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At present, the genre of gakushū or educational manga has developed in a unique way in Japan, and is 

spreading around the world with the globalization of Japanese manga.

This study aims to examine Japanese style techniques as well as the relation between the use of such 

forms of expression and the 'politicality' of the content in order to provide materials/data that will allow 

us to consider what conditions determine whether this 'politicality' is or is not perceived.  

More concretely, this study discusses the anthologized series, Creative Comic Collection  (CCC) 

which was created to introduce the history and culture of Taiwan through manga.  This series 

introduces the period of Japanese rule in Taiwan in some detail.  While on the one hand, mass media in 

Japan tend toward interpreting this as a refl ection of 'pro-Japanese' sentiments on the part of young 

Taiwanese readers. Through interviews with the editorial staff  in the E-learning and Digital Archive 

Program at the Academia Sinica we concluded that they were for the most part completely unaware 

of such 'politicality.' 
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「学習マンガ」は、歴史や科学などの情報をわかりやすく伝達することを目的に発達したマ

ンガの一ジャンルである。その発想とマンガ表現のスタイルの原型は、科学教育が国策として

進められていた戦中にあるのだが、特に 1970 年代以降は、大手出版社によるハードカバーの

シリーズが学校図書館や公共図書館にも多く選書され、子どもたちの知識形成に少なからぬ影

響を与えていると思われる。

マンガ文化そのものが日常生活に溶け込んでいる日本においては、マンガ的な表現をもって

知識やメッセージを伝えるという発想も特殊なものではないが、海外では――特に欧米では、

学習マンガのようなジャンルは日本ほど発達してこなかったと言える。

本稿の目的は、学習マンガというジャンルが日本マンガのグローバル化に伴って世界に広が

りつつある現在において、その日本マンガ的な表現手法と、その表現手法を使って伝えられる

内容の「政治性」の関係性について、それがいかなる条件のもとで意識されたり、されなかっ

たりするのかを考える手がかりを探ることにある。

具体的には、中華民国（台湾）の総督府直属の研究機関である「中央研究院Academia 

Sinica」のデジタルアーカイブ部門（「數位文化中心」＝デジタル文化センター）が編集してい

るマンガアンソロジーシリーズ「Creative Comic Collection（CCC）」を取り上げる［図 1］。

マンガを通して台湾の歴史や文化を（若い世代に）紹介するという目的を持っている点で、

CCCシリーズは、台湾における「学習マンガ」であると言える。時期的にも早くから日本マ

ンガに親しんできた台湾では、そこで作られるマンガ作品の表現方法も、日本のそれとかなり

近い。2009 年から刊行されているCCCシリーズでも、一部の作品では、いまや日本でも主流

の一つと言える、いわゆる「萌え系」の絵柄などが採用されている。

本研究が土台としているのは、2014 年 9月 11日、台湾の中央研究院において、CCC編集部
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を対象に行ったインタビュー調査である。インタビューの場には、編集部員 7名全員が同席し

たが、ポワーポイントによるデジタル文化センターの紹介や、主な受け答えは、編集部のリー

ダーである黄冠華氏、温淳雅氏、林玉雯氏が担当した。インタビューは、伊藤、山中、百瀬英

樹が行った。

本稿ではまず、このインタビューを元に、彼らの活動がそもそもどのような背景のもとに始

められたのか、その経緯をまとめてみたい。そして、ここから、あらためてマンガ表現と「政

治性」をめぐる問題の所在を整理してみることとしよう。

１　中央研究院の取り組み　

CCCシリーズを編集している中央研究院のデジタル文化センターは元々、同研究院におけ

る様々な分野の研究知見をアーカイブ化し発信することを目的とした部門である。2002 年か

ら開始されたウェブサイト「典藏台灣 digitalarchives.tw」1 はその成果のひとつだが、これは

「ネット上におけるミュージアム」を目指したプロジェクトだ。そこでは「研究」「商業」「教育」

の相互的な応用が試みられている。例えば、2015 年に関連展覧会も開かれた「遇見，老台北（古

図1：マンガアンソロジーシリーズ「Creative Comic Collection（CCC）」
（手前真ん中の号が本稿でも取り上げる「日本時代的那些事」特集号）



