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 終戦から 60 年以上が経った今日、「戦後」を清算しようとする政治的風潮がある。しかし、現実には、少

数ながらも、戦前・戦中をはじめ戦後の時代を劇的に生き抜いてきた人びともいることを忘れてはならない。

戦後に台湾から引揚げてきた祖父も、そのひとりである。本稿では、祖父の個人史をたどることによって、

激動の時代としてひとくくりにされる「昭和」が、決して一様ではなかったことをあきらかにする。同様に

一個人の経験がかたる「人生」を見つめなおすことは、教条主義や経済至上主義にみちた現代社会の価値観

をみなおす契機となるのではないか。その事例として、「ふるきよき時代」へのノスタルジーでつながる、祖

父を含めた台東中学同窓生の交流をあげることができる。かれらの交流は、おたがいが定年退職をむかえた

1980 年代から活発になり、同窓会のみならず、個人単位で日本・台湾間を往来するにいたっている。本稿で

は、祖父が編集をになった同窓誌『いなけい かわらばん』をとおして、日本植民地時代に端を発し、敗戦

と同時に分断された「かれら」のつながりが、1980 年代になぜ、復活しえたのかを考察したい。 
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 1 はじめに 
 

「昨日、台湾から送られてきたんだわ」 

ひさしぶりに祖父母をたずねると、祖父はおもむろに手紙を持ち出し、父に読むように促す。話を聞いて

ほしくてたまらない様子である。わたしは「またはじまった」と思う反面、興味をもって耳を傾ける。 

 わたしの祖父・稲垣啓二は、戦時下に台湾へ移住していたことから台湾関連の友人が少なくない。台湾人

の友人、おなじ境遇にいた日本人の友人はもとより、かつて祖父が移住していた地域について研究している

学者とも知己をえている。手紙や電話で連絡を取りあって一喜一憂する姿を見ても、青年期をともに過ごし
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た友人たちと過去を懐かしむのはごく自然なことだと思い、とくに気に留めることもなかった。 

 そんな祖父は今からちょうど 9 年前の 1999 年 2 月、玉山管理処1から正式に招待されて、青春時代を過ご

した望郷の地、ターフンをふたたび訪れることとなった。当時の環境や生活を知る生き証人として呼ばれた

のである。長年夢にまでみたターフンの地にふたたび足をつけ、祖父は涙がとまらなかったという。 

そのような数奇な機会にめぐまれたのは、祖父の手記が、めぐりめぐって管理処の人の目に触れたためだ

った。台湾を忘れられない祖父は、当時をふりかえった自伝を書いたり、山地警察官で原住民の理藩政策2に

かかわった自分の父やその仲間たちのことを調べ、記録したりしていた。そしてそういった文章を、友人た

ちに『いなけい かわらばん』（以下、『かわらばん』）という同窓誌に載せて送っていた。台湾の思い出を共

有したいことが動機の、ささやかな趣味だった。それが祖父の台湾招待のきっかけとなったのである。 

わたしは偶然とよぶにはあまりにもドラマチックなそのめぐりあわせに強い関心をもち、原因のひとつで

ある、祖父をとりまく日本と台湾とのつながりをもっと知りたいと思うようになった。台湾での移民生活か

ら、その後日本に帰ってきて現在にいたるまでの祖父の人生をたどることで、戦中から戦後、高度経済成長

を経験し、時代の波にもまれてきた一個人の眼でとらえたアジア史の動態が叙述できるのではないか。たが

いに強い仲間意識を持った祖父の同窓生たちのその後について調べることで、台湾植民地時代に端を発する

日本と台湾のソフトな面でのつながりについても考察してみたい。 

 

 

 2 父、喜一郎を追い台湾へ 
 

 1933 年、4 歳だった啓二は、母・綾子と台湾へ渡った。すでに渡台していた父・喜一郎の仕事が落ち着い

たため、ふたりは呼び寄せられたのである。 

喜一郎は大工の棟梁であったが、大正末期から昭和の初期にかけて日本国内は不況のどん底であり、仕事

を得るのが難しい状況だった。1920 年の株式市場大暴落によって、第一次世界大戦時の好況から一転して戦

後恐慌に突入し、富山でも工場休業や解雇続出が確認されている。さらに、1927 年には、1923 年の関東大震

災処理にあてた震災手形が膨大な不良債権と化し、未熟な金融システムと政策から経済恐慌がおこった。富

山県内でも、各銀行の臨時休業や、富山電気に対する電灯料値下げ要求運動が起こっている。一方、おなじ

年に、富山県海外移民協会が設立され、1928 年には第 1・2 回ブラジル移民を排出している。1929 年に世界

恐慌がはじまり、翌 1930 年には、全国的な米の豊作で米価が大暴落し、農家の多い富山県も大打撃をうけ、

富山県失業問題協議会が設置されるにいたった。啓二が台湾へ渡った 1933 年には、富山県から、はじめて第

2 回満蒙武装移民集団に 37 人が参加している［北日本新聞社 1989］。 

外交関係に目を向けると、1931 年 9 月に満州事変が起こり、翌年 3 月には満州国が建国され、日中関係は

悪化の一途をたどることとなった。1933 年 3 月には、日本は国際連盟を脱退し、国際社会での孤立を深めて

いった。そして 1937 年の蘆溝橋事件から日中戦争が起こり、1941 年には太平洋戦争が勃発と、戦争への道

                                                                 
1 台湾政府内政部営建署玉山管理処。玉山国家公園を管理する組織。 
2 理藩政策とは、日本が台湾統治下に台湾原住民に向けておこなった同化政策である。 

を突き進んだ。日本の植民地である台湾も、否応なく戦時体制下に取り込まれることになったのである［伊

藤 1993］。 

啓二が生まれてすぐ、喜一郎は行方をくらました。あとから明らかになったことだが、東京で夜間学校に

通いながら、一級建築士の資格を取っていたのだった。そこで、大工としての仕事を求めて、一念発起して

台湾を目指した。台北にある南港橋をうけおい、工事は無事完成したが、故郷に錦を飾るほどではなかった

ので、そのまま台湾総督府の警察官になった。警察訓練所を終えたあとターフン駐在所勤務を命ぜられたと

ころで、綾子と啓二を渡台させたのだった。 

 綾子は、やっと消息がわかった喜一郎が台湾に移住していることに驚き、台湾行きを躊躇した。当時、植

民地とはいえ外国へ行くということは、2 度と日本に帰ってくることができないと覚悟させた。啓二の上に

は、俊夫という長男がいたが、一族の血を途絶えさせないためにも、俊夫をともに連れていくことは許され

なかった。綾子は、千人針のように、親戚中がひと針ずつ縫った黒のはおりを着て、故郷に別れを告げ、幼

い啓二を連れ、まったくことばのわからない異国の地へと出発したのだった。 

 

   

写真 1 親戚中が縫った綾子の黒のはおり        写真 2 背には稲垣の家紋がある 

（筆者撮影） 

 

 

 3 ターフン駐在所 
 

 3.1 台湾 

 

台湾は、ユーラシア大陸の東端にあり、南北約 400 キロメートル、東西約 200 キロメートルのサツマイモ

のような形をした島で、約 36000 平方キロメートルであり、九州の面積に相当する。中国大陸とは約 200 キ

ロメートルの台湾海峡で隔てられ、澎湖列島をはじめとする 76 の島じまを擁し、珊瑚礁の点在するバシー海

峡をはさんで、フィリピンのルソン島とは約 350 キロメートル、沖縄県与那国島とはわずか 120 キロメート

ルの距離にある。1895 年、日清戦争の講和条約である下関条約が締結され、台湾は、遼東半島、澎湖列島と
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ともに日本に割譲されることとなった。植民当初、台湾には、大陸からの漢人移住民のほかに、「原住民」と

総称される、オーストロネシアン系の人びとが先住していた。かれらは単一の民族ではなく、言語文化を異

にする 9 つのグループにわかれていた［伊藤 1993］。 

 

 3.2 ターフン概説 

 

 綾子とともに神戸港を出発し、最初に到着したのは、台北の北に位置する基隆だ。その後、海岸沿いを南

下し、花蓮と台東のあいだにある玉里という町まできた。啓二のふるさとターフンは、玉里から玉山に至る

八通関道路のほぼ中心に存在した。 

 山間部の多い台湾のなかでも、とくに標高が高い地域で、玉山は富士山の標高の 3776 メートルをこえる、

3952 メートルである。日本統治時代には、新しい日本最高峰という意味で明治天皇が「新高山」と名付け、

学校などでは「日本一高い山」と教えられるようになった。また、1934 年には新高阿里山国立公園として、

日本の国立公園に指定され、現在は台湾に 6 つある国立公園のひとつとして、玉山国家公園管理処によって

管理されている。 

 玉里からターフンまでの距離は約 60 キロメートルだが、勾配のきつい山道を登り下りして、いくつもの鉄

線橋をわたり、落石の危険がともなう断崖をとおるので、2 日間を要した。玉里に到着した綾子と啓二は、

山地警察官である喜一郎の命によってむかえにきた原住民の背にのって、この長い道のりを経てターフンに

到着した。ターフンは海抜 1500 メートルに位置したので、亜熱帯の平地でできるようなバナナやマンゴーな

どの果物はみられなかったが、温帯気候であったので、ミカンやビワ、水蜜桃などが持ちこまれた。 

 ターフン駐在所は、36 ヶ所ある駐在所のうちの 5 つを管轄し、八通関道路内で唯一の小学校と診療所、武

徳殿、射撃場、洒保などを有する、規模の大きい部落だった。山の対岸から見下ろすターフンの全景は、一

段、二段、三段にわかれた小台地のうえに、険しい山肌にへばりつくようにして建物があり、まるで箱庭を

みるようだった。 

 

 
地図 1 ターフンの位置 

 

 3.3 八通関道路と理藩政策 

 

八通関道路は非常に歴史が古く、清国による支配下にあった 1872 年につくられた。その背景には、清国

にとっては台湾を「化外の地」としながらも、台湾をうかがう列強各国の情勢への懸念があり、北部横貫道

路、中部横貫道路、南部横貫道路という、東部と西部をむすぶ 3 つのルートを確保することとなった。八通

関道路は、そのうちの中部横貫道路にあたり、東部の玉里から八通関を経由して台中に抜けるルートである。

しかし、このルートは原住民の居住地で、そこを通る商人などがしばしば襲われる危険な道として利用され

なくなった。 

1895 年、台湾は日清講和条約によって日本に譲渡され、第 5 代台湾総督となった佐久間左馬太は、理藩 5

ヶ年計画を立案し、山地民族の討伐を本格的にはじめたのである。この計画の大きな目的のひとつは、山岳

民族から銃を取り上げることにあったが、狩猟民族であるかれらから銃を取り上げるということは、生活の

糧を絶つということにつながる。そのため、第 2 段階として、平地移住を促進し、農耕や牧畜を指導するこ

とも任務であった。これにあたったのが、軍と山地警察官である。当然、原住民からの反発により、双方に

数多くの犠牲者を出すこととなった［喜安 1997］。 

八通関道路のあちこちに、殉職者をまつる殉難碑があり、祖父の通ったターフン小学校のすぐ下にも置か

れていた。児童は月に一度、この墓掃除をすることが習慣だった。このような数多くの犠牲のもと、八通関

道路は整備され、沿線にターフンを含む 36 ヶ所に駐在所が配置された。 
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写真 3 ターフン駐在所の入口 

出所：啓二のアルバム 

 

 3.4 山地警察官 

 

1898 年から、軍隊にかわって警察が中心となり、原住民による抵抗の鎮圧にあたる政策がとられるように

なった。台湾ではこれを「警察政治」といい、日本の統治時代を通じて、台湾の警察は「泣く子も黙る」ほ

どに恐れられる存在であった。このころから警察組織は著しく拡大され、警察力は地方の隅ずみにまで浸透

し、電話網も整備された。支配権力による教化がおよび、移住民との交流や通婚を経て、漢族化した平地原

住民とは異なり、山地原住民はオランダ、鄭氏政権、清国の統治を通じて服属したことがなく、外来者への

反感を募らせた［伊藤 1993］。 

啓二が 1933 年にターフンへやってきたころは、まだ公共施設のなかに原住民の蕃童教育所3や、野菜や塩

などを物々交換する交易所という建物があった。それも小学校に入学するころには、山そでの部落などへ平

地移住がすすんだことによって、蕃童4たちはみられなくなり、建物もとりこわされた。しかし小学校 1 年の

ころ、蕃害事件で指名手配された残党が逮捕されてターフンに連行されてきたことがある。手錠と足錠をか

けられ、戸板に乗せられ運ばれてきたその原住民は、木につるされ、竹で叩かれながら尋問されていた。こ

の拷問風景は啓二にとって忘れることのできない記憶としてのこった。 

当時のターフンの人口はおよそ 60 人あまりで、小学校や診療所の先生以外は、全員が山地警察の関係者

という構成だった。それ以外に、原住民たちが 10 人ほど、警手として警察官の補助をおこない、制服と給料

が支給されていた。警察業務というよりは、生活全般の手伝いが仕事で、道路工事、ゴミ収集、風呂沸かし

や、荷物を運ぶために玉里まで行くこともあった。玉里からターフンまで、啓二を運んでくれたのも、この

                                                                 
3 理蕃事業における教育政策として、平地に近いところには蕃童公学校を、奥地には蕃童教育所を設置した。

蕃地の教育は公学校よりも教育所が主流となった［喜安 1997］。 
4 原住民（おもに山地先住民）は日本統治時代、蕃人、高砂族などと称された。今日の台湾では高山族とよ

ばれることが多い。 

警手である。 

1935 年ごろには、治安もよくなり、八通関道路は玉山への登山客のルートになっていった。加えて 1941

年にはじまった第 2 次世界大戦のため、維持費も人手も不足するようになり、36 ヶ所あった駐在所はじょじ

ょに閉鎖され、最後に中央監督署の役目を持っていたターフン駐在所も、1943 年に閉鎖されることとなった。

喜一郎はその後、家族をともなって下山し、台東庁と花蓮庁の境界線にあたる石壁駐在所で 2 年、その沿線

にある清水駐在所で 2 年、平地勤務をし、終戦をむかえた。 

 

3.5 山での生活 

 

3.5.1 共同生活のなかの食生活 

  

電灯のともる町、玉里から到着するのに 2 日間を要する山奥では、当然、生鮮食料品などは口にすること

ができなかった。八通関道路内の 2 ヶ所にあった酒保は、いわばなんでも屋で、そこから米やミソ、塩のほ

かに、干物類や缶詰などの必需品を購入した。3、4 ヶ月に一度、玉里の本店から原住民の人夫を雇い、商品

を搬送してくるのである。人夫たちが総勢 50 人あまりで、物品をかついで延々と一列になって山を登ってく

る姿は、まさに壮観だった。野菜などは自家栽培で、警察官たちも、ときには肥えタゴをかついで農作業を

した。 

 豆腐小屋という、豆腐づくりを含めたすべての共同作業をする場所があった。隅のほうには大きなかまど

が 3 つ設けられていて、それぞれに大鍋がかけられていた。豆腐をつくるための、大豆をひく石臼も用意さ

れていた。中央には 4 ヶ所の蛇口があり、大型のまな板が乗せられていて、横の棚にはごちそうや材料をい

れるための木箱が積み上げられていた。官舎一棟分ほどの広さがあり、ターフンでおこなわれるイベントに

つきものの食事が調理された。また、こどもたちに与える饅頭や板豆などもここでつくられた。歳暮には餅

つきもおこなわれ、朝の 4 時半ころからペッタンコ、ペッタンコという杵音が響いた。こうした水仕事の大

事な場所であると同時に、ターフンの主婦たちにとっては、愚痴をこぼしあう唯一の憩いの場であった。啓

二は、遊びから帰って母がいないときは、まず豆腐小屋へ探しに行った。 

ドンコ捕りは、ターフン中のおとなやこどもが参加する一大イベントであった。ドンコはハゼによく似た

魚で、大きさは最大で 15 センチメートルほどあり、味はとてもおいしかった。ターフンを少し下ったところ

にあるラクラク渓に、この日は住民すべてが川原にあつまり、警手たちがまず主流の曲がり角に大きな石を

投げ込んで堰堤をきずき、流れがチョロチョロになった川上で、山から採ってきたデリス5の根をたたく。す

ると、白濁色の液体が川面を流れていくうちに、酔ったドンコが浮いてくるのである。捕ったドンコはその

ままテンプラに揚げられ、おとなたちの酒のつまみになり、残りは均等に各家庭に分配された。また、11 月

3 日の明治節には毎年式典があり、それが終了するとターフン総出の運動会が開かれるのが通例で、イノシ

シが昼食にふるまわれた。この日が近づいてくると鉄砲撃ちの名人が狩りに出かけ、獲物は豆腐小屋で解体

                                                                 
5 Derris spp.マメ科のつる性低木で、一見フジに似ている。東南アジアでは古くから魚をとる目的で、根や地

下茎を砕いて河川や池に流したり、矢毒の一成分として用いてきた。 
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された。主婦たちは、腕をふるってその肉でごちそうをつくった。これらの行事は、楽しみの少ない山暮ら

しに潤いをあたえる、レクリエーションであった。 

 

 3.5.2 ターフン小学校 

  

啓二は 1937 年、8 歳でターフン小学校（秋津国民学校）に入学した。ターフン小学校の創立は、1924 年 5

月 10 日で、玉里小学校の分校として発足したが、やがて花蓮庁直轄の単級小学校となった。啓二の在学中は、

1 年生から 6 年生までの全校生徒が 15、16 人ほどだった。 

 6 年生のとき、ターフン小学校の校長として、池永時夫先生が赴任してきた。池永先生はその 3 年前に視

学官に随行してターフンに 1 泊しており、そのときの印象を『新高山登山記』という手記にのこしている。

ターフン小学校については、「この山奥の小学校は、教員の首切り校というあだ名さえついていた」とあり、

条件の悪い山地勤務は、教員からも敬遠されていたようだ。池永先生は、テニスコートをつくり、児童たち

の母親に学習会を開くなど、どんどん新しいことを取り入れる、行動力のある人だった。上級学校への進学

推奨もそのひとつで、それまで条件が悪いという理由で、ターフン小学校から進学する生徒はひとりもいな

かった。池永先生は、父兄を説得し、それから 6 ヶ月ほど、昼間の授業以外に校長官舎で夜の特訓をはじめ

た。その結果、啓二を含めた卒業生 4 人全員が、見事に受験に合格した。 

その小学校も 1943 年、ターフン駐在所の閉鎖とともに、22 年間の歴史を閉じた。わずかに残っていた在

校生たちも、親とともに山をおりて、それぞれの小学校へ転校していった。 

 

 3.5.3 武徳殿 

  

小台地の最上段に建てられた武徳殿は、山奥には不似合いの、際だって大きく本格的な建物だった。板張

りの道場は、半分が畳になっていて、奥の扉を開けると、廊下のさきに 8 畳、6 畳、4 畳半の和室の客間があ

り、台所もついていた。この建物の建築責任者は、大工の棟梁をしていた経験から、技術警察官である喜一

郎に任されていて、啓二がターフンにきた翌年に完成した。玉里方面から多くの大工や人夫が工事にあたり、

空になっている警察官舎が臨時の宿泊所になっていた。綾子も、かれらの世話に忙しくはたらいた。1 年近

くで工事は終了し、棟上げ式では、喜一郎が梁の最上段から餅をばらまいていた、と啓二は記憶している。 

 武徳殿の用途は、武道の鍛錬の場はもちろん、団体客や軍隊の臨時宿泊所になり、またときには映画館に

使われることもあった。台東中学校に進学してからも、柔道や剣道の試合はこのターフンの武徳殿でおこな

われた。啓二にとっては、ふるさとのシンボルであり、また父が建築責任者だということをほこりに思って

いた。 

 

 

写真 4 武徳殿前での中学校集合写真 

出所：啓二のアルバム 

 

 3.5.4 お地蔵さん 

  

ターフンの入口にかかる 100 メートルの鉄線橋をわたり、しばらく下ると、お地蔵さんと殉難碑がまつら

れた場所にでる。そこから道は二手にわかれ、左側は駐在所の門にいたり、右側は隣接のラクラク駐在所へ

とつながっている。 

ここは、ターフンでの送迎に関するセレモニーがおこなわれる場所だった。たとえば、玉里から視察にく

る「お偉いさん」を迎える場合は、ターフン総出でお地蔵さんの前まで出迎え、そこで客人も籠をおりて答

礼する。このように迎える行事は陽気だが、何年もともに生活した仲間が、新たな赴任地にむかう場合の見

送りは、まことに陰気だった。夫人たちはハンカチをぐしゃぐしゃにぬらしながらわかれを惜しんだ。 

啓二にとってのお地蔵さんの思い出もわかれである。喜一郎一家のなかで、唯一日本内地に残された長男

の俊夫が、啓二たちの渡台から 7 年後、はるばるターフンを訪れた。商業学校の 5 年生になっていた俊夫は、

卒業を前にした夏休みに、父親に進学の許しを得るために訪れたのだった。2 週間ほど滞在し、帰国する際、

やはり啓二と綾子はお地蔵さんまで見送った。綾子にとって、母子の縁が薄かった俊夫に対する不憫な思い

から、わかれはとてもつらいものであった。結局俊夫は進学をあきらめ、帰国後に海軍を志願し、まもなく

戦地へむかった。そして、このお地蔵さんの前でのわかれが、生涯のわかれとなった。俊夫の死は、啓二た

ちの帰国後、1943 年 7 月にサイパンで戦死という公報によって伝えられた。 
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写真 5 ターフンでみられる殉難碑 

