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Sontaku was selected as 2017's buzzword-of-the-year in Japan. It was inspired 
by a corruption scandal around the construction of a private school. This traditional 
word, almost forgotten in the modern lexicon, was “reincarnated” in Japan's 21st 
century society. Sontaku refers to “doing or saying something to please an important 
person,” this expression as well as kuh-ki wo yomu (reading between the lines), has 
come to characterize the atmosphere of public discussion in Japan.  We explore these 
concepts in relation to internet culture and examine sontaku-like cultural behavior 
which governs how Japanese youth consume and interact in online groups.  

According to the NHK media consumption questionnaire (Hodaka, 2018) and 
our questionnaire (n= 97) with university students aged 18-24 on internet media, we 
confirmed the tendency that respondents feel there is too much information in the 
society. However, we found some contradictory result in the data (using a 6 point 
Likert-Like scale): slightly agree with the statement “I compare information from 
various sources of media.(m= 3.96; SE= 0.15; 5% trimmed m= 4.01)”, conversely, 
respondents slightly agree with, “I only need few but assured (trusted)  sources of 
information” (m= 3.48; SE= 0.13; 5% trimmed m= 3.48). Respondents agree with the 
statement “I try to invest in information more deeply if possible” (m=4.89; SE= 0.12; 
5% trimmed m= 4.98), and agree with, “I spend time to get necessary information” (m= 
4.19; SE= 0.15; 5% trimmed m=4.26); however, they agree with the statement “I 
admire values which are accepted generally” (m= 4.40; SE= 0.12; 5% trimmed m= 4.47) 
and agree with the statement “I seek to get information immediately if I find it 
interesting” (m= 4.19; SE= 0.14; 5% trimmed m= 4.24). They want to “try something to 
make society better” (m= 4.23; SE= 0.14; 5% trimmed m= 4,29). They have the 
tendency to agree with the statement, “I accept easily other people's opinion” (m= 3.86; 
SE= 0.15; 5% trimmed m= 3.90) and agree with the statement “I always pay attention 
how the people think about me.”(m= 4.39; SE= 0.15; 5% trimmed m= 4.42). What is the 
meaning of this result in relation to Sontaku Culture?  

We claim that sontaku culture has two aspects: explicit and implicit. Explicit 
sontaku modifies people’s choices but implicit sontaku modifies their identity. In the 
physical self, these two dimensions have to integrate or mediate into one body, however, 
we can divide these two dimension through the use of the Internet. Explicit sontaku 
culture works like a prism splitting our self -identity seeking spirit across the Internet; 
meaning subjects identity, select, and communicate within interest groups and localize 
their language and beliefs to given groups. 

 To explore these tendencies we conduct interdisciplinary analysis of both the 
sociological and identity building structures. With this interdisciplinary approach, we 
seek to explore the influence of exiting Japanese contexts on national and cultural 
identity. To verify our hypothesis, we compare the tendency of two groups: long-term 
study abroad and short-term or not study abroad. We examine the notion of study 
abroad participants developing appreciation of cultures outside of the Japanese 
context and their experiences with relation to the mediation these new experiences 
after returning to Japan. We explore the influences of participation in international 
communities on Japanese participants and the relationships between their 
international experience and their own national or cultural identity.  
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英語の名詞転換動詞の中には、その理解に文化に共有された知識が必要な場合がある。  

(1) a. I hammered the metal flat. 

 b. What foxed me was her makeup.    (由本・影山 2011: 187) 

(1a)の hammer は「ハンマーで叩く」という意味で、(1b)の fox は「だます」という意味

で用いられている。(1a)のように、元々の名詞が道具のような使用用途がはっきりしたも

のの場合、そのものの使い方が転換動詞の意味として出てくることが多い。一方で、 (1b)

のように動物名や人名などを名詞転換動詞にする場合は、その人物が行った有名な行動や

その動物がその文化内で持つイメージや利用方法が動詞の意味として現れることが多い。

このような語彙の意味は言語知識だけではその意味の予測ができず、その言語表現の背景

にある文化の知識が必要である。しかし日本語の母語話者である筆者にとって、 (1a)の意

味は「道具名詞が動詞になると使用方法が意味として出てくる」と知っているだけで理解

可能であるが、(1b)については「人物や動物を意味する名詞が動詞になると、英語圏での

イメージや利用方法が意味として出てくる」と言われても、その背景を知らなければ理解

ができないのである。この違いは何だろうか。 

 このような文化の知識が必要な表現は日本語にもある。 

(2) 大人する（めかす），お茶する（喫茶店に行く）    (米川 1998: 63) 

