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This paper will discuss An Introduction to Hokkien (福建語入

門), a textbook on the Hokkien language written by Ichinari 

Otoshige during the Asia-Pacific War. He had taught Taiwanese, 

the same language as Hokkien, to the Japanese in Taiwan during 

the early Japanese colonial period. He, however, called the 

language Hokkien, not Taiwanese, in the textbook's title in 1942 

because he wanted describe it not as the Taiwanese language but 

as the language of the overseas Chinese living in the “Southern 

Co-Prosperity Sphere.” The people and the sphere, however, were 

not portrayed in the textbook for the Japanese learners, albeit 

some names of the places and movements of the Japanese and 

Taiwanese in the sphere were used as topics in the dialogues. It is 

fair to say that cultural translation, which authors of second 

language textbooks are usually required to achieve, cannot be 

found in An Introduction to Hokkien, unlike the Taiwanese 

textbook he wrote in 1904 in which he seemed eager to translate 

the Taiwanese society and people to its Japanese readers. 

Keywords Ichinari Otoshige(市成乙重), Hokkien(福建語), Taiwanese(台湾語), 

Southern Co-Prosperity Sphere(南方共栄圏), overseas Chinese(華

僑)
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1 はじめに

私は最近の論考で市成乙重という人物を論じたが、ここでえがいたのは、日本統治

初期の台湾で台湾語通訳者、教育者、著述家として名をはせた市成である
1
。市成は1881

年におそらく鹿児島に生まれ、1897年に渡台した。台湾総督府のいくつかの部署で通訳

などをつとめたり、台湾最大の新聞だった台湾日日新報に勤務したりする一方、台湾語

や北京官話を教える教育機関を主宰したり、みずからの主張を雑誌に寄稿したりしてい

る。1906年に｢治安ヲ妨害セントシ又ハ風俗ヲ壊乱セント｣したとして、台湾保安規則に

もとづき向こう3年間の台湾在住を禁止され、台湾を離れざるをえなくなったが、この

ときかれはまだ25歳だった
2
。

離台後の経歴ははっきりしない。ただ、台湾で親交のあった者のことばとして伝え

られているところによれば、1931年ごろには｢東京で某新聞社の社長をしてゐ｣たとい

う3。また、1944年の時点では東京のある出版社で編集業務にたずさわっている。ただ

離台後、台湾に長期滞在する機会があったようにはみえない。時間の長さだけから言え

ば、かれの生涯のなかで台湾がそれほど大きな位置を占めているわけではない。

しかし、統治初期台湾の市成と敗戦まぢかの時期の市成をつなぐものがある。それ

は台湾語である。市成は1942年刊の自著 福建語入門 という教科書の冒頭で次のように

述べる。

福建語の研究を世間へお奨めするについては、先づ福建語の何物であるかを一通

りお話して置く必要がありますが、手ッ取り早く言へば福建語は所謂 台湾語 で土

着の高砂族諸君を除いた島人諸君に依つて日常使用されてゐる所の言葉に外ならな

いのであります。
4

｢福建語｣という言語名称が読者にとってなじみのないもの、あるいは誤解をまねき

かねないものであると想定したうえで5、それが台湾で｢高砂族諸君を除いた島人諸君｣

1 冨田哲｢市成乙重―日本統治初期の台湾語通訳者、教育者、著述家―｣(和田博文・黄翠娥編 <異郷>としての

大連・上海・台北 東京：勉誠出版), 2015年, pp.379-392. 冨田哲｢ある台湾語通訳者の活動空間と主体性―

市成乙重と日本統治初期台湾―｣(楊承淑編 日本統治期台湾における訳者及び｢翻訳｣活動 台北：国立台湾大

学出版中心, 2015年, pp.85-129)。

2 冨田(2015a)前掲論文, pp.380-383.

3 小野西洲｢台湾語学界追懐録｣( 語苑 第24巻第2号, 1931年2月)、pp.70-71.