出所：啓二のアルバム 

 

3.5.5. 警察官の妻、綾子の苦労 

  

ことばも生活も、日本とまったく異なる外国に来たが、綾子には不安を感じるひまさえなかった。喜一郎

一家は、1943 年のターフン駐在所閉鎖にともなって山をおり、玉山のふもとにある石壁駐在所、清水駐在所

へ移動した。駐在所の近くには、理蕃政策で山からおろされた原住民たちが、平地の生活に慣れるために蕃

社でくらしていた。警察官の妻には、かれらに料理や洗濯、お裁縫、お茶やお花にいたるまで、家事全般を

教える使命があった。毎朝 2、3 人の原住民がやってくるので、食事をとらせ、生活業務をともにおこなった。

ときには、助産婦の資格をもたなかったが、出産に立ちあうことや、けが人の世話をしたりするなど、小さ

な集落のなかでは、ありとあらゆる仕事をひきうけることとなった。 

 技術警察官であった喜一郎は、台湾各地の土木の仕事を請け負うために、1 ヶ月以上家をあけることがあ

った。4 男の喜夫を出産した 3 日後、ターフンに台風が直撃したときも、家には綾子のほかに、こども 4 人

だけであった。小学校 4 年生だった啓二と、6 歳の悟が、風で雨戸が飛ばされないように畳を窓へ押さえつ

けていて、綾子は畳を 4、5 枚つんだ上で、幼い赤ん坊をかかえていた。 

 

 

写真 6 稲垣一家 

左後ろから、喜一郎、綾子、啓二、左前は悟、和子 

出所：啓二のアルバム 

 

 

 4 台東中学時代 
 

 中学時代に出会った同級生とのつながりが、その後の啓二の人生に大きな影響をあたえている。記述に立

体感をもたせるために、親友である今村寛さん、大野佑亮さん、林茂生さんの話を織りまぜながら展開した

い。 

 今村さんは、台湾の製糖会社に勤めていた父親の都合で台湾にうまれ、台東で育った。大野さんも台湾う

まれだが、（平地）警察官だった父親の転勤にともない台湾内を転々とし、台北の幼稚園から台東の小学校に

入学後、途中転校して一時台東をはなれたのちに、台東中学校に入学した。林茂生さんも製糖会社に勤めて

いた父親を持ち、台東幼稚園、台東小学校卒業後、台東中学校へ進んだ。日本の敗戦によって、日本から中

華民国に国籍が変わった。 

 

 4.1 台東のくらし 

 

 啓二は 1942 年、14 歳で台東中学校に入学した。花蓮地区に属するターフンからは、花蓮中学校へ入学す

るのが一般的だが、啓二の親戚が台東にいたのでそこに下宿し、台東中学校へ通うこととなった。ターフン

から玉里までの山あり谷ありの 15 里6を 2 日がかりで歩き、玉里から台東まで汽車で 1 日かかるので、下宿

はやむをえなかった。同級生の過半数が台東県内からで、一部が高雄などからきていた。町育ちの級友たち

                                                                 
6 約 60 キロメートル（1 里約 4 キロメートルで計算）。 
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からは、不便な山奥から出てきたことを珍しがられ、山猿というあだ名をつけられた。林さんは、4 月 4 日

の入学式で、堀田校長が啓二の名前をだしたことを覚えている。山地警察官の父親を持ち、台東から遠く離

れたターフンが出身だと紹介されたので、そんな山奥に人が住んでいるのかと驚いたという。 

台湾の南東部に位置する台東県は、東側の経済、交通の中心地ではあったが、台湾西部にくらべると開発

が遅れ、人口 9 万人7ほどの地方都市という雰囲気だった。しかし、ターフンとは違う環境や生活様式は、啓

二にとってとても刺激的だった。石油ランプしか知らなかったので、電灯の明るさはとてもまぶしく感じ、

ターフンではみられなかったさまざまな店からは、金さえ出せばなんでも買えるという便利さを痛感した。 

今村さんは製糖会社の社宅を増築した一軒家に住み、こども用自転車を 3 台所持していただけでなく、当

時ではとても高価な電話があり、うわさを聞きつけた近所の人がよく見にきたという。大野さんは警察官舎

に住み、小学生のころは 8 畳、6 畳、4 畳半に風呂がついた程度の簡素な住まいだったが、父親の昇格にとも

ない役付けの家をうつり、最終的に一軒家になった。林さんの家にも外国製の輸入自転車、日本製の高級自

転車があり、こども用自転車もひとり一台ずつあった。父親が製糖会社の社員だったことから砂糖の特別な

支給があり、配給が少なくなってからは、その砂糖をほかの食糧と物々交換することで、食料不足を感じる

ことはほとんどなかった。衣食住に困らなかっただけでなく、かれらの家には洗濯や薪割りなどの家事手伝

いを雇う余裕もあり、仕事によって 2、3 人のお手伝いが出入りしていた。 

しかし、みなが裕富な生活を送ることができたわけではなく、日本人の間にもブルーカラーとホワイトカ

ラーにみられる経済格差があり、給料が 300 円ちかく違うこともあった。1947 年ごろ啓二が入社した日産化

学の給料が月 300 円前後で、配給だった 10 本いりのたばこ 1 ケースが 7 円だったことを考えると、金額の差

がおおきいことがわかる。学校では、弁当の時間になると、おかずの多い食料品店の息子などがうらやまし

がられ、質素な弁当の場合、ふたで中身を隠して食べていた。今村さんの弁当はおかずが多く、お手伝いが

学校まで届けにくると、まわりの同級生たちがのぞきにきた。 

元来原住民の移住地があったことから、台東には多くの高山族8がいた。蕃童教育所や蕃社などがみられた

ターフンとは状況がことなり、高山族、本島人、内地人が入り混じって生活していた。幼いときから台東で

育った今村さんと大野さんは、見た目や雰囲気で民族を識別することができたが、みなおなじ日本人だとい

う教育を受けてきたので、啓二の使う「蕃人」ということばに抵抗があった。 

 

4.2 教育制度 

 

 戦時体制下の台湾では、「皇国精神の徹底をはかり、普通教育を振興し、言語風俗を匡励して忠良なる帝国

臣民の素地を培養」することを目的とした、同化政策がとられ、新聞の漢字欄の廃止、日本語の使用の推進、

寺や廟の偶像撤廃、神社参拝の強制、台湾の慣習による儀式の禁止などが実施された［伊藤 1993］。 

1896 年、台湾総督府は台北に「国語学校」を設立し、台湾各地にも「国語伝習所」を開設した。国語学校

は教員養成の「師範部」と、中等教育をほどこす「国語部」の 2 部に分かれ、各地の国語伝習所は 1898 年か

                                                                 
7 1941 年の総督府による台湾常住戸口統計では、総人口 93138 人。 
8 日本統治下の台湾では、日本人を内地人、（山地）原住民を高砂族、それ以外を本島人と大別されていた。 

ら、台湾人児童の初等教育機関としての公学校となった。これらの学校は政策的に日本本土の教育体系とは

ことなり、在台湾の日本人児童は、本土同様の小学校に就学した。例外的に総督府から許可を得た本島人に

かぎっては、日本人とともに小学校へ通った。日本語常用家庭であること、日本式の屋敷に住み、日本式の

生活をしていること、家に神棚があり、天照大神を祀っていること、という規定を台東県の教育委員から認

められると、許可証である木の表札と、幅 30 センチメートルほどの水晶の置時計が記念品としておくられた。

林さんは、祖父が台東の警務課、父が製糖会社9に勤めていたことからこの条件を満たし、4 名の本島人学生

とともに、台東小学校 56 名のクラスへ入学した。 

中学校や師範学校に入学するには受検が必要だったが、台南師範の競争率は、本島人が 40 人に 1 人、内

地人が 2 人、もしくは 3 人に 1 人ほどの割合で、本島人にとっては難関だった［柯 1992］。啓二たちの学年

も、受験者およそ 300 人から合格者は 60 人という高倍率で、不合格者は就職するか、小学校から高等科に進

学、また浪人する場合もあった。 

 

 

写真 7 林一家 

林茂生さん（左）が、家族とともに正月に撮った写真。うしろに門松がみえる。 

出所：林さんのアルバム 

 

 4.3 台東庁立台東中学校 

 

台東庁立台東中学校は、日本が敗戦する 4 年前の 1941 年 4 月 1 日に創立された。台東女学校の開校から 1

年後のことであったが、それまで台東には中学校はなかった。1943 年までは、台東小学校の仮校舎で授業が

おこなわれた。戦争の激化にともない通常授業より軍事訓練が多く、啓二たち 2 期生は 4 年生の 1 月に仮卒

                                                                 
9 総督府は 1902 年に「台湾糖業奨励規則」を布告し、土地調査で無主とされた官有地を無償で日本企業に譲

渡し、サトウキビ苗費、肥料費、灌漑水利費、開墾費、機械器具費には奨励金、砂糖の製造に補助金を提供

するなど優遇措置をとった。製糖技術と設備の近代化で、砂糖の品質と生産高による税収の増加だけでなく、

日本の砂糖消費は安い台湾産でまかなわれ、輸入に必要な外貨の節約にも貢献した［伊藤 1993］。 
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の入学式で、堀田校長が啓二の名前をだしたことを覚えている。山地警察官の父親を持ち、台東から遠く離

れたターフンが出身だと紹介されたので、そんな山奥に人が住んでいるのかと驚いたという。 

台湾の南東部に位置する台東県は、東側の経済、交通の中心地ではあったが、台湾西部にくらべると開発

が遅れ、人口 9 万人7ほどの地方都市という雰囲気だった。しかし、ターフンとは違う環境や生活様式は、啓

二にとってとても刺激的だった。石油ランプしか知らなかったので、電灯の明るさはとてもまぶしく感じ、

ターフンではみられなかったさまざまな店からは、金さえ出せばなんでも買えるという便利さを痛感した。 

今村さんは製糖会社の社宅を増築した一軒家に住み、こども用自転車を 3 台所持していただけでなく、当

時ではとても高価な電話があり、うわさを聞きつけた近所の人がよく見にきたという。大野さんは警察官舎

に住み、小学生のころは 8 畳、6 畳、4 畳半に風呂がついた程度の簡素な住まいだったが、父親の昇格にとも

ない役付けの家をうつり、最終的に一軒家になった。林さんの家にも外国製の輸入自転車、日本製の高級自

転車があり、こども用自転車もひとり一台ずつあった。父親が製糖会社の社員だったことから砂糖の特別な

支給があり、配給が少なくなってからは、その砂糖をほかの食糧と物々交換することで、食料不足を感じる

ことはほとんどなかった。衣食住に困らなかっただけでなく、かれらの家には洗濯や薪割りなどの家事手伝

いを雇う余裕もあり、仕事によって 2、3 人のお手伝いが出入りしていた。 

しかし、みなが裕富な生活を送ることができたわけではなく、日本人の間にもブルーカラーとホワイトカ

ラーにみられる経済格差があり、給料が 300 円ちかく違うこともあった。1947 年ごろ啓二が入社した日産化

学の給料が月 300 円前後で、配給だった 10 本いりのたばこ 1 ケースが 7 円だったことを考えると、金額の差

がおおきいことがわかる。学校では、弁当の時間になると、おかずの多い食料品店の息子などがうらやまし

がられ、質素な弁当の場合、ふたで中身を隠して食べていた。今村さんの弁当はおかずが多く、お手伝いが

学校まで届けにくると、まわりの同級生たちがのぞきにきた。 

元来原住民の移住地があったことから、台東には多くの高山族8がいた。蕃童教育所や蕃社などがみられた

ターフンとは状況がことなり、高山族、本島人、内地人が入り混じって生活していた。幼いときから台東で

育った今村さんと大野さんは、見た目や雰囲気で民族を識別することができたが、みなおなじ日本人だとい

う教育を受けてきたので、啓二の使う「蕃人」ということばに抵抗があった。 

 

4.2 教育制度 

 

 戦時体制下の台湾では、「皇国精神の徹底をはかり、普通教育を振興し、言語風俗を匡励して忠良なる帝国

臣民の素地を培養」することを目的とした、同化政策がとられ、新聞の漢字欄の廃止、日本語の使用の推進、

寺や廟の偶像撤廃、神社参拝の強制、台湾の慣習による儀式の禁止などが実施された［伊藤 1993］。 

1896 年、台湾総督府は台北に「国語学校」を設立し、台湾各地にも「国語伝習所」を開設した。国語学校

は教員養成の「師範部」と、中等教育をほどこす「国語部」の 2 部に分かれ、各地の国語伝習所は 1898 年か

                                                                 
7 1941 年の総督府による台湾常住戸口統計では、総人口 93138 人。 
8 日本統治下の台湾では、日本人を内地人、（山地）原住民を高砂族、それ以外を本島人と大別されていた。 

ら、台湾人児童の初等教育機関としての公学校となった。これらの学校は政策的に日本本土の教育体系とは

ことなり、在台湾の日本人児童は、本土同様の小学校に就学した。例外的に総督府から許可を得た本島人に

かぎっては、日本人とともに小学校へ通った。日本語常用家庭であること、日本式の屋敷に住み、日本式の

生活をしていること、家に神棚があり、天照大神を祀っていること、という規定を台東県の教育委員から認

められると、許可証である木の表札と、幅 30 センチメートルほどの水晶の置時計が記念品としておくられた。

林さんは、祖父が台東の警務課、父が製糖会社9に勤めていたことからこの条件を満たし、4 名の本島人学生

とともに、台東小学校 56 名のクラスへ入学した。 

中学校や師範学校に入学するには受検が必要だったが、台南師範の競争率は、本島人が 40 人に 1 人、内

地人が 2 人、もしくは 3 人に 1 人ほどの割合で、本島人にとっては難関だった［柯 1992］。啓二たちの学年

も、受験者およそ 300 人から合格者は 60 人という高倍率で、不合格者は就職するか、小学校から高等科に進

学、また浪人する場合もあった。 

 

 

写真 7 林一家 

林茂生さん（左）が、家族とともに正月に撮った写真。うしろに門松がみえる。 

出所：林さんのアルバム 

 

 4.3 台東庁立台東中学校 

 

台東庁立台東中学校は、日本が敗戦する 4 年前の 1941 年 4 月 1 日に創立された。台東女学校の開校から 1

年後のことであったが、それまで台東には中学校はなかった。1943 年までは、台東小学校の仮校舎で授業が

おこなわれた。戦争の激化にともない通常授業より軍事訓練が多く、啓二たち 2 期生は 4 年生の 1 月に仮卒

                                                                 
9 総督府は 1902 年に「台湾糖業奨励規則」を布告し、土地調査で無主とされた官有地を無償で日本企業に譲

渡し、サトウキビ苗費、肥料費、灌漑水利費、開墾費、機械器具費には奨励金、砂糖の製造に補助金を提供

するなど優遇措置をとった。製糖技術と設備の近代化で、砂糖の品質と生産高による税収の増加だけでなく、

日本の砂糖消費は安い台湾産でまかなわれ、輸入に必要な外貨の節約にも貢献した［伊藤 1993］。 

13

山田　わすれられた時代



業証書を受けとった。終戦後、4 年制だった台東庁立台東中学校は 3 年制の省立台東中学校に改正された。

1996 年に 55 周年をむかえ、卒業生によって記念式典がおこなわれたが、ここでの卒業生は、改正以前に入

学した 230 人、1 期生 40 人（本島人 12 人、日本人 28 人）、2 期生 56 人（本島人 18 人、高山族 1 人、日本人

37 人）、3 期生 59 人（本島人 22 人、高山族 3 人、日本人 34 人）、4 期生 75 人（本島人 31 人、高山族 2 人、

日本人 42 人）である。式典当時、在学生数はおよそ 1300 人、31 学級あり、創立時の 1 期生が 40 名だった

ころから、各段に規模が大きくなった。 

 

 

写真 8 1996 年撮影の台東中学校 

出所：啓二のアルバム 

 

 4.4 戦時中の青春時代 

 

 4.4.1 不良少年 

  

啓二にとっての中学時代の思い出は、友達と過ごしたことよりも、しかられたことが先行している。数々

の校則違反によって、ういた存在であった啓二には、同級生も寄りつかなかった。とくに体の小さかった今

村さんには、目があうとちょっかいをかけ、下級生に対しては、言いがかりをつけて毎晩呼び出し、制裁と

いう名の暴力を加えていた。ほとんどの同級生が小学校からのつきあいのなかで、転校生のような状態だっ

たことや、田舎から出てきたので馬鹿にされないように強がっていたこともあり、友人間でも学生時代の啓

二には良い印象がない。 

素行の悪さが原因で、台東の親戚の家からは追い出され、学校の寄宿舎生となっていたが、校則違反で停

学処分をうけた啓二は、ふるさとであるターフンへ帰郷することとなった。3 日を要してやっとの思いで帰

宅すると、喜一郎に家の敷居をまたぐことを許されず、1 週間ほど物置小屋で過ごすことをしいられた。綾

子の説得により、なんとか家族と食事をとることを許されたが、外に出ることは禁止された。帰省して半月

ほどたったころ、校長に謝罪するために、父にともなわれて台東に向かった。しかし官舎のすぐ近くまでく

ると、なにを思ったのか喜一郎は突然海岸に啓二を連れて行き、手をしっかりと握りしめ、入水自殺をはか

ろうとした。必死の抵抗でなんとか思いとどまらせたが、喜一郎の涙をはじめてみた啓二は、厳しい父の気

持をここまで傷つけたのかと、愕然とする思いだった。 

 

 4.4.2 空気銃 

 

今村さんと林さんは中学時代から仲がよく、空気の圧力で鉛の玉をとばす空気銃をつかい、台東神社があ

った鯉魚山の小鳥をうって遊んでいた。しかし 2 年生になったころには、戦時中で鉛や鉄がなくなり、弾を

確保することがむずかしくなってきた。そこで、鯉魚山の北の猫山というところで、守備隊による射撃訓練

がおこなわれていることを知っていたので、訓練がない日曜日に出かけて行き、一面に突き刺さった弾を小

手で掘り返して集めた。集めた弾は、空き缶に入れて火であぶると鉛が溶けるので、空気銃の弾の型に彫っ

た板に流しこみ、かたちを変形させてつかった。この作業が日課になっていたので、毎週猫山にかよってい

たが、あるとき臨時訓練がおこなわれていたらしく、死に物狂いで逃げだしたこともあった。 

 

4.4.3 軍事訓練と学徒兵 

 

2 年生から軍事訓練という科目がはじまり、ほぼ毎日午後に 1、2 時間、銃器の手入れや使い方を教えられ

た。軍事訓練を担当していた軍人はとても厳格で、匍匐前進では頭が高いとサーベルで殴られ、射撃の構え

方が悪いと土をかけられたこともあり、思い返すと非人道的なことばかりだったという。そのひとつに、夜

行行軍という行事があり、夜 9 時から往復 6 時間くらいかけて、中学校から大南社までの 12 キロメートルを

全武装で行進した。重たい銃器や剣、水筒をぶらさげて、静かに行動しなければならなかった。声を出して

はならないことはもちろん、持ち物が触れ合って音をたてることも許されず、緊張をともなう訓練だった。

軍から少佐が准士官として視察にきて、学校ごとに成績をつけられた。 

戦局の悪化と著しい兵員の消耗にともない、台湾にも徴兵制が施行されることとなった。台東中学校でも

1943 年 4 月から、1、2 年生は鹿野という開拓村に疎開し、集団生活を送ることとなり、3、4 年生は学徒兵

として利家村に駐屯し、山の中の野砲隊に徴兵され、陣地構築などの肉体労働をさせられた。海岸の戦車壕、

飛行場の掩体壕造りや整地など、動員作業と授業が交互におこなわれた。毎朝飯盒に、味噌汁、ごはん、漬

物と魚一切れという質素な 1 日分の食事が支給されたが、育ち盛りの学生たちにとってはあまりにも少なく、

みな朝食だけですべて食べきってしまい、空の飯盒をぶらさげて労働へむかった。軍隊式の生活下では上級

生がはばをきかし、下級生に雑用をさせるだけでなく、啓二などは理不尽な制裁を日夜くりかえした。多く

の学生にとってはつらい生活だったが、最上級生なので威張ることができ、停学処分などで授業にまったく

ついていけなかった啓二には、肉体労働をしているほうがまだましだった。 

 

4.4.4 空襲 
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業証書を受けとった。終戦後、4 年制だった台東庁立台東中学校は 3 年制の省立台東中学校に改正された。

1996 年に 55 周年をむかえ、卒業生によって記念式典がおこなわれたが、ここでの卒業生は、改正以前に入

学した 230 人、1 期生 40 人（本島人 12 人、日本人 28 人）、2 期生 56 人（本島人 18 人、高山族 1 人、日本人

37 人）、3 期生 59 人（本島人 22 人、高山族 3 人、日本人 34 人）、4 期生 75 人（本島人 31 人、高山族 2 人、

日本人 42 人）である。式典当時、在学生数はおよそ 1300 人、31 学級あり、創立時の 1 期生が 40 名だった

ころから、各段に規模が大きくなった。 

 

 

写真 8 1996 年撮影の台東中学校 

出所：啓二のアルバム 

 

 4.4 戦時中の青春時代 

 

 4.4.1 不良少年 

  

