
1．はじめに──「のあと」に向けて

災害は、複数の人々へ同時に降りかかり、それがゆえに個人の経験を超え

た共同の経験となる性質をもつ。全世界的に、同時進行的に経験されている

現在の「感染症」はこの意味において災害（disaster）と呼ぶことができる

であろう。個人を超えた経験が共同で記憶されるとの性質ゆえに、災害は記

憶をめぐる研究において独立した 1ジャンルをつくってきた。そして積み重

ねられた研究蓄積からは、いくつかの共通する特性が災害と記憶との関係に

ついて指摘されている。災害がもたらすインパクトは直接的な被害の経験に

とどまらない。時には災害が契機となって、過去に自身が経験してきた事柄

を残そうとする人々のエネルギーが喚起される。それでいて、災害経験その

ものはしばしば容易に人々の記憶から欠落してしまう。欠落を免れた場合で

も、非常に単純化された形でしか人々の記憶に残らない。ある場合において

は、特定の日時や場所が任意に選ばれて、共同の記念儀礼と 物語
ストーリー

を通じ

人々の記憶に留まることができる。一方、別の場合においては、儀礼や

物語
ストーリー

といった媒介がつくられないまま、人々の記憶から徐々に脱落してい

く（Zelizer 1995；Eyre 2007；水出 2019）。

2021 年現在のわたしたちが直面している「感染症」にまつわる諸々の出

来事も、いつかは終わるであろう。この稿を書きながら筆者が想像をしてい
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る終わり方よりも、ずっとそれは悲惨な終わり方になるかもしれないし、想

像に比していともあっけない終わり方をするかもしれない。だが、いつかは

何らかの終わりを迎えるはずだ。終わったその「あと」にわたしたちはいか

にその経験へと向かい合っていくのか。まだそれは終わってもいないが、終

わる前から考えを働かせていれば、丁度よく「あと」の展開に追いつくこと

もできるかもしれない。本稿では、災害「のあと」に付随的におこる記憶・

記録をめぐる諸事象について、筆者がこれまで最も長く研究の対象としてき

た台湾のケースを引いて考えてみたい。

2．物語（ストーリー）と台湾

2.1 過去長く歴史少なき島

災害「のあと」について過去の例から論を展開するにあたって、経験の

物語り
ナラティブ

を記録すること、あるいは記録された事々から物語
ストーリー

をつくる1 とい

うことが、台湾で帯びてきた特殊地域的な文脈に触れておく必要があろう。

台湾にはマレー・ポリネシア系の台湾「原住民」諸族が数千年にわたり居

住してきた。だが、無文字社会であった彼らは自らの歴史を文字記録として

残さなかった。近世に至り、航海の泊地として漢人、オランダ人、スペイン

人、日本人がこもごも立ち寄る時代を経て、最終的に移住者コロニーを形成

したのは（後述のホーロー人と客家人を中心とする）漢人系の各サブ・エス

ニック・グループであった。従来の原住民諸族はあるいは漢人に同化し、あ

るいは独自の習俗を保ったまま山深くへと移動していった。

中華世界にあって、ローカルな出来事の展開を記す「地方史」的な役割

は、しばしば伝統的形態の地誌（地方志）によって果たされていた。17 世

1「物語」なる語には「ストーリー story」と「ナラティブ narrative」の 2 つの語がし

ばしば対応してあてられる。本稿では個々の人が物語ることそのものあるいは個々の

人によって物語られた事柄を「物語り（ナラティブ）」とし、出来事を解説する筋

（ライン）として個々の人々を離れて存在可能になった言説を「物語（ストーリー）」

と呼んでおく。上記の区分は便宜的なものにすぎないが、知覚、想起、物語（り）行

為、物語といった角度から歴史叙述を論じた野家啓一氏の著作『物語の哲学──柳田

國男と歴史の発見』（野家 1996）に多く議論を拠っている。
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紀以降、記載様式が次第にフォーマット化して各地の情報を網羅するように

