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序論 

 

第一節 研究の課題  

 

1、研究の課題 

本稿は、陳儀の人生を追跡しながら、福建省と台湾省
1
における陳儀の施政を考察する

ものである。 

それを通じて、三つの目的を達成しようとする。 

第一に、陳儀が国民政府に入るまでの経歴を考察して、その学歴、能力及び人脈などを

解明することである。 

その経歴の考察によって、国民党とほぼ無縁だった陳儀が、なぜ蒋介石に重用されたの

か、特に、それまで福建省と台湾省と全然関係がなかった彼は、なぜ「福建事変」と日中

戦争の後、それぞれ大きな権限を持つ福建省省主席と台湾省行政長官に任命されていたの

かを明らかにしようとする。 

陳儀の経歴の中に、極めて目立つことは彼の青年時代の日本軍事留学である。彼が清末

から民国初期にかけての日中軍事交流において、最も濃密な交流を体験し、それ故に日本

理解を深め、日本の軍人らとの人脈を作り、それが後の福建・台湾でのキャリアにつなが

ったことである。その軍事交流の具体的事例を明らかにする意味で、陳儀は大きな意味が

ある。 

第二に、両地域における陳儀の近代化建設を分析することである。特に陳儀はいかに自

分の人脈を利用して、福建省と台湾省において近代化建設を行なったのかを解明しようと

する。 

                                                                 
1 1949 年以来、中華人民共和国が中国大陸を実効支配し、中華民国が台湾を実効支配している。中華人

民共和国と中華民国は、憲法上においては、ともに中国大陸と台湾を自分の領土と規定しているが、実

際には分断している。また、台湾内部には、台湾独立を主張する政治勢力と運動が強まっている。台湾

独立派は、「台湾省」という用語を大きく反対している。すなわち、台湾省という用語は、イデオロギー

的な紛争を有するのである。しかし、陳儀が台湾省行政長官を担当した時には、法律上においても、実
効支配においても、及び一般人の認識においても、台湾が中華民国の一つの省であるというのは明確で

あった。本稿は、陳儀施政期の台湾を研究するものであるため、史実に従って、「台湾省」という用語を
使用する。もちろん、文章の簡潔のために、省を省略して「台湾」という用語だけで使用する場合も多

い。しかし、それはただ「台湾省」の省略語であり、台湾の位置づけとは関係がない。 
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陳儀が福建・台湾での近代化建設を行うことになった理由は、第一の点とも関わるが、

後述するように、福建・台湾が日本の中国侵略にとって、満洲・華北と共に重要なルート

であり、そこに陳儀の来歴と政治力が果たす役割が重視されたためである。従って、日中

関係史・日台関係史を理解する上で、陳儀を理解することは不可欠なのである。 

第三に、その陳儀の近代化建設の成功と失敗を分析することによって、民国政治史にお

ける陳儀の意味を明らかにしたい。 

陳儀は、清末の 1883 年に生まれ、故郷の中国浙江省で当時中国に導入されたばかりの

西洋式の中等教育を受けた後、約 10 年間日本で軍事教育を受けた。その後、帰国した彼

は、辛亥革命に積極的に参加しながら、革命後に成立した袁世凱政府の軍事顧問を務め、

さらに、北洋軍閥の孫伝芳の部下になりつつも蒋介石に投じ、国民政府の福建省主席、初

代台湾省行政長官兼警備総司令を務めつつも二二八事件で失脚し、その後浙江省主席と

なったものの共産党と通じて処刑されるという数奇な人生を生きた。 

陳は、清末民国期の政治史で非常に活躍した人物であり、前期の北洋政府期にも、後期

の国民政府期にも、有能な政治家として彼は地方から中央まで多くの要職を歴任した。そ

の中に、民国後期における福建省と台湾省での陳儀施政が最も重要である。1933年 11月、

福建省に駐在する地方軍隊と政治指導者は、蒋介石が指導していた国民政府に反対して独

立政権を樹立したものの、1934 年の 1 月、国民政府中央軍の攻撃のため失敗に終わった。

それがいわゆる「福建事変」である。事変後、陳儀は 1934 年から 1941 年まで 7 年あま

りにわたって福建省省主席を担当した。また、日本の敗戦に従い、台湾は、日本の植民地

から国民政府支配下の一つの省に変えた。1945 年から 1947 年まで、陳儀は、その国民政

府支配下の台湾省の初代行政長官を務めた。 

福建省と台湾省での陳儀施政が極めて重要であると言える理由は、主に二つがある。一

つは、陳儀個人から見ると、福建省と台湾省で彼はやっと地方政府の最高長官として、自

分の理念に従い、強大な政府によって近代的な経済と社会の発展を求めたことができたの

で、陳儀その人を考察し理解するために、福建省と台湾省での陳儀施政に対する分析が不

可欠であるからである。 

もう一つは、中国近現代政治史から見ると、陳儀の台湾施政は中国の国家統一に対して

も、台湾の独立に対しても、象徴的な意義を有するだけではなく、1950 年代以来の台湾

海峡両岸の政治史ないし今日の現実政治にも影響しているからである。 

まず、陳儀による戦後の台湾接収は、台湾が中国の一部であるという主張の正当性を証
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明する最も重要な歴史事実と見なされる。1895 年の日清戦争の敗戦によって、台湾は清

王朝から日本に割譲された。それは、当時の中国の政治家および知識人に大きな衝撃を与

え、近代国家への転換を目指す政治改革を促進した。そして、その後の多くの政治家と知

識人らは、台湾の中国復帰を求め続けた。特に、国民政府は、それを中国の主権の完成の

最後の一歩と位置づけた
2
。カイロ宣言とポツダム宣言の発表、日本の降伏及びそれに従

う国民政府の台湾接収は、事実上台湾の中国復帰を達成し、中国統一の重要な一歩を実現

したとも言える。 

しかし、国共内戦の結果、第二次世界大戦において中国を代表して、同盟国の一員とし

て勝利を収めた中華民国政府は、敗れて台湾に移り、中国大陸では中華人民共和国が成立

して、台湾海峡両岸は分断されつつある。両政府は、共に自分が中国を代表する政府だと

主張していた。また、いずれを代表政権にするかについては、米英の意見も一致しなかっ

た。さらに、1950 年 6 月に勃発した朝鮮戦争において、中華人民共和国とソ連は北朝鮮

を支援し、米英韓などの連合軍と交戦し、結局、第二次世界大戦における日本の最重要な

交戦国である「中国」は、両政府とも日本の法的な戦後処理をめぐるサンフランシスコ講

和会議に招請されなかった。この会議で締結したサンフランシスコ平和条約では、台湾に

ついては、「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄

する」
3
と規定した。すなわち、国際法的な正式条約では、「中国」の台湾領有を取り扱わ

なかったのである。その後の日中間（日本と中華人民共和国）と日華間（日本と中華民国）

の平和条約でもそれを避けたため、カイロ宣言とポツダム宣言、及び両宣言に従う国民政

府の台湾接収が、「中国」の台湾領有に関する最有力の証拠になった。戦後、特に冷戦の

終結と台湾の民主化が実現されて以来、台湾独立運動は、現実的に重大な政治問題になっ

た。そして、台湾に存続している中国国民党にしても、中国大陸を統治する中国共産党に

しても、それぞれ自分を民国時代の中国政府の継承者と位置づけ、自分こそ台湾を含めた

中国を代表する政府であると主張し、台湾を含めた中国の統一を目指すという立場を堅持

しているので、その立場の正当性を証明するためには、陳儀の台湾接収のプロセスをどう

説明するかが、非常に重要になってくるのである。 

他方、陳儀の台湾施政期に生じた二二八事件は、国民党政権の台湾支配の不正を証明

                                                                 
2
 「国民政府擬:国防計画と外交政策」中国第二歴史档案館編『中華民国史档案資料彙編：第五輯第一編、
外交（一）』鳳凰出版社、2010 年、42―46 頁。 
3
 外務省条約局編『主要条約集』外務省条約局、1977 年、5 頁。 
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する最も象徴的な事件と位置づけられた。二二八事件とは、1947 年、ヤミタバコの取り

締まりに端を発した警察と民衆の衝突が、台湾民衆の陳儀政府に対する激しい反抗を引き

起こし、約二週間にわたって全省規模の騒動が続き、その後自治を求める台湾本省人4の

政治活動も展開され、最終的には国民政府の鎮圧行動によって騒動が沈静化された事件を

指す。事件により、死傷者が多く出た。特に国民政府の鎮圧行動により、台湾社会のエリ

ートが数多く殺害された。 

国家と社会の関係から見ると、1950 年代から台湾に移った国民党政権は、内部改造に

よって、強固なる一党独裁政権を建てた。政権は基本的に上層部の少数の外省人に掌握さ

れ、台湾人口の約八割を占める本省人は従属的な地位に置かれた。国共内戦の延長線に位

置する海峡両岸の対立、及び冷戦の背景の下で、台湾では 1949 年に戒厳令が布告され、

1987 年の解除まで、38 年にわたって長期的に施行され続けた。その間、特務統治が横行

して、左翼、台湾独立、及び自由民主を追求する反体制的な人たちは迫害された。いわゆ

る「白色恐怖」である。「白色恐怖」の間、二二八事件は、タブーとして報道や研究など

が禁じされた。1980 年代後半から、台湾では民主化活動が盛んになり、国民党の権威主

義体制が衝撃を受け、次第に崩壊へ向かった。そうした中、二二八事件は、国民党の独

裁政治と外省人による本省人への迫害の象徴として受け止められるようになった。それに

関する冤罪が雪がれ、謝罪がなされたことなどにより、国民党政権の正当性が弱まり、そ

れらは民主化の達成に役立った。その結果、台湾では民主化の実現に従って、2 月 28 日

が国家の休日として定められ、二二八事件に関する記念碑や記念館、記念公園なども台

湾各地で設立され、二二八事件は学校教育に浸透し、選挙でもしばしば触れられている。

特にエスノポリティクスと「統独問題」5が現実政治を左右している今の台湾では、二二

八事件は現実政治につきまとっており、極めて重要である。 

そのような重要性があったため、陳儀の福建省と台湾省施政、特に台湾省施政は、広汎

                                                                 
4「本省人」の中国語の本義は、定住する省の出身の人を指す。それに対して、ほかの省の出身でその省
に移入してくる人は「外省人」である。それは特定なエスニックグループを指す専用名詞ではない。台

湾の場合には、その特有な政治史のため、「本省人」と「外省人」は特定なエスニックグループを指し、
特別なニュアンスがある。戦前すでに台湾に定住した、或いは台湾の出身の人を「本省人」と称する。

そのなかに、台湾独立を支持する人が多い。一方、戦後移入してきた、特に国民政府の崩壊によって、

蒋介石と一緒に台湾に移った人を「外省人」と称する。「外省人」のなかに、台湾が中国の一部として統

一されることを主張する人が多い。そして、台湾では、「省籍矛盾」という言葉によって本省人と外省人

の間の対立を指し、それは「統独問題」とも絡んでいる。 
5「統独問題」とは、台湾が中国の一部として統一されるか、一つの主権国家として独立するかという問

題で、固有名詞としてマスコミ等に使用されている。台湾社会ではそれについて大きな対立がある。し
かも、中華人民共和国は台湾に対する主権を堅持しつつあるので、国際政治においても重大な問題にな

っている。 
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に考察され、優れた研究が多く蓄積された。次節は、福建省と台湾省での陳儀施政に関す

る先行研究を詳述する。 

 

第二節 先行研究 

 

1、陳儀の台湾施政に関する先行研究 

1）台湾に於ける先行研究 

 1950 年代以来、国共内戦に失敗して台湾に移り、権威主義体制を樹立した中華民国政

府は、自分の統治の正当性のために、国民政府の台湾光復についての著作の出版などを推

進した。例えば、台湾省文献委員会が編纂した通志6、主に 1952 年出版の『台湾省通志稿

巻十光復志』7、及びそれを修正して 1970 年に出版された『台湾省通志巻十光復志』8は、

光復の準備、実際の接収、台湾人の中国国籍の回復、在台日本人の引揚げという四つの部

分から、国民政府による台湾光復のことを紹介した。また、何應欽の『八年抗戦與台湾光

復』9、陳三井の『国民革命與台湾』10、及び呂芳上の「抗戦時期在祖国的台湾光復運動」、

「台湾革命同盟会與台湾光復運動」及び「抗戦時期在大陸的台湾抗日団体及其活動」11と

いう 3 つの論文は、抗日戦争と台湾光復のための国民政府と台湾人の活動を紹介した。そ

の他、秦孝儀の 1982 年の論文「先総統蒋公與台湾」12と呂芳上の 1986 年の論文「蒋中正

先生與台湾光復」13は、台湾光復における蒋介石の役割を考察した。特に呂氏の論文は、

国民党党史会所蔵の資料を使用しており、それ以前の研究と比べて、史実の解明について

着実に進んでいた。また、台湾出身で国民政府に加入して戦後の台湾接収にも参加した林

                                                                 
6 地方志（中国では「方志」とも呼ぶ）は省、県、市などの特定の地域を範囲として、その地域の政治、

経済、地理、歴史などの状況を総合的に記録した資料である。地方志という呼称は中国独特のもので、

「地方史」とは異なり、歴史以外にも豊富な情報を得ることができるため、地方志は地域の百科事典の

ような性質を持つ（出所：齊藤まや「地域の百科事典―中国の地方志と国立国会図書館における所蔵状

況―」『国立国会図書館アジア情報室通報』第 8 巻第 1 号、2010 年 3 月）。そのうち、省を範囲として編
纂された地方志は、「某某省通志」と称される。 
7 台湾省文献委員会編『台湾省通志稿巻十光復志』台湾省文献委員会、1952 年。 
8 台湾省文献委員会編『台湾省通志巻十光復志』台湾省文献委員会、1970 年。 
9 何應欽『八年抗戦與台湾光復』興台印刷廠、1969 年。 
10 陳三井『国民革命與台湾』近代中国出版社、1980 年。 
11

 呂芳上「抗戦時期在祖国的台湾光復運動」『新知雑誌』第 1 年第 5 期、1971 年 10 月、21－28 頁。 

「台湾革命同盟会與台湾光復運動」『中国現代史専題報告』第 3 輯、1973 年 9 月、255－316 頁。 
「抗戦時期在大陸的台湾抗日団体及其活動」『近代中国』第 49 期、1985 年 10 月、11－25 頁。 
12

 秦孝儀「先総統蒋公與台湾」『近代中国』第 31 期、1982 年 10 月、8－18 頁。 
13 呂芳上「蒋中正先生與台湾光復」『蒋中正先生與現代中国学術討論集』第五冊、中央文物供応社、1986

年、40－74 頁。 
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忠が編著した『台湾光復前後史料概述』14は、1983 年に出版された。これは、台湾光復に

参加した台湾人のことを中心に、台湾革命同盟会、台湾義勇隊、国民党直属台湾党部、及

び台湾調査委員会など、大陸亡命の台湾人抗日者が建てた或いは参加した組織の活動を紹

介した。林忠自身が戦後台湾ラジオ放送局を接収したことも、記述された。また、最後に

は、一部の台湾人抗日者の短い伝記を付録した。 

しかし、それらは政府或いは著者の立場に左右され、特に二つの政治的なタブーに大き

く影響された。一つのタブーは、陳儀である。陳儀は、1947 年台湾省行政長官から解任

された後、一年あまりの閑居を経て、1948 年 6 月に浙江省省主席に任命された。しかし、

その時、国共内戦において国民政府の敗色はすでに濃厚だった。1949 年の元日、敗戦の

責任を取って総統の蒋介石は引退し、副総統の李宗仁は総統代理として中国共産党との平

和交渉を展開し始めた。共産党軍もすでに長江の北岸に駐屯していた。そのような 1949

年 1 月に、陳儀は共産党員の説得によって、親交がある湯恩伯に手紙を送って中国共産党

に降伏することを勧めた。湯は当時長江下流地域南岸の江蘇省、上海及び浙江省の防衛を

担当する警備総司令である。しかし、湯の告発によって陳儀は逮捕され、1950 年 6 月台

北で処刑された。そのために、国民政府は自らの台湾光復を宣伝したが、接収を実際に主

導した陳儀の役割は常に隠され、蒋介石と国民政府の役割が大きく強調されたのである。 

もう一つのタブーは、二二八事件である。二二八事件は、台湾人が陳儀政府、すなわ

ち国民政府の下の省政府に不満を持って起こした反政府抗争である。多数の台湾人エリー

トは、事件の解決や、台湾自治及び陳儀政府の改革の追求に取り組んだが、国民政府の鎮

圧によって多く殺害された。そのことはもちろん国民党政権の統治の正当性を害したため、

1980 年代の台湾民主化運動の展開までは、タブーとして研究が制限された。 

1980 年代後半から、台湾では民主化運動の活発化につれて、二二八事件に関する研究

が増加した。まず、李筱峯が 1986 年に出版した『臺灣戰後初期的民意代表』15は、専門

的な二二八事件に関する著作ではなく、当時の台湾省参議会の議員を研究した本である

が、それらの議員たちは、台湾人エリートとして、二二八事件に大きく関与したので、

李氏のこの本の出版は、間接的に二二八事件に触れ、タブーを破ったという意義を有す

る。翌年の 1987 年 7 月、台湾では 38 年間続いた戒厳令が廃止され、社会に対する国家の

コントロールは徐々に弱体化されてきた。また、1987 年は二二八事件の四十周年であっ

                                                                 
14 林忠編『台湾光復前後史料概述』皇極出版社、1983 年。 
15

 李筱峯『臺灣戰後初期的民意代表』自立晩報、1986 年。 
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たため、それに関する学術会議が米国で開かれ、会議論文をもとに編著された『走出二二

八的陰影 : 二二八事件四十週年紀念專輯』16という本が台湾で出版された。それは、二

二八事件に関する政治、経済、社会と文化などの背景を検討した。その後、二二八事件

に関する研究が急増した。例えば、陳芳明が編著した『二二八事件學術論文集』17は、8

つの論文で、事件の背景や林茂生、謝雪紅など二二八事件に関与した台湾人、或いは当

時台湾に居留した米国人の角度から事件を考察した。また、陳琰玉と胡慧玲が 1991 年に

編著した『二二八學術研討會論文集』18は、11 の論文で構成され、陳儀の福建施政、行政

長官公署の文化政策と人事政策、二二八事件における陳儀の活動、二二八事件の原因な

どを考察した。その論文集は、陳儀の福建施政に触れたにも関わらず、極めて表面的な記

述にとどまった。なお、両論文集は、二二八事件をめぐって、史実の究明や事件起因の

分析などに大きく進展した。 

1980 年代から始まった二二八事件に関する研究の増加と同時に、民間の呼びかけと圧

力によって、台湾政府は、数人の学者を集めて二二八事件を研究させ、1994 年に『「二

二八事件」研究報告』19を出版した。これは、政府の公文書などの資料を初めて使用した

ので、事件の背景、経緯及び善後などについて史実面の解明を推し進めた。 

1996 年に、台湾では史上初の総統選挙が行われ、また 2000 年に、初めての選挙による

政権交代が実現したので、民主化が達成されたと見られている。そのような民主化ととも

に、研究者がいう「中華民国の台湾化」も展開してきた。若林正丈によれば、「中華民国

の台湾化」とは、「それまで堅持されてきた正統中国国家の政治構造（国家体制政治体制

国民統合イデオロギー）が台湾のみを統治しているという一九四九年以後の現実にそっ

たものに変化していく」20ことである。台湾の民主化と中華民国の台湾化によって、関連

する政府公文書などの史料が徐々に公開され、それとともに台湾史研究が盛んになってき

た。 

そのような背景の下、中国の統一を主張する国民党側は、1990 年代以来、国民政府の

台湾接収に関する史料の出版を促した。それに関する重要な資料集は、主に下記のもので

                                                                 
16 二二八事件四十週年紀念專輯編輯委員會編『走出二二八的陰影:二二八事件四十週年紀念專輯』二二八

和平日促進會、1987 年。 
17 陳芳明『二二八事件學術論文集』前衛出版社、1989 年。 
18 陳琰玉、胡慧玲編『二二八學術研討會論文集』二二八民間研究小組 : 台美文化交流基金會 : 現代學

術研究基金會、1992 年。 
19 中華民國行政院研究二二八事件小組『「二二八事件」研究報告』時報文化出版、1994 年。 
20

 若林正丈『台湾の政治：中華民国台湾化の戦後史』東京大学出版会、2008 年、13 頁。 
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ある。まず、国民党党史会は自分が所蔵している史料を編著して、1990 年に『臺籍志士

在祖國的復臺努力』21、『光復臺灣之籌劃與受降接收』22、及び『抗戰時期收復臺灣之重要

言論』23という 3 つの史料集を出版した。その後、台湾国史館も戦後初期の台湾に関する

史料を編集して、『政府接收臺灣史料彙編』24、『資源委員會檔案史料彙編：光復初期臺灣

經濟建設』
25
、及び『臺灣省政府檔案史料彙編：臺灣省行政長官公署時期』

26
などを出版

した。 

一方、二二八事件に関する史料も多く出版された。例えば、台湾国史館は所蔵する公

文書を編集して『國史館藏二二八檔案史料』（3 冊）27と『二二八事件檔案彙編』（18 冊）

28を出版した。台湾中央研究院近代史研究所は、六冊の『二二八事件資料選輯』29を出版

し、また関連人物をインタビューしたオーラルヒストリー専門誌である『口述歴史』に

おいて、『二二八専号』
30
という特別号をも出版した。 

資料の公開と台湾史研究の急増にしたがって、陳儀の台湾施政については、詳しい史実

の究明からその失敗の原因についての分析まで広く研究されるようになった。特に二二

八事件に関する研究は、山積みになるほど多い。しかし、詳しい史実の究明については資

料によるものであり、政治史的な学術研究とは考えられないので、ここではひとまず措く

とする。 

一方、陳儀の台湾施政の成立と失敗に関する因果関係の分析を見ると、まず、陳儀政府

の確立過程について、ほとんどは陳儀が台湾に明るいがゆえに蒋介石によって台湾省行政

長官に任命されたというように一言で片付け、実際に作用した政治力学には触れなかった。

また、陳儀施政の失敗について、なぜ二二八事件が生じたのかに答えることは、陳儀失

脚の直接な原因は二二八事件の発生であるので、間接的になぜ陳儀の施政が失敗したの

かを答えたことになる。陳儀失脚に関する研究は、概ね 3 つにわけられる。  

第一は、台湾省行政長官公署体制の独裁的な性質と、行政長官公署に台湾人の登用と政

                                                                 
21 秦孝儀、張瑞成編『臺籍志士在祖國的復臺努力』中國國民黨黨史委員會、1990 年。 
22 秦孝儀、張瑞成編『光復臺灣之籌劃與受降接收』中國國民黨黨史委員會、1990 年。 
23 秦孝儀、張瑞成編『抗戰時期收復臺灣之重要言論』中國國民黨黨史委員會、1990 年。 
24 何鳳嬌編『政府接收臺灣史料彙編（上冊、下冊）』国史館、1990 年。 
25 薛月順編『資源委員會檔案史料彙編：光復初期臺灣經濟建設（上冊、中冊、下冊）』国史館、1993―

1995 年。 
26

 薛月順編『臺灣省政府檔案史料彙編：臺灣省行政長官公署時期』（第 1 冊、第 2 冊、第 3 冊）』国史館、

1996―1999 年。 
27 侯坤宏編『國史館藏二二八檔案史料（上冊、中冊、下冊）』国史館、1997 年。 
28

 簡笙簧主編『二二八事件檔案彙編（全部 18 冊）』国史館、2002―2008 年。 
29 台湾中央研究院近代史研究所『二二八事件資料選輯（六冊）』中央研究院近代史研究所、1992-1997 年。 
30

 台湾中央研究院近代史研究所『口述歴史：二二八専号』中央研究院近代史研究所、1993 年 2 月 1 日。 
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治参加を制限したことに帰する。例えば、鄭梓の『戦後台湾的接収與重建――台湾現代史

研究論集』31は、陳儀が主導する台湾調査委員会に関与した台湾抗日者らによる台湾自治

や台湾人の重用などの意見が陳儀らに無視されたこと、行政長官公署体制が独裁的な性質

であったこと、行政長官公署の重要な官職から台湾人が排除されたことなどを考察して、

陳儀の台湾施政を批判し、二二八事件の原因が陳儀政府の独裁支配にあったことを示唆

した。呉文星32と湯煕勇33の論文も、行政長官公署の人事政策を考察して、政府部門にお

いて台湾人の登用が制限されたという結論を出していた。 

第二は、陳儀の台湾施政の失敗を国民政府の派閥闘争に帰因させるものである。国民政

府には、成立して以来激しい派閥闘争が存在した。台湾を治める陳儀は、行政長官として、

制度的には莫大な権力を有したが、実際には派閥闘争によって彼の政策遂行は大きく制限

され、成果を挙げなかっただけではなく、逆に社会問題を悪化させた。それについて、陳

明通の「派閥闘争與陳儀治台論」34は、なぜ陳儀の台湾施政が失敗に終わったのかという

問題意識を踏まえて、国民政府中央、行政長官公署と台湾地方社会との間の複雑な派閥闘

争を分析し、その派閥闘争が陳儀の施政不能と二二八事件を引き起こした理由であった

として、陳儀の台湾施政の失敗を解釈した。その問題意識とはすこし異なるが、陳翠蓮の

『派系鬥爭與權謀政治 : 二二八悲劇的另一面相』35は、二二八事件がなぜ発生し激化し

たのかを考察する時に、陳明通の研究を踏まえて、国際的、中国国内的、台湾内部的とい

う 3 つのレベルにわたる背景および問題点を説明した上で、それぞれのアクター、特に行

政長官公署と台湾社会内部の各派閥がいかに闘争し、結局二二八事件を激化させ、しか

も武力鎮圧という最悪の結末を迎えさせたのかを解明した。陳翠蓮によれば、国民政府の

派閥闘争の政治構造と政治文化のために、二二八事件が発生し、しかも悪化したのであ

る。陳翠蓮は、自分の研究と陳明通の論文とは結論的には類似するが、陳明通の論文が使

用した史料は 1950 年代における台湾社会の派閥闘争の史料であり、陳儀の台湾施政期に

は、陳明通の論文が述べたような派閥闘争の枠組みがまだ形成されていなかったので、実

                                                                 
31 鄭梓『戦後台湾的接収與重建――台湾現代史研究論集』新化圖書有限公司、1994 年。この本は、著者
がその前他の刊行物に発表した幾つかの論文をまとめた論文集であり、学術的な単著ではない。 
32 呉文星「戦後初年在台日本人留用政策初探」『台湾師範大学歴史学報』第 33 期、2005 年、269－285

頁。 
33

 湯煕勇「台湾光復初期的公教人員任用方法」『人文及社会科学集刊』第四巻、1991 年、391－424 頁。 

「戦後初期台湾省政府的成立與人事布局」黄富三など編『臺灣史研究一百年 : 回顧與研究』、中央研究
院臺灣史研究所籌備處、1997 年、125－149 頁。 
34

 陳明通「派閥闘争與陳儀治台論」頼澤涵主編『台湾光復初期歴史』中央研究院中山人文社會科學研究
所、1993 年、223－302 頁。 
35

 陳翠蓮『派系鬥爭與權謀政治 : 二二八悲劇的另一面相』時報文化出版、1995 年。 
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際に展開していた変化は陳明通の分析より複雑だと指摘した。 

 第三は、陳儀の台湾施政の失敗を、日本の植民地統治、特に太平洋戦争の被害と終戦前

後の台湾総督府の経済と貨幣政策などに帰するものである。例えば、戚嘉林の「日据殖民

在台本質及其影響」36は日本植民地統治の不平等性を検討したうえで、終戦後の物質不足

に直面して台湾総督府の行った統制経済の解除と紙幣の乱発とを考察し、それが陳儀の台

湾施政に悪影響を与えたことを示唆した。 

 まとめていうと、第一の「独裁支配説」と第二の「権力闘争説」は陳儀の台湾施政の内

部から解釈したものであり、第三の「日本余害説」は陳儀失敗の外部要因を強調した。そ

れらの分析は一定の説得力を有したが、やはりそれぞれ不足点が多くある。それについて

は、第三節に詳述する。 

 

2）中国大陸における先行研究 

中国大陸において、中華人民共和国が成立して以来数十年の間に、国共内戦の延長線に

処する台湾海峡両岸では、分断と敵対が続いていた。それゆえ、中国大陸では、長期的に

国民政府による台湾光復に関する研究と報道が抑えられた。二二八事件は独裁と反動的

な国民党政権に対する台湾社会の抗争であり、中国共産党が指導していた中国大陸での国

民党政権を打倒する革命と同じように、正義の革命事業の一部と位置づけられ、しばしば

記念されていた。また周知のように、1980 年代まで、中国共産党は様々な政治運動を起

こしたので、学術的に研究することはほぼ不可能だった。1980 年代に入り、中国では一

時廃止した大学の回復などに従って、社会科学の研究も軌道に乗るようになった。陳儀の

台湾施政については、最初は、依然として国民党政権批判の視角から台湾人の地方自治の

要求を肯定し、行政長官公署の独裁を批判した。鄧孔昭の「試論台湾二二八事件中的民

主与地方自治要求」37は、そのような典型的な論文である。 

一方、1980 年代後半から、台湾海峡両岸の関係の改善と台湾独立運動の発展に従って、

国民政府と陳儀の台湾接収を考察する論文が急増してきた。 

そのうち、比較的価値がある論文は、鄧孔昭の「光復初期台湾的行政長官公署制」38、

                                                                 
36 戚嘉林「日据殖民在台本質及其影響」中国社会科学院台湾史研究中心主编『日据时期台湾殖民地史学

术研讨会论文集』九州出版社、2010 年、163－171 頁。 
37 鄧孔昭「試論台湾二二八事件中的民主与地方自治要求」『台湾研究集刊』1987 年第 2 期、1－12 頁。 
38

 鄧孔昭「光復初期台湾的行政長官公署制」『台湾研究集刊』1994 年第 1 期、84－92 頁。 
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左双文の「国民政府与台湾光復」39、孫彩霞の「陳儀与台湾」40、及び駱威の「国民政府

台湾調査委員会述論」41である。それらの論文は、国民政府の台湾光復の準備工作、特に

陳儀と台湾調査委員会の活動を研究して、史実の究明を発展させた。国民政府の接収工作

以外に、抗日台湾人のことも注目を浴びた。林真の「台湾義勇隊的筹組及其在福建的活動」

42
、楼子芳の「略論台湾義勇隊在大陸的活動」

43
、及び陳小冲「抗戦時期台湾革命同盟会

若干史事析論」44などは、それぞれ台湾義勇隊と台湾革命同盟会の活動を考察した。 

中国社会科学院近代史研究所の褚静涛は、専門的に国民政府の台湾接収を研究した。彼

は、台湾光復のための国民政府の準備活動、陳儀が福建省省主席を務めた時代の福建省と

台湾の交流、台湾人抗日者らの活動、国民政府の具体的な台湾接収、及び二二八事件な

どについて、数十の論文を発表し、それらを整理して、『二二八事件研究』45と『国民政

府收复台湾研究』
46
という二つの単著を出版した。この二つの著作は、国民政府の台湾接

収の準備工作から陳儀の台湾施政までの歴史について、実証的に研究し、史実を詳しく考

察した。『二二八事件研究』は、序論と結論以外に、台湾接収と再建、官民の矛盾と衝突、

二二八事件の勃発、十六の県市における台湾人の抗争、軍事鎮圧と慰問、二二八事件の

善後、及び二二八事件に関する論争という七章から構成され、時系列的に事件前の背景、

事件の経緯と善後についての史実を究明し、しかも事件の死傷者などの論争をも検討した。 

一方、『国民政府收复台湾研究』は序論と結論以外に、「台湾人の抗日運動」、「日本植民

地時代における海峡両岸の民間交流」、「陳儀と彼の福建省施政」、「国民政府の台湾政策」、

「台湾調査委員会の準備工作」、「台湾光復の過程」、「政治の再建」、「経済の再建」、「教育

と文化の再建」、および「社会の変遷と衝突」という十章により本を構成した。陳儀の政

治経歴、行政長官公署の成立、運営および解散に関する史実を詳述した。 

全体的な史実の究明について、中国大陸だけではなく台湾などで出されたこれまでの研

究のうちで、褚静涛氏のこの二つの著作が、今まで最も価値がある専門的な単著である。

台湾回復のための国民政府の外交努力と準備活動を分析して肯定しながら、彼は、二二

                                                                 
39 左双文「国民政府与台湾光復」『歴史研究』1996 年第 5 期、46－59 頁。 
40 孫彩霞「陳儀与台湾」『台湾研究集刊』1996 年第 2 期、62－72 頁。 
41 駱威「国民政府台湾調査委員会述論」『台湾研究集刊』1998 年第 2 期、52－60 頁。 
42 林真「台湾義勇隊的筹組及其在福建的活動」『台湾研究集刊』1991 年第 4 期、90－98 頁。 
43

 楼子芳「略論台湾義勇隊在大陸的活動」『抗日戦争研究』1993 年第 4 期、182－196 頁。 
44 陳小冲「抗戦時期台湾革命同盟会若干史事析論」『台湾研究集刊』2012 年第 5 期、88－94 頁。 
45 褚静涛『二二八事件研究』社会科学文献出版社、2012 年。2007 年台湾で海峡出版社が褚氏の『二二

八事件實録』を出版した。両書の内容は同じである。褚氏は中国大陸の学者であるので、地域ごとに先
行研究を紹介するときには 2012 年の本だけを上げる。 
46

 褚静涛『国民政府收复台湾研究』中華書局、2013 年。 
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八事件の本質は、陳儀政府の政策（特に台湾人抑制の人事政策と統制経済政策）と汚職に

よって起こした官民衝突の位置づけについて多くの台湾研究者が主張する「省籍矛盾」（さ

らに中国人と台湾人の民族問題）ではないと指摘した。さらに、褚は、二二八事件は同

時代の中国大陸における国民党の独裁支配に反対する民主化運動の一部であり、日本の植

民地支配時代の台湾自治運動の延長でもあると述べた。しかし、褚の両著作の最も大きな

問題は、台湾接収前後の陳儀の施政に関する分析の対立である。褚は、陳儀の福建施政及

び台湾接収の準備については、基本的に肯定したが、彼の台湾施政についてはいろいろ批

判した。しかし、政治理念、政策及び実際の幕僚や部下たちから見ると、陳儀の福建施政

と台湾執政はあまり違いがなかったので、それに関する分析は対立したものではなく、一

貫性を有するものとしてなされるべきものである。 

3）日米などにおける先行研究 

 二二八事件が国民政府によって鎮圧された後、一部の参加者は日本に亡命し、二二八

事件を台湾人に対する中国人の迫害と受け止め、毎年それを記念して台湾独立を主張し続

けた。彼らは、1961 年自分たちが主催する雑誌『台湾青年』の第六号を「二二八事件特

集号」47として出版し、初めて二二八事件を検討した。 

また、1980 年代に、葉芸芸が編集したニューヨークで出版した『台湾與世界』誌にお

いて、日本の大学で教鞭をとっていた台湾人学者戴国煇は、二二八事件に関する資料と

分析を連載した。その後、葉芸芸はそれらを編集し、他の文章をも加えて『證言 228』48

という本を台湾で出版した。それは、研究面より資料面のほうが大きな意義を有する。ま

た、戴国煇は『愛憎二二八 : 神話與史實解開歴史之謎』49を台湾で出版した。葉芸芸は

その共著者ではあるが、実際には後記だけを書いたのである。この本は、前史、その経緯

およびその後の論争という 3 つのパートから構成される。前史では、二二八事件が起こ

る前の台湾光復と国民政府の対日勝利、陳儀と彼の側近、及び行政長官公署の汚職問題を

検討した。第二の経緯の部分では、事件の実際の経過を考察し、第三の部分では主に 1990

年代の台湾での二二八事件に関する論争を検討した。戴国煇は、二二八事件を戦後台湾

の特定な背景下で生じた官民衝突であると位置づけ、それを「省籍矛盾」として利用して

現実政治において「統独問題」を挑発する、当時の一部の台湾政治家を批判した。 

                                                                 
47

 『台湾青年』第六号、台湾青年社、1961 年 2 月。 
48 葉芸芸『證言 228』人間出版社、1990 年。 
49

 戴国煇『愛憎二二八：神話與史實解開歴史之謎』遠流出版事業：南天書局、2002 年。 
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台湾人学者頼澤涵は、米国の学者 Ramon H. Myers と共同で『悲劇的な始まり（A Tragic 

Beginning: The Taiwan Uprising of February 28, 1947）』50を米国で出版した。それは、米国で

出版した二二八事件に関する唯一の専門的な研究書とも言える。その本は、第一章で二

二八事件に関する著者の問題関心を提示したうえで、第二章では日本の台湾施政を振り返

り、第三章では台湾光復による国民政府の台湾施政の樹立を考察し、第四章と第五章では

事件の経緯を研究して、最後で事件の影響などを分析した。この本は、基本的に二二八

事件を戦後台湾における政権変遷下の官民衝突として位置づけ、事件の結果、及び「省籍

矛盾」と「統独問題」を重点的に検討した。この本は戴国煇の本と同じように、陳儀個人

に対して同情的な立場を取った。 

また、台湾の学者である何義麟は、自分が日本の東京大学に留学していた時の博士論文

をもとに、日本で『二二八事件 ：「台湾人」形成のエスノポリティクス』
51
を出版した。

この本は、エスノポリティクスという視角から、戦前日本の植民地時代に形成した台湾人

意識が、いかに二二八事件を経て、中国人意識を遠ざけ、台湾人意識として定着したの

かを説明した。 

上述の諸研究は、イデオロギーと時代によって、それぞれの傾向がある。台湾での先行

研究について、民主化以前に陳儀も二二八事件もタブーとしてあまり研究されていなか

ったが、日中戦争の視角から国民政府による抗日戦争と台湾回復を強調する傾向がある。

民主化以来、陳儀の台湾統治、特に二二八事件に関する研究が盛んになり、陳儀政府の

独裁と腐敗、及び国民政府による台湾社会に対する鎮圧を大きく批判して、その不正を強

調する傾向が、主流になった。それは、往々にして台湾独立の主張につながりやすい。一

方、国民党寄りの研究者は、中国統一の立場に近づき、二二八事件に関する研究で日本

の植民地統治と戦争による悪影響、及び陳儀政府の腐敗と無能を強調する傾向がある。そ

れぞれの理由は異なるが、陳儀を批判することには一致する。そして、上述の戴国煇の研

究のように、陳儀に対して同情的な立場を取るのは非常に珍しいことである。 

中国大陸での研究は、1980 年代の前半まで、国共対立の視角から、二二八事件を国民

党政権の独裁支配に抗争する一事例に位置づけ、国民党政権を批判するものが多い。1980

年代後半以来、中国統一の立場から国民政府による台湾回復を強調する研究が主流になっ

た。また、中国共産党に投降しようとしたことによって処刑されたことから、陳儀は「中

                                                                 
50

 La i  Tse-han, Ramon H. Myers, A Tragic Beginning: The Taiwan Uprising of February 28, 1947, Stanford 
University Press, 1991. 
51

 何義麟『二二八事件：「台湾人」形成のエスノポリティクス』東京大学出版会、2003 年。 
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国人民の解放事業に犠牲した愛国人士」52と追認された。そして、二二八事件に関する陳

儀の責任を重点的に研究したり批判するものは希少であり、台湾回復における陳儀の役割

を重視するものが多い。 

日米などでは、陳儀の台湾施政に関する研究はあまり多くなかった。そのわずかな研究

も、台湾出身の人が行ったものが多い。基本的には、陳儀政府の独裁支配を批判する立場

を取っている。 

 

2、福建省での陳儀施政に関する先行研究 

 上述のように、陳儀の台湾施政を研究する時に、一部の学者は彼の福建施政をも考察し

た。しかし、それは往々にして、陳儀の台湾施政に関する研究の付属的なものとして取り

扱ったのである。 

 例えば、張富美の「陳儀与福建省政」53は、当時の陳儀に関する最新研究と陳儀の生涯

と経歴を検討したうえで、陳儀の福建省での施政に関する「要点を選択して略述したもの」

である。論文の出発点は、1980 年代の二二八事件に関する研究における陳儀否定論に対

して、台湾でも中国大陸でも多くの陳儀肯定論が出てきたから、陳儀の台湾施政を理解す

るために、彼の福建省施政を検討しなければいけなくなったということである。当時資料

面の制約もあって、史実にも多くの錯誤がある。 

 陳儀の福建省での施政について、褚静涛が優れた研究を行った。彼は、2007 年に「陳

儀和福建的現代化（陳儀と福建省の近代化）」54という論文を発表した。そこで彼は、治

安の維持と経済建設の展開、台湾視察と会計監査制度の設立、人事制度の改善と権力の集

中、及び統制経済の展開という 5 つの部分から陳儀の施政を考察した。また、『国民政府

收复台湾研究』の第三章「陳儀与福建省政（陳儀と彼の福建省施政）」で、彼はその論文

より、陳儀の福建での施政をさらに詳しく分析した。陳儀の早期の経歴、省主席に就任し

た後の台湾視察と日本による台湾支配と建設の経験の学習、人事制度と参議会制度の改革、

統制経済の施行、及び省政府制度の改革などを考察した。褚静涛の研究は、他の研究より、

史実について大きく進展したが、日本の公文書など日本側の資料を使用せず、陳儀の親族

などの回顧録を利用しただけであったから、日本との関わり、特に陳儀の日本留学の経歴

                                                                 
52

 厳如平、賀淵『陈仪全传』人民出版社、2011 年、464 頁。 
53 張富美「陳儀与福建省政」陳琰玉、胡慧玲編、前掲書、9－26 頁。 
54

 褚静涛「陳儀和福建的現代化」『閩台文化交流』2007 年第 1 期、56－63 頁。 
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などに関しては、史実の錯誤が少なくない。より重要なのは、褚静涛の研究は国民政府の

台湾接収をめぐって展開したので、陳儀の福建省の施政を考察していたが、台湾との関わ

りに重点を置いたことである。直接的な台湾視察と日本による台湾支配と建設の経験の学

びはもちろん、省政府制度に関する検討も行なったが、それらをすべて戦後陳儀の台湾支

配に関する考察に基礎づけるために行なった分析である。そして、陳儀の福建施政そのも

のについて、陳儀施政の形成の経緯、政策理念、及び台湾と関係ない実際の政策などは、

多く無視された。 

それ自体は特に悪いとはいえないが、台湾施政に重点を置いたため、当然ながら福建省

施政については光が当たらない部分が多くなった。しかし、一年半だけの台湾施政に比べ

て、七年半以上の福建省での施政が陳儀により多くの影響を与えたことは、容易に想像し

うる。しかも、陳儀にとって、福建省での施政こそが真に初めての地方統治の経験であっ

た。それ以前、彼は 1925 年から 1926 年まで約一年にわたって対立していた両勢力の間の

前線と言える徐州市の駐在軍隊の総司令官に担当した。軍閥混戦の時代なので、軍人が民

政に関与したのは、通常の例である。しかし、軍閥混戦だからこそ、陳儀にとって地方治

理よりは軍事面の責任が多かった。また、1926 年 12 月、陳儀は浙江省主席に任命された

が、一ヶ月も経たないうちに、解任された。そのような二回の地方治理の経験は、陳儀の

施政に関しては特に役立ったとは到底言えないだろう。しかし、1934 年から 1941 年の福

建省での施政においては、中央政府の信頼と支持を受けて、陳儀は比較的に安定した政治

状況のもとで、政策を施したのである。もちろん、1937 年の後半からは、日中戦争の影

響を受けた。しかし、中国の他の沿海地域と比べると、福建省が日中戦争に受けた影響は

相対的に少ない。その長期間の施政は、陳儀に多くの経験、教訓、及び部下などの人脈を

もたらした。褚静涛を含め、多くの研究者が示したように、それは台湾接収の準備から実

際の施政まで、陳儀の役に立ったはずである。しかし、福建省での陳儀施政そのものは十

分に検討されなかった。例えば、なぜ陳儀が福建省省主席に任命されたのか、陳儀が福建

省施政において任用した人事の詳細とか、褚静涛らの研究には、十分に検討されていなか

った。さらに、福建省と台湾省施政において、一貫した陳儀の近代化建設のアプローチや

民国政治史にそのアプローチの意味などについては、褚静涛らの著作があまり検討せず、

考察する必要が多くある。 

学者の頼澤涵は、｢陈仪与闽台浙三省省政：1926-1949（陳儀と福建省、台湾省、及び浙
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江省三省の政治―1926－1949）｣55で、陳儀が最高行政長官に担当した福建省、台湾省、

及び浙江省における施政を比較して考察し、三省における陳儀の政治と経済建設、人事登

用と派閥闘争、及び陳儀の施政に対する社会の抵抗（特に二二八事件について）などを

分析して、陳儀の施政に関する成功と失敗を解明しようとした。結論的に、頼は、陳儀の

失敗を彼個人の社会主義計画経済思想と頑固な性格に帰結した。本論文の最後の部分にも

強調したように、それは、本論文の結論と共通点が多い。しかし、資料の制約によるかも

しれないが、頼の論文には多くの史実面の錯誤がある。例えば、陳儀の出生と死亡の時期

に誤りがある。また、他の研究と同じく、その論文はやはり陳儀の台湾施政を中心に展開

したものであり、福建省などでの施政はそれほど重要視されていなかった。この論文は台

湾で「中華民國建國八十年學術討論会」という学会で報告したが、その報告の時のコメン

テーターである張玉法が指摘したように、二二八事件に関する部分だけで論文の四分の

三以上を占めているから、七年半の福建省の施政、一年半の台湾省での施政及び八ヶ月の

浙江省での施政という長い期間のできごとを比べて考えると、時間的なバランスを失して

おり、論文の枠組みに問題があるといえよう56。 

 

3、陳儀に関する回顧録と伝記 

 陳儀の台湾接収と施政、特に二二八事件は歴史的な影響力が大変大きかったため、上

述のような学術研究は、往々にして、その部分のみ、或いはそれを中心として分析するよ

うになった。その結果、人々に知られている陳儀像は、二二八事件研究の多くに示され

ている「無能的な官僚」或いは「武力鎮圧を積極的に主張する独裁者」という人物像が定

着した。 

 それに対して、陳儀に関する回顧録と伝記は、往々にして陳儀の一生を書き記し、多面

的な陳儀像を抽出している。だからといって、二二八事件における陳儀の責任を否定す

るわけでもないし、著者或いは編集者の立場によって評価するところも異なるが、中国大

陸においても、台湾においても、そのような伝記は全体的な陳儀を比較的に高く評価する

傾向がある。 

 以下、そのような回顧録と伝記を紹介する。 

 

                                                                 
55

 頼澤涵「陳儀與閩、台、浙三省省政( 民十五年─卅八年)」中華民國建國八十年學術討論集編輯委員會
編『中華民國建國八十年學術討論集 第四集: 社會經濟史組』近代中國出版社、233-369 頁。 
56

 頼澤涵、前掲文の付録、358 頁。 
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1）中国大陸における陳儀に関する回顧録と伝記 

陳儀が 1980 年に「中国人民の解放事業に犠牲した愛国人士」 と追認された後、中国大

陸では、陳儀に関する伝記を幾つか出版した。それ以前、各地の『文史資料』57には陳儀

についての回想的な文章が散見されていたが、全面的な著作は見られなかった。1987 年、

全国政治協商会議と浙江省政治協商会議の文史資料委員会が数人を組織し、「《陈仪生平及

被害内幕》编辑组」という編集部を設置して、『陈仪生平及被害内幕（陳儀の生涯と被害

の内幕）』58を編集出版した。それは、陳儀の親族、もとの部下たちの回顧的な文章をま

とめたものであり、中国大陸における初めての陳儀の一生を回顧した著作とも言える。『陈

仪生平及被害内幕』の文章の多くは、陳儀が「愛国人士」に追認される前に書かれて各地

の『文史資料』に掲載したものであるから、最初には幾つか批判的な部分もある。しかし、

1987 年に再編集する時には、陳儀をプラス的に評価するためにそのような部分を削除し

た59。ちなみに、この『陈仪生平及被害内幕』は、2013 年に『回忆陈仪（陳儀を回想する）』

60という書名で再出版された。実際の内容はまったく同じである。 

2004 年、文思が編集した『我所知道的陈仪（私が知っている陳儀）』61を出版した。そ

れは、全国政治協商会議、浙江省と福建省政治協商会議の数人の研究員が、実際に執筆し

て作成した陳儀の伝記である。『陈仪生平及被害内幕』のような、関係者の回想的な文章

をそのまままとめたものとは異なる。しかも、『我所知道的陈仪』は、中国社会科学院近

代史研究所研究員の丁銘楠に協力を依頼した62。丁は陳儀の甥であり、陳儀が台湾行政長

官と第二回浙江省省主席に担当した時に、台湾と浙江省で勤務したことがあり、1949 年

湯恩伯に中国共産党に投降することを勧める手紙も、彼が手渡したのである。陳儀のこと

をよく知っていた人であるから、この本の資料的な価値を評価することができる。2005

年、主に陳儀の姪である陳蓮芬が編著した『浙江文史资料第 76 辑：陈仪军政生涯（陳儀

                                                                 
57

 『文史資料』とは、中国各レベルの政治協商会議が出版した近代史に関する機関誌である。1959 年か

ら、統一戦線組織である中国政治協商会議は、中央から地方まで各レベルで戊戌維新以来の中国近代史
に関する歴史資料の収集、記述及び出版事業を展開し、各レベルの『文史資料』を出版した。しかし、

