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泛藍陣営 非支持者は日本統治時代を
肯定的に評価しているのか？
⎜ TSCS-2003（Ⅱ）の分析 ⎜

寺

沢

重

法

１ 問題設定
台湾は 親日 的というイメージで語られることが少なくない。どのよう
なところが台湾が

親日 的なところなのかについては，台湾を訪れること

で出会う日本料理店，日本製品や日本から輸入品への高い評価，日本統治時
代に建てられた近代的建築物（台湾総統府や台湾大学など）や日本式家屋，
日本語を流暢に話す 日本語世代 と呼ばれる高齢者たち，日本製品・ポッ
プカルチャーを愛好する 哈日族 と呼ばれる若者たちなどが挙げられる（酒
井 2004；五十嵐 2006；片倉 2009；植野 2011；哈日 2013）
。
こうしたなかで特に重要な意味を持つと思われるのは 台湾では戦前の日
本の植民地時代（以下，日本統治時代）が肯定的に評価されているので 親
日 的である という言説だろう。
戦前の日本の侵略と支配を経験した中国や韓国は，歴史認識においても絶
えず摩擦を生じさせている。 親日台湾 というイメージは 反日韓国
日中国

反

とは対極的な存在とされ，こうした単純化されたイメージが，東ア

ジア諸国における歴史を認識する枠組みとして常用される。 親日台湾 を
是 とし 反日韓国

反日中国 を 非 とする論調が出ることもあれば，

親日台湾 の理解が，中国と韓国で物議を醸し批判を招く結果になることも
ある（洪 2013）
。
10.14943/bgsl.145.l47
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こうしてみると，台湾における日本統治時代への肯定的な評価を検討する
こと，特に なぜ台湾では日本統治時代が肯定的に評価されているのか と
いう問いを検討することは，台湾における歴史認識の理解のみならず，日本
の植民地支配，東アジアの歴史認識を理解するうえでも大きな意味をもつも
のと思われる。
そこで本稿では

なぜ台湾では日本統治時代が肯定的に評価されているの

か という疑問に対してしばしば述べられる 日本統治時代への肯定的な評
価は国民党への反発・否定的感情の裏返しである という説明について，台
湾で実施された大規模サンプリング調査の二次分析を通して検討する。
本稿の構成としては，第２節では本稿に関わる台湾の歴史的背景を説明す
る。具体的には，まず なぜ台湾では日本統治時代が肯定的に評価されてい
るのか

という問いに対する説明として，これまでどのような説明案が提起

されてきたのかを整理する。その上でなぜ 日本統治時代への肯定的な評価
は国民党への不満や批判の裏返しである

と言われるのかを整理する。第３

節では本稿で使用するデータと変数，分析方法を説明する。第４節では分析
結果を提示し，第５節で知見の要約と議論を行う。

２ 国民党への反感は日本統治時代への肯定的な評価と結び
つくのか？
2‑1 なぜ台湾では日本統治時代が肯定的に評価されているのか？
そもそもなぜ台湾では日本統治時代が肯定的に評価されているのか。日本
統治時代に対する台湾の人々の 非批判的な語り はどのように理解すれば
よいのか。台湾史研究者・歴史社会学者の洪郁如は，このような問いに対し
て，1990年代以降の日本社会では以下の４つの解釈が見受けられることを指
摘している（洪 2013：17‑18）
。
第１の解釈は， 親日 を日本統治時代の統治の正当性の証とみなすもので
ある。日本教育を受けた世代による日本統治時代への肯定的な語りをもって，
日本の台湾統治は台湾の発展に大いに貢献した 良心的な統治 であり，そ
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良心的な統治 であったがゆえに台湾の人々は日本統治時代を肯定

的に評価しているという説明である。
第２の解釈は，台湾の人々は戦後台湾における国民党統治と比較して日本
統治時代を肯定的に評価しているというものである。1947年の二・二八事件
とその後の白色テロが，国民党政権の後進性や非文明性を明らかにし， 古き
良き日本時代 を懐かしむようになった。国民党という 中国の悪 が台湾
の人々に過去の 日本の善 を再認識させたという解釈である。
第３の解釈は両岸関係（台湾と中国の関係）において台湾を有利にするた
めの戦略として日本統治時代を肯定的に評価するとする説明である。日本統
治時代を肯定的に評価する言説は，対内的には国民党批判戦略につながり，
対外的には日本からの支持を確保し，両岸関係が緊張した際には中国政府を
牽制する手段となる。
第４の解釈は戦前世代のライフコースに着目したものである。戦前の特に
日本語世代 において日本統治時代は自らの青春時代でもあり，ある種のノ
スタルジーをともなう時代でもある。日本統治時代を肯定的に評価すること
により，自らの半生を肯定的に位置づけようとする行動である，という解釈
である 。
本稿ではここで挙げられている４つの解釈の中の第２の解釈，国民党政権
への不満や批判が日本統治時代への肯定的な評価と結びついている，という
説明を検証する。

2‑2 国民党への否定的感情と日本統治時代への肯定的評価
国民党への反発・反感が日本統治時代への肯定的評価と結びつくという現
象は，戦前から戦後にいたる台湾の歴史的変動と深く関わっている。そこで
まず戦前から戦後にいたる台湾の歴史を，本稿の議論に必要な範囲で簡単に
振り返っておきたい 。
1895年に日清戦争に敗れた清朝が下関条約によって台湾を日本に割譲し
たことにより，50年間にわたる日本統治時代が始まる。日本統治時代は１）
初期
（1895年〜1915年）：抗日武装闘争の鎮圧と統治体制の確立の時期，２）
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中期（1915年〜1937年）：植民地統治の安定期，３）末期（1937〜1945年）
：
戦争とともに皇民化政策が推進された時期，
という３つの時期に大別される。
初期においては，土地所有制度改革，阿片・食塩・樟脳の専売制度の確立，
港湾整備，鉄道建設，通信網の整備，公衆衛生の確立など植民統治の基礎が
確立される。中期には， 内台一体 （台湾は日本本土の延長でなければなら
ないという政策）のもと，教育制度の改革（中学校，女学校，高等学校，専
門学校の整備，台北帝国大学の創設など）
，各種洋風建築の建設
（台湾総督府
など）が進められる。末期には台湾を 南進基地 とするための工業化政策
（重化学工業の育成など）
，および皇民化政策（日常生活における日本語使用
の推奨，特別志願兵制度の実施など）が行われた。
こうした様々な近代化政策が実施される一方，日本統治時代の台湾では日
本統治に対する少なからぬ抵抗も行われている。まず 1895年から 1902年頃
まで台湾地で少なからぬ抗日武装蜂起が発生している。その後抗日武装蜂起
は徐々に減少し，1915年 タパニー事件 （ 西来庵事件 ）がひとまず最後の
抗日武装蜂起となる。中期では抗日運動は武装闘争か政治活動へと変わり，
林献堂らによる台湾議会設置運動などが行われた。だが，抗日運動は穏健化
したように見えたものの，1930年には最大規模の武装蜂起である霧社事件が
発生している。
1945年，日本の敗戦により，台湾は中華民国統治（国民党）時代をむかえ
る。この頃から新しく中国大陸からやってきた人々を 外省人 ，日本統治時
代から台湾に住んでいた人々を 本省人 と呼ぶ呼称が見られるようになる。
敗戦当初，本省人は国民党政権に期待を寄せたものの，次第に国民党およ
び外省人に対する不満を募らせていった。理由としては，１）日本統治時代
に高等教育を受けた本省人エリート層は自らを専門家として認識していた
が，国民党側から見れば本省人の受けた教育は 皇民化教育