このような表現の意味の理解にも、その名詞の外延に付与された社会的イメージや、有名

な行動や出来事などのある種の文化の知識が必要である。この表現と英語の名詞転換動詞

の文化の知識の利用に共通性はあるだろうか。 

本発表では、英語の名詞転換動詞と日本語の N する表現を取り上げて、その理解に必要

な文化に関する知識の性質とその応用について論じる。 
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 昨年開催されたあいちトリエンナーレについては、その一企画である「表現の不自由展・

その後」の中止・再開、文化庁による補助金不交付の決定などを通して、意見が激しく対

立した。問題となった作品はいくつかあるが、昭和天皇の写真を燃やして足で踏むシーン

が含まれる大浦信行の作品に対して特に大きな非難がなされ、河村名古屋市長は「日本人

の心を踏みにじる行為」「陛下への侮辱」として特に問題視した。 

この経緯は、欧米諸国と非同盟諸国の意見が激しく対立した「宗教に対する名誉毀損との

闘い」という国連総会決議を想起させる。国際人権規約（自由権規約）19 条は表現の自由

を規定しているが、同時に「権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う」と規定してい

る。この決議は宗教の中傷などにより宗教の自由が損なわれている現実を憂慮し、締約国

に対し、宗教的な場・シンボルの尊重及び保護の確保を求めた。 

 憲法 1 条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定し、憲法 20 条

は政教分離を規定している。公人としての昭和天皇を批判することは国際人権法上も適法

であり、現行国際法上、天皇侮辱表現を非難する根拠はない。ただし、日本において天皇

はただの公人ではなく、少なくともある信者にとっては宗教的なシンボルに相当する。 

 J アートコールセンター、サナトリウムなどの試みは文化間対話の場を設定したものと

いえ、アーティストたちは「表現する文化」だけではなく、「対話する文化」を実践したと

言える。しかし、日本全体での文化間対話はまだ十分とはいえず、保守派とリベラル派が

「お互い同じようなことをして、『表現の自由』の幅を狭めている」と評する研究者もいる。 

 2016 年に「多くの人が持つ宗教的な畏敬の念を侮辱する可能性」を懸念され、東京都現

代美術館での展示を断念することになった小泉明郎の「空気＃1」も天皇をめぐる作品で

あったが、今回は大きな問題とならなかった。また、あいちトリエンナーレのあり方検討

委員会が公表したアンケートによれば、昭和天皇の写真を「燃やす」「踏みつける」という

点を非難するものが少なくない。よって、“行き過ぎた表現”については、保守派もリベラ

ル派も合意できる余地があるのではないだろうか。 

 天皇をめぐる表現は日本特有の問題であり、規範の形式的な当て嵌めでは解決できない。

日本の抱える状況を考慮した冷静な文化間対話による解決が求められると思われる。 
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アメリカにおけるベトナム戦争のイメージは、松岡（2014）も指摘しているようにオバ