1980 年代なかばまでは「内部資料」として取り扱われ、公開出版しなかった。『文史資料』の内容は、
おもに歴史上に活躍した重要な人物が本人自ら語る回想録、当事者へのインタビュー記録、及び作者が

当事者や関係者などから取材、整理したある人物あるいは事件の記録などから構成されている。『文史資

料』の性質や歴史などについて、劉建輝「『文史資料』の価値およびその利用」国際日本文化研究センタ

ー編集『日中文庫目録』国際日本文化研究センター、2011 年、14－18 頁参照。 
58 《陈仪生平及被害内幕》编辑组編『陈仪生平及被害内幕』中国文史出版社、1987年。 
59 張富美「陳儀與福建省政（1934-1941）」陳琰玉、胡慧玲編、前掲書、13 頁。 
60

 全国政協文史和学習委員会編『回忆陈仪』中国文史出版社、2013 年。 
61 文思編『我所知道的陈仪』中国文史出版社、2004 年。 
62

 同上、「编者的话（編者の言葉）」。 
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の軍事と政治生涯）』63も出版された。また、2009 年、学者の厳如平と賀淵が書いた陳儀

の伝記である『陈仪全传（陳儀伝記）』64が出版された。陳儀の近親者による上述の二書

より、史実に関する記述はだいぶ進んでいたが、基本的な立場には同じである。すなわち、

『陈仪生平及被害内幕』を含める上述の四書はすべて中国共産党の革命史観に従い、辛亥

革命、北伐の国民革命、中国共産党の革命を是として、それらと対立した清王朝、北洋軍

閥、国民党政権を悪として中国の近代史を描き、最後に中国共産党に投降しようとした陳

儀の活動、及び台湾接収のための陳儀の役割をプラス的に評価した。 

 その四書の問題点は、おもに 2 つである。一つは、既述のように、ポジティブに評価す

るために、陳儀に関して批判すべき部分を無視する傾向があることである。もちろん、こ

れらは伝記と回顧録だから、イデオロギー或いは陳儀との親疎関係が評価を大きく左右す

る問題が常に有する。もう一つの問題は、陳儀の若年に関する記述に多くの錯誤が見られ

ることである。例えば、日本留学の時間、学校及び、自費か官費かについて、不確実な記

述が多い。時間的に長期にわたる歴史でもあるし、作成の時に日本や中国の公文書などの

資料をもあまり利用できなかったという問題点もある。また、作成に関与した親族はほと

んど陳儀のより後に生まれているので、陳儀の若年のことをあまり知らない。そのために、

そのような多くの錯誤があるのは想像しうる。 

 

2）台湾における陳儀に関する回顧録と伝記 

 民主化以来、台湾の世論と研究は、二二八事件のためにほぼ一面的に陳儀を批判した。

しかし、そのようなネガティブな評価とは相反する、陳儀のポジティブな評価できる側面

を書き記す本も幾つか出版した。2010 年、陳兆熙が編集した『陳儀的本來面目（陳儀の

本来面目）』65は、陳自身が書いた文章以外に、陳儀のもとの部下である鄭士鎔、沈雲竜

及び蔡鼎新がそれぞれ作成した陳儀に関する回想的な文章を収録した。また、2014 年出

版した王之相の『陳儀：為理想一生懸命的悲歌』
66
も、陳儀の生涯を俯瞰的に紹介したう

えで、陳儀の人格や抱負などを検討し、陳儀の理想主義者の側面を強調した。 

 この二冊の本は回顧録と伝記だから、それぞれの視角があり、全体的には陳儀をポジテ

ィブに評価した。特に、各文章は、陳儀の能力と清廉さや彼の近代国家建設の理想などを

                                                                 
63 浙江政協文史資料委員会編『浙江文史资料第 76 辑：陈仪军政生涯』浙江人民出版社、2005 年。 
64

 厳如平、賀淵、前掲書。 
65 陳兆熙『陳儀的本來面目』印刻文學生活雜誌出版有限公司、2010 年。 
66

 王之相『陳儀：為理想一生懸命的悲歌』黎明文化出版社、2014 年。 
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賞賛した。しかし、上述の中国大陸で出版した数書と同じように、資料としては利用する

価値があるが、専門的な研究書ではないので、政治或いは歴史から、陳儀の作為に対する

分析が非常に弱い。特に、王之相の『陳儀：為理想一生懸命的悲歌』は、陳儀の早期経歴

に関して、史実的に錯誤が少なくなかった。 

 

第三節 先行研究の問題と本稿の研究視角 

 

1、先行研究の問題 

上述のように、陳儀の福建省と台湾省での施政、特に台湾省での施政については、多く

の研究が蓄積されている。しかし、それらの研究は、陳儀の台湾施政を中心に据えて考察

する傾向があり、そのため、二つの大きな問題がある。 

第一に、すでに指摘したように、台湾を中心に据えて研究すると、福建省での施政を付

属的に取り扱ったり、或いは全く触れなかったりすることになる。しかし、福建省での陳

儀の施政は七年半以上であり、台湾では一年半だけである。もちろん、陳儀の台湾施政は

その後の歴史に対する影響が極めて大きかったから、台湾時代に重点を置いてきた先行研

究は、それなりの合理性を有する。しかし、陳儀の政治指導から見ると、彼の台湾施政よ

り福建施政のほうがもっと重要とまで言わないにしても、同じ程度には重要視する必要が

ある。 

第二に、陳儀の台湾施政を中心とする先行研究は、ほとんどが現実政治と緊密に関連す

る近代中国の国家統一あるいは台湾社会の民主化から考察するものであり、それらは価値

判断の色が非常に濃厚である。研究者の価値判断とイデオロギーによって、研究視角、使

用の史料、強調する側面、示す陳儀像も、全く異なってくる。中華民族的な民族主義に基

づく近代中国の国家統一を強調する研究では、陳儀は台湾光復に大きな役割を果たした政

治家であり、ポジティブに評価されている。一方、自由民主主義に基づく台湾本土社会か

らの視点に基づく研究では、陳儀は台湾における国民党政権を立てた最初の独裁者、しか

も多くの台湾本省人を殺害した二二八事件の責任者であり、極めてネガティブに評判さ

れている。つまり、台湾海峡両岸の分断、台湾内部の「統独紛争」の現実政治の文脈でど

のような政治的立場を取るかによって、陳儀の台湾施政に関する研究は価値判断に左右さ

れやすい。 
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しかし、歴史そのものから見ると、多くの先行研究が重視した、台湾回復が象徴する国

家の統一問題、及び台湾省行政長官公署の独裁が象徴する国家と社会との関係の問題より、

陳儀施政を通じて、両地域の国民政府化、すなわち、両地域で国民政府の実効支配の基盤

が固められたことがはるかに重要である。 

なぜかというと、理由は以下の通りである。まず、戦後台湾の中国復帰は、主に戦時中

の中米英の同盟関係、及び相互の外交交渉によって決められたものである。それについて、

陳儀はまったく関与しなかった。彼は、接収の準備工作を主導し、また実際に接収したが、

それは政治決定ではなく、実務執行のレベルにとどまるのである。台湾回復の実現に関す

る役割を検討する時に、国民政府の外交交渉がより重要ではないだろうか。 

第二に、台湾省行政長官公署の独裁体制について、二二八事件などに関する研究では

それが大きく批判されたが、それは陳儀の問題ではなく、国民政府の全体的な問題である。

なぜかというと、台湾だけではなく、国民政府が全体的に独裁体制を実行していたからで

ある。自由民主主義の立場から陳儀の独裁的な台湾支配を批判することには、合理性があ

るが、実際の陳儀の政治指導を研究する時には、焦点をそれに集中するべきではない。 

要するに、全体的な国民政府ではなく、福建省と台湾省での陳儀施政に焦点を当たると、

近代中国の国家統一問題及び国家と社会との関係問題は、その陳儀施政の中心テーゼでは

ない。 

多くの先行研究が重視したものに反して、福建省と台湾省での陳儀施政の中心テーゼは、

両省での陳儀の近代化建設、及びその近代化建設を通じて、福建省と台湾省における国民

政府の実効支配が成立、或いは固められたことである。 

理由は二つある。一つは、台湾接収や二二八事件ではなく、陳儀が行われた近代化建

設は、彼が真に追求したものであり、彼自身の施政において中心的な地位を占めたのであ

る。もう一つは、陳儀による両省での近代化建設を通じて国民政府の実効支配が成立し、

固められたのは、民国政治史においても近代日本政治外交史においても重要な意味を持

っているのである。福建省における陳儀の近代化建設を通じて、国民政府の実効支配は固

められることができた。その結果、東北や華北地域からの日本の中国侵入という北のルー

トと異なり、台湾を南進の基地として、台湾対岸地域の福建省や華南地域に侵入するとい

う南ルートは、それほど成功を収めなかった。また、その福建省で近代化建設に成果を上

げたからこそ、陳儀は台湾接収を主導する機会を受けた。その福建省での近代化建設も陳

儀の台湾接収に役立った。 
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一方、陳儀の台湾施政は二二八事件のような反政府騒乱を引き起こし、陳儀個人の失

脚という結末をもたらしたが、その後の台湾省政府、さらに国共内戦の失敗によって台湾

に移った国民政府は、その陳儀の失敗を鑑み、異なる近代化建設のアプローチを選び、自

身の支配の基盤を固めることに成功を収めた。その両省での陳儀施政は、もちろん国民政

府が台湾島に存続させることができることに役立った。 

 

2、本稿の分析視角 

そして、先行研究の問題という部分に述べた考えを踏まえ、福建省と台湾省における陳

儀の政治指導について、本稿は、陳儀による福建省と台湾省での近代化建設を分析視角と

し、民国政治史と近代日本政治外交史におけるその陳儀の近代化建設の意味を解明しよ

うとする。 

1）近代国家とは？ 

近代化は、政治や経済、社会など、様々な分野を包摂する巨視的な概念である。この中

国の清末民国時代に即せば、なにより国家建設であり、国家社会関係の整序であり、国

家による経済の統制開発であり、及び国家による社会事業の発展であった。そのうち、

明らかに近代国家の建設が最重要である。フランシス・フクヤマ（Yoshihiro Francis 

Fukuyama、1952-）が指摘したように、経済と社会の近代化を成功裏に推進するために、

国家は重要な前提である67。 

一方、マックス・ウェーバー（Max·Weber、1864-1920）によれば、近代国家は特定の

領域内で正当化された暴力を独占する組織であり、また、その暴力の独占は、理性的な機

構と持続的運営とともに、近代国家の本質になった68。ウェーバーが強調したその理性的

な機構は、すなわち近代官僚制度である。近代国家が採用する官僚制度は、理性的な分業

の支配下にあり、技術の特殊化と専門化に基づき、また、職員の募集と任用にしても、市

民に対する権威にしても、すべて特定の個人に関しない（impersonal）のである
69
。 

2）清代中国の地方官僚システム 

ウェーバーは、帝政時代の中国が家産国家（patrimonial state）であると指摘した70が、

フクヤマは、政治秩序を構成する国家制度の起源を検討する際に、官僚性などのような近

                                                                 
67 Francis Fukuyama , The Origins of Political Order: From prehuman times to the French Revolution, Farrar, Straus 
and Giroux, 2011, chapter30 参照。 
68

 Weber, Max. Economy and Society volumeⅠ, Berkeley: University of Ca lifornia Press, 1978, p. 56. 
69 Weber, Max、前掲書 chapterⅢと chapterⅪ参照。 
70

 Weber, Max. The Religion of China, New York: Free Press, 1951 参照。 
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代国家の多くの要件を揃えたので、ウェーバーが定義した近代国家制度は、秦代中国に端

を発し、漢代中国で人類史上最初に形成されたと主張した71。しかし、フクヤマが主張し

た古代中国の国家制度の衰退期、すなわち帝政時代の混乱期を除いて、国家制度が強く維

持された安定期においてもウェーバーの近代国家理論に合致しないものが二点ある。第一

に、伝統中国では、国家権力が社会の末端までに浸透することができなかった。第二に、

政府の官僚と役員に関する理性的な労働分業と技術の専門家は、あまり発展しなかった。 

例えば、最後の王朝である清王朝の政治システムは、以下のようなものである。 

最高指導者の皇帝から県などの最下層の地方政権まで、中央―省―地方（州県）という

三層構造72の政治システムにおいて、集権的かつヒエラルキー的な統治システムを有した

が、県の下の農村社会には正式な官僚システムが存在しなかった。多くの研究がすでに指

摘したように、中央の権力は、州県レベルまでにとどまり、農村社会には直接に浸透しな

かった73。 

清王朝において、農村社会に対する国家の支配は、主にブローカーシステム74を通じて

税収及びその他の行政事務を実行した。当時の州県政府は、人事にしても財政にしても極

めて混沌とした状態に陥っていた。 

県政府（あるいは州政府）は「知県」（あるいは「知州」）の「一人政府」である。「知

県」（あるいは「知州」）は正式な官僚として、ほぼすべての権力を持っていた。彼らは中

央政府に任命されるが、出身地では「知県」または「知州」になることができないと定め

られていたのである。彼の下に正式に設置された補佐官僚は「県丞」と「主薄」（州の場

合は、「州同」と「州判」）という二人のみである。しかも、その補佐官僚は極めて少ない。

1899 年の『清会典』によると、100 あまりの州政府に、32 人の「州同」と 35 人の「州判」

しかいなかった。約 1200－1300 の県政府には、345 人の「県丞」と 55 人の「主薄」だけ

を有したのである75。 

                                                                 
71 Francis Fukuyama、前掲書 chapter8 参照。 
72 清王朝の時の行政システムは基本的に以下のものである。中央政府、省政府、府政府、及び州或いは

県政府である。州と県政府は直接に一般民衆に直面して、民を治める最も下部の政府である。その上の

政府はすべて監督の責任を担当する政府である、すなわち、官を治める政府である。詳細については、

瞿同祖『清代地方政府』法律出版社、2003 年参照。 
73 例えば、蕭公權『中國郷村:論 19 世紀的帝國控制』聯經出版事業、2014 年。瞿同祖『清代地方政府』
法律出版社、2003 年。 
74

 そのブローカーシステムについて、Prasenjit Duara , Culture, power, and the state : rural North China, 
1900-1942, Stanford University Press, 1988、chapter2 参照。 
75

 瞿同祖『清代地方政府』法律出版社、2003 年、5 頁、22 頁。 
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また、州県政府には胥吏76という政府の一般労務を担当する補佐人員がいる。それらの

補佐人員は、当地の一般民衆あるいは賤民の中から任命する。胥吏には、正式な俸禄がな

い。その他、「知県」は私的な随員と行政幕僚を有する。それは政府の正式役員に所属し

ないので、「知県」（或いは「知州」）が自分でその費用を負担する。州県政府は、一般の

行政（戸籍登録管理や土地管理など）、税収、治安、及び司法などの事務をすべて担当し

ていたが、正式の財政制度は有しなかった。一方、「知県」（或いは「知州」）を含めて、

官僚としての俸禄は、一般的な生活を維持できないほど少なかった。その結果として、政

府運営のために、州県政府は農民から法定的な税収を大幅に超える税金を徴収する必要が

あった。 

一方、地方政府自身のマンパワーによって税金を徴収するのはほぼ不可能であるから、

一般には、知県（知州）は、定額の税金を自分に上納することを条件に、徴税の権力をブ

ローカーに賦与する。上述のように、地方政府を運営するために、地方政府が農民から徴

収する税の定額は、当然ながら地方政府から中央政府に上納する税金を大幅に超えるので

ある。正式な俸禄がなかった胥吏や農村社会に勢力が強かった宗族の長老、科挙試験の功

名を持っていた士紳などは、往々にしてブローカーになった。さらに、それらのブローカ

ーは、徴税を通じて自己利益を求めたため、腐敗問題が極めて深刻であった。 

要するに、清代において、中国は近代的な官僚制度を形成しなかったし、国家の支配は

間接的であり、しかも腐敗などによって非効率的である。 

3）清末民国期の地方政治システムの変遷 

清末において、列強への賠償金や近代化事業などのための莫大な資金の圧力があったた

めに、そのような地方政府の改革が展開された。 

20 世紀の始め、日清戦争と北清事変のため、清政府は莫大な賠償金を払う必要があっ

た。また、帝国列強の侵入の防止と中国独立の維持のために、清王朝は「新政」という改

革を推し進めていた。そうした各近代化的な事業と建設を展開するためには、それに従っ

て、多数の資金もいる。そのような資金の圧力によって、清政府は地方政府の改革を展開

し、その権力を農村社会に浸透させた。そして、ブローカーシステムを通じるのではなく、

直接農村社会から資源と資金を収奪しようとした。そのような「新政」改革は、欧米諸国

と日本をモデルとする近代国家の形成を目的とするのである。その意味での国家建設は、

                                                                 
76 ブリタニカ国際大百科事典によれば、胥吏とは、中国清代に地方官庁において、令状の送達、人身の

召喚、逮捕、看守などの肉体的労務に使われた人員を指す。 
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「近代的国家機構の構築を中心とするが、それのみにとどまらず国家機構を支える政治的、

経済的、社会的システムの構築、さらには社会意識そのものの変革をも意味」する。その

結果、「中国国家建設による独立の維持回復という中国ナショナリズムが誕生し、一九四

九年に至るまで中国政治の基底を流れていく」ことになるのである77。帝国列強の侵入に

直面して、そのナショナリズムは、新たな国家権力に正当性を付与する源泉になり、農村

社会への権力の浸透をも支えていた。つまり、独立し富強である「新中国」の建設という

ナショナリズム的な目標の下に、国家権力は地方レベルで行政システムの構築に取り組ん

だ。 

辛亥革命の後、憲法で共和制を規定した中華民国が成立したが、実際には、その共和制

度と地方自治などは表面上の条文に過ぎなかった。各地の実際の支配は、軍閥個人の独裁

支配に陥った。中華民国期にわたって、名義上の中央政府は存在したが、全中国を実質的

に支配する統一的な政権はなかった。中央政府は、軍閥の中最大の実力を有するものであ

った。各軍閥は、それぞれの地域を実効支配し、自分の地域内で近代化事業を建設してい

たが、利権の争いなどによってほかの軍閥と混戦し、また抗日戦争のような帝国主義の侵

略に抵抗する戦争にも突入した。近代化事業の建設にしても、戦争にしても、莫大な資金

と人力が必要であるので、それぞれの軍閥政権は、自分の存立のために、農村社会からよ

り多くの資金と人力を抽出するようになった。また、そのために、軍閥は、往々にして地

方政府の運営に土着勢力と提携していた。 

一方、県レベルの地方政府や農村社会においては、土着勢力、すなわち士紳や地主、宗

族、及び元の胥吏などは、軍閥と協力して実際の政権運営に参加し、地方政府の権力を大

きく捕獲した。こうして、清末以降、特に民国前期においては、地方レベルの中国の国家

建設があまり発展を遂げなかった。 

4）省レベルの陳儀の近代化建設 

省レベルの政治は、中国の政治構造全体のなかで非常に重要な位置を占めている。省は、

地理的にも経済的的にもある程度自己完結しており、社会慣習や文化、言語などにおいて

も、省内は概ね同一であったため、中央政府以下の最大な行政区画として、清代、民国時

代及び中華人民共和国時期においてもずっと続いている。軍閥割拠の民国時期においては、

軍閥は、往々にして特定の省或いはいくつかの省にまたがり、割拠して自分の地盤を作っ

                                                                 
77

 塚本元『中国における国家建設の試み―湖南 1919－1923 年』東京大学出版会、1994 年、5 頁。 
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た。省レベルの政治の変遷は、民国政治史の最重要な一部であり、北京政府或いは南京国

民政府という中央政府が国家を統合しようとした努力と挫折の歴史を反映している。 

中国近代化も省レベルで初めて展開された。太平天国の乱の後、南方地域の省の長官ら

は、太平天国運動の鎮圧によって、財政、軍事及び行政上において大きな自決権を持つよ

うになった。また、彼らは、戦争中に西洋における武器と工業の先進性を認識し、軍事工

業やその関係する管理組織において、中国の近代化建設を展開した。すなわち、中国近代

化の濫觴と看做される洋務運動である。中央政府の下における最大の行政区画として、省

は、充足な資源を調達して近代化建設を推し進めることができる。また、中央政府から独

立した時期はもちろん、中央政府の実効支配時期においても、省は大きな行政権力を授与

されたため、省政府による近代化建設は、中国近代化の中の極めて重要な一部であった。

清末以来、各省の長官は、多くの分野で近代化建設を推進した。特に国家民族存亡の危

機に直面した時代であるので、多くの政治家は、近代建設を通じて、独立し富強である新

中国を建設しようとした。陳儀は、そのような政治家の一人である。 

既述したように、福建事変の後、陳は福建省の省主席を務めた。それまでの福建におい

て、多くの軍閥が福建省の一部を割拠し、既存の土着勢力と提携して地方社会を支配して

いた。福建事変で第十九路軍は南京国民政府の中央軍によって撃破されたが、その他の軍

閥は国民政府に協力して温存された。また、地方政府の運営において政治・経済のブロー

カーを使わざるを得ない中国政治の構造も続いていた。そして、福建省主席に就任した陳

儀は、そのような政治構造に直面して、近代的な政府機構と官僚システムの建設を始め、

政府による経済開発、教育や衛生事業の建設をも展開した。 

一方、台湾は、日本の 50 年余りの植民地支配によって、伝統的な中国政治の枠組みが

改革され、植民地ではありながら、台湾内部では近代官僚システムを構築することができ

た。しかし、日本敗戦に従い、その日本人を中心に構成された台湾総督府の官僚システム

は崩壊した。陳儀の台湾接収は、近代官僚システムの構築を中心に展開した。 

要するに、陳儀の福建台湾施政は、西洋社会とは全く違う中央―省―地方（県とその

以下）という中国政治の三層構造の真ん中に位置する省を中心的な枠組としながら、近代

官僚システムの建設を中心に、政府による経済の開発や社会事業の建設を追求した。 

陳儀の福建台湾施政は、一部の業績をあげたが、多くの失敗をも喫した。それらは、

民国政治史においても日本近代政治外交史においても大きな意味がある。本稿は、陳儀

の近代化建設を考察しながら、その意味を解明したい。 
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第四節 資料と論文の構成 

 

1、論文の構成 

 上述のような認識を踏まえ、序論と結論以外に、本稿は三部に分け、その枠組みを下記

のようものとする。 

まず、第一部「国民政府に入るまでの陳儀の経歴」は、陳儀が生まれてから国民政府に

入るまでの経歴を詳しく検討する。 

第一部では、主に国民政府に入るまでの陳儀の教育と任官の経歴を追跡することよって、

陳儀の人生経歴能力理念人脈を解明したい。彼の能力と理念の解明は、彼の政治指導

及び実際の政策施行に対する理解にとって、不可欠である。また、福建省と台湾省での施

政において、陳儀は多く自分の側近を任用した。そのため、彼の人脈の解明も、必要であ

る。 

第一部では、辛亥革命と北伐戦争を区切り目として、陳儀の生まれから辛亥革命までの

経歴を第一章で、辛亥革命から北伐戦争までの経歴を第二章で、時系列的に陳儀の経歴を

考察する。 

 第二部「福建省における陳儀の施政」は、三章にわける。 

第三章「福建省主席になる前の陳儀の国民政府期の政治経歴」は、北伐戦争後、陳儀は、

いかに国民政府に入ったのか、また、いかに蒋介石に信頼重用され、さらにいかに福建

省省主席に任命された経緯を解明する。 

第四章「陳儀の政治と経済思想」は、主に福建省と台湾省時代の陳儀の講演に従って、

陳儀の政治経済理念を分析する。中国の現状に対して、陳儀は、いかなる認識を持って

いたのか。彼が追求した「新中国」はいかなるものなのか。また、そのために、彼は、ど

のような政治システムと経済発展の道を主張していたのか。これら陳儀の政治と経済理念

に関する問題を解明することを通じて、福建省と台湾省での陳儀施政に対する理念的側面

から検討する。 

第五章「福建省における陳儀の施政」は、主に、行政システム、経済建設及び社会と教

育建設を中心に、福建省での陳儀施政を考察する。陳儀は、福建省でどのように警察と治

安部隊を含めた行政システムを建設したのか、またいかにそのシステムを通じて地方社会

から資金と資源を徴収したのかを考察する。それによって、陳儀は、福建省での施政から

どのような経験と教訓を受けたのか、またいかなる人脈を蓄積したのか、さらにいかに失
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脚したのかをも解明しようとする。 

 第三部「台湾における陳儀の施政」も三章にわける。 

 第六章「台湾光復をめぐる国民政府の外交と内政」は、主に二つの問題を解明したい。

一つは、台湾はいかに第二次世界大戦後中国に復帰したのか、ということである。もう一

つは、台湾接収の準備工作について、中国大陸亡命の台湾人抗日者がどのような活動を展

開したのか、またなぜその台湾接収の主導権を獲得しなかったのか、ということである。

米国と戦後帰台した台湾人抗日者ら、陳儀の台湾施政（特に二二八事件）に影響を与え

た重要なアクターである。一部の米国の外交官と帰台した台湾人は、陳儀の台湾施政に反

対する勢力になり、陳儀の台湾施政の失敗の遠因にもなった。そのため、第六章は、上述

した両問題を考察する。 

第七章「陳儀と台湾接収の準備活動」は、主に陳儀が主導した台湾接収の準備工作を考

察し、特にその人事政策と接収の計画を分析する。陳儀施政期の台湾省行政長官公署の行

政システム建設と経済政策は、これらの準備工作と密接に関わっている。 

 第八章「台湾における陳儀の行政システム建設と経済建設」は、実際の陳儀の台湾施政

を考察する。特に彼は、どのような役員をリクルートして行政システムを建設したのか、

いかに統制経済を推進したのかを分析する。また、台湾省における陳儀の失脚を分析し、

それによって、陳儀の台湾施政の失敗の要因をも検討する。 

 この三つの部分を検討した上で、本稿は、最後に、人事政策と行政システムの建設を中

心に、陳儀施政期の福建省と台湾省の近代国家建設を全体的に評価し、また、民国政治史

と近代日本政治外交史における陳儀の意味を検討し、結論を述べ、終わりとする。 

 

2、史料について 

本論文が使用する史料は、主に中国大陸と台湾で出版或いは公開された「档案」78であ

る。その他、当時の新聞と重要な関連人物の回想録をも、重要な一次資料として使用する。 

 档案の資料は、主に以下のものである。まずは、先行研究のところにすでに言及した台

湾で出版した幾つかの資料集である。すなわち、台湾中央研究院近代史研究所が編纂した

『二二八資料選集』（全 6 冊）と台湾国史館が出版した『二二八事件檔案彙編』（全 18 冊）

という資料集である。また、中國國民黨中央委員會黨史委員會が所蔵する資料をもとに、

                                                                 
78 中国語の檔案（あるいは档案）とは、公文書やアーカイブの意味である。公開されて資料集に編纂さ

れているものにしても、公開しないで公文館に保存されているものにしても、すべて档案と称する。 
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秦孝儀などが編纂した『中華民國重要史料初編』79（全 7 編、22 冊）と『光復臺灣之籌劃

與受降接收』、『抗戰時期收復臺灣之重要言論』、及び『臺籍志士在祖國的復臺努力』とい

う一連の資料集も、重要な資料として使用されている。 

その他、中国大陸では、中国第二歴史档案館が所蔵する档案によって編纂された『中華

民国史档案資料彙編』
80
（全 17 冊）と『館蔵民国台湾档案彙編』

81
（全 16 巻 300 冊）が、

もっとも重要な資料として使われている。中国第二歴史档案館は、中国の南京に位置する、

中華民国時期の中央政府及びその直属する機構の档案を保存する中国の国家レベルの資

料館である。『館蔵民国台湾档案彙編』は、その档案館の所蔵する台湾に関する公文書な

どすべての史料を写真製版にして印刷したものであり、資料の価値が非常に高い。 

また、ウェブ上の大型データベースは、資料のアクセスに大きな便利を与えてくれた。

国民政府の成立して以来の中央政府の公報と台湾省行政長官公署の公報は、台湾の「総統

府公報影像系統」82と「台湾省政府公報網際網絡査詢系統」83というデータベースで利用

できるし、新聞については、中国の「晩清期刊全文数据庫（1833－1911）」84と「民国期

刊全文数据庫（1911－1949）」85という二つのデータベースが利用できる。この新聞に関

する二つのデータベースでは、それぞれ清末と中華民国時代に中国で発行されたほとんど

の新聞と雑誌が全文閲覧できる。それによって、陳儀および彼の幕僚たちが発表した文章

を多く入手した。国民政府の時期には、各省の省政府秘書処などは常に省主席の講演や報

告などの資料を編集して出版したので、それらはもちろん重要な一次史料として使われて

いる。 

また、日本のアジア歴史資料センター86というデータベースでは、国立公文書館、外務

省外交史料館、防衛省防衛研究所戦史研究センターが保管するアジア歴史資料のうち、電

子化が行われたものから順次提供を受け、公開している。そこの史料は公文書であるため、

信憑性が非常に高く、研究にもよく利用されている。 

 

 

                                                                 
79 秦孝儀など編『中華民國重要史料初編』中國國民党中央委員會党史委員會、1981－1985 年。 
80 中国第二歴史档案館編『中華民国史档案資料彙編』江苏人民出版社、1979―1997 年。 
81

 海峡両岸出版交流中心編『館蔵民国台湾档案彙編』九州出版社、2006 年。 
82 http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/ttsweb?@0:0:1:presidentdb@@0.6414865460618263。 
83 http://subtpg.tpg.gov.tw/og/q1.asp。 
84

 http://218.1.116.100/shlib_tsdc/product/detail.do?productCatId=5。 
85 http://218.1.116.100/shlib_tsdc/product/detail.do?productCatId=6。 
86

 http://www.jacar.go.jp/index.html。 

http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/ttsweb?@0:0:1:presidentdb@@0.6414865460618263
http://subtpg.tpg.gov.tw/og/q1.asp
http://218.1.116.100/shlib_tsdc/product/detail.do?productCatId=5
http://218.1.116.100/shlib_tsdc/product/detail.do?productCatId=6
http://www.jacar.go.jp/index.html
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第一部 福建省省主席になるまでの陳儀の経歴 

 既述のように、陳儀は、福建事変のあと、福建省省主席に任命され、戦争直後の福建省

で政権の再建を担当した。高く制度化された政治システム内部の地方最高長官に任命され

るのとは異なり、混乱期の政権再建には多くの人材と資源が必要であり、また当然ながら

陳儀の政治理念による影響も非常に大きいから、福建省省主席になるまでの陳儀の経歴、

学歴、能力、及び人脈などを考察する必要がある。 

第一部は、南京国民政府に入るまでの陳儀の経歴を追跡しながら、それらの問題を解明

し、福建省と台湾での陳儀の施政、特に人事システム建設の基礎的な分析を行う。 

陳儀は、清末という波瀾万丈の時代に生まれ、成長した人物である。この時代において、

西洋列強と日本からの近代的な政治、経済、軍事および科学知識という全面的な侵入に直

面して、清王朝は徐々に抵抗することができなくなり、近代的な改革を推進するようにな

った。一方、外国の侵入に際して暴露された清王朝の無能と腐敗は、清王朝の転覆と新政

権樹立を目指す革命勢力の興隆を招いた。朝廷でも民間でも、西洋を学んで一つの豊かで

強大な「近代的な新中国」を建設しようとした。この時代に生きた中国の志ある者は、す

べて近代科学の摂取に取り組む一方、中国内外の改革、革命、政治紛争および戦争という

時代の流れに巻き込まれた。もちろん、陳儀もそのような一人である。また、こうした時

代の流れこそが、陳儀の学識、能力、及び人脈を構築したのである。 

以下、辛亥革命と北伐戦争を区切り目として、清末時期と民国前期の陳儀の経歴をそれ

ぞれ一章として、国民政府に入るまでの陳儀の経歴を考察する。 

 

第一章 清末時期の陳儀の経歴：1883－1911 

 

第一節 故郷の少年時代――出生から第一回の日本留学前まで：1883－1902 年  

 

1、浙江商人の息子 

陳儀の原名は陳毅である。辛亥革命以後、陳儀に改名した。字は公侠、或いは公洽で、

号は退素である。1883 年、彼は裕福な商人の家庭の次男として中国浙江省紹興府東浦鎮
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に生まれ、父である陳炳庸（字は静斋）は、上海などで絹織物会社や銭荘などを経営し、

しかも1902年 7月から1917年6月まで日本横浜正金銀行北京支店の買弁として働いた87。    

買弁は、中国近代史において極めて重要な存在である。アヘン戦争の前、清王朝は、イ

ギリスなどの西洋諸国との通商貿易について、いわゆるカントンシステム88と呼ばれるシ

ステムの下に、行商制度という制限的な措置を採用した。外国商人は、政府が指定する僅

かな中国商人（いわゆる行商）としか取り引きできなかった。しかも中国に上陸すること、

及び中国人と直接にビジネスをすることは禁じられた。買弁は、行商の最重要な助手とし

て、外国商人との取り引きの実務を担当した。アヘン戦争の失敗によって、清王朝は幾つ

かの港を開放してそこでの直接貿易を許可することになり、さらにその後の幾つかの敗戦

によって、内陸まで外国商人の通商貿易を許可した。しかし、外国の会社は、中国市場及

び取引のルールや法律などの状況については、あまり詳しくなく、人脈も持っていなかっ

たため、スムーズに貿易を推進するためには、中国人に依頼するしかない。買弁制度は、

内外における外国人との貿易に最大限の便利を提供した。簡単にいえば、外国会社は買弁

を雇用して、中国商人との貿易に関するほぼすべての実務を任せ、やる必要があるのは商

品と資金を提供することだけであった。 

一方、買弁になる中国人は、事前に高額な担保金を外国会社に交付するだけではなく、

複数の信用ある会社或いは個人から担保を調達する必要がある。以上からわかるように、

買弁は、往々にして大きな財力を有し、中国社会において広い人脈を持ち、しかも外国会

社に非常に信頼される人である。買弁は、自分の報酬として貿易の総額から一定の割合を

受け取る。内外の貿易を独占したから、一部の買弁は巨額の資金を蓄積し、それを近代産

業に投入した。その上、外国のことに詳しく、しかも外国人との交渉も得意とするので、

一部の買弁は人材として政府に招聘され、近代産業の開発や外交なども担当した。つまり、

中国の近代化において、彼らは大きな役割を果たしたのである。20 世紀に入り、内外の

交流が深化するにしたがって、買弁制度の役割は弱まりつつあったが、依然として、中国

の内外貿易における最重要な制度として、各外国会社に採用されていた89。 

陳儀の父陳炳庸は、長年横浜正金銀行の買弁として北京という政治の中心地に働いてい

                                                                 
87

 傅文齢編『日本横滨正金银行在华活动史料』中国金融出版社、1992 年、438 頁。 
88 カントンシステム及びアヘン戦争後の上海システムについては、川島真、服部龍二編『東アジア国際
政治史』名古屋大学出版会、2007 年、8－10 頁参照。 
89

 買弁制度に関する研究は、Yen-p'ing Hao, The comprador in nineteenth century China : bridge between East 
and West, Harvard University Press , 1970；汪熙「关于买办和买办制度」『近代史研究』1980 年第 2 期、171

－216 頁参照。 
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たが、北京、天津、上海及び杭州などで絹織物会社と伝統的な金融機関「銭荘」をも経営

していた。そして、それらの地域で多くの人脈を有した。元来、彼は、広義上の浙江財閥

に属していた。浙江財閥は、民国政治に深い関わりがあり、特に蒋介石の南京国民政府に

対しては、財政上の基盤を提供した。しかし、辛亥革命およびその後の混乱によって、陳

炳庸自身は大きな被害を受け、影響力を減らした
90
。 

 陳儀は、紹興府の実家で育てられ、五歳から、三歳年上の兄の陳威と一緒に私塾に通う

ことになった。当時の紹興府の郷紳家族にとって、一人の息子を商業に従事させ、もう一

人の息子には官僚を目指させて科挙試験を受けさせるという、「官商」両方からの発展を

狙うのは一般的なやり方である。陳儀の叔父の陳炳熙は、科挙試験に専念しており、当時

すでに秀才という科挙制度下の最低の資格を取っていた。官僚になるためにはより一段上

の挙人を取る必要があるが、一般の私塾などで儒学を教えるのは秀才で十分であった。陳

炳熙は、隣接する浙江省首府の杭州市の大商人の蒋廷桂家族に招聘され、蒋氏一家の子孫

らに儒学を教え始めた。蒋氏家族は同じ紹興府東浦鎮の出身で、蒋廷桂の曽祖父から杭州

に定住していた。しかし蒋廷桂が幼い時には、太平天国の乱を避けるために、紹興に帰っ

て生活した。その後杭州に戻って、「蒋広昌」という絹織物会社を立て、それを徐々に杭

州市で最大の企業へと育てた91。陳儀と陳威は陳炳熙に連れられて、蒋氏一家の子供らと

一緒に儒学を教わった。 

そのなかには、蒋廷桂の次男である蒋抑卮（1875 年生まれ）もいた。彼は、1903 年日

本に留学し、帰国後浙江興業銀行を立て、浙江省、上海および江蘇省などの地域でめざま

しく活躍し、鉄道の建設や近代工業の発展などに大きな役割を果たした92。浙江財閥の一

員として、彼も清末民国時代の重要な資本家であった。 

1895 年、陳儀の母は、二人の息子を「官商」両方から発展させるという慣習に従い、

陳儀を実家に呼び戻し、紹興府の伝統的な金融機関である怡豊銭荘に入れて、学生として

商業に関する知識を勉強させた。三年後、陳儀は見習いの期間を終え、銭荘を離れ、再び

杭州に行き、新式学校の「求是書院」に入学した。私塾においても銭荘においても、陳儀

は賢く、知識欲が旺盛で、向上心を持っていると評価されていた93。 

 

                                                                 
90 傅文齢編、前掲書、438－440 頁。 
91 胡慎康「杭州蒋広昌綢庄発迹史」浙江省政协文史资料委员会编『浙江文史集粋 03 経済巻上冊』浙江

人民出版社、1996 年、201－207 頁。 
92 孫耀東、宋路霞「葉景葵、蒋抑卮與浙江興業銀行」『中国企業家』2003 年第 9 期、144－147 頁。 
93

 厳如平、賀淵、前掲書、6 頁。 
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2、民族主義を抱える革命青年へ 

日清戦争の失敗は、中国社会に未曾有の危機感を与えた。多くの中国知識人は震撼した。

そして、中国の政治システムと学問体系を反省して、政治や教育などの改革を求め始めた。

1897 年、改革に重点を置く維新思想を有する杭州知府林啓と浙江巡撫廖寿豊などの支持

で、「求是書院」と「杭州蚕学堂」が成立した。両校は外国人教師を招聘して、近代的な

科学知識をも教授した。それが、浙江省における近代高等教育の濫觴である。「求是書院」

はその後、「求是大学堂」及び「浙江高等学堂」と改名し、浙江大学の前身になった。同

じ 1897 年、廖寿豊の上奏文が清王朝に採用され、「求是書院」の隣接地に「浙江武備学堂」

が樹立された。そこでは、中下級軍官の養成のために、既存の旧式軍隊や新たに応募して

来た青年たちから学生を選び、近代軍事学を教授しはじめた。それは、浙江省で初めての

近代初級軍事学校であり、卒業者の多くが浙江省の新軍
94
に入った。1898 年、林啓は「養

正書塾」という杭州市で初めての近代中学校をも樹立した。それらの新式学校で学生は、

近代的な科学知識を学んだだけではなく、時代の影響を受けることもあり、革命的な思想

を主張する教員からの影響もあって、ほとんどが民族主義を抱く革命青年に成長した。

1911 年 11 月の浙江省での辛亥革命にあたって、それら新式学校の卒業生は、革命の指導

者及び主力軍になった。 

1898 年、陳儀は、兄の陳威と共に「求是書院」に入学し、そこで近代科学教育と民族

主義的な革命思想を受容した。 

成立当時の 1897 年に、「求是書院」は 30 人の生徒しかいなかった。授業を統括する「総

教習」は米国出身の宣教師である。授業では、中国の伝統的な儒学（いわゆる「中学」）

を教える以外に、英文、数学と物理など（いわゆる「西学」）も大きな比重を占める。1898

年の秋から、「求是書院」は拡大して内院と外院に分かれ、もとの 30 名生徒を内院に入れ、

新たに 48 人の生徒を外院に入学させ、その後 1899 年に外院への入学者枠を 60 名まで拡

大した
95
。陳儀と兄の陳威は、その 1898 年入学の 48 人の中の二人である。外院には 8 名

の教員がおり、4 名の「中学教習」は経書、史学、古文など中国伝統的な儒学の教授を担

当した96。また、その他の外国教員は「西学」を教授した。すべての科目は必修科目と選

                                                                 
94 新軍とは、北清事変の後から清王朝が編成した近代的な新式軍隊である。一般には新軍と略称する。
新軍は辛亥革命の時に最も重要な役割を果たした。 
95

 蒋絅裳「浙江高等学校年譜」章開沅など編『辛亥革命史資料新編 4』湖北人民出版社、2006 年、184
－189 頁。 
96

 金灿灿「求是書院中学教習考述」『浙江大学学報（人文社会科学版）』2013 年 04 期、65 頁。 
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択科目という二種類に分かれ、国文、英文、算学（数学）、地理、格致（物理）と化学な

どは必修科目であり、その後、体操も加えられた。選択科目は日本文、外国の歴史と地理、

音楽などである。また、物理と化学の実験室もあった97。 

革命活動に参加したことを考えると、陳儀兄弟にとって、近代科学知識の学習に比べ、

「求是書院」での革命思想の洗礼のほうが彼らの人生により重大な影響を与えた、と言っ

ても過言ではない。もともと「求是書院」は、列強の侵入に直面し、人材を養成して救国

に役立てるために設立されたので、学生に対し、時局への関心を特に要求した98。書院の

主旨も、維新と改革に重点を置いた。書院の「総辨」、すなわち責任者を兼任する林啓は、

学生に四つの必読書を定めた。それは、『求己録』99、『明夷待訪録』100、『天演論』101及

び『曽胡文集』102である。四つの本はすべて政治改革を主張し、しかも多かれ少なかれ革

命的な民族主義思想を含んでおり、それへ導くものであった。林啓の本意も、学生に「志

気を奮い起こし、民族意識を養成し、西洋の新思想を注ぎ込んで、そして自力更生を謀る」

103ということであった。多くの教員も、革命思想を宣伝した。例えば、国文の総教習であ

る宋恕は、章炳麟の満州排除論に賛同し、章の排満思想を主張する『訄書』を学生に勧め

たこともある104。教員袁毓麟が自分で書いた年譜にも、「庚子（1900 年）の秋、陳漢第の

招聘によって、僕は求是書院の教員になった。僕が教授するクラスには 20 人余の生徒が

いる。近年、僕は『訄書』と『新民叢報』の影響によって種族の観念を甚だしく深めた。

大半の生徒も知らず知らずのうちにそれを受けた。その他の教員、例えば孫翼中と汪曼鋒

も、同じ見解から講義している」105という記述も見られる。 

1898 年、維新派の官僚は、戊戌の変法が起きた当時の実質上の最高権力者である西太

后によって弾圧され、免職されるか、亡命するか或いは処刑された。また、1900 年の夏、

西太后は義和団運動を利用して列強に宣戦した。しかしその結果、八か国連合軍による北

京攻略を招くことになり、西太后は光緒帝を連れて西安に亡命した。すなわち北清事変で
                                                                 
97

 金敏「書院と洋学党之辨」『建築與文化』2007 年 05 期、16－19 頁。 
98 許建平「浙江最早的高等学校—求是书院」『杭州大学学报』第 17 巻第 2 期、1987 年 6 月、112 頁。 
99 『求己録』は、林啓の幕僚である維新派の陶葆廉が編集した本である。 
100 『明夷待訪録』は、明末の儒学者である黄宗羲の著作であり、専制政治を批判して、政治システムの
改革案を説いた。また、黄は明末の反清運動の指導者でもある。 
101 『天演論』は厳復の代表的な訳書である。本そのものはトマス・ヘンリー・ハクスリーの『進化と倫

理』を訳し、それに厳復自身のコメントを付したものである。中国で始めて社会進化論を紹介した。 
102

 『曽胡文集』は太平天国運動を鎮圧し、洋務運動の端緒を開いた曽国藩と胡林翼の文集である。 
103 銭均夫「求是书院之创设与其学风及学生活动情形」『国立浙江大学校刊』復刊第 151 期、1947 年、2
－3 頁。 
104

 許寿裳「纪念先师章太炎先生」許寿裳『章太炎伝』百花文芸出版社、2004 年、130 頁。 
105 袁毓麟『文藪自撰年譜』、北京図書館編『北京圖書館藏珍本年譜叢刊（第 196 冊）』北京図書館出版社、

1999 年、551 頁。 
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ある。同年の 8 月、湖南省では唐才常が主導して蜂起したが鎮圧され、唐は処刑された。

それらの事件は、青年学生に大きな影響を与えた。夏休みの後、帰校した「求是書院」の

学生は、それらの事件に言及する度に皆憤慨し、心身の錬磨と維新の促進を主旨とする学

生団体「励志社」を設立した106。書院の外院は、成績によって六個の班に分かれた。「励

志社」の中心的な組織者は、主に前二班の生徒である。同社の主な活動は四つある。第一

は、閲覧室を開設し、梁啓超などが編著する維新派の新聞「清議報」や外国の翻訳作品な

どを揃え、生徒たちの閲覧と討論を組織することである。第二は、新思想の紹介と民衆の

啓蒙を趣旨とする『杭州白話報』を購読し、しかも杭州市内の茶屋などでそれにしたがっ

て講演することである。第三に、外院の前二班の生徒の中に、学問が優れる人を推挙して

ほかの四班の生徒に「西学」を教え、彼らの宿題を添削することである。第四に、旧式の

私塾を改革して、新たに編著した教科書の使用を提唱することである
107
。 

当時、生徒の蒋方震108（蒋百里）は、処刑された革命党の唐才常を偲ぶ詩文を書いたの

で、書院の管理者の中の保守派に嫌われた109。しかし、維新派の教員などに保護され、彼

は、1901 年春、蒋尊簋らと一緒に日本に留学した。 

しかし、1901 年の後半の「罪辮文」事件は、「求是書院」に大きな打撃を与えた。清末

浙江省の最初の「文字獄」といわれるその事件によって、「励志社」が解散され、一部の

教員と学生は「求是書院」から離れなければいけなくなった。いわゆる「罪辮文」事件と

は、1901 年夏、上述の「励志社」の第三の活動、すなわち宿題の添削に関することに起

因する。第四班の教員の孫翼中は、「罪辮文」をタイトルとする論文の作成という宿題を

学生に要求した。そのタイトルからもわかるように、その宿題の主旨は、満族の象徴であ

る辮髪は罪であるのでこれを批判せよということである。さらに、添削を担当する第一班

班長の史久光は、最優秀と定める李斐然の論文のなかの「満清」という語句を「賊清」に

改めた。そして、慣例にしたがって、最優秀の論文をみんなに回覧した。結局、それは一

部の満族生徒と保守派郷紳によって政府へ告発された。幸いなことに、「求是書院」の管

理者陳漢第などの斡旋によって、地方官憲の取り調べる前に孫翼中などごく一部の学生と

                                                                 
106 蒋絅裳、前掲文、185 頁。 
107

 銭均夫「杭州求是学院罪辮文案始末記略」中国科学院歴史研究所第三所編『近代史資料』1957 年第 1

期、総第 12 号、58－60 頁。 
108 蒋方震の字は百里である。民国時代に、彼は、その字で、すなわち、蒋百里という名前で世に名高く

なった。しかし、彼の青年時代、また一部の公文書などにはほとんど蒋方震という名前で記述したが、
本稿では資料と場合によって、両者を使い分ける。 
109

 陶菊隠『蔣百里先生傳』文海出版社、1972 年、12－13 頁。 
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教員を退校させることで、事件は沈静化した110。蔡元培などの協力によって、史久光は事

件が生じたあと、すぐ日本留学に行ったし、孫翼中は、紹興府のある学校で短期間講義し

たが、その後同じく日本に赴いた111。両者はともに、清末の革命運動に積極的に関与した

人物である。 

蔡元培は、清末民国期の有名な教育家であり革命家である。彼は、「求是書院」と深い

関わりがある。蔡元培は、1890 年に科挙制度の最高資格である進士に及第し、さらに 1894

年には翰林院編修になった。翰林院編修は高い政治的社会的地位を有し、しかも実権があ

る高官に任じられるための近道である。しかし、1898 年の戊戌の変法が弾圧された後、

維新を主張する蔡は、中央政府の政治改革の欠如に失望して実家に戻り、「紹郡中西学堂」

の総理（校長）に就任して西学の教育に取り組んだ。「紹郡中西学堂」の総理を担当した

約一年間の後、彼は辞任して、杭州と上海に居留した。この二三年間、蔡元培は、書院の

管理者、教員および学生らと互いに訪問、面談して頻繁に往来した。彼の日記には、陳漢

第、宋恕、袁毓麟、孫翼中、史久光、許寿裳、周承菼と陳威など 30 余人の名が上がって

いる112。それらの人の間に、正式な組織はなかったが、学問の教学と時局の議論などを通

じて、非正式なグループが形成された。それらは、政治改革の主張と民族主義などの広が

りを促進した。そのような交流を有したからこそ、蔡元培は自分の高い地位を利用し、浙

江省の地方官憲を斡旋して、「罪辮文」事件の解決に尽力した。 

ちなみに、陳儀と陳威兄弟は、蔡元培と同じ紹興府出身で、しかも互いを熟知していた。

蔡の 1896 年の日記には、16 歳の陳威が彼を訪問にきたという記述もある113。また、陳威

は蔡元培の従姉妹と結婚したので、陳儀の家族は、蔡元培の家族と姻戚でもあった114。 

以上をまとめると、陳儀はそのような「求是書院」に 15 歳から 20 歳までという人生最

重要な五年間の青春期を過ごした。この間、彼は学校で近代知識の教育を受けただけでは

なく、勉強と交流によって民族主義思想をも受容した。また、意気投合する仲間を多く作

ったことは、その後の陳儀個人の人生と事業に役立った。 

 