奴化教育 と

みなされた，２）外省人の官僚・公務員・軍人の中には賄賂，不正，問題行
動を働く者が少なからず見られた，３）商品の専売化による賄賂の横行，ま
た中国大陸における国共内戦により台湾から物資が流出し物価が高騰した，
といったことが指摘されている。
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そして闇タバコの取り締まりをめぐるトラブルから，1947年２月 28日に
は二・二八事件が発生し（何 2003，2014），その後の台湾社会で本省人と外
省人との間に大きな亀裂が生じることとなった（省籍矛盾）
。また 1949年に
は戒厳令が敷かれた。
1950年代，1960年代の台湾は白色テロの時代である。共産主義者という嫌
疑をかけられた人々，政府に敵対的な人々，政府にとって危険人物だと睨ま
れた人々，さらに 1960年代になると，二・二八事件や蒋介石政権に反発し，
台湾は蒋介石政権，中華人民共和国の双方から独立すべきであるという 台
湾独立 派の人々などが，逮捕，投獄された。白色テロが終結するのは 1987
年に戒厳令が解除された後のことであり，白色テロは戦後台湾社会に大きな
影響を与えた。
こうした歴史的変動を背景に，国民党への反発・反感はしばしば日本統治
時代への肯定的な評価と結びつけられて語られる 。それは日本統治時代と
戦後の国民党政権の統治の両方を経験した人々に少なからず見受けられる。
彼ら／彼女らの多くは日本統治時代に日本の教育を受けた 日本語世代 で
あり，日本語による著作を発表するケースがしばしばある。それらの著作に
おいて，自らの人生経験をもとにし，また，戦後の国民党統治と比較しなが
ら，日本統治時代に対する肯定的な結論に達するものが少なくないことが指
摘されている（黄 2006：162）
。
たとえば 1924年に台湾で生まれ，戦後日本に亡命し，明治大学教授を務め
るとともに台湾独立運動のリーダーとしても活動した王育徳は，台湾と日本
のあいだ と題された講演において次のように述べている。

台湾の人達はね，日本人に親切にすることによって，中国人に当てこ
すりをしているんです。蒋介石は，常に， 日本人は悪い奴だ。日本人の
教育はよくなかった。植民地支配でいい所は一つもなかった というん
です。台湾人にそう教えるんです。日本人は悪玉だ，と。それに反して
我々はこんないいことをやっているといって，悪いことは何でも日本人
のせいにする。台湾人はね，それに対して面と向かって そんなことは
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ない とは言えないんですね。言えないものだから，日本人が来た時に
歓迎してやる。蒋政権はいい顔をしませんが，だけど，止めるわけには
いかない。あてこすりです。
（王 1988：26‑27）

私は，台湾の歴史を見る場合，日本時代だけで見るのではなく，日本
時代の前の清朝時代はどうだったのか，それから，清朝時代の前の鄭政
権，鄭成功の子供と孫，鄭氏三代の統治はどうだったのか，その前のオ
ランダの三十八年間の統治はどうだったのか。それから又，今の蒋政権
の統治はどうなのか，と較べてみます。その場合，私は日本の五十一年
間の統治は，プラスマイナスで考えた場合，ちょっぴりプラスをつけら
れるのではないかと思うのです。
（王 1988：27）

現在の蒋政権も，さきほど申し上げたようなひどい状況であります。
そういう前後の歴史的関係のなかで日本統治時代を見ますと，私はやっ
ぱりプラス評価できる面もある，というわけなんです。
（王 1988：28）

王は台湾の人々が日本人に対して親切にするのは蒋政権に対する当てこす
りであり，また蒋政権と比較した場合において日本統治時代はプラスに評価
できると指摘している。
近年の例としては，司馬遼太郎の 台湾紀行 （司馬 1997）に取材の案内
者 老台北 として登場する台湾の実業家・蔡焜燦が挙げられる。蔡は 1927
年に生まれた日本語世代であり，その著書 台湾人と日本精神 において以
下のように述べている。

李登輝や許文龍氏をその代表として紹介したが，台湾人が親日感情を
抱いているのはごく普通のことである。とりわけ年配者は，戦後の国民
党による暗黒政治を経験し，日本統治時代へのノスタルジーをより一層
強めたことは紛れもない事実である。
（蔡 2001：243）
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こうした国民党に対する否定的な感情が日本統治時代への肯定的な感情を
高めたという主張は，たとえば日本語世代へのインタビューを記録したド
キュメンタリー映画 台湾人生 およびその書籍版において， 戦争終わって，
光復で喜んだ連中は，日本に反抗の気持ちがあった。国民党が来たとき，祖
国が来たと喜んだ。でもすぐ，逆に日本のほうがよかったということになっ
た【引用者注：楊水（1926年生まれ）の語り】（酒井 2010：100）という言
葉として語られている。
このような日本統治時代への肯定的な評価を，国民党への批判的な感情に
よって説明するのは，台湾を扱った研究書においても見受けられる。たとえ
ばインタビュー調査を通じて日本語世代の日本観を分析した蔡錦堂は，日本
観に影響を与えた要素の１つとして 戦後の国民党政権という要素 を挙げ，
以下のように述べる。

国民党政権が戦後ただちに台湾を統治し，戦前の日本政権による統治
に対して 対照群 を形成した。 植民統治の後の植民統治 や 戦争が
終わった後，また戦時体制に入った

ことで，再び被統治者となった台

湾人民は，二つの異なる政権による施策や，台湾人に対する待遇という
問題について，改めて考えることができた。日本統治時代後期には，台
湾人に対する待遇の違いは緩やかになったが，対照的に国民党統治前期
の，台湾人に対する虐殺や威圧，日本の大和民族と中華民族の民族性や
文化差異も，台湾人の日本に対する印象を大いに左右したのであり， 懐
かしい という記憶が緩められる中で， 親日 的な印象が増加するとい
う結果を作り上げた。
（蔡 2006：50）

同様の説明は，必ずしも日本語世代へのインタビューに基づかない研究書
においてもしばしば見受けられる（胎中 2007；丸川 2010）
。
それでは一般読者を対象とした台湾の概説書・入門書ではどうだろうか。
海外旅行向けの代表的な旅行ガイドブックである 地球の歩き方 シリーズ
の台湾版には以下のような記述がある。
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日本の敗戦により台湾は表面上中国（当時は中華民国）に組み入れら
れた。ところが，あまりに国民党の台湾支配が苛酷で腐敗がひどかった
ため，台湾島民は日本統治時代の方がよかったと感じたのである。
台湾島民の中で，日本への郷愁をもつ人も多く，多数の日本びいきの
人がいるのも頷けよう。おそらく，日本に好感をもち，日本人に親切な
人が多い点では世界一かもしれない。
（地球の歩き方編集室編 2013：
396）

ここでも戦後台湾における国民党の苛酷な統治が日本統治時代への肯定的
な感情につながっていることが指摘される。
また，日本における 親日台湾 イメージに疑問を投げかけた酒井亨