啓二にとっての中学時代の思い出は、友達と過ごしたことよりも、しかられたことが先行している。数々

の校則違反によって、ういた存在であった啓二には、同級生も寄りつかなかった。とくに体の小さかった今

村さんには、目があうとちょっかいをかけ、下級生に対しては、言いがかりをつけて毎晩呼び出し、制裁と

いう名の暴力を加えていた。ほとんどの同級生が小学校からのつきあいのなかで、転校生のような状態だっ

たことや、田舎から出てきたので馬鹿にされないように強がっていたこともあり、友人間でも学生時代の啓

二には良い印象がない。 

素行の悪さが原因で、台東の親戚の家からは追い出され、学校の寄宿舎生となっていたが、校則違反で停

学処分をうけた啓二は、ふるさとであるターフンへ帰郷することとなった。3 日を要してやっとの思いで帰

宅すると、喜一郎に家の敷居をまたぐことを許されず、1 週間ほど物置小屋で過ごすことをしいられた。綾

子の説得により、なんとか家族と食事をとることを許されたが、外に出ることは禁止された。帰省して半月

ほどたったころ、校長に謝罪するために、父にともなわれて台東に向かった。しかし官舎のすぐ近くまでく

ると、なにを思ったのか喜一郎は突然海岸に啓二を連れて行き、手をしっかりと握りしめ、入水自殺をはか

ろうとした。必死の抵抗でなんとか思いとどまらせたが、喜一郎の涙をはじめてみた啓二は、厳しい父の気

持をここまで傷つけたのかと、愕然とする思いだった。 

 

 4.4.2 空気銃 

 

今村さんと林さんは中学時代から仲がよく、空気の圧力で鉛の玉をとばす空気銃をつかい、台東神社があ

った鯉魚山の小鳥をうって遊んでいた。しかし 2 年生になったころには、戦時中で鉛や鉄がなくなり、弾を

確保することがむずかしくなってきた。そこで、鯉魚山の北の猫山というところで、守備隊による射撃訓練

がおこなわれていることを知っていたので、訓練がない日曜日に出かけて行き、一面に突き刺さった弾を小

手で掘り返して集めた。集めた弾は、空き缶に入れて火であぶると鉛が溶けるので、空気銃の弾の型に彫っ

た板に流しこみ、かたちを変形させてつかった。この作業が日課になっていたので、毎週猫山にかよってい

たが、あるとき臨時訓練がおこなわれていたらしく、死に物狂いで逃げだしたこともあった。 

 

4.4.3 軍事訓練と学徒兵 

 

2 年生から軍事訓練という科目がはじまり、ほぼ毎日午後に 1、2 時間、銃器の手入れや使い方を教えられ

た。軍事訓練を担当していた軍人はとても厳格で、匍匐前進では頭が高いとサーベルで殴られ、射撃の構え

方が悪いと土をかけられたこともあり、思い返すと非人道的なことばかりだったという。そのひとつに、夜

行行軍という行事があり、夜 9 時から往復 6 時間くらいかけて、中学校から大南社までの 12 キロメートルを

全武装で行進した。重たい銃器や剣、水筒をぶらさげて、静かに行動しなければならなかった。声を出して

はならないことはもちろん、持ち物が触れ合って音をたてることも許されず、緊張をともなう訓練だった。

軍から少佐が准士官として視察にきて、学校ごとに成績をつけられた。 

戦局の悪化と著しい兵員の消耗にともない、台湾にも徴兵制が施行されることとなった。台東中学校でも

1943 年 4 月から、1、2 年生は鹿野という開拓村に疎開し、集団生活を送ることとなり、3、4 年生は学徒兵

として利家村に駐屯し、山の中の野砲隊に徴兵され、陣地構築などの肉体労働をさせられた。海岸の戦車壕、

飛行場の掩体壕造りや整地など、動員作業と授業が交互におこなわれた。毎朝飯盒に、味噌汁、ごはん、漬

物と魚一切れという質素な 1 日分の食事が支給されたが、育ち盛りの学生たちにとってはあまりにも少なく、

みな朝食だけですべて食べきってしまい、空の飯盒をぶらさげて労働へむかった。軍隊式の生活下では上級

生がはばをきかし、下級生に雑用をさせるだけでなく、啓二などは理不尽な制裁を日夜くりかえした。多く

の学生にとってはつらい生活だったが、最上級生なので威張ることができ、停学処分などで授業にまったく

ついていけなかった啓二には、肉体労働をしているほうがまだましだった。 

 

4.4.4 空襲 
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1944 年になると空襲が多くなり、授業を中断することが多くなった。5 月ごろ、突然サイレンで空襲警報

が知らされ、たこつぼと呼ばれた 1、2 人用の防空壕に逃げた。しかし台東中学は海岸から 1 キロメートルも

離れていないので、校庭のふちに掘られたたこつぼに避難するまえに、15 機ほどの敵軍機が見えてきた。み

な逃げ場所を探し右往左往している間に、海岸に備えつけられた対空高射砲が 1 機にあたり、校舎の角のト

イレがあった位置につっこんできた。ちょうどその付近にいた林さんは、飛行機が墜落し、ひとりの操縦士

が機内で即死し、もうひとりは放り出されて横たわった状態で服が燃えているのを目撃した。林さんにとっ

てはアメリカ兵を目にしたのがはじめてのことで、このとき戦争の恐ろしさを強く意識した。 

その年の 6 月はじめごろ、台東駅に空爆があった。台東には軍事工場がなかったが、日本から花蓮港に輸

送された火薬や兵器が、深夜、内密に貨物列車で運ばれてきていた。その翌日、おそらくその情報を入手し

た米軍機が、5 機編成で貨物列車にむかって急下降しながら発砲した。なにも知らされていない住民は、な

ぜ貨物列車のみを狙うのかと不思議に思ったが、発砲直後に列車内の武器、弾薬の大爆発がおこり、大惨事

となった。駅から 1 キロメートルほどはなれた林さんの家にも、武器の破片が飛んできたほどだった。 

 10 月には、花蓮、台東沖で航空戦があった。そのころになると、以前よりアメリカのグラマン機10に日本

軍が圧倒されているのがあきらかであり、日本軍の飛行機は離陸してはすぐに落とされ、また給油がまにあ

わずに墜落してしまうことが多かった。学生のあいだでも、口には出さなかったが、日本が戦争に負けるの

ではないかという不安を感じるようになった。啓二の 1 期先輩にあたる篠田勲さんが、『かわらばん』に投稿

した当時の思い出によると、篠田さんたち 1 期生は、米軍上陸にそなえて台東庁に集合し、町を上空から見

えにくくするために煙幕を張るということで、周辺の街路樹の枝を切り、ゴミや枯葉と一緒に燃やした。夕

方帰宅すると、家にはひとけがなく、着替えと非常用の米、軍足などをいれた母の手作りの小さなリュック

サック、そして日本刀が玄関に置かれてあった。となりの家の人に、近くの山に避難したことをきき、「いよ

いよ来たるべきときがきた」と身がひきしまる思いがしたという。 

 台東に直接被害はなかったが、1945 年 5 月末の台北への空爆は大規模だった。基地、駅、兵舎や陣地など、

軍事上重要な場所がすべて爆撃され全滅した。それが台湾への最後の空爆となり、以降は偵察機がくるだけ

であった。 

 

 4.5 敗戦 

 

1945 年に日本がポツダム宣言を受諾することによって敗戦し、台湾総督府から中華民国に台湾返還がおこ

なわれた。伝達兵として台東外の軍事司令部で玉音放送を聞いた林さんは、突然将来への不安におそわれ、

絶望と虚無感でいっぱいになった。 

めまぐるしく変わっていく時勢のなかで、台東中学でも校長が日本人から中国人にかわり、日本の教育体

制がほとんど持続されるかたちで、通常授業が開始された。「国語」は日本語から、公用語となった北京語に

かわったが、台湾人たちも北京語は話せないので、その習得がいそがれ、北京語が台湾語、日本語の順に通

                                                                 
10 アメリカの航空機メーカー、グラマン社が開発した軍用機。 

訳された。 

徴兵から復学したある晩のこと、啓二はすでに卒業した上級生 2 人によび出され、公学校の校庭につれて

行かれた。そこには、20 人ほどの下級生が待っていて、かこまれて散々なぐられた。日夜好き勝手に鉄拳制

裁をくわえていた仕返しだった。このころ、台東市街のあちこちで日本人が殴られるという事件があいつい

だ。本島人ながら、日本語常用家庭として生活していた林さんは感じたことがなかったが、多くの本島人が

日本人から圧迫をうけてきたことは、現在残るさまざまな文献からもあきらかである。たとえば、今村さん、

大野さんもあとになって聞いたことだが、配給の砂糖は、内地人が白砂糖だったのに対し、本島人はざらめ

だったという。敗戦をきっかけに、日本人に対する不満が表に出てくる一方、林さんたち同窓生のなかには、

日本人をかばってくれる人もいた。 

日本人学生は引揚のため、1946 年の 1 月に仮卒業証書を受けとった。しかし、なかには引揚準備のため、

卒業証書を学校まで取りに行くことができない学生もいた。わかれの儀式はとても簡素で、日本人、台湾人

全教官と学生が向かいあってならび、日本人の元校長が新任の中国人の校長を紹介したあとに、握手をくみ

かわし解散となった。 

親戚が東京などへ留学していた林さんは、父親に、自分たちはどこへ引揚げるのかと聞いたところ、台湾

は中華民国に属し、日本人ではなくなったのだという話を聞かされた。突然、同窓生とわかれることとなり、

いそいで家まで会いにいったが、すでに引揚のために移動している友人もいた。数人には、手帳にメッセー

ジと、日本の住所を残してもらい、また再会することを約束した。林さんは、今でもこの手帳を大切にもっ

ているものの、情報が不確かだったことと、居所が定まらなかったことから、ほとんどがでたらめな連絡先

であった。 

 

 
写真 9 手帳に残されたメッセージ 

（実物のコピー） 
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 5.1 基隆港 

 

 1946 年に引揚命令がだされ、玉里に居住していた日本人は、3 月 1 日に玉里小学校に集合するよう伝えら

れた。終戦当時の在台湾の日本人は、軍人16万6000余人を含め、およそ48万8000余人であった［伊藤 1993］。

引揚に許された所持品は、ひとり現金 1000 円、砂糖 1 斤（600 グラム）11と決められていたので、喜一郎は

各収容所で、残っていた現金を日本人の兵隊に分けあたえた。少ない金額ではないため、1000 円を準備する

ことができない引揚者も多かったようだ。しかし、所持品の制限は徹底されず、日本入国時には審査がなか

ったので、出国時に中国人や台湾人からひいきをうけて、金品や写真を持ち帰ることができた人もいた。 

小学校から何台かのトラックに分乗して出発し、10 日間ほど台湾東部の収容所を転々とした。そして最終

的に、基隆港12の波止場にある 3 階建の砂糖倉庫に到着した。砂糖倉庫は、すでに台湾各地から集まった引

揚者がいっぱい詰めこまれていて、順次乗船を待つ状態だった。床はコンクリートで、そこに毛布を敷き横

になっていた。こどもたちは無邪気に遊んでいたが、おとなたちは財産をうしない、茫然自失の状態だった。

喜一郎は、倉庫の隅で、原住民からもらったお酒を少しずつ飲むことがせめてもの楽しみのようだった。 

到着してから 3 日後、突然乗船命令が出され、ともに玉里から収容されてきた団体はふたつに分けられた

が、運よく一家全員が駆逐艦「樺」に乗ることができた。喜一郎一家は、長男、俊夫の戦没者遺族だという

ことで、周囲よりも一足早い帰国であった。 

 

   

写真 10 基隆の港 右の平屋が砂糖倉庫            写真 11 基隆駅 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 5.2 駆逐艦「樺」 

 
                                                                 
11 資料によっては、ひとり現金 1000 円と途次の食糧、リュックサック 2 袋分の必需品の携帯が許されたと

あるが、台湾での財産のほとんどを残して帰国しなければならなかったことにちがいはない。 
12 花蓮港、高雄港とともに引揚に利用された。日本統治以前から、高雄とともに台湾の海の玄関として発達

し、大型の旅客船が往来する活気のあるまちだった。現在は、香港からの旅客船が 1、2 ヶ月に 1 度あるほど

で、出入国審査所も閉鎖していて旅行客はほとんどなく、おもに貿易港となっている。 

 駆逐艦「樺」には、乗組員 200 人といわれるところに、800 人が詰めこまれ、狭い船倉では船酔いで嘔吐

する人が続出し、人蒸れと嘔吐のにおいで、とても悲惨な状態だった。啓二たち若者は上甲板に避難し、日

本に着くまでの 2 日間はそこをねぐらにしていた。 

 船が沖縄付近を航行中に、乗組員のひとりが啓二たちを軍医長の部屋へ呼びにきた。部屋には、小学校 6

年の男の子の死体が寝かされていた。基隆出港の際にマラリヤを発症し、乗船を断られたが、機会をのがし

たらいつ帰国できるかわからないと母親が懇願したということだった。軍医長は、若者たちに 2 人ずつ 1 時

間交代で通夜をするよう命じた。翌日、簡単な棺桶がつくられ、坊主あがりの下士官が読経するうちに葬儀

がすすめられた。読経が終わると棺桶は海中に投じられ、船はそのまわりを、哀悼の意をあらわす長い汽笛

を鳴らしながら大きく一周した。母親は半狂乱で泣きさけび、海に飛びこもうとするのを、周囲の人が必死

にだきかかえていた。この母子は父親を戦争でなくし、遺族としての帰郷だったので、彼女にとっては主人

の形見というべき大事なひとり息子だった。啓二にとって、水葬というものを経験したのは、はじめてのこ

とだった。 

 やがて船は鹿児島13の小さな漁港に接岸し、待ち構えていた係員たちが検疫をおこない、引揚者たちは

DDT14の粉末を頭から遠慮なく吹きかけられた。入国審査がおわると、ひとり乾パン 3 袋ずつが与えられ、

臨時列車に乗せられて大阪へむかった。途中で広島駅を通過したときに、焼け野原になった広島市街を見た。

当時はまだ原爆ということばはなかったが、新型爆弾とよばれる爆弾が、広島に投下されたらしいという情

報は台湾にも伝わっていた。列車が大阪駅につくと、北陸経由の青森行きに乗り換えた。普通列車といって

もおそろしいほどの混雑状態で、通路はもちろん、網棚にまで人が乗っていた。駅に到着するごとに闇屋が

米のリュックを背負って無理やり乗りこんできて怒号が飛び交う、まさに生き地獄だった。鹿児島について

から、乾パンしか口にすることができなかった啓二たちは、闇米屋が白いおにぎりを列車内でほおばるのを、

唇をかみしめてみていた。粉雪が舞う富山駅におりたったのは、玉里を出発してから 21 日後の、3 月 21 日

の夜 8 時過ぎだった。17 歳の啓二にとっては、13 年ぶりの帰郷であった。 

 啓二から 1 週間ほどおくれて、今村さん、大野さんは 4 月 4 日に、おなじ海防艦に乗せられて鹿児島に上

陸した。両氏の父親は、仕事の都合で家族とともに引揚げることができず、とくに大野さんの父親は徴兵さ

れてインドネシアへ行かされたので、7 月ごろに帰国した。 

 

 5.3 人のなさけ 

 

 富山駅に到着したものの、1945 年 8 月 2 日の富山大空襲によって、市内も焼け野原と化していた。喜一郎

の弟、妹家族やほかの親戚も富山にいるはずだが、終戦の混乱で連絡の方法もなく、途方にくれてしまった。

                                                                 
13 1945 年に引揚者上陸指定港として、浦賀、舞鶴、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島の 7 局と、横浜（浦賀）、

仙崎（下関）、門司（博多）の 3 出張所が決定され、地方引揚援護局が置かれた。状況に合わせて廃止された

り、新しく設置されたりと変動しながら、1946 年末までには 500 万人をこえる引揚者の受け入れがピークを

迎えたが、集団による引揚は 1958 年までつづき、その後は個別におこなわれている［厚生省援護局 1978］。 
14 戦争直後の衛生状況の悪い時期に、アメリカから持ち込まれ、シラミなどの防疫対策として使用された。

有機塩素系の殺虫剤として使用されたが、日本では 1971 年に農薬登録が失効した。 
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 5.1 基隆港 

 

 1946 年に引揚命令がだされ、玉里に居住していた日本人は、3 月 1 日に玉里小学校に集合するよう伝えら

れた。終戦当時の在台湾の日本人は、軍人16万6000余人を含め、およそ48万8000余人であった［伊藤 1993］。

引揚に許された所持品は、ひとり現金 1000 円、砂糖 1 斤（600 グラム）11と決められていたので、喜一郎は

各収容所で、残っていた現金を日本人の兵隊に分けあたえた。少ない金額ではないため、1000 円を準備する

ことができない引揚者も多かったようだ。しかし、所持品の制限は徹底されず、日本入国時には審査がなか

ったので、出国時に中国人や台湾人からひいきをうけて、金品や写真を持ち帰ることができた人もいた。 

小学校から何台かのトラックに分乗して出発し、10 日間ほど台湾東部の収容所を転々とした。そして最終

的に、基隆港12の波止場にある 3 階建の砂糖倉庫に到着した。砂糖倉庫は、すでに台湾各地から集まった引

揚者がいっぱい詰めこまれていて、順次乗船を待つ状態だった。床はコンクリートで、そこに毛布を敷き横

になっていた。こどもたちは無邪気に遊んでいたが、おとなたちは財産をうしない、茫然自失の状態だった。

喜一郎は、倉庫の隅で、原住民からもらったお酒を少しずつ飲むことがせめてもの楽しみのようだった。 

到着してから 3 日後、突然乗船命令が出され、ともに玉里から収容されてきた団体はふたつに分けられた

が、運よく一家全員が駆逐艦「樺」に乗ることができた。喜一郎一家は、長男、俊夫の戦没者遺族だという

ことで、周囲よりも一足早い帰国であった。 

 

   

写真 10 基隆の港 右の平屋が砂糖倉庫            写真 11 基隆駅 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 5.2 駆逐艦「樺」 

 
                                                                 
11 資料によっては、ひとり現金 1000 円と途次の食糧、リュックサック 2 袋分の必需品の携帯が許されたと

あるが、台湾での財産のほとんどを残して帰国しなければならなかったことにちがいはない。 
12 花蓮港、高雄港とともに引揚に利用された。日本統治以前から、高雄とともに台湾の海の玄関として発達

し、大型の旅客船が往来する活気のあるまちだった。現在は、香港からの旅客船が 1、2 ヶ月に 1 度あるほど

で、出入国審査所も閉鎖していて旅行客はほとんどなく、おもに貿易港となっている。 

 駆逐艦「樺」には、乗組員 200 人といわれるところに、800 人が詰めこまれ、狭い船倉では船酔いで嘔吐

する人が続出し、人蒸れと嘔吐のにおいで、とても悲惨な状態だった。啓二たち若者は上甲板に避難し、日

本に着くまでの 2 日間はそこをねぐらにしていた。 

 船が沖縄付近を航行中に、乗組員のひとりが啓二たちを軍医長の部屋へ呼びにきた。部屋には、小学校 6

年の男の子の死体が寝かされていた。基隆出港の際にマラリヤを発症し、乗船を断られたが、機会をのがし

たらいつ帰国できるかわからないと母親が懇願したということだった。軍医長は、若者たちに 2 人ずつ 1 時

間交代で通夜をするよう命じた。翌日、簡単な棺桶がつくられ、坊主あがりの下士官が読経するうちに葬儀

がすすめられた。読経が終わると棺桶は海中に投じられ、船はそのまわりを、哀悼の意をあらわす長い汽笛

を鳴らしながら大きく一周した。母親は半狂乱で泣きさけび、海に飛びこもうとするのを、周囲の人が必死

にだきかかえていた。この母子は父親を戦争でなくし、遺族としての帰郷だったので、彼女にとっては主人

の形見というべき大事なひとり息子だった。啓二にとって、水葬というものを経験したのは、はじめてのこ

とだった。 

 やがて船は鹿児島13の小さな漁港に接岸し、待ち構えていた係員たちが検疫をおこない、引揚者たちは

DDT14の粉末を頭から遠慮なく吹きかけられた。入国審査がおわると、ひとり乾パン 3 袋ずつが与えられ、

臨時列車に乗せられて大阪へむかった。途中で広島駅を通過したときに、焼け野原になった広島市街を見た。

当時はまだ原爆ということばはなかったが、新型爆弾とよばれる爆弾が、広島に投下されたらしいという情

報は台湾にも伝わっていた。列車が大阪駅につくと、北陸経由の青森行きに乗り換えた。普通列車といって

もおそろしいほどの混雑状態で、通路はもちろん、網棚にまで人が乗っていた。駅に到着するごとに闇屋が

米のリュックを背負って無理やり乗りこんできて怒号が飛び交う、まさに生き地獄だった。鹿児島について

から、乾パンしか口にすることができなかった啓二たちは、闇米屋が白いおにぎりを列車内でほおばるのを、

唇をかみしめてみていた。粉雪が舞う富山駅におりたったのは、玉里を出発してから 21 日後の、3 月 21 日

の夜 8 時過ぎだった。17 歳の啓二にとっては、13 年ぶりの帰郷であった。 

 啓二から 1 週間ほどおくれて、今村さん、大野さんは 4 月 4 日に、おなじ海防艦に乗せられて鹿児島に上

陸した。両氏の父親は、仕事の都合で家族とともに引揚げることができず、とくに大野さんの父親は徴兵さ

れてインドネシアへ行かされたので、7 月ごろに帰国した。 

 

 5.3 人のなさけ 

 

 富山駅に到着したものの、1945 年 8 月 2 日の富山大空襲によって、市内も焼け野原と化していた。喜一郎

の弟、妹家族やほかの親戚も富山にいるはずだが、終戦の混乱で連絡の方法もなく、途方にくれてしまった。

                                                                 
13 1945 年に引揚者上陸指定港として、浦賀、舞鶴、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島の 7 局と、横浜（浦賀）、