なるとともに、出版産業の盛んな先進地域では民間主導で編纂がなされる地

誌も出現した（山本 1998；森 1999）。ただし台湾において地誌編纂はあくま

で官主導の事業であり続けた。アカデミズム台湾史の草分けである歴史学

者、呉密察は「「歴史」の出現」という名の論考において清朝統治期間の台

湾を歴史（記述）不在の時代と呼んでいる2。清朝統治下の台湾において

「地方史」的記述は地方官とその周辺の外来知識人中心でなされ、出版等

「その他の表現の機会のなかった」台湾地付きの知識人は、「地方史」的地誌

編纂のための資料収集を、せめてもの「興奮すべき栄誉」（呉 1997, p.11）

とせざるをえなかった。呉によれば、日清戦争とその後の抵抗運動の敗北と

いう結果を機にようやく台湾知識人たちは自己省察的、自己記述的、私史的

な「歴史」を生み出していったのだという（ibid. p.14-21）。

日本による植民地統治下では、あくまで帝国の「公史」的物語
ストーリー

を冒さな

いとの限定付きながら、小説等を含む広範な自己記述が発達していった。

1945 年の台湾の中華民国復帰に際し、台湾の人々はこうした自己表現の天

井が取り払われることを期待した。けれども中華民国＝国民党による新たな

統治は、期待された人々の自由なアイデンティティ表明を必ずしも容認して

はくれなかった。

2.2 「国史」をめぐる闘争

国民党下のいわゆる権威主義体制は 1980 年代まで継続した。台湾本島と

その近隣の島嶼のみを統治しながら、中華民国は建前上依然「中華」のすべ

ての領域を統治する国家
ステイト

であり続け、共産党支配下の領域を回復することを

国是とした。体制下において記述が許容されたのは「中華の歴史」のみで

あって、「台湾の歴史」はあくまで「中華の歴史」に付属する「中華の地方

史」としてのみ記述することが可能であった。そもそも言論統制とそれに伴

う自己検閲のなかで、なにかを「物語る」場さえ限られていた 3。

2 ホーロー語で演じられる民間芸能・歌仔戯（コアヒ kua-a-hi）の劇本なども 1930 年

代まで福建からの刊本を輸入して演じられていた（陳培豊 2012, p.146-147）ため、庶

民の芸能の世界さえ台湾の現実を反映してはいなかった。

15

前
野
清
太
朗



一方、アメリカ・日本など台湾外で活動をする反体制派の間では、国民党

下の歴史記述に対する対抗
カウンター

的記述とでも言うべきものが形成されていった。

非常に端的にまとめてしまうなら、それは国民党からの被抑圧者として「台

湾人」をとらえ、ひいては清朝、日本、国民党ら外来者によって抑圧され続

けてきた物語
ストーリー

を記述しようとするものであった。とはいえ 1980 年代までそ

れらを台湾内で大々的に流布させることはほぼ不可能であり、あくまで台湾

外の小規模のサークルで展開される小さな物語
ストーリー

にすぎなかった（山崎 2009,

pp.53-54）。

ところが 1980 年代後半から、体制＝国民党側の政治姿勢の軟化もあって、

のちに「民主化」と総括される自由化のプロセスが急激に進展していった。

1986年の民主進歩党（民進党）結成、1987 年の戒厳令解除、1988年の新聞

規制解除と、いままで権威主義体制下で少しずつ広がっていた自由な言論の

空間がこの期間にビッグバン的に拡張していった。それとともに、かつては

対抗的にしか存在しえなかった反体制派の歴史記述が、自由化されたメディ

アに乗って急速に流布するようになった。もともと小規模なサークル内での

み展開されてきた物語
ストーリー

が広く台湾社会で議論されるようになったことは、

そこに内在していた問題点を明らかとすることにもつながった。

例えば対抗的記述において描かれる「台湾人」は外来者である国民党政権

に抑圧される被抑圧者であった。同時にこの被抑圧者は、本来の多数者
マジョリティ

であ

るがゆえに、台湾の行く末に関する決定権を取り戻す資格があり、自らの文

化、言語を回復する権利をもつ存在だとの含意があった。台湾の島内におい

て多数者
マジョリティ

である（がゆえに権利をもつ）という論理を突き詰めていけば、そ

の帰結は最大人口比のサブ・エスニック・グループたるホーロー人 4こそが

台湾における歴史主体ということになる。ゆえに、そこには 1949 年以降の

大陸からの移住者（外省
がいしょう

人）は入らない。問題は、「台湾人」「台湾文化」

3 紙の消費抑制との名目の出版制限によって発表できる雑誌媒体に限りはあったが、呉

濁流・黄春明らの作家が「郷土文学」の形で自己記述的な「歴史」を細々と物語り続

けていた。だが、それすらも陳映真のケースのように政治的動きを見せた瞬間逮捕さ

れる危険と隣り合わせであった。
4 福建省南部（閩南）一帯からの移民であることから閩南人ともいう。ホーロー（福佬

hok-lo）とは別のサブ・エスニック・グループである客家人からの他称である。
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「台湾語」イコール多数者
マジョリティ