親

日 台湾の幻想 においても， 日本統治時代が良かった という人のほと
んどすべては，あくまでも 戦後中国からやってきた国民党に比べて良かっ
た という相対評価なのだ （酒井 2010：9）
， そうした嫌な経験も【引用者
注：日本統治時代に日本人警官から怒鳴られるなどの経験】
，
国民党がやって
きたことで， われわれを怒鳴っていた日本人は自分にも厳しかった。自分に
は甘いくせに，他人に乱暴な国民党よりもましだった と思うようになった
のだ （酒井 2010：40）， 台湾人の 親日 というのは，国民党と比べての
相対的なものに過ぎない （酒井 2010：42）
， 戦後国民党の支配，とくに二・
二八事件を前後した国民党政権の失敗，裏切り，不誠実，虐殺の印象が強烈
で，ひどかったことから，日本時代を振り返り，改めて評価されたものだっ
たのだ （酒井 2010：57‑58）， 戦前生まれの日本語世代はときどき，戦前の
日本を評価することがある。しかし，その真意はあくまでも 日本よりもひ
どかった戦後の国民党支配 に対する当てこすりなのであって，決して手放
しで戦前を評価しているわけではないのだ （酒井 2010：225）
と述べられて
いる 。

2‑3 国民党へ反発と日本統治時代への肯定的評価は必ずしも関連しない
一方，国民党への反発・否定的感情は必ずしも日本統治時代への肯定的評
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価とは関連しないのではないかという指摘もなされている。五十嵐（2011）
は 日本人や日本への感慨は日本統治期の経験のみではなく，戦後の台湾が
置かれた状況に大きく影響を受けている （五十嵐 2011：196）
とし，そう考
えるに至った理由として 日本についてのインタビュー【引用者注：日本語
世代を対象としたもの】を行っている中で，常に 戦後 や戦後台湾に渡っ
て来た 外省人 ，中国大陸の現状などが日本との比較対象として，強い否定
や嫌悪感を伴って語られる （五十嵐 2011：197）ことを挙げている。
こうした見解はこれまで本稿で述べてきたものと似ている。しかし，一方
では以下のような指摘も行っている。

彼らが親しみを持って現在語る 日本 やその思いについては違いが
あり，それは個々人のこれまでの人生経験から作り上げられたものだか
らであり，単に昔を懐かしんでいるのでもなく，ましてや当時が良い時
代であったからでもない。また中国国民党や外省人への不満の単なる裏
返しでもなく，個々の人がその経験の中で接した出来事や事柄から生み
出されたもので，次第に形成されていったものである。
（五十嵐 2011：
205）

さらに五十嵐（2006）は日本語世代へのインタビューにおいて， 中国国民
党については 実にけしからん という言葉を繰り返し，一方日本に対して
は 他国を植民地支配することは，決して褒められたことではない という
言葉を繰り返した （五十嵐 2006：3）という経験を述べている。そして こ
の二つの言葉の間には隔たりがあるともいえるが，共に否定の表現である
（五十嵐 2006：3）とし， 中国国民党に関していえば，確かに筆者のインタ
ビュー経験からも非常に強い口調で批判する人もいるが，それもまた強い論
拠【筆者注：日本統治時代を肯定的に評価することの論拠】とならないので
はないかと感じている （五十嵐 2006：2‑3）と述べている。
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2‑4 本稿の目的
以上のように，台湾における日本統治時代への肯定的な評価は国民党への
反発・否定的な感情と結びついているという説明は様々な箇所で述べられ，
それを支持する側にも反論する側にも様々な指摘がなされている。しかしな
がらどちらの説を支持するにしても，代表性の高いデータの分析に基づいて
いないという点に大きな限界があると思われる。その意味で，台湾における
日本統治時代への肯定的な評価は国民党への反発・否定的な感情と結びつい
ているという説明は，仮説の段階に留まっていると思われる。本稿はこうし
た限界を多少なりとも乗り越えようとするものである。
第１に本稿は台湾で実施された代表性の高いサンプリングデータの分析を
行う。従来の日本統治時代への評価をめぐる実証研究の多くは，戦前の日本
語世代を対象としたものが多い。これまで述べてきたような国民党と比較し
て日本統治時代を肯定的に評価するという発言も，主として日本語世代から
発せられる。しかし現代台湾では戦後世代が台湾人口の大多数を占めている。
そのため日本語世代を対象とした調査から日本統治時代への評価を論じるこ
とには限界がある（本田 2004）。年齢を含む幅広い層の人々を対象とした分
析から，果たして国民党への反発・反感が日本統治時代への肯定的な評価と
どう結びついているのか，を確認する必要がある（寺沢 印刷中）。
第２に本稿では社会―人口学的諸変数を統制した上での国民党への支持傾
向と日本統治時代への肯定的評価の関係を検討する。戦後初期の台湾は 被
支配者＝本省人／支配者＝外省人 というような分断が相対的に明確だった。
だが，その後の高度経済成長や教育機会の拡大，さらには近年のグローバル
化などにより，台湾社会は多層化・多元化しつつある（沼崎 2014）
。そのよ
うな現代台湾において日本統治時代への評価や支持政党を規定する要因も多
様になっていることが推察される。たとえば日本統治時代への評価の規定要
因としては，性別，族群
（エスニシティー）
，学歴，職業，居住地域などの様々
な要因が有意な関連をもっていることが指摘されている（寺沢 印刷中）
。
したがって国民党に対する態度と日本統治時代への評価の関連を検討する
際には，社会―人口学的諸変数を統制した上で果たしてどのような関連がみ
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られるのかを見定めなければならない。その際に，１）社会―人口学的諸変
数を統制した上でも有意な関連が見られるのか，２）有意な関連が見られた
とした場合，他の変数と比べてどの程度の関連度・説明力が検出されるのか，
たとえば他の変数を凌駕するほど大きい関連度・説明力を示すのか，あるい
は微弱な関連度・説明力に留まるのか，といった２点を検討する必要がある
と思われる。
なお分析に際して以下の２点を補足する。

2‑5 2000年以降の多党化時代：泛藍陣営・泛緑陣営・支持政党無
第１に国民党という単一の政党ではなく，政党群を取り上げる。2000年以
降の多党化により，台湾における政党支持傾向を 国民党

民進党 といっ

た単一の政党への支持のみで測定するのは難しくなりつつある。むしろ 泛
藍陣営 （ブルー陣営，青陣営，藍派などとも呼ばれる）
， 泛緑陣営 （グリー
ン陣営，緑陣営，緑陣営などとも呼ばれる）といった，政治的スタンスの近
い政党群への支持傾向を見る方が適切である（
党群について説明する（

2013）
。以下，これらの政

2013；沼崎 2014）。

泛藍陣営，泛緑陣営というカテゴリーは 2000年の総統選挙における国民党
から民進党への政権交代をきっかけに生じたものである。2000年の総統選挙
は，連戦（国民党）
，宋楚 （無所属）
，陳水扁（民進党）の争いとなった。
結果，結果，陳水扁が当選を果たし，台湾では国民党から民進党への政権交
代が行われた。
そして政権交代とともに台湾は多党化時代を迎えた。まず 2000年，宋楚
は国民党からの参加者も得て新しく新民党を結成した。また李登輝は国民党
内での選挙結果への不満から批判が高まり，国民党を退党した。そして 2001
年，李登輝元総統を精神的指導者として仰ぎ，台湾と中国大陸に一線を画す
本土路線を唱える

台湾団結聯盟 （台聯）が誕生した。

国民党と新民党を中心とした，
国民党と似た政治的スタンスの政党群は 泛
藍陣営 と呼ばれる（1993年に李登輝の独立志向に反対した立法院委員を中
心に結成された新党も泛藍陣営の主要政党に含まれる）
。一方，民進党と台聯
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を中心とした，民進党と似た政治的スタンスの政党群は 泛緑陣営 と呼ば
れる（1996年に民進党の急進派が結成した建国党も泛緑陣営の主要政党に含
まれる）
。
さらに台湾では支持政党が無いと回答する人々も少なくない。たとえば
1990年から 2006年の間で，支持政党が無い人々は 22.1％〜66.3％の間を推
移している（