仙崎（下関）、門司（博多）の 3 出張所が決定され、地方引揚援護局が置かれた。状況に合わせて廃止された

り、新しく設置されたりと変動しながら、1946 年末までには 500 万人をこえる引揚者の受け入れがピークを

迎えたが、集団による引揚は 1958 年までつづき、その後は個別におこなわれている［厚生省援護局 1978］。 
14 戦争直後の衛生状況の悪い時期に、アメリカから持ち込まれ、シラミなどの防疫対策として使用された。

有機塩素系の殺虫剤として使用されたが、日本では 1971 年に農薬登録が失効した。 
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とりあえずは一晩を越さなければならないので、一家 8 人は富山ホテルへと向かった。引揚者だという事情

をはなし、多少の金があるので、廊下の隅にでも置いてくれないかと必死に説明したが、満室だとことわら

れてしまった。1947 年のはじめごろは、まだ政府も引揚者援護の体制15が整っておらず、相談するあてもな

かった。「ご苦労さまでした」などという看板が駅前に建ったのは、かなりあとのことだった。 

 しかたなくまた駅の待合室に戻ると、汽車を待っている人だけでなく、焼け出された浮浪者たちが石炭ス

トーブを囲んでいた。最終列車が出たあと、駅員が待合室の掃除と閉鎖にやってきて、まわりの人たちがこ

そこそと外の暗闇に消えていった。駅員は服装のちがう啓二たちに気づき、事情をきくと、助役を連れてき

た。助役は「ごくろうさんです」といいながら、機関士たちが仮眠する、2 段ベッドがおかれた機関庫に案

内してくれた。機関庫の人たちは、夜食用に持ってきた米を炊いて食べさせてくれた。空腹に苦しんでいた

啓二は、善意のありがたさに涙がこぼれた。 

 どうにか今夜のねぐらだけは保障されたことを確認した喜一郎は、明日からの落ち着き先を確保するため

に、ふたたび深夜のまちへと出ていった。15 年以上富山をはなれていたために浦島太郎のような状態で、昔

の記憶をたどるしかなかったが、親戚の家はどこも焼け跡になっており悲嘆にくれた。駅へともどる途中、

富山城の外堀あたりまできて、このあたりに大工見習いをしていたころの親方の家があったことを思い出し

た。当時から 40 年が経過していたが、バラック建ての家から電灯の光がもれていた。深夜の訪問だったが、

玄関にあらわれた親方の息子は喜一郎のことを覚えていて、さらに親戚の消息も知っていた。そして翌日、

早朝にもかかわらず喜一郎の家族 8 人をむかえて、あたたかいみそ汁とごはんをふるまってくれた。 

 

 

 6 ゼロからの出発 
 

 6.1 喜一郎のきょうだいの消息 

 

喜一郎は長男で、男 3 人、女 1 人の 4 人きょうだいだった。すぐ下の弟の宗治は、東京の空襲で焼け出さ

れ、一家で郷里の富山に疎開してきたが、不運にもその富山の空襲で焼死し、こども 2 人だけが残された。

終戦後、この 2 人は埼玉県の祖母の家に引き取られていった。 

富山にいた 3 番目の弟の三郎は、百貨店の副支配人をしていたが、終戦近くに海軍に徴兵されて留守だっ

た。この家族も富山の空襲で家も家族もうしない、たまたま叔母の家へ遊びにいっていたこども 2 人が命拾

いし、戦後復員してきた三郎と、3 人だけが残った。 

妹の菊枝は 5 人家族で、旦那が鉄道員だったので、8 畳、6 畳、4 畳半の官舎にくらしていた。そこに、喜

一郎の家族 8 人と、三郎の家族 3 人が転がりこんだのである。窮屈なのはもちろん、菊枝はそれだけの人数

                                                                 
15 1945 年、敗戦後すぐに厚生省が引揚援助の責任官庁と決定され、660 余万人にのぼる海外移住者の受け入

れと、130 余万人の在日外国人の送還業務が緊急におこなわれた。1955 年に入って国内経済の成長に伴い社

会保障制度の基盤整備が進むなかで、1957 年には引揚者を対象に、生活援護を目的として引揚者給付金等支

給法が制定された。さらに、1967 年には、引揚者が海外で築いた財産や生活基盤を失った事実に着目し、特

別交付金の支給にかんする法律（総理府所管）が公布された［厚生省援護局 1978］。 

を食べさせるため、米の調達に苦労した。官舎のあった笹津という土地は周囲に農家が多かったので、衣類

との物々交換で食糧を得ていたようだが、そのために嫁入り当時の衣類をすべて放出してしまったというは

なしである。鉄道員の旦那は、食事はともにとったが、夜になると機関庫にもどり、そこで休息をとるしか

なかった。 

戦争による生産設備の破壊、経営者の休業と原材料の闇値での横流し、失業者の増大、物価とくに食料な

どの生活必需物資の暴騰があり、敗戦後の食糧事情はきわめて悪かった。1945 年 12 月、10 キログラムあた

り 6 円であった配給米価は、47 年 11 月には 149 円、翌年 7 月には 266 円、そして 49 年 4 月には 405 円へと

急上昇し、すさまじいインフレが国民の生活をおびやかしていた。戦前からの統制経済のため公正価格が低

くおさえられた結果、多くの物資が闇市場16にながれ、高い価格で人びとが必要物資を買わねばならなかっ

た。国民は闇市場で購入するのみならず、自給をおこない、さらに足りなければ地方、農村に食料を求めて

買出しにいかねばならなかった。このため、貨幣のみならず手持ちの衣料そのほかの物々交換がなされた［金

原・竹前 1989］。 

 

6.2 180 度かわった生活 

 

啓二たちにとって、帰国後の生活は、それまでの台湾のくらしから、一気に地獄につきおとされたように

感じた。台湾では、山奥で不便なことももちろんあったが、食料不足に困ることなどなく、重労働は原住民

にまかせるなどして、自分たちは裕福な生活をおくることができた。台東中学の寄宿舎で、世話人のおばさ

んが、薪が足りないとこぼすのを聞いた啓二は、ターフンに帰郷したとき喜一郎にはなし、原住民をつかっ

て木を切らせ、貨物列車一両分をいっぱいにして学校におくったことがある。また、台湾に永住するつもり

だった喜一郎は、いつか富山の親戚を台湾によぶために、果樹園の広い土地を買っていたが、その計画も敗

戦とともにむだになってしまった。今村さんは、食べたことがなかった麦飯を鹿児島で配給され、口にあわ

ないので捨てたところ、子連れの女が競いあって拾うのをみて、日本人にも乞食がいるのだと衝撃をうけた。

台湾にうまれ、はじめて来日した今村さんや大野さん、10 年以上を台湾で過ごした啓二にとって、それまで

のくらしと引揚後には、天と地ほどのちがいがあった。 

そのころ、引揚者だけでなく、国民みなが生活に困窮していた。1938 年に公布された国家総動員法がきっ

かけとなり、燃料、衣類、食糧品など、あらゆる生活必需品が配給制となっていった。配給制度が実施され

ると、規制対象物資を買うためには金銭だけでなく、配給切符や購入通帳、許可証などを提示することが求

められた。1939 年以降、木炭・マッチ・コメ・砂糖・味噌・醤油などの製造配給統制がはじまり、1940 年 6

月からは大都市を皮切りに、マッチと砂糖の切符制による配給が実施され、つづいて味噌・醤油・木炭など

の生活必需物資が切符制となった。開戦の年の 1941 年 4 月、コメの通帳割当制が実施され、都市部では 1
                                                                 
16 終戦直後の日本では、兵役からの復員や外地からの引揚などで都市人口が増加したが、政府の統制物資が

ほぼ底をつき、物価統制令下での配給制度が麻痺状態におちいっていた。工場や作業場などにまだ残ってい

た製品が持ちだされ、各家からは中古の日用品、農家から野菜や穀物などの食糧がさまざまな人によって持

ちこまれた市場が成立した。闇市は非合法に設けられた独特の市場経済原理で取引をおこなう市場で、統制

価格の数十倍の値段で物品や食糧が取引された［金原・竹原 1989］。 
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とりあえずは一晩を越さなければならないので、一家 8 人は富山ホテルへと向かった。引揚者だという事情

をはなし、多少の金があるので、廊下の隅にでも置いてくれないかと必死に説明したが、満室だとことわら

れてしまった。1947 年のはじめごろは、まだ政府も引揚者援護の体制15が整っておらず、相談するあてもな

かった。「ご苦労さまでした」などという看板が駅前に建ったのは、かなりあとのことだった。 

 しかたなくまた駅の待合室に戻ると、汽車を待っている人だけでなく、焼け出された浮浪者たちが石炭ス

トーブを囲んでいた。最終列車が出たあと、駅員が待合室の掃除と閉鎖にやってきて、まわりの人たちがこ

そこそと外の暗闇に消えていった。駅員は服装のちがう啓二たちに気づき、事情をきくと、助役を連れてき

た。助役は「ごくろうさんです」といいながら、機関士たちが仮眠する、2 段ベッドがおかれた機関庫に案

内してくれた。機関庫の人たちは、夜食用に持ってきた米を炊いて食べさせてくれた。空腹に苦しんでいた

啓二は、善意のありがたさに涙がこぼれた。 

 どうにか今夜のねぐらだけは保障されたことを確認した喜一郎は、明日からの落ち着き先を確保するため

に、ふたたび深夜のまちへと出ていった。15 年以上富山をはなれていたために浦島太郎のような状態で、昔

の記憶をたどるしかなかったが、親戚の家はどこも焼け跡になっており悲嘆にくれた。駅へともどる途中、

富山城の外堀あたりまできて、このあたりに大工見習いをしていたころの親方の家があったことを思い出し

た。当時から 40 年が経過していたが、バラック建ての家から電灯の光がもれていた。深夜の訪問だったが、

玄関にあらわれた親方の息子は喜一郎のことを覚えていて、さらに親戚の消息も知っていた。そして翌日、

早朝にもかかわらず喜一郎の家族 8 人をむかえて、あたたかいみそ汁とごはんをふるまってくれた。 

 

 

 6 ゼロからの出発 
 

 6.1 喜一郎のきょうだいの消息 

 

喜一郎は長男で、男 3 人、女 1 人の 4 人きょうだいだった。すぐ下の弟の宗治は、東京の空襲で焼け出さ

れ、一家で郷里の富山に疎開してきたが、不運にもその富山の空襲で焼死し、こども 2 人だけが残された。

終戦後、この 2 人は埼玉県の祖母の家に引き取られていった。 

富山にいた 3 番目の弟の三郎は、百貨店の副支配人をしていたが、終戦近くに海軍に徴兵されて留守だっ

た。この家族も富山の空襲で家も家族もうしない、たまたま叔母の家へ遊びにいっていたこども 2 人が命拾

いし、戦後復員してきた三郎と、3 人だけが残った。 

妹の菊枝は 5 人家族で、旦那が鉄道員だったので、8 畳、6 畳、4 畳半の官舎にくらしていた。そこに、喜

一郎の家族 8 人と、三郎の家族 3 人が転がりこんだのである。窮屈なのはもちろん、菊枝はそれだけの人数

                                                                 
15 1945 年、敗戦後すぐに厚生省が引揚援助の責任官庁と決定され、660 余万人にのぼる海外移住者の受け入

れと、130 余万人の在日外国人の送還業務が緊急におこなわれた。1955 年に入って国内経済の成長に伴い社

会保障制度の基盤整備が進むなかで、1957 年には引揚者を対象に、生活援護を目的として引揚者給付金等支

給法が制定された。さらに、1967 年には、引揚者が海外で築いた財産や生活基盤を失った事実に着目し、特

別交付金の支給にかんする法律（総理府所管）が公布された［厚生省援護局 1978］。 

を食べさせるため、米の調達に苦労した。官舎のあった笹津という土地は周囲に農家が多かったので、衣類

との物々交換で食糧を得ていたようだが、そのために嫁入り当時の衣類をすべて放出してしまったというは

なしである。鉄道員の旦那は、食事はともにとったが、夜になると機関庫にもどり、そこで休息をとるしか

なかった。 

戦争による生産設備の破壊、経営者の休業と原材料の闇値での横流し、失業者の増大、物価とくに食料な

どの生活必需物資の暴騰があり、敗戦後の食糧事情はきわめて悪かった。1945 年 12 月、10 キログラムあた

り 6 円であった配給米価は、47 年 11 月には 149 円、翌年 7 月には 266 円、そして 49 年 4 月には 405 円へと

急上昇し、すさまじいインフレが国民の生活をおびやかしていた。戦前からの統制経済のため公正価格が低

くおさえられた結果、多くの物資が闇市場16にながれ、高い価格で人びとが必要物資を買わねばならなかっ

た。国民は闇市場で購入するのみならず、自給をおこない、さらに足りなければ地方、農村に食料を求めて

買出しにいかねばならなかった。このため、貨幣のみならず手持ちの衣料そのほかの物々交換がなされた［金

原・竹前 1989］。 

 

6.2 180 度かわった生活 

 

啓二たちにとって、帰国後の生活は、それまでの台湾のくらしから、一気に地獄につきおとされたように

感じた。台湾では、山奥で不便なことももちろんあったが、食料不足に困ることなどなく、重労働は原住民

にまかせるなどして、自分たちは裕福な生活をおくることができた。台東中学の寄宿舎で、世話人のおばさ

んが、薪が足りないとこぼすのを聞いた啓二は、ターフンに帰郷したとき喜一郎にはなし、原住民をつかっ

て木を切らせ、貨物列車一両分をいっぱいにして学校におくったことがある。また、台湾に永住するつもり

だった喜一郎は、いつか富山の親戚を台湾によぶために、果樹園の広い土地を買っていたが、その計画も敗

戦とともにむだになってしまった。今村さんは、食べたことがなかった麦飯を鹿児島で配給され、口にあわ

ないので捨てたところ、子連れの女が競いあって拾うのをみて、日本人にも乞食がいるのだと衝撃をうけた。

台湾にうまれ、はじめて来日した今村さんや大野さん、10 年以上を台湾で過ごした啓二にとって、それまで

のくらしと引揚後には、天と地ほどのちがいがあった。 

そのころ、引揚者だけでなく、国民みなが生活に困窮していた。1938 年に公布された国家総動員法がきっ

かけとなり、燃料、衣類、食糧品など、あらゆる生活必需品が配給制となっていった。配給制度が実施され

ると、規制対象物資を買うためには金銭だけでなく、配給切符や購入通帳、許可証などを提示することが求

められた。1939 年以降、木炭・マッチ・コメ・砂糖・味噌・醤油などの製造配給統制がはじまり、1940 年 6

月からは大都市を皮切りに、マッチと砂糖の切符制による配給が実施され、つづいて味噌・醤油・木炭など

の生活必需物資が切符制となった。開戦の年の 1941 年 4 月、コメの通帳割当制が実施され、都市部では 1
                                                                 
16 終戦直後の日本では、兵役からの復員や外地からの引揚などで都市人口が増加したが、政府の統制物資が

ほぼ底をつき、物価統制令下での配給制度が麻痺状態におちいっていた。工場や作業場などにまだ残ってい

た製品が持ちだされ、各家からは中古の日用品、農家から野菜や穀物などの食糧がさまざまな人によって持

ちこまれた市場が成立した。闇市は非合法に設けられた独特の市場経済原理で取引をおこなう市場で、統制

価格の数十倍の値段で物品や食糧が取引された［金原・竹原 1989］。 
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人 1 日 2 合 3 勺（約 330 グラム）だったが、ムギ・イモ・大豆粕・小麦粉・乾麺などの代用食が換算される

総合配給の場合もあった。さらに敗戦直前には、主食配給の改訂により 2 合 1 勺（約 300 グラム）と量その

ものも 1 割切りさげられた。1942 年 1 月に塩が通帳制配給になり、繊維製品配給消費統制規則が公布され、

2 月に衣料の切符配給制が実施され、食糧管理法が成立するなど、開戦をきっかけに国民の戦時生活を大き

く左右する法令がつづいた。はじめ配給の別枠となっていた外食も、外食券制によって配給量をへらされた

［半藤 2006］。1946 年末から連合国からの援助や生産の増加により、じょじょに価格統制や配給が廃止され、

米の配給は 1960 年代に終了した［家庭総合研究会 1990］。 

啓二の一番下の弟、公僖は、米の代用食としてジャガイモをよく食べたことを覚えている。また、四男の

喜夫は、一番のごちそうは家族みなで食べられる量のある、キャベツの油いためだったと回顧する。外食時

には、外食券切符をもっていく必要があり、稲垣家の押入れにたくさんはってあったという。戦後、喜一郎

は市役所の建築科に就職したが、その知りあいで、魚市場のセリをしている人がいた。よくサバなどの魚を

安くもってきてくれたので、綾子は背中にサバをかついで、農家などをまわって米と交換してもらいに行っ

た。しかし商売などしたことがないので、うまく売ることができずにほとんどあまってしまい、味噌だきし

たサバが毎日食卓にのぼった。配給制は後までつづき、制度に依存する状況がなくなってからも、米の通帳17

は身分証明書としての役割をはたした。 

 

6.3 三郎のコネ 

 

 喜一郎たちが官舎にきてから 1 週間もたたないうちに、三郎一家 3 人は大和百貨店の社宅を借りでていっ

た。三郎は戦前、大和百貨店富山支店の副支配人をしていたこともあり、人脈があった。 

 1965 年に富山新聞社が連載を編集した、『富山県 百人の財界人』という本に、「40 年デパート一本 信念

居士の稲垣三郎氏」という見出しで、三郎の生涯が紹介されている。 

「17 歳で富山市における百貨店の草分け、岡部呉服店につとめ、呉服主任から総務、人事、会計の仕事をや

ったが不幸にして倒産、21 歳でその整理をやったときはとてもつらかったという。京都の大丸へ入社したが、

金沢出張所にまわされた。その後、昭和 5 年に大丸が宮市雑貨店と合併したのでそのまま金沢に残り、2 年

後いまの大和富山店の前身である宮市大丸富山支店の開設で郷里へ帰ったのが昭和 7 年のことだから、あれ

以来西町のかどに 32 年がんばっている主だ。14 年には呉服部長に、17 年には副支配人へと昇進、18 年の暮

れに大和になった。 

 4 ヶ月間召集されて帰ってみると、富山市の戦災で最愛の妻と長男、長女、二女が死亡し、11 歳の二男と

6 歳の三男をかかえて途方にくれるという家庭の悲惨さにくわえ、店は全焼し加藤支配人ほか 11 人の店員が

死亡していた。葬儀を手はじめに、店の復興をやらねばならなかった。このときほど大きなショックをうけ

                                                                 
17 米の配給制そのものはなくなったものの、米屋から米を購入するときには必要であった。戦後しばらくは、

レストランで食事を注文するときや、旅館に宿泊し米飯の提供をうける際などは、現物を持参するか米穀通

帳を提示しなければならなかった。また、健康保険証や運転免許証にかわるまでは、身分証としての役割も

はたした。しかし、1970 年代になるとスーパーマーケットなど新しい流通形態の登場や、いわゆる米余りの

状況から米穀通帳なしでも米の購入ができるようになり、1981 年ついに廃止された［家庭総合研究会 1990］。 

たことはないと追憶する。 

 21 年支配人に、翌 22 年には取締役に累進した。内部をすっかり焼いた富山店の復興には、独立した店の

責任で金も調達せねばならなかった。しかしここまでやりぬいてきた稲垣さんは「皆さんにかわいがられた

おかげです。それにむくいるのが奉仕ですよ」といい「感謝に明けて奉仕に暮れる」という大和の社是を地

でゆき「大衆の大和」をモットーに「その土地と共に生きる」こと信条にしているから、本社へはいれとい

われても郷土につくしたいと、28 年の秋以来富山店と高岡店を担当する常務としてふるさとの繁栄につくし

てきた。それだけに故井村徳二社長に「稲垣は信念居士だ」といわせたほどの情熱家だ」［富山新聞社 1965］。 

 このときの肩書きには、株式会社大和常務、大和劇場社長、元富山商工会議所副会頭、ほかに 4 社の重役

とある。 

 帰国後 1 ヶ月がたったころ、三郎の世話で、喜一郎一家はマグネシウムという会社の社宅を借りることが

でき、そこへ移動した。同じ社宅にマグネシウム分析課の課長が住んでいて、その人の紹介で、啓二ははじ

めて仕事をすることとなった。その 1 年後に、三郎の紹介で日産化学へ転職した。三郎はこのはなしを喜一

郎にもっていったが、高齢という理由でことわられてしまい、啓二に流れてきたのだった。この会社で、啓

二は 33 歳まで 16 年間働いた。喜一郎はすぐに、市役所の建築課に係長として就職したが、それも商工会議

所副会頭だった三郎の紹介だった。 

 

 6.4 喜一郎と三郎 

 