4 市成乙重 福建語入門 (東京：東京福建語講習所, 1942年(1943年訂正再版)), p.1. 六角恒広編・解題 中国語

教本類集成(第5集第2巻) (東京：不二出版, 1995年)に収録。

5 1940年に台湾地方自治協会(会長は台湾総督府で総督に次ぐ地位にあった総務長官)刊の雑誌に、｢在広東｣の

鍾聡敏という人物が執筆している論文は、｢福建語｣を｢福建省の沿岸地帯から浙江省並に広東省の一部に於

て使はれてゐる地方語である｣としているが、この定義はもちろん市成の言う｢福建語｣とはことなる。鍾

は｢福建語｣をさらに｢福州語厦門語並に潮州語(汕頭語)｣に下位区分しているが、このうち｢福建省の南部地

方ばかりでなく、台湾を初め馬来半島や南洋諸島の諸殖民地に於ても広く使用されてゐる極めて有力な地

方語である｣｢厦門語｣が市成の｢福建語｣とかさなる(鍾聡敏｢中国の地方語と標準語｣( 台湾地方行政 第6巻第

1号, 1940年1月), p.65, P.67. なお、台湾総督府は1905年、1915年、1920年に実施したセンサスで言語の調



元台湾語通訳者市成乙重とアジア ․ 太平洋戦争期の｢福建語｣  21

が使っている台湾語にほかならないとしている。ではなぜ、より読者に通じるであろ

う｢台湾語｣ではなく、わざわざ説明が必要な｢福建語｣を書名に冠したのであろうか。市

成はそれは時代的な要請によるものであるとして、以下のように読者に注意をうなが

す。

日本が台湾を領有してから春風秋雨早や半世紀近い歳月が流れ、島内隈なく日本

語が行亘つてゐる今日の場合、今更らそんなものを習つてみたところで一体何の役

に立つかといふやうな御懸念が一応は世間の皆様方の頭脳の中に湧起らないものと

も限られませね(ママ)が、併し夫れは疑ひもない一種の認識不足でありまして、少

くとも大東亜共栄圏確立の偉業が半ば完成し、宏大なる面積を有するマライ、昭南

島、爪哇、比律賓、南北ボルネオ、海南島等には早くも我が軍政が希かれ、所謂八紘

一宇を理想とする仁政が多年英、米、蘭等の桎梏下に喘ぎ来つた土着の生霊を潤し

つゝある半面、是等各地に散在する華僑即ち支那移住民に対しても一視同仁的寛大な

態度を以て臨む方針が確定してゐる今日の場合、指導的立場に在るお互ひ日本国民の

間に土地の方言である所のマライ語に習熟するの必要あるべきや言ふ迄もない所で

ありますが、夫れと同時に他の半面我盟邦泰国や仏領印度、さてはビルマ等々各地

を含む所謂南方共栄圏内に居住する華僑の多数に依つて使用さるゝ所の福建語学習の

重要性も亦た閑却し難いものがあると申さなければなりません。
6

およそ半世紀前に統治が始まった台湾ではすでに日本語が広まっており、統治上の

必要性という点からみればもはや日本人が台湾語を学習する必要はあまりない。しか

し、｢南方共栄圏｣に視線をうつしてみると、この言語を学習するあらたな意義がみえて

くる。すなわち、｢各地に散在する華僑｣の多くが使用する言語としての重要性である。

｢大東亜共栄圏｣において｢指導的立場に在る｣｢日本国民｣が学習すべき言語は、台湾人の

｢台湾語｣ではなく、｢所謂南方共栄圏内に居住する華僑の多数｣が使っている｢福建語｣

だったのである。

もっとも、｢南支｣｢南洋｣と呼ばれていた地域では台湾語と同じ言語が使われてお

り、そこへ進出していくためには福建語／台湾語の習得が欠かせないといった議論は、

けっしてまあたらしいものではなかった。

台湾総督府は統治初期から｢南支｣さらに｢南洋｣への関与を続け、1920年代前半には一

つの絶頂期をむかえている。その後、いったん退潮しはするが、｢南支｣｢南洋｣が台湾総

督府にとって重要な戦略的価値を有する地域であることには変わりなかった7。法院や

査をおこなっており、そこでは台湾語(閩南語)を｢福建語｣と称しているが、日本統治期をとおしてこの言

語名称はそれほど浸透しなかった。センサスの言語調査については、冨田哲｢1905年臨時台湾戸口調査が

語る台湾社会―種族・言語・教育を中心に―｣( 日本台湾学会報 第5号, 2003年5月), pp.87-106を参照いた

だきたい。

6 市成乙重前掲書, p.2.

7 冨田哲｢日本統治期台湾をとりまく情勢の変化と台湾総督府翻訳官｣( 日本台湾学会報 第14号, 2012年5月), 

pp.145-168.
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警察関係者など台湾総督府職員の語学学習に大きな影響力を持っていた雑誌 語苑 の

1927年6月刊の号の巻頭言(｢誌言｣)は次のように論じている
8
。

 

[南洋諸島の]経済上の実権は福建広東二省より移住せる約五百万の華僑之を掌握

し、其勢力は優に土着人及欧米人を凌駕し、大小事業並に一般商業は、主として此等

華僑の手によつて経営されてゐる。そしてこの閩粵両省五百万人の内十分の七、則

ち三百五十万人は福建人而かもそれは我台湾三百五十万の本島人と言語を同うする泉

漳州人である。此の泉漳州人がスラマン、バタビヤ、スラバヤ、マニラ、メダン、

マカツサル、海防、西貢、蘭貢等主たる商業地に於て実業界の実際勢力を握つてゐ

る。故に此方面に向ひ経済的発展せんとするに必要なる言語と云へば、マレイ語と

いふよりも、寧ろ福建語即台湾語であるといふ方が適切であらうと思ふ。此意味に

於て南洋の天地に飛躍せんとする人の為に台湾語研究の必要を説くのである。
9

 