の「ホーロー人」「ホーロー文化」「ホーロー語」

となってしまうことで、漢人移住以前の「原住民」諸族や、第 2 の「漢人」

サブ・エスニック・グループである客家
ハッカ

人5 たちさえも「台湾人」の周縁に

追いやられてしまうことであった（施 1998, pp.182-184）。

「中華の歴史」への対抗的記述が、自らの対抗していた対象と似通った排

他性をもったことには、ホーロー人の知識人からも批判が寄せられるように

なった。こうした 1980 年代後半から 1990 年代前半の批判を通し形成された

のが「四大族群」のフレームであった。「四大族群」フレームは、ホーロー

人、客家人、外省人、原住民（諸族）の 4つの「 族 群
エスニック・グループ

」から構成され

る社会として台湾をとらえ、4 グループの交流史として台湾史をとらえよう

とする。李
り

登
とう

輝
き

政権（1988-2000 年）の支援のもと、「四大族群」フレーム

は 1997 年から使用された教科書『認識台湾』にも取り入れられた。『認識台

湾』のなかの「四大族群」フレームは、「台湾魂」「生命共同体」等のキー

ワードと強く結びつき、台湾に住まう諸グループを国家
ステイト

へ統合することをめ

ざす強い政治性をもっていた（山崎 2009, pp.189-190）。それでも、同時期

に存在した他のフレームと比べれば、異なるルーツのグループが台湾に同居

している現状を肯定する上で、「四大族群」フレームは最適の物語
ストーリー

として機

能した 6。台湾という社会が受け入れうる国史的ないし「公史」的な物語
ストーリー

を

めぐる論争によって 1990 年代は暮れていった。

民主化はマクロ社会レベルの言論に留まらず、ローカルな歴史記述をめぐ

る活動の自由をももたらした。1990 年代前半、各地に文
ぶん

史
し

工作室という名

の小規模なサークルが相次いで設立され、そこから文史工作者と呼ばれるア

マチュア歴史家たちが続々と出現した7。文史工作者たちには民主化活動の

5 客家語を話すサブ・エスニック・グループであり、清代にはしばしばホーロー人と抗

争を繰り広げた。ホーロー人よりも後発の入植者となることが多く、山間部の比較的

貧しい区域に居住したことから、台湾の工業化初期には都市下層労働者となった。
6 たとえば、ホーロー中心主義批判に対して出現してきたフレームに、漢化した原住民

（平埔族）の「血」に共通するアイデンティティを求める立場がある（施 1998, pp.177-

178）。この場合、原住民諸族と客家人を「台湾人」に取り込めても、外省人は「新住

民」という形の周縁者に位置づけられざるをえなかった。一方、原住民運動の側にし

てみれば、「漢化」していない以上、自身を「中華の歴史」の一部として周縁的に位

置づける民主化以前のフレームは受け入れがたいものであった。
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系譜をひく人々もいたが、どちらかといえば民間歴史愛好家や文化財保護活

