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戸倉恒信∗ 

 

   本稿は八十九年以降、溝口雄三氏と子安宣邦氏との間で相対的に解釈され、日本の内外を問わ

ず学際的に思考の契機を与え続けている竹内好の「方法としてのアジア」1について、それを見事

に「実体」に対峙するカテゴリーにまで仕上げられた後者の、即ち子安氏が繰り返し述べられてい

る「方法」2を筆者なりに再構成するべく、その理念型を「台湾」で発生したある「史劇」に用い

た試論である。したがって、現在の歴史学にありがちのファクティズム的要求からすれば、これか

ら述べようと思う内容は、勿論「事実」を追い求めた知識の集成ではなく、またこれまで知られて

いない「新事実」を公表したり、筆者自身が「既定事実」を予見しながら学者の関心事に答えよう

とするものでもない。竹内の言葉を一部借用してその性格を述べておくと、「予め」既定された史

的存在を主体的に「巻き返し」てゆくために、これまで無批判に歴史的存在に向き合ってきた思考

の「所与」をどう転換させるべきか、その条件について考えようというのである。3だから、本稿

の内容は史的状況の一側面を捉えただけにすぎない内容だと「批判」されるかもしれない。しかし

裏を返せば、狭隘な学会内の「誰もが納得する」よう形式的に修正を重ねた「制限なき理論」への

迎合こそ、危惧しなくてはならない全体主義的思考原理なのであって、そういう「意味」に於いて、

他の視点から本論への批判が起こるのであれば、それは筆者の本望とするところである。 

ところで、本稿で論題に据えられる「史劇」であるが、それは「世界」の意思決定機関である

                                                 
∗ Tokura Tsunenobu 国立台湾大学文学院歴史学研究所博士課程。  
1 竹内好『方法としてのアジア』、『竹内好全集‧第五巻』（1981年、筑摩書房）所収。竹内の「方法」解釈の

相対性については、例えば『台大歴史学報』第 28期（2001年、台湾大学歴史学系，）上に同時掲載された子

安宣邦『「世界史」和日本近代的観点』と溝口雄三『俯瞰中国近代的新視角』との間に存在する両者の視点を

比較されてもよいし、著書としては溝口雄三『方法としての中國』（1989年、東京大学出版会）と子安宣邦

『方法としての江戸』（2000年、ぺりかん社）を比較されるとよい。 
2 子安氏は『方法としてのアジア』の文末に現れる：「西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するた

めに、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変革する、この文化的な巻き返し、

あるいは価値の上の巻返しによって普遍性をつくり出す」という箇所を重視され、この意識から提出される：

「巻き返す時に、自分の中に独自なものがなければならない。それは何かというと、おそらくそういうもの

が実体としてあるとは思わない。しかし方法としては、つまり主体形成の過程としては、ありうるのではな

いか」という部分を以って独自の「アジア論」を展開されている。氏著『アジアはどう語られてきたか────────

近代日本のオリエンタリズム』（2003年、藤原書店）を参照。 
3 そこで参考となるアプローチは、『孫文観の問題点』（『竹内好全集‧第五巻』所収）内で、竹内が「アジア

的連帯を回復することを希望し」つつも、その「連帯の可能性」を無条件に肯定することに「対峙」してゆ

くべく提唱した：「可能性がなかったという仮説を立てて歴史を検証する手続き」（35頁）である。この歴史

認識の「手続き」は、ポスト竹内の「方法」の原形として十分理解できよう。ただ、「方法としてのアジア」

に言及する際、このように『孫文観の問題点』の内容を援用することは、動もすれば、『竹内好全集‧第五巻』

末尾の『解題』（427頁）に記載されているような、「著者の没後に刊行された『方法としてのアジア――――――――わ

が戦前・戦中・戦後 1935－1976』は、本館に収める論文名を書名として使っているが、内容上の関連はまっ

たくない」といった編集に纏わる単なる「凡例」を根拠にして牽強付会だという批判は起こりうるかも知れ

ない。しかし、この種の批判は、反論を可能にするような視角の限定と、具体的内容に依拠された論争の契

機を含まない非学問的「批判」だといえよう。 
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とされる「国連」と、それへの加盟申請を行った「台湾」の思想的スケジュールを指している。具

体的には昨年八月、「台湾」を用いた該組織への加盟申請という挙動に対する「国連の反応」につ

いて、総統府が行った声明を切り口にし、私たちはここに「主体形成の過程として」何を読み取る

べきか、また私たちの現前に横たわっている「現実」が何であるのかを考えながら、申請者の「現

実」認識の「甘さ」そのものに「方法としての」の有効性を見出すべく、伏在している「国際秩序」

というものを紐解いてゆこう。4 

 