｢福建広東二省より移住｣した華僑が経済的に大きな力を握っている地域で商業活動を

おこなうにあたっては、｢マレイ語｣よりも｢福建語即台湾語｣を学習する必要があるとい

う。そして、これに続く部分で、台湾語が通じるのは台湾と福建南部の｢極めて狭い区

域に限られてゐる｣と思われがちだが、実は｢将来、日本国民が更に大発展せんとする南

洋地方に於ける商業界の用語は概ね台湾語｣であるとも述べている。学習者に対してた

びたび投げかけられていたであろう｢台湾語使用範囲狭しと言ふ｣声に対して、台湾や福

建南部のみならず｢南洋地方｣においても｢福建語即台湾語｣が有用であると反駁している

点には、｢台湾語｣を｢福建語｣へと衣がえさせていこうとする台湾語教育関係者の意志を

読みとることができる。

そして、日中戦争中の1939年12月の 語苑 では、高雄州警務課長淵ノ上忠義が、｢南

支の新秩序建設の観点よりするも、台湾語習熟の肝要なるは強調せらるべきものである｣

と述べている。前年5月に日本海軍が厦門を占領し、この時点では興亜院厦門連絡部のも

と厦門特別市政府が置かれていたが、これに対して台湾総督府はさまざまな協力をおこ

なっていた
10

。淵ノ上の発言が念頭に置いているのも｢南支｣派遣の警察である
11

。さら

に、アジア・太平洋戦争開戦後の1942年8月の 台湾警察時報 で、 台日新辞書 (台湾警

察協会、1931年)の著者としても知られる法院通訳の東方孝義は
12

、言語の学習とともに

｢相手の習俗を知｣ることが重要性であるとし、｢南方華僑｣には｢厦門、漳州、泉州地方｣

出身者が多く、｢言葉や習俗の研究学習は今や単に台湾のみの為でなく其意義を数十倍も

8 岡本真希子｢｢国語｣普及政策下台湾の官僚組織における 通訳育成と雑誌 語苑 ―1930-1940年代を中心に―｣

 社会科学 (第42巻第4号, 2013年2月), p.74.

9 ｢南方発展と台湾語の研究｣ 語苑 (第20巻第6号, 1927年6月), pp.1-2. かっこ内は冨田。

10 王麟銘｢日中戦争期における台湾総督府の占領地協力について―厦門を中心に―｣( 法学政治学論究 第100

号、2014年3月), pp.195-198, pp.202-206.

11 淵ノ上忠義｢興亜の聖業と台湾語｣ 語苑 (第32巻第12号, 1939年12月), p.3.

12 岡本真希子前掲論文, p.94.
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拡大されたのである｣と主張している
13

。

以上のように、台湾の台湾語から｢南支｣｢南洋｣の｢福建語｣へという流れは、 福建語

入門 刊行前にすでに用意されていた。しかし、日本統治初期に台湾語教育にたずさ

わった者のなかで、数十年後に｢福建語｣教科書の著者として名を残している者は他には

見あたらない。後述するとおり、市成の言によれば、アジア・太平洋戦争期には｢福建

語｣学習熱が高まっていたということだが、市成の周囲以外でそうした気運を確認する

ことは現在のところできていない。本稿が市成という人物および 福建語入門 に注目す

る理由はここにある。

市成を論じた上記論考では、かれが狭義の意味での通訳者にとどまらず、教育者あ

るいは著述家といった複数の顔を持つ存在であったことをあきらかにしたが、自他とも

に認める台湾語通、台湾通だった市成は、通訳の現場、台湾語教育、著述活動におい

て、台湾社会を日本人に提示する役割をになっていた。市成をたよりに、台湾語のみな

らず、台湾人の行動、習慣、思考を理解しようとした在台日本人は少なくなかったはず

である。では、ひるがえって1940年代の市成は、｢南方共栄圏｣やそこに住む華僑を、｢福

建語｣学習に関心を持つ者に対してどのように示そうとしていたのだろうか。

以下、第2節では1940年代の 福建語入門 の著者としての市成をとりあげ、遠い昔の

台湾語通訳者、教育者、著述家が｢福建語｣教育にたずさわった背景を紹介する。第3節で

は 福建語入門 の内容を分析する。そして最終節では、かれの提示する｢南方共栄圏｣

が、そこに住む人々や社会に対する対等な知的好奇心を欠いたものになっていたと結論

づける。

2  福建語入門 の著者としての市成乙重

 福建語入門 の序文には、市成が｢福建語研究｣の必要をかねてより主張し、｢同郷の

先輩中村嘉壽氏主宰する所の月刊雑誌 海外之日本 誌上を借りて福建語講座の一欄を設

け、熱心なる同誌の読者諸賢と共に其研究を続け来つた｣とある14。この中村嘉寿という

人物は1880年生まれで、市成と同じく鹿児島県の出身である。農商務省の水産講習所を

卒業し、同省の留学生としてキューバに派遣された
15

。その後、ニューヨーク大学でま

なび、1900年には、後に星製薬を設立する星一らとともに｢日米週報｣を発刊している。

1912年に帰国し、実業界で名をあげた後、衆議院議員になった。｢外国通｣として議会内

外で知られ、 海外之日本 を1927年に創刊して国際問題を論じたり、国際交流事業を実

施したりしていた
16

。

13 東方孝義｢台湾語の研究｣ 台湾警察時報 (第320号, 1942年7月), p.15.

14 市成乙重前掲書, 巻頭, p.3.

15 小原国芳｢先輩の親切な誘導｣ 小原国芳自伝―夢みる人―(1) (町田：玉川大学出版部, 1973年), pp.79-82.