動家をも含む雑多なバックグラウンドの人々の集まりであり、定期刊行物の

発行をはじめ創作活動、展覧会、地域教育スポットの設置といった多様な

「（台湾の）地方史」が試みられた（文訊編輯部 1995a）。2000 年代以降、文

史工作者たちは台湾各地の地域社会においてローカルな物語り
ナラティブ

を記録し、

物語
ストーリー

として記述するに際して力を発揮していった。

3．ローカルな物語り（ナラティブ）と物語（ストーリー）

3.1 2000 年代と「災後」のローカリズム

台湾の 2000 年代は国民党政権から民進党政権（陳
ちん

水
すい

扁
へん

政権、2000-2008

年）へ、そして民進党政権から国民党政権（馬
ば

英
えい

九
きゅう

政権、2008-2016年）

への再びの政権交代によって、民主化が常態となったことを人々に印象付け

た時代であった。同時に、台湾内的な文脈においては、災害「のあと」のイ

ンパクトが人々の眼をローカルなものへと向けさせていった時代でもあっ

た。こうしたローカルへの着目は、1980 年代後半よりマクロなレベルで行

われてきた国史的ないし「公史」的な 物語
ストーリー

をローカル側から照らし返す

きっかけともなった。

1999 年 9月 21 日、台湾本島の中央部を震源とする地震が台湾全土を揺ら

し、都市部でもビル倒壊や道路陥没といった大きな被害をもたらした（九二

一地震）。とりわけ大きな被害を受けたのが、震源に近い山岳部のコミュニ

ティであった。通常、地震等の発生直後には、救助活動と破壊された衣食住

の環境を補う緊急支援が行われる。最低限の生命を保障するための支援と

いってもよい。緊急支援のあとにくるのがいわゆる復興である。九二一地震

では国際的支援もあって緊急支援の投入は比較的迅速に行われたが、復興の

ゴールをいずこに据えるかのルートマップづくりが中央で定まらない状況が

7 文芸誌『文訊』が 1995 年に全土 183の「文史工作室」および類似団体にアンケート

を行っている。回答のあった 68団体のうち 1980 年代以前設立の団体が 25 であった

のに対し、残る 43団体はいずれも 1990 年からの 5年間に設立されていた（文訊編輯

部 1995b）。
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続いた 8。

定まらない復興ビジョンのなかで独自の動きを始めたのが、震源に近い被

災地の 1 つ、南投
なんとう

県埔里
ほ り

鎮にある桃米
とうべい

村であった9。桃米村では住民が結成

した支援受入組織（重建委員会）が独自の住民聞き取り作業を行い、住民自

前の復興計画策定がめざされた。この聞き取り作業は単なる要望の聞き出し

ではなく、「コミュニティ」の行ってきた活動を発見し、復興が到達すべき

ゴールを探すための記憶の聞き取りであった。聞き取り作業を通し、いくつ

かの「コミュニティ」の共同／協働の記憶が発見された。1 つには 1980 年

代におこなわれたごみ処理場建設反対運動の記憶であり、またさらにさかの

ぼって、村内を流れる渓流利用の記憶が掘り出された。そして、記憶に共通

するテーマとして「環境」を軸に復興計画の策定がすすめられ、エコビレッ

ジの実現をめざし復興計画の策定が進められていった。エコビレッジをめざ

した実践は復「旧」の域を脱した後も地域づくり活動として継続され、現在

に至っている。

九二一地震に先立つ 1990 年代中頃より、台湾社会の急激な工業化、都市

化によって「崩れた」コミュニティを「再生」しようとする主張・活動が台

湾ではみられるようになっていた。当時、野党の民進党と中華民国「台湾

化」の主導権を争っていた李登輝政権は、中央官庁の文化建設委員会を通じ

て各地の民間団体に直接助成を与え、文化面から「コミュニティ再生」を促

す制度整備をすすめた（星 2013, pp.155-159）。九二一地震にあたっては、

混乱のなかそれまで民間団体助成のノウハウを蓄積してきた文化建設委員会

が他の中央官庁に先駆け住民主導型復興プランを打ち出した。桃米村などが

行った緊急支援後の住民団体による自主的聞き取りを通じたコミュニティ資

源発見、将来的な復興ビジョンの自主策定という実践例をモデル化したプラ

ンは、他の官庁の事業案を抑えて復興プランの主軸になっていった。この成

8 2000 年に国民党から民進党への政権交代を迎えたこと、更にもともと台湾全域をカ

バーする地方行政区域であった「省」が 1998年に事実上廃止され、中央官庁が相互

調整なく直接に被災地へ介入したことなどが背景にあった。反面、この混乱は後述す

る文化建設委員会の復興主導というイレギュラーを可能にした。
9 以下の記述は、桃米村が編集した事業計画書（李佳虹ほか 2011）および先行研究

（廖 2012；若生 2012 など）をふまえつつ、筆者自身が 2014 年 3 月、2014 年 9 月、

2015 年 1-2月にかけ行った現地聞き取り調査の成果を交えた記述である。
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功をふまえ、文化建設委員会は非被災地の「コミュニティ再生」について