マ前大統領の就任直後の演説により、ベトナム戦争は独立戦争、南北戦争、そして第二次

世界大戦と同列に語られたことにより大きな転換期を迎えた。すなわち、①不正義の戦争

から正義の戦争への価値転換、②加害者意識の希薄化による被害者意識の増大、③国際社

会における民主主義の擁護者としての自負、この 3 点がベトナム戦争のイメージと成り代

わったのだ。 

 ベトナムにおいても同じように戦争に関する記憶の転換がなされた。ベトナム政府は、

1991 年に「過去を閉ざし、未来を志向する」のスローガンを掲げた。経済発展を成してい

く上で過度に戦争の記憶をつまびらかにすることは弊害であったからだ。もちろん、市民

感情は言うまでもなかったが、古田（2014）が指摘しているように「過去を閉ざす」政府

と「過去にこだわる」市民という対立構造とは一概には言えなかった事実は、作家のバオ・

ニンなどの発言から窺い知ることができる。 

 このようなベトナム戦争の記憶の転換がなされるよりも先に、ホーチミン戦争証跡博物

館は 1975 年に設立された。タオとヴァン（2019）も指摘しているが、2018 年のトリップ

アドバイザーにおいて世界の人気博物館トップ 10 に選出されるほど、国内外からの来場

者が多い。各国の反戦運動の紹介、ベトナム戦争時の兵器の展示、戦場カメラマンによる

写真の展示、そしてエージェントオレンジによる枯葉剤被害の実情の紹介などが展示され

ている。特筆すべきは、来場者が最初に鑑賞するエリアとなる 1 階部分に悲惨な戦場の写

真ではなく、各国の反戦運動に関する展示がなされていることだ。アメリカと題された展

示スペースには、焼身行為をしたアリス・ハーズとノーマン・モリソンの写真が飾られて

いる。アリス・ハーズとノーマン・モリソンの写真は横並びにされているが、紹介文に使

用されている表現は異なる。アリス・ハーズには Alice Herz, who immolated herself in 

Detroit, Michigan in protest at the Vietnam War.とあるが。一方のノーマン・モリソン

は Norman R Morrison, who set himself ablaze in front of the Pentagon to protest the 

US war in Vietnam, November 2, 1965.とあり、アリス・ハーズはあくまでベトナム戦争

に抵抗した証としての焼身行為と読み解けるが、ノーマン・モリソンはペンタゴンの前と

いう焼身した場所を強調しており、アメリカに抵抗した証としての焼身と読み解ける。加

えてノーマン・モリソンの写真と共に、同年 11 月 9 日に焼身したロジャー・ラポートの

写真が展示され、二人の写真の下には、ノーマン・モリソンをはじめ、ロジャー・ラポー

ト、セレーン・ジャンコウスキーらの 1965 年 11 月に焼身行為をした彼彼女らについてグ

エン・フー・トーはコメントしているが、「アメリカ市民」という言葉でもって彼彼女らは

表現されている。当時のベトナムにとって「アメリカ市民」である彼彼女らの焼身行為は

どのようなイメージの差異があったのだろうか。本発表において「アメリカ市民」という

言葉に注目して考察する。 



民国期における密教復興運動について  

 

韋傑（龍谷大学国際文化学研究科博士後期課程） 

 

キーワード：日本真言宗、中国密教、中華民国時期、日中仏教交流 

 

近代中国人の密教に対する理解は日本真言宗との関係は深い。唐代に盛んになった密教

は唐代以降に衰えていた。清末に至り、唐代密教の存在すら知られていなかった。近代中

国人の密教に対する理解は日本真言宗の布教及び日本学者の著作の漢訳によるものである。

中華民国時代（1912−1949）に引き起こされた密教ブームが僧侶はもちろん、一般民間に

も及ぼしており、仏教の各宗派の復興の風潮の中にも特に注目してされたのである。  

中国南部に活動していた王弘願（1876―1937）は 1918 年に日本真言宗豊山派管長であ

った権田雷斧の『密宗綱要』を漢訳し、さらに 1920 年から権田の『曼荼羅通解』を翻訳

し、仏教雑誌『海潮音』で連載した。王弘願が翻訳した日本密教者の著作は中国人の密教

認識に対する影響は相当に重要であった。王は 1924 年に権田雷斧に師事し、伝法灌頂が

授けられ、真言宗阿闍梨となった。彼は日本真言宗を忠実に受け継ぎ、空海の十住心教判

や密教至上を主張することが中国では批判され、後に顕密論争と呼ばれる大事件となった。

それは日本真言宗と従来の中国仏教との間に生まれた大きな摩擦であり、日本的な文化を

受容する中で現れた抵抗でもある。 

一方、金山穆昭の弟子である持松（1894−1972）は積極的に学んだ密教を中国化しよう

と思想や実践に対して様々に改造した。顕密平等を唱え、さらに密教と華厳を融合した華

厳密教を提唱した。彼の主張は師の金山穆昭を含め、日本人密教者に批判される一方で、

中国仏教界に支持を得、多くの信者を獲得した。 

本発表では王弘願と持松を中心に彼らそれぞれの動向を通じて、密教復興運動に潜めら

れる日本仏教に対する受容と抵抗について明らかにしたいと考える。 

 



私小説におけるプロレタリア文学の位相  
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1920 年 6 月に日本で創設された中国人留学生の文学団体、創造社は郭沫若の指導のも