16 市来政尚 三州名士録大鑑 (東京：三州名士録刊行会, 1930年), pp.205-207. 浦西和彦｢前田河広一郎と｢日
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市成は、単に｢福建語講座｣の執筆者としてのみ 海外之日本 にかかわったのではな

い。｢福建語講座｣の連載が始まったのは1942年の2月号だが、4月号の記事によると、市

成は海外之日本社の｢理事たる外興亜日報の専務理事として非常に多忙｣であるとい

い17、中村が社長をつとめる同社で責任ある立場にあったようである。1943年に同誌が

 皇道世界 と改称された際には編輯局長になっている18。

さて、｢福建語講座｣は1942年に8回にわたって連載されている。連載にはすべて｢前

台湾総督府法院通訳 前私立台湾語学院主幹 市成乙重｣と署名があるが、30数年も前の通

訳者、語学学校経営者としての市成を前面に出しているのは興味深い。

連載1回目は読者へのあいさつのみだが、これはすでに一部を引用した 福建語入門 

の冒頭部分とかさなる内容が多い。ここで市成は、｢福建語｣の地理的広がりや学習の重

要性などを説いた後、｢昨今都下の随所に福建語の講習会が出來たり、通信講座が設けら

れたりしてゐることは洵に心強いことゝ存ずるのでありますが、今回測らずも外なら

ぬ中村社長のお勧めに依つて此私が不敏をも顧みず福建語の誌上講座を受持つことにな

りました｣とつけくわえている
19

。東京で｢福建語｣を学習できる機会が増えているとい

う点について具体的事例を見つけられてはいないが、既述の1942年4月号の記事には、

海外之日本社の求めに応じて、市成が毎週日曜日に2時間、｢福建語｣の学習を希望する読

者に対して、無料で｢発音其他実地の指導｣をするとある20。

1943年初頭に 皇道世界 になってからは、とくにことわりもなく連載はなくなって

いるが、1942年12月に 福建語入門 が出ているので、連載には同書刊行の露払い的な意

味合いもあったのではないだろうか。事実、連載の2回目では、北京官話と｢福建語｣の

発音面での相違などを言い、発音練習の重要性を説きながらも、｢本来から言へば発音

編に於てミツチリ研究して戴いて、夫れから会話の研究に移つて戴くのが順序ですが何

分共誌上の事、夫れは得て望むべからざる所でありますから、こゝでは一足飛びに簡単

なる会話の研究に入ることにいたします｣と、いきなり｢其一｣(第1課)を始めている。連

載と 福建語入門 で重複する例文や説明などもあるが、毎回1、2頁、実質7回の連載で

あり、当然のことながら 福建語入門 にくらべれば内容は薄い。

なお、本稿執筆にあたって確認できた 皇道世界 は、台湾大学図書館が所蔵している

1944年刊の第1、2、4、6、9号のみだが、1、2号には巻頭に全ページ大で1943年訂正再

版 福建語入門 の広告が掲載されている。在台時に縁のあった貴族院議員関屋貞三郎の

同書への序文が引かれ21、｢著者の言葉｣には、｢皇威の南進に伴れ福建語学習の重要性は

頓に再認識され｣、東京の各種教育機関で人々が学習に取り組んでいるとある。また、

米時報｣｣( 国文学 第83・84合併号, 2002年1月), p.358.

17 ｢本誌読者のもつ特権｣( 海外之日本 第16巻第3号, 1942年4月), p.29.

18 ｢声明｣( 皇道世界 第18巻第1号, 1944年1月), p.32.

19 市成乙重｢福建語講座(一)｣( 海外之日本 第16巻第2号, 1942年2月), p.37.

20 上掲記事｢本誌読者のもつ特権｣。

21 市成と関屋の関係については、田哲(2015b)前論文を照いただきたい。
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｢皇道世界の福建語講座と彼是對照して御研究下さらば必ずや其御研究に資する所浅から

ざるものあるべしと信じます｣ともあるが、少なくとも上記5つの号に連載はない
22

。

以上のように、市成はアジア・太平洋戦争末期に、出版界に身を置きつつ｢福建語｣教

育にも情熱をかたむけており、｢南方共栄圏に雄飛せむとする熱意を懐く｣学習者も一定

程度つかんでいたようである23。

3  福建語入門 

市成が自費出版した 福建語入門 は24、関屋と市成の序文5頁、目次に続き、｢予備篇｣

11頁と｢学語篇｣241頁で構成されている。前者には｢福建語とは何ぞや｣｢文字と発音符号

に就いて｣｢福建語の発音と其表示方に就いて｣｢音便転化の例｣が立てられている
25

。一

方、後者は50の節(課)からなっている。第49節までは、新出語や文法を紹介する｢新語｣

とそれらを使った会話の｢応用会話｣にわかれていて、それぞれの｢新語｣には｢注｣、｢応

用会話｣には｢附記｣としていくつかの解説が付されている。ただし第50節は長めの会話

のみである。

また｢応用会話｣の内容を見ると、第1節から第44節と第45節から第50節では大きなち

がいがあることがわかる。すなわち前者では、｢南方｣への言及があるにしても1942年

当時の｢時局｣があまり感じられないのに対して、後者はきわめて戦時色の濃いものに

なっている26。

まず第44節までの｢応用会話｣を見ていこう。第1節は、最初の節らしく、人称代名詞

を使った｢AはBです/ではありません｣、および人称代名詞＋｢的｣の学習である。なお、

ここでは日本統治初期に台湾総督府が考案したかたかなと声調符号による発音表記が漢

字の横に付されているが、本稿では省略した。

 