 喜一郎と三郎は、8 歳年のはなれた仲のいい兄弟で、喜一郎がとても厳格だったのに対し、三郎は温厚な

性格のもち主だった。ふたりの父である梅次郎の代まで、稲垣家は呉服や酒などの商売で儲かり、大きな屋

敷に住んでいたが、梅次郎が道楽者だったことや、火事にあったため、その経済状況にもかげりがみえはじ

めていた。長男の喜一郎は、家の再建をかけて建築家の道へすすみ、シベリア出兵も経験した。一方、三郎

は小学校を卒業してすぐに呉服屋へ就職し、経済人となっていった。喜一郎が技術警察官として渡台してい

るあいだ、三郎は喜一郎の長男の俊夫をあずかり、両親の面倒をみて、家をまもっていた。 

 喜一郎は、息子である啓二、喜夫、公僖にとっては、とても厳しく、こわい人物だった。しかし、今思い

かえすと、口や行動にはあらわさないものの、本当はとてもやさしい人だったという。1963 年、綾子の癌が

発見されたとき、喜一郎は大往生をさせるために本人には決して告げず、はじめこどもたちにも隠していた。

働き者の綾子は、体がだんだん動かなくなってくることを不審に思うようになり、最終的には自分の寿命を

さとった。家族に対して、申し訳ないということばにさえすることができない無念な気持ちでいっぱいだっ

たが、喜一郎はそれをくみとり、無口ながらに励ましていた姿が、啓二たちは忘れられない。翌 1964 年に綾

子はなくなり、喜一郎は 1985 年になくなった。ともに、波乱万丈の人生であった。 
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人 1 日 2 合 3 勺（約 330 グラム）だったが、ムギ・イモ・大豆粕・小麦粉・乾麺などの代用食が換算される

総合配給の場合もあった。さらに敗戦直前には、主食配給の改訂により 2 合 1 勺（約 300 グラム）と量その

ものも 1 割切りさげられた。1942 年 1 月に塩が通帳制配給になり、繊維製品配給消費統制規則が公布され、

2 月に衣料の切符配給制が実施され、食糧管理法が成立するなど、開戦をきっかけに国民の戦時生活を大き

く左右する法令がつづいた。はじめ配給の別枠となっていた外食も、外食券制によって配給量をへらされた

［半藤 2006］。1946 年末から連合国からの援助や生産の増加により、じょじょに価格統制や配給が廃止され、

米の配給は 1960 年代に終了した［家庭総合研究会 1990］。 

啓二の一番下の弟、公僖は、米の代用食としてジャガイモをよく食べたことを覚えている。また、四男の

喜夫は、一番のごちそうは家族みなで食べられる量のある、キャベツの油いためだったと回顧する。外食時

には、外食券切符をもっていく必要があり、稲垣家の押入れにたくさんはってあったという。戦後、喜一郎

は市役所の建築科に就職したが、その知りあいで、魚市場のセリをしている人がいた。よくサバなどの魚を

安くもってきてくれたので、綾子は背中にサバをかついで、農家などをまわって米と交換してもらいに行っ

た。しかし商売などしたことがないので、うまく売ることができずにほとんどあまってしまい、味噌だきし

たサバが毎日食卓にのぼった。配給制は後までつづき、制度に依存する状況がなくなってからも、米の通帳17

は身分証明書としての役割をはたした。 

 

6.3 三郎のコネ 

 

 喜一郎たちが官舎にきてから 1 週間もたたないうちに、三郎一家 3 人は大和百貨店の社宅を借りでていっ

た。三郎は戦前、大和百貨店富山支店の副支配人をしていたこともあり、人脈があった。 

 1965 年に富山新聞社が連載を編集した、『富山県 百人の財界人』という本に、「40 年デパート一本 信念

居士の稲垣三郎氏」という見出しで、三郎の生涯が紹介されている。 

「17 歳で富山市における百貨店の草分け、岡部呉服店につとめ、呉服主任から総務、人事、会計の仕事をや

ったが不幸にして倒産、21 歳でその整理をやったときはとてもつらかったという。京都の大丸へ入社したが、

金沢出張所にまわされた。その後、昭和 5 年に大丸が宮市雑貨店と合併したのでそのまま金沢に残り、2 年

後いまの大和富山店の前身である宮市大丸富山支店の開設で郷里へ帰ったのが昭和 7 年のことだから、あれ

以来西町のかどに 32 年がんばっている主だ。14 年には呉服部長に、17 年には副支配人へと昇進、18 年の暮

れに大和になった。 

 4 ヶ月間召集されて帰ってみると、富山市の戦災で最愛の妻と長男、長女、二女が死亡し、11 歳の二男と

6 歳の三男をかかえて途方にくれるという家庭の悲惨さにくわえ、店は全焼し加藤支配人ほか 11 人の店員が

死亡していた。葬儀を手はじめに、店の復興をやらねばならなかった。このときほど大きなショックをうけ

                                                                 
17 米の配給制そのものはなくなったものの、米屋から米を購入するときには必要であった。戦後しばらくは、

レストランで食事を注文するときや、旅館に宿泊し米飯の提供をうける際などは、現物を持参するか米穀通

帳を提示しなければならなかった。また、健康保険証や運転免許証にかわるまでは、身分証としての役割も

はたした。しかし、1970 年代になるとスーパーマーケットなど新しい流通形態の登場や、いわゆる米余りの

状況から米穀通帳なしでも米の購入ができるようになり、1981 年ついに廃止された［家庭総合研究会 1990］。 

たことはないと追憶する。 

 21 年支配人に、翌 22 年には取締役に累進した。内部をすっかり焼いた富山店の復興には、独立した店の

責任で金も調達せねばならなかった。しかしここまでやりぬいてきた稲垣さんは「皆さんにかわいがられた

おかげです。それにむくいるのが奉仕ですよ」といい「感謝に明けて奉仕に暮れる」という大和の社是を地

でゆき「大衆の大和」をモットーに「その土地と共に生きる」こと信条にしているから、本社へはいれとい

われても郷土につくしたいと、28 年の秋以来富山店と高岡店を担当する常務としてふるさとの繁栄につくし

てきた。それだけに故井村徳二社長に「稲垣は信念居士だ」といわせたほどの情熱家だ」［富山新聞社 1965］。 
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写真 12 左から啓二、公僖、喜夫とその妻たち 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 6.5 高度経済成長に生かされて 

 

 1953 年、24 歳だった啓二は、20 歳だった麗子と結婚した。その 2 年後に、長男の宗俊が田刈屋の市営住

宅に生まれた。この田刈屋の土地では、現在も宗俊一家が暮らしていて、祖先の墓をまもっている。喜一郎

の出身地でもある富山県富山市田刈屋は、JR 北陸本線富山駅から西に位置する神通川沿いにある。1908 年

に現在の富山駅ができるまで、北陸鉄道（現在の北陸本線）の富山停車場は田刈屋にあり、停車場前は旅館

や土産屋が軒をつらねた。1933 年ごろ神通大橋までの道路の両側に商店街があったという記録もあり、周辺

地域の交通、商業の要所として発達してきたことがうかがえる。また、農業がさかんな土地でもあり、神通

大橋をへて、富山市の中心街へ農産物が運ばれた。 

日産化学にいたものの、休みがちでまじめに働かず、金があるとすぐに使いはたしてしまい、毎日遊び歩

いている様子にたえかねて、喜一郎に家をおいだされ、啓二一家は廊下も台所も共同のアパートに引っ越し

た。ここで、長女の恭子がうまれ、その後日産化学の社宅にうつった。綾子の癌が発覚し、ふたたび田刈屋

の家にもどるまでは日産化学に籍があったが、33 歳のときに、会社の合理化政策で大量の首切りがあり、み

ずから退職を進み出て、その退職金を仲間との旅行にすべて費やしてしまった。同級生の今村さんは、仕事

で富山にきたとき、啓二と再会している。今村さんが遊びにくると、普段は家に帰ってこない啓二がもどっ

てくるので、綾子に毎晩夕食を食べにくるように頼まれたことを、今村さんは覚えているという。 

麗子は、喜一郎の「女は家にいるべきだ」という考え方のもと家事にいそしんでいたが、啓二に落ち着く

様子がないので、反対を押しきって肉屋のパートに出た。綾子からは、「台湾で好き勝手させてそだった啓二

が、戦後の日本社会とのギャップに苦しみ、順応できなかったのだ。堪忍してくれ」となぐさめられた。そ

れまでの麗子は、まわりから見ても、白いエプロンをつけて、人に逆らわず、いわれたとおりに家事に勤し

むいい嫁であった。しかし、たたかれて苦労するなかで根性がつき、強くたくましい女になっていく。 

1966 年、友人の紹介で保険会社に入社した。当時保険の営業といえばパートのような中年の女性が多く、

離職率も高かったようで、どこの会社も社員を募集していた。保険会社に勤めるということに対しては、保

険に対する認識もまだなかったので世間の目がきびしく、麗子自身もはずかしく思い、鞄をかくして歩いて

いた。現在のような幅広いサービスが展開されるようになったのは 1975 年ころである。当時は死亡保険しか

なかったため、亡くなったときはじめて効果が出ることから印象が悪く、営業にいって水をかけられるなど、

ひどい仕打ちをうけることもあった。三郎にも、「なぜ保険会社になど入った。稲垣の家に傷がつく」といわ

れ、会社の看板がずっしりと重く感じた。しかし真摯な態度と人柄で着実に客の心をつかみ、しりあいなど

を紹介してもらいながら、契約を伸ばしていった。「小学校しか出ていないので、心で勝負した。自分が貧乏

で底をついている状態だったのでお客さんの気持ちになって考えることができた」と麗子はふりかえる。 

ようやく自分の客をもてたところだったが、警備会社につとめていた啓二が愛知県に転勤となり、それに

ともなって名古屋支社に移動した。愛知県春日井市の藤山台の団地に越してきたのが 1971 年のことだ。警備

会社に勤めていた啓二の給料 6～7 万円のうち家計にはいるのが 4 万円、保険会社に勤めていた麗子が 5 万円

だったので、そこから毎月家賃に 3 万円はらうときびしい生活状況だった。こどもの高校、中学の学費を考

えると、時間的な余裕があっても 365 日休んでいる暇はなく、ほかの社員が帰った後も可能なかぎり働いた。

名古屋に出社した 1 日目に、会社への帰り道がわからないような場所におきざりにされ、右も左もわからな

い状況で営業がはじまった。目の前に製紙会社の社宅があったので、一軒一軒まわり契約をとってくると、

会社では田舎者がいきなり顧客を見つけてきたと攻撃にあったが、麗子には気にしている余裕などなく、生

活するためにがむしゃらに働いた。藤山台の団地から、遠いところでは稲沢や美濃加茂まで自転車でいき、

帰りの坂道がつらくて登りきれず涙がこぼれることもあった。50cc バイクに乗るようになってからは、工事

現場で横転事故をおこし病院に搬送されたが、その翌々日から、まわりの反対を押し切って出勤した。41 歳

で車の免許をとり、平均年間 3 万キロメートルも乗りまわした結果、3 年で買いかえるはめになった。 

1972 年ごろからどんどん給料があがり、契約数や残存数による年間表彰をもらえるまでになった。京都の

国際ホテルで表彰式がおこなわれ、2 日間にわたってすばらしい接待をうけ、府内を観光させてもらった。

1976年ごろからのボーナスはお札の束を縦にすると机の上にたつほどで、一番多いときで170万円もらった。

しかし客の一生にかかわる仕事なので、冠婚葬祭はもちろん、病院へのおみまいなどのつきあいでほとんど

使ってしまった。「女が社会に出るということがまだめずらしい時代に、これだけやってこれたのは、高度経

済成長期だったからだと思う。お客さんの所得がどんどん上がるから契約も更新してもらえるし、保険への

認識が高まってきたころだったので、やればやるだけ契約がとれた」。 

藤山台で 4 年間過ごしたあと、1976 年に現在まで住んでいる坂下の新築へ引っ越した。64 歳で退職する

ときは、会社にひきとめられて辞めるのに苦労した。「みんなが家庭に入って主婦をしているのに、なぜ自分

だけこんなに働かなくてはならないのかと何度も思った。でも今、自分ひとりが生活するのに十分の年給が

もらえて、まわりをみても一番幸せ。人生七転び八起きだよ、ねぇ、奈美ちゃん（筆者）」 
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写真 13 1995 年の三井生命時代の麗子（右前方） 

出所：麗子のアルバム 

 

 

 7 望郷しきり 
 

 戦後 40 年ちかく、台東中学同窓生との音信もなく、啓二自身もなんとか生活しているという状態だったの

で、台湾のことを考える余裕などなかった。偶然に再会した数人とは交流があったが、不良学生だった啓二

にはだれもよりつかなかったので、ほとんどの同窓生とは交流するということもなかった。1993 年に日本で

開催された同窓会をきっかけに、啓二は同窓誌『いなけい かわらばん』の発行をはじめた。誌上で同窓と

思い出を共有するうちに、学生のころはまったくはなしたことがなかった人とも関係ができるようになり、

交友関係がひろがっていった。 

 

 7.1 戦後の台湾 

 

 7.1.1 のこされた、もと日本人 

  

日本人学生が引揚げたあと、林さんたち台東中学 4 年生は、高校 2 年生に編入した。同級生 10 数名のう

ち、8 名ほどがともに進学し、台湾内だけでなく、中国大陸からの学生といっしょになった。日本語常用家

庭で育ったために、満足に使いこなせるのは日本語だけで、台湾語ですら流調にはなすことができなかった。

旧友ともりあがるときは常に日本語だったが、公の場では北京語を使用しなければならず、とくに新しい同

級生とコミュニケーションをとることが、とても難しかった。授業についていくにも、まず言語の習得から

はじめなければならなかったので、漢文で書かれた教科書を読むことですら苦労した。どうにか授業の内容

にまで理解がおよぶようになるまでには 1 年半ほどかかり、気づけば高校卒業だった。大学受験までは、後

述するような、政治的に混乱した時期にはいる以前だったので、勉強にうちこむことができた。 

林さんにとっては、敗戦後、生活面の変化もとてもおおきかった。それまでの正月ではなく、中国式の旧

正月を重んじるなど、行事や習慣が一掃された。和服をすて、神棚をはずし、神社はほとんどがとり壊され

た。日本人とつきあい、日本的な生活をしていた林さんにとっては、なれるまで意識して気をつけなければ

ならなかった。 

 

 7.1.2 戒厳令と白色テロ 

  

1945 年 10 月 25 日、台湾では、日本の降伏式につづき、中華民国への祖国復帰をいわう慶祝台湾光復大会

がもよおされた。中国大陸ではすでに国民党と共産党の内戦がはじまっていて、台湾は蒋介石ひきいる国民

党の統治下におかれることとなった。この日から台湾人の国籍は中華民国となり、「本省人」と称され、中国

から新たにわたってきた中国人を「外省人」と称して区別するようになった。 

 1947 年 2 月 27 日、台北市でおきた密輸タバコ売りの無情な取締りに端を発したいざこざは、全台湾規模

の「二・二八事件」に発展した。中国大陸との交易と通貨の交換レートをかいして台湾の経済状況は悪化し、

失業者の急増による社会的な混乱、治安の悪化など、国民党政権に対する台湾人への不条理な処遇に不満が

つもった結果だった。翌 28 日、怒った群衆が専売局台北分局への抗議後、長官公署前広場で抗議デモをおこ

ない、政治改革を要求したところを、憲兵が群衆を掃射し、数十人の死傷者がでる惨事となった。事態は緊

迫し、台北市の商店は軒並み閉店、工場は操業を停止、学生も授業をボイコットし、1 万人以上の市民が抗

議にくわわり、市中は騒然となった。政府は戒厳令を布告したが、市民は放送局を占拠し、全台湾にむけて

事件の発生を知らせたことから、3 月 1 日には大都市だけでなく一部の地方でも騒動がおこった。台湾人の

民意代表による要求が国民党政権にだされ、行政長官はそれをうけいれるかのようによそおう一方、大陸か

らの増援部隊を要請し、3 月 8 日に基隆港と高雄港から憲兵 2000 人と陸軍 1 万 1000 人の部隊が上陸し、台

湾人にむけて手あたり次第に発砲した。米国の援助で装備された近代的な部隊に、武器のない台湾人は抵抗

できるわけはなかった。事件に直接関与した人だけでなく、無関係であった多くの社会的な指導者にまで捜

査と逮捕がおよび、危険人物とみられた民意代表、教授、弁護士、医者、作家、教師など多くの知識人が逮

捕され、残虐な拷問、処刑にかされた。その後の国民政権の発表によれば、二・二八事件に関連して、1 ヶ

月あまりの間に殺害された台湾人は、およそ 2 万 8000 人を数えるという［柯 1992］。 

 戒厳令とそれにつづく動員戦乱時期国家安全法が 1991 年 5 月に、初の台湾人総統となった李登輝によって

解除されるまで、実に 40 年持続され、白色テロ18のもとで、台湾人は政治的な沈黙をしいられるなど、完全

に外省人が実権をにぎった。1949 年からは各地の港と河口を封鎖、海岸線も管制下におかれ、許可証がなけ

れば台湾上陸がきびしく制限されるようになった。また、日本戦時下の特別高等警察のような特務機関がお

かれ、台湾人の政治活動や思想を監視して、国民政権や国民党に対する批判者を摘発し、公開の裁判もなく

断罪している。台湾人同士がたがいに疑心暗鬼におちいり、保身のために親子や夫婦、兄弟、親戚のあいだ

でさえ密告されることがあった。当然、特別な理由以外で外国へいくことはできず、通信がすべてチェック

                                                                 
18 体制側の為政者、もしくはその意を受けた者による弾圧行為のこと。 
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写真 13 1995 年の三井生命時代の麗子（右前方） 

出所：麗子のアルバム 

 

 

 7 望郷しきり 
 

 戦後 40 年ちかく、台東中学同窓生との音信もなく、啓二自身もなんとか生活しているという状態だったの

で、台湾のことを考える余裕などなかった。偶然に再会した数人とは交流があったが、不良学生だった啓二

にはだれもよりつかなかったので、ほとんどの同窓生とは交流するということもなかった。1993 年に日本で

開催された同窓会をきっかけに、啓二は同窓誌『いなけい かわらばん』の発行をはじめた。誌上で同窓と

思い出を共有するうちに、学生のころはまったくはなしたことがなかった人とも関係ができるようになり、

交友関係がひろがっていった。 

 

 7.1 戦後の台湾 

 

 7.1.1 のこされた、もと日本人 

  

日本人学生が引揚げたあと、林さんたち台東中学 4 年生は、高校 2 年生に編入した。同級生 10 数名のう

ち、8 名ほどがともに進学し、台湾内だけでなく、中国大陸からの学生といっしょになった。日本語常用家

庭で育ったために、満足に使いこなせるのは日本語だけで、台湾語ですら流調にはなすことができなかった。

旧友ともりあがるときは常に日本語だったが、公の場では北京語を使用しなければならず、とくに新しい同

級生とコミュニケーションをとることが、とても難しかった。授業についていくにも、まず言語の習得から
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正月を重んじるなど、行事や習慣が一掃された。和服をすて、神棚をはずし、神社はほとんどがとり壊され

た。日本人とつきあい、日本的な生活をしていた林さんにとっては、なれるまで意識して気をつけなければ

ならなかった。 

 

 7.1.2 戒厳令と白色テロ 

  

1945 年 10 月 25 日、台湾では、日本の降伏式につづき、中華民国への祖国復帰をいわう慶祝台湾光復大会

がもよおされた。中国大陸ではすでに国民党と共産党の内戦がはじまっていて、台湾は蒋介石ひきいる国民

党の統治下におかれることとなった。この日から台湾人の国籍は中華民国となり、「本省人」と称され、中国

から新たにわたってきた中国人を「外省人」と称して区別するようになった。 

 1947 年 2 月 27 日、台北市でおきた密輸タバコ売りの無情な取締りに端を発したいざこざは、全台湾規模

の「二・二八事件」に発展した。中国大陸との交易と通貨の交換レートをかいして台湾の経済状況は悪化し、

失業者の急増による社会的な混乱、治安の悪化など、国民党政権に対する台湾人への不条理な処遇に不満が

つもった結果だった。翌 28 日、怒った群衆が専売局台北分局への抗議後、長官公署前広場で抗議デモをおこ

ない、政治改革を要求したところを、憲兵が群衆を掃射し、数十人の死傷者がでる惨事となった。事態は緊

迫し、台北市の商店は軒並み閉店、工場は操業を停止、学生も授業をボイコットし、1 万人以上の市民が抗

議にくわわり、市中は騒然となった。政府は戒厳令を布告したが、市民は放送局を占拠し、全台湾にむけて

事件の発生を知らせたことから、3 月 1 日には大都市だけでなく一部の地方でも騒動がおこった。台湾人の

民意代表による要求が国民党政権にだされ、行政長官はそれをうけいれるかのようによそおう一方、大陸か

らの増援部隊を要請し、3 月 8 日に基隆港と高雄港から憲兵 2000 人と陸軍 1 万 1000 人の部隊が上陸し、台

湾人にむけて手あたり次第に発砲した。米国の援助で装備された近代的な部隊に、武器のない台湾人は抵抗

できるわけはなかった。事件に直接関与した人だけでなく、無関係であった多くの社会的な指導者にまで捜

査と逮捕がおよび、危険人物とみられた民意代表、教授、弁護士、医者、作家、教師など多くの知識人が逮

捕され、残虐な拷問、処刑にかされた。その後の国民政権の発表によれば、二・二八事件に関連して、1 ヶ

月あまりの間に殺害された台湾人は、およそ 2 万 8000 人を数えるという［柯 1992］。 

 戒厳令とそれにつづく動員戦乱時期国家安全法が 1991 年 5 月に、初の台湾人総統となった李登輝によって

解除されるまで、実に 40 年持続され、白色テロ18のもとで、台湾人は政治的な沈黙をしいられるなど、完全

に外省人が実権をにぎった。1949 年からは各地の港と河口を封鎖、海岸線も管制下におかれ、許可証がなけ

れば台湾上陸がきびしく制限されるようになった。また、日本戦時下の特別高等警察のような特務機関がお

かれ、台湾人の政治活動や思想を監視して、国民政権や国民党に対する批判者を摘発し、公開の裁判もなく

断罪している。台湾人同士がたがいに疑心暗鬼におちいり、保身のために親子や夫婦、兄弟、親戚のあいだ

でさえ密告されることがあった。当然、特別な理由以外で外国へいくことはできず、通信がすべてチェック

                                                                 
18 体制側の為政者、もしくはその意を受けた者による弾圧行為のこと。 
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されるため、文通することもむずかしかったので、同窓生との交流どころではなかった。 