2013）
。

2‑6 コーホート別の分析
本稿は台湾全体を分析対象とするが，補足としてコーホート別の分析も行
う。理由としては，第１に日本統治時代への肯定的な評価と国民党への否定
的評価をセットで語る多くの人々は戦前の日本語世代であることが挙げられ
る。両者が結びつくのは日本語世代に特有の現象である可能性があり，戦前
に生まれた人々は別のサンプルとして分析する必要があると考えられるため
である。
第２に台湾では

圧縮された近代 の影響のもと，生まれた時代によって

社会状況の変化が大きく，世代ごとに価値観が大きく異なる可能性がある
（Chang 2010；溝口 2012）
。国民党への評価と日本統治時代への評価の関連
パターンも世代によって異なる可能性は否定できない。そこで本稿では，全
体サンプルの分析に加えて，1944年以前出生，1945年〜1959年出生，1960年
代出生，1970年代以降出生という４サンプルを便宜的に作成し，これらのサ
ンプルの分析も行う。
なおコーホート別の分析結果の違いを読み解く際には，コーホートの違い
が コーホート効果 によるものなのか

加齢効果 によるものなのかを吟

味する必要がある。だが，本稿で使用するデータは１時点調査のため，両者
を峻別するのは困難である。本稿では コーホート効果 を想定して議論を
進めるが， 加齢効果

の可能性も否定できないことに留意する必要がある。
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３ データ・変数・分析方法
3‑1 データ
2003年に実施された 台湾社会変遷基本調査 （Taiwan Social Change
（ ） 国家認同 （ナショ
Survey，以下 TSCS）の第４期第４次調査の調査票
ナル・アイデンティティー）モジュール（以下，TSCS-2003（ ）
）を使用す
る。TSCS は台湾の中央研究院社会学研究所を調査主体とし，台湾全土に居
住する 18歳以上の男女を対象に個別面接法で毎年実施されているサンプリ
ング調査である。1985年の第１回調査以降，家族，ジェンダー，社会階層，
文化，余暇活動，宗教など様々なトピックの調査が，ほぼ５年単位のローテー
ションで繰り返し実施されている。
TSCS-2003（ ）の有効回収数は 2016人，有効回収率は 46％である（章・
傳編 2004）
。日本統治時代への評価に関する設問や支持政党，社会―人口学
的変数が含まれているため，本研究に適したデータであると思われる。
なお TSCS-2003（ ）はクロスセクションデータであるため因果関係その
ものを検証することはできない。泛藍陣営非支持であることが日本統治時代
の評価に影響を与えているというのが本稿の前提であるが，逆に日本統治時
代の評価が泛藍陣営への不支持に影響を与えているという可能性も否定でき
ない。したがって本稿で明らかになるのは因果関係ではなく関連にとどまる
ものであり，分析結果の解釈には注意を要する。

3‑2 変数
3‑2‑1 従属変数
本稿で使用する従属変数は 日本統治時代肯定評価 である。質問文は そ
れぞれの歴史的時代が台湾社会に対して与えた影響は様々です。あなたは，
以下の時代が台湾に対して与えた影響について，良かったと思いますか，そ
れとも悪かったと思いますか？ （問 34）である。そして ⑴日本統治時代
⑵蒋中正（蒋介石）時代

⑶蒋經國時代
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のそれぞれについて， １とても良かった
ない

４悪かった

５とても悪かった

２良かった

３どちらともいえ

という５つ選択肢から１つだけ回

答を求めている。本稿では⑴日本統治時代への評価を使用する。分析では５
が とても良かった ，１が とても悪かった となるように値をリコードし
た。

3‑2‑2 独立変数
本稿で使用する独立変数は

支持政党

である。質問文は 台湾における

政党にはみなそれぞれの支持者がいますが，あなたはどの政党の支持者です
か？ （問 73b）である。提示されている政党は以下の通りである。 國民黨
民進黨

親民黨

台聯

新黨

支持政党はあるが答えたくない

建國黨

その他の政党

泛藍

泛綠

どれも支持していない／全て支持してい

る 。本稿では 泛藍陣営 （國民黨＋親民黨＋新黨＋泛藍）
， 泛緑陣営 （民
進黨＋台聯＋建國黨＋泛綠）， 支持政党無／その他 （その他の政党＋支持政
党はあるが答えたくない＋どれも支持していない／全て支持している）の３
つにカテゴライズした（陳・于 2005；

2013）
。 泛藍陣営 を基準カテゴ

リーとする。

3‑2‑3 統制変数
上記の独立変数に加えて，従属変数および独立変数に関連すると思われる
様々な変数を統制する（寺沢 印刷中）
。
まず回答者のコーホートについては，回答者の中華民国出生年から 1944
年以前出生

1945年〜1959年出生

1960年代出生

1970年代以降出生

という４カテゴリーを作成した。全体サンプルの分析では 1945年〜1959年
出生 を基準カテゴリーとする。またコーホート別の分析では，回答者の 実
年齢 を使用する。
性別 については 男性 ＝1， 女性 ＝0とした二値ダミー変数を使用す
る。
族群 については回答者の父親の族群を使用する。
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外省人

原住民

の４カテゴリーを設定し，

南系本省人

を基準カテゴリーとする。 その他 はケース数がごく少数のため欠損値処理
した。
回答者の出身階層の指標として 父教育年数 を使用する。具体的には父
親の最終学校に対して以下の数値を割り当てた 。 なし ＝0 自修 ＝0 小
學 ＝6 國（初）中 ＝9 初職 ＝9 高中 ＝12 高職 ＝12 士官学學校 ＝
14 五專 ＝14 二・三專／軍警校專修班 ＝14 軍警官學校 ＝16 二技・四
技 ＝16 大學 ＝16 研究所及以上 ＝18。
本人教育年数 については，上記 父教育年数 と同様の数値を本人の最
終学校に対して割り当てた。
本人現職 は黄（2008）の五等社経地位を使用した。まず本人の職業に改
良版台湾職業社会経済地位スコアを割り当てて，そこから社会経済地位の低
い職業順に 第１等

第２等

第３等

第４等

第５等 というカテゴ

リーを作成し（黄 2008：157‑158） ，これに 無業 を合わせた６カテゴリー
を作成した。分析では 第２等 を基準カテゴリーとする。
世帯月収 については，選択肢に対して以下の数値を割り当て，１を足し
た上で対数変換を行った。 無収入 ＝0， 10000元以下 ＝5000， 10001元〜
20000元 ＝15000， 20001元〜30000元 ＝25000， 30001元〜40000元 ＝
35000， 40001元〜50000元 ＝45000， 50001元〜60000元 ＝55000， 60001
元〜70000元 ＝65000， 70001元〜80000元 ＝75000， 80001元〜90000
元 ＝85000， 90001元〜100000元 ＝95000， 100000元〜110000元 ＝
105000， 110001元〜120000元 ＝115000， 120001元〜130000元 ＝125000，
130001元〜140000元 ＝135000， 140001元〜150000元 ＝145000， 150001
元〜160000元 ＝155000， 160001元〜170000元 ＝165000， 170001元〜
180000元 ＝175000， 180001元〜190000元 ＝185000， 190001元〜200000
元 ＝195000， 200000元〜300000元 ＝250000， 300001元〜400000元 ＝
350000，400001元〜500000元 ＝450000，500001元〜1000000元 ＝750000，
1000001元以上 ＝1000000。
最後に 居住地域 については 都市 （大都市＋大都市の近郊＋小都市)＝
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1， 農村 （農村＋周囲に家のない農家)＝0とする二値ダミー変数を作成し
た。
分析に使用する変数の基本統計量は表１にまとめてある。