とに、プロレタリア文学へ転向するが、一貫して反対の態度を示した同人がいた。本発表

では、その同人――郁達夫と郭沫若を対象とし、彼らが創作した私小説の比較を通して、

1920 年代末にプロレタリア文学へ転向するかどうかを考察する。 

 二人が創作した私小説を見ると、「個人」と「国家」に対する強い意識が看取される。そ

れは日本留学中の中国人という社会的にも文化的にも異なる環境に置かれた知識人が行き

着いた一つの境地であり、日本の私小説と異なる特徴と言えよう。 

 しかし、二人が創作した私小説は大きく異なるものとなった。例えば、郭沫若は日本で

の貧窮した日常生活を描写する一方、郁達夫は「性」の苦悶を強調したのである。これら

同じ境遇に置かれながら全く異なる作品を残した二人であるが、郭は「社会」との繋がり

を意識しつつも「個人」を書いたが、郁は日本の私小説の影響を受けて「社会」との関わ

りを排除し、「個人」の世界に没頭したのではなかろうか。このように、同じ創造社に加入

しながら二人は似て非なる作品を残したが、今回の考察によって郭沫若の「個人」と「国

家」に対する意識を明確化することができ、その後の革命文学提唱に至る後の思索過程の

一端を明らかにする。 

 



シンガポールにおけるイスラームからの棄教者の社会的包摂をめぐる課題について  
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本発表は、シンガポールにおいてイスラームからの棄教者が直面する問題を明らかにし、

彼らの社会的包摂をめぐる課題について検討する。 

 日本においても、イスラームの教義では「棄教」が禁じられており極刑の対象にもなる

という理解が一般的に広まっていると考えられる。しかし、棄教者がどのような取扱いを

受けるかは、国によって大きな違いがある。サウジアラビアなどの一部の中東の国では、

国の法律で棄教が死刑の対象とされている。東南アジアでは、イスラーム法が公的制度に

組み込まれているマレーシアにおいて、イスラームからの棄教が認められていない。  

 シンガポールでは、一定規模の（人口の 14％）ムスリムのコミュニティを有することか

ら、国の法制度にイスラーム法が組み込まれ、ムスリムが非ムスリムの国民と区分され、

異なる法的な取扱いを受けるが、所定の手続を踏むことでムスリムが棄教することは可能

である。しかし、棄教者たちは、宗教上の大罪を犯した者としてムスリム社会の中でステ

ィグマ化され、ネット上で厳しい非難にさらされるなど、大きな困難に直面する。  

 本発表では、シンガポールにおけるイスラームからの棄教者から寄せられた声を分析す

ることにより、近年のムスリム社会の動きも踏まえ、彼らが直面する課題を明らかにする。  

 まず、具体的な事例から、彼らが棄教することに対する家族、親戚、友人、その他ムス

リム社会の人々の反応や、こうした人々との関係においてもたらされる生活面の変化を把

握し、イスラームの信仰を捨てることが彼らの人生にどのような影響を及ぼしているのか

を分析する。また、近年では、棄教者たちが集まって体験を共有し、互いに支え合ったり、

匿名ではあるが意見発信を行ったりするコミュニティも生まれている。このようなコミュ

ニティの発生が棄教者の体験する困難の改善にどのように結びついているのかについても

分析を行う。さらに、最近ではイスラームの宗教指導者がムスリム社会に対し、棄教者に

対する厳しい批判等を抑制するよう呼びかける動きもみられる。こうした動きが棄教者の

置かれた状況の改善につながっているのかについても、棄教者の受け止め方を把握し、分

析を行う。 

本発表は、これらの分析結果を踏まえ、シンガポールにおけるイスラームからの棄教者

の社会的包摂をめぐる課題について検討を行うものである。 



ヒズメット運動による学校建設の役割と現状：ヨーロッパ諸国を例に  
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 本発表では、1980 年代以降世界中で急増し、2010 年代に入って減少傾向にあるヒズメ