  国連の加盟申請に関する規定に拠れば、国連安理会及び大会のみが新たな会員の入会申請案を

決定する審議権を有し、国連の秘書長及び秘書課は、申請案を選別する権限を持たないにもか

かわらず、この前に2758号決議を誤って援用しているのみならず、台湾の入会申請案の処理

を拒否し、更に台湾は中華人民共和国の一部であることが該決議によって為されているような

拡大解釈を行っている。（しかし）2758号決議では、中華人民共和国に台湾 2300万人の人民

の代表権が付与されているような事実はなく、台湾が中華人民共和国の一部であることも謳わ

れてはいない。5 

 

確かに史料を紐解いてみると、（当然ではあるのだが）国連の『2758号決議』に「台湾は中華

人民共和国の一部である」というような記載など存在しないのであって、その限りに於いて総統府

の声明は歴史的な「事実」に基づいている。6ただ本稿が注視したいのは、そのような「事実」認

                                                 
4 台湾における「国連加盟」への動きを「事実」から認識しておくと：「一九九三年初頭、台湾では挙国体制

で国連加盟の動きが高まり、二月には行政院に「参与連合国決策小組」（台湾では国連を連合国と訳す）、外

交部に「参与連合国専案小組」が設置され、民間には「台湾加入連合国促成会」などの支援団体が結成され」

ており、既に十五年に及ぶ運動が繰り広げられているそうである。呉密察『台湾の「国連加盟」と東アジア

の平和共存』を参考、横山宏章編『東アジアはひとつになれるか────────ポスト冷戦と東アジアの進路』所収（1995

年、同文館出版）126頁。 
5 原文は：「李主任指出，依據聯合國相關規定，只有聯合國安理會及大會有權審議及決定新會員入會申請案，

聯合國秘書長或秘書處並無篩選過濾申請案之權限。聯合國秘書處前此不僅錯誤援引 2758號決議，拒絶處理臺

灣入會申請案，更進一歩擴張解釋該決議，認為臺灣是中華人民共和國的一部分。事實上，2758號決議並沒有

賦予中華人民共和國在聯合國代表臺灣 2300萬人民的權利，更沒有提到臺灣是中華人民共和國的一部分。」『本

府李主任就總統再度致函聯合國秘書長潘基文及聯合國安理會輪値主席王光亞召開記者會』、『總統府新聞稿』

（2007年 8月 1日）引文筆者訳。http://www.president.gov.tw 
6 原文は： 
2758 (XXVI). Restoration of the lawful rights of the People’s Republic of China in the United Nations 

The General Assembly, 
Recalling the principles of the Charter of the United Nations,  
Considering that restoration of the lawful rights of the People’s Republic of China is essential both for the 

protection of the Charter of the United Nations and for the cause that the United Nations must serve under the Charter, 
    Recognizing that the representatives of the Government of the People’s Republic of China are the only lawful 
representatives of China to the United Nations and that the People’s Republic of China is one of the five permanent 
members of the Security Council, 
    Decides to restore all its right to the People’s Republic of China and to recognize the representatives of its 
Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the 
representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the 
organizations related to it. 

                                   1976th plenary meeting, 
 25 October 1971. 



