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北海遂大学大学院教育学研究科

紀要第 90号 2003年 6月

台湾植民地戦争下における先住民「教イL 策

一一 1895-1900年代初頭宜龍庁の事例を中心に

北村嘉患本
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Educational Policy for the Natives under the Colonial War in Taiwan: 

A Case Study of Giran Prefecture during 1895 to 1900's Beginning 

Kae KIT AMURA 

{要旨}本稿は，台湾横民地戦争下で先住民族に対する「教化」がどのような要議のもと笑

施されるに至ったのか，その歴史的経過と特徴を宜演という地域に即して明らかにするこ

とが課題である。 1901年1月，1i:蘭庁は，製脳事業の拡張によりタイヤルの武装抵抗が激

化し結果的に「殖産」事業も行き詰まるという矛盾に満ちた事態を打開する方策として「蕃

人教育所J を関設した。他方，タイヤル側は，狩猟場の侵害，交易品の途絶，全菌戦争の

予兆といった諸条件のもとで，集団としての危機を回避するぎりぎりの選択として当局の

就学「勧説」に応じた。もっぱら「治安」対策上の必要から設設された「蕃人教育所」 は，

入所者の棺次ぐ遁走のため短期間のうちに閉鎖を余儀なくされた。以後，宣蘭庁は，青少

年を居住地から引き離して就学させることを断念し，新たな形で先住民挙援の方途を模索

することになる。

[キーワード}台湾，先住民族，植民地戦争，教化，タイヤル

はじめに

1895年 5月，日清講和条約により台湾を獲得した日本が直面したのは，台湾島民の広範かっ

粘り強い抵抗であった。それゆえ明治政府は台湾全島を軍事制圧するために泥沼の植民地戦争

をたたかうことになる(九財政基盤の確立を急、ぐ植民地政府にとってもうひとつの焦点は「殖

産J事業の振興であった。台湾占拠の直後より，台湾総督府は茶，砂糖，構脳等の主要産業の

掌握・拡張とともに，総商積の約三分のこを占める山地の「調拓」に着手した。

「殖産」事業を進めるうえで課題となったのが先住民の掌握である。総督府が「利源ノ宝庫j

とみなした中央山脈一帯には棲数の先住民族が散住しており (2}，清朝政府下では実効支配が及

んでいなかった。とりわけ世界市場の過半を占めていた樟脳の生産地は北部山岳地帯の先住民

居住地に集中していたから，先住民をいかに統御するかは緊要の問題であった(3)。

台湾占拠後まもない 1895年 9月半ば，初代民政局長水野遵は「殖産J事業を推進するために

先住民の「教化」が必要で、あるという見解を示した。ただし，総督府内部でも意見は一致して

おらず，先住民教イむを不要もしくは不可能とする見解が 1900年代初頭においてなお大勢を占め
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ている O たとえば， 1902年 12丹，総督官房参事官持地六三郎は「蕃政時題ニ関スル取調書手」と

題する復命警で、「禽獣ニ均シキ彼レ蕃人ニ対シテ皇化ノ普及箆威ノ宣揚ヲ絶叫スルノ必要ナ}4)

しと明書しており，先住民を「皇1t;J の対象とみなしていない。より急進的な不要論を展開し

たのは，第四代総督児玉源太郎である。 1900年 2月，殖産協議会の席上で先住民対策に論及し

た見玉は，時間をかけて先住民を「誘導」し「進イL させることも可能で、はあるが「刻下新領

土経営ノ急要Jに照らせば「前途ノ障碍ヲ絶滅」させるべきだと論じ r殖産」事業推進のため

先住民の蟻滅をも辞さないとの意向を示した(5)。他方，地方庁の実務拐当者の障では，先住民掌

握の手段として教化の必要性が論じられたが，先住民側の武装抵抗により山地に入ること自体

が難しく実現の見通しは薄いというのが大方の見解であった(6)。実際， 1900年代半ば以陣まで

は先住民教育が制度イちされることはなく，地方庁の主導により個別の施策が講じられたべ

本稿は，先住民教育が制度化されるまで、の時期に，先住民に対する「教化」策がどのような

要請のもと具体化し，どのよっに展開したのかを，宜蘭という地域に却して明らかにすること

が課題である。具体的には，宜蘭庁が 1901年に「蕃人教育所」を

設後の展開を検討する。

るまでの過程および開

宜鵜庁に、注思する理由は，製脳地の広がる北中部山岳地帯では用地の「蕃人教育所」がほと

んど唯一の教育施設であったことと，結果的には一年余りのうちにごく短期間で頓挫するに

去ったことによる。これは，単に一地方の単発的な施策にすぎないというのではなく，先住民

の掌握自体が課題とされた時期における先住民「教化」策の特徴の一端を明らかにしうるもの

である。

またIi台北州、|理蕃誌、(旧宜蘭庁)~ (台北州、|警務部， 1923-24年)が編纂されており，縄地域

に比べ資料が相対的に分厚いということにもよる。 1901年以峰は総督府公文書がほとんど現存

しないため， もつばら T理蕃誌洋高~ (台湾総督府警察本署， 1918年)に依らざるをえないが，

蘭庁については両資料集を相互批判的に利用することが可能で、ある。

対象時期は 1895-1900年代初頭までとする。これは，以下の点から 1900年代初頭が先住民

「教化」策の一応の皮切りと考えられるからである。第一に，先住民教育の制度化が進むのが

1900年代半ば以峰であること，第二に， 1903年以降は警察本署が先住民政策を主管するように

なること，第三に， 1902年を境に漢族抗日ゲリラをほぼ制圧した総督府が山岳地帯の対先住民

族戦争に主力を転じ植民地戦争が新たな局蔚を避えること，である。

これまでの研究では，就学の「勧誘」に先立って診察・投薬等の医療活動が行われたこと，

総督府が先住民の生業の道具である猟銃を「餌」にして子どもの就学を「勧誘」したこと，

徒の募集は全面的に現地先住民の有力者に依存したこと等が指摘されている (8)。これらは，先住

民の就学を実現させた要因を把撮するうえで重要な指摘ではある。ただし，いずれも断片的な

指描にとどまり，こうした事態がどのよっに進行したのかといっ点には検討が及んで、いない。

しかも，植民地政府が当初から先住民教育を政策課題としたということをはぽ自明の前提とし

て，後の先住民教育の「原型」をこの時期に見出すという視角になっており，制度化に至るま

での時期に先住民教育がどのように問題とされ，その現実的碁盤がどのように形成されたのか

といった点は明らかにされていない問。

宜蘭管内の先住民族タイヤルについて概観しておく(問。標高 500-1500mの渓流沿いに点在

する集落は(以下 r社」と記す)，親縁関係を基礎とした 10-60戸程度の密集村である。各社

は実力者から選ばれた首長(以下 r頭自」と記す)によって統率され，猟場や耕作地を共有す
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るとともに，祭犠を共同で、行った。祖

先崇拝の信仰が厚く，種々の慣習や道

義観念もこの信仰に根ざしている。

な生業は狩猟，焼畑農業，機織りで，

いずれも家族を超えた協同作業で行わ

れた。主食たる粟・芋・豆類のほか龍

稲・苧麻等が栽培されている。生業に

よって得た鹿角，鹿皮，麻布，篠細工

等は，生活に必要な塩や銃器・弾薬，

色糸等を漢民族から得るための譲要な

交易品でもあった。なお，総督府は行

政の便宜上，大濁水渓(現在の和平渓)

および濁水渓(現在の蘭陽渓)沿いの

集落群をそれぞれ「南漢蕃J r渓頭蕃」

(以下，南襖群・渓頭群と記す)と称し

た(関 1参照)0 1900年代初頭に宜蘭庁

が行った調査によれば r新奥群 15社

(約 4，000人)，渓頭群9杜(約 850人)

である(11)

020試m

国 1 宜蘭庁管内のタイヤル族集落分布関
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なお，玄蘭庁 (1895年 6月宜蘭支庁 (凡例) [・〕は「社」の所在地， [一一一〕は一般行政区と特別

開設， 1897年 5月宜蘭庁に昇格)の先 行政区の境界線を示す。
(出典)台湾総督府警務潟理審認可七蕃図J (1908年調慈)より

住民政策の担当部署は，地方策Ij度の改 作成。

編にともない以下のように変遷を重ねる。台北県宜蘭支庁 (1895.6-)→机哩沙撫墾署

(1896.7-)→宜蘭庁羅東排務署帆哩抄支署(1898.6-)→宜蘭庁gt¥.哩抄出張所 (1900.10-) 