― 198 ―台湾「中央研究院」による学習マンガとしての「Creative Comic Collection（CCC）」シリーズ―知識を伝達するマンガの政治性の認識をめぐって

い台湾に出会う）」という企画では、グーグルマップの機能を用いつつ日本統治時代をはじめ

とした古地図や写真をもとに当時の街並みを確認できるアプリを開発、また、「重返珊瑚海（サ

ンゴを海へ）」という企画では、海洋生物についての学び環境を考えるゲームを用いた教育プ

ログラムが開発された。また、アーカイブしている伝統的な文様を、家具や文房具、菓子のパッ

ケージなどのデザインに応用した商品の開発も、こうした試みのひとつである。

「臺灣人気漫画創作者×数位典蔵国家級資料庫団隊」（CCCシリーズ 5号表 4）と銘打たれた

CCCシリーズは、先述のように、中央研究院の研究成果をより多くの人に知ってもらうこと

を目的とした企画である。その媒体として、最初からマンガが想定されていたわけではなかっ

たが、「若い人たちにも届くので、今の時代の媒体としては最適」ということでマンガが採用

されることになったと言う。アニメーションを用いた紹介も検討されたが、コストが高いとい

う理由で採用されなかった。このようなマンガ活用は、中央研究院だけではなく、国立故宮博

物館や国立台湾歴史博物館などでも進められているそうである。

デジタル文化センターには、アシスタントも含め 30名ほどのスタッフが所属している。こ

のうち、CCCに関わっているのは、今回のインタビューに対応してくれた7名である。センター

には、上記 30名とは別に、いわゆる研究職のメンバーが 10名ほど所属しており、デジタルアー

カイブプロジェクトの全体的な統括を行っているが、CCCシリーズの企画を提案したのは、

この 7名のメンバーだった。彼らは基本的にマンガ好きであるが、歴史やTVドラマ、アニメー

ションなどにも高い関心を持っていた。

創刊当初の 2009 ～ 2010 年の間、このシリーズは、デジタルアーカイブプロジェクトに割り

振られる公的予算のみで作られ、関連展覧会や同人誌即売会などで無料配布されていた。制作・

編集もセンターのスタッフが担当していた。この時期に市場の反応を調査したが、その結果を

ふまえ、2011 ～ 2012 年には、さらに発行数を伸ばすべく外部の民間出版社と協力してこれを

制作することになった。資金の分担は半々として進められた。2013 年以降は、民間の出版社

である「蓋亞文化有限公司」に出版の権利を与え、同社が全面的に費用を負担する形をとるこ

ととなり、センターは、資料・情報などのコンテンツを提供する立場をとった。そうした体制

をとることで、CCCシリーズは「より商業的になった」が、マンガ編集の専門家が関わるよ

うになったことで、長編マンガが作れるようになり、刊行回数も、1年に 2回だったところが、

現在のように、4回になった。



― 199 ―京都精華大学紀要　第四十九号

２　「Creative Comic Collection（CCC）」シリーズの制作過程

CCCシリーズの毎号のテーマを設定するのは、蓋亞文化有限公司の編集者ではなく、デジ

タル文化センター内のCCC編集部である。中央研究院の知見は展覧会という形でアウトプッ

トされることも、CCCシリーズのテーマはしばしば、展覧会として発表されたテーマを踏襲

している。そのため、シリーズ本誌の活字解説ページの内容は、展覧会のテキストと重複して

いることもある。テーマの選定には、国内外、特に日本のマンガも参考にしながら、主に、①

歴史・人類学分野、②芸術分野、③自然・生物学分野を扱っている。インタビュー当時発行さ

れていた全 17号のテーマと、マンガおよび（巻頭カラーの）イラストを担当した作家をまと

めたのが「表 1」である。この時点において、最も売れていたのは、6号の「百年芳華　臺灣