 

 7.2 個人的な交流 

 

1973 年に国家留学試験にパスした林さんは、東大に勤めていた台湾大学時代の先輩の紹介で、横浜の久里

浜港湾研究所への訪問を理由に、念願だった来日をはたした。このとき、戦後はじめて今村さん、大野さん

両氏と再会した。奇遇にも、林さんの父親の重役だった重森さんという人から連絡があり、そこからおなじ

製糖会社に勤めていた今村さんの父親の居所が判明したのだった。終戦から 20 年ほどたったころ、四国に引

揚げた重森さんは、日本でもサトウキビ栽培をこころみようと、林さんの父親に苗を送るように依頼してき

た。この重森さんとのつながりで、今村さんに連絡することができ、留学中に再会することができたのだっ

た。 

これをきっかけに、日本在住の同窓生との交流がはじまり、日台間を往来するようになった。戒厳令期も

後半になると、立ち入り禁止や撮影禁止区域はあるものの、旅行目的などで比較的自由に入国することがで

きるようになった。今村さん、大野さんも個人的に、それぞれ数人のグループで、1979 年ごろから台湾をお

とずれるようになった。渡台すると、うわさを聞きつけて台湾各地から同窓生たちが集まり、食事をしたり、

思い出の場所を案内したりと、歓迎をうけた。 

現在台北市に住む、1 期卒業生の高銘煥さんは、1969 年 9 月に来日した際の苦労を、同窓誌『かわらばん』

において、「台東中学 同窓会のはじまり」というタイトルで書いている。 

 高銘煥さんは当時、台東省立台東病院病理検査室主任という職務にあった。日本における医学会参加申請

を 2 年間こころみたが、許可をえることができず、3 年目にして日本赤十字ガン研究会主催のガン細胞診研

修会入学許可を獲得し、2 ヶ月間自費出国進修というかたちで来日をはたした。終戦後、日本在住の台東中

学同窓生とは連絡がなかったため、商用で日本を往来していた同級生から、2 期卒業生の大野さんたちの連

絡先をきき、かれらを通じて同窓生や先生に来日を伝えた。2 ヶ月の研修終了後、各地の関係病院の見学か

たがた、関東、関西、九州や北海道まで同窓生や恩師を訪問した。その際堀田校長、大津先生から「これを

基礎にして台湾に帰国後、台湾同窓および日本在住同窓の通信録を作成して、ぜひ旧台東中学同窓会を設立

してくれ」という激励をうけた。 

 

 7.3 望郷というきずなの、旧制台東中学同窓会 

 

 7.3.1 林茂生さんがおった同窓のゆくえ 

  

個人的な交流はあったものの、統一された同窓会組織があったわけではなかった。日本側同窓生とのパイ

プができた林さんは、かれらを通じて少しずつ連絡先を集め、仕事の合間をぬって名簿をつくりはじめた。

1991 年におこなわれた、台東中学校 50 周年式典では、それをもとに日本側からも夫婦での参加者があった。

50 周年式典には間にあわなかったが、それ以前から、林さんは記念誌づくりの準備をすすめていた。55 周年

式典を目標に、1 期から 5 期までの同窓生の連絡先と顔写真、当時の教員（なくなった場合はその遺族）か

らのメッセージ、当時の状況がわかる写真や資料を収集した。そのほとんどが文通によって、6 年ほどかけ

て少しずつ集められた。また、同窓の近況として、後述する同窓誌『木麻黄』、『かわらばん』も取りあげ、

これらを編集して製本するまでに、さらに 2 年ほどかかった。同窓生をおう地道な作業はいつしか林さんの

ライフワークとなり、自然とその後の同窓会などでは、全体のとりまとめ役として、日台間の交流には欠か

せない人物となった。林さんの努力の結晶である記念誌は 55 周年式典で参加者全員に配布され、欠席者や遺

族、学校関係者にも送付された。 

 

 7.3.2 同窓会の経緯 

  

正式な同窓会19としては、1991 年の 50 周年、1996 年の 55 周年、2001 年の 60 周年までが 1 期生から 5 期

生までの参加者も多く、大規模だったが、それ以外でも頻繁に同窓会が開催されている。1993 年には、台湾

側同窓生の日本訪問が計画され、10 月 18 日から 1 週間ほどのあいだに、福岡、大阪、東京で同窓会が開催

された。台湾からは、家族づれなど 33 名が参加し、17 日から 24 日までの 8 日間の日程で日本各地を旅行し

た。日本側の同窓生は、地域ごとに案内役兼幹事をつとめ、会場設定やスケジュール管理に奔走した。この

合同同窓会は、2 年毎に日本、台湾で交互に開催され、主催者側が 1 年ほど前から同窓会組織をつくり、参

加者をつのって入念な計画をたてた。高齢化にともない参加者がへり、幹事の負担も大きくなったので、2007

年の大阪開催で合同同窓会はうちきりとなったが、任意による各地の連絡窓口係を通じて、今でも個人的な

交流はつづいている。 

 

 7.3.3 ふるさとへの執念 

 

台湾での同窓会開催のたびに、林さんは各期の同窓生に招待状をだし、参加をうながした。日本側同窓に

とっては、青春時代をすごした台湾がふるさとだという人が多く、望郷の地を旧友とともに懐かしみたいと、

渡台に強い願望をもっていた。しかし、健康上の理由でやむをえず辞退する人も少なくなかった。 

台東神社神主の息子だった井澤達さん（旧制山田）は、学生時代林さんと仲がよかったが、終戦後ついに

再会することができなかった。健康に自信がもてなかった井澤さんは、日本開催の同窓会にも応じることが

できず、無念な心境を林さんへの手紙につづっている。「もうふたたび台湾の土を踏むことができないように

思えます。ふるさと台東の面影、あの木、あの石、あの山々、あの街並、どれもこれも鮮明に瞼に焼きつい

ています。貴君の台東の家はどうなっているのですか？ 年甲斐もなく、感傷的になってしまいましたが、

わたしにはもっとも貴重な宝物、生涯大切にしていきます。」1994 年に送られてきたこの手紙が、井澤さん

                                                                 
19 正式な同窓会では、学校に同窓会開催を通知し、学校側から政府への公文書による報告がある。スケジュ

ールには学校訪問が組み込まれ、在学生のプレゼンテーションがあり、また卒業生のなかから傑出人物への

表彰がおこなわれた。55 年式典では、記念誌の贈呈とともに、啓二の作品『ターフン物語』などが配布され

た。 
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されるため、文通することもむずかしかったので、同窓生との交流どころではなかった。 

 

 7.2 個人的な交流 

 

1973 年に国家留学試験にパスした林さんは、東大に勤めていた台湾大学時代の先輩の紹介で、横浜の久里

浜港湾研究所への訪問を理由に、念願だった来日をはたした。このとき、戦後はじめて今村さん、大野さん

両氏と再会した。奇遇にも、林さんの父親の重役だった重森さんという人から連絡があり、そこからおなじ

製糖会社に勤めていた今村さんの父親の居所が判明したのだった。終戦から 20 年ほどたったころ、四国に引

揚げた重森さんは、日本でもサトウキビ栽培をこころみようと、林さんの父親に苗を送るように依頼してき

た。この重森さんとのつながりで、今村さんに連絡することができ、留学中に再会することができたのだっ

た。 

これをきっかけに、日本在住の同窓生との交流がはじまり、日台間を往来するようになった。戒厳令期も

後半になると、立ち入り禁止や撮影禁止区域はあるものの、旅行目的などで比較的自由に入国することがで

きるようになった。今村さん、大野さんも個人的に、それぞれ数人のグループで、1979 年ごろから台湾をお

とずれるようになった。渡台すると、うわさを聞きつけて台湾各地から同窓生たちが集まり、食事をしたり、

思い出の場所を案内したりと、歓迎をうけた。 

現在台北市に住む、1 期卒業生の高銘煥さんは、1969 年 9 月に来日した際の苦労を、同窓誌『かわらばん』

において、「台東中学 同窓会のはじまり」というタイトルで書いている。 

 高銘煥さんは当時、台東省立台東病院病理検査室主任という職務にあった。日本における医学会参加申請

を 2 年間こころみたが、許可をえることができず、3 年目にして日本赤十字ガン研究会主催のガン細胞診研

修会入学許可を獲得し、2 ヶ月間自費出国進修というかたちで来日をはたした。終戦後、日本在住の台東中

学同窓生とは連絡がなかったため、商用で日本を往来していた同級生から、2 期卒業生の大野さんたちの連

絡先をきき、かれらを通じて同窓生や先生に来日を伝えた。2 ヶ月の研修終了後、各地の関係病院の見学か

たがた、関東、関西、九州や北海道まで同窓生や恩師を訪問した。その際堀田校長、大津先生から「これを

基礎にして台湾に帰国後、台湾同窓および日本在住同窓の通信録を作成して、ぜひ旧台東中学同窓会を設立
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19 正式な同窓会では、学校に同窓会開催を通知し、学校側から政府への公文書による報告がある。スケジュ

ールには学校訪問が組み込まれ、在学生のプレゼンテーションがあり、また卒業生のなかから傑出人物への

表彰がおこなわれた。55 年式典では、記念誌の贈呈とともに、啓二の作品『ターフン物語』などが配布され

た。 
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との最後の文通となった。同窓誌『かわらばん』を編集していた啓二のもとに、井澤さんの奥さんから、香

料に対するお礼の電話があり、「主人から、いろいろな台湾の思い出をきいていました。『かわらばん』を毎

号楽しみに読んでいたので、この世の思い出として、今までファイルしておいた『かわらばん』を、いっし

ょにお棺のなかに入れさせていただきました」ということばをきき、啓二は受話器にもれないように、必死

に嗚咽をかみころした。 

また、体が不自由な状態で娘や息子につきそわれて同窓会に参加するなど、最後の機会に渡台をはたすこ

とができた人もいた。3 期生の木村良男さんは、55 周年式典の前年から癌をわずらい、いつ病状が悪化して

もおかしくない状況だった。しかし、どうしてももう一度台湾へいき、友人に会いたいというつよい思いが

あり、体の負担を押しきって、奥さんにともなわれて同窓会に参加した。憂慮したとおり、旅行中に調子が

悪化し、台東市内の病院に運ばれたが、すぐに回復し、ほかの同窓生とともに日本へ帰国した。そしてその

数ヶ月後に、木村さんは息をひきとった。奥さんから林さんに、「迷惑をかけて、無理して参加させていただ

きましたが、主人にとって、うまれ故郷の台湾をふたたび訪れることは長年の念願でしたので、思いのこす

ことなく逝くことができました。本当にありがとうございました」という手紙が送られてきた。 

林さんは、こういった同窓とのやりとりを通じて、台湾への強い望郷の思いを痛感した。台湾訪問を喜ば

れるので、幹事として、心の底から計画してよかったと思っている。 

 

   

      写真 14 台東中学校同窓会            写真 15 台東中学校同窓会 

出所：啓二のアルバム 

 

 7.4 同窓誌 『いなけい かわらばん』 

 

 7.4.1 同窓誌の歴史 

  

1993 年の同窓会で配布することを目的として、事前に台東中学時代の思い出などをつのり、A3 判両面印

刷で 8 頁からなる『かわらばん』創刊号は発行された。編集者、啓二による編集後記は、「台湾同窓の皆様も、

この紙面を通じて台東中同窓の「語りの場」として戴けたら、これに過ぐる喜びはありません。不定期な発

行ではありますが、全国の同窓からの原稿をお寄せ下さるなら、喜んで編集さして戴きます。残り少ない人

生を確認し合いながら進むのも人生航路の一つかも知れません」と紹介している。その後、1998 年 2 月発行

の第 54 号（最終号）まで、4 年半にわたり毎月創刊された。 

 台東中学同窓誌は、『かわらばん』がはじめてのものではない。1952 年から、1 期生の木田兄弟による『木

麻黄』が不定期に発行されていた。台湾同窓や教員からの手紙が掲載されたが、3 年で廃刊となってしまっ

た。おそらく、働きざかりの時期に、仕事と編集作業を両立させることはむずかしかったためだろう。 

 啓二が『かわらばん』の継続を断念したのは、突然目の病気をわずらったためだった。同窓誌がようやく

軌道にのったころでもあったので、読者からおしまれ、3 期卒業生の妹尾頴一さんが『帰去来通信』として、

ひきつぐことになった。2005 年 12 月発行の第 91 号まで 8 年間継続され、同窓交流窓口の役割をはたしたと

いうことで終了した。 

『かわらばん』から『帰去来通信』まで、実に 12 年半におよぶ同窓誌は、私的な交流をこえて組織とし

て確立されていく同窓会の活動と比例している。同窓会などイベントの情報共有が紙面をとおしておこなわ

れ、そこからは、活動が盛りあがり、そして老いとともに衰退していくさまがありありとみてとれるのであ

る。 

 

 
写真 16 『いなけい かわらばん』創刊号 

（筆者撮影） 

 

 7.4.2 同窓からの投稿 

  

『かわらばん』が、同窓誌として定着し、さまざまな投稿でにぎわうようになるまでには、1 年半ほどか

かった。第 5 号の「編集後記」では、「毎度のお願いで恐縮ですが、原稿の集まりが悪くて苦労しています。

この企画を継続するも潰すのも同窓諸兄の心一つにかかっています」と呼びかけられ、原稿のあつまりが悪

いときには、掲載文を催促しなければならなかった。毎月の発行にこだわっていたので、誌面が埋まるまで
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は、啓二がみずから投稿し、これがきっかけとなって、執筆活動が、啓二にとってのライフワークのひとつ

となった。 

同窓からは、台東中学時代をかたるものが目につくが、学校の授業や友人、食べ物、当時のくらしや敗戦

後のことなど、ひとりがはなしの口火を切ると、いもづる式にどんどん思い出が湧きでてくる。特定の文章

の投稿者にむけたメッセージが掲載され、誌上で議論が展開されることもある。また、近況の報告や、時事

問題への意見など、内容は実に多様である。 

 『かわらばん』は同窓誌として定着するにしたがい、日本だけでなく台湾からの投稿も増え、まさに誌上

同窓会といえるわけだが、それを支えたのは 20 人ほどの常連投稿者だ。1、2 回だけ投稿したという人もい

るが、ほとんどは読者に徹している。文章を投稿するということに抵抗があるという人が多いようで、毎月

『かわらばん』を楽しく読み、昔を懐かしんでいるという手紙だけが、啓二のもとへたびたび送られてきた。 

常連のなかには、特定のテーマで連載する人もいた。たとえば、5 期卒業生の曽碧光さんは、「都蘭の麓

を出て」というタイトルで、『帰去来通信』に同窓誌がひきつがれたあとも継続し、11 年間ほとんど毎号か

かさず投稿しつづけた。第 10 号には、『かわらばん』への激励として、「旧台東中の一台湾同窓が、日本同窓

と終戦後別れたあとの波乱に満ちた生活を記すことによって、日本人が台湾から引き揚げたあとの、台湾人

の生活の一部を窺い知ることができると思う」という文章を送っている。 

啓二もさまざまな短い連載を掲載したが、そのなかのひとつである、自身の台東中学入学以前の山での生

活を記した「ターフン物語」は、後述するが、不思議なつながりによって、かれをふたたび望郷の地、ター

フンへといざなうこととなった。台湾在住の読者のひとりが、このターフンへの強い思いを知り、実際に足

を運び、写真とともに現在の状況を『かわらばん』で報告したことは、啓二をとても喜ばせた。 

 また、広報の場として、連絡先の変更や、喪報がしばしば載せられている。同窓会に関する連絡、またそ

れにともなう役員会の報告がされることもある。地震や台風による被害を心配するたよりも、災害が発生す

るたびに届けられた。 

 

 7.4.3 『いなけい かわらばん』のコンセプト 

  

啓二は、同窓から送られてきた原稿を、そのまま掲載することを心がけた。老齢化により、多少編集を要

する原稿もあるが、投稿者の意向をできるかぎり尊重することにしている。啓二のことをよく知った同窓か

らは、「黒子に徹しすぎている」といわれるほどである。 

しかし、第 50 号では編集者の『かわらばん』への思いが強くみられる。啓二は自分宛に届いた、編集方

針に疑義を指摘する手紙にふれ、それは『かわらばん』に投稿されているものが過去の友情物語など、あま

りにも過去のみにこだわり、未来展望がまったくないという趣旨だったことを説明した。それに対し、自分

の意見を次のように書いている。「『かわらばん』のモットーであり精神とするものは、ただ同窓の絆を強く

することを願っているものであり、それ以外の何物も求めていない。そのためには、共通の台東中学時代の

思い出を語り、懐かしむのが唯一の方法であり、投稿して下さる同窓も、同じ想いで投稿しているものと信

じる。」そして、台風に対する見舞い文を紹介し、「今月号編集の真最中、台湾側同窓会からの航空速達便で、

九州に上陸した台湾へのお見舞いの便が届いた。切々として同窓を思う心情が溢れている。これが絆であり

友情である」と結んでいる。 

『かわらばん』をはじめた当時、啓二は連絡先がわかる同窓に向けて一方的に発送したので、「台東中学

時代は、良い思い出ばかりではなかった」と、同窓誌を拒否する人もいた。おなじ時代を過ごしても、ひと

りひとりの思い出はことなるように、台東中学同窓会、同窓誌が、すべての同窓にうけいれられているわけ

ではなく、望郷の意識を積極的に共有したい同窓生によるネットワークなのである。 

 

7.4.4 同窓会組織を支える 

  

『かわらばん』発行のきっかけが同窓会であったように、広報、情報共有の場という役割も大きい。1993

年ごろから同窓会の規模が拡大し、幹事の負担がおおきくなった。それまで、林さんを中心とした同窓会幹

事が、文通や電話で開催日の案内や出欠確認などをおこなっていたが、『かわらばん』によって一括して情報

を発信できるようになり、かつ定期的に日台間の交流をはかることができるようになった。55 周年式典での

傑出同窓表彰では、日本と台湾のかけ橋という役割を果たしたとして、台湾側からは林さん、日本側からは

啓二と、後継者の妹尾さんが表彰をうけた。 

1996 年の 55 周年式典にむけて、台湾では開催の 3 年前から、各期の役員が選出され、かれらが中心とな

って準備をすすめた。役員会が開かれると、代表のひとりである林さんが、『かわらばん』に議事録を掲載し

た。日程や、おみやげをどうするかといった意見交換の場としても、同窓誌はおおいに活用された。 

啓二は『かわらばん』第 20 号で、「同窓連絡協議会を作りませんか」という提案をしている。台湾側では

同窓会が組織化しているのに対し、日本では 2 年毎の台湾、日本交流同窓会などの全国的なイベントが開催

される場合、各地の有志が世話役をひきうける状況であり、その負担もちいさくないため、各地域から連絡

協議会委員を選出し、連絡や意見の集約などにあたってはどうか、というものである。台湾側の情報をふく

め、統一的な広報活動については、『かわらばん』がその役割をになうが、『かわらばん』の読者は 1、2 期生

が中心で、全同窓を網羅しているわけではないので、連絡委員をおく必要があった。結果的に、各地区から

連絡委員は選出され、第 23 号で紹介されている。しかしこの提案に対しては、同窓からさまざまな意見がよ

せられた。関係者の老齢化や、卒業生 1 期から 5 期までとかぎられたメンバーなので、新しい加入者もなく、

あと 15 年もすれば同窓会自体がなくなる運命にあり、厳密な組織づくりをする必要があるのかといった意見、

連絡委員の必要性は感じるが、行事があるごとに実行委員をつのり、対処すればいいのでは、といった意見

である。 

同時に、『かわらばん』発行の費用を、同窓で負担してはどうかという提案が今村さんからだされた。「稲

垣啓二氏の「同窓生の絆を深めたい」の信念と情熱で、既にかわらばんは 23 号まで発行され、部数も国内外

で 100 部を超えるといわれております。稲垣氏自身、大金持ちでもないにかかわらず、毎月の原稿募集、編

集からワープロ入力、印刷、校正、発送等の労力や消耗品、郵送料まで負担され、日々の生活に充てるべき

ご本人の年金から月々4 から 5 万円をさいて実行されているようです。組織ができたのを機会に、一人当た

り年会費 5000 円を負担してはどうでしょうか。」これは第 24 号からの抜粋である。これまでもこのような投
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は、啓二がみずから投稿し、これがきっかけとなって、執筆活動が、啓二にとってのライフワークのひとつ