ット（hizmet）運動における学校建設の取り組みとその特徴、そして近年の動向と起こり

うる問題を分析検討する。事例として取り上げるのは、発表者が 2013 年から現在までに

学校関係者にインタビューを行ったアルバニア、ジョージア、フランス語圏（フランス、

ベルギー）のヒズメット系諸団体を中心とする。その他、コソヴォ、ルーマニア、カンボ

ジアの事例も適宜参照したい。これらの学校の事例に触れるために、まずイスラーム思想

発の市民運動と呼ばれるヒズメット運動（欧米のメディアでは「ギュレン運動」と呼ばれ

ることが多い）および、運動の基礎となっているトルコ出身のイスラーム学者・思想家フ

ェトフッラー・ギュレン（Fethullah Gülen）の略歴およびその思想について触れる。 

そうして、ヨーロッパ諸国で展開されているヒズメット運動団体による学校建設の取り

組みとその特徴、近年の現状について分析検討に入る。世界中で展開されているヒズメッ

ト運動の中で上記のヨーロッパ 4 カ国に絞るのは、①いわゆる「先進国」（フランス、ベ

ルギー）と「開発途上国」（アルバニア、ジョージア）での学校建設動機の違い、②4 カ国

とも 2016 年以降も学校の閉鎖や減少がみられない国々であること、③異民族・異言語集

団を「移民」として抱える国（フランス、ベルギー）か「原住民」（アルバニア、ジョージ

ア）として抱える国かの違い、主に以上 3 点の理由からである。 

次に、ヒズメット運動の学校の共通点と相違点を分析検討する。共通点として、①各国

の教育省のカリキュラムに完全に従う、②多文化教育、徳育の重視、③英語教育の重視、

④ヒズメット運動やイスラームに無関係の教員や保護者・学生も多い、といった特徴を挙

げることができる。その上で、①「先進国」「開発途上国」におけるヒズメット運動の学校

の建設動機の違い、②トルコ共和国との関係、特に政治経済的な力関係の違い、③各国の

トルコ人移民の影響力の違い、④地区や地域環境の違いに起因する提供する教育内容の違

い、といった相違点を指摘し、結論として、以上の視点分析をもとに、イスラーム教育の

提供を目的とせず、各国の教育環境やニーズに合わせた世俗教育を提供するヒズメット運

動の多様性と、トルコ共和国との国際関係に影響されるヒズメット系学校不安定な現状を

照射したい。 



雑誌『旅』から見る日本統治時代の樺太における観光  

～オタスの杜の先住民観光を中心に～  

 

井出晃憲（稚内北星学園大学情報メディア学部情報メディア学科准教授）  

 

キーワード：樺太、観光、先住民、オタスの杜 

 

 雑誌『旅』は日本における最古かつ最長の歴史を持つ旅行雑誌であり、各界への影響力

も大きかった。そして、移りゆく世相を映すとともにその時代に生きた人々がどのような

地域に心引かれたのかを如実に表してきた。1924 年に創刊され 2012 年に休刊となった同

誌のうち、本研究では戦前戦中に刊行されて国立国会図書館においてまとまってバックナ

ンバーが確認できる 1929 年から 1943 年を調査対象とした。 

 同誌の記事タイトルに現れる「外地」と「外国」の地名を分類しその出現数を比較する

と、人口規模や経済発展の度合いに対して樺太および千島等の出現数はその他の地域と比

べて低くないことが判明した。10 年先んじて植民地化され様々な面で比較の対象とされる

ことの多い台湾よりも高い。このことからも当時の樺太が観光の対象として人々の耳目を

集めていたことが分かる。 

 その樺太観光において最も注目されていたのは、「敷香を観ずに樺太を語る勿れ」と称さ

れた北緯 50 度線にほど近い敷香支庁である。同地の観光の目玉としては、「土人部落」（オ

タスの杜という少数先住民の居留地）や国境という文化資源、海豹島という自然資源など  

があった。本発表ではそのうちオタスの杜を取り上げる。オタスの杜は昭和初期に開設さ

れオロッコ（ウィルタ）、ギリヤーク（ニヴフ）、サンダー（ウリチ）、キーリン（エヴェン

キ）、ヤクートの 5 民族が居住した場所であるが、観光対象として脚光を浴びて汽船の運

航、売店の設置、公園化などがなされたことが当時の『樺太日日新聞』などからも分かる。 

『旅』には同地への訪問者によるいくつかのルポルタージュが掲載されている。当時の

先住民の生活や文化がどのような描かれ方をしていたかを紹介するとともに、先住民を見

る観光客のまなざし、あるいは観光される側であった先住民の反応などをルポから抽出し

て検討していく。 

 人類学あるいは観光学において、植民地における先住民を対象とした観光というテーマ

は重要性を持っている。人類学者による先住民調査が行われた後、一般人による先住民観

光が普及することによって、「帝国」の輪郭は広く認知されていく。その過程を今回は日本

統治時代の樺太を舞台にあぶり出していきたいと考えている。 



1940 年〈東京オリンピック〉返上をめぐる日中米関係  

 

菅野敦志（名桜大学国際学群上級准教授）  

 

キーワード：東京オリンピック返上、日中米関係、王正廷、アベリー・ブランデージ  

 