                                                                 
110 銭均夫、前掲「杭州求是学院罪辮文案始末記略」、58－60 頁。 
111 馮自由「浙江之文字狱」『革命逸史（下冊）』金城出版社、2014 年、737 頁。馮は同時代の革命家であ

り、20 世紀 30、40 年代に自分の日記と手紙などによって『革命逸史』を書いた。 
112 銭斌、宋培基「辛亥革命前期蔡元培与求是书院事迹述略」『紹興文理学院学報』第 33 巻第 1 期、2013
年 1 月、8－15 頁。 
113

 蔡元培、1896 年十月三日の日記、中国蔡元培研究会編『蔡元培全集第十五巻』浙江教育出版社、1998
年、95 頁。 
114

 周作人『知堂囘想録』三育圖書文具公司、1970 年、198 頁。 
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第二節 第一回の日本留学：1902－1909 

 

1、留学の基本過程 

1902 年 9 月（光緒二十八年八月）、陳威が自費で日本に留学し、翌月陳儀も自費で日本

留学に行った115。また、同年秋、許寿裳、寿昌田、周承菼など 10 人の「求是書院」の学

生は官費（すなわち公費）で日本に留学に行った。前記の蒋方震、蒋尊簋及び史久光など

をも加えて、これら「求是書院」出身の生徒は、清末と民国時代の中国政治、経済、社会

および文化などの領域において、めざましく活躍した人物である。陳儀は、彼らの多くと

親交をもち、その後の政治経歴において交差したことも多々ある。 

日本に来た陳威は、財政学を専門として早稲田大学に入学し、陳儀は軍人を目指して成

城学校に入学した。成城学校は、1885 年文武講習館として設置され、翌年成城学校と改

称したが、陸軍士官学校と陸軍幼年学校への予備教育を実施することを目的とする。学校

の管理者や教員などいろいろな面で、日本陸軍から大きな支援を受け、それと深い関わり

があった。上述のように、日清戦争の後、列強の侵入に直面する中国は危機感を極め、有

識者らは軍事を始めとする各領域で西洋と日本に学び、中国を救おうとした。多くの青年

学生も「重文軽武（文を重んじ武を軽視する）」の観念を改め、軍事学問に身を投じ始め

た。一方、特に遼東半島の清国返還を要求した三国干渉など、ロシアやドイツなどの中国

大陸への拡張は、日本にも危機感を与えた。徳川時代の薩摩藩と佐賀藩などに起源を持つ

大アジア主義者は、西洋帝国に対抗するためのアジア連携と「中華帝国」に対抗するアジ

アへの侵略という両面性を有していたといわれる116。当時の日本陸軍参謀本部次長の川上

操六を始め、同じアジア主義の系譜に属する彼の部下の宇都宮太郎と福島安正などは、北

京の清国中央政府からは遠く離れ高い独立性を持つ、南方の有力な督撫である湖広総督張

之洞や両江総督劉坤一などを説得して、日本軍事教官の中国派遣と清国陸軍学生の日本留

学を内容とする協定を達成した117。そのために参謀本部は清国学生監理委員長を特設し、

また成城学校に清国陸軍学生の予備教育を委託した。因みに、川上操六は1889年から1899

                                                                 
115 浙江同郷会幹事『浙江潮』第 3 期、1903 年 3 月、第 1、4 頁。陳儀に関する伝記（例えば『陈仪全传』、

『陳儀生平及被害内幕』）などには、陳儀の養女の回憶にしたがって、陳儀の最初の日本留学の時間と自

費か公費かについては、常に「1903 年、公費で留学した」と記述していたが、『浙江潮』第 3 期には、

陳儀は 1902 年 9 月日本につき、しかも自費で留学したという記録が残っている。その『浙江潮』第 3

期は 1903 年 3 月の調査結果に従って同月に出版した雑誌であるので、その記録は信憑性が高いと思う。 
116 松浦正孝『大東亜戦争はなぜ起きたのか――汎アジア主義の政治経済史』名古屋大学出版社、2010

年、102－103 頁。 
117 楊典錕「日本陸軍士官学校的中国留学生―以第一至第十一期畢業生為中心的分析」『臺大歴史学報 49』

国立臺灣大学、2012 年 6 月、1－64 頁。 



 

37 
 

年まで、10 年間にわたって成城学校の校長を務めた。福島安正は清国学生監理委員長の

職を設立して、長い間自らそれに就いた。つまり、中国人軍事留学生の起源は、日本のア

ジア主義者らによる西洋帝国に対抗するためのアジア連携思想に発するのである。しかし、

その後の中華民国の歴史が示したように、それら日本の軍事学校出身の人たちは、ほとん

ど日本帝国のアジア侵略に対抗する際の中心人物になっていった。陳儀も、そのような一

面を有している。 

成城学校は留学生部を設置し、1898 年 7 月に第一期の四名の清国陸軍留学生を受け入

れた。それが、日本への中国人軍事留学の濫觴である。その後、成城学校への入学者は爆

発的に増加した。しかし、参謀本部清国学生管理委員長は依然として、最初の委託に従っ

て、定員 80 人だけの経費を交付した。そして、成城学校は経費を負担できなくなったの

で、1903 年 7 月をもって留学生教育を辞退するに至ったのである
118
。一方、清国の留学

生行政から見ると、義和団の乱の沈静化の後に来る光緒新政期において、清朝政府は、「中

央集権的な政策の一環として留日学生の管理に積極的になり、管理のための制度として

『管理遊学日本学生章程』を制定し、また管理機構として在外公館に留学生監督処を設置」

119した。それ前は、各省の督撫が自費留学生はもちろん公費留学生についても、派遣から

滞日中の監督まで主導したので、留学生の管理は散漫と混乱に陥った。清国政府は、管理

体制の一元化と管理機構の新設によって、在日留学生を中央政府の有効な監督下に置き、

彼らが革命に染まるのを阻止しようとした。そのうちで、中央政府による監督の影響を最

も受けたのは軍事留学であり、自費留学生が制限され、さらに不許可にされた。留学生の

進学や聯隊への入隊などについては、すべて清国駐日公使から日本外務省、そして外務省

から日本陸海軍の各機構へというルート（或いは逆の方向で）にしたがって進まなければ

行かなかったのである。つまり、清国学生の日本留学への管理のうち、軍事留学に対する

駐日公使による管理が最も有効であったといえる。そのような留学を権力管理下に置くと

いう清国からの要求、および成城学校の委託教育の辞退によって、参謀本部は、成城学校

の清国留学生部を独立させ、それをもとに中国人軍事学生だけを受け入れる専門学校、す

なわち振武学校を特設した。振武学校は成城学校の未卒者を受けて、1903 年 9 月から発

足した120。 

                                                                 
118 「成城学校八十年」編纂委員会編『成城学校八十年』成城学校、1965 年、36－38 頁。 
119

 川島真「清末における留学生「監督」行政」大里浩秋、孫安石編『中国人日本留学史研究の現段階』
御茶の水書房、2002 年、54 頁。 
120

 中村義「成城学校と中国人留学生」辛亥革命研究会編『中国近現代史論集 : 菊池貴晴先生追悼論集』
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当時の中国人軍事留学生にとって、通常の進路は以下のようである。まず、成城学校

（1903 年以後は振武学校）の予備教育を受ける。次に、下士官として一年間聯隊での隊

付勤務をする。その後、士官学校に正式に入学し、士官学校で一年半の士官教育を受ける。

最後に、見習士官としてさらなる半年の隊付き勤務をする。その後にようやく、正式の士

官という資格をもらえるのである。 

1904 年から 1905 年までの日露戦争は、当時の清国軍事留学生の留学過程に大きな影響

を与えた。日本陸軍士官学校の中国人卒業生は、清末と民国の政治史における最重要な人

材の一群であったと言っても過言ではない。彼らに関する研究も数多くある。しかし、彼

らの入隊、入学及び卒業の時期、特に日露戦争直後の第 4 期から第 6 期までの士官学校へ

の中国人留学生の入学と卒業時間については、諸説があり、多くの錯誤がある。陳儀に関

する伝記と研究においても、そのような誤りが多くある
121
。陳儀にとって、日本で軍事教

育を受け、しかもそれを通じて多くの中国人留学生と知り合ったことは、民国時代の彼の

活動を理解することに不可欠であるので、陳儀の日本留学の詳細を明らかにしなければな

らない。 

陳儀122は、1902 年の冬に自費で成城学校に入学した。1897 年の改定規則により、成城

学校の修業年限は、尋常中学科五年とその上の高等科一年である。1903 年 7 月の同校留

学生部の閉鎖に当たって、陳儀は 9 月から振武学校に転じた。振武学校の就学年限は幾つ

かの改定があるが、成立当時のものは 15 ヶ月間である123。陳儀は 1905 年の始まりに卒

業した。従来であれば、その後聯隊での隊付き勤務をするはずである。しかし、日露戦争

のために、日本軍はほとんど動員され前線に投入されたので、清国陸軍留学生は、1904

年 6 月から、聯隊への入隊ができなくなった124。それに対して、陳儀ら 23 人は、地図作

製技術者の育成を目的とする陸軍陸地測量部修技所に入学することを駐日公使に依頼し

た。駐日公使は 1905 年 2 月に日本外務省を通じてそれを陸軍大臣に依頼し、3 月、修業

年限は一ヶ年で、製図の大要の修得を目的とする留学が許可された
125
。1905 年 4 月 8 日、

                                                                                                                                                                                          
汲古書院、1985 年、251－276 頁。 
121 例えば、前掲の『陈仪全传』においては、陳儀の士官学校の卒業時間を 1907 年に記した。陳儀の娘

である陳文瑛が書いた陳儀の日本留学に関する文章にもそのような錯誤が多くある。 
122 ここで留意すべきのは、この時の陳儀は陳毅という氏名を使用していたことである。すべての史料に

は陳儀ではなく、陳毅が記されていた。 
123 小林共明「振武学校と留日清国陸軍学生」辛亥革命研究会編『中国近現代史論集 : 菊池貴晴先生追
悼論集』汲古書院、1985 年、277－310 頁。 
124

 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617800（第 57 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸軍
学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
125

 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617800（第 51－56 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
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陳儀は日本陸軍陸地測量部修技所に入学し、翌 06 年の 3 月 31 日に修了証書を授与された

126。1905 年 7 月、日露戦争の終結にしたがって、清国駐日公使は 04 年 6 月以来の 150 余

名の振武学校卒業生の聯隊入隊について、外務省を通じて三回に分けて入隊することを日

本陸軍省と交渉した。第一回は東京に居る学生の 7 月の入隊、第二回は当時中国などに居

る学生の 12 月の入隊、第三回は 06 年 4 月の陸地測量部修技所からの卒業者たちの入隊で

ある127。日本の陸軍大臣は、8 月に第一回の入隊を許可したが、その他の部分は時期が近

づいたら再検討すると返答した128。1906 年 3 月から、駐日公使がふたたび第三回の入隊

を依頼し、5 月に陸軍大臣から 6 月 1 日から第 4 師団への入隊という返事を受けた129。1906

年 6 月、陳儀は自分で希望した砲兵専門で第 4 師団野戦砲兵第四聯隊に入隊した130。 

清国駐日公使は、1905 年 9 月、翌 06 年の年末から約 400 名の学生を士官学校に入学さ

せてくれるよう、日本の陸軍省に協力を依頼した
131
。最初、日本陸軍は、毎年約 50 名の

清国学生の受け入れを承諾したが、400 名までとなると、設備や教員などが足りなかった

ので、陸軍省は長い間、清国駐日公使に返答しなかった。1906 年 7 月、陸軍大臣は、つ

いに清国学生の隊付き勤務の入隊時間を考えず、師団別に第一第二師団への清国学生の

06 年 12 月の士官学校入学（士官学校清国学生第 4 期）、および第三第四師団への清国学

生の 07 年 7 月の士官学校入学（士官学校清国学生第 5 期）という案を確定した132。陳儀

は、その 07 年 7 月に入学した砲兵科の学生の一人である。因みに、同 07 年 12 月には、

残りの第 5 師団から第 12 師団までに勤務する 200 余名の清国学生が士官学校に入学し、

彼らの修業年限は特例の一年に短縮された（士官学校清国学生第 6 期）133。そして、翌

08 年 12 月には、250 名以上の清国学生が見習士官として聯隊に入隊した。 

陳儀を含め、第 5 期と第 6 期の 250 余名の清国学生は、1908 年 11 月に士官学校を卒業

                                                                                                                                                                                          
軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
126 小林茂解説『陸地測量部沿革誌』復刻版（不二出版、2013 年）189、196 頁。 
127 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617800（第 57－78 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸

軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
128 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617800（第 83－85 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館) 
129 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617900（第 75－81 画像、第 90－92 画像）、在本邦清国留
学生関係雑纂／陸軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
130 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04014130700（第 23 画像目）、明治 39 年 「壹大日記」(防衛省防

衛研究所)。 
131

 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617900（第 7－21 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸

軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
132 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618000（第 18－21 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸

軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)。 
133 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618400（第 20－25 画像、第 40－41 画像）、在本邦清国留

学生関係雑纂／陸軍学生之部 第三巻(B-3-10-5-3_1_003)(外務省外交史料館)。 
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した。同年の 9 月 22 日、清国駐日公使は、すでに 08 年 11 月の士官学校を卒業していた

者たちの見習士官としての聯隊入隊について、外務省と陸軍省に依頼した134。これに対し、

陸軍大臣は 12 月 10 日に駐日公使に返答し、254 名の士官学校卒業の清国学生の聯隊入隊

を許可し、12 月 15 日の入隊と具体的な配分をも知らせた135。陳儀は、もともと勤務した

野戦砲兵第四聯隊に見習士官として入隊した
136
。その第 5 期と第 6 期の見習士官は 1909

年 5 月 31 日をもって勤務修了して退隊すべきであったが、革命党と目される数人が修了

の直前に日本陸軍の秘密書類を謄写したなどの不正が生じたので、5 月 15 日をもって全

員を退隊させた。254 人のうちに 47 人が入隊せず、7 人が入隊後規律違反とされ、合わせ

て 54 人が除名されたが、陳儀は、残った 200 人のうちの一人であり、無事に修了したの

である137。 

因みに、入隊しなかった 47 人は、士官学校から卒業した後、ほとんどが直接中国に帰

って勤めた。前述の不正事件によって、士官学校の中国人学生に対して、日本側は卒業後

の士官実習生としての隊付き勤務を取り消した138。そのため、陳儀を含むこの 200 人は、

日本式の完全な士官教育を受けた最後の中国人留学生とも言える。 

1909 年、士官実習生としての隊付き勤務が終わった後、陳儀は中国に帰国した。 

以上要するに、陳儀の第一回の日本留学は下記のようであった。1902 年冬に成城学校

に入学し、翌 03 年 9 月から振武学校に転学して、1905 年の始めに卒業した。同 05 年 4

月に陸軍陸上測量部修技所に入学し、一年後の 3 月 31 日に卒業した。その後、1906 年の

7 月に士官候補生として、第 4 師団野戦砲兵第四聯隊に入隊し、一年の勤務を経て 1907

年 7 月に士官学校に入学した。また、一年半の軍事教育を受け、1908 年 11 月に士官学校

を卒業し、見習士官として同野戦砲兵第四聯隊に入隊して、1909 年 5 月 15 日に退隊した。 

 

2、士官学校の第 4、5、6 期の清国留学生 

                                                                 
134 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618500（第 29－39 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第三巻(B-3-10-5-3_1_003)(外務省外交史料館)。 
135 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618500（第 69－92 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第三巻(B-3-10-5-3_1_003)(外務省外交史料館)。 
136 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618500（第 78 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸軍

学生之部 第三巻(B-3-10-5-3_1_003)(外務省外交史料館)。因みに、ここでは、陳儀の下士として野戦砲兵

第四聯隊の入隊時間を 1905 年 12 月と記したが、下士としての入隊勤務は通常一年であること、と陳儀

の陸上測量部修技所の卒業時間などから見ると、ここの 1905 年 12 月が誤記であることをわかる。 
137 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618900（第 77―78 画像）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸

軍学生之部 第四巻(B-3-10-5-3_1_004)(外務省外交史料館)。 
138 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619000（第 8 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸軍

学生之部 第四巻(B-3-10-5-3_1_004)(外務省外交史料館)。 
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 上述のように、士官学校の第 4、5、6 期の清国留学生は日露戦争のために影響を受け、

特別な学年区分と修業年限を定められた。本来ならば、もともと毎年受け入れる学生の数、

すなわち一期の数は、約 50 人に限ると日本側が決定した139が、実際には、途中で退校と

された学生を除いて、卒業者だけで第 4 期は 74 人、第 5 期は 57 人、第 6 期は 187 人であ

った。この他、一般には、一年ごとに一期の学生を入学させ、一年半修業して士官学校を

卒業させるという方式で行われた。その結果、同時に学校に修業している学生は二期のみ

であり、半年だけ重ねることとされた。それは、一期違えば、士官学校在学中を通じて互

いに熟知する可能性がないことを意味していた。しかし、日露戦争の影響を受けて定めら

れた特別な措置によって、一時期、第 4、5、6 期という三期の留学生が同時に士官学校に

修業するようになった。つまり、一時期、少なくとも 318 人が同時に士官学校に留学する

ことになったのである。 

また、第 4、5、6 期はもともとの入学時間の前後によって区分したわけではなく、隊付

き勤務の聯隊別で区分したのである。つまり、この特別な措置によって、この三期の学生

は、士官学校という場所で、互いに熟知する機会を有した。  

この点には、極めて重要な意義があった。 

まず、それは革命活動の拡大に役だった。清末において、東京の留学生は積極的に革命

活動を展開していた。そのうち、将来の革命のために、多くの学生が意識的に軍事学を勉

強したし、中国同盟会などの革命組織も軍事留学を広く提唱したのである。300 人以上が

同時に士官学校で修業していたことは、もちろん革命思想の広まり、革命組織の拡大に有

利な機会を与えた。結果から見ると、辛亥革命の時、この三期の卒業生が多く革命に参加

した。 

次に、それは個々人に極めて重要な人脈関係を提供した。辛亥革命以前には、士官学校

の清国人留学生は、合わせて八期の卒業生を有した。革命のために、第九期は未卒のまま

退学させられた。第十期は士官候補生として隊付き中で、士官学校にも入っていなかった。

このため、正式な学生は八期で、第 1 期から第 3 期まで、それぞれ 39 人、25 人、92 人で、

合わせて 156 人である。第 7 期は 55 人、第 8 期は 64 人で、合わせて 119 人である。第 4、

5、6 期の 318 人をも加えて、八期全部で 593 人、そのうち、第 4、5、6 期という 3 期の

318 人は半分以上を占めたのである。北清事変のあと、清王朝は、政治、軍事、教育など

                                                                 
139 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081618300（第 86 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸軍

学生之部 第三巻(B-3-10-5-3_1_003)(外務省外交史料館)。 
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で正式に改革を展開し始めた。すなわち「光緒新政」である。そのうち、軍事改革は、中

央軍事部門の改革と新設、新式軍事学校の設立、及び新式軍隊の編成から成っていた。そ

れには、もちろん多くの新式人材が必要である。そして、日本士官学校からの卒業生は重

要視され、ほとんどが中堅将校になり、中央軍事部門から地方軍隊に至るまで、比較的に

高い官職を担当した。また、衆知のように、辛亥革命の後、中国は、軍閥混戦にはいり、

軍人が実権を握るようになった。もちろん、もともと高い官職を占めていた士官学校の出

身者は、ほとんど実権を握った軍閥或いは高官になった。 

そして、半分以上の人数を占めたその日本士官学校第 4、5、6 期の卒業生が互いに構築

した人脈関係は、彼ら個々人の人生にとって重要なものであっただけではなく、清末民国

時代の中国政治史から見ても、特に重視される必要がある。実際には、民国時代の戦争に

おいても施政においても、彼らは往々にしてその人脈関係を利用した。例えば、第 6 期の

孫伝芳が福建省、浙江省、上海、及び江蘇省などを支配していた時、浙江省軍隊の安定を

図るために、彼は浙江省出身の第 5 期の陳儀を招聘して浙江軍第一師の師長に任命した。 

総じて、この特別な措置によって、第 4、5、6 期の士官学校中国人卒業者は互いに熟知

しあい、特別な人脈関係を構築した。それは、民国政治史において特別な意義を有するこ

ととなった。 

 

3、学校外の活動 

1）革命活動への参加 

陳儀は軍事留学生として、成城学校の時から軍学校の寮制度によって統制され、起きる

こと、寝ること、外出などについてはすべて厳しく規律されていた。そして、軍事留学以

外の留学生と異なり、校外活動も大きく制約を受けた。 

 しかし、彼もやはり、当時の日本留学の中国人留学生と同じく、積極的に革命活動に関

与した。戊戌の変法が失敗した後、康有為や梁啓超などの維新派は日本に亡命した。一方、

孫文などの革命派も、日本を拠点として活動を展開していた。つまり、当時中国の反体制

的な勢力が、日本に集中していたのである。彼らは、積極的に日本の中国人留学生の間で

宣伝活動を行った。日清戦争以来、特に義和団事件以後、中国の亡国危機に直面したこと

に対して、日本の中国人留学生の間には民族主義思想が高まり、政治結社の活動も活発化

し、しかもその組織が次第に急進化し、革命を指向するようになった。最初に成立した留

学生の組織は、「励志社」である。それは 1900 年に成立し、留学生の交流と志気の激励を
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主旨としたが、明確な政治主張はなく、満族と漢族の分別もなかった。1901 年、王寵恵

や馮自由らは「広東独立協会」を樹立した。1902 年 4 月、章炳麟や馮自由らは、「排満主

義」を主旨とする「支那亡国二百四十二年記念大会」を開催しようとした。これは日本官

憲に阻止されたが、影響は極めて大きかった。それ以来、「排満革命」、すなわち満族の清

王朝を覆すことを目的とする革命の思想と主張が高まった。「励志社」もそれに影響を受

け、「立憲改革」を主張する保守派と「排満革命」を主張する急進派とに分裂し、急進派

は「青年会」という組織を別に立てた。 

1903 年 4 月、義和団の乱によって中国の東北に占領したロシア帝国の軍隊は、その前

の清ロ条約によって撤去すべきであったが、ロシアは撤去しなかっただけでなく、占領期

に獲得した鉄道などの利権の承認、東北地域のロシアの勢力圏化などを含む密約の締結を、

清政府に要求した。東京の「朝日新聞」などがそれを掲載したので、留学生たちは憤慨し

た。東京留学の中国人学生は留学生大会を開き、義勇隊の組織や南洋と北洋大臣に主戦の

電報を送ることなどを議決した。すなわち、「拒俄（ロシアの略称である）運動」である。

その後、義勇隊は学生軍に改名し、体操訓練などを行った。そして、上海の教育会などの

組織と連動し、両地の「拒俄運動」は協力関係を築いた。5 月、学生軍は軍国民教育会に

改組し、二百人ほどが加入した。青年会のメンバーはほぼ全員が参加した。清政府はそれ

に対して、終始抑止政策を採用した
140
が、もともと盛んであった反満などの革命思想はさ

らに高まった。この運動については、「名義上は「拒俄」（ロシアを排除すること）である

が、実際には排満である」と言われている141。「拒俄運動」は、近代中国の民族主義と革

命運動の発展において、画期的な意義を持つ。これによって、立憲改革や反満革命などを

主張する多くの組織が発足し、立憲運動や革命運動が各地で展開されてきた。そのうち、

最も注意すべきことは、清末における極めて重要な革命団体である「華興会」と「光復会」

の発足である。 

 上述のように、1901 年、「罪辮文」事件が起こり、求是書院の学生らが樹立した「励志

社」は解散され、一部の教員と学生は求是書院から離れなければいけなかった。その「励

志社」は東京の最初の留学生組織の「励志社」とは異なる組織であり、「浙会」と同じ組

織である。すなわち、1900 年、求是書院および杭州の教育会の敖嘉熊、蒋方震、蒋尊簋

らは時事研究会を樹立し、「浙会」と名付けた。それを、「罪辮文」事件のために、書院の

                                                                 
140 張玉法『清季的革命團體』中央研究院近代史研究所、1975 年、272 頁。 
141

 同上、261 頁。 
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指導者である陳漢第が「浙学会」に改名した142。また、日本に留学した蒋方震、蒋尊簋、

王嘉榘らは、求是書院出身の学生を主体として東京で「浙学会」の活動を続け、積極的に

革命の宣伝と活動を展開した。 

1903 年、蒋方震らは、東京で浙江同郷会を樹立し、同年 2 月から浙江同郷会が『浙江

潮』という雑誌を発行し始めた。『浙江潮』は月刊誌で、求是書院出身の蒋方震や許寿裳

などが主要の編集者であり、蒋方震、魯迅143、陳威などが重要な投稿者であった144。『譯

書彙編』、『江蘇』、『湖北学生界』及び『浙江潮』など、中国人留学生によって発行された

雑誌は大いに民族主義と革命思想を宣伝した145。『浙江潮』は全部で 12 期まで発行したが、

現存するのは第 1－10 期である。10 期で合わせて 288 の論考の中で、民族革命を鼓吹し

たものが 17、民族思想を宣伝したものが 48、民権思想を鼓吹したものが 10、社会主義と

社会党を紹介したものが 11、学生運動を報道したものが 5、その他（文化芸術と世界大勢

など）が 197 であった146。特に「拒俄運動」以後、『浙江潮』は民族革命を鼓吹すること

にさらに力を注いだ。また、沈瓞民の回憶によると、「1903 年 10 月、蒋尊簋、王嘉榘、

許寿裳、沈瓞民ら東京の「浙学会」の会員十数人が早稲田大学の近くの王嘉榘の住所で第

一次会議を開き、秘密的な革命組織を別立て、外の革命志士と連絡して中国で武装蜂起を

起こすことを議決した」。その後、「東京にいた革命志士の陶成章、魏蘭及び龔宝铨などと

連絡して第二次会議を開き、陶成章と魏蘭を浙江省と安徽省に派遣し、龔宝铨を上海に派

遣し、沈瓞民を長沙に派遣して黄興と連絡して、革命運動を展開することを議決した」147。 

陶成章、魏蘭及び龔宝铨は軍国民教育会のメンバーであったが、もともと軍国民教育会

の指示を受け、浙江省などで革命活動を展開するつもりであった。その後、彼らは中国に

戻って、革命活動を展開し 1904 年の秋、蔡元培と提携し、蔡を会長として上海で光復会

を樹立した。また、同年年末から陶成章と魏蘭はふたたび東京に赴き、東京にいた「浙学

会」の会員と協商の上、光復会東京支会を成立させた。蒋尊簋、王嘉榘と許寿裳など求是

書院出身の「浙学会」の会員、及び周樹人（すなわち魯迅）などは、光復会東京支会の会

                                                                 
142 謝一彪「关于光复会创建的几个问题」『紹興文理学院学報』第 35 巻第 1 期、2015 年 1 月、13－20 頁。 
143 当時は周樹人という氏名を使用していた。魯迅という名前は民国時代から通用したのである。 
144

 劉訓華「近代留日学生的革命性—对《浙江潮》编辑群的历史考察」『江西社会科学』2014 年第 3 期、

125－129 頁。 
145 張玉法、前掲書、13 頁。 
146

 同上、17 頁。 
147 沈瓞民「记光复会二三事」中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编『辛亥革命回憶録

第 4 集』文史資料出版社、1981 年、131－142 頁。 
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員である148。沈瓞民の文章には陳威と陳儀の名は出てこないが、その文章が中華人民共和

国が成立した後に書かれたものであることから考えると、国民政府の高官である陳儀を避

けて左翼知識人の魯迅と許寿裳を重点的に記載したであろうことは理解できるだろう。 

一方、陶成章が暗殺された後の 1912 年 8 月に、魏蘭が書いた「陶煥卿先生行状」とい

う陶成章の伝記に相当する文章には、陶成章と魏蘭が前後で東京に赴き、ついに 1905 年

陰暦の正月に黄興、秋瑾、陳威と陳毅（すなわち陳儀）などの革命志士と革命活動につい

て協議したという記述がある149。沈瓞民と魏蘭は共に当事者であり、しかも魏蘭が「陶煥

卿先生行状」を書いたのはまだ 1912 年であるので、その回憶は相当の信憑性があると思

われる。秋瑾は、陳静斋（陳儀の父）とは親戚である。彼女は日本留学に行く前に北京で

数年を過ごしたが、その時、夫との離婚についても、陳静斋に調停を頼んだ150。つまり、

非常に親しい関係である。そして、東京で留学していた初期には、陳威と陳儀の世話にな

った。陶成章が 1910 年に書いた『浙案紀略』によると、陶は陳儀と成城学校のクラスメ

ートであり、陳儀の紹介で秋瑾と知り合った。その後、陶の紹介で、秋瑾は徐錫麟と知り

合った151。なお、秋と徐は、1907 年の「浙皖蜂起」によって清王朝に殺害された。陳儀

と徐錫麟は同じく紹興市の東浦鎮の出身で、しかも両家族は共に当地で有数な裕福な大家

族であり、互いに親しかった。因みに、「浙皖蜂起」が失敗した後、すでに日本留学が終

わって北京で就職した陳威は、徐錫麟との往来が官憲に発見され、一時指名手配されたこ

ともあった152。また、上述のように、陳儀は蔡元培とも親しかったのである。 

『紹興市志』や陳儀の伝記には、すべて陳威と陳儀も光復会の会員であったことを明記

している。要するに、陳儀は、蔡元培、陶成章、秋瑾及び徐錫麟のような光復会の首脳人

物ではないが、それらの人物と親しく、光復会東京支会の成立と活動に積極的に関与して

重要な役割を果たしたと言っても過言ではないであろう。 

総じて、中国亡国の危機に直面して、日本留学時代の陳儀は求是書院時代よりさらなる

民族主義思想を受け、積極的に革命活動に参加した。 

2）陳儀の交友関係 

陳儀の日本留学時代の交友関係について、陳儀本人が残した資料は非常に少ない。しか

                                                                 
148

 沈瓞民、前掲文。 
149 魏蘭「陶煥卿先生行状」湯志鈞編『陶成章集（付録）』中華書局、1986 年、429－437 頁。 
150 林逸『清鑑湖女侠秋瑾年譜』台湾商務印書館、1985 年、50 頁。 
151

 湯志鈞編、前掲書、376 頁。 
152 汪林茂編『浙江辛亥革命史料集第六巻：浙江革命党人的活動』浙江古籍出版社、2014 年、307－308

頁。 
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し、関係者の回憶などによって、多少その様相が見えてくる。 

日本留学時代の陳儀にとって、学校外の交友には、地縁関係の影響が大きい。当時の中

国では、北京語に基いて形成された「官話」、すなわち中央朝廷が使用する言葉は、北京

周辺の人を除けば、教育を受けたわずか一部の人（殆どが官僚たち）によって話されるだ

けであった。各地にはそれぞれ方言がある。特に浙江省の一帯では、県ごとに言葉が相異

することもある。もちろん、同じ出身地の人の間では、共通語があるので、交友する可能

性は出身地の異なる人に比べて非常に大きい。また、当時は人間の移動がそれほど多くな

かったので、外地で生活していた同郷人の間には同郷会の組織が非常に発達した。清代中

国もそのような慣習がある。北京などでは、湖南会館や浙江会館など同郷会組織が多くあ

った。 

上述のように、蒋方震らは東京においても浙江同郷会を組織した。陳儀もこれに多く関

与した。一方、彼は自分の紹興同郷との間にも多くの交遊があった。1903 年の旧暦の正

月に、東京にいたすべての紹興府出身の留学生など 27 人は、紹興同郷会を樹立し、紹興

官府と地方エリートの同郷人に「在留東京紹興人寄回同郷公函」を送った。「公函」には、

中国の存亡の危機に直面して、救国のために、先進的な欧米は言うまでもなく、欧米を学

んで成長した日本からも多く学ぶことがあると強調した上で、教育、政治及び工芸という

三分野における近代日本の学校システム、議院の開設、警察と陸海軍の建設、近代工場の

発展などを詳しく述べて、紹興同郷の日本留学を呼びかけたのである153。それは、日本に

対する彼らの認識、及び彼ら自分の留学目的に関する認識を反映している。27 人の中に

は、陶成章のような清末の革命活動の指導者もいるし、清末民国時代の中国教育界に活躍

した魯迅、許寿裳と経亨頤などや、軍事と政治界に活躍した蒋尊簋、陳儀なども居る154。

1903 年以後、東京に留学に行った紹興人も少なくない。 

陳儀は、多くの同郷人と親交がある。特に、魯迅、許寿裳、邵銘之、及び蔡元康とはよ

く付き合った。魯迅の弟である周作人の回憶によると、許寿裳らが自宅で美味しい料理で

ごちそうするごとに、陳儀はいつもやってきた。また、陳儀は軍事学校に留学していたが、

魯迅らなどの文科学生とは話が合ったという155。陳儀が成城学校から卒業した後、軍服姿

                                                                 
153 「紹興同郷公函」薛绥之『鲁迅生平史料汇编』天津人民出版社、1981 年、204－214 頁。 
154

 同上、212－214 頁。 
155 周作人「陳儀的下場」钟叔河编『周作人文类编 10：八十心情：自叙・怀人・记事』湖南文芸出版社、

1998 年、55 頁。 
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の写真一枚を記念として魯迅に送ったこともある156。今残るものの中に、魯迅、許寿裳、

邵銘之と陳儀という四人が 1904 年撮影した記念写真が一枚ある。邵銘之は陳儀と一緒に

日本留学に行った。最初は東京の清華学校と正則英語学校で勉強したが、1905 年から札

幌農学校土木工学科に入学し、鉄道建設を勉強した157。邵は、休みの時には必ず東京へ魯

迅や陳儀などに会いに行った
158
。蔡元康については、前述のように、蔡元培の従兄弟であ

り、陳儀とは姻戚関係もある。彼は民国前期において、浙江省と江蘇省の高等審判庁庁長

（省の裁判所所長に等しい）を担当したことがある。 

その交友関係は、民国時代にも続き、一緒に事業を興したことも多くある。陳儀は、福

建省と台湾での施政に許寿裳などの力をも借りた。また、魯迅など以外に、同じく「求是

書院」出身で、しかも「公函」に署名した 27 人の一人でもある寿昌田は、国民政府期に

おいて、長期にわたって陳儀の部下として追随した。 

 

第三節 清末の陸軍部時代と第二回の日本留学：1909－1911 

 

1909 年の夏、士官学校を卒業した陳儀は帰国した。当時、清朝政府は、卒業して帰国

した留学生に対して「遊学卒業生」試験を行い、科挙制度を習って彼らの成績によって功

名を授与して官職を与えた。同年 11 月、陳儀はその試験を受けて、「挙人」という資格と

「協軍校」159という軍人の階級を授与された160。その後、彼は陸軍部に入職した。因みに、

陳儀の兄である陳威は、1906 年財政学が専門で、早稲田大学を卒業して帰国した後に、

度支部（すなわち財政部）に入職した。清末から民国前期まで、度支部及び中央銀行の大

清銀行と中国銀行において要職を担った161。 

                                                                 
156 周作人「陳儀与魯迅」钟叔河编、前掲書、168 頁。 
157 許晨「〔資料〕札幌農学校・東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学留学生一覧」『北海道大学大学文

書館年報』第 6 号、82－129 頁。 
158 周作人「許陳邵蔡」钟叔河编、前掲書、174 頁。 
159 協軍校は清王朝末期の兵制の中の階級の一つである。当時清王朝軍隊の軍官の階級について、上には

「都統」、「参領」、「軍校」という三階級があり、また一つの階級にはそれぞれ正、副と協という 3 つの
等級がある。さらに、「軍校」の下には「上士」、「中士」と「下士」を有する。協軍校は旧日本軍の大尉

か中尉に相当する。 
160 『清実録 60、宣統政紀（付）』中華書局、2008 年、430 頁。 

資料の中にはただ数人の名前を例示して、歩兵科挙人や砲兵科挙人などの兵種挙人と副軍校と協軍校と

いう階級、及びそれぞれ合計の人数を記したが、陳儀の氏名を明示しなかった。しかし、その留学卒業
生の試験は年に一回で、しかも氏名を明示したのはすべて上述の同年日本士官学校第四期、第五期と第

六期卒業の中国人留学生である。また、翌年、陳儀の日本再留学の時に「協軍校」という階級を有した
ので、陳儀は挙人と協軍校を授与されたことがわかる。 
161

 「中国銀行人物誌：中国銀行総裁陳威」 



 

48 
 

陸軍正則教育を目的とする初級学校（陸軍小学堂、陸軍中学堂）を漸次準備し、日本の

士官学校などの一般将校教育を行う学校を卒業してきた者の増加につれて、清王朝は、一

般陸軍学生の留学を漸次中止し、高級な軍事学の専門人材を養成するために、日本陸軍の

専門学校への留学を日本に依頼した162。その後、清国陸軍部は、1910 年 12 月 1 日（宣統

2 年 10 月 30 日）に将校学生の日本陸軍専門学校への留学を皇帝に上奏して許可された。

それによると、高級な軍事学による専門人材の養成と将来の中国における陸軍専門学校教

員の育成のために、清国陸軍部につとめていた日本陸軍の士官学校とその他の陸軍学校か

らの卒業生を毎回18名選抜して、日本陸軍戸山学校（体操剣術科と戦術科それぞれ3名）、

騎兵実施学校（3 名）、砲工学校（砲兵科と工兵科それぞれ 3 名）、及び野戦砲兵射撃学校

（3 名）に派遣するのである163。陳儀は、その専門学校留学の第一回目の一人として、日

本陸軍野戦砲兵学校へ派遣され、1911 年 8 月に修業して帰国した
164
。さらに、清国陸軍

部は、陳儀を第二回目の専門学校留学にも参加させ、日本陸軍砲工学校砲兵科に派遣する

つもりであったが、辛亥革命の勃発によって、その計画を中止し、陳儀を陸軍部に勤務さ

せた165。 

1911 年（宣統 3 年）の職官表によると、陳儀は軍学処輜重隊科の二等課員であった166。

清王朝は、義和団の乱の後、近代化を目指す「新政改革」を展開し始めた。1903 年 12 月、

中央に「練兵処」を新設し、全国の新式軍隊の編成を統一しようとした。その後、練兵処

で日本に軍事留学した経歴を有する中国人学生を多く任用した。練兵処には軍政司、軍令

司、及び軍学司という 3 つの司があり、その下にさらに 14 の科がある。科の長官である

15 人の「監督」のうち、9 人が日本士官学校の出身である167。1906 年 11 月、中央軍事部

門の兵部を陸軍部に変え、練兵処などを組み込んだ。陸軍部には軍政庁と参議庁という二

つの庁、軍需司や軍学司など十の司があった。1911 年 3 月（宣統 3 年 2 月）、軍学司は軍

学処に変わったが、職権については殆ど変わりがない。軍学処は、全国の各軍事学堂の教

                                                                                                                                                                                          
http://www.caijing.com.cn/2012-01-17/111627522.html  2016 年 3 月 12 日最後閲覧 
162 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06084906300（第 4－5 画像目）、明治 43 年乾「貳大日記 2 月」
(防衛省防衛研究所)」。 
163 「荫昌等为选派军职人员赴日学习专科并拟定章程呈览事奏折」中国第一历史档案馆「宣统二年归国留

学生史料」『历史档案』1997 年 02 期、68－69 頁。 
164

 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619600（第 36 画像目、第 41 画像目）、在本邦清国留学

生関係雑纂／陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
165 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619600（第 46 画像目、第 55 画像目）、在本邦清国留学

生関係雑纂／陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
166 内閣印鑄局編『宣統三年冬季職官録』文海出版社、1968 年復刻、369 頁。 
167

 張亜斌「晚晴练兵处初步研究」『首都师范大学学报（社会科学版）』2009 年增刊、55－59 頁。 

http://www.caijing.com.cn/2012-01-17/111627522.html　　2016年3
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育、部隊の訓練、及び軍官と兵士の専門教育を担当し、その下には、教育科及び歩兵など

6 つの兵種の科があった168。陳儀が就職した輜重隊科は、全国陸軍の輜重隊軍官と兵士、

及び各軍事学堂の輜重兵学生の教育と養成に関する制度、実際の訓練方法と標準化など、

すべてのことを統括する中央軍事機関である169。練兵処が成立して以来、清王朝の中央軍

事部門では、絶えず多くの日本陸軍士官学校出身の中国人留学生を任用した。輜重隊科科

長の陳蔚は陳儀の同郷であり、同時に日本陸軍士官学校出身の先輩でもある。また、同僚

のなかにも士官学校出身者が多く居た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
168

 李鹏年等编『清代中央国家机关概述』黑龙江出版社、1983 年、第 319、324 頁。 
169 全国图书馆文献缩微复制中心编『清陆军部档案资料汇编』全国图书馆文献缩微复制中心、2004 年、

119－121 頁。 
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第二章 民国前期の陳儀の経歴：1911－1926 

第一節 辛亥革命と浙江省軍政府時期：1911.11―1912.8 

 

 日本陸軍士官学校出身の中国人留学生は、帰国後、往々にして軍隊或いは軍事部門で重

用されていた。また、辛亥革命以後、軍閥戦争の背景の下、軍人たちが実権を握り、政治

の舞台で非常に活躍した。陳儀もその一人である。 

 

1、各省都督府代表聯合会の参加：1911.11―1912.1 

 義和団の乱の後、清政府は新政改革を展開した。そのうち、西洋型の新式軍隊の編成は

もっとも重要な一部である。しかし、南方地域の新軍170においては、革命党或いは革命思

想に傾いていた人が多くあった。1911 年 10 月、辛亥革命が起こった。最初は、武昌で革

命思想を持っていた、新軍の軍官と兵士を始めとする反政府的な勢力が、革命活動を起こ

して成功した。その後、全国で十数省が、多くの新軍を含んだ革命派、或いは清王朝に不

満を持っていた立憲派171などによって独立が宣言され、それぞれ軍政府を組織した。その

うち、浙江省は、1911 年 11 月 5 日、同じく新軍と革命派などが革命を起こし、成功した。 

新軍編成の時期は、各地で非常に異なる。浙江省の新軍編成は、1906 年から展開して

いた。しかし、辛亥革命の時、浙江省の新軍と革命派の中には全省での高い名望と権威を

有する人物がいなかったし、また権力闘争も存在した。妥協の結果、科挙制度の最高の資

格である進士の肩書を持ち、しかも浙江省諮議局の議長を務めたことがある、立憲派の指

導者湯寿潜を都督172に挙げた。しかし、実権は新軍（そのうち、多くの軍官が光復会の会

員である）と革命派（同盟会など）の手に握られていた。 

各省における辛亥革命が成功するに従って、革命側の最大の課題は、新たな全国政府と

政治システムの再建となった。浙江省軍政府は、地方政府としては、最も早くそれに取り

組んだ。 

1911 年 11 月 11 日、浙江省軍政府都督湯寿潜と江蘇省都督程徳全が連名で上海軍政府

都督陳其美に電報を送り、米国独立の時の第一次大陸会議を模倣して上海で臨時国会を組

                                                                 
170 清末に編成した新式軍隊の簡略語であるが、固有名詞として通用する。 
171 立憲派とは、清末に改良主義をもって憲政的な政治改革を主張する勢力である。立憲派の人物は、主

に「士紳」と商工階級である。 
172 都督とは、辛亥革命の後、革命側の各省に成立した軍政府の最高長官である。軍政府は、軍政にして

も民政にしても管理したので、都督は各省の軍政と民政上の最高長官である。 
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織することなどを発議した173。翌日、その臨時国会の組織に関する発議書を各省に送った

174。陳其美は積極的にそれに応じ、13 日に同じ内容の発議書を各省に送った175。上海は

安全が確保できる外国の租借地もあり、交通なども便利であるので、各省の代表が上海に

集まった。しかし、湖北省軍政府都督の黎元洪は、早くも 11 月 9 日に武漢で全国臨時政

府の組織に関する発議書を各省に送ったが、一部通信中断のため、各省に実際に届けられ

たのは、時間的に前後した。11 月 15 日、上海では十省の代表が各省都督府代表聯合会を

樹立した。一方、広東省と湖南省などの四省は黎の電文により、15 日にはすでに代表を

武漢に送った。その結果、上海と武漢で二つの全国的な臨時代表組織が併存した。双方は、

相手側に自分の場所への移動を望んだが、相談の上、連絡のため一部の代表が上海に残る

以外は、その他の上海側の代表が武漢に移動することを決めた176。11 月 28 日、各省都督

府代表聯合会は武漢に赴いた
177
。 

陳儀は辛亥革命後、北京から南下して故郷の浙江省杭州府に帰ってきた。彼は、周承菼

と連絡を取った。浙江省で辛亥革命に参加した新軍のなかでは、官職が最も高かったので、

周承菼が革命側から浙江軍隊の総司令官に推薦された。上述のように、周は陳儀と同じく、

求是書院と日本士官学校の出身であり、二人は互いによく知る仲間であった。周は、11

月 26 日、陳儀を浙江省の代表に任命して武漢に派遣した178。 

11 月 29 日、各省都督府代表聯合会の代表は次第に武漢に着いたが、清王朝の政府軍は

すでに武漢の一部である漢口城を占領し、武昌城も陥落しそうになったので、代表たちは、

漢口の英国租借地に集まった。11 月 30 日から 12 月 7 日まで、代表会は、数回の会議を

行い、『中華民国臨時政府組織大綱』や、清朝中央政府の実権を握っていた総理大臣の袁

世凱との平和交渉政策などを議決した。12 月 2 日、革命側の江蘇省と浙江省の連合軍は、

南京を攻略した。それを知った代表会は、南京を将来の中央政府の所在地として、全員が

南京に移ることを決めた。 

12 月 12 日から、武漢や上海などからの代表が次第に南京に来た。武漢の時よりさらに

多くの代表が南京に集まった。彼らは、まず武漢で議決された『中華民国臨時政府組織大

                                                                 
173 程徳全「程德全汤寿潜致陈其美电」『民立報』、1911 年 11 月 11 日。 
174 「江浙两省代表雷奋等致各省电」上海社会科学院歴史研究所編『辛亥革命在上海史料選輯』上海人民

出版社、1981 年、1063－1064 頁。 
175 陳其美「沪军都督陈其美通电各省都督文」『民立報』、1911 年 11 月 13 日。 
176 廖大偉「各省都督代表联合会述论」『史林』1998 年第 3 期、第 61－70 頁。 
177

 劉星楠「辛亥各省代表会议日志」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『辛亥革命
回忆录第六集』中華書局、1963 年、243 頁。 
178

 「总司令官致上海兵站电」『漢民日報』第十号、1911.11.26、新聞第一版。 
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綱』を追認した。また、12 月 16 日に「大統領」の選挙を行うつもりであった。しかし、

15 日に南京に着いた陳儀は、「袁世凱内閣の代表がすでに武漢に到達し、黎元洪と交渉し

たが、袁世凱内閣も共和制に賛成し、国民会議の後皇帝が退位する」179という情報を代表

会に報告した。袁世凱側と協力するためには、共和制が成功したら袁を大統領として選挙

することが必要であったから、陳儀の情報によって、臨時大統領の選挙は一時中止した。

その後、革命側と袁世凱側との間の「南北会談」は、うまく進んでいなかったし、革命の

指導者として名望が高い孫文も 12 月 25 日、海外から上海に帰ったので、代表会は、12

月 29 日会議を開き、孫文を中華民国臨時大統領に選出した。 

1912 年 1 月 1 日、中華民国が成立した。その後、各省都督府代表聯合会は最高立法機

関の参議会に改組した。陳儀は軍人出身であったから、その参議会の代表ではなく、浙江

省の新任の「軍統」の提案で、参謀本部に駐在する浙江省の代表に挙げられた
180
。その新

任の「軍統」とは、新たに浙江省軍隊の総司令官に就任した蒋尊簋のことである。1911

年 12 月 29 日、軍隊内部の紛争によって、総司令官の周承菼が辞職した181。その後、浙江

省軍隊の総司令官は周から蒋尊簋に交代した。前述のように、蒋尊簋は求是書院の出身で、

1901 年、蒋百里らとともに日本留学にいった。彼は、1904 年日本陸軍士官学校を清国留

学生第三期として卒業したが、日露戦争のために見習士官として聯隊への隊付き勤務はで

きなかった。 

1906 年 2 月に、蒋尊簋は、改めて駐日公使を通じてその隊付き勤務を申し込んだ182が、

まもなく浙江巡撫の命令を受け、帰国して浙江省新軍の編成という重い任務を任せられた。

蒋は浙江弁目学堂を創設し、下級軍官と兵士の養成を展開した。その後、浙江新軍第二標

183の長官、すなわち標統を担当して、第二標を創設し始めた。第一標は旧来からの軍官と

兵士を中心に改編してきた軍隊であるので、新軍の編制に入れられても実質には依然とし

て旧軍である。つまり、蒋は浙江省の新軍の創設者とも言える。しかし、1907 年、秋瑾

と徐錫麟の浙皖蜂起事件のあと、彼は革命党ではないかと浙江省の当局に疑われ、またち

ょうど広西巡撫張鳴岐から新軍編成の要職につかないかという招聘状が届けられてきた

                                                                 
179 劉星楠、前掲文、250 頁。 
180

 湯寿潜「致省议会」中国人民政治協商会議浙江省萧山市委員会文史工作委員会編『萧山文史資料選輯

四――湯寿潜史料専輯』、1993 年、715 頁。 
181 「总司令官周呈请辞职文」『漢民日報』第四十二号、1911.12.29、新聞第二版。 
182
「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081617900（第 41 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸

軍学生之部 第二巻(B-3-10-5-3_1_002)(外務省外交史料館)」。 
183

 標は清末当時の軍隊の編制であり、当時日本の聯隊に相当する。 
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ので、広西に赴任した。その後、張鳴岐の両広総督昇進に伴い、蒋尊簋も広州に転職して、

広東省の新軍編成を担当するようになった。辛亥革命後、広東省軍政府が成立した。蒋は

軍政府の参議官をつとめていたが、実権は胡漢民などのような広東省出身の革命派に握ら

れていたので、彼は実家の浙江省に帰っていた。そのような経歴を有したので、周承菼に

対する不満の声が高まっていた時、蒋尊簋は多くの軍人から総司令官に推されたのである。 

蒋尊簋は、陳儀、周承菼と同じく求是書院、及び日本陸軍士官学校の出身であり、互い

に熟知しあい、しかも陳儀の能力に対しても高い信頼をおいた。ゆえに、蒋は、陳儀を重

用し、彼を総司令部の参議に任命した。 

こうして、陳儀は、革命が成功した後の浙江省軍政府の代表として、臨時国会に相当す

る各省都督府代表聯合会に参加し、『中華民国臨時政府組織大綱』の議決と臨時大統領の

選挙に重要な役割を果たした。ゆえに、彼は中華民国開国の元勲とも言える。また、代表

会における各省の代表、及び当時南京に集まった人は、ほとんど民国時期に活躍した人物

であり、しかも国民政府で要職を務めた人も少なくない。その経歴によって、陳儀も彼ら

と知己を得た。それは、その後の陳儀の事業に役立った。 

 

2、辛亥革命後の浙江省軍政府への参加：1912.1―1912.8 

辛亥革命後の初任の浙江省都督湯寿潜は、激変の時代に浙江省の建設に取り組もうとし

たが、全く力を発揮できなかった184。彼は数回辞任しようとしたが、浙江省軍政府での彼

の同僚などに引き止められた。しかし、1912 年 1 月、中華民国臨時政府の成立に際して、

湯は辞職し、中華民国臨時政府の交通部長に就任した。 

湯寿潜は、辞任の前に蒋尊簋を浙江省都督に推薦した。浙江省軍政府の実権を掌握する

中級軍官の多くは、蒋尊簋の元部下或いは生徒である。また、蒋は早くから同盟会と光復

会に参加した。このため、彼の都督就任は、浙江省軍政府の各勢力に受け入れられた。「浙

江旅滬学会（上海に寄居する浙江人学会）」と革命指導者の陶成章は、ともに蒋尊簋の都

督就任を呼びかける声明を発した185。1 月 13 日、浙江省各府の代表、光復党の代表、及

び軍隊参議部の代表、合わせて 22 人の投票が行われ、全員一致で蒋尊簋を浙江省軍政府

                                                                 
184 張皓「从汤寿潜到朱瑞，浙江辛亥革命的领导权问题与都督位置之争」『史学月刊』2011 年第 9 期、第

18－30 頁。 
185 「浙江旅沪学会电」『申報』1912 年 1 月 11 日、第 5 版。「陶焕卿电」『申報』1912 年 1 月 12 日、第 5

版。 
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の都督に選挙した186。1 月 15 日、蒋は都督に就任した。 

湯寿潜とは異なり、支持基盤が比較的固かった蒋尊簋は、都督に就任した後、実権を握

ろうとして、行政機関と都督府組織に関する一連の改革を展開した。彼は、「浙江都督府

軍事組織大綱」を発布し、都督府の下に、軍政司と参謀処を設立した。両者は「独立機関」

であり、浙軍総司令部の管轄外である。しかも、「各官省、軍隊、及び学堂などの軍務に

関することはすべてその二者に任せるし、部隊の派遣と軍官の任免と賞罰についても、そ

の二者を通じて都督へ報告して決定する」187。つまり、蒋尊簋は、その二つの部局を通じ

て浙江軍隊の実権を掌握しようとした。そのため、陳儀を軍政司の長官に任命し、蒋百里

を参謀処の長官に任命した。蒋尊簋は、陳儀と蒋百里の人格と能力に対して高度な信頼感

を有していた。 

一方、蒋尊簋の集権的な改革は、既成の権力者からの反対を招いた。浙江省で革命が成

功した後、軍隊の半分ほどは、混成支隊を編成し、軍官の朱瑞を支隊長に任命して、当時

やはり清軍に占領されていた南京へ進軍した188。その他の軍隊は、浙江軍総司令官周承菼

の指揮下で浙江省の各地に駐在した。最初の南京攻略のため、そしてその後の袁世凱との

南北平和交渉が一時破裂してから、北伐が行われたために、浙江省の軍隊は、十数倍に拡

大した。これら軍費の捻出のため、都督府は極めて苦しんでいた。都督府は、南北交渉の

成功によって、軍隊の削減と改編を展開しようとした。具体的にそれを担当したのは陳儀

である。それは、もちろん削減される部隊の反対と抵抗を引き起こした。その結果、陳儀

は反対勢力の攻撃のターゲットになった。 

浙江軍の内部には、もともと軍官の出身校による派閥があった。特に朱瑞ら南洋陸師学

堂出身の「陸師派」と保定の陸軍部陸軍軍官速成学堂出身の「保定速成派」が連合して、

蒋尊簋、周承菼、及び陳儀ら日本陸軍士官学校出身の「士官派」と対立していた。朱瑞ら

は、まだ南京に駐在していた時に、すでに「士官派」に批判を加えた189。1912 年 3 月上

旬、改革の綱領である「浙江都督府軍事組織大綱」が発布した後まもなく、陳儀は「浙江

省の軍隊には意見が極めて食い違し、その連絡と調和に苦しんでいるから、辞職を決心す

                                                                 
186 「杭州都督府电」『申報』1912 年 1 月 13 日。 
187 張皓、前掲文。 
188

 張効巡「浙江辛亥革命光复记事」汪林茂編『浙江辛亥革命史料集第七集』浙江古籍出版社、2013 年、

115 頁。張は当時杭州に駐在する新軍の低級軍官であり、杭州での革命活動とその後の南京攻略に参加
した。この文章は、1950 年代初めに張が書いた辛亥革命に関する回想録である。 
189

 葛敬恩「辛亥革命在浙江」汪林茂編『浙江辛亥革命史料集第七集』浙江古籍出版社、2013 年、137 頁。
葛は当時杭州に駐在する新軍の中級軍官であり、杭州での革命活動とその後の南京攻略に参加した。こ

の文章は、1960 年代初めに張が書いた辛亥革命に関する回想録である。 
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る」と述べたと伝えられ、蒋百里は「他人に漢奸と見做され、数回に辞職したことがある」

190というニュースをすでに流されていた。 

3 月 30 日、南京臨時政府は、浙江省の軍隊を第 5 軍に改編し、南京に駐在する浙江省

の軍隊を第 6 師に、浙江省内に駐在する部隊を第 25 師に改編した。朱瑞は、軍長兼第 6

師師長に任命された。第 6 師はもともと朱が長期間に率いた部隊であるので、それに対す

る朱のコントロールは極めて穏やかであった。第 5 軍の軍長に任命されたことで、朱は浙

江省軍隊全軍への実権を手に入れた。 

その後、朱瑞が率いる南京部隊が浙江省に戻った。それ以来、浙江省都督府内の権力闘

争はさらに激しくなった。特に陳儀は大いに非難された。5 月中旬、朱瑞は、「参議庁、

軍政司及び参謀処を一定の期限まで廃止する」ことを要求し、蒋尊簋は参謀処の廃止とそ

の一部の第 5 軍への移入に同意した。その後、朱瑞はまた「軍政司が後からできたもので、

重複的な施設だから、財政の浪費がより多い」と非難して、軍政司の廃止をも要求した191。

軍隊の実権を握っていなかった蒋尊簋は、仕方なく軍政司を廃止したが、陳儀を総参議に

任命して朱瑞らに抵抗しようとした。しかし、朱瑞が師長に担当していた第 6 師の 170

人あまりの軍官は、「蒋都督は人望が厚いので、全軍は蒋都督に対して異議がない。しか

し、個人的な親交関係のために、確実に劣等な官僚（陳儀を指す、筆者）を守るなら、我々

武人は自分が主張することにしたがって、自由に行動する」
192
ということを蒋尊簋に上書

した。その結果、7 月上旬、朱瑞らに迫られ、陳儀は杭州から離職し、上海に赴いた193。 

 7 月の末、大総統の袁世凱は、各省との連絡の便利のために、各省の都督にそれぞれ三

人の代表を北京に派遣することを要求した194。その命令を受けた時、蒋尊簋はすでに辞職

の届けを出して、中央政府から同意を得ていたが、陳儀をその代表に任命した。中央政府

に送った電文には、蒋は「自分が浙江省の軍統に就任して以来、最初は陳儀を軍事部の参

議に任命し、自分が都督になってからは軍政司長に任命したので、浙江省軍隊に関する計

画などについては、すべて陳儀が立案と施行を行なった」し、「陳儀自身も日本陸軍士官

学校と日本陸軍野戦砲兵射撃学校に留学したこともあり、中央の陸軍部に務めたこともあ

                                                                 
190 「浙江都督府要闻」『申報』1912 年 3 月 8 日、第 6 版。 
191

 「浙江军政司实行裁并」『申報』1912 年 7 月 1 日、第 6 版。 
192 「陈总参议离浙」『申報』1912 年 7 月 5 日、第 6 版。 
193 注 103 の新聞によると、陳儀は 7 月 5 日、上海と杭州の間の汽車快線で杭州から離れたが、直接に北

京に行くのか、上海に滞在するのかはまだ不明である。注 106 蒋尊簋の電文には「これから陳儀を北京
に派遣する」という一言があるから、1912 年 7 月、陳儀は上海に滞在したことがわかる。 
194

 「国务院转大总统令各都督遴选代表赴京电」『浙江公報』第 175 号、1912 年 8 月 5 日、第 3 頁。 
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った」ので、離職の直前ではあっても、「陳儀を代表の一人として北京に派遣すると決め

た」と記し、陳儀を大きく称賛して、彼を代表に任命する理由を詳しく説明した195。それ

は、陳儀に対する蒋の信頼と親交を反映しており、陳儀のその後の発展に役だった。その

代表任命に、中央政府が同意したことを受け196、1912 年 8 月、陳儀は上京した。 

上述のように、最初から権力紛争の泥沼に陥り、陳儀は、自分の能力と知識を十分に発

揮できないままに、浙江省軍政府から離職しなければいけなかった。陳儀にとって、浙江

省軍政府における任官の経歴は、当然ながら不愉快なことであった。しかし、その約半年

間の経験を通じて、陳儀は、浙江省の軍人の世界に知見を得た。それは、1920 年代彼が

浙江省の軍隊に引き返す際に役立つことになる。 

 

第二節 袁世凱時代と第三回の日本留学：1912―1919 

 

 上述のように、浙江省軍政府から離職した後、陳儀は北京に戻った。当時の中国政局と

いうと、南北間の平和交渉によって、袁世凱が中華民国の臨時大統領に就位し、南京臨時

政府の各部門も北京に移り、従来の北京の中央政府各部門と合併して、新たな中央政府を

形成していた。強い野心を持っていた陳儀にとって、北京に帰るのは権力中枢という、よ

り大きな舞台に上がったことを意味する。一方、陳儀のその後の経歴も北洋政府の変遷に

したがって、浮き沈みするようになる。 

1、袁世凱政府時代：1912―1916 

 中華民国南京臨時政府が成立して以来、中国では南北の二つの政府が対立していた。そ

の時、北京の清朝中央政府の実権を握っていた北洋軍閥首脳の袁世凱は、一方で革命派の

勢力を利用して清朝皇帝に退位を迫ったが、他方では、清王朝の勢力を利用して革命派に

妥協を強要した。 

1912 年 2 月 12 日、清朝最後の皇帝が退位した。2 月 15 日、袁世凱は南京の中華民国

臨時政府によって臨時大統領に選ばれた。また、袁は、2 月 29 日の北京での軍人による

騒乱を利用し、南京に赴いて臨時大統領に就任することを拒否した。逆に秩序の安定を理

由に、首都を北京に定め、臨時政府が北京に移ることを革命派に迫った。臨時政府の北京

入りにともない、3 月 10 日、袁世凱は、北京で就位式を行い、中華民国臨時大統領にな

                                                                 
195 「蒋都督遴选陈代表赴京电」『浙江公報』第 175 号、1912 年 8 月 5 日、第 3－4 頁。 
196

 「国务院转大总统令复宥电」『浙江公報』第 173 号、1912 年 8 月 3 日、第 5 頁。 
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った。 

袁世凱の個人独裁を防ぐため、革命派側は、北京に移る前に「中華民国臨時約法」を修

正し、国家の政治体制を大統領制から議院内閣制に変えた。また、正式な国会選挙の前に、

革命派の同盟会会員を内閣総理大臣に就任させることを妥協の条件として袁世凱側に迫

り、受け入れられた。しかし、北京政府の実権を握っていた袁世凱側は、主に革命派によ

って構成されていた内閣に協力せず、内閣の辞職を迫った。 

中華民国が成立して以来、政党政治が活発に展開されていた。革命派の中心である同盟

会は、指導者の孫文と黄興に次ぐ第三の人物である宋教仁の主導のもとで国民党に改組さ

れた。孫文と黄興は、政党政治から一定の距離を置いて、鉄道建設などに専念しようとし

た。その間、数多くの政党が成立したが、袁世凱を指導者とする北洋軍閥は、自分の政党

を樹立せず、国民党に次ぐ政党である「統一党」、「共和党」及び「民主党」という革命派

と袁世凱側の中間政治勢力を買収した。1912 年の末から 1913 年の始めに行われた地方議

会と国会の選挙で、国民党は大勝した。しかし、内閣総理大臣への就任を控えた宋教仁は、

1913 年 3 月 20 日、上海で袁世凱側に暗殺された。また、袁世凱は、国会の承認を得るこ

となく、幾つかの主権の損害を招くような条件で列強銀行団から莫大の資金を借りた。そ

れにより、袁世凱は、革命派を武力鎮圧するための財政的な裏付けを得た。そのため、こ

れらの事件は、革命派の大きな反発を引き起こした。しかし、武力で「二次革命」
197
を起

こすかどうかに関して、革命派は温和派と急進派に分裂した。袁世凱は、中央政府で権力

を集中しようとしただけでなく、地方政府、特に革命派が実権を握っていた南方の数省の

権力を獲得しようとした。 

1913 年 6 月中旬から、袁世凱は、革命派の江西省都督李烈鈞、広東省都督胡漢民、及

び安徽省都督柏文蔚を罷免した。彼らは、一時その免職を甘んじて受けた。しかし、7 月

上旬、孫文や李烈鈞などが上海で協議すると、武力で袁世凱に抗争する「二次革命」の発

動を決めた。7 月 12 日、秘密裏に江西省に潜入した李烈鈞は、もとの部下を動員して最

初に「反袁世凱闘争」を展開した。その後、江蘇省や安徽省など合わせて七省の革命派は、

それに呼応した。しかし、多くの省、及び商工界の人はそれを支持しなかったし、国民党

                                                                 
197 1913 年 7 月の反袁世凱闘争について、革命側は「二次革命」と称するが、袁世凱は「贛寧之役（江
西省と南京での戦役）」でそれを称する。贛は江西省の略称で、寧は南京市の略称である。主な戦闘が江

西省と南京で生じたからである。中華民国後期以来、中国国民党と中国共産党はともに孫文の革命を近
代中国の革命の正統に位置づけしていたから、全部「二次革命」を使用する。本稿では、主体によって、

どちらかを選択して使用する。 
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内部も分裂しており、武力革命を支持しなかった人も多くいた。結局、実力不足で、「二

次革命」は約一ヶ月で失敗に終わり、孫文らは再び海外に亡命した198。 

陳儀は、1912 年 8 月から北京に赴き、軍事顧問として、袁世凱の総統府軍事処に務め

ていた。秘書処と軍事処は総統府のなかの最重要な二つの機構であり、それぞれ文武両面

の事務の処理を担当する。しかし、軍事に関する実権は総統府軍事処ではなく、陸軍部に

握られていた199。 

上述のように、袁世凱は、各省の都督（特に南方の革命側が支配していた数省）に対し、

代表を北京に派遣することを要求し、それらの代表はほとんどが軍事顧問として登用され

た。袁の狙いは、主にそれによって革命側を籠絡することであった。例えば、軍事処の最

初の処長は黄興の側近である李書城である。しかし、袁世凱の腹心である唐在礼が実権を

握っていた。10 月 18 日、陳儀は少将に昇進した
200
。袁世凱は臨時大統領になると、新し

い将校階級制度に従って、多くの軍官の階級を昇進させたので、陳儀の昇進は特別なこと

ではない。同じ日に 20 人以上の階級が上げられた。それも一つの籠絡の手段である。 

陳儀は、革命派ではあるが、孫文らの「二次革命」に参加せず、逆に袁世凱側に協力し

た。彼は、1914 年 2 月 14 日、軍人を報奨する「三等文虎勲章」を授与された201。また、

浙江省都督の朱瑞も同月末、「贛寧之役」の際に陳儀が情報伝達などで貢献したため、彼

に勲章の授与を中央政府に申請した
202
。 

当時の時局、及び陳儀の経歴から見ると、「二次革命」の際の彼の行動を理解すること

ができる。 

陳儀は広義上の革命派に属するが、孫文らの同盟会ではなく、早期の光復会だけに加入

した。光復会は、主に浙江省出身の革命青年によって構成される革命組織である。1905

年、東京で成立した中国同盟会は個々の革命勢力の大連合であった。そのうち、最も力強

いのは孫文を中心とする「広東派（主に広東省の出身）」、黄興と宋教仁を中心とする「両

湖派（主に湖南省と湖北省の出身）」、及び章炳麟と陶成章などを中心とする「江浙派（主

に江蘇省と浙江省の出身」である。光復会の多くの会員は、個人として同盟会に加入した

                                                                 
198 汪朝光『中国近代史通史第六卷：民国的初建 1912-1923』江蘇人民出版社、2005 年。主にその第一章

と第二章参照。 
199

 唐在礼「辛亥前后的袁世凯」呉長翼編『魂断紫禁城：袁世凯秘事见闻』中国文資出版社、2001 年、

113 頁。唐在礼は、日本士官学校清国留学生第一期の出身で、袁世凱の腹心である。 
200 「臨時大総統令 10 則」『政府公報』十月十九日第一百七十一号、114 頁。 
201

 「大総統令」『政府公報』二月十五日第六百三十七号、3 頁。 
202 「浙江都督朱瑞呈大總統擬懇將贛寧肇亂後浙省盡心贊助探傳軍事之各界人員屈映光等分別給予勳章請

鑒核施行文並批」『政府公報』二月二十八日第六百五十号、22 頁。 
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が、組織としては同盟会に組み込まれなかった。 

初期の光復会は、指導者の秋瑾と徐錫麟が蜂起失敗で処刑されたあと、一時ばらばらに

なってしまったが、辛亥革命が生じる二、三年前に、章炳麟や陶成章などの努力で再建さ

れた。しかし、章炳麟らの「江浙派」は、常に孫文らの「広東派」との間に緊張関係があ

り、互いに激しく指弾しあったこともある。辛亥革命の時には浙江省などで協力したが、

互いに良好な関係を構築したわけではない。1912 年 1 月、権力紛争のため、陶成章は、

上海都督陳其美の腹心である蒋介石に暗殺された。陳其美と蒋介石はともに浙江省の出身

ではあり、しかも孫文の腹心である。その暗殺事件は、光復会と同盟会の間に緊張関係を

もたらした。章炳麟は、主に江蘇省と浙江省の立憲派陣営と協力して「統一党」を組織し

て、「反孫擁袁（孫文の反対と袁世凱の擁護）」の立場を取っていた。 

陳儀は、中国同盟会にあまり関わりがなかったし、後期の光復会の活動にも関与しなか

った。概して言えば、彼は、清王朝の打倒を主張する革命青年ではあったが、急進的な行

動派ではない。一方、袁世凱側も清王朝の打倒に大きな役割を果たしたから、中華民国の

創立者ともみなされていた。「二次革命」の際、民意を代表する国会は、北京で正常に活

動していた。本音ではなかったが、袁世凱は武力ではなく、国会の場で紛争を解決するこ

とを革命側に呼びかけた。そして、当時、多くの辛亥革命に参加した勢力は、孫文らを支

持しなかった。朱瑞が支配する浙江省も、孫文の「反袁闘争」に参加しなかった。 

「二次革命」を鎮圧した袁世凱は、権力集中のために、一連の措置を取った。1913 年

10 月、国会議員に対する買収と脅迫によって、袁は正式に大総統に選ばれた。11 月には、

彼は革命派との関わりを理由に国民党を解散し、国民党籍の国会議員を国会から除名した。

議院の大半を占める国民党籍の国会議員の除名に伴い、国会も定員を満たせず休会になっ

た。1914 年の始め、袁世凱は国会と地方議会の解散を命令した。また、内閣の中間勢力

を駆逐して、北洋勢力が内閣を独占した。その後、彼は、完全に自分の意志に服従する「約

法会議」を組織し、1914 年 5 月 1 日『中華民国約法』を議決して『中華民国臨時約法』

を廃止した。この『中華民国約法』は、『臨時約法』で定められた議会内閣制を大統領制

に変え、さらに大総統（すなわち大統領）にほぼ無制限の権力を賦与した。大総統は、国

会の承認を経ずに、官僚制度の制定、高級官僚の任命、及び宣戦と平和条約の締結などの

権力を有すると定められていた。同じ 1914 年の 5 月に、袁世凱は総統府秘書処を政事堂

に改組し、総統府軍事処を陸海軍大元帥統帥弁事処に改組して、行政権と軍権をともに自
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分の直属機構に移そうとした203。 

もともと軍隊の実権は、段祺瑞が総長に就いている陸軍部に握られていた。段は、袁世

凱の腹心であり、北洋軍閥のなかで袁に次ぐ地位を有する。彼は、軍隊の実権を握って自

分の勢力を拡大した。革命党との戦争の中、袁世凱はそれを容認したが、革命勢力を鎮圧

してからは、段の勢力を削減し始めた。そのうち、袁にとって、最も重要なのは、自分の

手で軍隊の実権を直接に握ることとなった。 

上述したように、彼は 1914 年 5 月 9 日、自分の直属の軍事機関として、軍事処を陸海

軍大元帥統帥弁事処に改組し、軍事に関する権力をその弁事処に交付した。その改組は、

主に、袁世凱、袁の腹心である王士珍、及び袁の軍事顧問である日本軍人の坂西利八郎に

よって計画立案された。統帥弁事処の内部の機構は、主に以下の通りである。最重要な

のは、陸軍総長、海軍総長、参謀総長、及び総統による特任の軍官 3 人と合わせて六人の

「大弁事員」である。そのうち、特派軍官である王士珍の権力が最も大きい。「大弁事員」

の下には参議処を設置し、8 人の参議と三人の参議候補を有する。参議らの主な仕事は、

政府の各関連部門の制度の設計と審査、各軍事学校の制度と課程の設定である。また、場

合によって、袁世凱は参議らを呼びつけ、特定の公務についての意見提出と処理を任せた。

参議処以外に、「大弁事員」の下には「軍政所」、「軍令所」および「軍械所」という三つ

の所があり、そこにはそれぞれ一人の主任が責任者として任命され、関連する業務を担当

した。また、弁事処の日常的な行政事務を処理する総務庁を設置し、袁の腹心の唐在礼が

その庁長に任命された204。 

陳儀は、蒋百里とともにその八人の参議の一人になった。陳と蒋は、最も「実務を取り

得る能力あり、また取りつつある」参議として、その能力と優秀さを袁の軍事顧問の坂西

に賞賛された205。軍閥時代の当時であるから、統帥弁事処は袁世凱直属の最高軍事機構と

して、普段から様々な事務を処理する必要がある。軍隊を有し、独立性が高い各省の都督

に関することはもちろん、外交にも多く関与した。例えば、日中間の二十一箇条交渉の際

に、弁事処が交渉に深く関与した206。 

上述のように、革命党を鎮圧して自分の権力基盤を固めた時に、袁世凱は一歩進んで権

                                                                 
203

 汪朝光、前掲『中国近代史通史第六卷：民国的初建 1912-1923』第一章参照。 
204 唐在礼、前掲文 113－116；「坂西利八郎から寺内正毅大将への秘密報告書（1914.7.18）」山本四郎編
『坂西利八郎書翰報告集』刀水書房、1989 年、19－20 頁参照。 
205

 「坂西利八郎から寺内正毅大将への秘密報告書（1914.7.18）」山本四郎編、前掲書、20 頁。 
206 「中国外交部收统帅办事处抄交奉天将军张锡銮等电 1915 年 4 月 8 日」黄紀蓮編『中日“二十一条”

交涉史料全编 1915-1923』安徽大学出版社、2001 年、138 頁。 
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力をさらに集中する改革を展開した。その過程で陳儀は中央軍事機構に抜擢され、袁に重

用された。それは、陳儀の能力と知識を発揮する舞台を提供した。一方、陳儀にとっても、

内政と外交に関する実務的な経験が蓄積し、人脈も広げる好機となった。 

 

2、第三回の日本留学：1917－1919 

 「二次革命」を鎮圧した袁世凱は、権力集中のために、一連の措置を取り、最終的には

帝制に歩みだした。1914 年 12 月、袁は、『大総統選挙法』を修正し、大総統の任期を十

年、しかも当選回数の上限についても制限なしと定めた。それだけでなく、次期大総統の

選挙人候補について、現任の大総統が事前に三人を決め、彼らの名前を書翰に書いてそれ

を秘密場所に入れた後施錠すると定めた。それは、清王朝時代の次期皇帝の選定制度とほ

ぼ同じである。地方政府に関しても、袁は、軍政と民政を分けて統治する「軍民分治」を

高唱し、地方都督の権力を削減しようとした。さらに、北京で「将軍府」を立て、多くの

将軍を北京に招致して、その身柄を監視しようとした。それは、北洋軍閥出身の地方長官

にも不満を募らせた。1915 年に入ると、袁世凱の側近が袁を皇帝に推戴すべく振る舞う

ことが次第に増えてきた。袁の長男である袁克定などの動きにより、秋からそのような活

動は頂点に達した。最終的に、12 月、袁世凱は帝制の回復を決定して即位することにな

った。同月、元雲南省都督であった蔡鍔は、北京から逃げて雲南に帰り、「護国戦争（中

華民国を守るための戦争）」を起こした。すると、それは、すぐ多くの省から支持された。

袁世凱の北洋軍閥に属する多くの地方都督と部隊も、蔡鍔側に対する戦争に消極的な姿勢

を取った。しかも最も実力を有する馮国璋は、数人の将校とともに公開で、帝制の廃止を

袁世凱に呼びかけた。1916 年 3 月、袁世凱は帝制を廃止して中華民国に変える命令を下

した。そして、6 月 6 日、袁は病気で亡くなった207。 

 1915 年 2 月から、中日間では「対華 21 カ条要求」に関する交渉が展開した。「対華 21

カ条要求」とは、日本政府から中国に提出した二十一箇条の要求を指し、そのうち多くは、

中国の主権を大きく損なうものであった。特に、第五条には中国地方政府が多くの日本人

警察を聘用する内容をも含んだ。「対華 21 カ条要求」は日中間の緊張を引き起こし、特に

中国の世論では日本を批判する声が高く、日本製品不買運動が各地で展開される結果とな

った。また、英米なども日本の中国権益独占に反対した。しかし、第一次大戦のために、

                                                                 
207

 汪朝光、前掲『中国近代史通史第六卷：民国的初建 1912-1923』第一章、第二章参照。 
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英米は特にそれを重視して取り扱う余裕がなかった。その結果、日本は第五条をあきらめ

るなど多少妥協したが、多くの要求を中国に迫った。 

 1916 年 10 月に登場した日本の寺内正毅内閣は、1917 年 1 月 9 日の閣議で対中政策を

決めた。ある日本人研究者によれば、それは、「二一ケ条要求ならびに反袁政策にみられ

る大隈内閣下での中国政策の刷新をはかり、中国の「内政上の紛糾」に干渉することなく、

日本の「指導啓発」と「援助」とを中国中央政権に与え、「政治、軍事及経済の施設」改

善をはからせることで日中提携関係を確立していくことを謳った」ものであった208。一方、

段祺瑞も、袁世凱死後の政局で実権を握るために日本の援助を求めていたので、日中はと

もに提携し始めた。 

 日本陸軍の最高軍事学校である陸軍大学校の中国人将校留学生の受け入れも、そのよう

な日中提携の一つの方面である。清末から袁世凱時代まで、中国政府は、高級将校の養成

のため、数回にわたって日本陸軍大学校の学生派遣を依頼したが、全て日本側から拒否さ

れていた。しかし、寺内内閣の対中政策によって、ついにそれが実現した。 

 寺内正毅内閣の対中方針がまだ決まっていなかった 1916 年 11 月末、中国参謀本部の王

士珍総長らは、北京駐在の日本公使館武官斎藤少将を訪問して、陸軍大学校への中国人将

校留学生の派遣を依頼した。王総長によると、日本陸軍士官学校出身の中国人留学生、し

かも帰国後中国の官衙または軍隊に任官し、成績が良好なものを日本側の都合で 5－10

名に選抜して派遣するつもりであると、斎藤武官が日本参謀総長に報告した209。しかし、

日本の参謀総長はそれに対して返信しなかった。そのため、1917 年 1 月 25 日、斎藤少将

は、対中新政策がすでに決まっており、北京駐在の日本人武官である青木宣純中将も中国

側に顧問として招聘されていたため、再び参謀本部に陸軍大学校の中国人留学生の受け入

れを催促した210。 

1917 年 2 月 15 日、中国駐日本公使の章宗祥は、日本の外務大臣に、陸軍大学校への留

学生の派遣を依頼した。2 月 18 日、斎藤少将は、日本の各専門軍事学校に派遣する学生

の配分などについて、総統府軍事参議の陳儀と相談し、陳儀は陸軍大学校への留学派遣を

依頼したことを参謀本部に報告した211。3 月 23 日、中国は派遣する 8 人の名簿を正式に

                                                                 
208

 斎藤聖二「寺内内閣における援助政策確立の経緯」『国際政治』第 83 号、1986 年、143 頁。 
209 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619700（第 63 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
210

 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619700（第 64 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
211

 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619700（第 69－71 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂
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駐日公使を通じて日本側に報告し212、日本側も、4 月 5 日、具体的な入学条件について、

中国側に知らせた。それによると、1917 年 4 月 25 日の入学から 1919 年 11 月の卒業まで、

授業と隊付き勤務を合わせて 2 年半の修学年限とし、また特別な秘密に関する授業を除い

て日本人学生とすべて一緒に教育を受けるということである213。陳儀は、その八人のうち

の一人となった。因みに、八人のなかの李祖植は病気のため 1917 年 5 月に退学した
214
が、

その代わりに入学した周亜衛は 1919 年 4 月から無断で登校せず、所在不明のため 1919

年 9 月に退学させられた215。その結果、1919 年 11 月、日本陸軍大学校を卒業した第一期

中国人留学生は 7 人であった。李祖植は、帰国後まもなく亡くなった。彼は、江蘇省の出

身ではあるが、父が浙江省で任官したから、小さい時は杭州で過ごした。兄の李祖虞は陳

儀と同じく「求是書院」の出身で、1930 年代陳儀が福建省省主席になった後、省政府に

つとめたことがある。また、周亜衛は、もともと浙江省軍隊の中層軍官で、光復会の会員

でもあり、浙江省での辛亥革命に参加して勝利した後に、保定の中国陸軍軍官学校で教育

を受けた。民国後期には、陳儀の経歴と重なる部分が多い。 

この第一期の後、第二期の 10 人が 1918 年 4 月に入学した。その中には、葛敬恩という

人物を有する。葛は、周亜衛と同じく浙江省新軍の中層軍官の出身で、辛亥革命が成功し

た後も、保定の中国陸軍軍官学校で教育を受けた。1920 年代以来、葛は長年陳儀の直属

の部下として仕えた。 

因みに、満州国の 14 人を除いて、日本陸軍大学校を卒業した中華民国人留学生は合わ

せて 35 人だけである216。そのなかの第一期の卒業者となったことは、陳儀の知識のレベ

ルを証明するだけではなく、その学歴により陳儀は軍事教育に関する官職を数回担当する

ことになった。1940 年代、彼は、中国の陸軍大学の校長を兼任し、また中央訓練団の教

育長に任命された。 

日本士官学校時代とは異なり、陳儀は陸軍大学校時代、少数の特別な科目以外に、日本

人学生と一緒に授業を受けた。日本陸軍大学校に就学していた学生は、すべて一定の実務

                                                                                                                                                                                          
／陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
212 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619700（第 91－92 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂

／陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
213 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619800（第 4－5 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／

陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
214 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081619800（第 13－16 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂
／陸軍学生之部 第五巻(B-3-10-5-3_1_005)(外務省外交史料館)」。 
215

 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081620200（第 85 画像目）、在本邦清国留学生関係雑纂／陸
軍学生之部 第六巻(B-3-10-5-3_1_006)(外務省外交史料館)」。 
216

 上法快男編『陸軍大学校』芙容書房、1973 年、182 頁。 
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経験を有する大尉と中尉の中堅軍人であった。しかも、日本人学生人数も多くなかった。

同期の陸大第 31 期には、70 人が入学し、60 人が卒業した217。少人数の同期生しかいなか

ったので、互いに知り合う可能性はもちろん大きかった。 

総じて、袁世凱死後の日中提携政策の利点によって、陳儀は日本陸軍大学校の第一期の

中国人留学生になった。そして、陸軍大学校の留学により、陳儀は多くの日本の軍人を知

り合うようになった。日本陸軍大学校で勉強した専門知識だけではなく、広がった人脈も

彼のその後の仕事に役立ってゆく。 

 

第三節 上海における実業と金融業経営時代と孫伝芳時代：1920－1927 

 

 日本陸軍大学校を卒業して帰国した陳儀は、軍閥混戦の時局に一定の距離を置いて、実

業に専念するつもりであったが、結局、政治的な紛争を免れることはできず、北洋軍閥の

混戦と国民党の北伐革命に巻き込まれた。 

 上海における実業と金融の経営、及び孫伝芳支配下の浙江省などでの経歴を通じて、陳

儀は初めて地方統治の経験を蓄積した。それは、彼の福建省と台湾での施政において極め

て役立った。 

 

1、上海における実業と金融業の経営：1920―1924 

 陳儀は 1919 年日本陸軍大学校を卒業した。その後、帰国した陳儀は、父の産業を受け

継いで、実業開発と金融業の経営に身を投じた。 

まず、実業開発について、彼は、中国近代実業開発の第一人者の張謇218の協力を得た。

張謇は、科挙試験の状元219ではあるが、官職に就かず、実業で救国することを主張し、清

末から積極的に実業開発に携わった。また、張は、商人や士紳などで構成され、立憲主義

を主張する「立憲派」の名高い指導者であり、湯寿潜と親しい。両者は、清末において全

国的な立憲運動を指導した。辛亥革命の後、張は一時期農工商部長を務めたことがある。 

張の実業は、主に二つの方面から構成されていた。一つは、彼の出身地である江蘇省の

南通市に設立した紡績工場である。南通市は、長江の河口地域の北岸に位置し、その対岸

                                                                 
217 上法快男編、前掲書、付録第七「陸軍大学校卒業者名簿」参照。 
218 張謇及び彼の実業事業について、藤岡喜久男『中華民国第一共和制と張謇』汲古書院、1999 年、 

藤岡喜久男『張謇と辛亥革命』北海道大学図書刊行会、1985 年、中井英基『張謇と中国近代企業』北海
道大学図書刊行会、1996 年参照。 
219

 状元とは、科挙試験の最高の資格である進士に関する試験に首席を取った人に与えた称号である。 
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地域は蘇州と上海である。当時の中国で商工業が最も発達していた上海とは遠くない。張

のもう一つの実業は、「蘇北塩墾事業」、すなわち江蘇省の北部の沿海地のアルカリ土壌の

改良と開拓事業である。その地域は、中国の伝統的な製塩場である。清王朝は長期間にわ

たってその土地開拓を制限したが、清末にいたって製塩場が衰えた。そのため、「新政改

革」期から、張謇は政府の許可を得て、大規模な土地開発と棉作を行った。その「蘇北塩

墾事業」は、実業の経営だけではなく、インフラの整備、村作り及び警察の設立など基層

行政事務をも含めたものであった。今も、当時の開拓会社の名前を冠して形成された村や

都市が、多く残っている。 

張がこの事業を始めた後、大軍閥である馮国璋を含めて多くの人が、その「蘇北塩墾事

業」に参加した。陳儀の親友である邵銘之は、1915 年「華豊公司」を設立した220。1922

年、陳儀は、邵銘之、兄の陳威などの 7 人と一緒に、上海銀貨 125 万元という莫大な資金

を投入して江蘇省東台県に「裕華墾殖」を設置し、張謇の「大豊墾植」から 27.4 万畝221の

土地を買収して開拓と綿作を展開した222。その「裕華墾殖」は、表面的には陳儀が興した

事業であるが、実質は中日の提携で、両方が利益をわかちあうことを契約で規定した223。

陳儀ら自身の有する資金が足りなかったので、資金のほとんどを日本の国策会社である東

洋拓殖会社から借りたからである224。東洋拓殖会社もその開発プログラムを大きく重視し、

外務省などに助力を求めた
225
。 

 その開拓について、陳儀は、専門人材と技術を極めて重視していた。彼は、多くの新設

備を購入し、「蘇北塩墾事業」に関与する各会社に最も優れた設備を使用した226。また、

「裕華墾殖」は陳儀による設立以来、天気観測を大きく重視し、比較的完全な設備を有し

たので、1930 年代には江蘇省建設庁と提携し、「測候所」という天気測量機構を設立した

                                                                 
220 中国政治協商会議江蘇省大豊県委員会文史資料研究委員会編『大丰县文史资料第七辑』姚恩栄、鄒迎

曦「1901-1949 年盐城市沿海盐垦公司与废灶兴垦的概述」大豊県文史資料委員会、1987 年、96 頁。 
221 畝は中国の面積単位で、一畝は約 667 平米である。22.7 万畝の土地開拓は、非常に莫大なプログラム
である。 
222「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04010773900（第 4 画像目）、対支借款関係雑件／会社ノ部 第
四巻(1-7-1-5_16_004)(外務省外交史料館)」。 
223 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04010773900（第 3 画像目）、対支借款関係雑件／会社ノ部 第

四巻(1-7-1-5_16_004)(外務省外交史料館)」。 
224

 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04010773900（第 14 画像目）、対支借款関係雑件／会社ノ部 第

四巻(1-7-1-5_16_004)(外務省外交史料館)」。 
225 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04010773900（第 2 画像目）、対支借款関係雑件／会社ノ部 第

四巻(1-7-1-5_16_004)(外務省外交史料館)」。 
226 中国政治協商会議江蘇省大豊県委員会文史資料研究委員会編『大丰县文史资料第七辑』姚恩栄、鄒迎

曦「盐垦公司和废灶兴垦」大豊県文史資料委員会、1987 年、30－31 頁。 
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227。 

「裕華墾殖」は、張謇の開拓会社と同じく、自前の警察機構をもち、町づくりにも取り

組んだ。それを通じて、陳儀は行政の基層と統治の経験を蓄積した。 

1920 年代の初頭、陳儀は、上海で金融業にも従事した。既述のように、陳儀は小さい

時に、伝統的な金融機構である「銭荘」で学んだことがある。1921 年、陳儀の父の陳静

斋の主導で、浙江省の絹織物業から資本を募集することによって、「浙江丝绸商業銀行（浙

江シルク商業銀行）」が成立した。その本店は杭州に置かれ、上海、湖州及び紹興に支店

が置かれた228。陳儀は、その銀行の運営などにおいて、父を補佐した。ちなみに、「浙江

丝绸商業銀行」は、崩壊に直面する北京財政部に資金を貸すなどのずさんな経営によって、

存続が難しくなった 1926 年に、上海で二番目の信託会社である「通易信託公司」と合併

した
229
。その「通易信託公司」の経営者は、浙江省温州府出身の黄群であり、陳儀と同じ

く、各省都督府代表会の浙江省の 5 人の代表の一人である。陳儀は、1924 年に孫伝芳の

部下になったにもかかわらず、父の銀行の合併に協力した。 

上海で金融業に従事していた時に、陳儀は上海の金融界で厚い人脈を構築した。特に、

数人の中心人物とは頻繁に付き合った。幼馴染で陳儀の長年の親友である蒋抑卮は、当時、

上海で非常に活躍した資本家である。陳儀は、蒋抑卮だけではなく、銭新之や李銘など重

要な金融家とも頻繁に往来した。銭新之らは、上海交通銀行の経営者であり、いわゆる「浙

江財閥」の中心人物であった。南京国民政府が成立すると、彼らは、蒋介石、宋子文らに

協力した。農村からの税収は無視できるほど少なかったし、一方、軍事などの支出は莫大

であったので、「浙江財閥」が南京国民政府の最重要な財政基盤になった。両者の関係は

極めて緊密であり、「浙江財閥」に属する多くの金融家は国民政府に吸収され、特に中央

銀行などで職を得ることが多かった。 

 陳儀は、上海で金融業に従事したことにより、経験と人脈を蓄積した。それは、後に陳

儀の福建省と台湾での施政に活かされた。陳儀は、両地域でともに「省営銀行」、すなわ

ち省が管理する銀行を設立し、自分の通貨を発行するのである。 

 

2、孫伝芳時代の政治経歴：1924－1926 

袁世凱が死んだ後、北洋軍閥は、権力闘争のため、主要軍閥の出身地によって、「皖系

                                                                 
227 「江苏省建设厅省会测候所工作总报告(二十三年七月至二十四年十二月):四五、东台裕华垦殖公司测候

所」 『江苏建设』1936 年、第 3 卷第 5 期、22－23 頁。 
228 姜建清編『近代中国银行业机构人名大辞典』上海古籍出版社、2014 年、546 頁。 
229

 徐寄廎編『最近上海金融史（下册）』上海書店、1926 年、108 頁。 
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（安徽派）」と「直系（直隷派）」に分裂した。1920 年、両者間の「直皖戦争」によって、

直隷派は大勝し、北京の中央政府だけではなく、長江沿岸の数省をも手に入れた。ただ福

建省と浙江省は、依然として安徽派の軍閥に支配されていた。 

 孫伝芳は直隷派の一員として、民国が成立して以来、長い間湖北省と江西省に駐在し、

しかも数回の抜擢によって早くから高級軍官になった。1923 年、孫伝芳は、部隊を率い

て福建省に進攻し、占領した。 

 既述のように、1912 年、権力闘争のため、蒋尊簋が浙江省都督から離職し、朱瑞が都

督として、浙江省を支配していた。しかし、袁世凱の帝制活動を支持したので、朱は、1916

年、袁が死んだ後、浙江省から駆逐された。その後、浙江省出身の呂公望が実権を握った。

しかし、1917 年、浙江省の軍隊内部の紛争によって、もともと上海に駐在していた安徽

派軍閥の楊善徳が浙江省に入り、支配し始めた。北洋軍閥が初めて浙江省を統治したので

ある。楊は浙江省に来たが、上海の支配を諦めていたわけではなかった。1919 年、楊の

病死によって、部下の盧永祥が浙江省を支配するようになった。楊と同じように、盧永祥

も上海の支配を諦めていなかった。なぜなら、上海地域は中国経済の中心で、莫大な税金

などの収入を有するからである。しかし、伝統的に、上海は江蘇省の管轄地域であった。

江蘇省を支配していたのは、直隷派の斉燮元であり、浙江江蘇の両省の軍閥が常に紛争

していた。 

 1923 年以来、浙江省と江蘇省の軍閥の対立が深刻になり、いつ戦争が勃発してもおか

しくない状況になった。上海を含めた江蘇省と浙江省地域、いわゆる「江浙地域」は、中

国において経済が最も発達した地域であり、列強の勢力も最も強い地域であった。商人や

列強、さらに支配していた軍閥も、税金の確保のために、その地域の安定と秩序の維持に

努力した。そのため、辛亥革命以来、他地域では軍閥混戦を極めたなかにあって、「江浙

地域」ではあまり戦争の被害がなかった。1923 年 8 月、上海、浙江省、及び江蘇省の商

会が斡旋し、江蘇省と浙江省の軍閥は「平和公約」を締結した。 

 しかし、1924 年、もとは福建省に駐在して安徽派に属していた部隊が孫伝芳に敗れ、

その一部の約一万人が浙江省に逃れた。盧永祥は、その部隊を接収して実力を大きく増強

した。しかし、それは上述の「平和条約」の違反でもあり、江蘇省軍閥である斉燮元の不

安を引き起こした。そのため、斉は、孫伝芳などと協力して、盧永祥に対する戦争を起こ

した。それが、いわゆる 1924 年の「江浙戦争」である。一方、直隷派が支配していた各

省に囲まれた状況で、盧も戦争を恐れなかった理由は、張作霖の「奉系（東北派）」軍閥
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及び孫文の広東政府と協力関係を築いたためであった。1924 年 9 月、「江浙戦争」が勃発

した後まもなく、直隷派と東北派軍閥の間でも「直奉戦争」が始まったにも関わらず、盧

永祥の部隊は短期間で失敗を喫した230。 

 戦争の被害を避けるために、「江浙地域」の商人や社会エリートらは、様々な活動を展

開した。陳儀は、孫伝芳と同じく日本陸軍士官学校の出身であり、しかも既述したように、

第 5 期の陳儀と第 6 期の孫伝芳はまったく同じ時期にその教育を受けた仲間であった。ま

た、孫伝芳の麾下には士官学校出身の軍官が多くいた。つまり、陳儀は、孫伝芳を含め、

孫の部隊の多くの軍官とは旧知の仲であった。そのため、陳儀は、「江浙地域」の商人ら

の依頼を受け、孫伝芳を訪問して、軍隊の規律を徹底させ、地方社会に侵害しないよう孫

に依頼した231。 

 1924 年 9 月、孫伝芳は浙江省を占領して支配を始めた。孫は陳儀の能力と人格を信頼

して、従来の二つの師232から成っていた浙江軍のうち、浙軍第 1 師の師長に陳を任命した。

また、周凤岐を浙軍第 3 師の師長に任命した。浙江軍は、清末の新軍として編成されて以

来、ずっと浙江人によって統帥されてきており、その点は堅持されていた。周はもともと

浙江軍の出身であり、陳儀も 1912 年浙江軍政司長などを歴任して浙江軍と関わりを持っ

ていたので、二人の師長は、それぞれの師の軍官と兵士に受け入れられた。ちなみに、1912

年、権力闘争で陳儀の辞職を迫った朱瑞らの勢力は、すでに衰えていた。そして、浙軍第

1 師に対する陳儀の統帥は順調に進んだ。 

 第 1 師の師長になると、陳儀は部隊の訓練と軍官の養成に取り組んだ。彼は、石鐸と余

憲文を二つの旅233の旅長に任命し、葛敬恩を参謀長、徐培根を参謀に任命した。石鐸は日

本士官学校の出身で、陸地測量部修技所と士官学校時代、ずっと陳儀と共に軍事教育を受

けた。卒業してからは、ずっと浙江軍に勤務していた。余憲文と葛敬恩は、浙江省の軍事

学校で基礎教育を受け、保定軍事学校と日本陸軍大学校で高等教育を受けたので、日本陸

軍大学校で陳儀と知り合った。葛敬恩らはいずれも能力と学識を有していた。 

 陳儀自身も、毎日兵士の訓練を督励した。また、浙軍第 1 師幹部訓練班を組織して、軍

官の養成にも取り組んだ。この間、浙軍第 1 師の建設において、良好な業績を挙げ、孫伝

                                                                 
230

 「江浙戦争」及び当時の時局、「江浙地域」の商人たちなどによる平和推進活動について、馮筱才「江

浙战争与民初国内政局之转化」『浙江大学学報』第 34 巻第 1 期、2004 年 1 月、54－62 頁参照。 
231 厳如平、賀淵、前掲書、21 頁。 
232

 師とは、当時の中国軍隊の編成単位である。当時の日本軍の旅団に相当し、一つの師には約 6000－
8000 人を有する。 
233

 旅は、師に次ぐ部隊の編成単位である。一つの旅には約 4000 人を有する。 
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芳からも報奨された234。 