女性百年風貌」ということであった。

イラストやマンガを担当する作家の選択も、CCC内の編集部が担当している。台湾芸術大

学など国内の関連学科を持つ機関に所属している者、各マンガ賞の受賞者、同人誌で創作活動

をしている者など広く目配せしているそうだ。マンガ家から持ち込まれることもあるが、マン

ガファンの多い編集部メンバーの経験と「直観」をもって、できるだけ、作者が元々持ってい

る関心と特集テーマが適合している人を探すようにしていると言う。その「直観」は確かで、

CCCシリーズの常連であり人気作家であるAKRU2 と搖滾貓 ROCKATがそれぞれ同誌に連載

した「北城百畫帖」と「無名歌」は、前者が「第 15回文化庁メディア芸術祭」（2011 年）賞

マンガ部門の審査員推薦作品、後者が「第 9回国際漫画賞」（2016 年）の優秀賞に選ばれ、日

本でも評価された。

冊子に添えられたアンケート用紙の回答を基に編集部が推測しているCCCシリーズ 1～ 10

号の読者層は「図 2」の通りである。これによると、1～ 4号（無料配布号）も 5～ 10号（有

償号）も、それぞれ 77％、85％と圧倒的に女性読者が多く、有償化されたことでその傾向が

助長されたことがわかる。年齢的には、16～ 20歳が最も多く、次いで 21～ 25歳となってい

る（棒グラフの右の棒が 1～ 4号、左が 5～ 10号）。

以上のように、CCCシリーズは中央研究院による研究成果として企画され、また、研究院

が深く制作に関わっている「学習マンガ」だと言える。そのため否応なく「権威ある」媒体と

してとらえられる可能性を持っている。マンガ化される時代の選択や絵柄には、何らかの政治

的意図が含まれているのではないか、という「読み」を誘うのである。事実、CCCシリーズ

に対して、ある種の政治性を読み取ろうとする言説も存在している。以下でその特徴を見てみ

よう。
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表 1：「Creative Comic Collection（CCC）」シリーズ各号のテーマ、参加作家など
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３　CCCシリーズが扱う「モチーフ」への反応をめぐって 

中央研究院という政府機関が歴史的事象を主に扱う以上、（意識されるにせよ、されないに

せよ、）CCCシリーズは、歴史的事実の記述をめぐる「政治性」を、対外的に発信してしまう

可能性を常に孕んでいる。たとえば、台湾の現代史を語るうえで、「日本統治時代」（1895 ～

1945 年）は、どのような立場から論じようとするかが問われる「モチーフ」の一つといえる

だろう。これをCCCシリーズがいかに扱うのかは、マンガ表現の「政治性」をめぐる争点と

なりうるのである。

本章では、「日本時代的那些事（日本統治時代のあれこれ）」と銘打たれた第 2号を、シリー

ズの象徴的な号として念頭に置きつつ、こうしたモチーフをめぐる言説やインタビューにおけ

る制作者の反応についてまとめておきたい。

3-1　「CCC創作集 2　日本時代的那些事」の構成

CCCシリーズの各号は、基本的には、4つのパートから構成されている。まず巻頭で、テー

マに沿ったカラーイラストが紹介される。その後に、特別企画ページ、メインテーマにそった

短編マンガ集、そして、その号では完結していない長編マンガの連載パートが続く。

この号ではまず、1889 年から 1945 年にかけての時代状況が、当時の写真をまじえ、文章で

図2：CCCシリーズ 1～ 10号の読者傾向
（中央研究院CCC編集部作成のポワーポイントより）



― 202 ―台湾「中央研究院」による学習マンガとしての「Creative Comic Collection（CCC）」シリーズ―知識を伝達するマンガの政治性の認識をめぐって