伊是臺灣人是不是。

あの人は台湾の方ですか。

是、伊是本島人。

左様、あの方は本島人です。

汝是日本人是不是。

22 第4、6、9号の広告は、巻中の論文中に置かれた六分の一ページほどの小さなもので、関屋や市成のこと

ばもない。なお、 福建語入門 の定価は2円だった。

23  皇道世界 (第18巻第1号, 第2号, 1944年1月, 2月), 巻頭広告。

24 市成乙重前掲書、奥付。奥付にしるされている市成の住所と発行元の東京福建語講習所の所在地はともに

｢東京都渋谷区大和田町九十三番地｣であり、市成の自宅に同講習所が置かれていたものと思われる。

25 ここでいう音便転化とは、音節が連続した場合、本来の声調が別の声調に変化する現象のことである。

26 市成は、｢十分な構想を廻らす時間の餘裕もなければ、原稿も自分で書き、發音の振假名も、八聲符号も

自分で附けたといふやうな始末であるから、其間多少の錯誤なしとも限られない｣と述べている(市成乙

重前掲書, 巻頭 p.4)。
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あなたは日本の方ですか。

不是、我是本島人。

イヤ、私は本島人です。
27

第1節の｢新語｣には｢本島｣｢日本｣｢臺灣｣がならび、｢応用会話｣には、会話と言えるか

どうかは別として、｢日本人｣(｢にっぽん人｣)、｢臺灣人｣(｢たいわん人｣)、｢本島人｣(｢ほ

んとう人｣)という語、さらに上記の会話があげられている。会話の主体や話題の対象は

｢臺灣人／本島人｣と｢日本人｣である。第2節にも、｢咱日本人｣(｢吾等日本人、私達日本

人｣)、｢恁臺灣人｣(｢あなた方台湾の人達｣)とある28。そして、第3節は、｢汝何時来台湾｣

(｢あなたは何時台湾に来したのですか｣)｢我舊年來｣(｢私は昨年参りました｣)、｢汝要去何

位｣(｢あなたは、何位へ去ツしゃいますか｣)｢我要去日本｣(｢私は日本へ参ります｣)、｢汝

去日本、要做甚麽事情｣(｢あなたは日本へ去ツして甚麽を做さるのですか｣)、｢要做生理｣

(｢商賣を做に参るのです｣)と、日本人の来台と台湾人の来日を念頭に置いているようで

あり、第4節も日本へ行く目的の問答である。第5節までには、台湾(｢臺灣｣｢本島｣｢臺灣

人｣｢本島人｣)と日本(｢日本｣｢日本人｣)以外に地名や民族的属性をあらわす語はなく、｢南

方共栄圏｣の言語の教科書をうたうにしては視野がせまいという印象も受ける。

台湾と日本以外で最初にとりあげられるのが、台湾の対岸の｢福建語｣使用地域、厦門

である。第6節には、｢恁厝在何位｣(｢あなたのお宅は何位に在るのですか｣)｢阮厝在皷浪

嶼｣(｢拙宅はコロンスに御座います｣)、｢在何位做領事｣(｢何位で領事をして在ツしゃる

のですか｣)｢在厦門做領事｣(｢アモイで領事をして在ツしゃいます｣)、｢阮厝在厦門皷浪

嶼、請汝來chhit-tho｣(｢拙宅はアモイのコロンスに御座います。どうぞお遊びにお来下

さい｣)といった会話がある
29

。

また同じ節では、行先をたずねる相手に｢我要去厦門｣(｢私はアモイへ参ります｣)、

｢我要去上海｣(｢私は上海へ参ります｣)と答えており、以後の節では上海、広東、福建/福

建省、香港、中国と、中国大陸各地の地名が登場するようになる。第15節には、｢汝曾去

中國抑不曾｣(｢貴下は(曽て)支那へ去ツした事がございますか｣)｢我不曾去｣(｢私は参つた

ことがありません｣)｢我曾去香港、廣東、上海做生理｣(｢私は(曽て)香港、広東、上海へ

商売を做に参つたことがございます｣)とある。さらに第33節は台湾と香港のあいだの商

27 日本語のところどころに付されているふりがなは省略したが、台湾語の漢字表記に合わせた漢字を日本

語訳に使い、そこに読み方を当てている例が多々見られる。たとえば、｢あなたは何時(いつ)台湾に来

(いら)したのですか｣｢あなたは、何位(どこ)へ去(いら)ツしゃいますか｣といった具合である。 福建語

入門 の数か月前に出ている｢福建語講座(二)｣の｢応用會話｣にも、ここに引用したのと同じ会話がある

が、日本語訳の｢あの人は台湾の方ですか｣は｢あの方は台湾人ですか｣、｢あなたは日本の方ですか｣は｢あ

なたは日本人ですか｣となっている。

28 ただしここで注意しなければならないのは、｢咱｣が聞き手をもふくむ一人称複数の代名詞だということ

である。聞き手をふくまない一人称複数の代名詞は｢阮｣で、｢応用會話｣には｢阮兄弟｣(｢吾等兄弟、私達兄

弟｣)などがあがっている。また、｢恁臺灣人｣の日本語訳を｢あなた方台湾人｣ではなく｢あなた方台湾の人

達｣としているのは、日本人と台湾人を排他的にならべるのを避けるためなのかもしれない。

29 台湾語を教会ローマ字で表記した部分(chhit-tho)は漢字表記がなく、代わりに罫線が引かれている。
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人の密なネットワークの存在を含意したもののようである。鹿港は清朝期に福建との交

易でさかえた台湾中部の町である。

 