 東北軍閥の張作霖は、第二次「直奉戦争」で勝利し、勢力を江蘇省と上海まで伸ばし、

浙江省を支配していた孫伝芳と、対立するようになった。東北軍の軍紀は極めて悪かった

ため、「江浙地域」の民衆は大きな被害を受けた。1925 年 10 月、孫は、「秋操（秋の演習）」

という名目で部隊を北上させ、江蘇省で東北軍に対する戦争を起こした。孫は、勝利を収

め、江蘇省の北部の戦略要地である徐州市まで支配を拡大した。戦争中、陳儀が率いる浙

軍第 1 師は、良い戦績を残し、戦争の最後には徐州市をも攻略した。その後、陳儀は徐州

総司令に任命され、その地に駐在した。 

 さて、1926 年後半、北伐革命の進展によって、国民革命軍は北洋軍閥を続々撃破し、

長江沿岸に勢力を伸ばした。革命の目標と宣伝においても、実際の進展においても、国民

革命軍の気勢が高かった。このため、陳儀を含む浙江軍と官僚は、国民政府に投降しよう

とした。陳儀は、孫伝芳にも国民政府に投降することを勧めた。しかし、孫伝芳はそれを

受けなかった。さらに陳儀を逮捕して、浙江軍第一師をも撃破した。当時孫伝芳の参謀長

を務めた蒋百里などの友人などの救援によって、陳儀は釈放されたが、指揮していた部隊

はすでに解散或いは改編された。その結果、陳儀は、部隊を連れて参加した多くの地方軍

閥とは異なり、個人として国民政府に参加した。国民政府の権力闘争の枠組みのなかでは、

その点は逆に蒋介石の信頼を受けやすいという面を持っていた。彼が国民政府に加入した

経緯について、次章に詳述する。 

 陳儀にとって、浙軍第 1 師の経歴は失敗に終わった。にもかかわらず、初めて自分の部

隊とグループを構築したので、その後の事業に多くの補佐人員を得ることができた。例え

ば、当時の秘書の蒋授謙はその後、約二十年にわたって陳儀に付き随った。また、1945

年から 1947 年まで、葛敬恩は台湾行政長官公署の秘書長を務めて陳儀を補佐した。福建

省と台湾での陳儀の施政のところで、その点をより詳しく検討する。 

 

 

                                                                 
234

 浙軍第 1 師の人事と訓練について、葛敬恩「大革命时期的陈仪」、蒋授謙「陈仪与浙江陆军第一师」
《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、6－16 頁参照。葛は陳儀の参謀長、蒋は陳儀の秘書である。

両文は共に回想である。  
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第二部 福建省における陳儀の施政 

民国前期の中国は、軍閥支配に陥った。軍人集団が、中央から地方までの政府を統治し

た。しかし、統一的な軍隊もなかったし、軍隊には、統一的な指揮と管理システムも存在

しなかった。軍隊はそれぞれの軍事首脳に忠誠を尽くし、個人に所有されるものであった。

それぞれの軍事首脳は、自分で軍隊の俸給などを負担する必要があったので、各々一部の

地方を支配し、民政なども管理した。その民政の管理、特に税収と政権建設において、軍

事首脳は地方紳士の協力を得た。そのため、一部の学者はそのような政権を「軍紳政権」

と称する235。その時期に、利権争いや勢力の維持拡大のために、それぞれの軍閥は混戦

に陥った。 

中国国民党は、そのような軍閥統治の打倒と民主的な政権の建設を目的として、北伐を

起こし、蒋介石を指導者とする南京国民政府を樹立した。にもかかわらず、蒋介石個人の

軍事独裁と地方軍閥政権の温存などによって、南京国民政府は依然として軍閥的な政権で

あった236。しかし、南京国民政府は、成立後、日中戦争の勃発までの間に、自分たちが直

接支配していた地域で、軍政と民政の分離、及び地方政府における行政と税収システムの

建設において、著しい発展を遂げた。陳儀の福建省施政も、そのような国家建設の一部で

ある。福建省における施政を通じて、陳儀は経験を蓄積し、有能な部下を養成した。また、

蒋介石も陳儀の能力などに対してさらに信頼を与えた。 

 第二部は、行政システムと経済建設を中心に、福建省において、1934 年から 1941 年ま

で陳儀が主導した国家建設を考察する。福建事変のあと、陳儀は省主席に任命され、福建

省で国民政府の政権を再建した。日中戦争の衝撃を受けたことにもかかわらず、陳儀が指

導していた福建省政府は、安定的な政治支配を維持した。その面では、もちろん大きな成

功を収めたのである。しかし、陳儀の福建施政に関しては、問題も少なくない。 

第二部は、一方で、陳儀が国家建設についての成果とその理由、及び彼による国家建設

の問題を、分析する。他方では、その政治指導において、陳儀自身はいかなる指導モデル

を形成したのかを明らかにしようとする。 

                                                                 
235 学者の陳志譲は、軍閥の支配と紳士の協力という点から、そのような民国前期の中国の政権を「軍紳

政権」と称する。それについては、ジェローム・チェン（陳志譲）著、北村稔 [ほか] 訳『軍紳政権 : 軍
閥支配下の中国』岩波書店、1984 年参照。 
236

 陳志譲、前掲書、6 頁。 
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第三章 福建省主席になる前の陳儀の国民政府期の政治経歴 

第一節 陳儀のドイツ訪問 

 

1、南京国民政府の成立と陳儀の加入 

 上述のような民国前期の軍閥支配に対して、孫文は、ずっとその打倒を模索しつつあっ

た。 

1913 年、袁世凱の独裁支配に対して、孫文は「二次革命」を起こしたが、失敗に終わ

って日本に亡命した。1914 年、孫は、日本で国民党を改革して中華革命党を組織し、「中

華革命党総章（中華革命党の章程）」を制定し、「軍政」、「訓政」と「憲政」という革命の

三段階論を確立した。「軍政」とは、武力ですべての障害を取り除くことであり、「訓政」

とは、民衆の政治能力を訓練（養成）して、地方自治を実現することであり、「憲政」と

は、地方自治を実現した国民によって代表を選出し、また代表会議によって憲法を制定、

及び実行することである。しかし、憲法を実行するまでの時期には、中華革命党がすべて

の軍事と政治を指導と担当すると規定した237。1919 年、孫文は再び中華革命党を中国国

民党に改組した。そして、1924 年国民党第一回全国代表大会で革命の三段階論を発展さ

せ、「国民政府建国大綱」を制定して、革命の具体的な実施方法などを規定した238。すな

わち、最終的な目標は民主と憲政であるが、その実現の手段としては、「以党建国（党に

よって国を建設する）」或いは「以党治国（党によって国を治める）」をとる一党独裁的な

思想に基づいていた。一般的には、それを「党治」と略称する。 

孫文の「党治」思想は、軍閥政権に対処する方策である。しかし、1917 年と 1921 年、

孫文は二回で広東省において北京政府と対抗する新政権を樹立したが、その実権は南方地

域の軍閥に握られていたので、自分の構想で政策を遂行することはできなかった。 

1924 年 1 月、孫文は国民党第一回全国代表大会を開き、ソ連及び中国共産党と提携す

るという「連ソ容共」政策を確立し、正式に一党独裁体制を構築するのに成功したソ連と

提携し始めた。その後、孫はソ連の援助を受け、国民党の改革と「党軍」（党に属する軍

隊）の建設に取り組んだ。この党大会で国民党中央執行委員会と中央監察委員会が選出さ

                                                                 
237 孫文「中華革命党総章」广东省社会科学院历史研究室など編『孙中山全集第三卷』中華書局、1984

年、97 頁。 
238 孫文「国民政府建国大綱」广东省社会科学院历史研究室など編『孙中山全集第九卷』中華書局、1986

年、126－129 頁。 
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れたが、これらの委員会はそれぞれ国民党中央の最高指導機関と監察機関であった。また、

国民党の「党軍」の建設の象徴は、「中国国民党陸軍軍官学校」、すなわち「黄埔軍校」の

成立であった。蒋介石は、その「黄埔軍校」の校長を担当した。「党軍」には党の政治幹

部が「連」239まで配属され、党の組織システムが構築していたのである。「黄埔軍校」の

二つの「教導団」がその最初の党軍であり、その後の南京国民政府の中央軍の起源ともな

った。 

 1925 年 3 月の孫文の逝去にもかかわらず、国民党の一次全国大会以来の改革は進展し、

「以党治国」原則に従って、政権建設が推進されていた。1925 年 7 月 1 日、国民政府と

国民政府軍事委員会が成立した。両者は、すべて国民党の指導と監督の下に置かれた。成

立当初、国民政府が実権支配した地域は広東省の一部だけであるが、国民政府は内政と外

交などの機構をすべて備える中央政府であった。また、軍事委員会は最高の軍事機構であ

り、成立後まもなく、管理下のすべての部隊を「国民革命軍」に改編し、さらに「党軍」

制度を麾下の各地方軍隊に広げた。制度化の面から見ると、「党軍」制度は旧来の軍隊の

個人所属の軍閥より大きな進展であった。しかし、短い時間で行われたその制度化は、限

られたものであった。 

1925 年から 1926 年まで、国民政府は、広東省内部の各地方軍閥を消滅させ、政権的に

も財政的にも広東省を統一した。また、李宗仁らは国民政府の支持を受け、広西省を統一

した。そして彼らの国民政府への参加によって、広東省と広西省が統一された。それによ

って、北洋軍閥に対する北伐のための根拠地が固められた。 

しかし、孫文の死後、国民党内部では「連ソ容共」政策などをめぐって権力闘争が行わ

れた。一連の事件の後、1926 年の半ばに、「連ソ容共」政策に反対する右派の指導者胡漢

民とその政策を支持する左派の汪兆銘らはすべて引退して出国し、その政策に対する態度

を表明しなかった蒋介石が実権を握った。 

1926 年 7 月、蒋介石は国民革命軍総司令に就任し、正式に北伐を宣言した。総司令は

軍事委員会の主席を兼任し、国民政府のすべての陸海空軍を統帥すると定めた。その前の

4 月に、隣接の湖南省の軍閥である唐生智は、省内のほかの軍閥との戦争に失敗した後、

国民政府に加入して国民革命軍に改編された。4 月以来、国民政府は湖南省に軍隊を派遣

し、国民革命軍は勝利を収めていた。9 月に武漢を包囲し、10 月に唐生智の部隊が中心と

                                                                 
239

 「連」は中国軍隊の単位であり、当時日本帝国陸軍の中隊に相当する。 
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なって武漢を占領した。また、蒋介石自らの指揮の下に 9 月から国民革命軍は湖南から東

進し、江西省の直隷派軍閥の孫伝芳部隊を攻撃し始めた。11 月には、江西省の首府であ

る南昌市を占領した。また、10 月から、一部の軍隊が広東省から北上し、福建省を占領

した。さらに、両者が合流して、長江の下流地域に進軍した。1927 年 3 月まで、浙江省、

上海市及び江蘇省の南部地域を占領した。 

1926 年の末頃、国民党、国民政府及び国民革命軍の内部では、権力紛争がだんだんと

激しくなった。国民革命軍の総司令官として、蒋介石は、戦地で軍政だけではなく、民政

や党務も決める大権を有した。「軍権」が党と政府を圧倒したので、国民党中央と国民政

府からは、蒋が新軍閥になったと批判する声が高まった。一方、国民革命軍はもともと、

統一的な軍隊ではなく、さらに北伐の進展によって多くの地方軍閥が投降或いは加入した

ので、その内部はより複雑になっていた。蒋介石は、「黄埔軍校」の最初の卒業生によっ

て編成された「党軍」以外の、旧来の軍閥で編成された部隊に対しては、人事上にも指揮

上にも統帥することに多くの困難があった。特に、唐生智は北伐によって勢力を大きく拡

大し、蒋介石の総司令部との間に多くの紛争を引き起こした。1926 年 12 月から 1927 年 3

月まで、広州から武漢への遷都問題をめぐって、すでに武漢に移した国民党中央と国民政

府と、南昌にある蒋介石の国民革命軍総司令部との間に、対抗が続いた。 

1927 年 3 月中旬、武漢で国民党第二回全国代表大会第三次中央委員会会議が開かれ、

蒋介石は欠席したが、ソ連顧問と国民党左派の主導下に、蒋の国民党中央のいくつか重要

な官職が解除され、国民革命軍総司令官の権限も大きく削減された。これに対抗して、蒋

介石は共産党反対をアピールし、共産党を鎮圧し、国民党中央と国民政府を別に新設し始

めた。 

4 月 12 日、蒋介石は、上海などで「清党運動」、すなわち国民党内部から共産党員の排

除を展開し、武力で共産党員を捕殺し、工人と農民運動を鎮圧し始めた。また、4 月 18

日、彼は胡漢民などの国民党の右派と合流し、南京で国民政府を樹立した。その結果、一

時期、武漢国民政府、南京国民政府、及び北京政府という三つの中央政権が対立していた。

武漢国民政府は、主に湖南省、湖北省及び江西省を支配し、汪兆銘らの国民党左派が主導

する政権である。南京国民政府は主に江蘇省、浙江省及び上海市、福建省、及び南方地域

の数省を支配し、蒋介石らの国民党右派が主導する政権である。また、北京政府は主に北
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京などの北方地域を支配し、張作霖の奉系軍閥が主導する政権である240。それ以外に、一

部の地域を支配していた地方勢力が数多くあった。なかでも、特に山西省を支配していた

閻錫山と、陝西省などを支配していた馮玉祥は、強大な軍閥集団であり、時局の動向に大

きな影響力を有した。馮は、ソ連の援助を受け、北伐が始まってまもなく自分の部隊を「国

民革命軍聯軍」に改編し、陝西省から東進して北伐戦争に参加した。また、孫伝芳は残留

部隊を率いて張宗昌の山東軍と合流し、長江北岸の江蘇省北部地域と山東省を占領してい

た。 

そのような北伐戦争の中で、陳儀は蒋介石側に参加した。 

1926 年の秋、陳儀は長江下流地域を支配していた孫伝芳の部下として、浙江軍第一師

を率いて江蘇省北部の要地である徐州に駐在していた。1926 年 7 月、国民革命軍が北伐

戦争を起こし、9 月以後、孫伝芳の支配していた江西省に進軍しはじめた。この状勢に対

して、陳儀は、自分の参謀長である葛敬恩と相談した上で、国民革命軍の実情を知るため

に、葛敬恩を蒋介石のところに派遣することを決めた。葛は、蒋介石と旧知であり、しか

も蒋介石は黄埔軍校を設立した後、葛を軍官として招聘したことがあった241。陳儀は、孫

伝芳を説得して、葛敬恩を孫の平和交渉代表に任命させた242。表面的には葛は孫の代表で

あったが、実際には陳儀の代表である243。蒋介石は、陳儀の浙江軍第一師を国民革命軍第

十九軍に改編することを要求し、陳儀を軍長に任ずる任命状を葛に交付した。一方、蒋介

石は別のルートで孫伝芳に国民政府に加入するよう勧誘したが、孫はそれを拒否した244。 

1926 年 10 月、国民革命軍は江西省の大半を占領したうえで、浙江省に進軍し始めた。

同月 15 日、浙江省省長の夏超は国民政府の命令を受け、孫伝芳からの独立を宣言したが、

まもなく孫伝芳によって鎮圧され、夏自身も殺害された。その後、孫は陳儀を浙江省省長

に任命した。11 月 1 日、陳儀は第 1 師を率いて浙江省に戻った。しかし、孫の直属部隊

が杭州市に駐在していたので、陳儀は浙江軍第 1 師の主力を隣接の紹興市と寧波市に駐在

させた。陳儀自身が勤務していた杭州市では、保安のためだけに、わずか一部の警備部隊

が駐在していた。 

当時、戦争を避けて浙江省の自治を求めていたために、浙江省の紳士などは、12 月 14

                                                                 
240

 広州国民政府の成立から武漢国民政府と南京国民政府の成立までの政治史について、王奇生『中国近

代史通史第七卷：国共合作与国民革命 1924-1927』江蘇人民出版社、2005 年参照。 
241 葛敬恩「大革命时期的陈仪」《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、7 頁。 
242

 呂芳上主編『蔣中正先生年譜長編』第一冊、国史館、2014 年、556 頁。 
243 葛敬恩、前掲文、7 頁。 
244

 何成濬『八十自述』文海出版社、1971 年、27 頁。 
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日「浙江各界聯合会」を樹立した。陳儀もその活動に関与し、その浙江省自治について交

渉するため、周承菼を孫伝芳側に、また再び葛敬恩を蒋介石側にそれぞれ代表として派遣

した。しかし、実際には、孫伝芳も蒋介石も両方とも、浙江省の自治に反対した。 

清末の新軍に由来する浙江省固有の軍隊は、二つの師を有した。一つは、陳儀が率いた

浙江軍第一師である。もう一つは、周鳳岐が率いた浙江軍第三師
245
である。浙江軍第三師

は、孫伝芳によって江西省に派遣され国民革命軍と交戦したが、早々と国民革命軍に交渉

して、投降することを決めた。12 月中旬、周鳳岐は蒋介石の命令を受け、共同に孫伝芳

からの独立などについて陳儀と相談したが、陳儀は自治を熱望して、孫から独立し国民革

命軍に加入することをためらった。12 月 19 日、周は杭州市隣接の富陽県で国民革命軍第

二十六軍に易幟することを宣言した。それを知った孫伝芳は直属部隊を派遣して、周鳳岐

の部隊を撃破した。また、12 月 22 日、陳儀の警備部隊の武装を解除し、陳儀を逮捕して

孫伝芳の南京司令部に送った。 

 第二章で既述したように、幸い、孫伝芳の総参議の蒋百里、司令部秘書長の陳季侃、及

び参謀長の劉宗周はすべて陳儀と親交を有したから、彼らの説得で孫伝芳は陳儀を釈放し

た。その後、陳儀は上海に赴いた。一方、陳が統帥した浙江軍第一師の主力は、それ以前

に国民革命軍の命令を受け、国民革命軍第十九軍に改編され、紹興市などに駐在して孫伝

芳の部隊と対峙していた。第十九軍は依然として陳儀をその軍長に推し、元の第一旅旅長

の石鐸に第十九軍第一師師長及び軍長代理を担当させ、第二旅旅長の余憲文には第二師師

長に担当させた。第十九軍は、主にその第一師を中心として福建省から逃れてきた孫伝芳

の部隊と寧波周辺で戦ったが、負けて散り散りになった。まもなく、国民革命軍は寧波に

到達した。革命軍の命令に従って、比較的そろっていた余憲文の第二師を中心に第十九軍

の残留部隊が一つの師に編成され、革命軍のその他の部隊に配属された。 

 第十九軍の失敗を知った後に、陳儀は寧波などに散在した兵士を集めて第十九軍を再建

しようとしたが、散らばった兵士を集められなかった。また、革命軍の他の軍に配属され

た余憲文の師もすでに北伐の前線に派遣されていたし、余憲文も自分の権力のため陳儀の

再統帥を支持しなかったので、陳儀はやむえず上海に帰った。その後、彼は軍事幕僚とし

て、南京国民政府に参加した。 

 1927 年の前半、武漢国民政府と南京国民政府は対抗していたが、戦争には至らなかっ

                                                                 
245 周鳳岐が率いた浙江軍第三師はもともと浙江軍第二師と称するが、孫伝芳が浙江省を支配してい時に、

直属部隊に第二師があったので、周の浙江軍第二師を第三師に改名した。 
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た。両者は、それぞれ独自に北伐を続けた。武漢政府は、長江中流地域の湖北省から北上

して、隣接の河南省で馮玉祥の部隊と合流した。一方、蒋介石は長江下流地域の江蘇省か

ら北上して、江蘇省北部などを占領した。 

 1927 年 7 月、陳儀は南京国民政府軍事委員会の委員に選出され、さらに「江北宣撫使」

に任命されて、江蘇省北部で撃破され散り散りになった孫伝芳の残党を集めて整備するこ

とを任されたが、「江北宣撫使」には就任しなかった。統帥できる直属の部隊がなかった

ので、その整備工作を展開するのは不可能だと思われたからである246。陳儀は孫伝芳のも

とで江蘇省北部に駐在して徐州総司令を担当したことがあり、孫伝芳の部隊及び江蘇省北

部の状況をよく知っていた。「江北宣撫使」への任命は、明らかに陳儀のその経歴と関わ

っていた。 

 武漢国民政府が成立して以来、支配していた湖南省や江西省などで、中国共産党は土地

革命247を盛んに行った。しかし、武漢国民政府の権力基盤である唐生智などの部隊では、

多くの軍官と兵士が湖南省などでの地主家族の出身である。土地革命によって、彼らの家

族の人身と財産が損なわれたので、次第に武漢国民政府に対して不満が集まり、さらに武

力で反抗することなどもあった。結局、1927 年 7 月 15 日、武漢国民政府は、反共政策を

取り、共産党を弾圧し始めた。しかし、その後、同じ反共政策をとったにもかかわらず、

武漢国民政府は依然として南京国民政府に対抗して、部隊を東進させ始めた。両者は、一

触即発の事態に至った。 

 一方、7 月末から 8 月上旬まで、南京国民政府は、孫伝芳と張宗昌などの連合軍と山東

省西南部と江蘇省北部で激突したが、前線では蒋介石自らの指揮のもとで 8 月上旬に大敗

を喫した。武漢国民政府は、主に蒋介石の軍事独裁に反対して、南京国民政府と対立した。

その時、南京国民政府の李宗仁などの広西派、いわゆる「桂系」は、反共政策で一致して

いる武漢側との和談を主張して、蒋介石が国民革命軍総司令を離職することを要求した。

8 月 12 日に、蒋介石は離職を決意し、翌日の 13 日に正式に下野を宣言した
248
。前線で敗

戦を喫して南京に帰った蒋介石は、8 月 9 日に陳儀と会見したことがあった249。会談の詳

細は不明であるが、時局と今後の対応などについて相談したことはたやすく想像できるだ

                                                                 
246

 厳如平、賀淵、前掲書、41 頁。 
247 土地革命とは、1927 年蒋介石の「清党運動」によって、国共合作が崩壊した後、中国共産党が支配
していた、或いは影響力を有した地域で、地主制度の廃止、土地の公有と土地使用権の平均配分を主要

内容とする、政治経済社会の改革を指す。 
248 呂芳上主編、前掲書第二冊、122 頁。 
249

 王正華編『事略稿本 1: 蔣中正總統檔案』、国史館、2010 年、653 頁。 
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ろう。その後、蒋介石の離職から 1928 年 1 月の復職まで、陳儀も国民政府から離れて閑

居した。その点からも、陳儀が南京国民政府に加入したのは、蒋介石と深く関わっていた

ためであったことがわかる。 

蒋介石が下野した後、武漢国民政府は、南京に移り、南京国民政府と合流した。しかし、

合流した後の南京国民政府では、党務と政府工作においても、実際の軍務においても、多

くの紛争があり、合流工作や、中断した北伐工作などは、うまく進展しなかった。そのた

め、南京国民政府の多くの勢力が、蒋介石の復職を呼びかけるようになった。一方、蒋介

石は一ヶ月間以上に郷里に滞在した後、1927 年 9 月に日本訪問へ赴いた。1927 年 11 月の

下旬、日本から上海に帰った蒋介石は、自分に対する復職への呼びかけに応じて、中国国

民党と南京国民政府の改革などについて、国民党の各派閥及び各地方勢力と交渉し始めた。

ちなみに、1927 年 11 月、唐生智の部隊は南京国民政府によって撃破され、唐は海外に亡

命した。そして、南京国民政府は、武漢国民政府が統治していた湖北省、湖南省及び江西

省をも、自分の支配下に置いた。 

1928 年 1 月、蒋介石は正式に国民革命軍総司令に復職した。また、同年 2 月には蒋介

石の主導で中国国民党第二回全国代表大会第四次会議を開き、国民党、国民政府及び軍事

委員会の改組を行った。蒋介石は、再び国民党、国民政府及び国民革命軍の大権を掌握し

た。蒋の復職に従って、陳儀も蒋の軍事顧問に任命され、南京国民政府に再び参加した。

その後、1928 年 3 月に、陳儀は、蒋介石の命令でドイツ考察団の委員長として、代表団

を率いてドイツ訪問に赴いた。 

 

2、陳儀のドイツ訪問 

 中国とドイツの間で、1920 年代前半に生じた三つの変化が 1927 年から 1937 年までの

中独関係に基礎をつくった250。第一の変化は、第一次世界大戦後、ドイツ軍隊及びその協

力者のドイツ産業界が、世界的に武器と工業品の輸出市場、及び原材料の供給源を探すよ

うになったことである。第二の変化は、1920 年代前半に築かれた中独間の貿易関係であ

る。第一次世界大戦後、敗戦国ドイツは中国での特権を失ったが、平等な条件で構築され

た中独間の外交関係は、逆に両国間の貿易を促進した。特に中国の軍閥混戦によって、両

国間の武器貿易が盛んに行われた。 

                                                                 
250 その三つの発展の詳細について、William C. Ki rby, Germany and republican China, Stanford University Press , 

1984, chapter2 参照。 
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第三の変化は、孫文によるドイツとの協力関係の模索である。孫文は、袁世凱の独裁に

反対する「二次革命」を起こして以来、北京政府と対抗する「南方政権」の樹立に努力し

つつあった。その間、彼は日米独などの帝国から援助を求めた。1917 年、中国の中央政

府である北京政府は、日本などに支持され、ドイツに宣戦した。それ以前、ドイツは、中

国の対ドイツ宣戦を阻止するために、反北京政府の孫文を援助した。また、ドイツが敗戦

した後、孫文は部下を派遣してドイツ軍の将校などを中国に招聘した。しかし、両者の間

に正式な協力関係は構築されなかった。これと反し、1923 年以来、孫文側はソ連と正式

な協力関係を形成した。なお、実際の政治活動だけではなく、孫文の政治思想形成にもド

イツは特別な重要性を有した。孫文の民族、民主及び民生主義という「三民主義」のうち、

「民生主義」は彼のドイツ近代史研究から多くの影響を受けた。彼は特にビスマルク首相

支配下のドイツの社会政策を賞賛した。孫によると、ビスマルク支配下のドイツは国家に

よって資本家を制限して、勤務時間と保険などの福祉について工場労働者などを救済した

251。それが民生主義であった。 

 上述の三つの変化は、南京国民政府時代に合流し、1927－1937 年における中独提携の

黄金期を形成した252。1926 年、国民党中央執行委員会常務委員会主席の張静江は武器工

場の建設のため、当時広東省中山大学校長だった朱家驊にドイツ顧問の招聘を任せた。朱

はドイツに留学して博士号を取り、多くの人脈関係を有していた。彼は、ドイツ工学学会

会長のマトチョース教授（Pro. Matochoss）に書翰を送り、招聘する顧問の推薦を依頼し

た253。マトチョースはバウアー（Max Bauer）を国民政府側に推薦した。バウアーはドイ

ツ軍隊の退役大佐であり、第一次世界大戦の時にドイツ軍隊の統帥部に勤務し、軍隊と産

業界との協力工作を担当した。1920 年代前半、彼は、ソ連やスペインなどで軍事顧問を

務めたことがあり、ドイツの武器産業界や貿易商とは深い関係を有していた254。1927 年

12 月、バウアーは上海に着き、朱家驊の紹介によって上海に滞在していた蒋介石と会談

し、その後軍事顧問に招聘された。彼は、軍事と経済などについて実務経験と能力を持っ

ていたのみならず、蒋介石らのような国民党右翼とイデオロギー上でも共通点を持ってい

たので、蒋介石から深い信頼を受けた。バウアーと蒋介石は、いずれも保守的な文化主義

                                                                 
251

 孫文「民生主義第一講」岭南文库编辑委员会、广东中华文化促进会編『孙中山文粹』広東人民出版社、

949 頁。 
252 南京国民政府とドイツとの提携について、William C. Ki rby 前掲書、及び田嶋信雄『ナチス・ドイツと

中国国民政府:一九三三-一九三七』東京大学出版会、2013 年参照。 
253 胡頌平『朱家驊先生年譜』传记文学出版社、1969 年、18 頁。 
254 Wi l liam C. Ki rby, op. ci t. p47. 
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者であり民族主義者である255。 

 南京国民政府の反共産党政策によって、広州国民政府時代に築かれたソ連との提携関係

はすでに解体していた。国民政府にとって、軍隊と経済の建設のために、列強の協力が必

要であった。中独の間には、すでに平等条約が締結されていた。また、ドイツは軍事建設

と武器産業で強大な実力を有していた。このため、近代国家発展と軍隊建設の見地から、

蒋介石らは、その後もドイツをモデルとして位置づけた。そして、蒋介石らはドイツとの

協力関係の構築に努力し、バウアーはその仲介人になった。 

 1928 年 3 月、蒋介石はドイツ考察団を組織してバウアーと共にドイツに派遣した。陳

儀はその考察団の委員長に任命された。考察団の任務は二つある。まず、ドイツの各界と

適当な連絡を構築して、彼らが中国の復興に参加することを求めることである。第二に、

蒋介石の軍事顧問団を招聘することである。考察団は、その二つの目標を達成するのに成

功した。ドイツの産業界、特に武器産業界と緊密な関係を築き、武器などについて多くの

仮契約を締結した。また、26 人の専門家を招聘して、同年末中国に赴任させた256。その

後、中独間の協力は徐々に進展し、正式な協力関係を築いた。それは、上述の三つの変化

が結実したものである。ナチズドイツ時代の日独提携関係の成立によって、日中戦争が勃

発した後の 1938 年、中独協力関係は解体した。しかしながら、1928 年から 1938 年まで

の中独協力は、軍隊の建設と地方勢力に対する作戦や経済計画の策定と遂行などにおいて、

蒋介石の南京国民政府の安定と国家建設に大きく支持した。 

 一方、陳儀個人にとって、1928 年のドイツ訪問は、幾つかの点で極めて重要であった。

まず第一に、陳儀は帰国後軍政部兵工署につとめて、武器の輸入や武器工場などの改革と

再建に取り組んだ。それは、1928 年のドイツ訪問の目的と直接関わることであったし、

ドイツ顧問及び考察団が構築したドイツ産業界との協力関係から多くの助けを受けた。第

二に、陳儀は、ドイツ訪問において、ドイツなどで多くの中国人留学生と交流した。帰国

後、彼は多くの人を招聘或いは推薦した。例えば、陳儀は、当時ドイツ留学していた俞大

維を極めて高く称賛した。1943 年、陳儀は、「民国十七年（1928 年）は、僕の一生で最も

味わいのある一年であり、イタリア、オーストリア及びドイツを訪問して見聞を広げたた

だけではなく、ベルリンで俞大維氏とも知リあった。俞君を知ったのは実に生涯の快事だ」

                                                                 
255 Wi l liam C. Ki rby 前掲書、第三章参照。 
256 Ibid. pp.52-56. 
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257と書翰に書いた。陳儀などの推薦で、俞大維は 1933 年軍政部兵工署署長に任命され、

その後軍政部常任次長、行政院政務委員などを歴任した。また、陳儀は福建省主席と台湾

省行政長官の時代に、ドイツ留学出身者を多く招聘して要職を担当させた。それについて

は、第五章で詳述する。 

 陳儀にとって、1928 年のドイツ等の訪問は、生涯で唯一の欧米訪問であった。彼は、

1928 年 3 月に船で上海を出発して、シンガポール、スリランカ、エジプトを経由し、イ

タリアに上陸した。イタリア、スイス及びオーストリアなどの欧州諸国も訪問したが、約

半年間ドイツに滞在してドイツの各地を見学し、当時行われた幾つかの博覧会にも参加し

た。そして、1928 年秋、ヨーロッパを出発し、米国と日本を経由して 1928 年 11 月に上

海に戻った258。陳儀自身も、1928 年のドイツ訪問が自分の生涯中の最大事の一つである

と思った。世界で最も発達した欧米諸国での遊覧によって、彼は自分の見聞を広げたのみ

ならず、中国の未来像や建設方法などについても思索した。ドイツ訪問に赴く途中に、陳

儀は、「中国は道徳と文物で世界を超越すべきだ」259と考えていたが、欧米で考察した後

には、陳儀は「中国はこのように貧弱で、欧米の文明国と比べると本当に恥ずかしい」260

と思うようになった。 

欧州から米国に赴く途中の 1928 年 9 月 25 日、陳儀は、二十年後の中国像について、下

記のように描いた。 

 

  まず、全国人民がみんな教育を受けられる。すなわち、皆が生計を立てられる能力を有し、人間と

しての知識と道徳を有することである。また、人々は職業を有し、人間としての生活を有する。 

  第二に、衣食住及び日用品、さらに交通上と国防上の主要製品を全て自国で生産できる。 

  第三に、国防的には強固的である。 

  第四に、学問においては徐々に独立にする261。 

 

 また、陳儀は産業の開発、政府の人事と行政管理、及び官僚制度などについても意見を

提出した。 

                                                                 
257

 陳儀「调整公务人员工作方案等文件（1943 年 1 月）」中国第二历史档案馆藏、全宗号 3014。 
258 陳文瑛「陈仪赴欧考察经过」《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、22－24 頁。陳文瑛は陳儀の
娘で、1928 年一緒にドイツに訪問した。 
259

 陳儀「随感录 1928.4」（欧州に赴く途中のメモ）《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、187 頁。 
260 同上、191 頁。 
261

 同上、188 頁。 
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新工場の設立に関しては、鉄鋼工場、火薬工場、ガス工場及び飛行機工場を早めに設立すべきであ

る。また、既有の工場を改良した方がいい。民間の各工場について、国防及び基礎工業に関連するも

のは、今の経営が失敗か否かにかかわらず、すべて政府が援助するか、或いは回収して、国営化する

ようにする。 

新都会の建設については、地下の作業（下水道、電灯、電話、回線及びガスパイプなど）を優先で

行い、地上の作業（家屋、橋及び道路）は財政上の問題で簡素に行われてもいい。しかし、家屋の全

体的な様式は西洋風ていなくても良い。ただ、室内は西洋式のほうがいい。すなわち、電灯、冷水と

温水のパイプ、及び水洗式便器が装備されるべきである。 

政府の人事については、三つの注意点がある。まず、新事業と新機構の創設については、新しい人

材を中心に登用すべきである。第二に、旧事業と機構の改進については、古くからの人材のなかで道

徳心が高く、道理をわきまえる人材を登用すべきである。第三に、抜粋な人材に留意して、大器にす

るために、その養成を十分に支持するべきである。 

行政管理については、四つの注意点がある。まず、勤務時間を厳守すること。第二に、仕事中、来

客と雑談しない。公務と関係ない来客は、休日に私宅で会見すべきであること。第三に、業務及び行

政の手続きについては、改良のために、職員にいつでも意見を具申させること。第四に、すべての悪

い習慣と旧思想を取り除き、職員に活力をみなぎらせること。 

官僚制度については、二つの原則を定めるべきである。まず、人材と経済の「経済性」。すなわち

無駄な官職を設置せず、無駄な資金を費やさないこと。第二に、権力の集中と仕事の分散（集権分業）

ということである。それによって仕事の効率を上げられるし、意見対立による摩擦を減らすこともで

きる。また、それは高官を少なめに、下級の官を多めに設置することを意味する262。 

 

さらに、米国から帰国する途中の 1928 年 11 月上旬に、陳儀は新中国の建設のために、

社会の改革、及び教育と学術の重要性を特に強調した。 

 

新中国を建設しようとするために、まずは新国民を養成しなければならない。新国民とは、これか

ら新たに出産して育てるもののことではない。現在の同胞から時代の潮流に即しない旧思想と旧習慣

を取り除き、新知識を学ばせ、新能力を増加させられれば、新国民と称することができる。では、そ

の旧思想と旧習慣とはどういうものであろうか。それは、アヘンを吸うこと、賭博に溺れること及び

                                                                 
262

 同上、188－189 頁。 
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依存心という三つである。 

アヘンを吸うことは、国家や民族の滅亡を引き起こしてしまうので、それを消滅しなければ、国家

は苦境から抜けだすことができない。 

賭博に溺れることは、大事なものをぶち壊し、失業をもたらし、また社会秩序を壊乱するので、必

ず厳禁するべきだ。 

依存心は、独立心の反対である。中国人は依存心が最も深い。家族や親戚の誰かが出世したら、皆

がその人のもとに身を寄せるようになる。しかも、それを恥と思わないだけではなく、逆に当然のこ

とだと思う。依存心は真に悪い思想であり、取り除くべきである263。 

 

このように旧思想と旧習慣を取り除きよう特記した二日後、陳儀は、新知識の学びと新

能力の増加についての方法も思索し、下記の記録を残した。 

 

書籍は甚だしく重要であり、必ず多めに備えるべきだ。できれば、五百の世帯ごとに一つの小さい

図書館を設置する。そのなかには、雑誌と新聞を完備する。利用者は何か身分を証明するものがあれ

ば、無料で利用できる。 

研究所、実験室及び測量所は、すべてできるだけ多く設置した方がいい。 

小規模な博覧会と文化芸術品の展覧会は、常に開かれるべきだ。中国人は生活の楽しみが乏しいか

ら、往々にして売春や賭博に溺れる。それは本当によくない。それ故に、正当かつ有益な施設は欠か

すことができない。 

生活に必要な物なら、分類して専門家を招いて研究すべきである。例えば、衣服なら、原材料の研

究、生産の研究、そして様式のデザインの研究を担当する人が、すべてそろっている。その他のもの

も、衣服から類推できる。 

一つの学問或いは事業を興したいなら、実際の行動はもちろん必要であり、静坐して思考すること

も非常に重要である。片方を疎かにすることは、絶対に不可である。 

中国の貧困は、科学がないからこそもたらされたのである264。 

 

陳儀は上述のように、中国社会の問題、解決の方法、及び将来の目標などについて思索

した。系統的なものではないが、幾つかの特徴を注意する必要がある。まず、中国の問題

                                                                 
263 同上、190 頁。 
264

 同上、190－191 頁。 
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について、陳儀は主に社会と経済からそれを認識する。解決方法として、一方では近代の

新工場と新都会の建設という産業開発を求める。他方では、教育施設の完備と教育の遂行

を求める。第二に、陳儀が国防工業と基礎工業の自立、及び工業品の国産を強調した点に

留意すべきである。それは、輸入代替工業化政策につながる。民族工業が弱かったし、工

業化が極めて遅れた当時の中国にとって、工業の自立と工業品の自給化を求めるのは国家

の力に頼らなければならなかったので、自然に統制経済の道に導かれるようになる。第三

に、陳儀は、教育を極めて重視した。教育の遂行によって旧思想と旧習慣を取り除き、人

材を養成する。旧思想と旧習慣の除去、及び人材の養成によって、新事業の発展と学問の

向上が実現する。新事業の発展によって、衣食住及び日用品、さらに交通上と国防上の主

要製品が全て国産になる。中国の貧困は科学がないためであるという陳儀の結論が示すよ

うに、陳儀にとって、新中国を建設するためには、教育がもっとも重要である。第四に、

陳儀の考えでは、そのような教育及び新事業などの発展はすべて政府が主導する。産業開

発にしても、社会改革にしても、陳儀の構想では、すべて政府が主導する。民間の勢力は、

その発展の中にまったく位置づけられていなかったようである。彼の認識のなかでは、社

会には旧思想と旧習慣を有した人々が満ちているので、民間社会に関しては、全くのマイ

ナスイメージを持っていた。第五に、政府の人事と管理について、陳儀は教育によって公

務員のだらしなさや悪い習慣などの問題を解決することを主張していた。しかし、制度や

社会による監督などには全然言及していなかった。すなわち、民主制度によって官僚シス

テムの汚職や無効率などの問題を解決することを考えていなかった。それ故、彼の「集権

分業」思想では、「指導者」に能力と知識があり、公正的に建設を指導できることを前提

とする。明らかに、それはエリート独裁に通じる思想である。 

要するに、1928 年のドイツ訪問は、陳儀に多くの刺激を与えた。彼は、中国の将来や

建設方法などについて思索して、新教育を受けた人材を中心として構成された政府が、産

業開発と社会改革を展開し、新中国を建設するという構想を形成した。その中で、もっと

も重要なのは教育である。教育によって人材を養成し、旧国民を新国民に改造するという

発想である。 

そのような発想と構想は、その後の軍政部兵工署、福建省及び台湾での陳儀の施政で強

調され、実行された。 
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第二節 中央から福建へ 

 

1928 年の末、陳儀はドイツ訪問から帰国した。その後、彼は、1929 年 1 月に行われた

「編遣会議」、すなわち軍縮会議に参加して、軍職に関する草案の起草などのために働い

た。また、1929 年 4 月から 1934 年 1 月まで、陳儀は、国民政府の軍政部に務め、蒋介石

の重要な軍政官僚として、国民政府の武器工場の経営、地方勢力に対する戦争及び、対外

交渉（特に対日外交）に重要な役割を果たした。蒋介石は陳儀の能力、人脈及び経験など

を重視し、福建事変の後、対日関係の改善と福建省における政権の再建を陳儀に任せた。  

本節はその経緯を検討する。 

 

1、「編遣会議」委員会起草委員 

 1928 年 2 月、中国国民党第二回第四次中央委員会全体代表会議が開かれた後、蒋介石

は再び南京国民政府の権力を掌握した。その後、彼は、第二回の北伐を宣言して、それに

より国民政府の下の軍隊を再編成した。蒋介石の直属部隊の国民革命軍第一路軍を第一集

団軍に編成し、また、李宗仁らの広西派部隊を第四集団軍、馮玉祥の部隊を第二集団軍、

及び閻錫山の部隊を第三集団軍にそれぞれ改編した。その後、四つの集団軍が奉天派など

の軍隊を撃破し、北京政府を打倒した。さらに、6 月 4 日、奉天派の指導者である張作霖

は瀋陽の近郊で日本軍に爆殺されたので、その息子である張学良は 7 月から国民政府と平

和交渉を展開し、国民政府に参加する姿勢を表明した。そして、同年の 12 月張学良は易

幟を宣言し、正式に国民政府に加入した。その結果、国民政府は、形式的に中国を統一し

た。 

 北伐に勝利した後、南京国民政府は孫文の建国方略に従って、「軍政」が終わり、「訓政」

が始まると宣言した。孫文の学説によると、「訓政」は「党治」、すなわち党によって国を

治めるという一党独裁体制である。しかし、実際には、蒋介石は党の組織ではなく、軍権

をしっかり握っていることを背景に、中央政府の実権を掌握していた。南京国民政府が成

立して以来、党と政府を分離するという方針を採用したので、国民党は政府に指導する実

権を有しなかった。国民政府の中央においては、国民党の独裁体制というより、最高の軍

事指導者である蒋介石の独裁体制が成り立っていた。 

一方、馮玉祥や閻錫山、及び広西派などの各勢力は、それぞれ占領していた地域を支配

して、新たな割拠の局面を形成した。実際には、それは、北伐前の軍閥割拠とはあまり変
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わりがなかった。国民政府の軍事と政治の最高指導者として、蒋介石は、その局面を変え、

軍事的な全国の統一と地方における軍事と民政の分離を求めた。 

 蒋介石は、一党独裁の「訓政」を呼びかけていた国民党長老の胡漢民を支持し、南京国

民政府の改革を展開した。1928 年 10 月、孫文の構想に従って、中央政府には立法院、行

政院、司法院、監察院及び考試院という 5 つの中央部門を新設し、それぞれに立法、行政、

司法、監察及び公務員の考察と試験の権力を与えた。さらに、もともと最高の軍事部門で

あった軍事委員会を解散して、軍事委員会の各機構を改革して、参謀本部、軍政部、訓練

総監部及び軍事参議院という行政院に属する軍事部門に移した。しかし蒋介石の本音は、

その改革によって、地方勢力を削減し、さらに消滅することであった。蒋は、一方では、

馮玉祥ら地方勢力の指導者を中央部門の高官に任命し、彼らをそれぞれの地盤から遠ざけ

ることを求め、他方では「編遣会議」を開き、軍縮を求めた
265
。 

 ドイツ訪問から帰国した陳儀は、そのような背景の下で、蒋介石の軍事幕僚として国民

政府の軍政に関する仕事を務めた。 

 北伐が勝利した後の 1928 年 6 月、国民政府財政部部長の宋子文の主導で、上海で全国

経済会議が開かれ、政府の財政と経済の官僚のほか、産業界、金融界、及び学者の代表が

参加した。会議は財政がすでに軍事費を負担できないことを理由に、全国の軍縮を呼びか

けた
266
。1928 年 7 月、「編遣会議」を準備した何応欽の計算によると、全国の財政収入が

軍事費の半分にも及ばないのであった267。北伐勝利後、北京に集めた蒋介石ら軍事指導者

はそれに応じ、軍縮会議の開きを決めた。長期間の準備を経て、1929 年 1 月に、南京で

軍縮会議を開いた。蒋介石、馮玉祥、閻錫山、及び広西派の李宗仁らの最も有力な軍事指

導者はすべてその会議に参加した。中央政府の実権を握っていた蒋介石は各地方勢力の軍

隊を大きく削減しようとしたが、逆に各地方勢力は自分の部隊をなるべく維持しようとし

た。そして、軍縮案などについて、彼らは互いに激しい闘争を行った。最後には、蒋介石

に有利な案を議決したが、各地方勢力は忠実に実行しなかった。それも、1929 と 1930 年

の蒋介石と各地方勢力との戦争の要因の一つである。 

                                                                 
265 北伐が勝利した後、「訓政」に関する国民政府の改革について、楊奎松『中国近代史通史第八卷：内

战与危机 1927-1937』江蘇人民出版社、2005 年第二章の第二節「党治、训政与军权统治（党治、訓政と

軍権の支配）」参照。 
266 「全國經濟會議請求裁兵通電 1928年 6月 29日」『軍事委員會公報』1928 年第九期、124－125 頁。 
267 「何應欽向蔣馮閻李陳述裁兵方案」季嘯風、沈友益主編『中華民国史史料外編第 31 冊』広西師範大

学出版社、1997 年、611 頁。『中華民国史史料外編』は日本末次研究所情報資料の中国語の部分にしたが
って編成した史料である。1912 年－1940 年まで、末次政太郎が主導する在中国情報機関は、中国語、英

語及び日本語の新聞から記事を切り抜き、莫大な資料を編纂した。 



 

86 
 

 1929 年 1 月に、軍縮会議は合わせて 6 回開かれ、陳儀はその会議の執行機関である「編

遣委員会」の提案の起草委員として、草案の提出などを担当した268。それは、陳儀の軍政

に関する実務的な能力が重視されたからである。 

 

2、軍政部兵工署署長と常任次長 

 国民政府軍政部は、全国陸海軍の行政事務を担当する中央部門である。そこには、一人

の部長と二人の次長（政務次長と常任次長269）が設置され、また幾つかの「署」或いは「処」

という所属部門があった。1928 年 10 月成立当時の部長は、馮玉祥である。しかし、馮は

長年自分の勢力地盤に滞在して、南京に赴任しなかった。政務次長は蒋介石の腹心である

張群で、常任次長は馮の部下の鹿鐘霖である。人事からもわかるように、蒋介石は、張群

を通じて軍政部の実権を掌握できると考えた。また、北伐の時に、上海兵器工場の工場長

を担当した張群は、軍政部が成立した後の兵工署の署長をも兼任した。1929 年 4 月、張

群は上海市長に転任した。その後、陳儀が 4 月 13 日兵工署署長に任命され、また 5 月 4

日に常任次長に任命された。そして、5 月 4 日から 8 月 17 日まで、部長をも代理するこ

とになった。8 月 17 日から、馮の部下の鹿鐘霖と閻錫山の部下の朱授光が、軍政部の部

長と政務次長を順番に担当した270。それは、蒋介石が地方勢力の馮玉祥と閻錫山との関係

で決められた。ちなみに、朱は日本士官学校中国留学生第 6 期、及び日本陸軍大学中国人

留学生第 1 期の出身で、陳儀とは一緒に二つの学校で学んだ。しかし、軍政部において、

彼らは、それぞれ異なる利益を代表した。1930 年、蒋介石と地方勢力の間に戦争が勃発

してから、何応欽が部長、陳儀が政務次長で、軍政部の指導体制は長い間安定的に維持さ

れた。何は軍事委員会北平271分会の委員長として長期的に北京に駐在したので、陳儀が実

質上に軍政部の事務を処理したのである。 

 つまり、1929 年 5 月の就任から 1934 年 1 月の転任まで、陳儀は軍政部の実権を握って

事務を処理した。それは、陳儀の能力及び、陳儀に対する蒋介石の信頼を表していた。 

 清末以来、中国の近代武器生産工場は各地方勢力によって建設されており、全国的な管

理機構は設置されていなかった。袁世凱は、自分の帝制復活運動が盛んに行われた 1915

                                                                 
268

 「蒋介石关于编遣会议经过报告 1929.3.15」中国第二历史档案馆编『中华民国史档案资料汇编第五辑

第一编军事（一）』江蘇古籍出版社、1991 年、638 頁。 
269 1929 年 1 月 31 日から「常任次長」が「常務次長」に改名した。 
270

 陳儀らが軍政部における任命、兼任、代理、転職および免職の時間などについて、劉寿林など編『民
国职官年表』中華書局、1995 年、457－461 頁参照。 
271

 北平は北京である。北伐が勝利した後、国民政府は北京を北平に改名した。 
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年 6 月に、「督弁兵工場事務処」という機構を設置して全国の兵器工場を統合しようとし