となった。 

同窓からは、台東中学時代をかたるものが目につくが、学校の授業や友人、食べ物、当時のくらしや敗戦

後のことなど、ひとりがはなしの口火を切ると、いもづる式にどんどん思い出が湧きでてくる。特定の文章

の投稿者にむけたメッセージが掲載され、誌上で議論が展開されることもある。また、近況の報告や、時事

問題への意見など、内容は実に多様である。 

 『かわらばん』は同窓誌として定着するにしたがい、日本だけでなく台湾からの投稿も増え、まさに誌上

同窓会といえるわけだが、それを支えたのは 20 人ほどの常連投稿者だ。1、2 回だけ投稿したという人もい

るが、ほとんどは読者に徹している。文章を投稿するということに抵抗があるという人が多いようで、毎月

『かわらばん』を楽しく読み、昔を懐かしんでいるという手紙だけが、啓二のもとへたびたび送られてきた。 

常連のなかには、特定のテーマで連載する人もいた。たとえば、5 期卒業生の曽碧光さんは、「都蘭の麓

を出て」というタイトルで、『帰去来通信』に同窓誌がひきつがれたあとも継続し、11 年間ほとんど毎号か

かさず投稿しつづけた。第 10 号には、『かわらばん』への激励として、「旧台東中の一台湾同窓が、日本同窓

と終戦後別れたあとの波乱に満ちた生活を記すことによって、日本人が台湾から引き揚げたあとの、台湾人

の生活の一部を窺い知ることができると思う」という文章を送っている。 

啓二もさまざまな短い連載を掲載したが、そのなかのひとつである、自身の台東中学入学以前の山での生

活を記した「ターフン物語」は、後述するが、不思議なつながりによって、かれをふたたび望郷の地、ター

フンへといざなうこととなった。台湾在住の読者のひとりが、このターフンへの強い思いを知り、実際に足

を運び、写真とともに現在の状況を『かわらばん』で報告したことは、啓二をとても喜ばせた。 

 また、広報の場として、連絡先の変更や、喪報がしばしば載せられている。同窓会に関する連絡、またそ

れにともなう役員会の報告がされることもある。地震や台風による被害を心配するたよりも、災害が発生す

るたびに届けられた。 

 

 7.4.3 『いなけい かわらばん』のコンセプト 

  

啓二は、同窓から送られてきた原稿を、そのまま掲載することを心がけた。老齢化により、多少編集を要

する原稿もあるが、投稿者の意向をできるかぎり尊重することにしている。啓二のことをよく知った同窓か

らは、「黒子に徹しすぎている」といわれるほどである。 

しかし、第 50 号では編集者の『かわらばん』への思いが強くみられる。啓二は自分宛に届いた、編集方

針に疑義を指摘する手紙にふれ、それは『かわらばん』に投稿されているものが過去の友情物語など、あま

りにも過去のみにこだわり、未来展望がまったくないという趣旨だったことを説明した。それに対し、自分

の意見を次のように書いている。「『かわらばん』のモットーであり精神とするものは、ただ同窓の絆を強く

することを願っているものであり、それ以外の何物も求めていない。そのためには、共通の台東中学時代の

思い出を語り、懐かしむのが唯一の方法であり、投稿して下さる同窓も、同じ想いで投稿しているものと信

じる。」そして、台風に対する見舞い文を紹介し、「今月号編集の真最中、台湾側同窓会からの航空速達便で、

九州に上陸した台湾へのお見舞いの便が届いた。切々として同窓を思う心情が溢れている。これが絆であり

友情である」と結んでいる。 

『かわらばん』をはじめた当時、啓二は連絡先がわかる同窓に向けて一方的に発送したので、「台東中学

時代は、良い思い出ばかりではなかった」と、同窓誌を拒否する人もいた。おなじ時代を過ごしても、ひと

りひとりの思い出はことなるように、台東中学同窓会、同窓誌が、すべての同窓にうけいれられているわけ

ではなく、望郷の意識を積極的に共有したい同窓生によるネットワークなのである。 

 

7.4.4 同窓会組織を支える 

  

『かわらばん』発行のきっかけが同窓会であったように、広報、情報共有の場という役割も大きい。1993

年ごろから同窓会の規模が拡大し、幹事の負担がおおきくなった。それまで、林さんを中心とした同窓会幹

事が、文通や電話で開催日の案内や出欠確認などをおこなっていたが、『かわらばん』によって一括して情報

を発信できるようになり、かつ定期的に日台間の交流をはかることができるようになった。55 周年式典での

傑出同窓表彰では、日本と台湾のかけ橋という役割を果たしたとして、台湾側からは林さん、日本側からは

啓二と、後継者の妹尾さんが表彰をうけた。 

1996 年の 55 周年式典にむけて、台湾では開催の 3 年前から、各期の役員が選出され、かれらが中心とな

って準備をすすめた。役員会が開かれると、代表のひとりである林さんが、『かわらばん』に議事録を掲載し

た。日程や、おみやげをどうするかといった意見交換の場としても、同窓誌はおおいに活用された。 

啓二は『かわらばん』第 20 号で、「同窓連絡協議会を作りませんか」という提案をしている。台湾側では

同窓会が組織化しているのに対し、日本では 2 年毎の台湾、日本交流同窓会などの全国的なイベントが開催

される場合、各地の有志が世話役をひきうける状況であり、その負担もちいさくないため、各地域から連絡

協議会委員を選出し、連絡や意見の集約などにあたってはどうか、というものである。台湾側の情報をふく

め、統一的な広報活動については、『かわらばん』がその役割をになうが、『かわらばん』の読者は 1、2 期生

が中心で、全同窓を網羅しているわけではないので、連絡委員をおく必要があった。結果的に、各地区から

連絡委員は選出され、第 23 号で紹介されている。しかしこの提案に対しては、同窓からさまざまな意見がよ

せられた。関係者の老齢化や、卒業生 1 期から 5 期までとかぎられたメンバーなので、新しい加入者もなく、

あと 15 年もすれば同窓会自体がなくなる運命にあり、厳密な組織づくりをする必要があるのかといった意見、

連絡委員の必要性は感じるが、行事があるごとに実行委員をつのり、対処すればいいのでは、といった意見

である。 

同時に、『かわらばん』発行の費用を、同窓で負担してはどうかという提案が今村さんからだされた。「稲

垣啓二氏の「同窓生の絆を深めたい」の信念と情熱で、既にかわらばんは 23 号まで発行され、部数も国内外

で 100 部を超えるといわれております。稲垣氏自身、大金持ちでもないにかかわらず、毎月の原稿募集、編

集からワープロ入力、印刷、校正、発送等の労力や消耗品、郵送料まで負担され、日々の生活に充てるべき

ご本人の年金から月々4 から 5 万円をさいて実行されているようです。組織ができたのを機会に、一人当た

り年会費 5000 円を負担してはどうでしょうか。」これは第 24 号からの抜粋である。これまでもこのような投
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稿はたびたびされてきたが、啓二は私的にはじめた手前、提案を掲載することをさけてきた。個人的に数人

から資金にあてるようにと、援助をうけたこともある。『かわらばん』第 27 号には、1995 年当時の発送部数

が書かれており、台湾 50 部、日本 70 部、アメリカ 1 部となっていた。この提案は、賛成多数で決定され、

読者から年間 5000 円が提供されることとなった。 

 台湾への発送分は、林さんからの全面的な協力をうけ、妹尾さんの『帰去来通信』からは、台湾側同窓会

組織の各期の代表がサポートした。こうして、啓二がはじめた『かわらばん』は同窓誌として定着し、同窓

会組織と密接につながりをもつようになっていった。 

 

   
写真 17 啓二の部屋に置かれた数々の作品          写真 18 執筆の様子 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 7.5 夢の実現 

 

 7.5.1 いきさつ 

 

生活が落ちつき、また台湾同窓との再会が引きがねとなって、啓二の台湾への望郷の念は、年をへるごと

に強くなっていった。そして 1987 年に、意を決し、八通関道路を管轄していた玉里警察署長あてに、ターフ

ンの現況を知りたいという手紙をだした。しかし、その返信はついにこなかった。 

 1989 年ごろ、林さんが来日したので、東京で同窓会をひらいた。そのときに、ターフンが現在どうなって

いるか知りたいと、軽い気持ちで調査を依頼した。当時台湾政府関係の仕事をしていた林さんは、気前よく

引きうけてくれた。 

しかし、帰国して調べてみると、意外にも難しいことが判明した。まずターフンを中継地とする八通関道

路が、台湾省内政部営建署の玉山国家公園管理処というところで管理されていて、現在は完全な無人地帯で

あり、国家公園の特別地域になっているので、許可がなければ入山できないということを知った。もともと

玉山地区は、日本統治時代に国立公園化が検討されたが、太平洋戦争勃発によりその計画も消滅し、戦後の

1979 年にふたたび、国家公園の予定地として指定された。その後、環境保護の意識の高まりにともない、1982

年に国家公園法施行規則が公布され、玉山国家公園管理処という役所が設立された［玉山国家公園 n.d.］。 

台湾には現在、玉山国家公園をふくめて、6 つの国立公園があり、これら国立公園を管轄する機関が、中

央政府の国家公園管理処である。その担当責任者が、偶然にも、林さんが客員教授で大学に赴任していたと

きの教え子だった。さっそく問いあわせてみると、調査を快諾してくれた。 

啓二が林さんに調査を依頼した 1989 年は、ちょうど役所が学術機関に委託して、八通関道路の調査を開

始したころで、八通関の一部であるターフンの調査はまだ着手されていなかった。1991 年にはじめて、管理

処から委嘱をうけた中原大学建築研究所の調査隊が、八通関に入山した。 

林さんの必死の調査により、管理処とのつながりができ、1993 年の日本、台湾合同同窓会のときに、林さ

んは啓二のために管理処からあずかった 30 枚ほどのターフンの調査写真をもって来日してくれた。そのとき、

管理処がすでに西側から玉山へのルートの調査をまとめた『玉山回首』第 1 巻を完成させたことと、東側か

ら玉山へいたるルートは、登山客も少なく、当時の生活の手がかりもつかめず、八通関道路に関する資料や

記録を求めていることをきいた。林さんが、啓二の著作『ターフン物語』を翻訳して紹介した結果、啓二は

当時の生活を知る貴重な生き証人としてとして認められ、原稿料までおくられてきた。 

その最中の 1994 年のある日、佐藤秀男さんという人から突然、啓二のもとへ電話があった。八通関道路

駐在所時代の喜一郎の後輩で、たまたま玉里小学校名簿に啓二の名前をみつけ、なつかしくなって連絡した

ということだった。喜一郎がすでに他界したことを伝え、昔話に花が咲いて電話を切ったが、その 5、6 日後

に、佐藤さんから駐在所勤務時代の写真が数枚送られてきた。日本人が引揚げるなか、最後まで警察業務を

していた佐藤さんは、たまたま中国人の署長に、写真持ち帰りの許可証を発行してもらったという。管理処

がもとめている写真記録だと感じた啓二は、佐藤さんにわけを説明し、ほかの写真も複写して台湾へおくっ

た。 

こうして、林さんの協力により、管理処、林さん、啓二という関係ができあがり、管理処からは、林さん

と啓二に対して、資料に対するお礼と、啓二に渡台の要望が書かれた公文書が送られてきた。玉山を管理す

る南安管理処が、八通関道路の模型をつくる予定なので、その指導を現地でしてほしいということだったが、

啓二の腰が重かったことから延期され、1999 年になってようやく実現された。 
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稿はたびたびされてきたが、啓二は私的にはじめた手前、提案を掲載することをさけてきた。個人的に数人

から資金にあてるようにと、援助をうけたこともある。『かわらばん』第 27 号には、1995 年当時の発送部数

が書かれており、台湾 50 部、日本 70 部、アメリカ 1 部となっていた。この提案は、賛成多数で決定され、

読者から年間 5000 円が提供されることとなった。 

 台湾への発送分は、林さんからの全面的な協力をうけ、妹尾さんの『帰去来通信』からは、台湾側同窓会

組織の各期の代表がサポートした。こうして、啓二がはじめた『かわらばん』は同窓誌として定着し、同窓

会組織と密接につながりをもつようになっていった。 

 

   
写真 17 啓二の部屋に置かれた数々の作品          写真 18 執筆の様子 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 7.5 夢の実現 

 

 7.5.1 いきさつ 

 

生活が落ちつき、また台湾同窓との再会が引きがねとなって、啓二の台湾への望郷の念は、年をへるごと

に強くなっていった。そして 1987 年に、意を決し、八通関道路を管轄していた玉里警察署長あてに、ターフ

ンの現況を知りたいという手紙をだした。しかし、その返信はついにこなかった。 

 1989 年ごろ、林さんが来日したので、東京で同窓会をひらいた。そのときに、ターフンが現在どうなって

いるか知りたいと、軽い気持ちで調査を依頼した。当時台湾政府関係の仕事をしていた林さんは、気前よく

引きうけてくれた。 

しかし、帰国して調べてみると、意外にも難しいことが判明した。まずターフンを中継地とする八通関道

路が、台湾省内政部営建署の玉山国家公園管理処というところで管理されていて、現在は完全な無人地帯で

あり、国家公園の特別地域になっているので、許可がなければ入山できないということを知った。もともと

玉山地区は、日本統治時代に国立公園化が検討されたが、太平洋戦争勃発によりその計画も消滅し、戦後の

1979 年にふたたび、国家公園の予定地として指定された。その後、環境保護の意識の高まりにともない、1982

年に国家公園法施行規則が公布され、玉山国家公園管理処という役所が設立された［玉山国家公園 n.d.］。 

台湾には現在、玉山国家公園をふくめて、6 つの国立公園があり、これら国立公園を管轄する機関が、中

央政府の国家公園管理処である。その担当責任者が、偶然にも、林さんが客員教授で大学に赴任していたと

きの教え子だった。さっそく問いあわせてみると、調査を快諾してくれた。 

啓二が林さんに調査を依頼した 1989 年は、ちょうど役所が学術機関に委託して、八通関道路の調査を開

始したころで、八通関の一部であるターフンの調査はまだ着手されていなかった。1991 年にはじめて、管理

処から委嘱をうけた中原大学建築研究所の調査隊が、八通関に入山した。 

林さんの必死の調査により、管理処とのつながりができ、1993 年の日本、台湾合同同窓会のときに、林さ

んは啓二のために管理処からあずかった 30 枚ほどのターフンの調査写真をもって来日してくれた。そのとき、

管理処がすでに西側から玉山へのルートの調査をまとめた『玉山回首』第 1 巻を完成させたことと、東側か

ら玉山へいたるルートは、登山客も少なく、当時の生活の手がかりもつかめず、八通関道路に関する資料や

記録を求めていることをきいた。林さんが、啓二の著作『ターフン物語』を翻訳して紹介した結果、啓二は

当時の生活を知る貴重な生き証人としてとして認められ、原稿料までおくられてきた。 

その最中の 1994 年のある日、佐藤秀男さんという人から突然、啓二のもとへ電話があった。八通関道路

駐在所時代の喜一郎の後輩で、たまたま玉里小学校名簿に啓二の名前をみつけ、なつかしくなって連絡した

ということだった。喜一郎がすでに他界したことを伝え、昔話に花が咲いて電話を切ったが、その 5、6 日後

に、佐藤さんから駐在所勤務時代の写真が数枚送られてきた。日本人が引揚げるなか、最後まで警察業務を

していた佐藤さんは、たまたま中国人の署長に、写真持ち帰りの許可証を発行してもらったという。管理処

がもとめている写真記録だと感じた啓二は、佐藤さんにわけを説明し、ほかの写真も複写して台湾へおくっ

た。 

こうして、林さんの協力により、管理処、林さん、啓二という関係ができあがり、管理処からは、林さん

と啓二に対して、資料に対するお礼と、啓二に渡台の要望が書かれた公文書が送られてきた。玉山を管理す

る南安管理処が、八通関道路の模型をつくる予定なので、その指導を現地でしてほしいということだったが、

啓二の腰が重かったことから延期され、1999 年になってようやく実現された。 
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写真 19 啓二宛の公文書 

（実物のコピー） 

 

 7.5.2 台湾旅行 

  

1999 年 2 月 17 日から 3 月 2 日までの 14 日間、啓二は麗子をともなって渡台した。20 日までは知人の家

ですごし、その後、管理処訪問のスケジュールとなった。中国語がまったくはなせない啓二のために、林さ

ん夫妻がつねに同行してくれることとなった。 

 21 日、高雄で林さん夫妻と合流すると、列車で台東へむかった。台北在住の同級生もともに、台東中学校、

寄宿舎跡、海岸プール、台東神社跡など、思い出の場所を見てまわった。 

22 日、台東駅から玉里へとむかう途中、富里駅というところで下車し、石壁、清水駐在所跡という、かつ

て喜一郎がターフンをおりたあと勤務していた場所をたずねた。すると、清水駐在所の建物が一部日本時代

のままで、裏の水槽も、当時各宿舎に給水していた跡がそのまま残っていた。石壁駐在所には、蕃童教育所

と日本人警察官の宿舎跡があり、とても懐かしかった。 

つぎの訪問先の南安管理処は、玉里から八通関道路にはいって、すぐのところにあった。八通関道路の展

示室に案内され、模型や写真を見せられると、模型のあやまりを発見したので、当時の状況を説明した。そ

こには、うわさを聞きつけて地方新聞の記者が 3、4 人待機していて、啓二に取材を申しこんできた。「現在、

八通関道路には、宿泊施設などレジャー開拓のために、舗装道路をつくる計画がされているが、どう思うか」

という質問に対して、「山の自然を残すために、今までとおりの登山道路だけで十分ではないか」と返答し、

翌日新聞にその様子が掲載された。夕方になると、管理処署長のはからいで、周辺の部落に住んでいた原住

民たちが、わざわざ啓二の訪問にあつまってきた。70 歳代後半から 88 歳までの 40 人ほどが集合し、宴会が

はじまった。日本語が通じることはもちろん、学校で教えられたという日本の童謡をしっかり覚えていて、

昔話でおおいにもりあがった。すると突然、88 歳の最高齢のおばあさんが、「わたしの男、警察に殺された

よ」とぽつりといったので、その場の雰囲気が一瞬凍りついた。おそらく八通関道路の理蕃政策によってお

こった事件に関係しているのだろう。啓二は、日本統治時代の負の側面も、決して忘れてはいけないとあら

ためて感じた。8 時半にようやく解散したところで、突然署長から「明日、天気が良ければ、稲垣さんをヘ

リコプターでターフンまでお連れすることになっています」と告げられた。林さんもこの計画を知らず、啓

二は突然のことに耳をうたがった。このヘリコプターは、南安基地から八通関道路までを、建設現場に人を

はこんだり、資材を空輸したり、またクマ研究者をのせて、クマに取りつけてあるレーダーをおったりと、

多方面に活躍している。明日は建設現場へ人足をはこんだ後、啓二と林さんをのせてターフンに着陸すると

いうことだった。啓二は興奮して、その晩なかなか寝つくことができなかった。 

23 日は、前日とはうってかわって天候にめぐまれ、啓二と林さん、管理処の職員 3 人と、クマ研究者の 6

人がヘリコプターで基地を出発した。途中上空からは、数ヶ所も山崩れのあとがみられ、徒歩ではとうてい

行くことができない状況だった。啓二は中学生時代に、玉里からターフンまでを 2 日間歩きつづけてやっと

到着したものだが、離陸してから約 20 分たらずで、職員がターフンを前方にゆびさし、一番上の台地に着陸

した。2 度ともどることができないと思っていたターフンの地に降りたった啓二は、感極まって涙を流し、

大地に口づけをした。そこには建物はいっさいなく、石垣などの構築物が残っていただけであった。管理処

の委託調査によって、調査隊が 1991 年にはじめて入山したときに残っていた施設跡が、なんらかの理由でほ

ぼ全滅しているということはわかっていた。かろうじて、最上段にある弾薬庫だけは残っていたが、30 セン

チメートルほどのコンクリートから鉄筋がはみだし、内部にいたっては、木材がすべてはぎとられたような

形跡があった。念願のターフン訪問なので、せめて半日でもとどまりたいと思ったが、ガスが発生するとい

うことだったので、40 分間しか滞在できなかった。ターフン小学校跡など、はなれた場所へは行くことがで

きなかったが、駐在所内を歩きまわり少年時代の思い出にひたることができた。啓二は石垣をなでながら、

こみあげてくる涙をどうすることもできなかった。やがてヘリコプターがむかえにきて、ふたたびみること

はないターフンにわかれを告げた。ふりかえると、パイロットがいったように、すでに山やまは雲のなかに

消えていた。 
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写真 19 啓二宛の公文書 

（実物のコピー） 

 

 7.5.2 台湾旅行 

  