本報告は、1940 年〈東京オリンピック〉返上をめぐる経緯について、主に国際オリンピ

ック委員会（IOC）の日本・中華民国・アメリカの代表委員および委員側から提起された

オリンピック文化論に着目して検討を試みるものである。 

一騎打ちとなったヘルシンキを破り、1936 年に東京が 1940 年第 12 回オリンピアード

開催地に選ばれた。だが、アジア初のオリンピックとなるはずであったものの、その 2 年

後の 1938 年 7 月 15 日に東京大会の返上は決定された。この決定の理由については、日本

側の研究を中心に、日中戦争への物資調達という軍部の圧力があったことが知られている。

一方で、中国側の研究には、日中戦争における日本の残虐行為に激しく抗議した中国 IOC

委員の王正廷が、他国の委員にも行動を呼びかけた結果、東京大会開催を中止させた、と

する見解が存在する。つまり、同大会は日本が主体的に返上したというより、あくまで中

国が国際世論に訴え、平和の祭典であるオリンピックに日本軍国主義が拒絶された、とい

う理解である。 

この点について、例えば日本開催への抗議の電報が 150 通寄せられ、東京大会が各国に

よる参加ボイコットに見舞われる可能性があった事実は日本側の研究でも指摘されている。

とはいえ、日本の自主的返上論にせよ、中国側委員の外交工作による中止論にせよ、これ

らは日中双方に 1940 年〈東京オリンピック〉中止の歴史をナショナル・ヒストリーの文

脈による一面的な理解に終始させてしまう危険性を孕んでいる。それでは、両者の仲介に

入った“間”の存在から検証した場合、三者はそれぞれいかに東京大会への支持と反対を

主張し、そうした主張はいかなるオリンピック文化論に基づくものであったのだろうか。  

上記の問いに答えるため、本報告では主にオリンピック研究センター所蔵文書を中心に

活用して検討する。その際、日中両国の IOC 委員のみならず、1936 年からアメリカ IOC

委員、戦後にアメリカ人として唯一の IOC 会長となり、1964 年東京オリンピックを実現

させたアベリー・ブランデージの存在に焦点を当てることで、本課題を改めて検証してみ

ることとしたい。 



台湾撤退後の大陳島民  

―その軌跡とアイデンティティ―  

 

藤田賀久（多摩大学グローバルスタディーズ学部非常勤講師）  

 

キーワード：台湾、大陳諸島、マイノリティ、アイデンティティ、多文化社会 

 

1949 年、中華民国・国民党は国共内戦に敗れ、台湾撤退を余儀なくされた。しかし大陸

沿岸部には依然としていくつかの島々を実行支配していた。大陳諸島（浙江省台州市沖）

もそのひとつであった。 

蒋介石は、中華民国浙江省政府を大陳諸島に移転し、大陸反抗の拠点として死守せんと

考えた。しかし 1955年 2 月、ついに放棄を決断、全島民 19,287 名を 6 日間で大陳諸島か

ら完全撤退させる壮大な「金剛計画」を実施した。 

大陳諸島を去った島民は台湾に上陸した。彼らは家産を投じて国難を救い、共産党に対

抗し、中華民族の偉大な忠義精神を発揚した「大陳義胞」として大いに賞賛された。しか

し、漁業以外の経験に乏しく、文字も読めない島民にとって、台湾での新生活は困難を極

めた。貨物船の船員となった島民は、競ってアメリカに亡命した。しかし、英語を解さな

い不法入国者としてやはり多くの苦労に直面した。 

国共内戦により、中国大陸から多くの人々が台湾に逃れてきた。こうした「外省人」の

中でも、大陳島民のように老若男女を問わずコミュニティ構成員全てが集団移住したケー

スは珍しい。彼らは、台湾島内 35 か所に設けられた集落（大陳新村）に住んだ。今もこ

れらの集落の住民は、愛郷心と苦難の共通経験によって強く連帯している。 

本発表では大陳島民の来歴や大陳新村の現状を紹介し、彼らのアイデンティティにも踏

み込みたい。加えて、台湾社会との関係についても言及する。近年、大陳コミュニティは

メディアに登場し、また学術研究の対象としても取り上げられ始めた。これらの言説は、

台湾が様々な歴史を持つ人たちが存在する多文化社会であることを改めて訴えている。こ

うした認識が今後の台湾社会に与える意味についても言及したい。 