 3 

識云々なのではない。そうではなく、寧ろこの「事実」がアイロニカルに「現実」と合致してゆく

という局面を如何にして「主体形成の過程」として解釈するかである。それは、この声明から約半

年を経た今年三月、台湾で執り行われた「国連加盟」の住民投票で、自らの意思で規定するところ

の二分の一の投票率を「満たすことなく」、住民が主体的に「国連加盟」を拒否したプロセスに、

「現実」を露呈させてゆく歴史認識の条件を見出せないかというのである。7 

結論から言うと、この加盟申請から住民投票の過程には、その実現の可能性などない「世界的

連帯」の理念を主張している「台湾」が予見されている。但しその認識に必要とされる視点とは、

「台湾」を以って「方法」とする、その定義内容である。それは、「台湾」という概念は、「現実」

の変更と「現実」の維持を拒否する弁証の過程だということだ。無論この定義に「事実」があらわ

されることはない。なぜなら、「台湾」が対峙している「国連」という概念や、私たちが慣習的に

向き合っている「世界史」の中の「台湾史」とは、「現実」と「形式」によって成り立っている実

体に過ぎないからである。そこで私たちは、歴史的な主体をこのように既定することによって、「現

実」から乖離することなく、且つ「事実」に牽引されない「方法」の有効性を、この「自発的な失

敗劇」から汲み取ることができるのである。 

三月の住民投票の「方法」的意味は、独立か併合かというような「国家」的単位で論じられう

るものではない。そのことについては、言論の領域を問わず、台湾を実体的に語ろうとする人が、

その「定義」の過程でそこに不断のやりきれない矛盾を感じることから説明が可能であろう。8そ

れはテクストを額面どおりに、そして「肯定的」に把捉しようとする意識に由来する。例えば、こ

の総統府の声明を「額面どおり」に読み込んでゆく時に発生する問題は、台湾の属性を「国家」的

枠組みの「肯定」からそのまま引き出そうとする認識主体の方法論的な「所与」に関係している。

つまり、語られうる歴史的概念とは「肯定」しようとする意識を通じて実体と化し、そして「否定」

される事実によって「方法」に転換されうると言えよう。換言すれば、現実と形式によって組織さ

れている「世界」や「国際」というマユツバな「既定事実」に向き合いながら、この「現実」を止

揚してゆくために、私たちは台湾を「台湾」として、つまり一つの「方法」として再構成すること

が必要だということを、この度の住民の選択によって気づかされるのである。竹内は『方法として

のアジア』において：「文化というものを相対的に眺めて、歴史のある時点での文化が、どういう

性質をもっているかという時に、根源的には民衆によって規定されている」9と述べているが、ま

ったくその通りだ。選挙の翌日、中央紙『聯合報』は、『住民投票の解読』と称する評論で：「この

結果は、額面どおりに台湾の人民が国連加盟や国際社会に加入する意志のないことを意味している

                                                 
7 『中国時報』による選挙結果の「事実」報道は、「全国性公投第五案」即ち、「「国連参加」とは、1971年中

華人民共和国が中華民国に取って代わり国連に加入した事で、台湾は国際的な孤児となった。台湾人民の意

志を強く表明するために、また台湾の国際的地位と参加を促すために、あなたは政府が「台湾」の名称で国

連に参加する事に同意するか？」に投票した人は、「6．201.677票（投票率 35.82％）で、そのうち同意票は

94.01％であった」が、投票率が過半数に満たずに拒否された、としている。（2008 年 3月 23日） 
8 「定義」とは、その概念の示す最も本質的な属性を捉えなくてはならない。従って、例えば「台湾は台湾

人の台湾である」という同語反復は、いうまでもなく経験的な論理の上での誤謬を犯している。なぜなら、

「台湾」を「台湾人の台湾」と説明しても、概念の内包は永遠に明らかにならないからである。 
9 竹内好『方法としてのアジア』、前掲書所収、106頁。 
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わけではない」10と報じているが、徹底的に「事実」追随型であるはずの「中央紙」が解釈してい

る人々の意志を、私たちはここでアイロニカルに捉え直し、「国家」的な枠組みによる「世界の連

帯」の欺瞞性を暴露してゆく上でも、そして「国連」という組織への因襲的な「参加意識」を問題

化してゆく為にも、歴史的な枠組みを「大きな物語」（grand narrative）に対峙してゆく「方法」

に転換すべきではないのだろうか。「事実」への追随志向には、そもそも主体的な精神は存在しな

い。重要なことは、投票の実際、即ち「台湾」という概念に同意するか否かを問わず、三月二二日

に、人々の主体的な意思表示によって、その「方法」の有効性は歴史に刻まれたということなので

ある。11 

 

2008 年 8月 21日 

                                                 
10 李志徳『解読公投：：：：不爽選挙操弄、拒投、穩健保台』『聯合報』（2008年 3月 23日）A13版。 
11 「方法」が理論的カテゴリーである一例を挙げておくと、今年四月に新竹県で子安氏とお会いした際、筆

者は台湾でのこの「自発的失敗劇」の話を伝えたのだが、子安氏は即答で「沖縄でそれをやれば・・・」と

言われた。つまり氏は現在に至るまで、「内地」が「国際的連帯」という名目で「沖縄」に押しつけ続けてい

る史的問題に実践的に対峙してゆく思想的スケジュールを、この「方法としての台湾」の意味的連関から想

起されているのである。本稿内で言及している「方法」と、その試論としての「台湾」については、拙著『省

思「東亜的近代」的必要性――――――――従子安宣邦的「来台」意義談起』を同時参照してほしい。『文化研究――――――――子安

宣邦特集号』（2008年 8月末出版予定、遠流出版社）所収。ちなみに該誌上では、四月に行われた「学際的」

な自由討論の記録等が漏れなく掲載されているが、そこには日本の「学会」に存在し続けている上下の序列

意識やセクト的性格は現れてはいない。 