解説される［図 3］。この総論には、同時代の年表が見開きで展開されるが、この号に掲載さ

れている個々のイラスト作品やマンガ作品の絵がアイコン的に年表に埋め込まれることで、そ

れらの作品同士が時間軸の中でどのような関係にあるのかも一目でわかるようになっている。

テキストや年表による総論の次には、当時活躍した 7人の人物が、スチームパンクSF風に

描かれた、イラストレーター・　酸鉀による見開きのカラーイラスト「日治臺灣人物誌」［図 4］

と共に紹介される。

続いて、日本帝国海軍の戦艦や駆逐艦などを美少女擬人化し、それら（彼女たち？）が関連

した海戦などを解説、紹介した、イラストレーター／マンガ家・ZECOによるイラストページ

「陽炎少女　丹陽」［図 5］が続く。

その後、それぞれ 30ページほどの短編マンガ作品 2本――AKRU「飛行少年　上篇」、咖哩

東「彈頭降臨之日」と、明毓屏・作、小主・挿画による短編小説「雪的台北 1901」が掲載さ

れている。いずれも、統治時代を舞台にした創作であるが、これらのうしろに、作品の時代背

景を解説するテキスト（＋写真）ページが挟まれるところは、日本の（歴史系）学習マンガの

スタイルと同じだ。例えば、「飛行少年」では、日本統治時代の台北で花開いたモダニズム文

化が垣間見られるのだが、解説では、マンガで言及された市内の町並みやカフェー文化、そこ

で働いていた人たちの説明がなされていて、資料とイラスト・マンガの両方を読むことで、そ

の時代をイメージさせるとともに、理解を深めさせようという構成になっている［図 6］。

その他、連載マンガ作品など、後半には、特集テーマとは直接関係ないページが続く。

3-2　日本のマスメディアの「政治的」反応

この「日本時代的那些事」特集号を含め、日本統治時代をテーマにしたマンガ作品が台湾で

多く出版されていることに、台湾の若年層における「親日」的感情を読み取ろうとする日本の

マスコミも存在する。2013 年 9月 6日『産経新聞』「鼓動」欄に載った「日本統治時代　若年

層でブーム」という記事 3では、日本の対台湾窓口機関による 2012 年度の対日世論調査にお

いて「「最も好きな国・地域」で日本が 43％で前年度から微増し、首位を堅持した」こと、特

に「若者の親日感情の強さが際立った」ことが紹介される。そして、「1990 年代以降の社会的

変化の中で日本統治時代を評価する動きもあり、教科書では［「日本による支配」を意味する「日

據」ではなく］「日治」（日本統治）などの表記が一般的」になったということを伝えるために、

「日治」時代をテーマにしたCCCシリーズなどが紹介されると共に、その作者たちへのインタ

ビューが載っている。「台湾日本時代の重点学校を、漫画の中のイケメンに化けさせるという

擬人法を用いた大胆な手法」4を用いた「台北高校物語」の陳中寧による、「日本時代の台北の

写真を見て、街並みの美しさに感動した。近代の日本と台湾文化の融合の上に開花した“大正
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図 3：「CCC創作集 2　日本時代的那些事」の冒頭をかざる総論ページ

図 4：「CCC創作集 2　日本時代的那些事」のうち、　酸鉀「日治臺灣人物誌」
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図 5：「CCC創作集 2　日本時代的那些事」のうち、ZECO「陽炎少女　丹陽」
（右下の少女「雪風」というのが擬人化された駆逐艦で、「丹陽」の太平洋戦争時の名称）

図 6：「CCC創作集 2　日本時代的那些事」より
（AKRUのマンガ「北城百畫帖　飛翔少年」の最終ページと、それに続く解説ページ）
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ロマン”的な世界も魅力的だった」といったことばが紹介された。

