人木、甘蔗、白頭翁、戎克、ジャスミン、茉莉花、

パンの木、相思樹、スコール、タコの木、檳榔などが多くみられる。こうなると、ど

こかで読んだことのあるような、似た作品になってくる｣として、問題はどう詠むか

だ、と指摘している。四年後の昭和17年(1942年)については、｢台湾俳壇の層が厚くな

り、レベルが上がっている｣ことを認めているけれども
27

。

朝鮮俳句において朝鮮色が郷土主義にまで発展したとすれば、台湾俳句は気候風土へ

の適応に止まりがちだったように思われる。その背後には日本人の台湾文化と朝鮮文化

に対する態度・評価の違いがあったかもしれない。

5 日本統治期台湾俳人と朝鮮俳人の俳句力

―― ホトトギス 雑詠欄の入選状況――

こうした季語問題の背後に、実は植民地現地の台湾人や朝鮮人がどの程度俳句を習得

し、俳人として活動していたかという問題がある。肝心の俳句そのものの拡がりやレベ

ルでの日本統治期台湾と朝鮮との違いを見ると、端的にいってこれは明らかに朝鮮の方

が台湾より普及しており、そのレベルも高かった。

朝鮮半島での俳句活動は、1920年代後半から30年代にかけて、在朝鮮日本俳人の俳句

活動が京城を基点に朝鮮半島各地に拡がり、かつてない盛況を呈していたという。北川

左人は、｢朝鮮における俳壇は、昭和の今日(＝1930年)と大正の末期を比較したゞけで

も実に隔世の感あらしめらるゝほどのはなやかさとなってゐます。(略)只今では、機関

誌にいたしましても月刊十四を数ふるの壮観を呈してゐます。句会は都邑といふ都邑の

到る処で開かれてゐます｣と述べている
28

。

注目すべきは朝鮮俳人がこれに急速にキャッチアップしていたことである。戸田雨

瓢編 朝鮮俳句一萬集 (1926)は朝鮮で最初の俳句集とされるが、これには既にかなりの

数の朝鮮俳人の句が含まれている。さらに1930年5月に刊行された 朝鮮俳句選集 にな

ると、朴魯植・金大源・金櫻子・金玉奉・田士英らを始め、朝鮮俳人が飛躍的に増えて

いる。朝鮮では、既に1933年の時点で、｢今や全鮮には多数の鮮人作家があつて、如何

なる俳誌にも其名の見られないものはなくなつた。鮮人作家の黄金時代も近きにある様

26 宮下今日子｢台湾の俳句――日本の一地方としての台湾｣( 朱夏 No.14, せらび書房, 2004.4), p.39, p.41.

27 阿部誠文｢台湾俳壇史(73)｣( 燕巣 2006年1月号), p.37, 及び同(80)( 燕巣 2006年8月号), p.35.

28 北川左人｢巻末の辞｣(北川左人編 朝鮮俳句選集 , 青壺発行所, 1930).
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な気がする。其様に多数の鮮人作家が殖えたのも、朴魯稙氏の太陽の様な存在が入門の

刺激になつたのだと思ふ｣という状況だった。そればかりではない。｢≪朝鮮の子規≫

≪朝鮮の芭蕉≫として語られた朴魯植の影響を受けた日本人は、朝鮮人以上に数多く存

在するのだ｣というほどだったのである29。

俳句のレベルを考察する一つの指標として、 ホトトギス 誌｢雑詠欄｣の入選状況―

―朝鮮人俳人と台湾人俳人の各入選回数と入選句数――を年度別に見ると、大きな差が

ある。朝鮮俳人は1920年代から日本統治期の終るまで、絶えることなく継続的に入選者

を出している。しかも朝鮮俳人は台湾俳人より入選者数や入選句数が多いだけでなく、

概して長期にわたって入選しているのである
30

。

いっぽう台湾俳人の入選は、1930年前後からである。1928年には先に挙げた陳武王

の句が入選しているが、1937年(昭和12年)になると次のように一見かなり盛況になる。

春草や親牛子牛看牛児 陳緑泉(1937年5月号)

水車小屋壁一面の苔の花 黄朝木(同年6月号)