1999 年 2 月 17 日から 3 月 2 日までの 14 日間、啓二は麗子をともなって渡台した。20 日までは知人の家

ですごし、その後、管理処訪問のスケジュールとなった。中国語がまったくはなせない啓二のために、林さ

ん夫妻がつねに同行してくれることとなった。 

 21 日、高雄で林さん夫妻と合流すると、列車で台東へむかった。台北在住の同級生もともに、台東中学校、

寄宿舎跡、海岸プール、台東神社跡など、思い出の場所を見てまわった。 

22 日、台東駅から玉里へとむかう途中、富里駅というところで下車し、石壁、清水駐在所跡という、かつ

て喜一郎がターフンをおりたあと勤務していた場所をたずねた。すると、清水駐在所の建物が一部日本時代

のままで、裏の水槽も、当時各宿舎に給水していた跡がそのまま残っていた。石壁駐在所には、蕃童教育所

と日本人警察官の宿舎跡があり、とても懐かしかった。 

つぎの訪問先の南安管理処は、玉里から八通関道路にはいって、すぐのところにあった。八通関道路の展

示室に案内され、模型や写真を見せられると、模型のあやまりを発見したので、当時の状況を説明した。そ

こには、うわさを聞きつけて地方新聞の記者が 3、4 人待機していて、啓二に取材を申しこんできた。「現在、

八通関道路には、宿泊施設などレジャー開拓のために、舗装道路をつくる計画がされているが、どう思うか」

という質問に対して、「山の自然を残すために、今までとおりの登山道路だけで十分ではないか」と返答し、

翌日新聞にその様子が掲載された。夕方になると、管理処署長のはからいで、周辺の部落に住んでいた原住

民たちが、わざわざ啓二の訪問にあつまってきた。70 歳代後半から 88 歳までの 40 人ほどが集合し、宴会が

はじまった。日本語が通じることはもちろん、学校で教えられたという日本の童謡をしっかり覚えていて、

昔話でおおいにもりあがった。すると突然、88 歳の最高齢のおばあさんが、「わたしの男、警察に殺された

よ」とぽつりといったので、その場の雰囲気が一瞬凍りついた。おそらく八通関道路の理蕃政策によってお

こった事件に関係しているのだろう。啓二は、日本統治時代の負の側面も、決して忘れてはいけないとあら

ためて感じた。8 時半にようやく解散したところで、突然署長から「明日、天気が良ければ、稲垣さんをヘ

リコプターでターフンまでお連れすることになっています」と告げられた。林さんもこの計画を知らず、啓

二は突然のことに耳をうたがった。このヘリコプターは、南安基地から八通関道路までを、建設現場に人を

はこんだり、資材を空輸したり、またクマ研究者をのせて、クマに取りつけてあるレーダーをおったりと、

多方面に活躍している。明日は建設現場へ人足をはこんだ後、啓二と林さんをのせてターフンに着陸すると

いうことだった。啓二は興奮して、その晩なかなか寝つくことができなかった。 

23 日は、前日とはうってかわって天候にめぐまれ、啓二と林さん、管理処の職員 3 人と、クマ研究者の 6

人がヘリコプターで基地を出発した。途中上空からは、数ヶ所も山崩れのあとがみられ、徒歩ではとうてい

行くことができない状況だった。啓二は中学生時代に、玉里からターフンまでを 2 日間歩きつづけてやっと

到着したものだが、離陸してから約 20 分たらずで、職員がターフンを前方にゆびさし、一番上の台地に着陸

した。2 度ともどることができないと思っていたターフンの地に降りたった啓二は、感極まって涙を流し、

大地に口づけをした。そこには建物はいっさいなく、石垣などの構築物が残っていただけであった。管理処

の委託調査によって、調査隊が 1991 年にはじめて入山したときに残っていた施設跡が、なんらかの理由でほ

ぼ全滅しているということはわかっていた。かろうじて、最上段にある弾薬庫だけは残っていたが、30 セン

チメートルほどのコンクリートから鉄筋がはみだし、内部にいたっては、木材がすべてはぎとられたような

形跡があった。念願のターフン訪問なので、せめて半日でもとどまりたいと思ったが、ガスが発生するとい

うことだったので、40 分間しか滞在できなかった。ターフン小学校跡など、はなれた場所へは行くことがで

きなかったが、駐在所内を歩きまわり少年時代の思い出にひたることができた。啓二は石垣をなでながら、

こみあげてくる涙をどうすることもできなかった。やがてヘリコプターがむかえにきて、ふたたびみること

はないターフンにわかれを告げた。ふりかえると、パイロットがいったように、すでに山やまは雲のなかに

消えていた。 
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写真 20 ヘリコプターに乗り込む啓二と林さん 

出所：啓二のアルバム 

 

南安管理処をあとにし、その夜は花蓮港のホテルに泊まった。そして翌日、鉄道で基隆へとむかった。啓

二にとって基隆は引揚の地で、台湾の思い出のひとつとして、イメージのなかに強烈に存在している。とく

に、駆逐艦「樺」へ乗船するまでをすごした、3 階建ての砂糖倉庫は忘れられなかったが、林さんの調査で

そのうちの一棟がまだ残っていることがわかった。港湾局を訪問すると、施設紹介用特別室へとおされ、基

隆港の紹介ビデオを見せてもらった。波止場では 2 階建の遊覧船に案内され、基隆港内を一周することとな

った。2 階にはすでにカメラを持った新聞記者が待機していて、離台した当時の基隆港の様子や、啓二の心

情を質問してきた。砂糖倉庫を岩壁に見つけたときは、思わず「あれだ！」とさけび、その様子が翌日の新

聞に掲載された。その夜、台北市で同窓生による啓二の歓迎パーティーがひらかれた。 

25 日、台北市内から 1 時間ほどのところにある、中原大学を訪問した。この大学の建築研究所は、玉山管

理処から委嘱されて、八通関道路に点在する駐在所跡や原住民の遺跡などを調査していて、啓二が訪台の際

にはかならずよるようにいわれていた。教授をはじめ、研究生数人が待機していて、実際にかれらが現地へ

行き、撮影したビデオにもとづき、わからない部分を質問された。最後に、ターフン小学校の校歌をうたう

よう頼まれ、持参した得意のハーモニカを演奏した。3 時間ほどで討論もおわり、その夜は台中のホテルに

泊まった。 

26 日は最後の訪問先の、玉山管理処を訪れた。水里駅におりると、管理処の課長をしている陳さんがむか

えてくれた。初対面ではあったが、林さんをとおして 7 年間、八通関に関する情報を共有してきたので、ま

ったく面識のない間柄にはおもえなかった。林さんが翻訳した『ターフン物語』と、啓二が持参した資料を

贈呈し、管理処の図書館に寄付した。これで訪問の全日程は終了となり、ふたたび知人の家にお世話になっ

たあと、3 月 2 日、林さんたちに見おくられ、高雄空港から離台した。 

 

 7.5.3 訪台をふりかえって 

 

啓二の台湾訪問は、さまざまなめぐりあわせによって実現した。望郷の念によってつづった自伝が、いつ

のまにか重要な資料と認めてくれる機関のもとへ届き、情報を共有する関係になった。そのため、一般の人

では許可されることが難しい場所へもはいることができ、訪問した先ざきで、関係機関から取材をうけた。

長い人生で、経験したことのないことばかりだった。 

このような機会にめぐまれたのは、親友である林さんの献身的な協力のおかげだと、啓二は心の底から感

謝している。啓二の著作を中国語に翻訳し、台湾の関係者に送付し、台湾と日本の橋渡しの役割をしてくれ

た。また、啓二のことを理解したうえで、訪問先に連絡をつけ、スケジュールをすべて管理してくれただけ

でなく、どこへいくにも同行してくれた。あとからわかったことだが、3 月 2 日に高雄空港から離台する前

日、林さんの母親は突然他界していたのである。啓二に気を使わせないように、まったくそのような素振り

をみせなかった林さんの友情には、大きな包容力を感じ、ただ脱帽せざるをえなかった。 

2008 年現在 79 歳の啓二は、身体的にも精神的にも弱り、ふたたび台湾へ渡ることは、自他ともに難しい

と感じている。台湾旅行という夢が実現されてから 9 年がたつが、思い返してみても、不思議なめぐりあわ

せで実現したことだったとしみじみ思うのである。「これはきっと、ターフンの神様の仕業でいかされたんだ」

と、啓二は信じている。 

 

 
写真 21 玉里神社前にて、左から麗子、啓二、お世話になった林夫妻 

出所：啓二のアルバム 

 

 

 8 おわりに 
 

 8.1 心のふるさと 

 

 「日本が敗戦するまでは、わたしは日本人だったんだから、わたしの心のふるさとはあの時代の日本なん

ですよ」 

台湾でのインタビューの最後に、林さんはそうはなしてくれた。何度も台湾へおもむき、旧交をあたため

ている今村さん、大野さんは、「わたしたちは台湾うまれで、日本へなんか行ったことがなかったから。台湾
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写真 20 ヘリコプターに乗り込む啓二と林さん 

出所：啓二のアルバム 

 

南安管理処をあとにし、その夜は花蓮港のホテルに泊まった。そして翌日、鉄道で基隆へとむかった。啓

二にとって基隆は引揚の地で、台湾の思い出のひとつとして、イメージのなかに強烈に存在している。とく

に、駆逐艦「樺」へ乗船するまでをすごした、3 階建ての砂糖倉庫は忘れられなかったが、林さんの調査で

そのうちの一棟がまだ残っていることがわかった。港湾局を訪問すると、施設紹介用特別室へとおされ、基

隆港の紹介ビデオを見せてもらった。波止場では 2 階建の遊覧船に案内され、基隆港内を一周することとな

った。2 階にはすでにカメラを持った新聞記者が待機していて、離台した当時の基隆港の様子や、啓二の心

情を質問してきた。砂糖倉庫を岩壁に見つけたときは、思わず「あれだ！」とさけび、その様子が翌日の新

聞に掲載された。その夜、台北市で同窓生による啓二の歓迎パーティーがひらかれた。 

25 日、台北市内から 1 時間ほどのところにある、中原大学を訪問した。この大学の建築研究所は、玉山管

理処から委嘱されて、八通関道路に点在する駐在所跡や原住民の遺跡などを調査していて、啓二が訪台の際

にはかならずよるようにいわれていた。教授をはじめ、研究生数人が待機していて、実際にかれらが現地へ

行き、撮影したビデオにもとづき、わからない部分を質問された。最後に、ターフン小学校の校歌をうたう

よう頼まれ、持参した得意のハーモニカを演奏した。3 時間ほどで討論もおわり、その夜は台中のホテルに

泊まった。 

26 日は最後の訪問先の、玉山管理処を訪れた。水里駅におりると、管理処の課長をしている陳さんがむか

えてくれた。初対面ではあったが、林さんをとおして 7 年間、八通関に関する情報を共有してきたので、ま

ったく面識のない間柄にはおもえなかった。林さんが翻訳した『ターフン物語』と、啓二が持参した資料を

贈呈し、管理処の図書館に寄付した。これで訪問の全日程は終了となり、ふたたび知人の家にお世話になっ

たあと、3 月 2 日、林さんたちに見おくられ、高雄空港から離台した。 

 

 7.5.3 訪台をふりかえって 
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写真 21 玉里神社前にて、左から麗子、啓二、お世話になった林夫妻 

出所：啓二のアルバム 

 

 

 8 おわりに 
 

 8.1 心のふるさと 

 

 「日本が敗戦するまでは、わたしは日本人だったんだから、わたしの心のふるさとはあの時代の日本なん

ですよ」 

台湾でのインタビューの最後に、林さんはそうはなしてくれた。何度も台湾へおもむき、旧交をあたため

ている今村さん、大野さんは、「わたしたちは台湾うまれで、日本へなんか行ったことがなかったから。台湾
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へ帰ると、昔好きだったものを食べますよ」と懐かしそうに思いだしているようだった。啓二の強い望郷を

おっての取材だったが、その先にも「ふるきよき時代」に思いをはせる旧友たちの姿があった。そして、当

然のことながら、かれらの望郷はひとりひとりことなっている。うまれてから終戦までを台東ですごした今

村さんと林さん、父の転勤にともない台湾内を転々とした大野さん、山奥から台東中学にやってきた啓二の

もっている思い出は、かさなる部分の方が少ないといえるようだ。啓二にとってのふるさとは、山地警察官

であった父の存在とは切りはなすことができない。というのも、同窓誌への投稿をきっかけにはじめた執筆

活動では、理蕃政策や原住民の歴史などが取りあげられることが多く、当時の思い出以上に、さまざまな文

献をしらべて書かれた内容なのである。戦後、日本の台湾に対する植民地支配について各方面から意見がだ

されるなか、啓二自身が経験した敗戦の反動を考慮するなど、客観的な視点から当時をふりかえるようつと

めている。しかしそこに、山地警察官がおこなった事業が、いかに多くの犠牲と苦労をはらわれたのか、と

いう主観がはいっていることは否定できない。その背景には、啓二の父にたいする誇りがあるのである。 

 啓二をはじめ、たしかにかたり手の面々は、物質的に良い生活をしていたようである。しかし戦時下での

くらしは、現在からは想像できないほど制限されたものであり、死と隣りあわせの危険な状況も経験してい

る。いくら青春時代だったからとはいえ、なぜ当時の思い出がそれほどあざやかにのこっているのだろうか。 

 その要因のひとつとして、引揚後のきびしい生活があり、戒厳令下での白色テロがあると思う。うまれ育

ったふるさとが突然に外国となり、苦労してきずきあげてきた財産を手放して荒野に放りだされたわけだか

ら、国家にふりまわされたといっても過言ではない。ただ毎日生きるために必死に働いた時代は、台湾を思

い出す余裕などなく、定年後生活が安定してから、少しずつ望郷の念が強くなっていった。 

「昔に浸るのは年をとったからだよ」。 

台湾時代の、驚くほどに鮮明な記憶を、自伝として何冊も書いている啓二の口癖である。それらの内容は、

人生の 4 分の 1 ほどの台湾時代だけに集中し、その後日本に帰ってきてからのことはつづられていない。啓

二にとって、人生のもっとも輝いていた時代が台湾であり、戦後の苦労がよりいっそう思い出を美化してい

るようだ。 

 そして、啓二とおなじように、「ふるきよき時代」を心のふるさとだと懐かしむ同窓生との望郷の絆は、余

生を豊かにし、大きな心の支えとなっている。 

 

 

写真 22 林さんとホテルで対談 

（2008 年 筆者撮影） 

 

 8.2 「むかしばなし」ではない、祖父の生きた時代 

 

 啓二のいきた戦前、戦中、そして戦後の高度経済成長につづく現代という激動の時代に対する認識は、こ

れまで学校で学んできたはずであった。しかし、自分とは遠い「むかしばなし」であるように感じていたの

は、それが単語であり、それぞれの時代状況との関連を意識することがなかったからだと思う。非常に短い

時間ではあったが、祖先の人生をふりかえるなかで、今まで感じることのなかった時代の鼓動が、自分のな

かにも流れていると思えるようになった。戦争という出来事が、人びとの生活にどう影響していったのか、

「輝かしい高度経済成長」の裏側には、つらい、悲しいことを乗りこえ、食いつなぐことを最優先して、が

むしゃらに生きてきたひとりひとりの苦労があり、筆者のいきる現代は、そういった時代のうえに成りたっ

ているのである。 

本論文のタイトルは、宮本常一の名著、『忘れられた日本人』を意識したものである。著者は、戦前を生

きた人びとの証言をとおして、物質的な豊かさと反比例して、わたしたちが失ったなにかがあると問いかけ

ている。戦前、戦中を経験した世代がじょじょに減ってくるなか、啓二をふくめ、友人たちにも高齢にとも

なってからだに支障がみえはじめ、かぎられた時間のなかでの調査であった。卒業論文をきっかけに自分の

ルーツをふりかえったことは、おおきな意義があったと感じている。 

本論文ではさまざまなテーマを取りあげているが、ひとつひとつが浅く、大風呂敷を広げすぎていると指

摘をうけても仕方がないかもしれない。しかし、ひとりの人生をおっていくと、社会的なかかわりのなかに

多様なテーマが内包されていて、一部を取りあげるということは不可能だった。筆者が目指したのは、人生

の紆余曲折をへて現在にいたる祖父の姿であり、その全体像を描くためには内容が多岐にわたることは自然

であった。具体的な事例のひとつひとつが、躍動感のある人生を、筆者にリアルに感じさせてくれた。祖父

にあらためて敬意をしめしたい。 
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 本論文の作成に、多大な協力をいただいた、祖父・稲垣啓二さん、祖母、稲垣麗子さんをはじめ、稲垣家

のみなさま、今村寛さん、大野佑亮さん、台湾を案内してくださった林茂生さんに、心よりお礼申し上げま

す。 
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 コメント 

◆「激動」とは、時代や人生を形容する際に多用されることばである。 

 本論文の主人公である稲垣啓二さんの人生も、まさに「激動」的なものであった。著者が指摘するように、

「昭和」の前半である、戦前・戦中・戦後が「激動」であったことぐらいは、わたしたちは知っている。そ

れは、学校でまなぶからである。しかし、それが、どのように激動であったのかについて具体的に知ろうと

する意志がないかぎり、激動の歴史は闇にほうむられることになる。 

 そんな意味で啓二さんの人生の細部にこだわった本論文の意義はきわめておおきい。本論文をまとめるに

あたり著者が念頭においたという宮本常一の『忘れられた日本人』が意図したことは大きすぎて評者の手に

あまりあるが、啓二さんとその友人たちの交流を軸に組み立てられた戦後史も、なかなかに具体的でさまざ

まなことを考えさせられた。というのも、1年以上も前のことであるが、「啓二さんの個人史を卒論にまとめ
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 n.d. 「統計データ」http://www7.city.toyama.toyama.jp/public/toukei/index.html 

 

 

 コメント 

◆「激動」とは、時代や人生を形容する際に多用されることばである。 

 本論文の主人公である稲垣啓二さんの人生も、まさに「激動」的なものであった。著者が指摘するように、

「昭和」の前半である、戦前・戦中・戦後が「激動」であったことぐらいは、わたしたちは知っている。そ

れは、学校でまなぶからである。しかし、それが、どのように激動であったのかについて具体的に知ろうと

する意志がないかぎり、激動の歴史は闇にほうむられることになる。 

 そんな意味で啓二さんの人生の細部にこだわった本論文の意義はきわめておおきい。本論文をまとめるに

あたり著者が念頭においたという宮本常一の『忘れられた日本人』が意図したことは大きすぎて評者の手に

あまりあるが、啓二さんとその友人たちの交流を軸に組み立てられた戦後史も、なかなかに具体的でさまざ

まなことを考えさせられた。というのも、1年以上も前のことであるが、「啓二さんの個人史を卒論にまとめ
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たい」と相談をうけた際に話題となった、啓二さんが台湾政府から招聘をうけ渡台したエピソードに、失礼

ながら、わたしは政治色をかぎとってしまったからである。 

 「無名な個人の記憶まで動員して台湾政府は、一体なにをしようとしているのであろうか」というのが、

当時、わたしが感じたことであった。しかし、本論文を読み、すべてが政治的に動くものでないことを痛感

させられたと同時に、啓二さんの台湾とターフンにかける想いと、同時に啓二さんのターフン訪問を実現さ

せた「台湾人」の人びとの努力を知り、自分の浅はかさを恥いっている次第である。 

 日本の戦争責任が語られるとき、「台湾には親日派がおおい」ことをもって植民地化を正当化する人もいる。

わたしは、この意見にはくみしない。同時に、戦争責任だけを指摘する姿勢にも空虚さを感じざるをえない。

本論文を読み、植民者であれ被植民者であれ、個人レベルの記憶を収集し、個別に考えることが大切なので

はないか、とあらためて考えさせられた。それは、あの戦争に軍人・民間人のみならず関与した、わたした

ちのご先祖さんと、そのおかげで現在を生きることのできる、わたしたちの責任だと感じるからである。（赤

嶺淳） 

 

◆少年期を戦前、戦中の台湾で、戦後は高度経済成長期の日本を生き、現在は再び台湾との交流を続ける、

魅力あふれる人生を歩む著者自身の祖父に焦点をあてることで、一個人の視点から、日本と台湾の歴史、そ

して社会的な関わりのなかで多様な主題を提示することに成功している。確かな文章力、特に、そこかしこ

にみられる、淡々と出来事を記述してくことによる心理描写の巧さにも感心させられた。 

 欲をいえば、この物語の核心であり副題にもある望郷の意味について、もう一歩踏み込んだ理解を試みて

ほしかった。彼が下級生に振るった暴力、山地警察官の息子として無意識にとっていた現地の人びとへの態

度、そして敗戦直後に彼が受けた暴力、そのような台湾時代の負の記憶と、現在の望郷の思いはどのような

関係にあるのか、彼から聞き出すことはできなかったのだろうか。そこから、仮に、多くの日本人が忘却し

た歴史へのこだわりのなかに、ひとりの日本人として過去を償い、新たな関係を築くための和解の意思を見

出すことはできないだろうか。 

 著者はむしろ、男たちの傍若無人ぶりに耐えながらも（すみません！）家族を支え続けた親族の女性たち

に同情と共感を寄せているのでは、と勝手に想像している。突然消息を絶った夫が台湾にいることがわかり、

長男を残し次男である著者の祖父を連れ台湾に渡る綾子さん、職を転々とする祖父にかわり、保険の外交員

をしながら家族を支えた麗子さんについての記述は、付随的な物語であるが、彼女たちの視点からみた家族

の物語、そしてアジア史の可能性を感じさせた。 

 著者は、祖父の語りを誠実に受け止め、その激動の人生に感動を感じつつも、ある部分において共感する

ことを拒否しているが故に、彼の望郷の思いについての内在的理解に踏み込むことができなかったのだろう

か。以上は勝手な感想であるが、ライフヒストリーの凄味を改めて感じさせられた秀作であると考える。（福

武慎太郎） 

1 杯のコーヒーからつながりをはぐくむ 

―タナ・トラジャ県におけるコーヒー産業を事例として― 
 

眞泉晃善 
 

 

 わたしたちの身近にある 1 杯のコーヒーの裏に広がる世界。 

それは、頭では理解できても、実際に見て、聞いて、肌で感じて理解したことのない、実体のない

遠い世界である。フェアトレード（公平貿易）をテーマとして大学で活動していたわたしにとって、

そのことがいちばんの問題であった。 

そのようななか大学の授業の一環として参加したインドネシア、スラウェシ島のタナ・トラジャへ

のフィールドワークで、「フェアトレード」とは語らずとも現地の農家と強い結びつきを構築し、顔の

見える関係のもとで取り引きをおこなおうとしている、日系企業のトアルコ・ジャヤ社の存在を知る。 

日本にいて、「生産者と切れた関係にある」と言って自分から遠ざかるのは簡単なことであるが、発

想をかえれば、コーヒーというモノを通じて細い細い糸でつながっているとも言えるだろう。本論文

では、トアルコ・ジャヤ社のビジネスを事例に、そんなかすかなつながりをたぐりよせてみる試みを

してみたい。 

 

 

1 はじめに 

2 コーヒーについて 

3 村にはいる 

4 ヨセプさんとの出会い 

5 1 週間のくらし 

6 信仰について 

7 ヨセプさんの生業 

8 トアルコ・ジャヤ社のビジネス 

9 「フェア」な取り引きとは 

10 おわりに
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