も、住民主導のモデルを奨励していくようになった。

筆者が長年フィールドワークを行ってきた台南市後壁
こうへき

区の大斗
だいと

村も、ポス

ト九二一地震の住民主導型フレームを導入した非被災地の典型例である10。

2001 年、大斗村の住民たちは団体を立ち上げ、地域おこし、地域づくりを

めざして「コミュニティ再生」のための助成を受けた活動を始めた。活動に

あたっては、収集発掘された経験的な近過去の記憶、住民の中にまだ存在す

るような記憶がやはり軸となった。大斗村の住民たちはしまい込んでいた古

農具やサトウキビ運搬に用いていた牛車を修理し来訪者向けに展示する活動

をはじめ、やがてこれらの道具が用いられていた共通記憶の中の村内水路の

再生に向けて新たな活動を自発的に展開させていった。

上記の 2村の事例における聞き取りは、元々復興なり地域おこしなりの準

備のためになされた下調査であった。ここで取り上げた事例以外の他の地域

でも状況は似通っていたが、住民団体とともに活動を担った文史工作者（し

ばしば運動のリーダーを兼ねた）たちは、自らの調査成果を復興や地域おこ

し本体とは別個にまとめることを志向した。それまでの台湾において、「地

方史」的出版物といえば、伝統的地誌の系譜をひく分厚い地方志が主体で

あった11。一方、文史工作者は自らが属する文史工作室や住民団体を通して

公的な出版助成を確保し、あるいは私家版の形でコンパクトな物語り
ナラティブ

記録と

物語
ストーリー

記述を編んでいった。

九二一地震が復興段階から過去の記憶へと変わりつつあった 2000 年代末、

台湾全土を新たな災害が襲った。2009 年、モラコット台風上陸による豪雨

は沿岸部の浸水と山間部の土砂崩れをはじめとする大規模水害（八八水災）

をもたらした。高
たか

雄
お

県甲仙
こうせん

郷では、豪雨が引き起こした山体崩壊によって小

林村の集落住民 500 人近くが土砂の下へ消える凄惨な被害を生んだ。村その

10 筆者は 2013年 12月以降、直近では 2020 年 1月まで継続的に大斗村を訪問し、村内

の各種活動に参与観察を行ってきた。なお本村については親族調査等を同村で行った

関係から、既発表の論文では村名を伏せたため、本稿においても仮名を用いる。住民

たちのより細かい活動については前野ら（2015）を参照のこと。
11 本稿第 2節を参照。地誌（地方志）編纂の伝統は近代以降に受け継がれ、中華民国復

帰後の台湾でも項目を現代社会に合わせてアップグレードした地誌が刊行された。

災害「のあとの」歴史
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ものの消失は、その出来事自体のショッキングさとともに、消えてしまった

村をいかに復興するのか、という新しい問題を台湾社会へと突き付けた。そ

して、復興のゴールを求めた過去の収集の中から、この村が多重に台湾社会

から「忘れられて」きたことが明らかになっていった。1つには、この地域

は「未認定部族」のタイボアン族の村であった。住民は少数者
マイノリティ

として公的な

認定を受けぬまま「原住民」でもなければ漢人系住民でもないどちらつかず

のアイデンティティ状態におかれていた12。もう 1つには、この地域が山村

として経済的なひっ迫に直面しており、平野部の繫栄から長く取り残されて

きたことであった。皮肉にも、多数の出稼ぎ者が平野部にあったことで、村

の「生存者」たちが多数あとに残されることになった。

被災直後に立ち上げられたモラコット独立ニュースネット（莫拉克獨立新

聞網）では、主要メディアが撤退した後も評論、現地報道を 4年間にわたり

発信し続けた。本サイトの立ち上げには、九二一地震のコミュニティ復興活

動家、台湾南部でのコミュニティ・カレッジの運営者、元ジャーナリストの

研究者が携わり「被災地の再建を記録する」オルタナティブなメディアであ

ることを目指して活動していった（鄭 2017）。台風が台湾各地に被害をもた

らしたのち、報道が徐々に減少してエピソード中心となっていく13なかで、

「小林村」は象徴としてその物語
ストーリー

が作り出されていった。一方で同じく被災

した他の山村や浸水被害を被った沿海部の村々が主流メディアの報道から

「忘れられて」いく中で、独立ニュースネットはそれぞれの村の災害「のあ

と」を報道し続けた14。2009 年から 2013年の 4年間の活動は今なお災害の

傷が生々しく残る時期のリアルタイムを記録するアーカイブとなっている。

モラコット独立ニュースネットが残したインターネット経由の報道・記録

の試みは、2010 年代に入って盛んとなった立ち退き反対運動等の「再起した

社会運動」（何 2006）におけるローカルな活動記録へと受け継がれていった。

12「原住民」諸族は「番仔」（ホァナ huan-a、蛮人の意）として戦後まで蔑視が続いたた

め、自身を「番仔」とすることは原住民運動の隆盛まで忌避されてきた。
13 8月 8日の台風来襲後の報道の変遷については、各主要メディアの報道を分類して数

的に示した林照真の実証分析に詳しい（林 2013）。
14モラコット独立ニュースネットのウェブサイトからは地域別に記事リストをたどれる

ようになっている。莫拉克獨立新聞網 https://www.88news.org/（中国語）
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3.2 ローカルからの反照