顔に笠載せて昼寝の看牛児 黄朝木(同年7月号)

夏痩の脛見てゐしがこすりけり 黄朝木(同年8月号)

台中の町の果みな夏の山 黄朝木(同年10月号)

落花生もぐ娘ら笠に胡坐かく 黄朝木(同年11月号)

上の黄朝木は二年度にわたり7回(７句)入選と、やや健闘しているものの、概して台

湾俳人の入選は散発的、一時的で継続性に乏しい31。特に俳句がかなり普及してきたは

ずの皇民化期になると、1938年5月号の｢藤棚の下石卓に棋客あり 黄朝木｣を最後に、台

湾俳人の入選が途絶えてしまう。その後の台湾からの入選は、王麗水の｢熾んなる飛燕

の下の工事かな｣(1944年7月号)と｢穂すゝきのなかよりつゞく渡り石｣(同年12月号)のみ

である
32

。

29 安達緑童｢鮮人と松尾芭蕉｣( かりたご 1933年7月号,中根隆行｢宗主国文芸の転回｣ 社会文学 第37号, 2013, 

pp.21‐22より再引用).

30 ここで注目されるのは、朝鮮俳人入選者のほとんどが、朴魯植・張鳳煥・李永鶴など木浦の句会出身者

だったということである。地方小都市ながら木浦は(在朝日本俳人を含む) ホトトギス 入選句総数におい

て｢京城｣を凌ぐほどの、朝鮮俳壇のメッカであった。

31 山本孕江は｢(台湾の)俳人は殆ど全部｢内地｣人であつて本島人は十指を屈するにも足りない位である。

(略)どうも民族性の相違といふことよりも我々大和民族の伝統的な精神が、しつくりとのみこめないや

うですから、たとひ俳句に興味をもち作り始めても、深く這入らうとしないうちに中途半端でやめて終

ふやうです｣といい、また久恒田守は｢ホトトギス雑詠によく出た黄朝木といふ本島人は(略)｢内地｣の相当

な俳人に見てもらってゐる、といふやうなことでした。これなど寔に珍しい例ですね｣と語っている。

｢座談会―台北｣( ホトトギス 1939年10月号), p.117.

32  ホトトギス 1943年10月号に台湾俳人李錦上の｢朝顔にしろがねの星大きかり｣が入選しているが、台湾

からではなく当時海軍燃料廠で研修のため滞在中の三重県四日市からの応募だった。彼は当時地元の冬木

俳句会(杉本幽鳥主宰)で懇ろな指導を受けていた(磯田一雄｢皇民化期におけるある台湾人の俳句習得過程

の実際｣、 天理台湾学会第23回研究大会発表要旨 2013.6)。この点で同じく雑詠入選者の張鳳煥・李永

鶴・李桃丘子ら朝鮮俳壇で作句し投句していた朝鮮俳人とは事情を異にする。なお王麗水の経歴は未詳で

ある。
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日中戦争の勃発後は中国戦線、さらには南方戦線などからの入選句が急増し｢雑詠欄｣