眞久無看見、汝此久去何位仔、是不是。

久しくお目にかゝりませんが、此久何位かへ去つてゐらしたのですか。

正是、我舊年去香港、昨昏卽返來。

さうです。昨年香港に去りまして、昨日返つて参りました。

汝去香港做甚麽事情。

香港へ甚麽を做に去らしたのですか。

因為我一個朋友在彼做生理、叫我去與伊闘相幇、所以即去。

一個の友達が彼方で商売をして居りまして手伝つて呉れと申して参りまし

たので、それで去つたのです。

恁朋友號做甚麽名。

貴方のお友達は何といふ方ですか。

姓王、名叫山水。

苗字を王、名は山水と申します者で……。

汝講王山水、是鹿港人抑不是。

貴下の仰有る王山水といふ方は鹿港の人ではありませんか。

無錯、汝那能知。

さうです。貴下はまた如何してご存じで？

伊是我的舊朋友。

彼人は私の旧友です。

如此是阿、汝在何位識伊。

さうですか、貴下はまた何位でご承知で？

我在鹿港就識。

私は鹿港に居つた時分から識つて居ります。

汝曾住鹿港是不(麽)。

貴下は曽て鹿港にお住居になつたことがおありになるのですか。

是、我曾去鹿港做生理。

さうです。私は以前鹿港へ去つて商売をしたことが御座いました。

 

登場人物の行動範囲は東南アジアへも広がる。華南もふくめ｢南方共栄圏｣の｢福建語｣

を読者に強く印象づけようとしているようである。第18節では、｢星嘉坡｣(｢シンガポー

ル｣)へ行く目的や同地の様子をたずねる文
30

、また｢星嘉坡｣へ行ったのかとの問いに、

そうではなく｢暹羅｣(｢シャム｣)へ行ったのだと答える会話がある。第29節では｢星嘉

坡｣での商売の状況についてやりとりがかわされる。

第35、41節では、｢南方｣どころか｢満洲｣までもが話題となる。前者は満洲へおもむ

30 1942年2月の陥落後、シンガポールは昭南島と改称されたが、1943年2月の訂正再版でも日本語訳は｢シン

ガポール｣のままである。
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いたという知り合いの話、後者は台湾人らしい人物が日本の冬の寒さについてたずね、

日本人らしき人物が｢満洲｣の冬と比較しながら答える。以下、第35節の一部である。

 

林的頂日有與我講、伊去満洲不知有影無。

林君が先日話しました所では、満洲へお去になつたと申して居りました

が、事実でせうかな。

彼敢是有影、伊未返去日本的時候、有與我講要去満洲。

それは或はさうかも知れません。三谷さんはまだ日本へお返りにならない

以前、満洲に往きたいと私に仰言つたことがございました。

不知去満洲在做甚麽事情。

満洲へ去らして、甚麽を做てゐらツしやるのでせうな。

我打算猶原是在做官。

矢ツ張り官吏を做てゐらしやるものと私は推量いたします。

この時期、少なからぬ台湾人が｢満洲｣へわたっていた
31

。会話にあるように、知人

の日本人が｢満洲｣へおもむいた台湾人もいたであろう。その地理的な遠さにもかかわら

ず、｢満洲｣はしばしば台湾人の口の端にのぼる話題だったのではないか。もちろん｢満

洲｣は｢南方｣とはちがい、一般に｢福建語｣が通用する地域ではないが。

次に第45節以降である。第45、46節は｢相當教養のある青年三人の対話を仮想して書

いたもの｣とのことで、日米開戦の報を受けて、一人が日本の今後の戦況に悲観的、も

う一人が楽観的な意見を戦わせているところへ、別の者が｢日本的海軍在眞珠灣、打破幾

仔隻米國的戰船｣(｢日本海軍は真珠湾に於て米国の軍艦多数を撃沈した｣)というニュース

を伝える号外を持ってくる。第47節は、通訳者として従軍し、ルソン、ジャワ、シン

ガポールへ行った者が、｢咱日本的陸軍與海軍｣(｢吾が日本の陸軍や海軍｣)の連戦連勝を

伝える。台湾人であると思われるこの通訳者の派遣先は、 福建語入門 が｢福建語｣使用

地域と想定している空間ともかさなる。第48節では、｢路照｣(｢旅行券｣)を取得して海南

島へ商売に行こうとしている者(おそらく台湾人)に対して
32

、もう一人が、海南島のみ

ならず、厦門、上海、廣東、汕頭、フィリピンへ行くにしても｢旅行券｣は発給されてい

ないのだから、いまは無理に行こうなどと考えるべきではないといさめている。第49

節は、華南のどこからしい場所で、日本兵が中国兵の行動をさぐるため住民を尋問をし

ているもの、第50節の｢犯人訊問例｣と題する会話は、警察官なり憲兵なりがシンガポー

ルで、福建の漳州出身だという人物を尋問しているものである。多額の金銭を所持して

31 たとえば、中央研究院近代史研究所｢口述歷史｣編輯委員會編 口述歷史 第五期 日據時期台灣人赴大陸經驗 

(台北：中央研究院近代史研究所, 1994年)を参照いただきたい。

32 台湾総督府や台湾の糖業資本、財閥資本などが出資して1936年に設立された国策会社、台湾拓殖株式会社

は、日本軍が1939年2月に海南島を占領してほどなく同地での事業に着手した。その事業は農林開発・牧

畜や畜産・運輸・製氷・建築・移民・伐木など多方面にわたった(鍾淑敏｢臺灣拓殖株式會社在海南島事業

之研究｣( 臺灣史研究 第12巻第1期, 2005年6月), pp.73-114)。
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いる理由を聞かれ、かれは波止場で人足をしてかせいだのだと言い、それを疑われる