たが、まもなく帝制が失敗し、袁も病死したので、その機構も解散された272。その後、軍

閥混戦のため、中国各地の武器工場の管理がさらにばらばらになった。 

 1928 年、国民政府は全国を統一したという認識の下に、全国の武器工場をも統一的に

管理しようとした。兵工署は、その統一的な管理を遂行する機構である。1928 年 10 月か

ら 1929 年 4 月まで、兵工署における張群の任職期間は短かったが、基本的な組織を樹立

して、「軍政部兵工署条例」を作り、「兵工署は軍政部に直属し、全国の武器工場及び武器

工場に関するすべての建設を管理する」と規定した273。しかし、短い時間であったため、

張群の兵工署に関する建設は非常に粗末なものであった。このため、陳儀が就任してから、

その兵工署の建設を大きく制度化した。彼の主導の下に、「兵工場組織法」、武器工場の機

械と原材料の購入委員会に関する規定、武器と弾薬の標準化に関する方案及び武器工場工

人の勤務時間や休暇などの福祉に関する章程を作り、武器工場の組織と管理、生産機械と

原材料の統括、武器と弾薬の標準化、及び工人の福祉などについて、管理システムを構築

し、その発展を促進した。また、陳儀は、「錬鋼、銅の鍛冶、制酸及び塩素生産などに関

する工場を設置し、原材料の自給」を行うこと、「各武器工場を統一的に管理し、分業と

合作を両立し、及び検測を励行して製品の質の向上」を図ること、また、「研究所や実験

室などの技術機構を設置して武器の発明」を求めることを特に強調した
274
。それは、陳儀

の 1928 年の帰国中に思索した新中国のビジョンと目標が一致し、工業品の自国産と工業

の自立という考えとも一貫することになったのである。 

 ちなみに、兵工署及び軍政部のほかの所属機関において、浙江軍出身者が非常に多い。

例えば、項雄霄（軍政部陸軍署副署長（1928.11.6―1935）、軍政部総務庁庁長 1936－1940）、

葛敬恩（軍政部航空署署長（1932.9.18―1933.7.10））及び徐培根（軍政部航空署署長

（1933.7.10―1934.6.5）、兵工署軍械司長（1935－1936））275は、すべて陳儀の浙江軍第一

師師長を担当した時の参謀官である。また、陳儀が兵工署署長を担当した時に、兵工署総

務課の課長を寿昌田に担当させた276。既述したように、寿は求是書院と日本士官学校にお

ける陳儀のクラスメートであり、浙江軍にも勤務した人物である。陳儀が軍政部次長の後

                                                                 
272

 《中国近代兵器工业编审委员会》編『中国近代兵器工業』国防工業出版社、1998 年、7 頁。 
273 同上、260 頁。 
274 同上、260 頁。 
275

 劉寿林など編、前掲書、457－464 頁 
276 蒋授謙「记蒋百里二三事」中国全国政治協商会議浙江省委員会文史資料研究委員会編『浙江文史资料

选辑第 21 辑』浙江人民出版社、1982 年、34 頁。 
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に、兵工署の仕事については、寿から多くの助力を受けた。また、浙江軍時代の秘書であ

る蒋授謙は、軍政部時代から 1948 年の陳儀の第二回浙江省省長の時までずっと陳儀の秘

書を担当した277。 

 陳儀を含め、そのように浙江軍出身の人が軍政部に官職を担当したのは、当然ながら蒋

介石と関わっている。蒋介石は浙江省の出身で、しかも浙江軍出身でもあったので、浙江

出身の人を多く重用した。一方、北伐にあたって、清末以来の浙江軍が解消され、特に第

一師が解散された後、個人の利益から見ると、浙江軍の軍官が、国民政府に加入すること

は当たり前の選択であった。また、一人が官職を担当したら、もともとの部下を招聘する

のは、当時の慣例である。寿昌田が兵工署に務められたのは、陳儀の役割が大きい。陳儀

と協力した経験を持つ浙江軍出身の人が多く軍政部に勤務したことは、互いに協力した経

験を有したため、陳儀の仕事にとってもちろん役立った。しかも、軍政部時代だけではな

く、その後も、数人の浙江軍出身者がずっと陳儀に追随することになった。 

 

3、ロジスティクス担当と対日交渉 

 兵工署の建設だけではなく、陳儀は、軍政部の一般業務と対日外交などにも大きな役割

を果たした。 

 蒋介石は中国の統一を志したが、平和的な「編遣会議」を通じてその統一を達成できな

かったので、武力で国家の統一を求め始めた。1929 年 3 月、「編遣会議」の議決に違反し

て、中央の命令なしで部隊を移動したことを理由に、蒋介石は湖北省と湖南省などで広西

派を攻撃し、利権を用いて広西派を分裂させるとともに、戦争を行い、6 月に勝利を収め

た。 

一方、蒋介石が中央政府と国民党の中央を独裁的に支配することに反対して、9 月から

汪兆銘を指導者とする国民党の「改組派」は地方勢力の張発奎などを動かし、蒋介石反対

活動を展開し始めた。汪兆銘も、ヨーロッパから香港に戻った。10 月に、閻錫山から連

合の承諾を受けた馮玉祥は、蒋介石に向けて進軍し始めた。しかし、閻錫山は蒋介石に買

収されて、馮の対蒋介石戦争に協力しなかった。結局、馮は蒋介石の中央軍と一時戦った

後、西部の陝西省に撤退した。また、6 月に敗戦して香港に亡命した李宗仁らも秘密裏に

広西省に帰り、旧来の部隊を集めて、広西省で張発奎の部隊と合流し、南京国民政府を支

                                                                 
277 浙江省档案館（公文書館）「浙江歴史名人」データベース

http://www.zjda.gov.cn/dadb/tszt/mrcd/201209/t20120912_159165.html。 

http://www.zjda.gov.cn/dadb/tszt/mrcd/201209/t20120912_159165.html
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持する広東省に進軍したが、同じく失敗に終わった。蒋介石は一時勝利を収めた。しかし、

反蒋介石勢力が消滅したわけではなかった。1930 年、そのような勢力が合流して、蒋介

石側との間に百万人以上の部隊が投入された大規模な戦争を展開した。しかも、今度の反

蒋介石運動には、汪兆銘の「改組派」などの国民党内の勢力も、積極的に参加した。彼ら

は、地方勢力と連合し、「約法」を作ることで民権を保障することを世論に訴えて、新た

な中央政府を北京で樹立した。つまり、政治上も、南京国民政府の独裁的な「訓政」と対

抗していたのである。1930 年 5 月から、反蒋介石陣営と蒋介石陣営は、河南省などの中

原地域で激戦した。蒋介石側は、一時敗戦を喫したが、同年 8 月に幾つかの勝利を収めた。

そして、9 月に、大量の資金の援助と戦後華北地域の支配権の授与を条件として、蒋介石

は、東北軍の張学良を動かした。張学良の部隊の支援を受け、蒋介石は中原戦争に勝利し

た。 

そのような激戦の中、軍政部の日常業務を実質上担当した陳儀は、蒋介石の勝利に大き

な役割を果たした。蒋介石は、負担の大きいロジスティクスを陳儀に担当させた。当時の

陸軍の戦争において、大砲が最も有力的な武器であった。中原大戦の最中に、蒋介石は頻

繁に陳儀に電報を送り、大砲、砲弾及びその他の武器を購入したり、生産させ、それらを

前線への運ぶよう要求した278。陳儀は、全力で働いて蒋介石の勝利に貢献した。 

 中原戦争に勝利した蒋介石は、共産党勢力を掃討することに取り組もうとしたが、まも

なく内外の権力闘争に陥ってしまい、さらに日本帝国の侵略に直面しなければならなかっ

た。1931 年 2 月、国民政府内部の権力闘争で党内の長老である胡漢民が蒋介石に軟禁さ

れたので、胡を擁護する国民党内の勢力は、広東省と広西省の地方部隊及び汪兆銘派と連

合して、国民党中央監察委員会「非常会議」の名義で、「広州国民政府」を樹立した。い

わゆる「西南政権」である。 

一方、1929 年の世界恐慌によって、日本国内は莫大な被害を受け、多くの問題が生じ

た。こうした中で、石原莞爾の下に米国などとの戦争の兵站基地を作ろうと、日本の軍部

勢力は、満蒙地域の占領と開発を計画した。1931 年 9 月 18 日、日本の関東軍は、満州事

変によって中国の東北地域を占領した。しかし、国民政府指導者の蒋介石にしても、東北

と華北地域を実際に支配していた張学良にしても、日本の侵略に対して積極的に抵抗しな

かった。軍事的抗戦ではなく、日本との外交交渉及び国際連盟の関与によって、事変の解

                                                                 
278

 呂芳上主編、前掲書第三冊、96 頁、134 頁、155－156 頁、165 頁。 
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決を希望した。それは、ナショナリズムが高まった中国社会から、大きく批判された。日

本の侵略に直面して、蒋介石は「西南政権」との提携をはかった。結局、「西南派」の要

求を受け、胡漢民を釈放して、蒋介石は第二回目の下野を行なった。「広州国民政府」は、

南京国民政府に加入した。また、「西南派」の孫科が、南京国民政府行政院の院長に就任

した。さらに、広東軍に属する第十九路軍が、南京に近い上海周辺に駐在した。1932 年 1

月に、孫科が主導する中央政府は、日本との外交交渉に行き詰まり、その先は日本との断

交と戦争に走るだけであった。それを座視しえなかった蒋介石は、汪兆銘と提携して国民

政府に復帰した。蒋介石は、1928 年に廃止した軍事委員会を復活して、委員長として再

び名実共に最高軍事指導者になった。それと同時に、軍政部などは軍事委員会の下位組織

になった。また、蒋は、汪兆銘に行政院長を担当させ、日本との交渉を任せた。 

一方、中国の商業の中心都市である上海では、満州事変以来、反日活動が盛んに展開さ

れていたので、上海の日本租借地に駐在した日本海軍は、満州事変に学んで上海を占領し

ようとしたが、第十九路軍の頑強な抵抗に遭遇した。1932 年 1 月 28 日から 3 月の始めま

で、いわゆる第一次上海事変において、約一ヶ月間にわたって中日両国は大量の兵力を投

入して激戦したが、英米仏などの調停で両国は停戦した。停戦協定によって、上海の一部

は中国軍の進入を制限する地域になった。 

また、1932 年 3 月に、日本は傀儡国家の満州国を樹立した。そして、第一次上海事変

の後、上海から撤退した日本の兵力を満州に派遣した。1933 年の初頭、関東軍は熱河省

と長城の一線に進軍し、中国軍と戦争を展開した。中原大戦の後、東北軍の張学良が東北

と華北地域を支配していた。しかし、満州事変の際、自分の根拠地である東北が日本に占

領されたことに対して、張学良は抵抗しなかった。1932 年 8 月、蒋介石は張学良を軍事

員会北平分会の委員長に任命して、熱河と遼寧省西部という北京と遼寧省中心市の瀋陽と

の中間地域の防衛を任せた。しかし、1933 年 1 月から、日本軍は熱河省を攻略して長城

の一線に進攻しつつあった。同年 3 月に、多くの非難を受けた張学良は敗戦の責任を取り、

離職した。そして、蒋介石の腹心である何応欽が軍事員会北平分会の委員長の代理となり、

華北地域の部隊を統帥するようになった。一方、日本軍は天津で特務機関を設置して、地

方勢力の買収と独立を策動する華北分離工作を行った。それに対応して、蒋介石は、1933

年 5 月に「行政院駐平政務委員会」を設置して、深く信頼する黄郛279にその委員長を担当

                                                                 
279 黄郛は浙江省の出身で、清末に日本に軍事留学した。蒋介石とは義兄弟の契を結んだことがある。辛

亥革命の時に、蒋介石の上司として同じく上海で革命に参加した。黄は才能がある人物である。袁世凱
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させ、華北の政権建設と行政を任せた。ここで重要なのは、日本との外交交渉を黄郛と何

応欽に担当させたことである。 

1930 年代の前半、蒋介石は、外敵を排除するために、まずは内部を安定させることで

あるという考えから出発して、「安内攘外」政策を取った。そして、満州事変以来、彼は、

日本に譲歩を重ね、優先的に共産党勢力の絶滅をはかった。上述の上海での戦争にしても、

長城一線の戦争にしても、彼は戦争の規模を局地に制限し、全面的な中日戦争に至らない

ようにした。なぜかというと、当時の南京国民政府がまだ脆弱だったからである。当時、

国民政府が実効支配を有した地域は、長江下流地域の江蘇省、安徽省、浙江省及び上海市

だけであったが、それらの地域は交通にも便利で、日本とも近い。日本との間で全面的な

戦争になったら、強大な日本軍と直面してそれらの地域を守るのはほぼ不可能である。つ

まり、一旦全面的な戦争に走ると、南京国民政府はすぐに崩壊することになる。このため、

蒋介石は、長江中流地域の湖北省、湖南省及び江西省での共産党軍を掃討して、安定的な

後背地を確定しようとした。1935 年 7 月、共産党軍に対する掃討戦にしたがって、国民

政府は長江中流地域を掌握しただけではなく、長江上流地域の四川省にも中央軍の勢力が

入った。そして、その時、蒋介石は、「日本と開戦しても、こちら側は持久的に抵抗でき

るので、最後には必ず勝利を収められる」と語った280。ちなみに、その後の日中戦争は蒋

介石の考えたとおりとなった。 

1932 年 3 月に、軍事委員会委員長に復帰した蒋介石は、中央政府において「蒋汪体制」

を構築して、中央政府の一般政務を行政院長の汪兆銘に任せた。蒋自身は長期間南昌に滞

在して、共産党に対する掃討戦に取り組んだ。それにより、反日の世論から直接非難の標

的とされることを避けられた。しかし、蒋介石は国民政府の実権をしっかり掌握していた。

対日外交については、蒋介石が信頼した数人に任せた。 

日本の華北分離工作などに対して、実質に交渉を担当したのは、華北では主に軍政部部

長と軍事員会北平分会委員長代理の何応欽及び、蒋介石の義兄弟の黄郛であり、上海では

主に軍政部ナンバー・ツーの政務次長の陳儀と蒋介石の義兄弟の張群281である。実は、蒋

                                                                                                                                                                                          
が死んだ後、彼は北京政府に加入して一時は内閣総理に担当した。北伐の時に南下して蒋介石に重用さ

れた。 
280

 呂芳上主編、前掲書第四冊、652 頁。 
281 張群は蒋介石の日本振武学校の同期生であり、士官候補生として同じ聯隊で実習した。辛亥革命が勃
発した後、両者は一緒に日本の部隊から逃げて上海に戻り、革命に参加した。袁世凱が死んだ後、張群

は黄郛と一緒に北京政府に務めた。北伐が始まる前に、蒋介石の招聘によって南下して蒋を補佐した。
南京国民政府が成立してから、蒋介石の最も信頼する幕僚として、外交部長や湖北省と四川省の主席な

どを担当した。 
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介石が下野する前に、すでに陳儀に秘密裏に日本と交渉することを指示した。陳儀は参議

の王長春を派遣して東京で荒木貞夫陸軍大臣を訪問させ、満州事件後の和議について相談

した282。また、1933 年 3 月中旬、張群と陳儀は、華北の戦争に関する停戦について、日

本の上海駐在武官根本博と会談したことがある283。さらに、陳儀が福建省省主席になった

後も、蒋は陳儀を数回日本との外交交渉に参加させた。蒋介石は、陳儀と日本軍事界との

関係を重視して、秘密裏の交渉においても、正式の外交交渉においても、陳儀の経験と能

力を生かした。1932 年の蒋介石の復帰から 1937 年までの日中戦争まで、対日外交につい

て、陳儀は蒋が重用する数人のうちの一人であった。 

1932 年、蒋介石が再び国民政府の中枢部に復帰した後、彼に挑戦する人物がほとんど

いなかったので、蒋は政治の革新や経済の建設などを推進するために、高級官僚に関する

人材の登用について苦心して考えた。同年 4 月 4 日に、彼はまわりの高級官僚を数えた後

に、「優秀な人材を得るのは難しい。自分は要求を高くし過ぎるべきではない。関係の近

い人のなかに、朱家驊、張群がいる。それに次ぐのは陳立夫、葛敬恩と陳儀がいる」と日

記に記録した284。また、同年 6 月 22 日と 24 日に、蒋介石はまた人材を得るのが難しいこ

とを嘆いた後に、「党の事務は戴季陶、陳立夫、羅家倫と張群（に任せ）、軍事は何応欽と

陳儀（に任せ）、政治は朱家驊（に任せる）」という記録を日記に残した285。その記録によ

ると、蒋介石が気に入った人材は極めて少ないが、陳儀はそのなかの一人であった。それ

は、陳儀の能力と陳儀に対する蒋介石の信頼を示している。 

 

4、福建省省主席の任命 

 蒋介石の「安内攘外」政策は、日本の侵略に対する妥協政策であるので、世論から多く

の批判を受けた。また、多くの勢力も抗日という主張を掲げ、蒋介石の中央政府と対抗し

ていた。  

1932 年 10 月、元部下の宋哲元が察哈爾（チャハル）
286
省省主席になった後、中原戦争

に失敗して泰山に閑居した馮玉祥は、チャハル省の首府の張家口に移住した。チャハル省

は、外モンゴルから華北までの通路をコントロールし、しかも熱河省と隣接していた。当

                                                                 
282

 厳如平、賀淵、前掲書、69 頁。呂芳上主編、前掲書第三冊、585－586 頁。 
283 呂芳上主編、前掲書第四冊、74 頁。 
284 呂芳上主編、前掲書第三冊、648 頁。 
285

 同上、681 頁。 
286 チャハル省は中華民国時代の一省である。今の北京市、河北省と内モンゴルの一部から構成されてい

た。首府は今の河北省の張家口市である。 
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時は、日本の関東軍の侵攻する目的地であった。1920 年代の半ば、馮は北京政府中央と

の戦争で失敗した後に、内モンゴルなどに撤退してソ連の援助を受けたことがあった。彼

が北京政府を討伐する北伐戦争に参加したのは、それと密接に関わった。1932 年末から、

馮はその前のことに学んで、チャハル省で中国共産党とソ連と協力し、中原大戦のあと、

南京国民政府に投降して華北の各地に駐在していた旧来の部隊を集めて、勢力の再建を展

開した。そして、1933 年 5 月、馮は、正式に「察哈爾抗日同盟軍」を組織して、中央政

府を批判して抗日を宣言した。その後、すでにチャハル省に進軍してきた日本軍と戦って、

一部の日本占領地を回復した。それは、全国の世論から大きく支持された。さらに、広東

省と広西省を支配した「西南派」などの反蒋介石勢力も、それに支持する宣言を全国に発

表した。しかし、蒋介石は、それは馮玉祥による地方割拠の活動だとみなして、買収と武

力の威嚇によって馮玉祥の部隊を分裂させ、同年 8 月に、「察哈爾抗日同盟軍」を解散し

た。 

一方、1933 年の 11 月に、第十九路軍による「福建事変」が生じた。広東軍出身の第十

九路軍は、第一次上海事変で日本と激戦して良い戦績をあげたが、南京中央政府の直属部

隊ではなかったので、蒋介石は、中央政府に復帰した後、第十九路軍を福建省に派遣して

駐在させ、江西省と福建省の共産党勢力に対する掃討戦を要求した。また、蒋は、第十九

路軍指導者の蒋光鼐を福建省省主席に任命した。その結果、第十九路軍は、福建省の軍事

と政治の大権をすべて掌握した。 

日本軍が熱河省と長城一線に進軍した際、第十九路軍は国民政府に対して自分たちを対

日抗戦に参加させるよう強く要求した。しかし、第十九路軍の一部の部隊を組織して志願

軍として前線に赴かせる途中、黄郛らの対日交渉によって、1933 年 5 月、中日の間には、

「塘沽停戦協定」が締結された。そのため、これら志願軍も福建省に帰った。「塘沽停戦

協定」は、中国軍の撤退や河北東部の長城一線における非武装区域の設置などを規定した。

それは、一見満州事変以来の日中間の武装衝突を中止したように見えるが、事実上は日本

による満州国の成立という現状を承認したことに等しい。そして、その停戦協定に対して、

広東省、広西省及び福建省の軍事と政治指導者は、すべて非常に強く不満を持った。 

そのような背景で、陳銘枢と李済深は、福建省に入り、第十九路軍の指導者を説得して

「福建事変」を起こした。陳銘枢と李済深は第十九路軍の以前における指導者であり、そ

れまでは反蒋介石活動によって香港や海外に亡命していた。広東省、広西省及び福建省の

軍事と政治指導者は、すべて広東省と広西省の出身で、長い間共同して孫文の南方政府や
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北伐革命に参加したので、互いによく知っていたのである。馮玉祥の抗日同盟軍活動に励

まされたこともあり、南京国民政府の蒋介石独裁体制に対抗する立場、すなわち「反蒋抗

日」という共同の主張を掲げて、広東省、広西省及び福建省の指導者らは、連盟を作ろう

と活動していた。さらに、陳銘枢らは、江西省の中国共産党と連絡を取り、停戦協定を結

んだ。 

数ヶ月間の秘密的な活動のあと、1933 年 11 月 20 日、陳銘枢らは「中華共和国人民革

命政府」を樹立した。陳銘枢らの福建政権は、蒋介石の南京国民政府と対抗するだけでは

なく、中華民国及び孫文の三民主義すら放棄した。それに対して、孫文の学説を堅持する

「西南派」は受け入れなかったので、結局、福建と「西南派」の間には連盟が形成されな

かった。「中華共和国人民革命政府」の成立は、もちろん蒋介石による討伐を引き起こし

た。蒋はすみやかに大軍を派遣して第十九路軍を撃破して、約二ヶ月間で「中華共和国人

民革命政府」を消滅させた。 

当時の時局から見ると、福建省は非常に微妙なところに位置した。福建省は、北部には

南京国民政府の核心地域である浙江省と接し、南部には「西南派」の根拠地である広東省

に接し、西部には中国共産党の根拠地である江西省に接する。しかも、東には海峡を挟ん

で日本の植民地である台湾がある。 

福建事変が生じた後、蒋介石は、広東省の実権を握っていた軍人の陳済棠と交渉して、

広東の軍隊が福建政権を支持しないことと中央軍が広東省に入らないことで妥協した。ま

た、共産党軍に対しては、ずっと掃討を続けており、蒋介石が、最も心配していたのは日

本である。 

日本にとって、台湾対岸の福建省は、特別な利益を有する地域とみなされていた。清末

以来、日中間には、福建省を他国に割譲しないこと、及び福建省の沿海部で他国の軍事施

設或いは外資を利用して自国の軍事施設を建設しないことなどについて、協定が締結され

た。台湾総督府は成立して以来、ひき続き福建省での勢力を拡張することに取り組んでい

た。いわゆる「対岸経営」287である。その「対岸経営」は、福州と厦門の日本領事館の活

動、文化施設や情報機関などの設置、及び台湾籍民288などを利用して経済的に進出するだ

                                                                 
287

 台湾総督府の対岸経営の詳細については、黄慶法『台湾总督府的对岸经营研究』厦門大学、博士論文、

2008 年参照。 
288 台湾籍民とは、日本が台湾を領有した後、台湾籍を有する台湾人である。彼は、日本籍を持っていた

から、治外法権と税収上の優遇を有した。また、同じ漢民族であり、福建省では多くの人脈を有したの
で、彼らは租借地だけではなく、福建省の内陸地にも進入して、経済活動を行った。清末以来、台湾籍

明は福建省で、特に厦門と福州で、治外法権などを利用して、アヘン業、賭博業及び売春業を経営して
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けではなく、数回にわたって直接な軍事占領をも試みた。ちなみに、福州と厦門の日本領

事館の数人の職員は台湾総督府から派遣されたのであり、総督府の事務員も兼任した。 

1900 年、北清事件を利用して、日本の台湾軍は日本人僧侶に厦門に位置する日本の東

本願寺の焼打を指示した。また、それを口実に出兵して福建省を占領しようとしたが、中

国側及び列強の反対によって、その計画を中止した。いわゆる、「厦門事件」である。1933

年の福建事件は、福建省を占領するもう一つの機会であると、日本の台湾軍などによって

みなされていた。福建事変の前後、台湾軍は、「満州事変」を模倣し、福建省を占領しよ

うとして、日本人の浪人、台湾籍民及び福建の地方勢力を動かした。 

福建事変に対して、蒋介石は、日本による侵入を非常に心配した。1933 年 11 月 16 日、

中国駐日大使はすでに福建省で日本人の動きがあり、福建省当局の誰かが「第二の溥儀」

になろうとしたことを報告した
289
。同月 19 日、第十九路軍が中央銀行福建支店を占領し

たことを知った蒋介石は、「福建省で反乱がまもなく生じる。結局、日本はそれを利用し

て、居留民の保護を口実に福州と厦門などの各港湾を封鎖する」と判断した290。そして、

中央軍がすでに福建省に進軍した 12 月 29 日、蒋介石は、「今日本との戦争を避けるべき

であるので、日本の関与を引きおこさないために、福州に進攻しないで、延平市を福建省

の首府として、政府を樹立する」291と思索した。 

1934 年 1 月 5 日、中央軍は延平市に進行し始めた。1 月 6 日、当日で延平市を占領す

ることを決定した蒋介石は、一時或いは永遠に延平市を福建省の首府にし、新たな福建省

政府と省主席を任命する必要があると考えて、陳儀或いは楊樹荘を省主席に任命する考え

を、行政院長の汪兆銘に送った電報で表明した292。楊は福建省の出身で、中華民国の海軍

の指導者である。福建船政学堂は中国最初の近代海軍学校であり、多くの人材を養成した。

その後、福建省出身者がひき続き中国海軍を掌握した。日清戦争の後、中国海軍はずっと

弱かったが、一つの勢力として、海軍及び福建省沿岸地の一部を支配していた。北伐の時

に、楊樹荘は海軍を率いて国民革命軍に参加し、国民革命軍海軍総司令や軍事委員会の委

員などを担当した。また、1927 年から 1932 年まで、福建省省主席にも兼任した。しかし、

楊は病気のため、長い間上海で休養しており、1934 年 1 月 10 日、病死した。そのため、

                                                                                                                                                                                          
いたので、大きな社会問題になってしまった。 
289 呂芳上主編、前掲書第四冊、230 頁。 
290

 同上、230 頁。 
291 同上、261 頁。 
292

 同上、266 頁。 
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1 月 12 日、国民政府は、陳儀を正式に福建省省主席に任命した。 

1930 年代、日本との外交交渉において、陳儀を重用したことから見ると、福建事変の

時に、蒋介石が、楊樹荘より陳儀を福建省省主席に任命したかったことをたやすく想像で

きるだろう。陳儀の福建省新政府が成立した後、日本の福州領事館はその対日態度を調査

したが、福建省政府の高官であった李択一と林知淵によると、蒋介石と汪兆銘は中日関係

を改善することを企図し、そのために、陳儀を福建省主席に任命した293。林は、長い間福

建省の高官を担当した人物であり、李は、国民政府の対日交渉工作を担当した人物である。

二人は、ともに福建省の出身であり、また日本側に多くの人脈を有し、陳儀の福建省政府

が成立した後、二人とも省政府の高官を担当した。 

総じて、1930 年代前半、蒋介石は「安内攘外」政策を取った。福建事変を鎮圧した後、

対日関係改善のため、彼は、能力と経験を有する陳儀を福建省主席に任命し、事変後の福

建における政権の再建と対日関係の改善を任せた。1934 年 1 月、陳儀は自分の生涯で最

重要な官職である福建省省主席に就任した。 

福建事変の際、日本の台湾軍は福建、広東及び広西各勢力に対して、大亜細亜主義を大

義として、反蒋介石活動を推進しようとした。しかし、日本の外務省側は、その台湾軍に

よる「西南派」独立工作に終始批判的であり、1934 年 7 月に台湾で開かれた対岸領事打

合会で、領事側は台湾軍の松井石根司令官に自重を申し入れた
294
。また、日本の台湾総督

府、台湾軍及び海軍は、満州事変で寸断された満州と国民政府支配下の地域との経済関係

を、台湾を中継として経済ブロックを再編成しようとした。そのため、陳儀の福建省政府

に多くの経済提携計画を提案して、経済面から福建省を台湾側に引きつけようとした。し

かし、そのような経済提携計画は、蒋介石の中央政府の方針と違反するリスクを有したの

で、陳儀自身も煮え切らない態度を取るようになった。それだけではなく、蒋介石政権に

よる中国統一を当面支持する方針の日本外務省側も、台湾軍などによる動きと一線を画し

ていたのである
295
。 

台湾の経済建設を、陳儀は大きく賞賛し、経済提携に意欲を有した。彼は、1934 年 11

月に考察団を台湾に派遣しただけでなく、1935 年 10 月に自ら代表団を率いて台湾を訪問

した。しかし、中央政府の方針に遠慮したため、積極的に台湾との経済提携を推進するこ

                                                                 
293 在福州守屋総領事より広田外務大臣宛（電報）昭和 9 年 2 月 5 日、外務省編纂『日本外交文書（昭和

期 I I 第一部第三巻）』外務省発行、2000 年、897 頁。 
294 松浦正孝、前掲書、283 頁。 
295

 松浦正孝、前掲書、283－285 頁。 
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とはなかった。それにもかかわらず、陳儀は、対日友好の姿勢を示し、日本側台湾側と

の良好的な関係を維持した。例えば、天皇の誕生日を祝う天長節の時に、部下を率いて福

州の日本領事館に赴き、その式典に参加したこともある。また、国民外交を提唱するため

に、陳儀は自分の妾である陳月芳が日本領事館の職員の夫人らと往来することに賛成した。

陳月芳は日本人であり、本名は古月好子で、1920 年代に陳儀と結婚した。さらに、陳儀

は、福建省が台湾人御用士紳の林熊祥に借金を返済することも承諾した。民国前期におい

て、福建省を支配した軍閥は、極めて不合理な高利で林熊祥から資金を借りた。林熊祥は、

日本領事館の支持で資金を貸したのである。借用書には、日本領事館のサインもあった。

国民政府が成立して以来、福建省省主席を担当した陳儀の前任者らは、すべてそれを認め

ず返済しなかった。しかし、1936 年、陳儀はそれを認めて、福建省の財政から返済した。

もちろん、日中戦争が勃発した後は、それを中止した
296
。 

対日外交から言うと、日中の対立が徐々に激しくなった 1930 年代前半において、陳儀

は福建省主席として、福建省で日本との安定的な関係を維持し、蒋介石の信頼に背くこと

がなかった。 

一方、陳儀は自分の政治指導を発揮して、福建省で政治と経済建設にも取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
296 銭履周「陈仪主闽事略」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建文史资料第

九辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1985 年、60－61 頁。銭履周は陳儀の秘
書であり、陳儀の福建省時代から十数年にわたって陳儀を追随した。いつもその字を使って、銭宗起と

いう名を使用した。 
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第四章  陳儀の政治と経済思想 

陳儀は、伝統的な中国及び当時中国の現状を批判し、民族と国家の復興を実現する「新

中国」を追求していた。第三章にも述べたように、ドイツ訪問から帰国の途中、陳儀は教

育によって国民の知識、道徳と能力の養成、国家の経済と国防の自立、及び学問の独立と

いう将来の「中国像」を描いた。福建省に赴任した後、彼も、常に国家と国民の独立と発

展を実現する「新中国像」を求めることを強調した。 

陳儀によると、中国が貧弱に陥った最大の原因は「人心」である。人々が私利私欲に走

り、そのために公正無私の精神が欠乏するのであり、中華民族は「天下は公のもの」とい

う民族の理想を失ったのである。しかも、私利私欲の「人心」問題は、科学知識の欠乏に

比べてより根本的であった。 

1934 年 3 月 29 日、福建省に来たばかりの陳儀は、「三二九」297の革命烈士を祭る式典

で、「自分を犠牲にするのは人類の最高の道徳だ」というタイトルの講演を行い、中国が

まったく成果を挙げなかった理由は、人々の「自私」だと強調した。 

 

（革命烈士の）公事のために私事を忘れる及び国家のために自家を忘れるという偉大な人格と精神

は、我々が永遠に崇拝と謳歌することだけではなく、終生努力する模範でもある。いかなる事業に於

いて、そのなかに「自我」があったらそれは高尚になれない。[中略―筆者]「三二九」の革命烈士が

それほど偉業を成し遂げたのは「自我」を忘れたからである。[中略―筆者]現在、一般の人々が仕事

をやる時に、自分でその成果を収めたがる。そうではないと、やりたがらない。ゆえに、中国のいか

なる事業でも、成果を挙げなかった。298 

 

その後、陳儀も中国人は私利私欲に走るので、近代中国が貧弱になったという観点を複

数回に話したことがあった。例えば、1935 年 9 月 19 日、彼は下記のように部下の各県長

に講演した。 

 

                                                                 
297 1911 年旧暦の 3 月 29 日に、国民党の前身である中国同盟会は黄花崗起義という反清王朝の武装蜂起
を行った。それは中国同盟会による最大な武装蜂起であり、失敗に終わって多くの革命党側のエリット

が犠牲した。しかし、同年 10 月の辛亥革命に大きな影響を与えた。 
298 陳儀「犧牲自己是人類最高尚最優美的道德（福州各界公祭革命先烈講演、民國二十三年三月二十九日）」

『陳主席言論集』福建省政府秘書処公報室、1938 年 1 月、1 頁。 
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いかなる仕事をやっても、ある理想を抱いて目的とするべきだ。いずれにせよ、人々は自分の人生

観を持つべきだ。たとえば、ある県の県長に赴任したら、我々はまずこのような人生観を有するべき

だ。我々が、官職につくのは、個人の生活や富貴のためではなく、国家に奉仕するために担当してい

るのである。我が中国は、長い歴史を有する。七、八十年前に、すでに欧米に学び、銃砲の製造や陸

海軍の拡充などを展開していた。[中略―筆者]しかし、以前と比べて、今はさらに貧弱になった。そ

れはなぜなのか？最大な原因は、我々が正当な人生観を持っていなかったからだと私は思う。中国の

貧弱は人的問題であり、道の問題ではない。我々が、国を救いたいなら、身を持することを講じるべ

きで、正当な人生観を抱くべきである。かつての虚偽、腐敗、怠け、及び自私の個人の人生観を完全

に除去する。299 

 

また、1935 年の頃、福建省の南部と西部を視察していた時に、陳儀は、各地の党と政

府の幹部に対して頻繁に講演を行なった。その講演によると、彼は、人々の「自私」が中

国の晋代（約西暦 3 世紀後半から 5 世紀前半まで）から近代までずっと、中国の問題であ

ると考えた。 

 

 世界の各民族のなかで、中国は人口が最も多く、土地が最も広く、歴史が最も古い国家である。

しかし、なぜ誰もが我々を踏みつけ、侮辱するのか。他民族に侮辱されたのは近代からのことではな

く、晋代以来、我々は常に外来勢力の圧迫を受けてきた。毎回外患を受けた時、我々の人口、土地、

及び富などすべての要素が他民族の数倍であったが、結果的にはたやすく圧倒されたのだ。それはい

ったいどのような原因なのか。たとえば、明の時代に、我々はすでにイタリアの科学技術を学び、銃

砲を製造できた。満族人は弓矢しか使わなかった。軍事学から見ると、明の時代は多くの人が兵学を

研究した。現存の大部分の兵書は、明代の人が編纂したものである。人口から見ると、確かな統計は

なかったが、少なくとも現在中国人の半数、すなわち二億人を有するだろう。その時の満州人は二百

万に過ぎなかった。富から見ると、満族は我々とまったく比べものにならなかった。しかし、我々は

満族に征服された。満族人は二百六十余年の皇帝になり、我々を支配した。 

アヘン戦争以来、我々は何度も外来勢力に侵略された。彼らは少数の兵力で、多数の我らを圧倒し

た。我々がまだ富強の時にもそのような結果になった。今、すべての物質的な力、兵力と財力がすべ

て他人に遅れた時にはなおさらだ。我々は、他民族に打倒された原因を見つけ、除去しなければ、成

                                                                 
299 陳儀「從人生觀說到各項縣政（在省府靈仙閣對福安等縣縣長訓話、民國二十四年九月十九日）」、前掲

『陳主席言論集』、49－50 頁。 
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功することはできない。 

知識と技術から見ると、以前は我が国より遅れていた国家、たとえば日本とトルコは、現在すべて

我が国より発達している。彼らは同じく外来の科学文明を受けたが、最後には全て自分の文化に転換

した。我が国は、三百五十年前にすでに外来の形而下的な科学を受けた。最近の七、八十年以来、我々

は製造業が遅れたと思って、いろいろな工場を作った。軍隊を新設する必要があると思われたので、

多くの外国人の軍人を招聘してその軍隊の訓練を任せた。そのように物質文明の進歩を講じることを

すべて行ったが、国家は依然として貧弱であり、富強になれていない。そして、清末の時、特に辛亥

革命以後、我々は単なる外国の科学技術を学ぶのではまったく足りないと認識して、政治組織の改革

を展開してきた。「変法」を行なったり、「維新」を行なったり、また「革命」をも提唱した。しかし、

それほど長年奮闘したが、他国が富強になるのに成功した方法に、我々がなるべくそれにしたがって

努力した結果はどうだったのか。まったく発達しなかったでしょう。発達するどころか、年来時局は

さらに困難になり、深刻になった。すでに民族存亡の瀬戸際だ。 

では、その原因はいったいどういうものなのか。私から見ると、原因は「人心」にある。「人心」

を改革しなければ、いかなる方法を取っても効果がない。[中略―筆者]我々の最大の問題は「私心」

が多すぎることだ。[中略―筆者]団体の事業には、団体の道徳を持たなければいけない。いわゆる団

体の道徳とは、いかなることにしても、公正に処理する必要がある。頭には私利私欲をすこしの存在

も許さない。我が民族はかつてから家族観念や宗族観念に囚われ、本人と自分の家族を最優先に考慮

する。[中略―筆者]団体の分子は個人だ、国家の分子は国民だ。団体事業が悪くなって国家が存在し

なかったら、我々個人、国民は存在する余地がないだろう。公と私は並列できない、公が第一位だと

私は思う。 

公正のほかに、我々は、何をしてもまじめにやらなければいけない。いいかげんであることを絶対

に許さない言葉だ。それは、すべての事業の失敗の原因である。また、我々は勇気を持つべきだ。[中

略―筆者]勇気を持たなかったら、正義の為に事にあたるのは不可能である。結局、社会には是非と善

悪の区別がなくなる。
300

 

 

陳儀にとって、「公正」、「まじめ」と「勇気」という 3 つの価値が最重要である。「いか

なる社会においても、「公正」は不可欠である。また、社会と国家の生き返りのために、

人々は勇気をもって努力しなければならない。労働的な生活と精神的な生活に対して、ま

                                                                 
300 陳儀「中國受侮的原因與本黨同志今後的工作（出巡閩南閩西對各地黨員演詞、民國二十五年四月）」、

前掲『陳主席言論集』、71－73 頁。 
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じめに行わなければならない」のである301。「公正」、「まじめ」と「勇気」という 3 つの

価値は、陳儀の座右の銘である。彼が福建省と台湾の指導者を担当していた時に、ほぼ毎

回の講演にそれらを強調した。 

陳儀によると、「天下為公（天下もって公と為す）」は中華民族の固有の理想であり、孫

文の「三民主義」思想の最終の目的でもある
302
。具体的にいうと、彼は下記のように考え

ていた。 

一つの民族は、自民族の理想を持って初めて、奮発して隆盛になれる。『礼記』礼運篇

に記されていた「大同」思想のように、漢王朝の以前、中華民族は「天下為公」の理想を

有して隆盛になったが、その後、自民族の理想を徐々に失った。特に、宋王朝以来、社会

の中堅である「士紳」階層は、一家族のことしか考えていなかった。さらに、清末以来の

約百年の間、人々は、自分の官位の昇進と、出世して金持ちになることだけを考慮してい

た。その結果、中華民族も存亡の危機に陥った。それに直面して、中華民国の「国父」で

ある孫文は、「三民主義」を提出して、中国人に対して再び「天下為公」の理想を訴えた。

三民主義にしたがって奮闘すれば、我々は必ず改めて隆盛になれると陳儀は公言した。303 

さらに、「三民主義」は中国の問題を解決する思想であるだけではなく、世界の問題、

特に日本帝国の侵略問題に対処する処方でもあると陳儀は信じていた。 

 

国父孫文の『民族主義』によると、我が民族は自民族の地位を回復するだけではなく、世界に大き

な責任を負うべきだ。その責任は、中国が強大になってから、列強の帝国主義を模倣せず、弱小民族

を扶助することである。それが我が民族の天職である。弱小民族を扶助して、列強に抵抗する。全国

の人民がこの理想を持ってはじめて、中華民族は発達することができる。 

民族は個人のように、理想を持っていれば、奮発することになる。それについて、二つの民族の例

がある。約百年以来、世界には二つの民族が勃興した。一つは西洋のドイツであり、もう一つは東洋

の日本である。両民族が勃興した理由は、一つだけではないが、最も重要なのは、それぞれが民族の

                                                                 
301 福建省県政人員訓練所編『陳主席的思想』福建省政府秘書処公報室、1937 年 11 月、21 頁。『陳主席

的思想』とは、1934 年から 1937 年までの陳儀の講演録を「人生の思想」、「国家の思想」、「政治の思想」、
「経済の思想」、「教育の思想」及び「抗戦（抗日戦争）の思想」という 6 つに分けて編集したものであ

る。『陳主席言論集』や『陳主席言論特輯』などのような陳儀の講演を直接に収録した資料とは異なり、

『陳主席的思想』は多くの原文を引用したにも関わらず、編集者の理解によって編成したものである。

しかし、それは陳儀の認めを得て出版したし、編集者も陳儀側近の秘書であるので、『陳主席的思想』が

総体的に陳儀の思想を表しているとも言える。 
302 陳儀「中華民族的理想」『陳公洽先生講心理建設與縣政建設』福建省政府秘書処、1941 年 12 月、24

頁。1940 年 11 月 16 日から 12 月 28 日まで、陳儀は、福建省の各県長に対して三期にわたって県政など
の教育を行なった。本書は、当時の授業での陳儀の講演を整理して 1941 年に出版したものである。 
303

 同上、15－16 頁。 
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理想を有するからである。両者は自民族の理想を有するがゆえに、自分の国民が結束して、前向きに

努力した。ドイツ民族は自分が世界中の最優秀な民族である。[中略―筆者]世界を統一できる。世界

ではなくても、少なくとも欧州を統一できると自認する。 

日本民族も同じである。[中略―筆者]日本民族は世界で最も優秀、最も勇敢な民族である。そして、

彼らはいかなる民族をも軽蔑し、特に東亜の各民族を軽蔑する。彼らは、中国を征服して東亜で制覇

するだけではなく、世界を征服して世界の主人になろうとした。 

ドイツと日本のような民族の理想は、持つべきものではない。なぜかというと、両国は他国を征服

して、世界を制覇すると企図していたからである。その日本の野心に対抗するために、我が国は自分

の民族の理想を確立しなければならない。我らの民族の理想は何なのか。国父の「弱小民族を扶助す

る」政策であり、すなわち三民主義である。 

日本の大陸政策は侵略的であり、我らの三民主義は自衛的である。日本の大陸政策は「独覇的」で

あり、我らの三民主義は「兼善的」である。我が国と日本との戦争は、一方では自民族の独立と自由

を求めているが、他方では東亜の諸民族の解放をも追求している。 

日本の帝国主義は、極めて強固である。政治上には万世一系の君主制のもとに、法治を実施してい

る。経済上には、迅速に発達して高い効率を有する私人資本主義である。 

日本全国の富は、ほとんど少数の大資産家、すなわち財閥が手に入れている。それらの財閥には、

5 つの巨頭がある。第一は皇室、第二は三井、第三は三菱、第四は住友、第五は安田である。[中略―

筆者]それらの集中的な私人資本主義の力は極めて巨大であり、国父の三民主義がなければ、それに抵

抗できない。 

日本の帝国主義には、根本的な弱点がある。それは、政治上には寡頭政治であり、経済上には寡頭

経済であることである。そして、その根本政策は侵略政策である。我々は、三民主義でそれに抵抗す

れば、必ず日本帝国主義を打倒できる。日本は大陸政策を講じているが、我らは民族主義を主張して

いる。日本は君主独裁を講じているが、我らは民権主義を講じている。日本は私人資本主義を講じて

いるが、我らは民生主義を講じている。 

人類が文明時代に入ってから、すべての民族も個人も、他人の奴隷ではなく、自分の主人になろう

とする。我らの民族主義について、第一歩は中国民族の独立と自由、第二歩は弱小民族の復興と解放

を求めるのである。 

日本の政治経済制度のもとは、極少数の人だけが多くの利益をもらえるが、大多数の民衆は圧迫さ

れ搾取されている。それは非常に不安定な状態である。我らの民権主義と民生主義は、まったく異な

る。民権主義の目的は民主政治を実施して、全体の国民が政治上の平等な権利を獲得することである。



 

103 
 

民生主義の目的は、「全民経済」を実施して、人々が経済上の平等な機会を獲得することである。こ

のような三民主義を実施すれば、その偉大な力量に拮抗するものがない。304 

 

これは戦時中の陳儀の講演であるので、当然ながら日本帝国主義の侵略政策を強く批判

した。しかし、私人資本主義に対しては、陳儀は日中戦争の前から一貫して批判していた。

1920 年代、彼が上海などで実業と銀行を経営した時にはどうだったか不明であるが、福

建省省主席から台湾省行政長官までの時刻には、陳儀は一貫して資本節制と統制経済を主

張していた。下記の三つの資料は、すべて陳儀が経済に関する講演である。第一の資料と

第二の資料はそれぞれ 1934 年と 1936 年に、福建省で講演したものであり、第三の資料

は 1945 年台湾で講演したものである。 

 

現在の経済制度は私利的な経済制度であり、競争的な経済制度である。一人一人の経済活動は、自

分のことしか考えていない。互いに協力しないだけではなく、相互に損害を与えるのである。このよ

うな経済制度による不利な状況を救うために、我々は統制経済から着手しなければならない。統制経

済は二つの要素がある。第一点は、全体を見据えて計画することである。第二点は、互いに協力する

ことである。今の経済制度とは正反対である。統制経済は、一地方の経済と他地方の経済、生産の一

部とその他の部分、及び生産と消費を大きな一循環とみなすべきである。それに対して、全体的に計

画して、連環的な経済活動を形成させるのである。貿易と金融などに対して、生産と消費を調整して、

社会全体の利益を求めるという目的のもとで、制限したり、整理したり、改善したりする。総じて、

個人と団体の経済活動を統合することを指示するのである。305 

総理（孫文）の遺教は多いが、もっとも重要なのはやはり民生主義である。国内の民生問題を解決

しなければ、社会は一日の安定をも獲得できないし、国家も強固になれない。[中略―筆者]国民経済

問題を解決する綱要は、『総理遺教』ですでに明白に説明した。すなわち、地権平均と資本節制であ

る。
306

 

台湾同胞が三民主義を信奉し、しかも実践することを希望する。[中略―筆者]民生主義は人民の衣

食住の問題、すなわち、人民の生活問題を解決するのである。我々は、人民にご飯を食わせ、服を着

せるのみならず、美味しいご飯を食わせ、いい服を着せることを実現したい。では、いかに実現する

                                                                 
304 同上、16－24 頁。 
305

 陳儀「福建民報六週年紀念刊建設的基本問題（1934 年）」福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的
思想』、67 頁。 
306

 陳儀「經濟政策中的幾個問題（民國二十五年三月十二日）」、前掲『陳主席言論集』、66 頁。 
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のか。総理（孫文）の遺教によると、まずは、私人資本を節制し、国家資本を発展する。我々の今後

の経済発展の道は、私人資本主義の旧来の道に歩むべからず、少数の人ではなく、多数の人の福祉を

謀ることである。第二には、国家の重要な財源を国有化し、少数の個人が独占しないようにすること

である。たとえば、土地については、我々は地権の平均を実施する。水力発電などのような重要な基

本工業、重要な交通事業、及び金融事業はすべて国によって経営する。第三には、配分を重視するこ

とである。少数の個人ではなく、すべての人が、その利益を享受するという理想を持つようになる。

307 

 

 上述のように、政治にしても、経済にしても、陳儀は「公」と「私」の区別を重視し、

「公」を最高の価値としていた。それは、序論に述べたフクヤマの「国家説」、すなわち、

国家は、非人格的な組織であることと通じる思想である。フクヤマと同じく、陳儀は、国

家は構成のものであり。家庭（族）などは、国家の「公正」を害するものである、という

認識を持っていた。フクヤマの「国家説」によると、その陳儀の思想は、もちろん非常に

近代的なものである。しかし、いかにその国家の公正（非人格的な特性）を害するものを

防ぐために、陳儀は、中国の伝統的な儒学式の道に回帰した。 

陳儀によると、当時の中国社会は私利私欲に走っていたので、国家存亡の危機に陥った。

そして、彼にとって、いかに「私」を抑えて、「公」を発揚することによって、中国を救

うのかが、最も重要であった。要するに、陳儀は、政治と教育によって人々の「私心」を

変え、「統制経済」を建設することによって、人々が裕福にし、国家と民族が復興するこ

とができると信じていた。 

陳儀は、人々の私心などを変えるために、「正当な人生観」という倫理思想を強く主張

した。たとえば、1935 年、福建省福安県の県長たちに対して、陳儀は下記のように訓話

した。「救国する前に、身を持することを追求すべきだ。身を持することを追求するため

に、まずは正当な人生観を樹立する必要がある。その正当な人生観は、我々の政治の出発

点である」と、陳儀は話した308。 

1934 年から 1937 年まで、陳儀は常に部下や「県政人員訓練所」で教育を受けている准

公務員309に対して、訓話を行い、人生、国家、政治、経済、及び教育などに関する自分の

                                                                 
307 陳儀「對全省同胞的希望（民國三十四年十一月四日對全省同胞廣播）」『陳長官治台一年來言論集』台

湾省行政長官公署宣伝委員会、1946 年 11 月、14－16 頁。 
308 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、1 頁。 
309