→宜蘭庁肌哩沙支庁(1901.11-)。地方制度の頻繁な改編は 1920年まで続くが，基本的に 1901

年までは「総督府一県・庁一鉾務署」の三級制， 1901年以降は「総督府一庁」の二級制であっ

た。その末端で先住民政策の実務を担った弊務支署長や支庁長の多くは警察官出身である(12)。

1 .就学「勧誘」の過程

(1 ) 製脳事業の推進

1896年 10月，台湾総督府は「官有林野及樟脳製造業取締規制J (日令第 26号)を公布し r所

有権ヲ証明スヘキ地券又ハ其他ノ確証ナキ山林原野ハ総テ官有トスJ(第一条)(13)と定めた。こ

れにより総督府は所有権の「確証ナキ」とみなした先住民居住地および漁猟地の「官有J1むを

断行した。さらに陪規加は i官有地」における伐木・関懇・製脳を認可制とし，当時主要な輸

出品であった樟脳の増産をはかるとともに，従来の漢族商人および外国商社の統制により権益

の独占化を進めた。

宜菊地域では， 19世紀より漢族移民が清朝政府の統制下で山地開懇および製脳に着手し

た(14)0 8本の支配下に入ると，大倉組をはじめとする「内地J商が次々と製脳権を買収し，現

地の脳丁(製脳業に従事する壮丁)を雇用して事業を推進した。 1899年 6月には塘脳専売制の
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随行にともない主要な製脳地に樟脳局が設置され，宜蘭管内にも羅東樟脳局および机哩沙樟脳

試製所が置かれた。

F台湾樟脳専売忘~ (1924王子)によれば，専売制施行の翌 1900年に樟脳生産高は前年比で約1.8

倍となっている。また，日本人特許取得者の占める割合は前年の 2.4割から 4.1苦手jへと増加し，

とりわけ北部でその比率は高く，台北 5.8割，新竹 7.5割となっている(15)。

もっとも，総督府の製脳事業は順調に進展したのではない。製脳地の拡張は先住民の居住地・

狩猟地を脅かし，結果的に先住民側の武装抵抗を激fじさせた。次に掲げるのは，宜欝庁管内で

のタイヤルによる襲撃件数の変遷である(表 1・2)。あわせて全島的な襲撃件数の変遷を掲げ

る(表 3)(1へ

立簡における襲撃件数は領台直後より増加の一途をたどり 1900年をピークに横ばいとなる。

全島的な襲撃件数もほぼこれと類似した趨勢を示し 1900年にどークを迎える。宜蘭庁管内の襲

撃件数は 1897年から 1900年にかけて首位を占め，ピーク時の 1900年には月平均 7-8件の程

度で頻発している。次いで襲撃件数の多い大終践，前菜，新竹はいずれも台湾北部にあり桔対

的に製脳事業の盛んな地域であった。

宜蘭庁の襲撃件数を対象別にみるならば，炭焼き・薪拾い・農作業等の生業に従事する山麓

居住民(漢族・平捕族)への襲撃が一定の割合を占めるが， 1900年以降は製脳場への襲撃が全

体の 2割前後に増加し， 1903年には 5割近くにのぼることが特徴的である。宜蘭庁で殺傷者数

がピークとなる 1899年は，羅東樟脳局の設置された時期と重なる。宜蘭庁長は， 1899年 11月

分の月報中に「一説ニ部レハ現今脳社設護ノ地ハ渓頭溺襖再蕃社ノ狩猟要地ナルヲ以テ暴寛其

ノ狩猟区域ヲ浸害セラル、ノ反動ナラント J(17)と記している。留保を付してはいるが，製脳地

の拡張による狩猟場の侵蝕が襲撃を激化させているとの認識を有していたのである。

なお，被殺傷者のうち「内地J人の占める割合を 1898-1900年の 3年間で比較すると，

平均で 4.2%(1898年)から 20.7%(1900年)に 5倍近く増加し，蘭庁でも 2.1%から 13.1%

に激増しているoちなみにその割合が最も高いのは総督府所在地に近接する大科蝶地方で， 1900

表 1 先住民による襲撃件数 表 2 襲撃対象別にみた先住民の襲撃件数(宜蘭庁管内)
(宜葡l守智内)

宮署 )計(回)

襲撃件数 i殺傷者数

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

家民且
却

l
寸
J

w
隙製野田者山入

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1901 11 91 60 1 1 1902 

1902 11 88 50 1 1 19⑪3 

1903 11 90 117 1 げ十回げ 207 163 118 87 27 602 

計(回)11 602 751 1上陣 1134.4%i 27.1% i 19.6% i 14.4% i 4.5% 100% 

(注) 表 2の「入山者Jには，炭焼きや薪拾いのため入山した山麓居住民のほか，製脳場の労働者や警備
長，山地調資の兵士や変異等を含む。

(出典)::E学新「日拠初場主主語雪地区『審答』之研究J (W台湾文献』第 50巻第 2期， 1999年)を参考に，前掲
『台北外i理蕃誌~，台湾総督府公文類纂』より作成。
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表 3 地域別にみた先住民の襲撃件数 (1896~1902)

1896年は 6-12ノ』

(出典)1896-971f.は r蕃人加害の数J (r革審f育研究会誌』第 1号， 1898年 8月)。

1898-1900年は r自明治三十一年至明治三十三年三ヶ年間ニ於ケル務人加苦手数対照表J(r台湾総督府公

文類纂J V 004627/ A 003)。
1901-021f.は，台湾総督府総督官房文芸書言葉 f台湾総督府統計審』各年度。

年には 52.8%にのぽる。

総督府の製脳事業は，このような先住民側の根強い抵抗に直面し，専売制が施行された後も

各地で休業を余儀なくされている。宜薦庁における 1900年半ばの製脳生産量は「予算ノニ分ノ

ーニ達セjレ}18)にすぎなかった。

(2) 蕃察カの増強と交易規制

もちろん，製脳事業の推進にあたって総督府が対策を講じていなかったわけで、はない。当時

最も製脳の盛んであった台中県では， 1896年 10月より県下の製脳業者・林組堂の私兵(臨勇・

魅了)を知事の管轄下に援き「蕃界ノ警防J，こ充てた(19)。次いで翌 1897年 9月，総督は内務お

よび、殖産関係者からなる「生蕃取締調査委員会」を招集し，巡査の下に警丁という傭員枠を新

設し先住民取締を強化する旨決議した{制。これを受けて，総督府は陪年中に宜蘭支庁および新

竹燥で人員を撒募し総計 400名の警丁を配置した。宜蘭・新竹で優先的に警警備体制が強化され

た背景には，前述したように開地で製脳事業が比較的進んで、いたこと， したがって先住民との

衝突もより激しかったこと，総督府所在地に近接する大総蝶地方にはすでに憲兵が配置されて

いたこと等の事'情があったと考えられる。さらに総督府は，警察官吏見張所や臨時警察官吏出

張所を山麓の要所や製脳地に設置した。これらに加えて宜蘭庁では， 1899年 7月，夙哩沙樟脳

試製所の開設にともない，元軍役壮丁を樟脳局壮丁として麗用し，銃器弾薬を支給し警備に当

たらせた(21)。

とはいえ， 1900年前後においても依然として襲撃が頻発していることが示すように，こうし

た警察力の増強をもって先住民側の抵抗が完全に封じ込まれたわけではない。むしろ 1900年 8

月に宜蘭庁長が総督あての報告書で「断乎タル勝懲ノ実ヲ挙クルニアラサレハ到底渠等ヲシテ
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服従セシムルコト能ハサルヘシJ と徹底的な武力制圧の必要を主張しながらも「其功ヲ奏スル

甚タ難事」と認めざるを得なかったように，頻発する襲撃を抑えこむ見通しはなかった(問。

このような状況下で宜蘭庁が「急機ノ策」として力を住いだのは，清朝期より漢族通事を介

して行われていたタイヤルと漢族との交易を規制することであった。これより先，総督は民政

局，各県庁，憲兵隊笥令部あてに内郡Ir生蕃人ニ対スノL銃砲火薬類供給方心得J (1897年 4月)