と今度は日本軍のシンガポール侵攻の際に助けた英国人からもらったのだと答えるが、

尋問する側は納得しない。会話中には、いっしょにシンガポールに来たこの男の友人

が、その後｢吉隆坡｣(｢コロンボ｣)へ行ったという文もある33。

以上の｢福建語｣の教科書の内容を、かつて市成があらわした台湾語の教科書、 実用

簡易日台商用会話篇 (以下、 日台商用会話 )と対照させてみたい。 日台商用会話 は市

成が主宰する語学学校、台語会から1904年に刊行されている。市成は序文で、在台の｢

内地実業家｣のためにこの教科書を編纂したと述べており、台湾語能力が欠如している

がゆえに｢同胞以外又新領土の顧客を得る能はさる｣かれら読者に対して、台湾語および

台湾人社会を提示しようという意図が明確である34。

もっとも、内容分析の対象として40年近く前のものを持ち出すのはかならずしも適

切ではないだろうが、市成の1904年の台湾語世界の想像と、アジア・太平洋戦争期の

｢福建語｣世界の想像との差をあきらかにすることはできるであろう
35

。

 日台商用会話 は、｢第一章 発音上の心得｣｢第二章 学語者の心得｣｢第三章 単語の

部｣、そして全体の7割近くのページ数を占める｢第四章 商用会話の部｣｢第四章｣の20の

節からなる。ほとんどの節が新出語の一覧、文法などを解説する｢注意｣、会話が日本語

の対訳つきでしめされる｢応用｣からなっており、構成が 福建語入門 とよく似ている。

 日台商用会話 の｢応用｣では、台湾の商習慣や台北の地理などが話題になっているも

のが多い。たとえば第9節の｢応用｣には以下の会話がある。なお、 日台商用会話 にも

 福建語入門 と同じく台湾総督府の台湾語発音表記がふされているが、以下では省略す

る。

此久、銀票有起価抑無。

近頃、銀券ワ騰リマシタカ子。

無、我聴人講是落価。

イヤ(無)我ガ人カラ聴イタノニワ下ツタトノ事デス。

落若多。

若多下ツタノデスカ。

落二点銭。

二銭下ツタノデス。

現在、算若多銭。

現在、若多ノ勘定デスカ

九角二。

33 この友人はシンガポールではかせぎが少なく危険でもあるので｢吉隆坡｣へ行ったとある。｢吉隆坡｣はコ

ロンボではなくクアラルンプールであろう。

34 市成乙重｢序｣ 実用簡易日台商用会話篇 (台北：台語会, 1904年), pp.1-2.

35 市成は1905年に 税務用語  戸籍用語 という教科書も刊行している。ともに、台湾総督府吏員が職務上必

要な台湾語を学習するためのものである。
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九十二銭デス。
36

 日台商用会話 が刊行される前年、台湾銀行頭取が台湾の幣制改正を求めて大蔵省に

提出した建議書によれば、当時、台湾人のあいだでは価格の標準、交換の媒介ともに銀

貨が使われ、また台湾総督府の収支、日本人のあいだの取り引き、台湾人と日本人のあ

いだの取り引きの多くでは、計算上は金貨を基準とするものの、実際の収受においては

銀貨や銀券(銀本位の台湾銀行券)が使われていた。銀貨の価格は台湾総督が告示する公

定相場で決められていた
37

。

また、第19節にある会話もおもしろい。同じ店の者どうしの会話であろうか。台北

から桃園へ｢掛取｣に出かけた者が帰ってくる。

 