ローカルレベルでの物語り
ナラティブ

記録と物語
ストーリー

記述の試みがある意味で予期せざ

る成果として明らかとしていったのは、1990 年代までのマクロ社会レベル

の物語
ストーリー

＝国史・公史をめぐる議論との乖離であった。例えば先ほどの桃米

村の例でもそれはあてはまった。桃米村のある埔
ほ

里
り

盆地は元来「水
すい

沙
さ

連
れん

」と

いう原住民部族の居住区域であった。19 世紀前半、陸続と入植するホー

ロー人たち漢人移民に押し出される形で、沿岸部に住まう他部族の原住民

（平
へい

埔
ほ

族）が埔里盆地へと移動してきた。彼ら新たに移住してきた「原住民」

に由来する地名の 1つが桃米村だといわれている15。その後も漢人入植の波

は続き、19 世紀半ば以降にはホーロー人が、そして客家人が新たな入植地

を求めて埔里盆地へと移住した。この移住の波は日本統治下の 20 世紀前半

まで続いた。

台湾においてある地区に住まう人々の起源が単一ではない（時には現在の

セルフ・アイデンティティと文献的に示されるルーツが異なっている）こと

は、台湾史にフォーカスのあたる以前より歴史学者の間では知られていた、

しかし、当の住民同士の間では起源の多元性が必ずしも明らかでないことも

多かった。高度な自治組織として村落（ムラ）が発達していた日本とは異な

り、台湾においては村落がもつ住民統合の機能は弱かった。そのため村落単

位でまとまった文献記録が残されていることは稀で、個々の一族の記録（族

譜）や廟の碑文などを手掛かりに、半ば説話化した聞き取り情報を交えて村

落単位の歴史を復元せざるをえないことが現在も多い。台湾の山間部では

19 世紀末の段階においてもまだまだ「未開墾地16」が残されていた。「未開

墾」の山間への小家族単位による入植の跡は、現在でも桃米村のような山村

の散居的な景観として残っている。各住民が散居的かつ相互に独立的に生活

してきた山村では、同じ行政村に属してはいても、村落を「共同体」的にと

らえる意識が平野の村落以上に稀薄であった。希薄であったからこそ、住民

15移動については劉（1951=2019）を参照されたい。
16ここでいう「未開墾」は農地としての占有がなされていなかった土地のことである。

他の植民地におけるのと同様、「未開墾地」がしばしば先住者によって「使用」され

ていたケースも少なくない。

災害「のあとの」歴史
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自らの手で経験の物語り
ナラティブ