を発し，銃器弾薬の交易を許可制とし厳正な管理下におくことを指示していた(問。その他の交

易品については，地域の事情に応じて各県庁の裁量により規制策が講じられた。宜蘭庁では，

1896年に交易商および交換所を指定し，それ以外の交易を禁止した。さらに 1900年春以降に

は，襲撃に対する制裁として「悪審」と目される集落との交易を禁止している。

もちろん，その後も「密貿易」に関する報告は絶えないから，統制の縮をかいくぐって交易

は行われていたであろう。だが，たとえば 1900if. 5月，南襖群に属する 2社の頭自らが何里史

出張所に出所して「交易ヲ停止セラレシヨリ以来蕃社ハ日用必要ノ食塩欠乏シ為メニ病ニ擢ル

モノア 1);是非交易ノ許可ヲ得度モノナ 1)}24)と嘆願したとの記録が示すように，これらの交易

規制jの影響は小さくなかったと考えられる。

(3) 移住および就学の「勧説J

1900年 10月初旬から下旬にかけて，宜蘭庁長は，相次いで管下の頭目を警察派出所に呼び出

し会見を行った。呼ぴ出しに応じたのは，当時宜務庁が把捜していた 25社(渓頭群9社，南襖

群 16社)のうち 22社(渓頭群6杜，南I奥群 16社)であった{問。この会見で庁長側の眼目は大

きく 3点あった。第ーに管内の製脳場・住民に対する襲撃を禁絶すること，第二に各社の頭自

を平均に移住させること，第三に各社の青少年を選抜して宜穏城舟に収容し教佑・訓練するこ

とである。結楽からいえば，いずれの頭目もこの 3点を遵守する旨「望書約」するに至り，宜蘭

庁は同年 12月より各社頭自の移住を漸次進めるとともに，翌年 1月には青少年 10名を宜蘭域

内に収容した。

1901年 10月10日付で宜蘭庁長が総督あてに提出し 「管下蕃社頭目下山移住顕未報

告」にはこれらの会見での問答記錬が添付されている。通訳を介した問答であるうえ官側の記

録だということを考えると，叙述の精確さについては務保が必要だが，この会見について指摘

すべきことは以下のとおりである (26)0

まず，宜蘭庁にとって会見の最大の焦点は，いかに「蕃界付近ノ安寧ヲ保維」するかという

点にあり，その一環として頭自の平地移住と青少年の就学が潤題になっていることである。交

渉の過程で宜蘭庁は，襲撃禁止の命令を遵守するといっタイヤル側の表明に対し「其確証トシ

テJ 平地へ移住することを迫っている。激化するタイヤルの襲撃に警察力の増強では対応しき

れず「治安」対策が行きづまるなかで具体化した施策であった。

他方，タイヤルの側では同年夏以来の交易禁制によって困窮が深まっており，とりわけ塩の

欠乏と銃器弾薬の途絶が死活に関わる深刻な事態を引き起こしていた。そもそもタイヤルが当

局の呼び、出しに応じたのも状視を打開するための窮余の策であった。会見で上述の 3点の遵守

を迫る庁長に対し，タイヤル側の応答は以下のようなものであった(2九

「大人(長官に対する敬称一一北村住)ノ雷ハ之レヲ能ク守リ決シテ違背セサルコトヲ

へシ否ラサレハ今日ノ如ク食塩ノ交換ヲ飽マテ禁セラルルコトトナラハ我等ノ¥笑ニ困却ヲ

極メ死地ニ路ラントスJ
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「此三条件ハ竪ク誓約シ敢テ違背セサルヘシ其代 1)先キニ申立タル銃器等ノ;御貸与ヲ譜願

ス」

「我等ノ請求ノ事項トシテハ各社ト倶ニ下山セシ時ハ銃器等ノ下渡ヲ受クルニアルナリ」

これらの答弁は，誓約に到る彼らの決断が，逼迫した事態のなかで集屈として生き延びるた

めのぎりぎりの選択であったことを明白にものがたっている。

とはいえ，彼らは当局の命令に唯々諾々と従ったのではない。報告書中にはタイヤル側の答

弁として「毛頭異議ナシ」といった叙述がある一方 i唯今此ノ処ニテノ問答ノ¥各処ニ雷語起リ

騒擾スノレ故長官ノ示諭ヲ聴キ取リ難シー且他処ニ引キ取リ一時休息、ヲ為サシメラレタシ}制と

いうタイヤル側の要求により会見が中断されたことも記されており，当局の命令に対する彼ら

の反発・動揺の大きさが窺われる。さらに，庁長が「日本政府ハ決シテ汝等ヲ恐ルルモノニ非

スJ i余ハ決シテ汝等ヲ欺鴎スルモノニ非スJ i汝等疑'臨心ヲ懐クニ及ノ¥ス」と操り返したとい

う記述からは，むしろ説得が容易には進まなかったことが推察される。

では，当局が突きつけた命令はタイヤルにとってどのよ 7な事態を意味したのか。まず第一

点目について，宜薦庁長は殺人の非理を説いて「蹴設」を断念するよう迫ったが，これに対す

るタイヤル側の抗弁として以下のような記述がある{問。

「今ニ首狩ヲ停止セサlレハ前清政時代ニ頭目ヲ呼出シ終ニ各自ハ斬殺ニ逢ヒテ首足処ヲ別

ニスルカ如キ無残ノ取扱ヒヲ受ケタルコトアレハ此復讐トシテ土人ノ首狩ヲ為スナ 1)J 

il日未ノ習慣トシテ鞍首ヲ名誉トセ 1)故ニ今回二主 1)蹴主主ヲセサレハ顔面ニ入義スルコト

出来ス……若シ入墨セス祖先ニ逢フタル時分何ノ面白カアラン我等ハ祖先ニ対シテ後日地

下ニ於テ逢フコト出来スナルへシ」

i (蹴首は)祖先以来紛争難ニ遭フ毎ニ天地神明ニ訴へ理非曲直ヲ判断スル遺イ云ノ法度ナレ

ノ、指定ノ境界外ニ首狩ノ場所一区ヲ許容セラレンコトヲ今一応庁長ニ哀願」

「賊首」というタイヤルの慣行は，清朝期以来繰り返されてきた苛酷な民族問抗争における戦

闘の結果であり，かつ，社会的・宗教的に重要な意義をもっ慣行であった(問。上の訴えには，

自衛のための闘いを封じられることへの反発とともに i祖先ノ遺法ニ背ク」ことへの強い抵抗

が惨み出ている。

一第三点目についてタイヤノレ1JlOは i暑中ノ平地ハ病魔ノ巣窟ナ 1)}311， i帰社ノ上ニテ相

談シ之(子ども 北村、注)ヲ出スコトトスへシ}叫等と深い懸念と鴎踏を示している。楊慶平

の研究によれば，清朝政府は 1889年から 1890年にかけて南渓群に対して大規模な武力攻撃を

行い，戦開終結後に問地のタイヤルに山麓平野部への集団移住と宜蘭域内での子どもの就学を

強要している問。これは実施後2年あまりで頓挫したものの，移住地では熱病の蔓延により多

数の死者を出しており，その記穂はなお鮮烈で、あったはずで、ある例。南襖群の頭自らは，教育

の名目で子どもを収容されることついて「此ノ事タケハ是非トモ後日ニ願ヒタシ}35)と痛切な

訴えを繰り返している O

このようなタイヤル側の鴎捷や不安に対して宜爾庁長は，移住者・教育所入所者には衣食住

を供給し「充分ニ保護」すると述べるとともに，命令遵守を条件として銃器貸与の可能性を示

唆した。もちろん，タイヤルを龍絡する手段として銃器を貸与することに当局が不安を抱かな

かったわけではない。実襟，蘭庁はこれより先に「懐柔」策のひとつとして銃器貸与の可否

を総督に打診していたが，許可は下りていない。それだけに，銃器貸与と引き換えにタイヤル

青少年を宜蘭域内で「就学」させるよう求めたことの意味は小さくない。『台北州、i理審誌』は，
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「安審ノ見地ヨリスレハ......真ヲ認ムル場合ニハ銃器ハ条件ノ下ニ之ヲ貸給シ銃器ヲ貸給スル

ノ一方ニハ蕃主主ヲ収容シ入費ニ充ルヲ最便トスヘシJ(制と記している。宜蘭庁にとって銃器の

貸与はタイヤル掌握の難局を打開する具体的な方策であり，青少年の「就学」はその担保であっ

た。

さらに庁長は r若シ汝等此話ヲ無ニスル様ナ事アラハ余モ亦決心アリ其時ニ至 1)テ後悔スル

勿VJ と武力行使をほのめかしながら決断を追った。とくに最後まで移住と就学の受諾を渋っ

た南襖群の頭自に対しては r此ノ三箇条ノ約束ヲ承諾セサル革委社ハ悪事ヲ髄クモノト肴倣スナ

リ依テ夫レ等ノネ土ハイ可処マテモ討伐スルノ考ナルヲ以テ汝等モ其ノ心シテ過タサル様ニ気ヲ

ケヨJ(37)と露骨かつ執撤に脅しをかけている。折しも総督府は宜積庁に北接する大潟鼠地方の

タイヤルに対し武力攻撃に踏み切っていたから，これは極めて現実味を帯びた偶喝であった。

宜衡庁における就学の「勧説」 は r治安J対策の一環として，タイヤルをのつぴきならない

状況に追い込むなかで具体化した。タイヤルにとっては，命令を拒絶すれば全面戦争になりか

ねないという重圧のもと，命令に従うこと自体が自分たちを危機に縮れるという不安を抱えな

がら，当面の困難を切り抜けるための苦渋の決断であった。

2 r蕃人教育所」の設費

(1) r蕃人教育所」の開設

1901年 1月2日，宜蘭庁は，宜蘭域内の武帝織に「蕃人教育所」を開設し，タイヤルの青少

年 10名をi反容した(制。その 2日後， jま蘭庁長は上京中の児玉総督にわざわざ打電して「蕃界経

営ハ著々歩ヲ進メ }39)つつあると報告した。

これより先，宜潟支庁は 1897年に溺漢のタイヤル居住地を調査した際，露営地まで呼び出し

た頭自に子弟の就学を打診したが拒絶されている倒。この交渉にあたった坑哩沙撫墾署長は，

「小宮ノ希望ハ即時ニ実行ハ為シ難キ様子ナリ」と報告書に記し，当面は実現の可能性が薄いこ

とを率直に認めている。実際，同撫墾箸長が報告書の最後に r今般出張ノ際箪隊ニ於テ新路ヲ

関キ為メニ道路ノ閤難ト蕃人ノ襲撃ヲ免レタルハ皆兵員諸士ノ守護ニ悶ラスンパアラズ」と記

したように r調査」そのものが軍隊に依存した状況で，タイヤルを撫墾署に収容して教育する

ことなどおよそ不可能で、あった。それだけに，その 4年あまり後に「蕃人教育所J を開設した

こと自体が，この間の先住民政策の画期的な「成果」であった。

1901年中の入所者は延人数で 39名，最年長が23歳，最年少が 13歳で，王子均年齢は 18.9歳，

過半が 20代である。男女構成は不明だが，当初はおそらく男子のみであったと推察される。出

身社別にみると，モへン社(南襖群) 9名，タビヤハン社(溺湊群) 9名，ブタ一社(南襖群)