表１ 使用する変数の基本統計量
全体
（N＝1682)

1944年以 1945年〜 1960年代 1970年代
前出生 1959年出生
出生
以降出生
（N＝363) （N＝441) （N＝339) （N＝539)

変数

範囲

平均／％

平均／％

平均／％

平均／％

平均／％

日本統治時代肯定評価
（S.D)
コーホート
1944年以前出生
1945年〜1959年出生＝ref
1960年代出生
1970年代以降出生
実年齢
（S.D)
性別（男性＝1)
族群
南系本省人＝ref
客家系本省人
外省人
原住民
父教育年数
（S.D)
本人教育年数
（S.D)
本人現職
無業
第１等
第２等＝ref
第３等
第４等
第５等
世帯月収（対数変換前)
（S.D)
居住地域（都市＝1)
支持政党
泛藍陣営＝ref
泛緑陣営
支持政党無／その他

1‑5

2.973
1.039

3.017
1.151

2.902
1.037

2.962
.971

3.009
1.003

0‑1
0‑1
0‑1
0‑1
19‑90

21.6％
26.2％
20.2％
32.0％

0‑1

51.4％

68.664
6.745
55.6％

49.934
4.112
49.0％

38.531
2.840
48.4％

25.822
4.397
52.3％

0‑1
0‑1
0‑1
0‑1
0‑18

69.1％
15.0％
12.5％
2.6％
5.628
4.428
9.473
4.258

65.0％
17.6％
14.9％
2.5％
2.107
3.824
5.452
4.544

73.5％
13.8％
11.3％
1.4％
5.161
4.444
9.079
3.602

64.3％
15.9％
15.3％
4.4％
5.811
3.849
10.392
2.918

73.7％
13.7％
10.0％
2.6％
8.267
3.227
11.924
3.033

0‑18

0‑1
0‑1
0‑1
0‑1
0‑1
0‑1
0‑1000000
0‑1
0‑1
0‑1
0‑1

37.5％
80.7％
28.3％
17.4％
28.6％
26.0％
9.6％
11.1％
9.7％
4.5％
8.4％
7.8％
32.2％
33.3％
30.1％
10.5％
1.7％
10.0％
10.0％
17.1％
10.2％
1.4％
9.8％
17.1％
12.1％
7.4％
.8％
8.6％
12.4％
7.8％
71067.180 42617.080 69308.390 73554.570 90102.040
84802.350 57816.240 96849.390 72075.970 91488.820
69.1％
54.0％
75.5％
66.7％
75.7％
27.4％
20.4％
52.2％

24.8％
20.9％
54.3％

29.0％
22.4％
48.5％

32.4％
18.9％
48.7％

（注)（ａ) 1944年以前出生の範囲は 59‑90，1945年〜1959年出生の範囲は 44‑58。
1960年代出生の範囲は 34〜43，1970年代出生の範囲は 19〜33。
（ｂ) 1960年代以降出生の範囲は 0‑75000。
（ｃ) 上の変数の標準偏差。
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3‑3 分析方法
まず

支持政党

別の 日本統治時代肯定評価 の平均値を比較し単相関

を確認する（一元配置の分散分析）
。その次に 日本統治時代肯定評価 を従
属変数とする重回帰分析（OLS）を行い，諸変数を統制した上での 支持政
党 と

日本統治時代肯定評価 の関連を確認する。

また分析は，全体サンプルの分析に加えて，上述したコーホート別の分析
も行う（ 1944年以前出生

1945年〜1959年出生

1960年代出生

1970

年代以降出生 ）
。分析には Stata10 を使用する。欠損値はリストワイズ法で
除去する。

４ 分析結果
4‑1 支持政党と日本統治時代肯定評価（一元配置の分散分析）
ここでは 支持政党 別の

日本統治時代肯定評価 の平均値を比較した

結果は表２の通りである。
有意差が確認されたのは 全体

1944年以前出生

1945年〜1959年出生

である（F＝10.570，p＜.001；F＝5.920，p＜.001；F＝5.030，p＜.05）
。平
均値の高低を見ると，いずれも 泛緑陣営 ＞ 支持政党無／その他 ＞ 泛藍
陣営 という順に日本統治時代を肯定的に評価している傾向がある。決定係
数は相対的に低いものとなっているが，大きさには若干のばらつきがある。
1944年以前出生 ＞ 1945年〜1959年出生 ＞ 全体 という順に決定係数の
値が高い（R ＝.032，Adj.R ＝.027；R ＝.023，Adj.R ＝.018；R ＝.012，
。 1960年代出生 と 1970年代以降出生 には有意差は確認
Adj.R ＝.011）
できなかった（F＝.610，n.s；F＝1.730，n.s）
。
次に

支持政党

内の各カテゴリー間の 日本統治時代肯定評価 の平均

値の差を確認するために Bonferroni 法を用いた多重比較を行った。結果は
表３の通りである。
表２と同様に 全体

1944年以前出生

1945年〜1959年出生 において

各カテゴリー間の有意差が確認される。最も明確なのは 泛藍陣営 と 泛
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表２

支持政党 と 日本統治時代肯定評価

全体

平均値 標準偏差

泛藍陣営（N＝461）
泛緑陣営（N＝343）
支持政党無／その他（N＝878)
全体（N＝1682）

2.811
3.146
2.991
2.973

1.041
1.061
1.019
1.039

1944年以前出生

平均値 標準偏差

泛藍陣営（N＝90）
泛緑陣営（N＝76）
支持政党無／その他（N＝197)
全体（N＝363）

2.733
3.342
3.020
3.017

1945年〜1959年出生

平均値 標準偏差

泛藍陣営（N＝128）
泛緑陣営（N＝99）
支持政党無／その他（N＝214)
全体（N＝441）

2.680
3.101
2.944
2.902

1960年代出生

平均値 標準偏差

泛藍陣営（N＝110）
泛緑陣営（N＝64）
支持政党無／その他（N＝165)
全体（N＝339）

2.955
3.078
2.921
2.962

1970年代以降出生

平均値 標準偏差

泛藍陣営（N＝133）
泛緑陣営（N＝104）
支持政党無／その他（N＝302)
全体（N＝539）

2.872
3.087
3.043
3.009

1.079
1.172
1.147
1.151
1.049
1.055
1.001
1.037
.999
1.044
.924
.971
1.033
.986
.992
1.003

F

R

10.570＊＊＊

.012

F

R

5.920＊＊＊

.032

F
5.030＊

R
.023

F

R

.610n.s

.004

F
1.730n.s

R
.006

（注）＊＊＊ p＜.001 ＊＊ p＜.01 ＊ p＜.05

表３ Bonferroni法を用いた多重比較の結果
(値は平均値の差)
泛藍陣営

泛緑陣営

全体

泛緑陣営
支持政党無／その他

.334＊＊＊
.180＊＊

−.155＋

1944年以前出生

泛緑陣営
支持政党無／その他

.609＊＊
.287

−.322

1945年〜1959年出生

泛緑陣営
支持政党無／その他

.421＊＊
.264＋

−.157

1960年代出生

泛緑陣営
支持政党無／その他

.124
−.033

−.157

1970年代出生

泛緑陣営
支持政党無／その他

.214
.171

−.043

（注）＊＊＊ p＜.001 ＊＊ p＜.01 ＊ p＜.05 ＋p＜.10
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緑陣営 間の平均値の差である。いずれも有意であり 泛緑陣営 の方が 泛
藍陣営