これらの例は、マンガをある政治的意見の表現ツール、いわばプロパガンダの手段とみなす

ものである。マンガは歴史的事実を記述することができる表現である、という認識が前提され

てもいる。そのため、論争的な歴史的事実がマンガの「モチーフ」に選ばれていることをもっ

て、歴史認識のあらわれや政治的意見の表明であると読み取られているのである。

3-3　読者の反応と編集部にとってのCCCシリーズ

日本統治時代をマンガのテーマに据えるだけで、「3－2」のような議論が起こることはあら

かじめ予想されたことだと言える。

実は、筆者らがCCC編集部にインタビューをしたいと考えたのも、例えば、日本帝国海軍

の戦艦等を美少女化して鑑賞するという、考えようによっては不謹慎ですらあると思われても

仕方がない作品を、政府機関のひとつである中央研究院で作り出しているということの社会的

な反応がどんなものなのか、そして、編集部自身がどれほどそれを意識しているのか、という

ことを知りたかったからである。つまり、マンガの歴史記述の方法・表現の正当性をめぐって

議論が沸き起こり、批判がよせられているのではないかと考えていたのである。

しかしながら、中央研究院内の編集部の反応は意外なものだった。統治時代や先住民族を取

り上げていることに対する読者や世間のネガティヴな反応は全くないというのである。むしろ、

編集部のスタッフたちが気にしていたのは、テーマを巡る政治的論争が起こり得る可能性では

なく、「税金を使ってこんなこと［＝マンガ雑誌を作っていること］をするなんて」という批

判であった。つまり彼らは、マンガが行う歴史記述の正当性をめぐる問題にではなく、むしろ

マンガというメディア自体の正当性に神経をとがらせていたのである。さらに言うと、彼らは

マンガを通じて「歴史的事実の記述」を行えるとは、最初から考えていなかったようなのだ。

これを裏付けるものとして、その発言から、彼らがCCCシリーズにおけるマンガ作品やイ

ラスト作品が必ずしも「事実」を描いたものではない、と認識していたことが挙げられる。実

際、　酸鉀による人物イラストは、サイバーパンク SF風だし、戦艦などを美少女擬人化した

ZECO「陽炎少女　丹陽」の世界がフィクションであることは言うまでもない。正確な「事実」

については、これらイラストやマンガのうしろに付いている読み物が担当しているのだから、

マンガやイラストにおいて、「事実」であることを強調する必要はない、という認識である。

ここには、台湾におけるマンガというメディアをめぐるイメージ、社会の中でマンガをいかに

とらえるべきかという、ポピュラー文化のイデオロギーが作用していると考えられる。彼らは、

ある意味プロパガンダ的に利用される表現ではないもの、そこから逃れる正に娯楽メディアと

してのマンガを、彼らなりに定義しようとしていたのではないか。
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もう少し説明を加えよう。日本で発達してきた子ども向けの学習マンガには、学校の教科書