7名の 3社で大半を占める。庁長は先の会見において各社から 2-10名ずつ選抜するよう指示

していたが，実際に青少年を下山させたのは南湊・渓頭詞群あわせて 7社にすぎなかった。

宜蘭庁は入所者に宿舎・食事・衣服のほか築・紙・墨等の学習用具を支給した。入所者の宿

舎は，教室・教員宿舎とともに武帝廟内に設けられた(41)。支給された食事や衣服がどのような

ものだったかはよくわからない。ただ， 1901年 1月に宜蘭庁が坑唆沙出張所あてに通達した「移

住蕃一戸ニ対スル十日分献立表」によれば，移住者には三食米飯と副食(朝は塩・野菜・漬物

のいずれか，主主は子魚もしくは豚肉，夜は漬物もしくは野菜)および焼酎(臨夜)が支給され

ることになっている (42)。教育所でも三食米飯が支給されたと推察することは可能で、あろう。ま
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た，向年 8月 16日付で宜薦庁長が総督あてに提出した「三十個年度撫蕃費支出概算書」によれ

ば r蕃童教育費J中の被服費の細目には冬服，矯衿，袴下，帽子，短靴，靴下と記載されてい

る(43)。

このような待遇は，たとえば台東の先住民居住地に設聾された分教場で，就学奨励の一環と

して食費が支給された事例にも通じる(州。ただし，関所当初の報告には「期スルニ……漸次ニ

狩猛ナル性質ヲ寛和シ山中ノ生活ヲ嫌悪セシムル上ニ導J(45) くとあるから，単なる就学奨励と

いう以上の意味があったと考えられる。たとえば，当時タイヤル族の主食はす馨・黍・粟・豆

類で，米食は狩猟等の特別な特に娘られていたから，毎食米銀が支給される生活との相違は小

さくない(46)。

教員には宜蘭公学校の教員綾部新吾が嘱託として派遣されたが，同年 12月にはIJ!¥唆沙出張所

通訳の梅野富枝(樟脳局書記を兼任)がこれに代わった。綾部はタイヤル語を解さず，授業お

よびぴ、臼常的な指示iは土通訳を介して行われたが{付仰問4灯刊7η)

教脊内容について 1印90位l年 2月の宜蘭庁の報告書lは土 r日常起居ヲ為スニ学習者ノ¥日本ノ習'慣

ニ由ルコトヲ勉メシメラレ以テ眠食シ以テ学科ヲ習ハサルヘカラスJ(拍}と記しており，指導の

眼目が生活の隅々にわたって「日本ノ習'慎二由ル」という点にあったことが窺われる。「日本ノ

習慣ニ白ルコト J が具体的にどのよっなものであったか宜蘭庁の報告に記録はないが，他地域

の報告からある程度の推測は可能で、あろう。たとえば，台中県下の嘉義緋務署は来著者に対す

る指導の様子を「午前六時一向起床依テ面盟一個手拭二筋ヲ貸与シテ顔面ヲ洗浄ナサシメシニ

何レモ命ニ蹴シ中ニハ皮衣ヲ脱シテ全身ヲ洗フモノア 1)J (1899年 1月)と報告している{岨)。ま

た，台中排務署は来署者に対する指導の成楽として「日本人ニ対シ尊敬ノ意ヲ表シ礼式ヲ行フ

ニ主リシコト Jr食事ヲナスニ方リ飯ヲ椀ニ盛 1)箸ニテ食フ者アルニ玉三 1)シコト J(1901年 5月)

といった点を挙げている(問。

学科については，綾部が報告書作成の便宜上定めた「仮定教科課程表J r教授ノ要旨」によれ

ば，教科目および週教授時間数が修身(3 )，闇語(5 )，体操(4 )，算術(3 )で，公学校規

則を参照のうえ「向第一学年ノ程度ニ準スル」こととなっている。ただ~台北チト!理審誌、』は「大

抵教師ノ意志ヲ以テ機ニ応シ宜キニ処シJ(刊と記しており，報告書の課程表が実態を精確に反

映したものであったとは言い難い。なお，関所後まもない 1月14日， j主演庁は教練用にライフ

ル銃8丁および銃剣 8口を支給している。教練の担当者や実態については不明で、ある。

(2) r蕃人教育所」の展橋

官側の当初の期待とは裏腹に r蕃人教育所jの入所者は関所の翌月末にはわずか 4名を残す

のみとなった。表4に掲げるのは，関所以降の生徒の異動状況を月別に整理したものである。

表から明らかなとおり，在所者数は常に変動しており，一時的に 10名を越えることはあった

ものの大半は 5名に満たない状態が続いた。入退所月日の判明する 1901年 1月-5月分のテ、、ー

タによれば，入所後 10日前後で退所するケースが最も多い。最も長期の入所者で約 9ヶ月と推

定されるが，わずか 2名にすぎない。
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表4 教脊所生徒の異動状況

年 jヨ入所者数 退所者数
月末

延人数 備考
在所者数

1901 1 14 5 9 14 

2 1 6 4 15 

3 1 4 16 

4 O 。 4 16 

5 16 3 17 32 返月号者 3名は「一時帰山」

6 5 15 7 37 入所者中 1名は復学，退所者中 3名は「一時帰山」

7 O 3 4 37 
7/9電話校用材の切り出し作業中の日本人巡査
(1Jr¥畷沙出張所在勤)1.1';を殺害

8 。 。 4 37 8/23阿竪史交換所襲撃事件(日本人所Jl.1名を殺答)

9 ブタ一社・タピヤハン社の児支が在所(人数は不明)

10 

11 

12 2 39 ヤブン・フへン，フハ・ノーガイを収容し，機業訓練を笑施

1902 1 

2 

3 O 4 O 39 3月半ば，すべて遁走
(注~欄は資料欠如のため不明。
(出典)1901if.1 -6月分は「宜蘭庁移住宅善人及務変化育所名簿報告J (~台湾総餐府公文類纂~V 04647/ A 008)， 

それ以降は『台北州現蕃誌、~ (上綴， 339， 348-349， 353， 360， 373， 380， 391 Ja()。

笠蘭庁は入所者が短期間で退所する原因を以下のように観察している(問。

「ぺはハ二月三日宜薦域ニ入リタ 1)シカ同行蕃人ノ帰社スルヲ観テ端ナク帰思ヲ動カ

ケスシテ其ノ跡ヲ追ヒタ 1)J (2月)

「俄ニ秩序的生活ニ移ルハ其ノ最モ欲セサル処ナルカ故平易ノ動作ト錐極メテ精神ノ苦悩

ヲ感スルモノノ如ク為メニ恕チ入所ヲ厭忌シ帰山後ニ再来スノレモノ復幾伺モ無キニ宝J(3

丹)

「一人ノ蕃丁不在ナルカ為メ狩猟其他ノ家業上頗ル困難ノ次第J (4月)

「或ノ¥毒殺ニ遭ノ¥ンコトヲ恐レ或ノ¥疾病ニ穣ランコトヲ憂フJ (7月)

「山谷ヲ政渉シ気侭ノ行動ヲ為サスシテ窮屈ナル居住ニ拘束セラルルヲ忌ムJ (7月)

「彼等父兄ノ子弟ヲ宜薦ニ出タスハ通常人カ数千虫ノ海外ニ旅行スル如キ感列懐ケノレJ (7 

月)

「切ニ父兄ヲ思慕スノレカ為メ忽チ帰心ヲ動シ入所ヲ厭フノ情ア 1)テ一度父兄ニ面会ノ為メ

帰山シタルトキハ復帰スルモノ装タ稀ナリ J (10月)

タイヤル青少年にとっては親族から引き離されて市街地に収容さFれること自体が，身体的に

も精神的にも多大な負拐であったことは疑いない。また，親にしてみれば，子どもを手離す不

安は切実で、あったし，前述したように入所者のほとんどが 10代後半から 20代前半で家族・集

屈にとって貴重な労働力であったことも就学を忌避させる要因となったと考えられる。

は「同社(モへンネ土一一北村注)ノ……西名ハ父兄ニ其ノ志望ヲ抑へラレ入城スルヲ得ス}叫と

も記しており，親の強い反対があったことを示している。他方， 1901年 6月から 8月にかけて

移住地(何里史・天送埠)では訟染病が蔓延し，マラリア擢患者が 10数名にのぼったうえ赤痢

による死亡者を出すに至り，彼らの不安は現実のものとなった(判。
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蘭庁は，このような教育所の不安定な状況を打開するためいくつかの策を講じた。