を集め共同の小さな物語
ストーリー

を編むことが「コミュニ

ティ復興」に先駆けて必要だったのだ。それは震災からの復興フレームを流

用してすすめられた各地の「コミュニティ再生」においても同様であった。

先の桃米村の例にみるように、実際に聞き取り等を通じた「地方史」編纂

活動を進めてみると、1980 年代後半以来の国史論議に類する単一のルーツ

や均質性を拠り所にした歴史＝物語
ストーリー

を編むことは難しかった。往々にして

調べるほどに住民のルーツの多元性が明らかとなるか、さもなければ半ば説

話的な物語
ストーリー

の霞に起源は隠れてしまって、実証主義的な歴史の型をあては

めることはできなかった。ゆえに住民自身の手による編纂物は、より経験的

な物語り
ナラティブ

へ依拠しつつ、共通して経験された物語
ストーリー

として認識しやすい日本

統治時代から農村に工業化が及ぶ前の 1960 年代までが中心的対象17 となっ

ていった。

ローカルなものへの眼は、それまで記録する対象とみなされていなかった

対象も台湾の物語
ストーリー

へと吸い上げていった。1949 年以降に台湾へ移り住んで

きた中国大陸部の出身者を台湾「省」外の出身者との意味をこめて外省人と

よび、彼らが形成した居住区を「眷
けん

村
そん
18」という。老朽化のすすんだ眷村は

建て替え・立ち退きの対象とされたが、1980 年代後半の民主化の波の最中

には建て替え・立ち退き反対運動が組織されることはなく、やや遅れた

1990 年代中頃から少しずつ保存運動が組織されるようになっていった（李

廣均 2019, pp.28-31）。2000 年代以降はそうした運動も九二一地震後に整備

された「コミュニティ再生」のフレームを利用した活動に参入するように

なっていった。「コミュニティ再生」への参入とともに、それまで重視され

ていた眷村のハードウェア的保存にとどまらず、眷村に存在した独自の文化

や経験を把握しようとする「眷村文化」との言葉が出現するようになった。

総統自らも外省人19 の馬英九政権は、2009 年の蒋
しょう

経
けい

国
こく

生誕記念、同年の

17 この現在ではない「昔」は、しばしば「以前の農業時代では〜」（古早［koo-tsa］農

業時代〜）という具合に、新たな霞をまとった物語
ストーリー

として各地のコミュニティガイ

ドの口から解説で語られる。
18狭義には軍人、教師、公務員等の家族（眷属）に割り当てられた官舎群をいうが、広

義には外省人が形成した居住区一般を指す。大陸部での内戦終結とともに台湾へ逃れ

てきた外省人には、一部の国民党エリート以外の多数の下層兵士、難民たちがいた。
19両親は中国大陸（湖南省）育ちであるが、馬英九自身は 1952 年に香港で生まれ、生

23

前
野
清
太
朗



古
こ

寧
ねい

頭
とう

戦役（共産党軍の侵攻食い止めに国民党軍が成功した戦闘）記念、

2010 年の抗戦勝利・台湾光復記念といった「中華民国＝国民党（軍）」の歴

史的象徴に対するアピールに極めて積極的であった。一連の上からの動きに

連動して、過去の「中華民国＝国民党（軍）」を象徴する眷村の文化財登録

もすすめられた。一方で旧住民側においては、参加者の世代交代 20 に伴い

活動における軍歌、軍装、または抗日〜内戦の戦闘記憶といった軍事的なシ

ンボルは薄まっていき、台湾移住後の生活記憶が「眷村分化」保存の中心へ

と遷移していった（李廣均 2019, pp.172-176）。

実際のところ、馬政権は事前に予想されていたほど先の民進党政権をイデ

オロギッシュに否定する路線はとらなかった21。反政権寄りの社会運動の側

も「眷村保護」運動の支援に入るなど、民進党陣営が「眷村」の建て替え支

援に反対した 1990 年代の状況からは変化がみられる（李廣均 2019, p.156）。

2010 年に台湾大学から立ち退きを求められた台北市内の旧眷村「紹興社区」

に、台湾大学の現役学生たちが立ち退き反対運動の支援に入ったのもその一

例である（李怡瑩 2013, p. 33）。支援活動は現在もなお続いており、旧住民

とのワークショップを行いながら記憶をベースにした創作活動と人権講座等

が行われている22。

ローカルな物語り
ナラティブ

記録と物語
ストーリー

記述の試みは、「下」から「四大族群」的な

多元主義の 物語
ストーリー

を広めていった23。1990 年代まで盛んに議論されていた

後まもなく台湾に移住した台湾育ちである。
20眷村には夫が外省人、妻がホーロー人、客家人、「原住民」諸族である家族も少なか

らず居住していたため、現代台湾で「外省人」として活動する人々は時に多元的な

ルーツをもっている。2015 年 9月に筆者は新北市三重区にある眷村（空軍一村）で

調査を行った。その際に応対してくれた保存運動家の方は、父方が外省人、母方が

ホーロー人で、母語のホーロー語を使いこなしながら民俗研究を行う文史工作者でも

あった。
21蒋介石（本名は中正）にちなんだ中正国際空港の桃園国際空港への改称、パスポート

への「TAIWAN PASSPORT」記載等はそのまま引き継がれた。ただし「台湾民主記

念館」と改称されていた中正記念堂（蒋介石の追悼施設）のみは元の名称に戻され

た。
22 現在の活動状況については、Facebook コミュニティ「紹興學程＠紹興社區

（@ShaoxingCommunity）」を参照されたい。
23 フィールドで個々に語られる物語り

ナラティブ

を丁寧に聞いてみると、物語
ストーリー

に納めえなかった

災害「のあとの」歴史
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「中華」的・ホーロー中心的な「国史」はマクロとローカルのレベルそれぞ