より日本統治時代を肯定的に評価する有意な差が見られる（全

体；.334，p＜.001，1944年 以 前 出 生；.609，p＜.01，1945年〜1959年 出
生；.421，p＜.01）。それ以外のカテゴリー間の差については，まず 支持政
党無／その他 ＞ 泛藍陣営 という傾向が 全体

1945年〜1959年出生

において確認される（全体；.180，p＜.01，1945年〜1959年出生；.264，
。また 泛緑陣営 ＞ 支持政党無／その他 という傾向が 全体 に
p＜.10）
おいてのみ確認される（−.155，p＜.10）
。
以上，日本統治時代への肯定的な評価の違いを，特に泛藍陣営支持／非支
持を中心に確認してきたところ，以下のような結果が確認された。１） 全体
1944年以前出生

1945年〜1959年出生 において 泛緑陣営 ＞ 支持政党

無／その他 ＞ 泛藍陣営 という順に日本統治時代に対して肯定的な評価を
行う傾向ある。関連は 1945年〜1959年出生 においてやや強いものの，全
体としてみれば関連は弱い傾向にある。２）多重比較の結果， 全体
年以前出生

1944

1945年〜1959年出生 において有意差が見られる。泛緑陣営

支持者が泛藍陣営支持者よりも日本統治時代を肯定的に評価する有意な傾向
はこれら３つのサンプルに共通する。それ以外のカテゴリー間の差はサンプ
ルによって異なっている。

4‑2 重回帰分析
次に

日本統治時代肯定評価 を従属変数とした重回帰分析の結果を確認

していく。先述した統制変数を追加した上で 支持政党 と 日本統治時代
肯定評価 の間にはどのような関係が見いだされるのかについて確認する。
重回帰分析の結果は表４の通りである。提示した係数は標準化偏回帰係数 β
である。また 支持政党 の

日本統治時代肯定評価 に対する説明力を確

認するために，統制変数のみのモデルに

支持政党 を投入した際の決定係

数 R の増分も算出している。
まず決定係数を見ると，全てのサンプルにおいて決定係数は統計的に有意
である（R は.080から.161）
。心理的変数を従属変数とした重回帰分析では
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表４

日本統治時代肯定評価 の重回帰分析（数値は標準化偏回帰係数 β)
1944年以前
出生

全体
コーホート（1945年〜1959年出生＝ref)
1944年以前出生
1960年代出生
1970年代以降出生
実年齢
性別（男性＝1）
族群（ 南系本省人＝ref）
客家系本省人
外省人
原住民
父教育年数
本人教育年数
本人現職（第２等＝ref）
無業
第１等
第３等
第４等
第５等
世帯月収（対数）
居住地域（都市＝1）
支持政党（泛藍陣営＝ref）
泛緑陣営
支持政党無／その他
R
Adj.R
支持政党投入による R の増分
N

1945年〜
1959年出生

1960年代
出生

1970年代以
降出生

.119＊＊＊
.018
−.020
.151＊＊
.083＊＊＊ −.007
−.016
−.161＊＊＊
−.056＊
.042
.123＊＊＊

.049
.180＊＊

.061
.104＋

.042
.087＋

−.033
.046
−.363＊＊＊ −.126＊
−.023
.006
−.020
.071
.180＊＊
.043

−.079
−.142＊
−.081
.099＋
.021

−.155＋
−.060
−.053
−.040
−.016
.004
.162＊＊

.091＋
.094
.071
.061
.058
.062
.098＋

−.098
.149＊
−.019
−.088＊
−.019
.063
.092
.146＊＊
.025
−.004
.159＊＊＊
.005
.107＋
−.002

.078＊＊
.062＊

.084
.024

.121＊
.124

.020
−.001

.080＊＊＊
.070
.004＊
1682

.136＊＊＊
.096
.005
363

.100＊＊＊
.066
.013＋
441

.060＋
.012
.031
.101＊＊＊
.033
.041
.074＊＊＊

.161＊＊＊
.119
.000
339

−.020
−.081＋
−.106＊
.005
.191＊＊＊

.030
.045
.127＊＊＊
.100
.001
539

（注）＊＊＊ p＜.001 ＊＊ p＜.01 ＊ p＜.05 ＋p＜.10

（吉川 2014），.100を超えれば十分な結果であり，超
R は一般的に低くなり
えない場合でも R が有意であれば意味のあるモデルとみなす場合が一般的
なため（村瀬・他 2007）
，これらのモデルも意味のあるモデルであると判断
する。
次に独立変数である 支持政党 の関連を確認すると， 全体 および 1945
年〜1959年出生

において決定係数が有意に増加している（それぞれ増分

は.004，.013）
。増分自体は比較的小さなものである。なお 1944年以前出生
については，先の平均値の比較では有意差が確認されたが重回帰分析では決
定係数の増分は有意ではない。このコーホートにおける 支持政党 と 日
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本統治時代肯定評価 の関連は見せかけの関連であると推察される。
支持政党 の個別の βについて，まず全体サンプルを見ると， 泛緑陣営
（β＝.078，p＜.01） 支持政党無／その他 （β＝.062，p＜.05）はそれぞれ
正に有意であり， 泛藍陣営 に比べてこれらの回答者は日本統治時代を肯定
的に評価する有意な傾向があることがうかがわれる。ただし有意な関連を示
した他の変数と βの絶対値を比較すると，相対的な関連度は必ずしも大きい
ものではないこともわかる。
1945年〜1959年出生 では 泛緑陣営 （β＝.121，p＜.05）が有意に日
本統治時代を肯定的に評価している。 支持政党無／その他 も日本統治時代
を肯定的に評価している傾向があるが有意ではない（β＝.124，n.s）
。有意な
関連を示した他の変数と βの絶対値を比較すると，関連は相対的に大きいよ
うである。
以上の結果をまとめると以下のようになる。１） 全体 では，確かに泛藍
陣営を支持しない回答者は日本統治時代を肯定的に評価する傾向がある。だ
が関連度は相対的に弱く，むしろ他の社会―人口学的要因の方が関連度は大
きい傾向にある。２）コーホート別にみると， 1945年〜1959年出生 にお
いてのみ，泛藍陣営を支持しない回答者（泛緑陣営）が日本統治時代を肯定
的に評価する有意な傾向が見られた。関連度は比較的大きい。３） 1944年以
前出生

の回答者については，単相関レベルでは支持政党と日本統治時代へ

の評価の間に有意な関連が見られたが，重回帰分析では有意な関連は見られ
なくなった。このサンプルにおける 支持政党 と 日本統治時代肯定評価
の関連は見せかけの関連であると思われる。

4‑3 補足分析
それでは，１） 支持政党 が有意な関連を示していた 全体 および 1945
年〜1959年出生 について，使用した諸変数における 支持政党 の説明力
の相対的な大きさはどのようなものなのだろうか。また２） 全体 において
支持政党 が有意な関連を示していたのは， 1945年〜1959年出生 におい
て 支持政党 が相対的に大きな関連を示していたためなのかどうか。これ
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らの点について，以下，補足的な分析を行う。
まず１）
について，各変数を投入した際の R の増分を算出しグラフ化した
（図１）
。 1944年〜1959年出生 については 性別