1901年 4月，肌樫沙出張所長は，就学督励のため教育所入所者の保護者に銃器貸与を認める

よう宜葡庁長に求めた。出張所長は，教育所入所者の保護者が銃器貸与を「切ニ出願」してい

ること，ならびに入所者の擁保が容易ではないことを説明した上で，次のように述べた問。

「銃器ヲ貸給セラルル為メ別ニ著ルシキ効果郎チ多数蕃丁ノ出宜ハ或ハ望ムヘカラサルヤ

モ料 1)カタク候ヘトモ之カ目的ヲ達スルノ途ニ進ムニ於テ欠クヘカラサル方便カト思料致

シイ侯J

状況の打開は容易で、ないと認めながらも，銃器貸与の効果に一躍の望みを託したのであるo

これを受けて宜蘭庁は，移住を実行した頭目だけでなく教育所入所者の保護者にも許可するこ

とを決めた。周年 7月末，宜蘭庁は新たに村閉式猟銃 17丁および弾薬 190発を夙唆沙出張所に

支給するとともに r猟銃賞与報告書」の様式を定めて銃器貸与月日，銃器番号，返納年月日，

薬筒数，借用者氏名・出身社名を逐一報告するよっ机哩沙出張所に指示した(問。

宜蘭庁はまた，先に平地に移住した頭目を就学「勧誘」のため山中に派遣して説得にあたら

せた。先の会見での「誓約J にもかかわらず，宜蘭庁が阿里史・天送土車両警察派出所付近に定

めた移住地へ転住したのは 1901年 4月末で頭目の家族を含めて 10数名にすぎない。宜穂庁は，

彼らを山麓開墾や畑地し耕作に従事させる一方で、，彼らを介して移住や就学を「勧誘」したほか，

襲撃に関する情報収集，製脳地の「警備j，さらには新たな製脳予定地の諦交等を進めた。

もっとも，当局の期待とは別に，その後も入所者が増加・定着することはなかった。たとえ

ば， 1901年 2月，ry¥哩沙出張所長は前年 12月末に先揮を切って移住を決行したモへン社・ワッ

サオ社両頭自を同じ高湊群に属するボキヤア社・タビヤン社等に派遣して移住実行の説得にあ

たらせた。同年5丹にはブタ一社・タビヤハン社両頭目の移住が実現し，両社から 16名の青少

年が新たに入所して教育所は一時「盛況」をみせたが，翌月中にはそのほとんどが退所してい

る。

このように教育所の不振が続くなか，ry¥哩沙出張所長は「他日時機ヲ見テ更ニ各務社ニモ普

ク教育生ヲ出サシムヘク勧奨ヲ為サン」と引続き就学を勧奨する旨を庁長に報告したが，確た

る方策はないまま「其ノ成功ハ来季間ヲ期スへシJ と記すのみであった(問。

(3) r蕃人教育所J の頓挫

教育所の行き詰まりを決定的にしたのは， 1901年8月，管内タイヤルによる阿虫史警察宮吏

派出所の襲撃であった。

これより先，教育所の関所から 2ヶ月を経た 1901年 2月末に当局は「月ノ一日ヨリ末日一

ノレマテ一人ノ蕃害ニ死傷スルモノアラサリシハ蓋シ対審未曾有ノ新施設ノ効権ナ 1)jと喧伝し，

「未曾有ノ平和状態」を教育所開設による「成果」だと評価していた(問。また，入所者がわずか

2， 3名となった 1901年後半にも[""是等入所蕃輩ノ現在スル為メ各社務ヲ鵡燦スル上ニ於テ

少カラサル連鎖タラシメタルナリ j(聞とタイヤル掌握を進めるうえで教育所の存在意義が小き

くないことを強調している。

このような官側の評価は，教育所が先住民政策上期待された役割をよく示しているという点

で興味深いものの，やや過大評価の感を苔めない。教育所開設後も製脳場や入山者に対するタ

イヤルの襲撃は断続的に起こっており，警警察官吏派出所に対する襲撃もそうした情況下での出

来事であった。
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この「事件」の概略は以下のとおりである。 1901年 8月23札南襖群に属するタイヤノレ約 70

名が，阿里史警察派出所を襲撃し，問所附設の「蕃産物交換所」に勤務中の小野栄一麗を殺答

するとともに，関所保管の銃器・弾薬のほか坂・木綿・針金等の交換品を奪取した。日本人の

被害者はこれが最初ではなかったが，警察派出所が襲撃されたうえ， 日本人吏員が殺害された

ことは，当局にとってやはり打撃であった。

この襲撃に加わったのは，南襖群ヤブトライ社頭目ほか同社に属する者がほとんどであった。

当時，陪里史出張所では，ヤブトライ社頭目の姪にあたるラハ・ノ一方、イ，同社出身のヤブン・

ラへン (19歳)ほか計4名の女性が通訳として腫われていた。ラハは 1899年 4月に阿里史庄内

の漢民族通事と，ヤブンは 1901年 4月間出張所躍の小野栄ーと，それぞれ結婚している。宜蘭

庁は 1899年前後より「土民蕃人相互ノ融和手段J(60)として漢民族とタイヤル女性の通婚を奨励

しており，ラハの結婚はそうした施策のなかで成立したものだった。他方，阿里史の漢民族に

嫁いだ従姉を頼りに下山したヤブンは， 1899年以降，間里史警察官吏派出所の巡変宅に寄留し

ている。小野との結婚は，官が日本人にタイヤル女性との結婚を認可した宜蘭庁初の事例であっ

た(6九このほか，経緯は定かで、はないが， 1900年にヤブトライ杜のヤウィ (15歳)という少年

が通訳養成という名目で阿A史出張所に収容されていたことがある。ヤウィはわずか 4ヶ月ほ

どで父親に連れ廃された後，およそひと月で病死している。こうした諸々の体験を通じて日本

官憲に対する不信の念が醸成されたとしても不思議で、はない。ヤブトライ社頭目は前年末の宜

薦庁長との会見に列席し誓約の儀式にも加わっていたが，平地への移住も教育所への入所も実

千子していない。

他方，殺害された小野栄一 (23歳)については以下のことがわかっている問。元大終段地方

で製脳業に従事しており，タイヤル語を解することから 1898年に夙哩沙支署の麗良に採用され

先住民関連の事務に携わっていた。関車史出張所が襲撃されたのは， 1901年 4月に小野が肌哩

沙出張所長の承認のもと，ヤブン・ラへンを棄としてから間もない時期であった。

「事件」のおよそ 3ヶ月後，天送埠出張所長は来所した南淡群タビヤハン社の副頭目に事情聴

取を行った。当時わずかに教育所に残っていたのがタビヤハン社の青年だったことを考えると，

尋問に応、じた同社副頭自の重圧は相当なものであったと想像される。間出張所長の報告書によ

れば，同副頭目は「殺答ノ目的ハ小野瑳員二対シ怨念ヲ報ス/レ」ものだったと述べ r怨念」の

涼国として以下の点、を挙げたという (63)。

-小野は，南襖群のタイヤルに対し羅東方商での賊首は「敢テ蓋支ナキ」と認めたが，これを

「信シ」たロウコウ社頭目が逆に待ち伏せた漢民族に攻撃され負傷した。

-小野は同年 6， 7月頃ヤブトライ社の者に「児豚ヲ以テ其ノ農袋魚ニ換へンコト J を約束し

たが，相応の袋角を納めたにもかかわらず子豚の引渡しがない。

・小野はヤブトライ社の女性を妻としたが「其ノ婆ヲ待遇スルニ不親切」であった。

一方 r事件」とともにヤブトライ社に連れ戻されたヤブンは 4ヶ月後に得ぴ下山して帆哩

沙出張所長の尋問に応じた。その報告書によれば「怨念J の由来は，河里史に脳寮(製脳の作

業小屋)設置を承諾させるために「報酬トシテ豚若干頭ヲ給与」することを小野が南襖群各社

頭自に約束していたが，設罷後は「蕃界ト雄日本ノ所有タリ」との理由から別の所員が「報酬」

の約束を反故にしたことにあった(64)。

これらの調査をふまえて当局は r暴動ノ原因ハ所長ノ一部ニ対スル支吾ニ外ナラス殆ト淵源

ナキ行j奈ト肴倣スヘクJ(65) と論じ，もっぱら小野の個人的な問題として片付けようとした。だ
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が，仮に「怨念」の矛先が直接交渉にあたった小野に向けられたとしても，宜葡庁の「殖産J