をはじめとする活字の科学専門書を読ませたい“大人”が、それらに興味を持ってもらうため、

あるいはわかりやすく解説するために、マンガを利用してきた、という側面が強かった。つま

り、日本社会では、マンガ表現を用いて、情報伝達が可能であるという認識が浸透している。

だからこそ、歴史的事実や政治的主張を描きうる媒体としてマンガがとらえられ、マンガで表

現された主張が、政治的言説の一部として議論されうる。しかもそのことは、マンガがポピュ

ラーな文化であることと矛盾しない。面白い学習マンガ、かつ正確な情報伝達を可能にするマ

ンガが存在しうるというマンガ認識、マンガがそうした威力を持ちうると信じるに足るポピュ

ラー文化観が、日本の人々には浸透しているといえるのである。

しかし台湾においては、やや状況が異なるのではないか。CCCシリーズが目指していたのは、

エンターテイメントとしてのマンガ――「キャラ」を立たせ、読者が物語の中に入り込めるよ

うなストーリーテリングの技法を駆使した表現の追求である。彼らにとって、たかがマンガに

正確な記述を求めるよりは、たかがマンガである「親しみやすい」ポピュラー文化にこそでき

ることを、追求すべきと考えられたのであった。

一見、CCCシリーズにおける「マンガ・イラスト／活字による解説」という構成は、日本

の学習マンガ同様の表現と言うこともできるだろう。だからこそ、日本の（学習・情報伝達）

マンガのイメージにもとづいてこのシリーズを見てしまいそうになる。しかし、編集部の話か

らは、少なくともCCCシリーズの編集意図としては、両者をより分離したものと考えていて、

マンガやイラストそれ自体の、自律性した作品性を大切にしていることがうかがえた。そのこ

とは、長いインタビューの最後に、CCCシリーズの今後の展望を問うた時、「マンガ業界を盛

り上げたい」と答えたこととも無関係ではないだろう。「台湾の歴史や文化を知ってもらう」

という表向きの目的以上に、「面白くない」と言われてきた「台湾をテーマにしたマンガ」を「面

白い」と言わせること、彼らが、ポピュラー文化として読者に評価されることが重要であると

考えていたのは、その証左であろう。こうした観点からみると、彼らが作っていたのは、日本

の文脈で考えられるような学習マンガではなく、まさにエンターテイメントとしてのマンガ雑

誌であったと言える。

おわりにかえて―残された問題としての〈絵柄〉に宿る政治性

前章では、作品を発行する主体や、歴史をテーマにしたマンガ作品やイラスト作品において、

これらの作品が孕みうる政治性というものがいかに意識され、あるいは無視されているのかを

見てきた。「3－2」でみた、日本のマスコミがそうだったように、そこで扱われる〈モチーフ〉
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から、政治性を読み取ろうとするやり方はしばしばみられる。一方、「3－3」でみたように、

編集部は、CCCシリーズにおけるマンガやイラストはフィクションの「面白さ」を追究する

もので、（政治性をはらむ可能性のある）歴史的事実という〈モチーフ〉とは乖離したものだ

と思っている。

ここには、日本と台湾における、「マンガは、誰に、何を表現しうるメディアであるのか、

その記述が持つ力とはいかなるものか」ということをめぐる認識の差が存在している。今回の

調査では、この認識の差異を確認することができたのではないだろうか。

しかし、今回十分に論じることができなかった問題が残っている。それは、CCC編集部が

選択している作家の画風が、ほぼ日本のマンガに影響を受けた絵柄を用いているという点であ

る。台湾と日本において、いまだマンガというメディアの社会的な認識に差があるのは確認し

たとおりである。しかし、マンガ表現自体は、限りなく似通った記号を用いている。この、表

現、特に〈絵柄〉の類似性が引き起こす問題については、さらなる検討が必要であろう。いく

ら政治的表現をなしえないものとしてマンガがとらえられていたとしても、そこで選択された

絵柄が、その絵柄で描かれてしまったが故に引き起こしてしまう「読み」は存在するはずだか

らである。

例えば、テッサ・モーリス＝スズキは、マンガの画のグラフィックな力のわかりやすさ、そ

れらが印象に残る理由として、「隠された記憶」の問題があるとする［モーリス＝スズキ

2004：p.197］。つまり、ある絵柄を見たとき、「前に見たことのあるイメージとの連想」が生

じることで、わかりやすさが担保されるというのである。

このような、〈絵柄〉（グラフィック）それ自体が呼び起こしてしまうイメージが、そこで扱

われたモチーフや物語の文脈とのズレを生み、それが「政治的」なものを呼び込む可能性があ

るのではないか。

本稿ではこの点について十分に論じることはできなかった。今後の課題としたい。

注

１　http://digitalarchives.tw

２　AKRUについて詳しく知ることができる日本語文献として、池田美香「台湾漫画家 AKRU との

出会い　日本的にみえる表現についての一考察」（『国際マンガ研究 4』京都精華大学国際マンガ

研究センター、2014 年）を挙げておきたい。

３　2013 年 9月 6日『産経新聞』（吉村剛史）。ウェブ版「日本統治時代の“発掘”がブーム　若年層

に親日　台湾」http://www.sankei.com/world/news/130908/wor1309080037-n1.html（2016 年 5月

15日閲覧）
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４　「マンガ台北高校物語（日文版）」を出版する前衛出版社ウェブサイトより。http://www.

avanguard.com.tw/ch60/CH1/1838/MD/MD1043752.html（2016 年 5月 15日閲覧）
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