父教育年数 の説明力

が相対的に高い。一方， 年齢 や 世帯月収（対数） 本人教育年数 の説
明力は相対的に低い。 族群

居住地域 が中程度の説明力であり， 支持政

党 も中程度の部類に入ることがうかがわれる。
全体 については
本人現職

族群

父教育年数

本人教育年数 の説明力が相対的に大きい。
性別 が中程度の説明力であり， 居住地域

世

帯月収（対数） 年齢 は相対的に小さい説明力である。 支持政党 の説明
力は相対的に弱い部類に入ることがうかがわれる。
次に２）について 1944年〜1959年出生 を除外したサンプルで重回帰分
析を行った（表５）
。結果，10％水準有意ではあるが， 泛藍陣営 に比べて
泛緑陣営 は日本統治時代を肯定的に評価する傾向がある。しかし βを見る
とその相対的関連度は小さく，また支持政党投入による R の増分も有意で
はない（モデル全体に占める 支持政党 の R は 2.4％（＝.002／.085））
。
全体 において 支持政党 が有意な関連を示していたのは， 1945年〜1959

図１ 各変数の決定係数 R
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表５

日本統治時代肯定評価 の重回帰分析

( 1945年〜1959年出生 を除外，数値は標準化偏回帰係数 β)
コーホート（1944年以前出生＝ref）
1960年代出生
1970年代以降出生
性別（男性＝1）
族群（ 南系本省人＝ref）
客家系本省人
外省人
原住民
父教育年数
本人教育年数
本人現職（第２等＝ref）
無業
第１等
第３等
第４等
第５等
世帯月収（対数）
居住地域（都市＝１）
支持政党（泛藍陣営＝ref）
泛緑陣営
支持政党無／その他
R
Adj.R
支持政党投入による R の増分
N

−.133＊＊
−.192＊＊＊
.051＋
−.037
−.175＊＊＊
−.074＊
.034
.159＊＊＊
.033
−.025
.014
.110＊＊
.020
.032
.068＊
.059＋
.040
.085＊＊＊
.072
.002
1241

（注) ＊＊＊ p＜.001 ＊＊ p＜.01 ＊ p＜.05 ＋p＜.10

年出生

において

支持政党

が相対的に大きな関連を示していたためでは

ないかと推察される。

５ 要約と議論
本稿では，台湾において国民党の反感・反発が日本統治時代を肯定的に評
価に結びついているのかどうかを TSCS-2003（ ）の分析で検討した。分析
にあたっては近年の台湾の多党化状況を鑑みて，国民党を中心とする泛藍陣
営の非支持者が日本統治時代を肯定的に評価する傾向にあるのかどうかを検
討した。またコーホート別の分析も行った。
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知見は以下の通りである。１）全体サンプルで見ると，確かに泛藍陣営を
支持しない回答者は日本統治時代を肯定的に評価する傾向がある。だが関連
度は相対的に弱く，むしろ他の社会―人口学的要因の方が関連度は大きい傾
向にあった。２）コーホート別にみると，1945年〜1959年出生の回答者にお
いてのみ，泛藍陣営を支持しない回答者が日本統治時代を肯定的に評価する
有意な傾向が見られ，相対的に大きな関連度も見られた。３）1944年以前出
生の回答者については，単相関レベルでは支持政党と日本統治時代への評価
の間に有意な関連が見られたが，重回帰分析では有意な関連は見られなく
なったため，見せかけの関連が推察される。４）
1945年〜1959年出生の回答
者を除いたサンプルの分析では，支持政党に有意な関連が見られなくなる。
こうした結果を踏まえると，台湾の人々の 親日的 な感情，特に日本統
治時代に対する肯定的な感情の背景は，国民党への否定的感情と結びついて
いるという説明は，必ずしも妥当とはいえない可能性がうかがわれる。仮に
ある程度説明できたとしても，それは一部のコーホートについて相対的にう
まく当てはまるというものであると考えられる。
本稿の知見には以下の２つの意義があると思われる。第１に台湾全体とし
てみた場合に政党支持傾向が日本統治時代への評価と必ずしもうまく結びつ
いていないという結果は，現代の台湾社会全体では，日本統治時代をどう評
価するかということと，政党支持のような政治的価値観はある程度切り離さ
れている可能性を示唆していると思われる。この結果は，近年の台湾におい
て日本統治時代の建築物や日本統治時代の料理が 脱日本化 して語られた
り，政治的なコンテクストを抜きに語られたりする現象（上水流 2011）にも
沿っていると思われる。
このような状況において，台湾における日本統治時代への肯定的な評価を，
国民党への反発・反感といった政治的コンテクストと過度に結びつけて解釈
しつづけることは， 歴史記憶（筆者注：ここでは特に日本統治時代を指す）
と記述がしばしば 政治化 された結果，21世紀の台湾社会は 汎政治化
の現状について疲労困憊しているようにみえる （洪 2013：26‑27）
という指
摘もあるように，台湾社会に対する誤った印象を増長する可能性があると思

⎜ 70 ⎜

泛藍陣営

非支持者は日本統治時代を肯定的に評価しているのか？

われる。
第２に，1944年以前に生まれた回答者において，国民党への反発・反感と
日本統治時代への肯定的評価の間の有意な関連が見られなかった一方，戦後
の 1945年〜1959年に生まれた回答者において両者に有意かつ強めの関連が
見られたことである。
両者の結びつきは 1944年以前に生まれた回答者の大部
分を占める 日本語世代 の発言から導き出された説明といえる。その意味
でこのコーホートにおいてこそ両者の間に強い関連が見いだされることも予
測されたが，そのような結果にはならなかったのは予測と異なる結果である。
可能性としては，このコーホートにおける日本統治時代への評価は族群の違
いがより強く関連しているということである（寺沢 印刷中）
。このコーホー
トの人々は中華民国統治時代の開始や二・二八事件など，省籍矛盾を目の当
たりにした人々である。日本統治時代への肯定的な評価は，こうした族群の
対立状況によって大きな影響を受けている可能性が示唆される。
一方 1945年〜1959年に生まれた回答者は，おおよそ 1960年代半ばから
1980年代に 20〜30代を生きた人々である。この時代には民主化いった形で，
従来の国民党政権への反対が高揚した時代である。たとえば 保衛釣魚台運
動

中 事件

美麗島事件 などでは国民党への抗議も行われ， 党外 と

いう野党勢力の誕生，そして

民進党 も誕生した。

こうした政治変動の中で，国民党対抗勢力，民主化の担い手にとって日本
統治時代は少なからぬ重要性をもっていたことが指摘されている。たとえば
反国民党的なスタンスをもった学生運動・文学運動においては，日本統治時
代に発表された抗日文学が，台湾における抗議行動の起源となるものとして
思想的に大きな影響をもったことが指摘される（蕭 2005，2010，2014）
。
また文化面でも