 陳儀は、福建省で県政府などの下級政府に属する一般公務員を養成するために、「県政人員訓練所」



 

105 
 

思想を述べていた。彼の秘書はそれらの訓話と講演を整理し、『陳主席的思想（陳儀主席

の思想）』という本を編成して出版した。その本によると、陳儀が言う「正当な人生観」

とは、「社会的国家的な人生」、「労働的平等的な人生」、「精神的趣味的な人生」及び「進

歩的創造的な人生」という四つの側面から構成されている。具体的にいうと、まず、伝統

的な中国社会は、自分の人生で「個人と家族という私的な倫理を講じて、社会と国家の公

的な倫理を重視しなかった」ので、現代社会にはふさわしくない。救国のためには、「公

事のために私事を忘れるべき」である。第二に、「いかなる仕事にしても、社会と国家に

役立つのであれば、貴賎の分別をするべきではない」から、労働に関しては平等な価値観

を強調した。第三に、人間として、「享楽的な物質生活を追求するべきではなく、精神的

な人生を求めるべきである。精神的な人生とは、学問、道徳、名誉及び趣味を求める生活」

である。第四に、「世界は刻々と進歩しつつあるので、我々は前向きに頑張っていく。懐

古的に生活しない。また、進歩の道は、創造の道である」310。 

しかし、陳儀によると、全国民はすべて救国の責任を負っているが、まずは官僚と知識

人がその責任を負うべきだ。「我々は、政治の力で多数の民衆の人心を変革してくる。す

べての政治の力を発揮するために、まずは道徳と能力を有する官吏を養成しなければいけ

ない」と陳儀は話した311。 

それ故に、最初に、官僚と知識人に対して人生観を教育しなければならないと、彼は主

張した。「官僚が優秀だったら、国家の建設に対して政治は力を有し、役割をはたすこと

ができる」。また、「知識人が優秀だったら、人民を指導して、人民の思想を改善できる」

のである312。官僚は知識人のように、一般民衆を教育することを担うべきだと陳儀は強調

した。「政治はある種の教育である。「行政人員」（官僚）は一方では政治を施しているが、

他方では教育を施している」。「一つの県の県長は、その県の民衆の教育の責任を負ってい

る。人民のなかに、不適切、不合理なところがあれば、いつでも指摘してその改善を指導

するべきだ。区長も所属の保甲
313
の人民の教師である。保長或いは甲長も一つの保或いは

甲の人民の教師である」と陳儀は主張した314。 

                                                                                                                                                                                          
を設立し、一般の行政などに関する教育を行なった。そこで教育を受けた人々は、ほぼ全員が公務員に

なったから、本文では彼らを準公務員と称する。「県政人員訓練所」については、第五章に詳述するので、

それ参照。 
310 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、2―20 頁。 
311 同上、30 頁。 
312

 同上、29 頁。 
313 区、保と甲は当時実際に存在する行政或いは治安維持の区画である。 
314

 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、32 頁。 
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つまり、陳儀によれば、国民全体に「正当な人生観」を樹立させるために、まずは、官

僚などの公務員を教育して「正当な人生観」を樹立させる。そして、公務員によって全体

の国民にそれを樹立させるのである。最終的には、国民全体がそのような「正当な人生観」

のもとで建設に取り組めば、民族と国家の復興を実現するようになる。 

統制経済は私人の資本主義を排斥するので、当然ながらその施行も政府によって展開さ

れるのである。そして、国民全体の「正当な人生観」の樹立にしても、統制経済の実行に

しても、すべてが公務員に担われる。それゆえ、陳儀にとって、国家の政治と経済建設に

おいて、行政システムの建設が最重要である。その行政システムについて、陳儀は指導者

の指導のもとでの思想と組織の統一を求めていた。 

 

民族の復興と国家の建設に対して、指導者がいることが必要な条件である。指導者がいると、すべ

ての重要工作が指導下で展開され、一国内の繁雑な意志も統一される。今、中国が進歩している理由

は、指導者がいるからであり、しかも民衆がその指導者を敬愛しているからである。現在、我々は優

秀な指導者である蒋介石委員長を有する。彼に追随して努力すれば、すべての問題を解決できる。 

（国家の）建設に関して、最重要なのは力量である。力量は「人力」と「財力」という二つにほか

ならない。しかも、財力及びその他の物質的な力はすべて人の力によって生み出されるので、人間の

力が建設の第一の力である。なお、その人力の育成は、思想と組織に依存する。 

思想について、もっとも重要なのは統一である。思想が統一しなかったら、行動は一致することが

できないし、人々の力は相殺される。民国成立以来の二十余年、中国はあまり進歩していなかった。

その理由は我々の思想が繁雑すぎるたからである。現在、我々は「三民主義」のもとで絶対的に統一

すべきだ。 

統一的な思想が最重要であるが、それ以外に必要なのは組織である。思想が統一されたら、みんな

が同一の目標を目指して努力させることができる。しかし、同一の目標だけを有して、組織がなかっ

たら、その力はやはり微弱である。そして、軍隊だけではなく、種々の事業を起こす時に、すべて組

織が必要だ。政治において、組織はさらに重視されるべきである。 

中国は歴史上一貫して少数の他民族に侵略されたが、その理由は中国人が結束できないことであっ

た。すなわち、組織が欠乏しているのである。現在はもはや民族存亡の時期であり、我々は結束しな

ければならない。
315

 

 
                                                                 
315

 同上、21－25 頁。 
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総じて、救国或いは政治と経済との建設について、陳儀は下記のように考えていた。ま

ずは、指導者が官僚と知識人を教育し訓練して、思想的に統一し組織化することを達成す

る。次には、官僚と知識人によって、一般民衆に教育と訓練を受けさせて、思想的に統一

し、組織に編入する。そして、指導者の政治指導によって、経済や社会などの建設が展開

される。最後には、国家の富強、民族の復興と民衆の生活向上が実現される。こうすれば、

すなわち、陳儀が構想していた「新中国」が形成することになるのである。 

言うまでもなく、そのような政治的な構想は、一人の指導者による集権体制下の開発主

義である。集権体制は工具であり、産業開発や経済建設などはアプローチであり、目的は

国家の富強、民族の復興及び民衆の裕福な生活である。その結果は、政治の方向性と集権

体制の有効性に頼る。政治の方向性とは、指導者が公的な倫理に忠実に仕え、上述の「正

当な人生観」に従って施政するかどうかを指す。指導者がその公的な倫理に忠実に仕えら

れなかったら、その集権体制は指導者個人の利益にこだわる独裁体制になる。集権体制の

有効性とは 2 つのことを指す。まずは、思想の統一と組織の建設がどこまで成功できるの

か、つまりどの程度まで官僚らの個人利益に基づく腐敗活動を抑止し、彼らを指導者の指

示に従って全体的な利益に忠実に奉仕させて活動させるのかということである。第二には、

官僚らが才能あるかどうか、その才能を発揮できるかどうかを指す。官僚の腐敗の抑止や

才能の養成などの集権体制の有効性の問題に関しては、陳儀の構想では、正当な人生観と

専門知識などの教育が対応するのである。 

つまり、陳儀は民主体制の建設ではなく、倫理教育によって、集権体制の弱点、すなわ

ち官僚の不正に対応すると考えていた。さて、では、民主について、陳儀はいかに考えて

いたのか。 

孫文の三民主義のなかの民権主義は、民主に関する政治思想である。陳儀は三民主義を

信奉していたが、民族主義と民生主義に比べて、陳儀は民権主義に言及したことは極めて

少ない。すなわち、彼は民権主義に対して比較的、消極的な姿勢を示したと言えよう。 

第三章に述べたように、南京国民政府は、成立した後、孫文の「軍政」、「訓政」と「憲

政」という革命の三段階論に従って、「訓政」を実施した。それは、国民党の一党独裁で

あり、実質は蒋介石の個人的な独裁体制である。「訓政」期において、議会などの民意機

関は存在しなかった。しかし、日中戦争が勃発した後、国民政府は中国共産党などの勢力

の協力を獲得するために、中央では「国民参政会」、各省では「省臨時参議会」の成立を

議決し、国民党以外の勢力に参政するルートを提供した。「国民参政会」と「省臨時参議
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会」は、准民意機関であり、政府に建言する権力を有したが、政策の決定権を持っていな

かった。その政策決定権については、中央では最高国防会議、各省では省政府に掌握され

ていた316。 

既存の資料によると、陳儀が民権主義に言及するようになったのは、福建省臨時参議会

が成立していた 1939 年以後である。たとえば、本章に述べたように、彼は、1941 年、日

本の君主独裁を批判した時に、民権主義がそれに対抗できると話した。また、彼が台湾省

行政長官に赴任した後には、台湾での民意機関の成立を施政方針の一つとして民衆に公言

した317。 

民権主義について、陳儀は下記のように理解した。同じく台湾行政長官に赴任した際の

演説で、彼は次のように語っていた。 

民権主義の最終の目的は、人民が「政権（政治権利）」を行使すること、と中華民国が全民政治の

民主国家になることである。総理（孫文）の最大な創見は「政権（政治権利）」と「治権（治理権力）」

を区別すること、すなわち「権」と「能」を区別したことである。「治権」は政府に属し、「行政権」、

「司法権」、「立法権」、「考試権（公務員の選抜）」及び「監察権」という 5 つに分けられる。「政権」

は「選挙権」、「罷免権」、「創製権」及び「複決権」
318

という四つに分けられる。319 

 

孫文の民権主義そのものは、曖昧なところが少なくない。陳儀が理解した民権主義も、

多くの点が不明である。たとえば、上述の政府の「立法権」と人民の「創製権」との間に

どのような区別があるのかも不明である。民権主義について、陳儀は深く研究したことも

なかったし、詳しく説明したこともなかった。また、民意機関の設立について、陳儀はす

べて中央政府の決定に従って推進したのである。すなわち、民主の思想と制度について、

陳儀はそれを理念として深く信じて、積極的に推進したわけではなかったし、それに反対

したわけでもなかった。彼は、中央政府の政策決定のままに実施しただけである。実際、

陳儀の福建省と台湾省での施政期において、国民政府はずっと一党独裁体制を維持した。

各省の参議会は、省政府の補佐機関に位置づけられた。そして、民衆は陳儀政府に対して、

                                                                 
316 章紅「国民参政会述论」『抗日戦争研究』1996 年第 21 巻第 3 期、47－68 頁。 
317 陳儀「台灣的施政方針（民國三十四年十一月三日在第一次國父紀念週講）」、前掲『陳長官治台一年來

言論集』、3 頁。 
318 孫文が提出した「創製権」は主に人民が法律を作る権利を指し、「複決権」は人民が法律を変更する
ことを指す。しかし、いかに実施するかなどについては、非常に曖昧で、はっきり説明したわけではな

い。 
319 陳儀「對全省同胞的希望（民國三十四年十一月四日對全省同胞廣播）」、前掲『陳長官治台一年來言論

集』、15 頁。 
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政策や人事などの不満を持っていても、民主制度を通じて何らかの変更を迫るのは不可能

であった。陳儀政府が民衆の不満にうまく対応しなかったら、両方の対立は激化しやすい

のである。 

総じて、陳儀は、民主制度ではなく、教育を通じて行政システムを建設することを主張

した。また、彼は、思想と組織の統一を強調し、さらに統制経済を主張したので、彼の思

想にしたがって構築した政治システムは、絶大なる権限と多くの資源を掌握したシステム

であった。そして、その施政の結果は、上述の政治の方向性と集権体制の有効性に依存し、

各レベルの官吏の道徳と能力に依存するのである。また、大きな経済的社会的な問題が

あったような場合、政府と民衆の対立が現実の対抗に陥るかどうかは、社会に対する政府

のコントロール能力と現実問題に対する民衆の忍耐力に依存する。 

もちろん、陳儀は地方政府の行政長官であったので、福建省と台湾において、そのよう

な集権体制の建設と統制経済の開発を実行する際、政府と民衆の対立以外にも、中央政府

や地方の党組織及び軍隊からも多くの影響を受けた。 

しかし、地方の施政において、やはり大きな権限を有する陳儀が主導権を持っていた。

1934 年から 1941 年まで、陳儀は七年にわたって、そのような施政の思想に従って、福建

省の政治と経済建設などを指導した。多くの問題を有したにもかかわらず、彼が赴任する

前の福建省より、陳儀施政下の福建省は大きく発展した。また、その施政の経験は陳儀の

台湾施政にも多くの影響を与えた。 
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第五章 福建省における陳儀の行政システム建設と経済建設 

 陳儀は、福建事変の後、省主席として福建省に赴任した。事件の混乱後における政権の

再建が、もちろん最重要課題であった。 

  福建省は中国の東南沿海部に位置し、北は浙江省、西は江西省、南は広東省と接し、東

は台湾海峡を挟んで台湾島と隣接する。1937 年の統計年鑑によると、面積は 118738.2 平

方メートル320で、人口は 12,108,072 人である321。省の下には 62 の県を有する322。 

しかし、辛亥革命以来、福建省では統一的な政権が形成されなかった。異なる軍閥や共

産党勢力などが、大小にかかわらず、それぞれの一部の地域を実効支配していた。しかも、

多くの県の県政府は、清末時代の県政府とそれほど変わりがなかった。すなわち、その県

政府は、県長の「一人政府」だという特徴を有する。県長以外に、数人の補佐人員しか有

しなかったが、それらの人員は正式な公務員の地位を持っていなかった。さらに、県長を

含め、地方軍閥に依存したので、軍閥闘争の結果次第で県政府は頻繁に変更した。また、

県政府の下には安定的な行政システムを有しなかったので、郷村地域の農民たちを有効に

統合することができなかった。そのため、陳儀にとって政権の再建とは、福建省各地の地

方勢力を消滅して社会末端までの行政システムを一から建設することを意味した。 

南京国民政府時代において、中央政府が実効支配していた地域の政治システムには、地

方政府、国民党の地方組織と軍隊があった。しかし、その主導権をにぎっていたのは地方

政府であった。党の組織は、その周辺に位置づけられた。蒋介石は軍権によって南京国民

政府の実権を握ったので、軍権を最も重視していた。しかし、国民政府の実効支配の地域

においては、特に日中戦争以前、地方政治は地方政府に任せられ、軍隊による地方政府へ

の干渉はできるだけ抑えられた。一方、南京国民政府は「党治」を高唱したが、地方にお

いては、党と政府の分離を原則として定めた。党の組織と地方政府の組織は、分立してい

た。地方政府に対する地方党組織の監督も提案も、中央党部及び中央政府を通じて行われ

ていた。また、地方党組織の人事費などは地方政府に依存した。それゆえ、地方の建設に

おいては、地方政府が絶対的な主導権を握っていた
323
。 

                                                                 
320 福建省秘書処統計室編『福建省統計年鑑（第一回）』福建省秘書処統計室、1937 年、37 頁。 
321 同上、97 頁。 
322

 同上、189 頁。 
323 南京国民政府時代の国民党、政府及び軍隊との間の権力関係については、王奇生『党员、党权与党争』

華文出版社、2010 年参照。特にその本の第八章「党政关系：党治在地方层级的运作（党政関係：地方レ
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第四章で説明したように、陳儀の目標は、経済建設により、民衆の裕福な生活、国家と

民族を復興することである。また、彼は、行政機構、「警保（警察と治安維持）」、交通、

財政、金融、及び衛生という 6 つが、積極的な経済建設の前提だと考えていた324。なお、

後半の 5 つである「警保」、交通、財政、金融、及び衛生の建設は、すべて最初の行政機

構によって行われた。陳儀は、伝統的な中国王朝時代の消極的な政治とは異なり、福建省

ではいろいろな建設を推進する積極的な政治を実行した。そして、経済建設の機構、銀行

などの金融機構及び商業機構などを新設した。すなわち、彼は福建省において極めて膨大

な行政機構を構築した。行政機構の建設については、当然その人事が極めて重要である。

本稿は、その人事と機構の建設を合わせて、行政システムの建設と称する。 

また、福建省で行政システムを構築しながら、陳儀は金融と財政の整頓整理に取り組み、

しかも、それを踏まえて、統制経済建設と社会建設に試みた。 

 本章は、主に陳儀による福建省での行政システム建設、及び経済と社会建設を検討する。

予め要約すれば、陳儀の行政システム建設の特徴は、省政府の集権化、県政府などの末端

政府の制度化と充実化である。経済建設の特徴は、統計主義を重視して統制経済に取り組

んだことである。以下、それらを詳述する。 

 

第一節 行政システム建設 

 

1、省政府の建設 

国民政府が 1931 年に公布した『省政府組織法』の第一条、第四条及び第七条によると、

省政府は「国民政府建国大綱と中央法令に従って全省の政務を総攬する」のであり、「七

人から九人までの省政府委員によって省政府委員会を組織して省政府の職権を実行する」。

「国民政府は省政府委員から一人を選んで主席に任命」する。省主席の職権は「省政府委

員会会議を召集し、会議の主席を担当する」こと、「省政府を代表して省政府委員会会議

の決議案を実行する」こと、「省政府を代表して全省の行政機構の職務施行を監督する」

こと、及び「省政府の日常と緊急事務の処理」である325。また、同組織法の第八条、第十

五条及び第十六条によると、省政府には「秘書処、民政庁、財政庁及び教育庁」を設け、

                                                                                                                                                                                          
ベルにおける「党治」の運営）」は、地方政府における国民党の地方党組織と地方政府の権力関係を検討

した。 
324 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、66 頁。 
325

 「省政府組織法」『中華民国法規大全』商務印書館、民国二十五年（1936 年）、347－348 頁。 
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また「必要の時に省政府は実業庁とその他の専門機関を新設する」ことができる。秘書処

は「一人の秘書長を設立し、省主席の命令に従って秘書処の事務を処理する」こととし、

各庁にはそれぞれ一人の庁長を置き、「行政院が省政府委員から各庁の庁長の人選を決定

して国民政府にその任命を要請し、国民政府がそれを任命する」326。 

その組織法からもわかるように、省政府は委員会制度を採用して、省主席に独裁的な権

力を授与しなかったのである。しかし、陳儀は政府の「一元化」と「総合化」を主張した。

「一元化」とは権力の統一であり、「総合化」とは各庁を統合し、分立的ではなく、総合

的に発展するということである327。そのため、省政府委員会制度を打破し、省主席として

その省政府の大権を持つために、陳儀は、中央政府の実権を握っていた最高指導者の蒋介

石の信頼を獲得し、省政府委員の人事を掌握する必要があった。先述したように、蒋介石

は、陳儀に対して極めて厚い信頼を置いた。それゆえ、陳儀は自分の意志に従って福建省

省政府の人事を組織し、大権を握った。なお、陳儀は、最初からその人事権をしっかり持

っていたのではなく、機構の新設と人事の異動によって、徐々に省政府の実権を握るよう

になったのである。 

次には、表 5.1「陳儀施政期の福建省省政府職官表」に従って、陳儀による福建省省政

府の主要幹部の任用を詳述する。 

 

表 5.1 陳儀施政期の福建省省政府職官表 

年度  

官職  

1934 年  

 

1935 年  

 

1936 年  

 

1937 年  

 

主席 陳儀（1.12 任命） 陳儀 陳儀 陳儀 

委員 林知淵、鄭貞文、李清泉、 

陳儀（1.12任命）、徐桴（1.24

任命）、李世甲（1.24任命）、

孫家哲（1.24 任命）、陳体

誠（1.24任命）、李祖虞（2.8

任命） 

林知淵、鄭貞文、李清泉、 

陳儀、徐桴、李世甲、孫

家哲、陳体誠、 

李祖虞（5.25 免職） 

高登艇（5.25 任命） 

林知淵、鄭貞文、李清泉、 

陳儀、李世甲、孫家哲、

陳体誠、高登艇、徐桴（3.6

免職）胡嘉詔（3.6－7.2）、 

斯烈（7.2 任命） 

 

林知淵、鄭貞文、李清泉、 

陳儀、李世甲、孫家哲、

高登艇、斯烈（8.20免職）、

張果為（8.20 任命）、陳体

誠（12.17 免職）、沈百先

（12.23任命） 

                                                                 
326 同上、348－349 頁。 
327

 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、34 頁。 
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秘書長 高登艇（4.7 任命） 高登艇（5.25 免職） 

陳景烈（5.25 任命） 

陳景烈 陳景烈 

民政庁 

庁長 

李祖虞（2.8 任命） 李祖虞（2.8 免職） 

高登艇（5.25 任命） 

高登艇 高登艇 

財政庁 

庁長 

徐桴（3.8 任命） 徐桴 徐桴（3.6 免職） 

陳体誠（3.6－7.2） 

斯烈（7.2 任命） 

斯烈（8.20 免職） 

張果為（8.20 任命） 

教育庁 

庁長 

鄭貞文 鄭貞文 鄭貞文 鄭貞文 

建設庁 

庁長 

陳体誠（2.8 任命） 陳体誠 陳体誠（3.6 免職） 

胡嘉詔（3.6－7.2） 

陳体誠（7.2 任命） 

陳体誠（12.17免職） 

沈百先（12.23任命） 

 

保安処 

処長 

陳儀（2.17 任命） 陳儀（10.5 免職） 

趙南（10.5 任命） 

趙南 趙南 

地政局 

局長 

   王雍皞（10.12任命） 

会計処 

会計長 

   林和成（7 月任命） 

 1938 年  

 

1939 年  

 

1940 年  

 

1941 年  

 

主席 陳儀 陳儀 陳儀 陳儀（8.28 免職）劉建緒

（8.28 任命） 

委員 林知淵、鄭貞文、李清泉、 

陳儀、李世甲、高登艇、

張果為、孫家哲（3.24 免

職）、陳景烈（3.24 任命）

沈百先（1.28免職）、徐学

禹（ 1.28－12.3）、厳家淦

（12.3 任命） 

鄭貞文、陳儀、李世甲、

高登艇、張果為、陳景烈、

厳家淦、林知淵（4.17 免

職）、周一鶚（4.17任命）、

李清泉（8.11免職）、包可

永（8.11 任命）、徐学禹

（ 11.25 任命）、丘漢平

鄭貞文、陳儀、李世甲、

高登艇、張果為、陳景烈、

厳家淦、周一鶚、包可永、

徐学禹、丘漢平 

陳培鯤（6.14 任命） 

韓涵（6.14 任命） 

鄭貞文、李世甲、陳培鯤、

韓涵、高登艇、厳家淦、

周一鶚、包可永、丘漢平 

張果為（2.15免職）、林有

壬（2.15任命）、徐学禹（6.9

免職）、陸桂祥（6.9任命） 

陳儀（8.28免職）、劉建緒
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（11.25任命） （8.28任命）、陳景烈（8.29

免職）、張開鏈（8.29任命） 

 

秘書長 陳景烈 陳景烈 陳景烈 陳景烈（8.29免職）、張開

鏈（12.2 任命） 

民政庁 

庁長 

高登艇 高登艇 高登艇 高登艇 

財政庁 

庁長 

張果為 張果為（8.11 免職） 

厳家淦（8.11 任命） 

厳家淦 厳家淦 

教育庁 

庁長 

鄭貞文 鄭貞文 鄭貞文 鄭貞文 

建設庁 

庁長 

沈百先（1.27 免職） 

徐学禹（1.28－12.3） 

厳家淦（12.3 任命） 

厳家淦（8.11 免職） 

包可永（8.11 任命） 

包可永 包可永（6.9 免職） 

陸桂祥（6.9 任命） 

保安処 

処長 

趙南（2.26 免職） 

葉成（2.26ー7.26） 

黄珍吾（7.26 任命） 

黄珍吾 黄珍吾 黄珍吾 

地政局 

局長 

王雍皞（2.17 免職） 張果為（2.18 任命） 張果為 張果為（12.13免職） 

会計処 

会計長 

林和成（11 月免職） 

蕭貞昌（11 月任命） 

蕭貞昌 蕭貞昌 蕭貞昌（1 月免職） 

何孝怡（1 月就任） 

粮食管理局

局長 

   周一鶚（2.5 任命） 

衛生処処長   陸滌寰（11.23 任命） 陸滌寰 

統計処統計

長 

   杜俊東（1 月就任） 

出所）劉寿林など編『民国职官年表』中華書局、1995 年、795-798 頁より筆者作成 

 

1）陳儀の福建施政初期の省政府人事：1934-1936 
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1934 年から 1936 年まで、省政府と県政府の人事は、蒋介石及び福建省に駐在していた

軍隊から多くの影響を受けた。なぜかというと、その時期においては、蒋介石は、江西省

と福建省で多くの軍隊を集中して、中国共産党に対する掃討戦を懸命に展開していたから

である。 

省政府の委員の任命は、通例は省主席が指名リストをつくって国民党中央政治会議に提

出し、国民党中央政治会議が議決したら、行政院会議に交付してその任命を正式に発表す

ることになっている328。新たな福建省政府の組織について、蒋介石は事変に参加しなかっ

た前委員をそのまま用いることなどを陳儀に指示し、その委員会の人事に大きく関与した。

1934 年 1 月 24 に主な省政府委員の任命が公布され、2 月 8 日に一人を調整してから、陳

儀時代の最初の省政府委員の九人が確定された。その九人は、徐桴、林知淵、鄭貞文、李

清泉、李世甲、孫家哲、陳体誠、李祖虞及び陳儀である
329
。 

林知淵、鄭貞文と李清泉は福建事変に参加しなかった前委員であり、またすべて福建省

の出身で、地域社会に大きな名望と人脈を有した人物である。林知淵は、青少年時代にお

いて、北洋陸軍学堂や中国陸軍大学に教育を受け、さらに、辛亥革命以来、孫文が指導し

た革命活動に多く関与し、北洋軍閥や国民党側に多くの人脈を持っていた。1920 年代以

来、長い間故郷の福建省で活動し、北伐中に国民政府の福建攻略に協力した。国民政府成

立した後は、ずっと福建省省政府委員を担当し、さらに福建事変の後、蒋介石から陳儀に

補佐して、福建省を建設するという指示を受けた330。 

鄭貞文は有名な化学学者であり、1918 年に日本の東北帝国大学を卒業して帰国した後、

1920 年 12 月から 1921 年 8 月まで、教育長として厦門大学の創立に協力した。それ以外

にも、十数年にわたって上海の商務印書館に勤め、自然科学、特に化学の著作の編集と出

版に大きな業績をあげた。第十九路軍が福建省に入った後、彼は、蒋光鼐の招聘で福建省

教育庁庁長を担当した。しかし、福建事変には、彼は参加しなかった。陳儀は、鄭の能力

と学識を称賛し、高い信頼を置き、自身の七年間福建省施政期にわたって、ずっと鄭に教

育庁庁長を担当させた331。 

                                                                 
328 銭履周、前掲文、52 頁。 
329

 劉寿林など編、前掲書、795 頁。 
330 林知淵「政坛浮生录：林知渊自述」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建
文史资料第 22 辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1989 年。特にその第一章

と第六章参照。 
331 鄭貞文「在福建省教育厅的回忆」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建文

史资料第 12 辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1986 年、1－37 頁。 
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李清泉は、フィリピンで大きな金融貿易事業を作り、当地の中華商会の指導者を担当し、

1920 年代後半から、愛国華僑として、国民政府に大きな支持を与えた。1932 年から福建

省省政府委員に任命された332。 

李世甲は、海軍の出身である333。福建省は近代中国の海軍の根拠地であり、海軍の実力

者もほとんど福建省の出身である。長い間、福建系海軍は福建省の幾つかの沿海地を実効

支配していただけではなく、福建省省政府をも支配した。陳儀が福建省に赴任していた時

にも、海軍が大きな勢力を持っていた。 

徐桴は浙江省の出身で、国民党の古参の党員であり、民国前期には福建省で金融と貿易

会社を経営したこともあり、地方政府の官職を担当したこともある。また、浙江財閥のな

かに多くの人脈を有した。北伐の時には蒋介石の国民革命軍の軍需署長を担当し、蒋介石

から大きな信頼を受け、1928 年から 1929 年まで、福建省財政庁庁長と省政府委員をも担

当した334。福建事変後、彼は、陳儀が福建省に赴任する前に、蒋介石の命令を受け、占領

した福州に赴き、銀行などの接収を担当したので、新たな福建省省政府を樹立した時に、

彼は財政庁庁長に任命された335。 

陳体誠は福建省の出身で、上海交通部工業専業学校で土木工学を勉強してから、米国の

カーネギー鉄鋼研究院に留学した。帰国後、多くの交通建設に参加した。福建事変の時に、

浙江省公路局の局長として、中央軍が福建省に進軍する道路の建設で業績を上げた。江西

省と福建省の共産党勢力を掃討するためには、福建省での交通建設が非常に重要である。

そのため、陳は福建省省政府建設庁庁長に任命され、福建省での交通建設を任せられた336。 

孫家哲は福建省に近接する広東省の掲陽県の出身で、当時広東省を実効支配していた陳

済棠と親密な関係を有していた。福建事変の時に、蒋介石は「西南派」、特に陳済棠に対

して、事変に参加しないよう多くの措置をとった。孫家哲の福建省委員への任命にも、そ

の意味があった。 

李祖虞は江蘇省の出身であるが、小さい時には浙江省で生活していた。求是書院から日

                                                                 
332 徐友春など編『民国人物大辞典』河北人民出版社、1991 年、298 頁。 
333 李世甲「我在旧海军亲历记」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料編輯室編『福建文史资料第

1 辑』福建人民出版社、1962 年、36－68 頁。 
334 汪煜「徐桴的一生」浙江政協文史資料委員会編『浙江文史资料选辑第 46 辑：浙江近代金融业和金融

家』浙江人民出版社、1992 年、135－138 頁。 

呉舟孫「关于徐桴的几件事」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建文史资料
第十九辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1988 年、105－111 頁。 
335

 賀淵「陈仪在闽台两地的人事实践及其思考」『暨南学报』2015 年第 12 期、143－153 頁。 
336 陳囷「公路工程专家陈体诚先生」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建文

史资料第十九辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1988 年、247－250 頁。 
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本留学時代まで、陳儀と長い間付き合いがあり、親密な関係を有した。すなわち、陳儀以

外の八人の委員のなかでは、李祖虞のみが陳儀系の顔ぶれと言える。李は民政庁長を担当

した。なお、李清泉と孫家哲は、実際にはその委員に就任しなかった337。 

蒋介石は事変後の善後策として、事変後初の福建省省政府主要幹部をそのまま任用した。

対日交渉に経験があり、実務能力をも有する陳儀を省主席に任命したことは、日本側との

親密関係の構築や福建省の安定などに役だった。また、事変に関与せず、海軍や地方社会

にも大きな名望と人脈を有する、福建籍の李世甲や林知淵などの四人を留用したことは、

事変後の福建省政局の安定に有利した。広東省出身の孫家哲の任命は、広東省の実力者の

陳済棠との良好的な関係を築くことに役立った。徐桴と陳体誠の任用は、その二人それぞ

れの専門能力を利用して、蒋介石自身の共産党軍掃討戦に支えることを企図したものであ

る。 

一方、陳儀にとって、福建省省主席に任命されたことは、自分の国家建設の青写真を実

現する好機となった。自分の抱負を実現するために、陳儀は実権を握る必要があった。そ

のために、陳儀は、参議制度と新設機構を利用し、自分が信頼していた人を多く招聘して、

省政府の中高級官僚に任命した。 

省政府の職員については、委員から課員まではすべて定員が決まっており、その給料な

どの人事費もすべて定額である。しかし、省主席は毎月蒋介石の侍従室から数万元を貰う

ことができ、それは国庫や予算などとは関わりがなく、省主席のサインだけで領収するこ

とができる。陳儀はその資金で、参議や諮議などを招聘した338。1933 年 11 月から実行し

た国民政府の『暫行文官官等官俸表』によると、省政府高級幹部の省主席の月俸は 680

元で、省政府の委員と庁長の月俸は 560 から 640 元であった。参議と諮議の給料は高くて

も、省政府の委員らを超えるのは不可能であったので、数万元の資金があれば、多くの参

議と諮議を招聘することができた。 

陳儀が招聘したうちで最も重要な参議は、沈銘訓と李択一である。沈は、知恵袋として、

陳儀の施政を補佐し、特に後述の県政府公務員の訓練に重要な役割を果たした。沈銘訓の

字は仲九で、一般には沈仲九と称した。彼は有名な学者でアナーキストでもあり、陳儀と

深い関わりがあった。沈は陳儀の妻の従兄弟であり、1887 年紹興府東浦村に生まれ、青

少年時代には徐錫麟の革命活動から大きな影響を受け、清末に一時期日本に軍事留学した。

                                                                 
337 徐天胎『福建民国史稿』福建人民出版社、2009 年、195 頁。 
338

 銭履周、前掲文、53 頁。 
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民国前期においては、浙江第一師範学校、湖南第一師範学校および上海大学で教員として

活躍した。彼は積極的に新文化運動などに参加し、雑誌の編著や文章の発表などを通じて

アナーキズムを宣伝した。1920 年代後半から、上海労働大学の創設と運営に大きな役割

を果たした。彼は、中日両国のアナーキストと親交を有した。しかし、国民政府の干渉政

策によって、労働大学の運営が難しくなった。そのため、沈は労働大学から離職し、1928

年から 1933 までドイツに留学した。ドイツから帰国した後、沈仲九は、1934 年から 1949

年まで、知恵袋として陳儀を補佐した339。沈はアナーキストとして活躍した時に、共産主

義或いは国家主義を主張する人たちの間に多くの人脈を築いたが、陳儀を補佐した時にそ

れを利用し、多くの知り合いを招聘してきた。特に中国共産党党員或いは共産党と深い関

係を有する左派の夏明鋼、胡邦憲（胡允恭）や程星齢などは、すべて沈が招聘してきた人

である。 

李択一は陳儀の参議として、主に対日外交を担当した。李択一は 1888 年福州に生まれ、

青年時代に日本の慶応大学に留学した。その時に、同じく日本留学中の陳儀と知り合った。

帰国後、李は三井銀行天津支店の買弁を務めたことがある。1922 年、随員としてワシン

トン会議にも参加した。また、満州事変の後、彼は、「行政院駐平政務委員会」の参議と

して、同委員会委員長の黄郛を補佐して対日交渉に参加した340。  

ちなみに、秘書長についてであるが、陳儀はもともと腹心の陳景烈を秘書長に任命する

つもりであった。しかし、前福建省省政府委員の高登艇は、自分の姻戚である江西省省主

席の熊式輝を通じて、自分は福建事変に参加しなかったことを蒋介石に報告した。その結

果、蒋介石は高登艇の任用を陳儀に指示した。陳儀は、やむを得ず高登艇を秘書長に任命

し、陳景烈を総参議に任命した。しかし、実際には公文書などの処理について、依然とし

て陳景烈に任せた。陳景烈の原籍は陳儀の故郷の紹興府であるが、少年時代は江西省で過

ごした。また、日本憲兵学校に留学してから、長期間にわたり浙江軍に勤務し、陳儀の浙

江軍第一師師長時代には、その軍法処長を務めた。陳儀が軍政部に入った後、兵工署で官

職に就いたこともある341。そして、福建省時代にわたって、陳景烈は陳儀の高い信頼を受

けた。1935 年、高登艇が民政庁庁長に転任してから、陳景烈は秘書長に任命され、名実

ともに秘書処の職権を掌握した。 

                                                                 
339 呉念聖「第三世代中国人アナーキストの中の日本留学組--沈仲九を中心に」『プロジェクト研究』2009

年第 5 期、55－69 頁。 
340 徐友春など編、前掲『民国人物大辞典』、1052 頁。 
341

 同上、1052 頁。 
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また、1936 年 2 月、有名な文学者である郁達夫は、陳儀の招聘によって福建省に赴き、

福建省省政府の参議に就任した342。陳儀は、福建省の経済発展の計画づくりなどを郁達夫

に任せようとしたが、郁はそれを拒否した343。5 月から郁達夫は省政府公報室の主任を兼

任し、『福建省省政府月報』、『福建省省政府公報』及び『闽政月刊』の編集を担当し、陳

儀政府の政策などを宣伝した。郁の紹介で、許钦文、楊騒と董秋芳が公報室に入職した。

三人はすべて郁の友達で、しかも有名な知識人である。 

参議と秘書長のほかに、陳儀は、浙江軍第一師師長や国民政府軍政部任職期の元部下、

そしてその知り合いを招聘して省政府各庁の課長級の官職を与えた。例えば、最初寿昌田

を秘書処第三科の科長に任命したが、その後寿は、省政府直属の省銀行の責任者である「総

経理」に昇進した344。また、陳儀は、1934 年 2 月から 1935 年 10 月まで、自分で一年半

にわたって全省の治安を担当する保安処処長を兼任した後、元部下の趙南を保安処処長に

任命した345。 

また、陳儀は、ドイツ訪問中に知り合った国家主義者らを重用した。陳儀が省主席に就

任した後まもなく、ドイツ訪問に知り合った中国人留学生の張果為を招聘した。張はベル

リン大学に統計学を専門として学んだ国家主義者で、1929 年に博士号を取った。留学中

には、ドイツ国家統計局所属の研究所で研究員のアルバイトをしたことがあった。また、

張も中国青年党の党員である。 

中国青年党は、国家主義を信奉する、中国国民党と中国共産党に次ぐ民国政治史におけ

る第三の政党である。1919 年、一部の中国知識人は、様々な問題を研究して中国の貧弱

を解決することを趣旨とする「少年中国学会」を設立した。その後、「少年中国学会」は

主義の争いで分裂した。李大钊や毛沢東らは、共産主義を宣揚して中国共産党の創設に取

り組んだ。それに反対する曾琦や李璜などは、1923 年にフランス留学中に、国家主義を

指導思想として、中国青年党を創設した。中国青年党の国家主義は、主に国家至上を謳っ

て、中国の独立と富強を主張し共産党の世界主義を大きく批判すること、全国民の参加す

る政治と革命を主張し中国国民党の「党治」思想を批判すること、そして、国家によって

経済開発と社会建設の社会と経済政策を主張することから構成されている346。第四章の分

                                                                 
342

 郁達夫『郁达夫文集第 9 卷：日记、书信』花城出版社、1984 年、263 頁。郁達夫の 1936 年 2 月 2 日

の日記。 
343 同上、266 頁。郁達夫の 1936 年 2 月 6 日の日記。 
344

 銭履周、前掲文、63 頁。 
345 劉寿林など編、前掲書、795 頁。 
346

 曾輝『中国青年党研究：1923-1945』華東師範大学、博士論文、2014 年、40-42 頁。 
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析からもわかるように、陳儀の思想は、中国青年党の国家主義思想と多くの類似性がある。

それは、彼が福建省と台湾省での施政において、多くの中国青年党出身者を任用すること

に役立った。政治活動から見ると、中国青年党は、民国期において終始中国共産党と対立

し、反対活動を多く起こした。一方、中国国民党に対して、反対活動もあったが提携する

ことも多くあった。特に満州事変後、多くの中国青年党党員は国民政府に加入し、或いは

協力した。なお、中国青年党は、日中戦争中及び戦後において、「国民参政会」という民

意機構や「憲法制定国民大会」などに積極的に参加し、民国後期の中国憲政運動に大きな

役割を果たした347。 

帰国後、張果為は、東北交通委員会の研究員と東北大学の教員を務め、『東北交通年鑑』

を編纂したこともあった。満州事変後、彼は一時熱河省で抗日活動に参加したが、1933

年の春に厦門大学の教員になった。福建事変では、彼は友達の誘いによって事変に巻き込

まれたため、厦門大学の教職を失った。その後、彼は広東省政府が招聘したドイツ人軍事

顧問の通訳として短期間働いたが、1934 年 4 月に陳儀に招聘されて福建省政府の参議に

就任した。その後、彼は福建省省政府統計室主任、財政庁第二課課長及び財政庁庁長など

を歴任し、福建省の統計事業と財政の整理などに大きな役割を果たした348。さらに、張を

通じて、多くのドイツ留学経験を有する人と青年党の党員が福建省省政府に入った。たと

えば、張は、省政府統計室の主任に就任してまもなく、清華大学出身の友人である杜俊東

を招いて助手に任命した。また、その後、蕭貞昌、方学李、劉天予、陳国琛及び晏志超な

どを多く招聘してきた。 

 

2）陳儀の福建施政中後期の省政府人事：1937-1941 

1936 年から、中央軍の大部分は、亡命中の中国共産党軍を追撃して中国の西部に転進

したので、軍隊が福建省に与える影響は大きく減った。また、表 5.1 にも示したように、

1936 年の財政庁長の徐桴の離職と 1937 年の建設庁長の陳体誠の離職により、陳儀の腹心

がその重要な両職を占めることになった。1936 年から、陳儀は福建省政府をほぼ完全に

掌握したと言える。それは、陳儀の権力一元化の理念に従って行われたことであり、陳儀

                                                                 
347

 中国青年党の詳細については、曾輝『中国青年党研究：1923-1945』華東師範大学、博士論文、2014

年、王奇生『革命与反革命：社会文化视野下的民国政治』社会科学文献出版社、2010 年、特に中国国民
党、中国共産党及び中国青年党の相互関係を考察する第三章参照。 
348

 張果為『浮生的經歷與見證』伝記文学出版社、1970 年、13－64 頁。特にその第二の部分「德國留學
時代（ドイツ留学）」、第三の部分「回國服務時代（帰国後の勤務時代）」及び第四の部分「福建服務時代

（福建省での勤務時代）」参照。 
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が構想する建設を推進することに役立った。 

1936 年以来、陳儀は、次第に人事異動を通じて、自分が信頼する人たちを重用した。

たとえば、斯烈、張果為、徐学禹、厳家淦、包可永、及び周一鶚などのような、陳儀の福

建施政の中後期に、福建省省政府の委員や庁長を担当した人たちは、すべて陳儀系と看做

される。また、陳儀は信頼する部下を多く昇進させて、中層幹部に充てた。それらの部下

たちは、招聘のルートによって、基本的に下記の四つに区別できる。このうちの初めの三

つは、陳儀の福建施政初期にすでに多く招聘してきた人々であるが、この時期において、

さらに多くの人が重用された。 

第一のカテゴリーは、陳儀の浙江軍第一師師長時代の元部下である。たとえば、上述の

寿昌田と趙南のほかに、1936 年、財政庁長の徐桴が転職した後、陳儀の元部下の斯烈が

財政庁長に就任し、その後省政府委員にも任命された。また、1937 年 10 月、浙江軍出身

の王雍皞が、新設の地政局の局長に任命された。 

第二のカテゴリーは、国家主義者たちである。1936 年以後、張果為をはじめ、福建省

で国家主義派が多くの要職を占めた。全盛期の 1937 年から 1939 年までに、張果為は省政

府委員と財政庁庁長に就任した。蕭貞昌は省政府の会計長、方学李は省政府法制室の主任、

劉天予は第七区行政督察専員、陳国琛は秘書処第一科の科長、晏志超は財政庁第二課の科

長、杜俊東は統計室の主任である。また、夏涛声、韓聯和、劉永済、頼惟勲及び張国鍵は、

それぞれ県長となった349。 

第三のカテゴリーは、沈仲九が推薦した左派である。夏明鋼、胡邦憲（胡允恭）と程星

齢はそれぞれ第四行政区督察専員、同安県県長、安溪県県長に一時就任した。 

第四のカテゴリーは、徐学禹をはじめとする財閥や実業経営者出身の人たちである。徐

学禹は徐錫麟の姪であり、ドイツに留学したことがある。陳儀はドイツ訪問中に、徐と知

り合った。1938 年 1 月、陳儀の推薦で徐は建設庁庁長に任命された。陳儀は、統制経済

を彼に任せた。徐は上海で洋行の買弁を担当していた厳家淦を招聘してきて、当時福建省

唯一の統制経済を担当する福建貿易会社の責任者である「総経理」に任命した。しかし、

同年 12 月徐学禹は浙江省公路局局長を担当した時の不正事件で、中央政府によって免職

され、五年間は官職に担当することを禁ずるという懲戒を与えられた。このため、やむを

得ず、陳儀は徐を省政府の参議に任命した。参議は官職に属しておらず、省主席私人の幕
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 銭履周、前掲文、65 頁。 
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僚に過ぎないからである。徐は、厳家淦を後任の建設庁庁長として陳儀に推薦し、認めら

れた。また徐は、ドイツ留学時代のクラスメートであり、姻戚でもある包可永を建設庁の

主任秘書に推薦して、認められた。徐学禹と先述の張果為は、ドイツ留学時代のクラスメ

ートであったが、政治主張などによって留学時代から対立し、福建時代も常に紛争が絶え

なかった。結局、1939 年 8 月、徐学禹は陳儀を説得して張を免職し、厳家淦を財政庁庁

長に任命した。また、包可永も建設庁庁長に昇進させた350。こうして、その後、徐学禹ら

は、福建省の統制経済を主導した。 

人事上に自分の側近を採用したほか、陳儀は効率を上げるために、1934 年 10 月に「合

署辨公」改革を展開した。「合署辨公」とは、省政府に属するすべての部局を同じ場所に

集中して事務を処理することを指す。「合署辨公」が展開された後は、各部局は単独に部

局の名義で政策や公文書を公布することを禁じられ、すべての政府公布は省政府の名義で

行われるようになった351。それは、各部局の実務レベルの職権が、さらに省政府に集中す

るようになることを意味した。 

これを要するに、陳儀が福建省省主席に赴任した後の最初の省政府の人事においては、

陳儀の意志は大きく抑えられたが、彼は参議制度の活用、行政機構の新設及び「合署辨公」

改革などによって、権力の集中化を推し進めた。また、信頼する人たちに最初に課長レベ

ルの官職を与え、その後人事異動を通じて次第に抜擢したことによって、省政府の権力の

一元化を増強していた。    

特に、1936 年から、陳儀は福建省政府をほぼ完全に掌握し、自分の理念に従って社会

と経済建設を大きく展開した。 

しかし、幾つかの問題があった。まず、異なるルートで招聘してきた部下たちの間に、

権力闘争が生じたことである。第二に、陳儀の権力一元化が、福建省本土派の官僚たちを

抑圧したことである。それは、陳儀の建設計画の助けとならなかっただけではなく、その

障害になった。 

 

2、県政府などの建設 

 1930 年に修正して公布した『県政府組織法』によると、県政府は省政府の指揮と監督

のもとで、県内の行政を処理する。各県は人口と地方の実情によって、若干の区にわけら

                                                                 
350 銭履周、前掲文、54－56 頁。 
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 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、156 頁。 
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れる。また、原則として、10 から 50 の郷または鎮で一つの区を構成する。郷鎮の下に、

25 の世帯で一つの閭になり、5 の世帯で隣になる。県政府には一人の県長を置き、省の民

政庁が県長候補者として、二人或いは三人を指名し、省政府委員会会議が一人を議決して

任命する。県政府には秘書一人、一つ或いは二つの課を置く。各課には課長一人、課員二

人或いは四人を置く。秘書と課長は、県長が決めた人選を省の民政庁に提出し、民政庁に

よって任命される。県政府の下には、公安局、財政局、建設局及び教育局を設置する。必

要の場合には、省政府の許可をえれば、社会局や衛生局などを増設することができる。各

局には局長一人を置き、これは県長が人選を省政府に提出して、省政府によって任命され

る。 

また、県政府の下級政府である区、郷、鎮、閭及び隣は、区長、郷長、鎮長、閭長及び

隣長を置くが、すべて民衆によって選挙されると法律上には定めた。しかし、区長選挙に

ついては、『県組織法』が実行した一年の後、省政府が各県の実情を考察してその選挙の

時期を決定し、中央の内政部に報告して、許可を得たら実施すると規定していた。さらに、

区政府の下級組織である郷、鎮、閭及び隣の長官の選挙は、すべて区長選挙が実行された

後に展開するのである。 

区長選挙を実施する前に、区長候補は民政庁によって試験の合格者から指名される。ま

た、郷長と鎮長は、選挙組織の郷民大会或いは鎮民大会によって、定員の数倍の候補者が

指名され、県長が一人を任命する。閭長と隣長は民衆によって選挙されるが、郷鎮公所（政

府）が閭長と隣長に対して違法などを指摘したら、閭と隣の民衆がそれを改選する352。 

つまり、区長選挙を実施する前に、県政府及びその下の各区レベルの政府の官僚を任命

する権力は、すべて各レベルの上級政府が決定するのである。実際には、国民政府時代に

おいて、福建省を含め、多くの地域ではその区長選挙を行わなかった。換言すれば、陳儀

の福建省省政府は、省内の行政システムの任官について、絶大な権力を持っていた。 

 『組織法』は県から閭隣までの行政システムを定めたが、実際には福建省でそのような

有効な行政システムは構築されなかった。先述したように、辛亥革命から陳儀の福建省施

政まで、軍閥や共産党軍などは福建省の異なる地域を実効支配していた。部局と人員の配

置においては、県政府は清末の時代とあまり変わらなかったし、上述した「一人政府」の

ような状態であった。一方、福建事変を鎮圧した時に、多くの県長は軍隊あるいは地方の
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 「県政府組織法」、前掲『中華民国法規大全』、535－537 頁。 
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推薦によって任命された353。県長の任命は省政府の職権であったが、新たな省政府が成立