でかなりのスペースを占めるようになった。戦争俳句で知られる長谷川素逝の句が巻頭

を占めたこともあるように、戦時色が濃くなってきた時期である。地方性を詠んだ俳句

よりも戦地の俳句が時代を反映するものとして有力視されてきたといえる33。だが入選

の難度が増したこの時期にも、朝鮮俳人には1945年5月号で ホトトギス が休刊になる

直前まで、途切れることなく数人の入選者と相当数の入選句がある。

振り返って日本統治期台湾の俳句状況を見ると、上述の朝鮮俳人の活動に対応するよ

うな台湾俳人の動きはほとんどなかったと言わざるを得ない。戦前期朝鮮には朴魯植に

よる カリタゴ のような俳誌を持つ結社が木浦に生れ、朝鮮俳人を育てているのみなら

ず日本俳人までその傘下においていた。これに対して、台湾には虚子に認められるよう

な台湾俳人はおらず、台湾俳人を中心とした俳句結社は生れなかった。

いわゆる皇民化期は、台湾人の間にも俳句や短歌が普及してきた時期であり、戦後の

台湾で日本語の俳句や短歌を詠んできた俳人や歌人はこの時期に日本語短詩文芸の素養

を身に着けた人が多い
34

。しかし1930年~40年当時の台湾人は｢国語の実用的理解から一

歩進めて今や味解の方へ入りかけてゐる｣が、小説など｢比較的形式的約束のゆるやか

な、いはば非伝統的な様式の文学には、内地でも名を知られた本島人作家を出しかけて

ゐるやう｣だけれども、｢俳句や短歌のやうに、或意味で≪日本的≫といふべき洗練され

たかなり特殊な心境を必要とする部門には、まだ本島人の優秀な作家はゐない｣と評さ

れている
35

。上に述べたような実態を見るとこの評はやはり妥当であるといえよう。

これには日本俳人と台湾俳人との関わり方が大きく影響していたのではないかと思

われる。｢内地｣の有力俳人の植民地俳壇との関わりには、朝鮮と台湾とでは大きな差が

あった。その典型は｢内地｣中央俳壇の大御所・高浜虚子であろう。虚子は朝鮮を3回訪れ

て各地で句会を開き、朝鮮俳人にも関心を払っていたが、台湾の俳壇を正式に訪れたこ

とは一度もない。既述のように、フランスからの帰途、船が基隆に寄港している数時間

に台北まで車で往復した時に、その車中で現地の日本人俳人・山本孕江と｢台湾季語｣を

論じたことがあるだけである
36

。明らかに虚子は台湾俳句より朝鮮俳句の方に多く力を

入れていたように見える。ただし考慮すべきは、当時の文化人の朝鮮訪問が多くの場合

満洲訪問とセットだったことである。虚子の場合も毎回｢満鮮｣訪問であった。台湾は孤

立しがちだった。日本の植民地に対する文化人の態度がここにも現れている。

33 阿部誠文｢台湾俳壇史(72)｣( 燕巣 2005年12月号), pp.36‐37.

34 磯田一雄｢植民地教育史研究と台湾の短歌｣( 天理台湾学報 第22号, 2013).

35 神田喜一郎・島田謹二｢台湾に於ける文学について｣( 愛書 第14輯(台湾文芸書誌号), 1941), p.23.

36 前掲 山本孕江句集 への高浜虚子の｢序｣参照。
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6 台湾俳人・王碧蕉の季感と人間論