れで力を失っていった。2000 年代までのこうしたローカルな記録・記述活

動は出版物経由で（ゆえに決して大きくはない交流圏で）行われていた。

2010 年代以降、ソーシャルメディアと携帯端末の技術的発展によって、従

来ただ「忘れられる」に任せるしかなかったローカルな領域が、物語り
ナラティブ

と

物語
ストーリー

を自らネット空間に発信する新しいルートができつつある。

4．むすびにかえて

筆者は 2000 年代から 2010 年代にかけて進行した上記の動きをすべて「災

害」に結び付けて説明しようとするものではない。異なる（サブ）エスニッ

ク・グループの 70 年以上にわたる生活経験の共有や、グループ間の通婚に

よる差異の減少といったことが、より大きな背景としてそこには存在してい

る。ただし、2つの災害が台湾社会の眼をローカルなものの記録へと向ける

契機になったのも事実である。2000 年代から 2010 年代にかけては、さまざ

まな災害が台湾を襲った。2003年の重症急性呼吸器症候群（SARS）流行や

2013年のデング熱流行は台湾全土に大きな衝撃をもたらした24。けれども、

これらの「疫災」は人々をローカルな物語り
ナラティブ

記録と物語
ストーリー

記述に導く誘因に

はならなかった。

地震、水災と「疫災」の最大の違いは、後者が明確な象徴（場所、人物、

時間など）を持たない点にある。本稿冒頭で記した通り、災害「のあと」の

経験の伝達には、反復される共同儀礼や単純化された物語
ストーリー

などの媒介をし

ばしば必要とする（Eyre 2007）。地震、水災あるいは戦争、事故、テロと

いった出来事的な災害に比すれば、「疫災」はどうしても媒介たりうる象徴

を見出しにくい。2019 年の末以来、「感染症」は多数の物語り
ナラティブ

を生み出し

断片に遭遇することも少なくない。若者たちの隣村からの石の強奪の話であったり、

日本軍が「匪賊」を駆逐した後に入植したとの先祖の語りであったり、必ずしも「道

徳的」でない物語り
ナラティブ

もそこにはあることを付言しておきたい。
24 SARS以降の疾病流行に際して随時立ち上げられるようになったタスクフォース方式

での対応や現在の政府閣僚の伝染病対策の経験蓄積につながっているとの報道は日本

国内でしばしばみられる。
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た。オンラインとオフラインで、あるいは経験された、あるいは経験に根付

かない「うわさ」が世界各地に現在進行形で生まれている。これら無数の

物語り
ナラティブ

を共有しうる物語
ストーリー

にまとめ上げうるか否かは、わたしたちがいかな

る形で象徴を見出し、経験を対象化するかにかかっている。

もしかすると、「のあと」のわたしたちに求められているのは（物語
ストーリー

をめ

ぐって過去に議論が交わされてきた通り）巨大な物語
ストーリー

を共有することでは

ないのかもしれない。野家啓一は経験の物語り
ナラティブ

と歴史の物語
ストーリー

を不分なまま

に「自己の来歴と経験を虚実をとりまぜながら物語」（野家 1996, p.19）る

場としてかつての「炉端」を挙げている（野家 1996, pp.124-128）。「私史」

的なエネルギーと雑然性をもった物語り
ナラティブ

を「生
き

」のままに経験しうる「炉

端」的な場所を地域に再生するのは 1つの選択肢だろう。幸いなことに、現

代の技術は物理的空間に拘束されぬ物語り
ナラティブ

の場所を可能にしてきている。

物語り
ナラティブ

をストックしたデジタルアーカイブを用いて人々のコミュニケーショ

ンと新たな物語り
ナラティブ

の媒介とする「記録のフロー」化（渡邊 2019, p. 392）は、

採用可能になりつつある新しい選択肢である25。

わたしたちが直面している「感染症」にまつわる諸々の出来事はいずれ終

わるであろう。どうやってそれを終わらせるかは科学的な知に多くを拠って

いる。しかし、その終わりをどのようなものにするかは、人文的な知が「の

あと」に十二分に担いうる仕事なのだ。
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