事業や「融和」策そのものに対するタイヤルの憤りが襲撃の引き金となったことは疑いない。

この事件を契機に，移住者は官側の制裁を恐れてことごとく原住地に引き揚げた。教育所に

残っていた 2名は引続きとどまったものの， IJi¥.哩沙出張所長は「教育事業モ亦ー頓挫ヲ告クル

ニ車レ 1)}66)と報告書に記している o

新たな入所者を得る見込みがほぼなくなった中で，宜葡庁が講じた唯一の措置は r事件」後

に再び下山してきたヤブンとラハの両人を教育所に入所させたことである。同年 12月末，宜務

庁は「一振ヲ講スル」ため「内地」から手織機を取寄せ，伊藤はるという女性を雇用してヤブ

ンとラハに機織の訓練を行った。タイヤル社会で機織は女性が担う生業のひとつであり，女性

が一人前と認められる指標でもあったから，ヤブンとラハが既にその技術を習得していたと考

えでほぼ、間違いない。機の仕組や織り糸の相違はあったものの，ヤブンは一週間足らずで一反

を織り上げている (6九ただ，ラハは病気のためほとんど機織に従事できないままであった(倒。

かねてより「授産」の一環として「機識教習所」の設置を構想しながらも(側，入所者を確保で

きる見通しがないという理出から先送りとなっていた計画が，ここにおいて漸〈実現したので

ある。

しかしながら，その後も教育所は「荷等観ルヘキモノナク唯鑑カニ前月ヲ継続}70)という状況

が数ヶ月続き， 1902年 3月に入って宜蘭庁が入所者獲得の方策として教育所を宜蘭域内から帆

哩沙の山麓付近へ移転することを検討し始めたその矢先，ヤブンらを含めて入所者全員が棺次

いで遁走した。かろうじて一年余り存続してきた教育所は，これをもって閉鎖を余儀なくされ

た。

むすび

以上検討してきたように，蘭庁の「蕃人教育所」は，製脳事業の拡張がタイヤルの武装抵

抗を激化させ，結果的に「殖産」事業も行き詰まるという矛盾に満ちた事態を打開する方策と

して具体化した。タイヤルの青少年を平地に収容して「就学J させるという施策は，山地に入

りこむこと自体が困難な状況にあって，タイヤル掌援の道筋をつけるためにまず青少年を取り

込もうとするものであり，また，タイヤルfJltlの攻撃を抑止するための「人質」としての効果を

期待したものであった。「蕃人教育所Jは，なによりも「治安」対策上の必要から設置されたの

で、ある。

他方，ごく少数にとどまったにしろタイヤルが就学の「勧説Jに応じたのは，狩猟場の優害，

交易品の途絶，全面戦争の予兆といった諸条件のもとで，集団としての危機を昭避するぎりぎ

りの選択の結果であった。このような緊張の深まりのなかで開設された「蕃人教育所」 は，入

所者の相次ぐ遁走のため，より根本的には官憲の横暴に対するタイヤルの反発ゆえに，短期間

のうちに閉鎖を余儀なくされた。以後，宜蘭庁は，青少年を時住地から引き離して就学させる

ことを断念し，新たな形で先住民掌握の方途を模索することになる。

1900 年代半ば以降，本格化する先住民1iE)j~戦争のただなかで先住民教育の制慶化に着手した

総督府は，集落ごとに艶寵した警察官吏駐在所内に「蕃章教育所」を附設するという方針を定

めた。台湾北中部に「泰章教育所」が普及するのは，総督府が野砲や山砲，地雷，電流を通じ

た鉄条網等によって先住民居住地の武力制圧をおよそ達成した 1910年代半ば以降のことであ
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る。

最後に r蕃人教育所」の経験がタイヤルにとってどのような意味をもったのかを見ておきた

い。「蕃人教育所J の閉鎖からちょうど 1年後の 1903年 4月，宜薦庁は南襖地方の調査を実施

した。この調査隊に加わりかつての教育所入所者の現況を調べた綾部清吾(調査時は利津筒公

学校長)は，現地で得た証言として以下のように報告している(問。

「帰山当時ハ何ヤラン文字様ノモノヲ番シ彼等同志ノ出会スルトキハ日本ノ ヲ用ヒ話

シ居リシモ今ハ三四箇丹以上主主蘭ニ居リシモノノ外ハ記憶セルモノナシJ

「帰山当時ニ於ケル彼等ノ挙動ハ日本人ト異ナルコトナク飲食スルニモ若クハ飯，若クハ汁

ノ如キ凡テ椀ニ醸ラサレハ食セス何事モ食事ノ粗末ナルニ不平ヲ鳴ラシ家人ノ¥之ニ臨難セ

リ且ツ入ヲ蔑視スルノ風アリ」

この記述がどれほど実情を精確に怯えているかはこころもとないが，教育所で教えられたの

がa本語の読み審きだけでなく箸・椀の使用といった「作法」であったこと，それらは帰山後

まもなくおよそ忘れ去られたことを示している O 綾部は調査の結果 r(タイヤルに対し)教育薫

陶ヲ為シ得」ると結論してはいるが，同時に，教育所経験者のほとんどが「再ヒ出ツルノ意志

アラスJ，親も「出宜スルヲ喜ノ、サルノ風ア 1)J と記している。

もっとも，教育所経験者が自分たちの食事を「粗末」とみなし「人ヲ蔑視スルノ風」がみら

れたとの記述も無説しえない。帰山まもない教脊所経験者を「臼本人ト異ナルコトナク」と形

容した記述は，援部の誇張というだけでなく，反感、や噸笑をも含んだ周留の人々の違和感をも

のがたっていよう。教育所の経験は，ごく限られたものではあったが，山地の日常とは異なっ

た世界をタイヤル青少年に垣間見せるとともに，題閤の人々との間に微妙な車L離を生み出すこ

とにもなった(72)。

<~主〉

(1) 大江志乃夫は，器産民族に続いて先住民族に対する制圧戦が収束する 1914年までを台湾植民地戦争と規定

し，以下の三期に区分している。台湾民主国を崩壊させるまでの第一期(1895-96)，漢民族のゲリラ的抵抗

を制圧するまでの第二期 (1896-1902)，山地先住民族の箪率制圧を主とする第三期 (1902-1914)。大江志

乃夫「槌民地戦争と総督府の成JLJ 大江志、乃夫他編『近代日本と植民地 2~岩波書寄宿， 1992年)。

(2) 先住民族の分類及び名称については諸説ある。沼本統治下で最初の調査を行った人類学者伊能姦短は『台

湾審人事情~ (台湾総督府民政部文芸書課， 1900年)でアタイヤル，ヴォヌム，ツオオ，ツアリセン，スパワヨ

ン，ピュ'7，アミス，ペイホの八つに分類している。現在，台湾の行政悦(内閣に相当)が「原住民族」と

認めているのは，若手雅(タイヤル)，警警夏(サイシャット)，布慶(ブヌン)，都(ツォウ)，魯草花(ルカイ)，

排湾(パイワン)，卑硲(ピュ'7)，阿美(アミ)，遼悟(タオ)，部(サウ)，鳴務蘭(クヴ、ァラン)の十一民

族。本稿では，さしあたり平域族(清朝下で漢俗化が進み，清朝政府が「欄l頃J r帰f谷」をみとめた先住民族

の総称)に属するサウおよびクヴ、ァラン以外の九民族を狭義の先住民族とする(ただし，広義のうも住民族に

はクヴァラン，シラヤ害事の平城族を含める)。このうち中央山脈の北中部にはタイヤル，サイシャット，ブヌ

ン，ツォウの唐伎地が分布した。

(3) 1890年代半ば，樟脳i土台湾の輸出総額の 1割強を占め，茶・砂糖に次ぐ主要生産物であった。樟脳はクス

ノキの材片を水蒸気蒸留してつくる。当時の主な用i創立，防虫剤・香料・火薬等。なお， 19世紀後半の台湾

の産業および貿易については以下を参照。林満紅『茶，糖，棒1館業与台湾全士会経済変遷 (1860-1895)~ (台湾・

聯経出版， 1997年)。

(4) r極持地参事官復命 義政問題ニ関スル取調書J (1902年，台湾・中央図芸書館台湾分館所蔵)。

(5) 台湾総督府警察本塁塁 F理審誌、穏』第一編 (1918年)， 156真。

(6) たとえば， 1897年4月，各撫霊長署長ほか殖産・内務・法務・通信等の関係部局長を招集して開催された機
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塁塁草署長諮問会議での議論が挙げられる。

(7) 1895~ 1902年の先住民教育施設の概況を表 5に掲げる。設銭形態の多様きがこの時郊のひとつの特徴では

あるが，大まかに台湾南部の沿岸地域と北中部の山喬地帯とに分けて把握することができる。台湾南部の沿

岸地域では，学務部所管の盟諸伝習所分教場が官費によって設号室されている。いずれも先住民居住地内に校

舎を新設し，集落内の子どもを就学させている。他方，北中部の山岳地帯では， 1900年前後から地方官庁の

末端機関に少数の青年を収容し「就学」させた事例が散見される。経費については地域によって異なるもの

の，おおよそ「蕃人撫育費J r蕃界警警備費」という名呂の官費のほか地方税によって運営されたと考えられる。

このような地域的な棺遼については改めて検討が必婆だが，さしあたり以下の点が指摘できる。第一に，台

湾南部の沿岸地帯は海防の婆所であり，とりわけ 1870年代より磁欧および日本の侵出に脅威を抱いた清朝政

府が同地のパイワンに対する支配を強化する方自策を取ったこと。第二に， したがって日本による台湾点領時

表5 先住民族教育施設の概況 (1895~1902~手)