本土化 と言われるような現象が生じている。たとえば

戦後の台湾の学校教育の社会科では，長い間，台湾ではなく中国の地理・歴
史が長らく教えられ，その中で日本統治時代は否定的な時代として取り上げ
られる傾向があった。民主化，国民党政権への反対が高揚した時代には，台
湾史や台湾の地方文化への関心が高まり，その中で日本統治時代も，台湾の
重層的な歴史を構成する重要な時代として認識されるようになった（Hsiau
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2000）。
こうした政治・文化変動期の台湾において比較的若い時代を過ごした人々
にとっては，国民党への対抗と日本統治時代への肯定的評価が比較的明瞭に
結びついているのかもしれない。以上の結果を踏まえると，国民党への反発
と日本統治時代への肯定的な評価がどう結びついているのかについて今後考
えていく際には戦前の日本語世代のみならず戦後に生まれ民主化・本土化を
経験した人々の研究も重要になってくると思われる。
本稿の主な限界と今後の課題として以下の４点が挙げられる（すでに本文
中で触れてある限界については省略）
。第１にデータがやや古いことである。
調査時点の 2003年以降，台湾の政治状況は大きく変化している。2008年には
馬英九政権の成立とともに民進党から国民党政権への政権交代が行われた。
政権交代後，日本統治時代の建築物を古跡（台湾の指定文化財。約８割が日
本統治時代の建築物）に指定することへの批判の声も上がりつつある（上水
流 2011）。また特に 2010年６月 両岸経済合作架構協議 正式署名以降，中
国との関係がより加速されている。こうした近年の政治変動は，泛藍陣営へ
の評価と日本統治時代への評価との関係を変化させているかもしれない。政
権交代以降のデータを用いた時点間比較が必要である。
第２に本稿では 2003年のデータを使用したが，
これより以前の時代におい
ては国民党への否定的な感情と日本統治時代への肯定的な評価がより強く結
びついていた可能性もある。かつての台湾では両者がより明確に結びついて
いたものの，それが徐々に見られなくなっていったという可能性もある。今
後，分析可能なデータが入手できれば，十分に検討する必要がある。
第３に尺度の問題である。 日本統治時代肯定評価 は一尺度であり，日本
統治時代のどの側面（経済政策，教育政策ど）を肯定的に評価しているのか
が不明である。また国民党への感情についても支持政党のみを測定するに留
まっている。日本統治時代への肯定的な評価は，二・二八事件，白色テロ，
戒厳令などの個々の歴史的事件や国民党の政策への否定的感情と結びついて
語られることが少なくない。政党支持傾向のみならず，これらの歴史的事件
や国民党の政策への評価との関連も検討する必要がある。
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第４に日本統治時代への肯定的評価が泛藍陣営への非支持によってうまく
説明できないとすれば，うまく説明できる社会的態度・価値観とは何か，と
いう問題である。可能性としては，中華意識（上水流 2011；植野 2011）や
中国に対する意識（五十嵐 2006；

2012）などが想定される。本稿の分析

では，族群や学歴，職業などの社会―人口的属性の関連が相対的に強く，こ
れらの属性と日本統治時代への評価を媒介するような社会的態度・価値観を
検討することが重要だと思われる。
このような限界はあるものの本稿には以下のような意義がある。まず本稿
は代表性の高いサンプリングデータを用いて台湾における日本統治時代への
評価を検討した。特に社会的態度・価値観との関連を扱った分析は，その必
要性が指摘されつつもまだ行われておらず（寺沢 印刷中）
，本稿はその空白
部分を埋めている。また泛藍陣営を支持しないことには台湾における日本統
治時代への肯定的な評価を必ずしもうまく説明できないという結果は，従来
予想されていたものとは異なっていると思われる。
戦前の日本の植民地時代をどう評価するかという問題は，東アジアを対象
とした歴史社会学，歴史学，国際関係論，ナショナリズム研究，社会心理学
などの様々な研究領域において，極めて重要なテーマである（Steinmetz
台湾における日本統治時代への肯定的な評価が人々のどのような価値
2014）。
観と結びついているのか，今後もさらなる研究が必要である。

付記
本研究では 台湾社会変遷基本調査 の第４期第３次調査データを使用し
た。 台湾社会変遷基本調査 の調査主体は台湾中央研究院社会学研究所であ
り（第３期第１次調査以前の調査主体は台湾中央研究院民族学研究所）
，中華
民国行政院国家科学委員会の支援を受けている。
また本研究は日本学術振興会科学研究費
（若手研究Ｂ） 台湾における宗教
と利他主義に関する社会学的研究 （研究代表者：寺沢重法）
，ならびに日本
学術振興会科学研究費
（基盤研究Ｂ） 東アジアにおける宗教多元化と宗教政
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策の比較社会学的研究 （研究代表者：櫻井義秀）
の一環として行われたもの
である。

注
⑴ これらの解釈以外にも，台湾の

親日

の理由を説明する際の理由としてよく聞かれ

るものに，日本統治時代以前の台湾には，統一された国家がなく，日本に対抗する統一
的な民族的基盤が生まれていなかった，というものがある（五十嵐 2006；丸川 2010）。
また 1960年代後半から日本企業や日本人観光客が台湾に到来したが，その当時，日本は
技術立国として復活した一方，台湾の国産製品の貧弱さが嘆かれていた。こうした

近

代 における優劣意識が台湾の 親日 に対する解釈として提起されている（丸川 2010）。
⑵ 以下の歴史の説明は主に沼崎（2014）に拠っている。
⑶ ただし戦後当初から台湾の人々が

親日

的であったというわけではない。その一端

を示すのが，1946年に日本警官隊と日本在住の台湾の露天商の衝突に端を発して生じた
渋谷事件に対して，台湾の学生を中心に激烈な反日抗議行動（渋谷事件判決への反対集
会，デモ行進など）が発生したことである（丸川 2010）。
⑷ 植民地から脱した後の政府に対する反発から植民地時代を肯定的に評価するといった
現象は，必ずしも台湾に特殊的ではない可能性にも留意する必要がある。独立を達成し
たばかりの旧植民地では，軍事独裁政権によって支配された状態が続くことが少なくな
い。独立以後，旧植民地宗主国の行政・経済システムを引き継いだとしても，自国政府
は必ずしもうまく機能せず，民衆に対して抑圧的な体制を強いるケースや，歪んだ従属
状態が再帰するケースがしばしばみられる。こうした状況において，抑圧されてはいた
ものの平和な植民地時代の方がましだったのではないかといった認識が繁栄することに
なる。台湾もこうしたケースに当てはまる部分があると考えられる（丸川 2010：58‑59）。
⑸

原住民 という言葉は日本では時に侮辱的なニュアンスを伴うため 先住民 を用い

るのが一般的である。だが台湾では

先住民

の方が侮辱的であり 原住民

ましいとして一般的に使われるため（沼崎 2014），本稿でも

原住民

の方が望

という言葉を使

用する。
⑹ 出身階層の指標としては父親の教育年数のみならず父親の職業を用いることも重要で
ある。しかし TSCS-2003（

）には父親の職業に関する設問が設けられていなかったた

め，父親の教育年数のみを使用することにした。また TSCS-2003（

）では母親の教育

年数を訪ねた設問も設けられており，分析可能である。しかしながら寺沢（印刷中）で
は母親の教育年数と日本統治時代への評価の間には有意な関連が見いだされなかったた
め，本稿では母親の教育年数を除外することにした。
⑺ 五等社経地位の各カテゴリーに含まれる職業の内訳について， 第１等
漁，牧工作人員 と

非技術工及體力工

から， 第２等
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と 技術工及有關工作人員 および 服務工作人員及
工作人員

から， 第４等

は

技術員及助理專業人員

貨員 から， 第３等 は 事務
からなる。 第５等

は

専業

人員 と 民意代表，行政主管，企業主管及經理人員 からそれぞれ構成される（黄 2008：
158）
。
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