総体的に見れば日本俳人は台湾ではまず季節感の違いに、朝鮮ではむしろ文化の違い

に第一に注目したかのような観がある。そのため台湾では郷土色を出すのに独特の風物

の外、特有の季語に頼ろうとする傾向が強かったのに対し、朝鮮では特有の季語をあま

り求めていないという結果になったように思われる37。

阿川燕城は｢季節の象徴、具象化である季題なるものを、あくまで尊重信奉して行か

ねば俳句の在り方は失はれてしまふ。／台湾に住む事十五年、季感の極めて微弱な南国

にあって今猶、季題に恋々してゐる｣としてこう述べている。

逆説的に云ふならば、季感を主体とする俳句は台湾には不向きな文学であるが、

返つて台湾に必要だと云ふことになる。我々は俳句を作る事によって、辛らうじて

季節に対する風懐を失はずにゐる事が出来るのであつて、情操の枯渇も防ぎ得てゐ

るのである。

だが、生まれた時からずっと台湾の風土の中で暮らしてきた台湾俳人にとっては、

季節感がずれるのが主な原因で俳句が詠めない、などということとは本来無縁である。

皇民化期台湾俳人の第一人者ともいえる王碧蕉(1915－1953)は、阿川の季感の捉え方を

批判してこういう38。

こゝに言ふ季節、季感は、純粋なる台湾の季節、季感に立脚したものではなく、

恐らく内地的季節を想起しつゝ台湾の季感を極めて微弱であると言ってゐる。こう

いふ考へ方は、如何に俳句は中央主義に偏してゐるかゞ窺はれるのである。内地の

季節、季感を知らない純台湾生れの人なら、その様な事は言へない筈であらう。私

には判然とした台湾の季感が感得される。しかし阿川氏の論は決して矛盾ではな

い。それは懐郷回季の切情がこびりついてゐるからである。(略)｢季｣の地方性がな

ければ、俳句の地方性はなく、まして他民族に弘通する可能性がある筈はないので

ある。(略)いくら俳句は純粋な季節詩であつても、その底流するものは、結局人間

性以外にないのである。

王は俳句に花鳥諷詠的な雰囲気よりも寧ろ共通体験・共同記憶の手がかりとしての生

活詠を求めようとしていた。大切なのは季節感よりもむしろ人間だということであ

る。さらに王は一見季感を無視したようなことも語っている39。

純台湾生れの私は、純台湾の季感に立脚した台湾生れの俳句が、どの程度まで、

37 阿川燕城｢台湾に於ける季題のありかた｣( 俳句研究 , 改造社, 1942年11月号), p.21.

38 王碧蕉｢俳句の大東亜性｣( 俳句研究 1943年4月号), p.38.

39 王碧蕉｢俳境句談｣( 台湾時報 1943年12月号), pp.62‐63.
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中央俳壇がこれを理解し、これを認めるかは私の関知すべき所ではない。

たゞ、従来の台湾の句は中央に認められたい為に、殆ど台湾特有の景物名を挿入

した句がしきりに制作され、中には稍々もすると台湾の自然を忠実に表現してゐな

い作品がないでもない。(略)真に台湾の神の創造した季感に立脚した句でなければ

純台湾生れの句ではない。(略)私は俳句に於ける季感を重要視するよりも人間性をよ

り以上に尊重し、第一義的に考へてゐる。人間の真情の吐露ほど尊いものはない。

(略)俳句に人間性の真情が流れてゐる限り(略)東亜人の血とし、肉とするには案外早

いのではないかと思ってゐる。

季語には単なる季節感を超えてそこに共通に感じ取るべきことが約束されていて、

それによってイメージを広げることで俳句のような短い詩形が成立しえたのである。

台湾においては台湾人にとっての共通記憶・共通体験を呼び起こすものが盛り込まれる

のが当然のことだと考えられる。だがそういう句は先に見た陳緑泉や黄朝木、あるいは

この王碧蕉のような台湾人俳人たちによって初めて詠まれえたのではないか。島田が指

摘しているように、 ゆうかり の俳人には｢本島人の生活｣を取り扱った作品で ホトト

ギス に入選した句も少なくないが、それらの句はやはり外面的な描写で、｢本島人｣の

内面に迫ったものではない。

本質的な問題はどんな季語を用いるかよりも、季語の用い方・働かせ方にあったろ

う。たとえ台湾独自の季語のある句の場合でも、日本俳人の句と台湾俳人の句とではそ

の用い方に明らかな差が生じている。例えば周華斌は、日本統治期に｢白柚｣という台湾

独自の季語を詠みこんだ句について、日本俳人と王碧蕉の句を次のように対比してその

違いを指摘している。

白柚の香室に充ちをりただたのし 佐藤小峰

手にふれてよき感触や白柚むく 佐藤小峰

白柚撈ぐおしき思ひを断ちて撈ぐ 有田恵月

母の腕にだかれし思ひ白柚薫ず 王碧蕉

佐藤や有田の句は単に直接の美的感覚を描いたに過ぎないが、王の句はその感覚を契

機に｢親情｣と｢家郷の記憶｣を表現していると周はいうのである
40

。対象の外面的な描写

と、対象によって触発された詠む主体の内面の表出との違いともいえよう。一口にいえ

ば、｢旅行者｣の目で詠まれた俳句から｢生活者｣の目で詠まれた俳句への転換である。台

湾に一時的に｢滞在｣する｢腰掛｣の姿ではなく、どっしりと｢腰を据え｣｢根を下ろした｣態

度で詠むことが求められていたのである。

王は｢日本国民詩である俳句に依って、情操の涵養、日本的教養の向上、日本精神を

40 周華斌 従敷島到華麗島的受容與変異――探究日拠時期台湾的俳句與俳句文学 (国立成功大学台湾文学研究

所碩士論文, 2007.6), p.78(原文は中文).
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体感するに、もっとも捷径であると信じた｣から俳句を始めたというが、同時に俳句と