開設年 j教育施設名 j 所管 j所在地 j 設震形態 j 改廃 j 備考 :ttl典

1896 若者勝東全土分教!学務部 i合商 ;猪務来社に新:1900猪勝束商務伝務所:1898.12猪勝束社近寄草の i①②
， .努 築 ;に改称， 1905 蚊熔公;渓民族およびパイワン族;

j学校に改編 jの島幸起により校舎破壊

1897 喧存分教場;竺誇型 ;台東 よ堅商社に新築:19型空:溺公学校に改綴:0::②

1897 馬爾枝分教場:学務部 ;台東 : .¥完関投に新築:1905!i号警高公学校に改編①②

1897 替莱分教場 ;学務部 :台東 :寄来社に新築:1905花蓮港公学校に改:1908.12七勝川社の蜂起;②
;綴 :により児童激減し一時限;

:鎖

189子1議選主伝達言語一一--:-嘉言語議主主白髪-f-一長雨謀議議主主選丙行百両返品0:半一校i三ナドラ平証云三ぴ逗認証手?Td5
: (兼宿舎通学青年3名

1899 斗六割宇務署 :3.ト六弊務署 i台中 !林柁総支喜善内:1900.2斗六公学校にi滋;丹生各社の青年 l名 :① 

1中本1Bt車交審 : (兼宿舎 学

1900 新竹繰務審 i新竹緋務著書:合中 : 3新竹繰務署内務務審の給i:l:として使傭 J①

: (兼宿舎)

1900 新竹緋務署 l新竹緋務署;台中 : ~範庄支署内 : (のち同地の公学校に l事事恩鮒士の青年 1名 l① 

:~詰ft支署 : (兼t話会:i通学

1900 : 4-六鉾務署 ;斗六割宇務著書 i会中 ;斗六支署内 : (のち問地の公学校に;楠仔獅万社の青年 1名 i① 

: (章 表 宿舎通学)

1900 斗六務務饗 :3.ト六繰務著書 ;15中 :林柁域文章華内:(のち荷主患の公学校に:J郡湯の公学校に通学 l① 

;林相E域文章号 : (兼宿舎通学)

1900 姦豪語辞務署 ;嘉義務務署:台南 :遼邦派出所内:(不明夜間に通所，昼間も余綴[①

i遼郊社派出所あれば通所

1900 太巴皇草分教場:~学務部 :台東 太巴裂社に新:1905太 巴 盤 公 学 校 に 改 ②

1築:i総

19o(i--1瑛石関三五薮通[学務総 !吾東剖 i王業詰:雨泊三新:11905議云弱公学校に長②

:築:~爾

1901 審人教育所 l笈蘭庁 :笈隊 夜蘭域内の廟:1902閉鎖 ①③ 
: を改造(兼翁④
;会)

1901 事事々 分教場 !学務部 「合主主 等々 全土に新桑-11905簿々 公言語読lミ改編 1908.12七勝}I出ゐ簿記:通
:により校舎破壊 : 

1901 公埼分教場 !学務部 [台東 ;公土商社に新築:1905公土車公学校に改編②

1901 知本分教場 :学務部 i台東 !知本社に新築:19-O5知本公学校に改編通

1901 太魯閤分教場:学務総 l台東 l古魯社lこ新築:1905太魯路公学校に改:1906.7古魯社の蜂走塁によ;②
l編 :り一時閉鎖のち閉校

1901 太細分教場!学務部 !台東 「太麻思社に主主11泌5太細1公報己1改蚕
;築 :i繍

1902 内獅頭分教場 i学務部 台南 j内獅頭社に新:1905内獅頭公学校に改:1914.10t買春地方パイワ j②
:築 : l議 :ン族の蜂走塁により一時間:

:鎖

(詮:)所管J 所在地」槻は1898年 6月施行の行政区分(台北県，台中県，台南察，宣言喜庁，台東庁， i.彰湖IT
の三三県三庁)による。

(出典)CD r台湾総督府公文類纂ゎ②台湾教育会 F台湾教育沿革誌J (1939年)，③台湾総督府警察本著書 F潔蕃誌

市南』第一綴 (1918年)，④台北チH警務部『台北j+l理審誌JJ二編 (1924年)。
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に南端王子野部でlま，ノ守イワンの武装抵抗はほぽ制圧され，漢民族との雑盾や漢俗化が進んでいたこと。第三

に，台湾北中部の山地には主要産業である様脳の主主主義織が集中しており，総努府が裂脳を中心とする山地下関

発」を強力に進めようとしたこと。第四に， したがって北中部の山縁地帯てすまタイヤル・ブヌン等の武装抵

抗がより織烈であったこと。第五に， 1895年から 1904年にかけて，沖縄県師範学校長や文部省視学官等を歴

任した精良長繍古斗笈泰・台東縄文庁長を務め，パイワンおよびピュ?の潜住地で学校設澄を積極的に進めた

こと。

(8) この時期の先住民教化策を論じた研究として主に以下のものがある。支学新・沈濠濠「日治初期

(1896-1903)笠爾庁的理審政策J(玉学新訳著 rs拠時期笠言語地区原住民史料室誌編与研究』台湾省文献委員

会， 2001 A判、松間設郎「撫霊塁審・努事務署時代の原住民激育J(r中閣の歴史と経済』東洋経済史学会， 2000年

3月)，松田吉郎「猪勝来E盟諸伝潔所についてJ(r教職課税研究J8，姫路溺協大学教職諜稼研究室， 1998年)，

宇野利玄「台湾における「務人」教育J(裁国燦編 F台湾籍社蜂起事件一一研究と資料一一』社会思想社， 1981 

年)

(9) たとえば，前掲松悶吉郎 (2000) は撫墾審・鉾務署警の時郊に形成された「原住民教予ぎの原型」が「警察本

喜善「義務諜」に継続されていく」と論じているが，その問の連続性と質的な相違については十分に検討され

ていない。

(1的 主に以下の文献を参照。臨時台湾!日債調査会『台湾審族志』第一巻 (1917年)， ~話時台湾!日償譲交会 F蕃族

慣習銭安報告望書』大久族前編 (1918年)，台湾総餐月守番族調査会『台湾番族僕習研究J(1921年)，台北州議2

務部『台北列、i理審詰I>.!I上編 (1924年)。

(11) 前掲『台北外l理審誌J，214， 591-592， 628-629真。なお台湾総督府第鈎統計望書J(1902年)によれば，

1900年末における笈蘭庁の民族別人口は以下のとおり。先住民族 4，461人，王子埼族 2，964人，漢民族 96，512

人 r内地人J1，136人。

(12) 台湾地方制度については主に以下を参照。簿楽銘「戦前台湾における地方制度J (r現代台湾研究J22号，

2000年 10}j)，ゃまだあっしrl910年代台湾の地方農政一一米種改良事業を中心としてJ(r名古康市立大学

人文社会学部研究紀要J13， 2002年 11}J)。

(13) 台湾総督府史料編纂委員会『台湾樟脳専売志J(1924年)， 20 Ji:。

(14) 清朝期の主主穏における先住民政策については主に以下を参照。台湾総督府民政部荷量産局『台湾蕃政志J(1904

年)，伊能喜善絞『台湾文化志』中巻(刀江主警院， 1928年)， 台北外i調査「鏡台前崎五時蘭の務務J(r台湾待報』

54-60号， 1924年 3}j-1O}J)

(15) 前掲 r台湾樟脳専売志』の付録 1-12 J芝より算出。

(16) 表 1・2と表3はそれぞれ出典が異なるため数値が一致しないが，本稿で、は宣言語庁に関しては表 1・2の

数値に依る o なお，タイヤル1J1Uの被審も劣らず深刻で、あったに違いないが，詳細を確かめうる資料がない。

(J司 「蕃人審地ニ関スル事務及其ノ情況報告 〔三十三年十一月分笈務庁JJ (r台湾総督府公文類纂JV 04623/ 

A 007)0 r台湾総督府公文類纂J，土台湾の国史館台湾文献館所歳。 Vが簿舟番号(台湾文献舘の所蔵番号)，

Aか文章撃番号を7fCす。以下公文類纂』と器各記。

(1母 前掲「蕃人蕃地ニ関スル毒事務及其ノ情況報告 〔三ト三年十一月分 主主務庁JJ

(1部 「隆勇魅了傭使ノ件J(r公文類主義JV 00094/ A 006) 

自陣 「生務取締ニ関スル会議及照会J(r公文類纂JV 00137/ A 013)。問委員会の委員長は内務部長，委員は内

務部事務官2名，殖渡部技締 2名，対務部および法務部事務官各 1名，参事官 1人の計7名。

。1)前掲『玉虫革審誌稿』第一編， 236 Jï:。なお繁役~.士γとは土民共」編制jの構想のもと創設された傭兵を指す。

1897年 12月に主主蘭・台東・埼盟社の 3ヶ所て、各 80名が入営し， 1899年 6月には解数させられた。創設さ当初

は「議郷兵J，のち「箪役壮γ」と称される。言学級は，以下を参照。北村喜善窓「台湾植民地化過程における先

住民族の軍事動員 一一議郷兵の編制 (1897-1899)を中心lこJ(r第一回東アジア近代史青年研究者交流会

議報告を者論文集れ 2002年，未公明U)，本康宏史「解説 台湾における軍事的統合の務前提J(f台湾総督府文

番目録』第 4巻， ゆまに著書房， 1998年)。。2) r (三十三年〕七，八両月分蕃人審池ニ関スル事務及業情況報告 (1i:務庁JJ (r公文類纂JV 04623/ A 010) 