汝何時囘来。

汝、何時囘ツテ来ましたか。

我頭値仔即囘来。

我ワ、先程囘ツテ参リマシタ。

去収了有銭無。

銭ワ収レマシタカ。

収攏無、今年不知怎様此歹収。

イヤ、一寸モ収レマセン、今年ワ怎様イウ理由デ、此様ニ収レ難イノデシ

ヨオ。

我講汝聴、今年因為歹年冬 庄裡人各個都真赤、所以即艱苦収。

マア、オ聴キナサイ、今年ワ不作ノ為メニ、田舎ノ人ワ、誰レモ彼レモ貧

乏デ厶リマスカラ、収レ難イノデス。

我打算亦是如斯。

我モ、左様ニ想イマス。
38

実は、市成は1902年に、へき地の台湾人貧困民の救済のため台湾総督府が対策を講じ

ること、また在台日本人もかれらに同情すべきことを主張する論説を台湾日日新報に発

表している
39

。市成の持論が第19節の会話の内容にも色濃く反映されている。

一方で、台湾以外の空間への言及はきわめて少ない。それがあるのは、｢皮箱｣(｢支

那鞄｣)の仕入れ先をたずねる相手に福州から仕入れていると答える会話や、｢唐山生理｣

(｢支那ノ商売｣)｢唐山船載來｣(｢支那船ガ積込デ来タ｣)｢福州杉｣(｢福州材木｣)という語句が

ならぶ第7節、｢日本豆醤｣(｢内地味噌｣)の値段を交渉する第9節、日本の商品を売る商店

36 市成乙重(1904)前掲書, p.99. ｢現在、若多ノ勘定デスカ｣の末尾に句点はない。

37 台湾銀行 台湾銀行十年志 (台北：台湾銀行, 1910年), pp.27-37. 若林正丈編 矢内原忠雄｢帝国主義下の台

湾｣精読 (東京：岩波書店, 2001年), pp.71-74. 1904年6月に金貨兌換の台湾銀行券が発行され、銀貨(1円銀

貨)は公納以外の使用を禁じられた。

38 市成乙重(1904)前掲書, pp.174-176. ｢歹年冬｣と｢庄裡｣のあいだは一字分空いている。

39 冨田哲(2015a)前掲論文, pp.383-384.
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主が、神戸の清国人に仕入れを委託していると語る第11節のみである。

日本統治が始まって10年たらずの台湾において市成が想像しえたのは、台湾の言語

としての台湾語の世界であった。会話場面のほとんどは台湾を想定したものであり、台

湾以外でもせいぜい、すでに18世紀後期から淡水とのあいだに航路が開かれていた福

州、および日本統治開始後、基隆とのあいだに台湾総督府の命令航路が設定された神戸

に言及される程度である。 日台商用会話 で台湾語をまなぶ日本人読者の大半にとって

も、その目的は台湾での使用、台湾人との会話だったであろう。

しかし、1940年代の市成や 福建語入門 の読者には、もはや台湾での使用や台湾人

との会話は眼中になかった。｢南洋共栄圏｣ひいては｢満洲｣までが会話に登場し、華南や

シンガポールを舞台として｢時局｣を反映した話題が展開される 福建語入門 で、台湾の

台湾語はたしかに｢南方共栄圏｣の｢福建語｣へと姿を変えていたようにも見える。

4 おわりに

 福建語入門 を復刻した六角恒広は、明治期以降の中国語教科書を収集し詳細な分析

をおこなった中国語教育史研究の泰斗である。六角はその解題に次のように記してい

る。

 

1941(昭和16)年12月8日に真珠湾を奇襲攻撃して戦線を東南アジアの諸地域へ拡大

し各地を軍事占領した日本帝国は、侵略戦争を正当化するため｢聖戦｣と称し、占領地

域を大東亜共栄圏ないし南方共栄圏といって国民を欺瞞し通そうとした。こうした

時期、かつての｢台湾語｣が｢福建語｣と姿をかえて中国語界に再登場したのが本書で

ある。
40

 

すでに見たように、 福建語入門 が出るより前、台湾では｢南支｣｢南洋｣でも通じる

言語として台湾語学習の必要性を説く主張があらわれていた。とはいえ、｢ 台湾語 が

 福建語 と姿をかえて中国語界に再登場した｣とは言い得て妙である。日本統治初期に

はそれなりにあった日本人の台湾語学習熱も冷めて久しく、警察の一部などをのぞけば

台湾語は学習対象としてかえりみられることもなくなっていった。市成は、かつては

みずからも情熱をかたむけたその台湾語を、中国や｢南方共栄圏｣の華僑の言語として解

釈しなおし、日本人が学習すべき言語として再登場させたのである。

では、その再登場が内実をともなったものだったのかと問われれば、それは否と言

わざるをえない。たしかに 福建語入門 には｢南方共栄圏｣各地の地名が散りばめられ、

そこでの人の移動もえがかれてはいる。しかし結局のところ、それらの地域は日本人

なり台湾人なりがおもむく場所として登場するのみであり、その空間や、そこに住み

40 六角恒広編・解題前掲書, 解題, p.12.
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｢福建語｣を話す華僑を、読者に向けて語ろうとする姿勢は希薄である。

だとすれば、市成は｢南方共栄圏｣や華僑に対する読者の解釈欲求を前に、何をしよう

としていたのだろうか。｢無敵皇軍の輝かしき戦果の発揮に伴れて大東亜共栄圏確立の

大事業は今し其緒に就かむとしてゐる。此の場合何人も閑却してならないことは南方共

栄圏内に於ける方言の研究であらねばならない｣と意気ごむからには41、｢方言の研究｣

をとおした｢南方共栄圏｣事情の伝達が必要なはずであるが、 福建語入門 からはそうし

た情報を読みとることができない。台湾語というラベルを｢福建語｣にはりかえただけ

で、｢南方共栄圏｣華僑の言語的多様性に適切に対応できるとも思えない。

 福建語入門 で示されるのは、観念的で実体にとぼしい｢南方共栄圏｣であり、｢大東

亜共栄圏確立の大事業｣といったスローガンにおどらされた一方的かつ自己満足的な想

像にすぎなかった。日本統治初期に編まれた 日台商用会話 が想定した読者は、市成が

もどかしく感じていた商機の拡大に消極的な｢内地実業家｣であり、統治者集団の一員で

ある市成の視点にいろどられたものであったとはいえ、そこには｢台湾語｣を使う人々

の社会が提示されていた。しかし 福建語入門 には、その言語を使う人々を理解しよう

とする努力や対等な知的好奇心が欠如していた。そして、｢南方共栄圏｣の人々がその

｢盟主｣、すなわち読者たち日本人をいかにまなざしていたのかという視点などは、も

ちろん存在すべくもなかったのである42。
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