短歌は｢他民族に弘通する可能性を暗示してゐる｣とも述べている
41

。一方で日本的な短

詩文藝に迎合したかのように見えながら、他方ではそれによって台湾のアイデンティ

ティを表現しうるという、特定の民族を超えた文学としての俳句の普遍性の認識が見ら

れる。次のような句を王が寄せているのは、それを実践しようとしたものであろ

う42。

甘蔗の絮こぼるゝ日和甘蔗を刈る

月あかり甘蔗刈またも始めけり

これらの句は台湾の風物というより民衆の生活＝労働の厳しさを詠んでいることに

注目すべきであろう。第一句は｢きび｣を繰り返すことで延々と甘蔗に取り囲まれている

ことを表し、第二句は｢月あかり｣でなお甘蔗を刈り続ける労働の激しさへの共感を映し

出している。いずれも(島田謹二のいう)｢本島人の生活｣の現実に深く根ざした句であ

る。

王は俳句が｢日本国民詩｣であると同時に｢他民族に弘通する可能性｣を信じていたが、

先の阿川に対する批判のように、｢季語｣には大きな問題があることも感じていた。俳句

には｢季｣という｢大きな金しばり｣があり、これが他民族に広く普及する際の障碍になっ

ている。それは先に見たように、｢季｣の｢地方性｣が認められていないからであり、そ

れがなければ｢俳句の地方性はなく、まして他民族に弘通する可能性がある筈はない｣と

いうことである。そして｢台湾の先人が如何に台湾の季移りを体感し、これを把握表出

してゐるかを知る為、今日まで傳へて来た俗謡、土語を集めた｣と王はいう。幾つかの

実例を挙げたのち、俗謡や土語の考察により｢台湾の先人にも、台湾の四季の推移が判然

である｣ことが窺えるという
43

。

だが王はその先で｢俳句における季感を重要視するよりも人間性をより以上に尊重

し、第一義的に考へてゐる。人間の真情の流露、切情の吐露ほど尊いものはない｣44と

断言する。王は一方で俳句という植民者文化の優越性(普遍性)を認めたように振る舞い

ながら、実は季節より人間を描くことの重視によって、俳句を自らのアイデンティティ

と台湾の現実にふさわしい生活詩に変えようとしたのではないか。次の作品はまさにそ

のことを表しているように思われる
45

。

菊咲けりわれにしんじつの友ありき

41 王碧蕉｢俳句の大東亜性｣( 俳句研究 1943年4月号), pp.37-39.

42 ｢雑詠｣( ゆうかり 1940年1月号).

43 王碧蕉, 前掲｢俳境句談｣, pp.60-61.

44 王碧蕉, 前掲｢俳境句談｣, p.63.

45  ゆうかり 1942年2月号.
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菊咲けり妻よ仕事する他なきや