~3) r生蕃人ニ対スル銃砲火薬供給ノイ牛(元台潟県)J (f公文類纂JV 09781/ A 002) 

凶 「蕃人審地ニ関スル事務及其情況報告 〔三十三年五月分宣言語ITJJ (r公文類纂JV 04623/ A 009) 



台湾植民地戦争下における先住民「教化」策 41 

紛 向上， 253…261亥。会見実施の概要喜は以下のとおり。 1900年 10Jj 8 B，渓頭群5社 (35名)，於天送埠警

察派出所。 11月 16日， i'認襖群8宇土 (36名)，於防塁史警察派出所。 11月29B -12月 1B，南襖群8社 (68

名)，於阿Jl'l.史警察派出所。

自日，) 1管下蕃宇土頭沼下山移住顛末報告J (W公文類纂~ V 04647/ A 002)。同報告警は，前掲 T台北州連務誌j (上

綴， 253-260， 266-274， 288-289 Ji)および前掲『玉虫務誌J稿j (第一編， 172-174頁)にも掲載されているが，

それぞれ編集の過穏で修正が加えられている。以下，本節中の号l用で特記のないものは公文類主義によるもの

とする o なお，夙哩沙務務署には 1900年よりタイヤル言者を解する日本人通訳が記号室された。

制約掲『台~l:j，i'I理蕃誌』上綴， 270ω271 Jio 

ω) 前掲 F台北チトi理審誌』上綴， 277 Ji。

鰍前掲『合~t:JoIo I琢蕃誌』上線， 261頁。

(30) この点，総督府は早期から「賊首J という燦行がいかなる動機・規範にもとづいて行われるのか入念な競

主主を行っている。なお，戦闘における誠首というタイヤル族の慣行について，中村勝は， ~資事号初期に「共同

の精神生活の再生産を規定する道徳律」としての性格が明確になる一方，漢民族の移住や路拓事業の拡張に

ともない報復という性格が強まってきたと指摘している。(中村勝「日本資本主義の械設禁圧政策と台湾潟地

先住民一一簿俗としての主主狩りをめぐる櫛民地統治・制圧策の初期約展開を仁川、にJ W名古屋学院大学論

集』社会科学綴， 36 (4)， 2000年 3月)

。1) 節子母 F台北州、i理審誌』上綴， 334 Ji。

ω) 前掲『台北州、j理審誌』上綴， 259 J望。

側 楊重量平 I1開発」政策下的 I:fiEJj読悲劇」 一一記 1889-1890約「南淡戦争JJ (W笈言語文献雑誌、j 28，台湾・

宣言語県立文化中心， 1997年 7月)。なお，台湾巡撫劉銘イ云は自ら約 6，000名の援隊を率いて蔚j奥群の居住地を

攻撃したが，山岳地帯での戦闘は劣勢に傾いたため，要路に地震を怨設して持久戦に持ち込んだ。食糠欠乏

のため投降せざるを得なくなったタイヤルに対し，額j銘伝は交換条件として武器の供出，王子地への移住，子

どもの裁学を求めた。供出された銃器は 200γ以上にのぼったという。

。暗 伊能主義矩『台湾文化志』下巻，刀江主書院， 1928年， 645-646頁。

自由 前掲『台北チト!理審誌』上綴， 278-279 Ji。

信邸 前掲『台北州、!理蕃誌』上編， 171 Ji。

側部 掲 r台北チトi湾i蕃誌、』上編， 278-279頁。

(38) 1宣言語庁移住蕃人及務室量化育所名簿報告J (f公文類纂~ V 04647/ A 008)。なお，前掲 f台北外i蕊蕃誌、』に

依れば，向日入所したのは 13名となっている。また，教育所の名称は「蕃変化脊所J 1生蕃人教育所J 1蕃人

教育所」等の記述があり正式名称、は不明。ヱド稿てすま「蕃人教育所」と記す。

(39) 前掲 f台北川、l理審議o~ 上編， 286真。

側 「南J奥蕃探見報告 号i¥滋1'T撫祭器J (W公文類纂j V 04533/ A 006)。なお，山間部の道路開撃を g的とした

この調交には，1r.隠守備隊25名，蘇襖警著書害塁塁巡差是2名，および〉糧食・器主主・毛布等の遂搬のため徴用した

背カ(漢民族)80名が参加した。

住1) 1蕃婦ヤブン・ラへン(ニ)J (W台湾欝祭時報』第 41号， 1931年 10月15削， 32実。

崎 前掲『台北外i理著豊富吉、』上繍， 287 Ji。

(4事前掲『台北外j理審誌、』上綴， 347 Ji。

制 「台東国務伝習所乙科生ノ食費支給方上申J (W公文類纂j V 00142/ A 023)。毘諾伝習所の食費・手当支給

はEf3科生(通訳速成コース)に限られていた。 1897年，台東庁長は食費支給以外に入所者を確保する目途が

立たないと総督に食費支給の認可を求めたが認められず，地方受から伝習所生の食費を捻tちした。

(紛 前掲 F台北州議i務官在、』上綴， 285 J室。

側 もちろん，教育所での待遇がタイヤルにとってもった意味は一様で、はない。狩猟と農耕を主な生業とする

生活スタイルからすれば，一日三食という生活リズムや生活のほとんどが織の敷地内に燦られることの意味

もまた大きかったはずである。

開 前掲「碗治三十四年度撫務費支出概算Jによれば蕃童教育費」中に通訳の経費が計上されている o 前掲

『台北州、i理蕃誌』ーと編， 302夏。

仰) 前掲 r台北州、i理事普誌』上綴， 294-275 Ji。
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側 「蕃人蕃地ニ関スル毒事務及其情況報告 〔明治三十ニ年一月中 台南県)J (W公文類纂.!lV 4600/ A 002) 

車時 前掲 f理蕃誌稿』第一線， 274 Ji:。

自1) 前掲『台北チトi理署吾誌、』上編， 379-380真。

開前掲『台北州、i理審誌、』上編。引用はJI際に以下のとお IJ0 295， 303-304， 310， 335， 335， 335， 373頁。

倒前掲『台北外!理蕃誌、』上綴， 294 Ji:。

制前掲 f台北外|理蕃誌』上編， 334]実。

(55) 前掲 r台北チトi潔蕃誌.!lJ二編， 311頁0

(56) 前掲『台北外!護審誌』上編， 299 Ji:。

制 高官掲『台北外j理審誌』上綴， 360 J室。

由時 前掲 f台北チト|恐審誌』上高扇， 295頁。

倒 前掲『台~t;1'トi竣著書誌』上編， 380真。

(附 「審人審地ニ関スル毒事務及主主情況報告 〔三十二年六月分 笈蘭ITJJ(W公文類纂.!lV 04596/ A 013) 

紛) もっとも総督府が公的に日本人と先住民との通婚を奨励していたわけで、はない。また，台北県三角湧務務

i警長は 1899年， 日本人もしくは漢民族が先住弐女性を「姿jレ」ことは「着手人全体ノ紛擾ヲ誘起スルノ虞」が

あるから取締法を設けるよう民県知事あてに上申している(前掲『理審誌稿』第一線， 248-249]主)。

信自 前掲「蕃婦ヤブン・ラへン(二)Jのほか，官官掲『台北川護審誌』上綴を参照。

(紛前掲『台北州連蕃誌』上編， 382-383 J言。

制前掲 F台北外i現蕃誌』上編， 388-389頁。

紡) 前掲 r台北チト|理審誌』上編， 360頁。支答は「さからう」の主主。行漆は「路上のたまり水」の意。

制) 前掲 r台北川理蕃誌』上編， 353賞。

制 タイヤルは通常月誌を用いるが教育所では木綿を用いた。

側 前掲『台北チH潔蕃誌』上編， 403← 404 Ji:。記録中には「好子機」とある。なおラハは，これよりほぼI年後の

1903年初頭に逝去している(間前， 536亥)。死関等の詳級は不明。

側 ，(三十三年五月中〕蕃人蕃地ニ関スル毒事務及其情況報告J (f公文類纂.!lV 04625/ A 009)， ，(三十三年〕六

月中審人蕃地ニ関スル事務及主主情況報告J (W公文類纂J V 04625/ A 010) 

。時前掲 f台北川理審誌、』上編， 414頁。

。1) 前掲『台北外|理務誌、』上編， 607-608亥。

仰 なお阿笠史派出所の報告は，同派出所襲撃特に山に連れ戻されたヤブンが再度下山し来所した理由を「問

親ハ勿論トシテ綴族主事モ主主タ不親切」であったことによると記している(前掲『会北州理務誌』上編， 389亥)。

この場合は婚姻が絡んでおり教育所の経験と競べて論じることはできないが，先住民女性にとって王子地での

生活がどのような意味を持ったのかは今後検討すべき課題である。