菊咲けり妻よ貧なれど貧清ら

ここでは血を吐くような思いで、生活と人間性を俳句の対象としてとらえているよ

うに見える。一句目の｢しんじつの友｣は亡くなったのか、あるいは獄にでも繋がれた

のかもしれない。二句目、三句目は啄木の生活短歌を思わせるような詠みぶりである。

刀と並ぶ日本のシンボルのような菊と、台湾人の生活の真実とが対比されることによっ

て、しかも三句繰り反すことによって、季語・季題より重要なのは人間性だという｢告

発｣になっている。だが無季俳句に行くのではなく、季語と人間生活とのその土地の実

情に即した、より緊密な新しい結びつきを王は求めようとしたのではないか。換言す

れば台湾季語問題を超えた、新しい台湾郷土主義の俳句の追究だと思われる。

1970年の台北俳句会の創立により、戦後の台湾で俳句は復活した。しかし恐らく戦前

期日本俳人と対等に渡りあえる、ほとんど唯一の台湾俳人だった王碧蕉は、それを見る

ことなく、1953年白色テロの犠牲となって刑死した。王が生き残っていたら戦後の台湾

俳句はどう展開したであろうか。

7 おわりに――植民地間の文化的差別

先に日本の伝統的短詩である俳句が、同じく日本の植民地であった台湾と朝鮮でその

受容の様相にかなりの類似と同時に相違がみられることを指摘した。俳句を詠むには当

人の日本語力や才能もさることながら、集中的継続的な文化的努力・影響そして句会へ

の参加という組織的な協働作業、何よりもよい師や句友に恵まれるという環境が不可欠

と思われる。清原枴童を選句者に迎えた木浦の カリタゴ による朴魯植や村上杏史らの

協働が、張鳳煥や李永鶴らを生み出しているのはその好例ではなかろうか。朝鮮におけ

る ホトトギス の入選者は、朴魯植亡き後ほとんどがこの群から出ているのである。

台湾俳人の場合について、こうした｢切磋琢磨｣の重要性を傍証するのが、先に見た黄

朝木や李錦上の入選例である。前述のように黄は｢内地｣の相当な俳人に見てもらってい

たというし、李は当時研修のため滞在していた四日市の冬木俳句会に入会し、懇ろな指

導を受けていた46。これは良好な句作環境が入選に深く関っていたということを裏書き

するものである。その句作環境が一般的に台湾と朝鮮とではかなりの違いがあったよう

に思われる。問題とされるべきは、まず第一に文化力とその形成の条件であって、俳句

力の差を日本語適応力の民族的格差一般に短絡するのは妥当でないだろう。

当時の朝鮮俳人と台湾俳人の俳句力に差があったとすれば、これにはまず第一に、

46 黄朝木については註31の久恒田守の発言を参照。李錦上については註32の 天理台湾学会第23回研究大会

発表要旨・資料集 (2013), pp.109-120参照。
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植民地的な差別の構造がからまっていたのではないか。特に目立つのが高浜虚子に代表

される日本中央俳壇の現地俳壇に対する関わり方の相違である。既述のように、虚子は

朝鮮俳壇を三回も訪問し、俳句が朝鮮同化の具となることさえ期待していたが、台湾俳

壇を正式に訪れようとはしなかった。これは植民地間文化的な差別の象徴のように思わ

れる。台湾俳壇は朝鮮俳壇よりも日本の中央俳壇から差別されていたのである。

 ホトトギス 1941年8月号には虚子の満洲及び朝鮮俳壇訪問の様子の華やかな記事が

載っている。そのすぐ後の10月号の誌上で、山本孕江は｢南方俳句への関心｣という文の

後半で、｢ホトトギス同人諸兄よ／来りて在台俳人を啓発せられよ｣と、見出し風に活字

を太字にして訴えている。｢南方国策の拠点としてクローズアップされた台湾に(略)不

思議と有名俳人の進出がない。これは彼の鮮満地方と比較して全く問題にならないと

云ってもよい。／台湾の俳人とて惰眠をむさぼってゐる訳では決してないが、刺激の乏

しさを否む訳にはいかない｣と虚子の名こそ挙げていないが、台湾俳壇が冷遇されてい

ることに不満を述べている
47

。

｢内地｣中央俳壇の朝鮮俳壇と台湾俳壇に対する扱い方の差は植民地間文化的差別の一

つであろう。さらにいえば現地の俳壇内でも、台湾人俳人は朝鮮人俳人より差別されて

いたのではないか。また王碧蕉の言などからすると、台湾季語問題は台湾俳人と日本俳

人とが協働する上でマイナスに働いていたかもしれないし、朝鮮季語問題が少なかった

ことが朝鮮における日本俳人と朝鮮俳人との協働をしやすくすると同時に、他方では｢

同化の具｣としての俳句の機能も発揮しやすかったという可能性もある。

こうした点を無視すると、朝鮮語の方が台湾語より日本語に近いから朝鮮俳人の方が

台湾俳人より俳句力があって当然だとか、朝鮮には伝統詩歌としての時調があったから

より容易に短歌や俳句に接近できた、とかいうような短絡が行われる恐れがある。確か

にそういう面での追究は重要な問題であろうが、そうした差や壁は本来文化的に乗り越

えられるべきものでもあろう。それを妨げているものが植民地性に内在していなかっ

たかどうかは、当然旧植民地日本語俳句研究課題の一つであるべきだろう。
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