した時際、陳儀は、省のトップとなった自分が任免を決めることになった県長を、一気に

免職するのではなく、徐々に変更した。 

陳儀によると、県政は省政の基礎であり、県政を推進しようとしたら、県政人員を完備

すべきである。そのため、県政府の建設について、陳儀は課長や区長などの養成に優先的

に着手した。公務員の養成について、最初に展開したのは統計人員の養成である。1934

年、福建省統計室の主任になった張果為は、統計事業を展開するために、陳儀の許可を得

て、「統計人員訓練所」を設置して、1934 年 9 月 1 日から 1935 年 1 月 30 日まで、87 人

の統計人員を教育し訓練した354。それが、陳儀時代の福建省での行政人員の養成の濫觴で

ある。 

1935 年 2 月に、省政府は「県政人員訓練所」を設置し、各専門訓練班を設けて県政人

員を養成し始めた。1935 年から 1936 年までの二年間だけで、「県政人員訓練所」は「財

政班」、「行政班」、「経徴班（経済調査）」、「金庫班」、「会計班」、「建教班（教育と建設班）」、

「区政班」、「民政班」、「課員班」、及び「銀行班」など、合わせて 22 の小組、1883 人の

行政人員を養成した。銀行班の人員のような省銀行に務めた人以外では、1883 人のうち、

1289 人が県政府、県政府各部局及び区公所などに勤めた355。1934 年から 1941 年まで、

福建省県政人員訓練所は全部で 12144 人を養成した
356
。1943 年の統計によると、県政府

及びその下の政府の定員は、25924 人である357。すなわち、県政訓練所は県政府などの定

員の約 47％を養成した。それは、福建省の行政システムについての大きな業績であり、

陳儀の福建省施政にも大きく役立った。 

県政人員訓練所の行政人員養成について、陳儀は、その日常管理と訓練を自分が最も信

頼する沈仲九に任せ、学員に対して専門知識と倫理思想の教育を行なった。彼自身は常に

自ら訓練所の学員たちに講演して、「公正」、「まじめ」及び「勇気」など、いわゆる「正

当な人生観」を宣揚した。そして、訓練を受けた学員に対して、官職や待遇などで優遇す

ることを定めた。 

訓練を受けた県政人員に対して、我が省は（その官職と待遇を）保障する。職責を果たさないこと

                                                                 
353

 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、189 頁。 
354 同上、184 頁。 
355 同上、184 頁。 
356

 張研、孫燕京編『民国史料丛刊 113 册：闽政一年、第一次福建省统计手册』大象出版社、2009 年、
413 頁。 
357

 同上、397 頁、399 頁。 
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があっても違法ではなければ、免職はしない。一時官職を与えられない期間があれば、生活費は支給

する。
358 

そのような公務員の養成と任用により、福建省での公務員任用の制度化を促進した。 

辛亥革命から陳儀の赴任まで、福建省において、県政府およびその下の末端政府の公務

員の任用は極めて恣意的な形で実施されており、県長或いは実効支配していた軍閥が絶対

的な権限を持っていた。その任免は、完全に個人関係に依存していた。そのことは、県政

建設の不安定を引き起こし、有害であった。陳儀は、儒学の言葉を借りて、これを批判し

た。すなわち、「其の人存すれば則ち其の政挙がり、其の人亡すれば則ち其の政息む」と

いうのである359。また、彼が構築した公務員の養成と任用システムは、こうした陳儀赴任

以前の状況に対処するためのものだった。まず、訓練所の学生は、すべて入学試験を通じ

て採用した。それは、一定の知識能力を学生に要求しただけではなく、個人的関係だけで

公務員になることを阻止した。第二に、訓練を受けた学生には、就職と生活費を保障した

ので、課長、課員及び区長などは、県長などの上司の転職に従って、離職する必要がなく

なった。つまり、その養成と任用システムの建設によって、陳儀は福建省の行政システム

の制度化を促進したのである。 

その他、先述の『県政府組織法』からもわかるように、県政府職員、区長及び郷鎮長の

任命について、県長は法律の規定上大きな権限を有していた。しかし、陳儀は県政行政人

員の訓練と任用によって、県長などの中間層の官僚を飛び越え、全省の行政システムに対

するコントロールを強化した。それだからこそ、彼は、就任した後に、軍隊などが任命し

た県長を急いで調整する必要がなかったのである。 

最後に、陳儀が完成した公務員の養成と任用システムは、福建省の県政府及びその下の

基層部の地方政府を実体化した。当時の中国社会は農業社会であり、約九割の人が農村に

生活していた。しかし、陳儀が赴任する前の福建省では、地方社会の末端部には政府が存

在しないか、あっても形骸化していたので、地方社会の統治上、大きな問題がある。末端

部の行政システムの構築は、地方社会の統治に大いに役立った。 

要するに、陳儀は、旧来の人脈を利用し、元部下などを採用し、福建省省政府の各部局、

及び所属の各県市の主要幹部のような高級官僚に任命した。一方、県政人員訓練所によっ

て県政府課長級や区長などの中低級官僚を養成任用し、福建省で有効な行政システムを

                                                                 
358 福建省県政人員訓練所編、前掲『陳主席的思想』、43 頁。 
359

 同上、43 頁。 
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構築した。それと同時に、彼自身がその行政システムの実権をしっかり握ることにも成功

した。それによって、陳儀が自分の経済思想にしたがって建設を展開するための基礎が築

かれたのである。 

 

第二節 統制経済建設  

 

1、治安、財政及び金融などの整理 

1）「警保」建設 

陳儀が赴任した際の福建省では、治安がきわめて悪かった。福建省の地方軍事勢力であ

る「民軍」は、地方出身の軍閥として、ずっと一部の地域を占領し実効支配していた。ま

た、北洋軍閥などの大きな軍閥も行ったり来たりし、その他の軍閥と混戦した。その結果、

農村の破産と軍閥混戦によって、福建省では匪賊が横行していた。さらに、1930 年代前

半、中国共産党は福建省の幾つかの県で根拠地を創設し、反政府活動を行いつつあった。 

福建省に赴任して以来、陳儀にとって、治安の維持はもっとも重要な工作になった。彼

の治安維持政策は、基本的には軍隊の協力、「保安団」と警察の使用、及び保甲制度の実

行にわけられる。大部隊の匪賊などに対する掃討戦の際には、常に軍隊の協力を依頼した。

しかし、福建省の治安問題は、主に分散した匪賊によって生じたのである。そのため、警

察と「保安団」が治安維持の最も重要な力であった。なお、警察は実に非常に少なかった。

1936 年には、全省の警察を合わせて 3108 人しかいなかったし、62 の県に散在した360の

で、治安維持の実際の力は「保安団」だと言っても過言ではない。 

実際に、福建省「保安団」は、「民軍」をもとに改編されたものである。福建近代史の

民軍とは、民間に由来した軍隊を指す。その活動範囲は全福建省に及び、百近くの勢力が

「民軍」と呼ばれた。彼らは利益のために、政府に帰順する時もあり、対抗する時もあっ

た。民国時代においては、統一された有効な福建省政府は存在しなかったので、民軍はず

っと存在した。しかも、「中原大戦」などのような混乱期には、一部の「民軍」は機会を

捉え、勢力を大きく伸ばしたこともあった。また、彼らの根拠地はほとんど交通が非常に

不便な山岳地帯であり、政府軍に掃討されても、分散したり一時山林に隠れたりするのに

も便利であるので、彼らを消滅するのは非常に困難であった。 

十九路軍が福建省に駐在していた時には、一部の「民軍」が消滅させられた。また、福
                                                                 
360

 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、406 頁。 
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建事変の鎮圧に従って、大量の中央軍が福建省に進駐してきた。多くの「民軍」が政府側

に帰順したが、陳儀が福建省に赴任して以来、中央軍の支持のもとで、すべての「民軍」

を都市部などの中心地に集中させることを要求した。そして、軍官の派遣や「民軍」兵士

の削減などによって、約四十年にわたって存在した「民軍」を消滅させた。もちろん、「民

軍」兵士個人には匪賊などになる者も少なくなかったが、勢力としては消滅させられた
361
。 

陳儀は、帰順した十数万人の「民軍」を 1 万人強の「保安団」に改編した。もともと、

「民軍」の実態は匪賊に近かったので、改編されてもその兵士たちの紀律には依然として

多くの問題があった。しかし、政府の「保安団」として、「民軍」時代よりはだいぶ改善

された。また、「民軍」自身が多くの治安問題を引き起こしていたため、その改編は、社

会の治安に大きく役だった。 

また、陳儀は積極的に保甲制度を実行した。保甲制度は古代中国にも実施された制度で

あり、国民政府期には共産党軍を掃討するために、それを活用した。基本的には、10 の

世帯が一つの甲を構成し、10 の甲が一つの保を構成する。その上にある区長や県長の指

導を受けるのである。保と甲は、地方自衛の組織として、主に匪賊を防衛する責任を負う

362。そのうち、保と甲は、自衛の力の「壮丁隊（民兵隊）」を組織することを要求された。

治安維持のため、陳儀は保甲制度を非常に重視し、保と甲の編成について、何度も各県長

に要求した。 

保と甲は、単なる地方治安にも役立ったが、政府にとって、地方社会への権力の浸透や

政策の施行などに非常に便利で、民国時代には多くの地域で実行された。 

 

2）財政と金融 

 福建省の財政問題は、非常に厳しかった。政府は常に行政の経費について心配していた。

その財政問題について、陳儀は財政と税収を改革しながら、自分の金融の経験と人脈を活

かして、金融改革を展開した。 

 清末以来、税金の徴収は、吏、衙役や農村社会の士紳などのブローカーに依存した。彼

らは、往々にして、正式の負担額を大幅に超える税金を徴収する363。その中間層の搾取は、

                                                                 
361 福建「民軍」について、韓真『民国福建军事史』中国現実出版社、2000 年参照。特に、その第三章
「福建民军的军事活动」は、民軍の起源、発展、及び消亡を詳しく考察した。 
362

 武乾「南京国民政府的保甲制度与地方自治」『法商研究』2001 年第 6 期、118－125 頁。 
363 そのブローカーシステムについて、Prasenjit Duara, Culture, power, and the state: rural North China, 

1900-1942, Stanford University Press, 1988 参照。 
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税収の最大な問題である。政府が直接徴税することができるかどうかは、行政システムの

有効性に大きく依存する。陳儀による行政システムの建設は、そのような税収改革に支え

られた。基本的には、陳儀は、張果為を信頼して、税収改革を任せた。 

 1935 年、陳儀は、張を税収を管理する財政庁第二科の科長に任命した。張は第二科の

内部に三つの組を設立し、信頼する人をそれぞれその責任者に担当させた。その三つの組

は、それぞれ「省税（省に納付する税金）」、「県税（県に納付する税金）」及び「検査（帳

簿などの勘定合わせ）」を管理する。当時、一部の「省税」の徴収は県政府に任されたの

で、県政府はそれを私用することが多かった。帳簿などの勘定合わせを行い、月ごとに徴

税報告の提出を定めたことによって、県政府による私用問題をよく抑えた。 

 当時の中国は農業社会であり、政府にとって最大の税収は土地税である。しかし、数十

年来、軍閥の政府は、その土地税を請負契約とし、食糧貿易商人などに任せた。古くから

の土地に関する帳簿も、貿易商人などに掌握された。政府は、自分で徴税しようとしても、

その根拠である帳簿をも有していなかった。そして、陳儀政府は、土地の再測量を地政局

に指示した。その土地の測量工作の完成によって、政府は直接に土地税を徴収することが

できるようになった。 

また、一部中国人は、台湾籍民の名義を借用して、治外法権を利用し、密輸などの不法

活動を行なっていた。それに対して、張は陳儀の支持のもとに、具体的なことを調査して、

日本領事館と交渉し、日本側から不干渉などの協力を得た。 

総じて、税収については、陳儀政府は建設した行政システムを利用して、税収ブローカ

ーを排除し、直接に徴税する改革を展開した。それは、一般民衆の負担を軽減し、政府の

税収を増強した。そのための徴税改革は、政府内部でも、民衆の間からも、賞賛された。 

金融については、陳儀は、福建省銀行を設立した。また、「農村合作社」の建設を促進

した。福建省銀行は、省政府が管理する銀行として、省政府の建設事情に対して、資金調

達などの協力を与えた。また、福建省は、中央政府財政部の許可を獲得して、福建省銀行

自身で小口通貨を発行した。省政府はそれを重要な金融手段として利用し、多くの資金を

集めた。さらに、農民の相互協力の組織である「農村合作社」を通じて、農民が互いに資

金融通できるようにし、倉庫の建設などの事業をも一緒に起こすことができるよう陳儀が

構想した364。 

                                                                 
364 陳儀「從人生觀說到各項縣政（在省府靈仙閣對福安等縣縣長訓話、民國二十四年九月十九日）」、前掲

『陳主席言論集』、55 頁。 
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また、最初の段階で省政府の財政難問題を解決するために、陳儀は、張果為を連れて上

海に赴き、自分の人脈を利用して、「浙江財閥」が経営していた銀行から莫大な資金を借

入れられるようにもした。 

これを要するに、陳儀は、財政と金融改革を行なったことにより、福建省での建設事業

のために資金を集めた。その資金によって、陳儀政府は福建省で、交通事業や衛生事業な

どを推進できるようになった。 

 

2、統制経済 

 陳儀は、ずっと統制経済を実行しようとしていたが、福建省に来た後の最初の三年間に

は、行政、治安、財政及び金融などの制限があり、その統制経済を施行しなかった。1937

年に入ると、彼は統制経済を実行する条件が備わったと考えた。彼は、1937 年を福建省

の「経済建設年」として、「経済建設の計画」を 8 つの重要工作の一つとした365。 

1937 年、陳儀は確実に統制経済建設を展開しはじめた。第一節に述べたように、人事

面では、その統制経済は主に徐学禹、厳家淦及び包可永らに任せた。彼らは、福建省政府

が設立した各公営会社を管理した。 

1936 年 8 月、福建省は建設庁のもとで「福建省産推銷所」という機構を設立し、福建

省の品物の対外販売を推進する責任を負わせた。生産者に対して、銀行からの資金貸与や

外部市場への販売などに関する情報と便宜を提供させる機構である。1937 年 6 月、「福建

省産推銷所」は「福建省物產股份有限公司（福建省物産株式会社）」に改組し、直接に木

材とお茶などの物産の販売を経営した。そして、20％の株を商人に売却した。 

日中戦争が勃発した後、戦時統制の必要が生じたのに加え、陳儀自身が統制経済を求め

たので、福建省での統制経済の建設は迅速に拡大された。 

1938 年 7 月、売却されていた商人の株を全て買収し、また 1939 年 3 月には、「福建省

物產股份有限公司」を「福建省貿易会社」に改組し、省政府に直属させた。その結果、業

務は、対外販売だけではなく、原材料、機械及び必要な日常生活品の輸入にも拡大した366。 

また、1938 年、陳儀は福建省運輸会社を設立し、国有や民営の運輸会社を買収して、

福建省での自動車、人力、及び船によるモノと人の交通運輸を独占した367。さらに、1940

                                                                 
365

 同上、152 頁。 
366 福建省銀行編『福建之省營事業』福建省経済建設計画委員会、1941 年、15－16 頁。 
367

 同上、43－44 頁。 
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年 8 月、福建省企業会社を設立して、各省営企業を統合して経営した368。その他、1940

年、陳儀は、タバコとお酒の専売を拡大し、食糧の専売を担当する行政機構「公沽局」を

設立した369。 

陳儀は「公」のために、全体のために、それらの統制経済を実施したが、実際には、そ

れは、物価の騰貴、食糧の欠乏、インフレーションを引き起こした。貿易会社時代の商人

だけではなく、一般民衆や地方社会のエリートたちは、すべて陳儀の経済政策に大きな不

満を持つようになった。それも、陳儀の福建省省主席からの離職と関わっていた。 

第三節 社会と文化建設 

 

 福建省において、陳儀は、政治と経済建設に取り組んだだけではなく、社会と文化建設

にも努力した。そのうち、彼が最も重視したのは、衛生と教育事業であった。 

第四章に述べたように、陳儀によると、中国が貧弱に陥った最大の原因は自私の「人心」

であり、また中国を建設するために、最重要な力も人間の力、すなわち「人力」である。

なお、人間の改良について、最重要なのは衛生と教育だ、と彼は講演で強調した。 

 

人間の改良について、さしあたり最も必要なのは二点である。一つは教育、もう一つは衛生である。

（中略）衛生工作は、人民の病気を減らし、人民の体力を増加できる。教育工作は、人民の道徳、能

力、及び知識の進歩を促進し、人民の「心力」を増加できる。人民は、体と心の両方面から進歩でき

たら、自然に建設の工作を担当できる。それゆえ、衛生と教育工作は、建設工作の先決条件であり、

建設の成功も衛生と教育に依存するのである。370 

 

教育について、本章第一節に述べたように、陳儀は官僚と知識人の教育を重要視した。

また、官僚の教育に関しても、第一節に詳述したが、本節には、陳儀が努力した「知識人」

の教育、すなわち学校教育と知識人によって人民に対する教育を検討する。 

陳儀が福建省省主席に赴任した後、行政システムの建設に全力を尽くして成果を収めた。

そのうち、教育に関する法令と行政システム建設も徐々に完備し、教育建設に基礎を作っ

た。 

                                                                 
368 前掲書、85－89 頁。 
369

 前掲書、93 頁。 
370 陳儀「出席三中全會回省後訓辭（黨政軍擴大紀念週講、民國二十六年四月五日）」『陳主席言論特輯』

福建省政府秘書処公報室、1937 年 7 月、63 頁。 
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1937 年に出版した『福建省統計年鑑（第一回）』と 1944 年に出版した『第一次福建省

統計手冊』によると、陳儀が福建省省主席を担当した七年間、福建省の教育事業は大きく

発展した。学校、教員、経費、及び学生の数は、年度によって増減があったが、全体的に

は増加傾向である。 

幼稚園と小学校
371
の学生人数から見ると、陳儀が赴任する直前の 1933 年度は、233483

人である。1934 年には 279751 人、1935 年には 383045 人372、1936 年には 497159 人373を

有した。また、1937 年から 1941 年まで、日中戦争の戦時中ではあったが、福建省の小学

生の人数は、すべて 47 万人以上である。そのうち、1939 年の 68 万人と 1941 年の 64 万

人以外に、他の年度はすべて 47 万人か 49 万人近くであった374。 

中等学校375の学生人数から見ると、1933 年には 14875 人、1934 年には 14959 人、1935

年には 12857 人、1936 年には 19092 人である
376
。1937 年には 21945 人、1938 年には 27667

人、1939 年には 30090 人、1940 年には 37739 人、1941 年には 44141 人である377。 

また、陳儀施政期には、専門学校と大学の学生人数も増えた。高等教育について、陳儀

は、福建農学院、師範専門学校、医学専門学校、音楽専門学校、及び法学院などを設立し、

しかも、日中戦争が勃発した後、それらの学校を福建省の後方地域の内陸部に移入させた

378。 

経費から見ると、国庫と教育部が八割以上の教育経費を調達したが、陳儀の福建省省政

府は、財政難に直面したにも関わらず、1934 年の 193368 元から 1936 年の 366208 元まで、

一倍近くに経費を増加した。省政府が調達した経費が教育総経費の中にしめる割合も、

12.0％から 17.7％まで上がった379。省政府の歳出のなかに、教育経費は、10.3％を占め、

治安と行政経費に次いで、第三位に位置していた380。 

戦時中の 1937 年から 1941 年までの省政府が調達した教育経費について、1937 年から

                                                                 
371 当時、福建省の幼稚園は基本的に 100 以内の学校で、五六千人の学生を有した。また、殆どが小学校

の付属学校であったため、統計資料においては、両者を合わせて初級教育という類に入れた。 
372 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、471－472 頁。 
373 郭少榕「民国时期福建小学教育发展概况」福建省教育史志編写辨公室、福建省教育科学研究所文史志

研究室『福建省教育史志资料集 第九辑』福建教育出版社、1992 年、149－169 頁。 
374 福建省政府統計室編『第一次福建省统计手册』福建省秘書処統計室、1944 年、198－200 頁。張研、

孫燕京編、前掲『民国史料丛刊 113 册：闽政一年、第一次福建省统计手册』、528－530 頁。 
375 当時の統計により、中等学校は中学校、師範学校、及び職業学校を指したのである。 
376

 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、471－472 頁。 
377 福建省政府統計室編、前掲『第一次福建省统计手册』、197 頁。張研、孫燕京編、前掲『民国史料丛
刊 113 册：闽政一年、第一次福建省统计手册』、527 頁。 
378

 陳能南「陈仪主闽期间功过述评」『福建師範大学学報』1989 年第 2 期、100－105 頁。 
379 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、455 頁。 
380

 同上、456 頁。 
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1939 年までは、基本的に 180 万元近くであるが、1940 年と 1941 年は、400 万元に伸ばし

た381。戦時中、イフレーションが深刻であったので、簡単に比較するのは問題がある。そ

こで、省政府の歳出に締めた割合から見ると、1939 年には 6.16％、1940 年には 12.91％、

1941 年には 6.61％であり、年度によって変動が大きかった382が、全体的な歳出において、

教育経費はやはり大きな割合を占めた。 

教育機会、仕事機会及び医療機会の均等化が、陳儀が 1936 年に提出した三大政策であ

った。教育機会の均等化のために、陳儀は 1936 年度から福建省において、省立学校の学

費の免除、師範学生と「農民教育師資訓練所」の学生の食事代の免除、省立職業学校の学

生の食事代の一部免除、及び貧乏学生の中学校入学のための奨学金の設置、という一連の

政策を実施した383。 

なお、各級教育のうち、陳儀は義務教育と民衆教育を最も重視していた。初級教育、す

なわち、幼稚園と小学校の教育は、主に県市及び区政府が担当した。省立小学校は、全省

の全部の小学校の 1％も占めなかった。しかし、省政府が調達した初級教育経費は、常に

福建省の初級教育総経費の二割前後に達した。最小の 1937 年には、総経費の約 16％であ

り、最大の 1939 年には 33.69％であった384。 

省政府の増加した教育経費は、主に初級教育に投入された。初級教育の経費は倍以上を

増加し、全部の省教育経費のなかに占めた割合も、1934 年の 21.89％から 1936 年の 38.78％

まで上がった。その後、1937 年には 38.3％、1938 年には 25.6％、1939 年には 64.0％、1940

年 24.8％であり385、すべて教育投入の重点であった。 

特に、義務教育の経費は、大きく増えた。陳儀の福建施政の最初の三年間では 5 倍近く

増え、教育総経費のなかに占めた割合は、1934 年の 7.96％から 1936 年の 28.91％まで上

がった386。国民政府の法律によると、満 6 歳から満 12 歳までの学齢児童に対して、6 年

間の完全な小学校教育を実施するが、その前 4 年間は義務教育であった。また、教育を受
                                                                 
381

 福建省政府統計室編『第一次福建省统计手册』福建省秘書処統計室、1944 年、194 頁。張研、孫燕京

編『民国史料丛刊 113 册：闽政一年、第一次福建省统计手册』大象出版社、2009 年、524 頁。 
382 中国第二歴史档案館編『中華民国史档案資料彙編 第 5 輯第 2 編教育（一）』江苏人民出版社、1997

年、353 頁。 
383 陳儀「施政三大政策（省政府紀念週訓詞、民國二十五年六月二十二日）」、前掲『陳主席言論特輯』、

79 頁。 
384 『福建省統計年鑑（第一回）』と『第一次福建省统计手册』の統計データにより、筆者が計算した。

福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、455 頁、463 頁、471 頁。福建省政府統計室

編、前掲『第一次福建省统计手册』、194－195 頁、198 頁。張研、孫燕京編、前掲『民国史料丛刊 113
册：闽政一年、第一次福建省统计手册』、524－525 頁、528 頁。 
385

 福建省政府統計室編、前掲『第一次福建省统计手册』、194 頁。張研、孫燕京編、前掲『民国史料丛
刊 113 册：闽政一年、第一次福建省统计手册』、524 頁。 
386

 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、455 頁。 
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けたことがなかった 10 歳から 16 歳までの非学齢児童に対して、短期小学校を設立し、義

務教育をも実施することになっていた387。それ以外にも、政府は民衆学校をも多く設立し

て、一般人に対して、国語と識字などの教育を展開した。当時の福建省において、人々は

幾つかの方言を使用し、標準語である国語を話す人は極めて少なかった。また、識字率も

非常に低かった。陳儀は、省政府が指導していた「農民教育師資訓練所」と「小学教員訓

練所」を設立し、民衆教育と小学校の教員をも養成した。 

福建省において、陳儀の進めた教育建設は、特別長大な進歩を遂げたというほどでもな

いが、彼が赴任する前の時と比べると、教育行政システムの構築や学校、経費、教員、及

び学生の増加などにおいては高く評価できる388。その教育建設の成果は、陳儀政府に人材

を供給し、政府へのアイデンティティーと支持を増強し、陳儀政府による福建省の支配と

福建社会の統合に非常に役だった。 

衛生について、陳儀も極めて重視していた。彼は衛生経費を増やし、衛生関係の行政機

構、教育機構及び実際の医療機構を共に増強、或いは新設し、福建省において、衛生事業

の建設を軌道に乗せ、その発展を促進した。 

たとえば、病院などの一般の医療機関以外に、1936 年「省立衛生試験所」を設立し、

血液、細菌、寄生虫及び化学の検査を展開した389。また、1937 年に「省会衛生事務所」

も新設され、一般の診査、婦人と児童の医療工作、衛生教育、防疫、及び各地での衛生調

査など、様々な工作を展開した390。その他、1936 年、「省立助産訓練所」を「省立高級助

産職業学校」に変え、その附属病院とともに、助産師の養成や人口の生産などに大きな役

割を果たさせた391。また衛生機関は、行政機関と共に、アヘンの禁止工作、及び麻薬依存

者の治療などにも大きく協力した392。清末以来、アヘンは、中国の最も大きな社会問題で

あり、国民政府も、重要な政策として全力でその解決に取り組んだが、完全に解決したの

は中華人民共和国時期になってからであり、陳儀政府の先進性は評価することができる。 

教育と衛生事業以外にも、陳儀政府は、社会救済や宗教組織の調査と管理などにも、多

くの工作を展開し、業績を上げた。 

 

                                                                 
387 于述勝『中国教育制度通史第 7 巻』山東教育出版社、2000 年、96 頁。 
388

 陳儀施政期の福建省の教育建設について、劉海峰、庄明水『福建教育史』福建教育出版社、1996 年

第八章、第九章参照。 
389 福建省秘書処統計室編、前掲『福建省統計年鑑（第一回）』、599 頁。 
390

 同上、601 頁。 
391 同上、605 頁。 
392

 同上、617-625 頁。 
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第四節 福建省における陳儀施政の問題と彼の失脚 

 

 上述したように、福建事変後、陳儀は福建省省主席に任命され、1934 年から 1941 年ま

で、7 年にわたって、福建省で施政した。彼は、行政システムの建設、治安の改善と秩序

の回復、金融と税収の整理整頓、経済の建設、及び教育と衛生事業などの社会と文化建設

に大きな業績を上げた。 

しかし、陳儀の福建施政には、多くの問題や制限もあり、それが最後には彼の離職をも

たらした。 

第一は、南京国民政府の派閥闘争から由来したものである。南京国民政府の権力枠組み

の実態は、蒋介石の個人的独裁である。1930 年代から、胡漢民派や汪兆銘派などの国民

党内部の対立派閥と広西派や山西派などの地方実力軍閥が温存されていたが、南京国民政

府の中央、及び実効支配下の省においては、蒋介石が絶対的な独裁権力を持っていた。 

一方、南京国民政府の中央と実効支配地域において、各勢力はすべて蒋介石を最高指導

者としたが、互いに派閥に分裂し、権力闘争を繰り返した。そのうち、陳立夫と陳果夫を

指導者とし、党の組織に大きな勢力を持っていた「c.c.系」、蒋介石の姻戚である宋子文や

孔祥煕を中心に、行政院に大きな権力を有した派閥、陳誠などを指導者とし、黄埔陸軍学

校出身の軍人を中心とする「黄埔系」、国民党中央に属する特務組織の「中統」（国民党中

央執行委員会調査統計局の略語）、戴笠が指導する特務組織としての軍事委員会調査統計

局（軍統と略する）及び張群や熊式輝などの政府高官を中心とする「政学系」などは、最

も重要な派閥であり、しかもそれぞれ異なる機構と組織に優位を持っていた。 

「政学系」には、正式な組織がなく、メンバーと見做された人たちは、誰も「政学系」

という派閥があることを承認しなかった。しかし彼らは互いに親しい関係を有し、実際に

ひとつの派閥と見做されて、権力闘争に巻き込まれた。陳儀は、そのような「政学系」の

重要な一員である。その結果、彼の福建施政そのものがほかの派閥から抵抗を受けやすか

ったが、陳儀は「積極的な政治」を信奉し、多くの建設に取り組んだ。それは、特定の分

野の権力を占めた他派閥との対立をしばしば引き起こした。たとえば、宣伝や民衆教育な

どは、党組織の重要な事務分野であったが、陳儀が推進した省政府公報室の設立と教育事

業の建設は、福建省党部との権力闘争を激化させた。同じ浙江省、しかも浙江軍出身の陳
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肇英は、1935 年から 1944 年まで、福建省党部の主任を務めた393。しかし、陳儀と陳肇英

は、それぞれの浙江軍時代があまり重ねなかったし、互いに交際することもあまりなかっ

た。すなわち、両者は親しい関係を持っていなかった。逆に、両者自身が指導していた部

門の利益のために、福建省で権力闘争を繰り返した。浙江軍の出身である陳肇英は、辛亥

革命に参加したことがあり、孫文の中華革命党にも参加したことがあった。1918 年、軍

閥混戦の際に、陳は、孫文らが指導する広東軍と対立していた福建省の前線で、浙江軍か

ら離脱して広東側に加入し、そこで蒋介石と親しい関係を持った。南京国民政府が成立し

て以来、彼は、国民政府の立法委員や監査委員などを担当し、実際の建設事業ではなく、

立法やイデオロギー的な工作を担当していた。彼は、省党部の主任委員としてもともと

「c.c.系」に属しており、さらに陳儀の対日宥和政策と左派重用政策に大きな不満を有し

ていたため、福建省で多くの闘争を引き起こした
394
。 

省党部だけではなく、陳儀は福建省で「軍統」とも激しく権力闘争を行なった。福建施

政の初期には、省党部や中統との対抗のために、陳儀は、軍統システムの成立などについ

て、省の保安部隊や警察の内部での軍統勢力の発展に多く協力を提供した。しかし、日中

戦争が勃発した直後の 1937 年の秋、福建における軍統の指導者である張超は陳儀に報告

せず、陳儀と親密な関係を有する省立病院の院長や福州電力会社の社長などを殺害した。

その後、陳儀と張超の関係が悪化した。さらに、張は陳肇英と提携し、陳儀の福建追い出

しを図った。張は福建省軍統指導者の官職から免職されたが、その後も大きな勢力を有し

た。特に 1938 年の上半、陳儀が抗日せずという批判の声が高かった時期に、張は曾ての

民軍たちを発動して、反陳儀政府の部隊を設立しようとした。それを知った陳儀は、張超

を逮捕して、処刑した。国民政府期において、省内の軍統指導者を銃殺した省主席は、陳

儀のみである395。1949 年、陳儀は、湯恩伯に手紙を送り、中国共産党に投降するよう説

得したことで逮捕された。軍統は陳儀の逮捕と処刑を促したが、それはこの時の陳儀によ

る張超の銃殺が一つの遠因になったのである
396
。 

なお、省レベル内部の派閥闘争だけではなく、地方政府として、陳儀の施政は中央の政

策に制限されていた。たとえば、第三章で述べたように、満州事変の後、陳儀は台湾総督

                                                                 
393 徐友春など編、前掲『民国人物大辞典』、1061-1062 頁。 
394 銭履周、前掲文、74 頁。 
395

 余鐘民「陈仪枪杀张超的前前后后」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福建
文史资料第三辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1964 年、168－182 頁。 
396

 毛森、胡徳珍「往事追憶：毛森回憶錄」（台湾）『傳記文學』、2000 年第 6 期。 
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府と経済提携の意欲があったが、中央政府の方針を考えて、それを諦めた。また、金融整

頓の時に、陳儀は財政部の許可を得て数回小口通貨を発行した。しかし、すべての通貨発

行を許可されたわけではない。もちろん、地方政府として、中央政府の政策方針に制限さ

れるのは当然のことである。陳儀の福建省と台湾省施政を分析し評価する時には、それが

中央政府の制限を受けた地方政府であることを忘れてはいけない。 

 第二に、陳儀の政府システム内部の派閥闘争である。既述したように、行政システムを

建設する際に、陳儀は異なるルートから人材を招聘してきた。張果為と徐学禹との紛争の

ように、彼らの間には権力闘争があった。しかし、陳儀政府の内部から見ると、より重要

なのは、陳儀派と福建派の間の紛争である。陳儀は、浙江省と江蘇省の出身者、いわゆる

「江浙派」を、自分の人脈を利用して連れてきたが、彼らの重用に従って、福建省本省人

が抑えられた。 

その結果、陳儀施政期の福建省政府システム内部では、「江浙派」と福建本省人の間に

常に権力闘争が発生し、しばしば「江浙派」の勝利がした。そのために、福建省官界或い

は財界から離れた一部の人たちは、反陳儀運動を展開した。たとえば、福建省省銀行の初

代総経理は、陳儀の部下である寿昌田で、副総経理は陳儀と姻戚関係を有する蒋俊吾（陳

儀の姪子の夫、陳儀旧識の蒋抑卮の息子）であった。また、彼らの招きによって、多くの

浙江財閥出身の人が福建省省銀行に任用された。しかし、一方で福建省出身の陳錫襄は、

省銀行第二代目の総経理に任命された後、自分の友人と学生などを多く招聘した。また、

業務上も曾ての浙江財閥と提携する政策を大きく変え、蒋俊吾らの利益を損なった。この

ため、両者の間に大きな紛争が生じた。最終的には、陳儀の介入によって、陳錫襄が離職

した。追われた陳錫襄は、戦時中、重慶などの後方地域で、陳儀を批判したり、福建省主

席からの免職を求める動きを多く行なった397。 

さらに、民軍の改編、金融と税収の整理、末端までの政府システムの建設などによって、

民軍の軍官や税収のブローカーなどのような、もともと福建社会において勢力を有してい

た人たちは、弱められた。当然ながら、彼らも陳儀に反対していた。 

第三に、省政府と民意機関の対立に由来する問題である。孫文の学説に従えば、「訓政」

期には、「党治」を実施し、民衆の自治能力を訓練して、最後には憲政を実施する。地方

自治の法律の制定などはあったが、長い間国民政府は民意機関をも設立しなかった。第四

                                                                 
397 厳加理「陈仪主闽期间的福建省银行」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編『福

建文史资料第十三辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1986 年、48－78 頁。 
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章で述べたように、日中戦争が勃発した後、国民政府は中国共産党などの勢力の協力を獲

得するために、中央では「国民参政会」、各省では「省臨時参議会」の成立を議決し、国

民党以外の勢力に参政するルートを提供した。「国民参政会」と「省臨時参議会」は准民

意機関であり、政府に建言する権力を有したが、政策の決定権を持っていなかった。その

政策決定権については、中央では最高国防会議、各省では省政府に掌握されていた 。 

地方の民意機関であるので、当然ながら主に福建省本省人が省臨時参議会の参議員に就

任した。政策決定権を持っていなかったが、省臨時参議会は、省政府の施政方針の審査、

施政報告の聴取、政策の建言、及び質問提案の提出などの権力を有した。決定権がなかっ

たにも関わらず、臨時参議会は、参議員に省政府の政策検討などのような政治活動の舞台

を提供したのである。一方、省政府と省党部は、共に参議員の指名権を握っていたため、

省臨時参議会は、両者の権力闘争の舞台にもなった。しかし、初回の臨時参議員の任命に

ついては、省党部の方が勝利した。つまり、陳儀の省政府を支持しない参議員の方が多く

いた。 

当時、陳儀の統制経済政策、特に食糧の統制によって、福建各地には、物価高騰や深刻

な食糧不足などが生じた。省臨時参議会の多くの参議員はそれについて、陳儀の省政府を

大きく批判した。統制経済を信奉する陳儀は、参議員らの批判に憤り、「公沽局」を破壊

した一部の参議員を逮捕した。陳儀の省政府と福建省臨時参議会の間には、激しい対立が

あった398。 

また、食糧などに関する統制経済の管理権力を含め、省政府の実権は、主に陳儀をはじ

めとする「江浙派」の手に握られていた。その結果、上述のような省政府システムの内部

の派閥闘争や省政府と省臨時参議会との闘争に加えて、統制経済などに関する政策の争い

が、福建本省人エリートと陳儀の「江浙派」との対立をもたらした。 

陳儀に反対する省臨時参議会の参議員を中心とする福建省本省人エリートらは、みな

「駆陳運動（陳儀を福建省主席から離職させる運動）」に取り組んだ。まず、彼らは、陳

儀の施政と福建の社会問題などを整理して、重慶の中央政府に正式な報告を提出した。ま

た、彼らは、それぞれ自分の人脈を利用して、国民政府主席の林森のような、中央政府に

いる福建出身者を動かし、最高指導者の蒋介石に陳儀に対する反対の声を続々伝えた。し

                                                                 
398

 郭公木「福建省临时参议会、参议会始末」中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会編
『福建文史资料第二十四辑』中国人民政治協商会議福建省委員会文史資料研究委員会、1990 年、74－88

頁。 
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かしながら、蒋介石は陳儀を信頼して、すぐには彼を免職しなかった。 

日中戦争が勃発した後、陳儀は、「駐閩绥靖司令」399をも兼任した。1941 年 4 月、福建

省を防衛する最高位の軍事長官であったにも関わらず、彼は日本軍の侵攻に抵抗できず、

首府の福州を失った。そのような重大な過失があり、また福建省地方社会から多くの反対

の声が陳儀に対してあったため、1941 年 9 月、陳儀は福建省主席を免職された。その後、

陳儀は重慶への異動を命じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
399

 閩は福建省の別称である。国民政府は成立して以来、多くの「绥靖区」、すなわち戦乱が収まらず平
定が待たれる地域を設置した。「绥靖司令」は、その地域の最高軍事指導者である。「駐閩绥靖司令」は、

福建省に駐在する最高軍事長官である。 
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第三部 台湾における陳儀の施政 

 第三部は、台湾での陳儀の施政を考察する。国民政府の高官の中で、陳儀は台湾につい

て非常に明るい人物であった。台湾対岸の福建省での施政の経験もあり、台湾について考

察したこともあったので、陳儀は、戦後台湾接収の準備工作を担当した。 

また、日本の敗戦後、彼は、台湾行政長官として台湾で自分の施政を展開した。しかし、

二二八事件の発生によって彼の台湾施政はより大きな失敗を喫した。福建時代と比べて、

彼の台湾施政は大きな政策変更をしなかったし、人事上もそれ以前から一貫したものが多

かった。また、突然の福建省赴任とは異なり、彼は、台湾を接収する前に、約一年半の準

備工作を行なっていた。さらに、当時、台湾の近代化は福建省より大きく進んでおり、戦

争から悪影響を受けたことがあったとしても、陳儀が 1934 年に赴任した福建省と比べる

と、台湾施政の基礎はやはり非常に恵まれていたのである。しかし、陳儀の台湾施政は失

敗に終わった。それは、なぜなのか。 

第三部は、このような疑問をもちながら、陳儀の台湾施政を考察する。 

第六章 台湾光復をめぐる国民政府の外交と内政 

 本章は、戦後台湾の中国復帰を決めた外交交渉と、台湾接収の主導権に関する国民政府

内部の政治過程を考察する。その分析によって、戦後台湾の中国復帰はいかに決められた

のか、また、台湾人の抗日組織及びそれを統合する国民党の組織は、なぜ台湾接収の準備

活動の主導権を獲得しなかったのかを解明する。 

本章は二節から構成される。 

 第一節「台湾処理に関する中米の外交活動」においては、主に戦後台湾の処理に関する

中国と米国の主張と外交活動を検討する。戦後台湾の処理について、中国は早くから台湾

回復の願いを表明したが、米国国内においては、台湾の中国復帰か中米の共同管理かとい

う異なる構想を有していた。外交交渉の結果、特にローズベルト大統領の決断によって、

ついに 1943 年のカイロ宣言で、戦後台湾を中華民国に返還することが明言された。しか

しながら、その時点はまだ戦争中で台湾も日本の支配下にあり、いかに台湾を攻略するか、

また攻略した後の台湾をいかに中華民国に返還するかについては、まだ未定であった。戦
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争の発展に従って、米国は介入せず、国民政府が単独で台湾を接収することになった。し

かし、陳儀らは台湾接収において、米国の台湾共同管理論とそれを主張していた米国外交

官の活動に対して、警戒心を高めていた。 

第二節「台湾人抗日組織と台湾回復の準備活動」は、おもに在中国大陸の台湾人抗日組

織や台湾人抗日闘士を統合した国民党の組織を考察する。それらの組織は、台湾接収の準

備工作の主導権を握ろうとしたが、成功しなかった。 

以下、それらを詳述する。 

 

第一節 台湾処理に関する中米の外交活動 

 

太平洋戦争の勃発は、ワシントン体制の完全な崩壊を意味し、東アジアの国際秩序は戦

争の結果に規定されることになった。国民政府は太平洋戦争は必ず日本の失敗に帰すると

みなしたため、東アジアの戦後秩序の構築について、対米外交を中心として対応すること

で自国の目的を実現しようとした。台湾の中国復帰は、国民政府の重要な目的であった。 

国民政府は、早くも 1929 年に制定した国防草案に、台湾の回復を目標として定めてい

た。草案には、「いわゆる中国の領土と主権の完全を達成させることとは、まずは列国の

新たな圧迫に抵抗する。次には現有領土の中の山東省、東北三省、モンゴル及びチベット

などの地域の主権の欠損を復元する。第三歩は金州半島、威海衛、台湾及びその他の沿海

部と内陸部の各租借地のようなすでに失われた領土を取り戻す、ということである」
400
と

記述されていた。日本に刺激を与えないために、日中戦争の勃発までは、国民政府は台湾

の回復を公言したこともなかった。 

にもかかわらず、国民政府の指導者である蒋介石は、幾つかの私的な場合で台湾回復を

主張した。たとえば、1933 年 2 月 19 日の日記に、彼は、「日本の伝統政策は満蒙を併呑

し、東亜に制覇することであり、わが党の伝統政策は朝鮮、台湾などの失地を回復し、王

道を世界に遂行することである」と記した
401
。また、同年春、長城一帯で行われていた中

日間の戦争の最中、蒋介石は華北前線に赴き、軍事視察をしており、「台湾の回復」を軍

                                                                 
400「国民政府擬:国防計画と外交政策」『中華民国史档案資料彙編五、第一編、外交（一）』鳳凰出版社、

2010 年、42―46 頁。 
401 台北国史館所蔵「蔣中正総統档案、困勉記、卷二十四、1933 年 2 月 19 日条目」、左双文「关于国民

政府与台湾光复问题的一点补充」『抗日戦争研究』2005 年第 2 期、189－196 頁。 
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隊内部の講演で二回強調した402。また、1934 年 4 月、蒋介石は、共産党軍を掃討してい

た江西省前線においても、軍隊内の講演で台湾の回復を強調した403。 

しかし、上述の蒋介石の発言はすべて軍隊内部の講演で、軍隊に対する民族主義的教育

に重点を置き、正式な政府内提案或いは対外宣言ではなかった。 

1938 年 3 月 30 日から 4 月 1 日まで、国民政府は、日中戦争勃発以来初めての全国党大

会である国民党臨時全国代表大会を武漢で開き、国民参政会の樹立、蒋介石の国民党総裁

に就任することなどを決議し、戦時体制へ転換した。臨時大会の国民党総裁の就任によっ

て、蒋介石は、政府と軍隊だけではなく国民党内にも最高指導者の地位を得、名実ともに

「以党治国」を標榜する国民政府の最高指導者になった。1938 年 4 月 1 日、国民党の全

国臨時大会で蒋介石は、「対日抗戦與本党前途（対日抗戦と本党の前途）」という講演を行

い、「朝鮮と台湾を解放することは、総理の孫文が定めた革命対策であり、国民党の職責

である」404と述べ、全国党大会という最も重要な会議で台湾を日本の統治下から解放する

と明言した。それは台湾回復に関する最高指導者の正式な発言であり、実際な政策を打ち

出すことを意味した。実際にその後、台湾人抗日組織などへの支援が徐々に行われた。 

しかし、太平洋戦争が勃発してから、国民政府は本格的に台湾回復に関する外交政策を

打ち出した。1941 年 12 月 9 日、すなわち太平洋戦争が勃発した翌日、国民政府は正式に

日本に宣戦を布告し、日中間のすべての条約を廃止すると宣言した。それは、もちろん日

清戦争後締結した「下関条約」をも否定した。つまり、「下関条約」によって台湾を日本

に割譲したことを否定し、台湾の回復を主張していた。一般の講演などと異なり、これは

国際法上にも有効な正式な布告である。両国間の条約は、当然一方の声明で廃止されるも

のではなかったが、国民政府としての立場を国内外に明示したものである。 

日米開戦後、米国国内で日本の南進基地としての台湾の戦後処理について、研究と論議

が活発に行われるようになった。その後、台湾の国際共同管理論が提案された。 

1942 年 8 月、「フォーチュン」、「タイム」と「ライフ」三社が戦後平和問題研究委員会

を組織し、「太平洋の関係」という長文を公刊し、戦後台湾の国際共同管理を主張した。

国民党の機関紙「中央日報」は、11 月にその長文を訳して連載した。もちろん、国民政

                                                                 
402 徐永昌『徐永昌日記第 3 册』台湾中央研究院近代史研究所、1991 年、4 頁。 
403 蒋介石「日本之聲明與吾人救國之道」秦孝儀主編『先總統蒋公思想言論總集巻 12』中國國民黨中央

委員會黨史委員會、中央文物供應社、1984 年、198 頁。 
404 蒋介石「対日抗戦與本党前途」、秦孝儀主編『先總統蒋公思想言論總集巻 15』中國國民黨中央委員會

黨史委員會、1984 年、185―202 頁。 
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府はそのような国際共同管理論に反対した。1942 年 11 月、外交部長の宋子文は記者会見

で、「中国は、戦後東北、台湾を回復すべきだ」と発言した。米国の駐華大使は、国民政

府のその立場を国務省に報告した。また、1943 年 1 月、中国で大きな影響力を持ってい

た雑誌「大公報」にも、国際共同管理論に対する反対と台湾の光復を主張する社説などを

公刊した。同年 2 月、米国大統領ルーズベルトは同盟国の国民政府の立場に配慮し、中華

民国駐米大使魏道明との会談で、戦後台湾が中国に復帰することと米中が共同で台湾の安

保を確保することを話した。その翌月の 3 月、蒋介石は、『中国的命運（中国の運命）』と

いう本を出版した。それは、最高指導者である蒋介石が中国の未来を描いた本であるので

大きな注目を浴び、多く出版され、巨大な影響力を有するものになった。『中国の運命』

で、蒋介石は、地理環境、経済、国防および歴史から台湾の重要性を強調し、台湾回復を

強く主張した。同年 5 月、国民党中央執行委員会秘書処は、『戦後台湾問題』という研究

報告を提出し、台湾の安保問題について、台湾を中国へ復帰させた上で交渉し始めると主

張した405。その間、重慶に活動していた台湾人抗日組織「台湾革命同盟会」なども、戦後

台湾の中国復帰を主張し、宣言した。要するに、米国のマスコミなどが提案した戦後台湾

の共同管理に対して、国民政府は、台湾に対する主権を強く主張したのである。 

米国政府は、早くから第二次世界大戦戦後の世界秩序を研究し始め、日米開戦後には研

究を加速して多くの草案を作成した。そのうち、台湾については、戦後国民政府に返還す

ることに合意した。 

1939年 9月に第二次世界大戦が始まると、米国がまだ参戦していないにもかかわらず、

ハル（Cordell Hull）国務長官は、ひそかに戦後世界のあり方についての研究開始を命じた。

1941 年 12 月の日本の真珠湾攻撃によって参戦した米国政府は、戦後計画立案のために本

格な態勢をとった。ハル国務長官を長とする諮問委員会を新たに作り、民間から多数の専

門家を集め、戦後世界のあらゆる問題を検討し始めた。1942 年の夏、委員会に属する極

東班が組織され、戦後日本に関する政策の立案を担当した
406
。1943 年の秋までに、極東

に関する研究の多くが蓄積され、戦後領土に関しても多くの草案を起草した407。そのうち、

台湾と澎湖諸島については、中国への返還が当然とみなされた。しかしながら、その戦略

的な重要性にかんがみて、米国による台湾での基地獲得の必要を提起した。いかに達成す

                                                                 
405

 秦孝儀、張瑞成編、前掲『抗戰時期收復臺灣之重要言論』、100 頁。 
406 五百旗頭真『戦後日本外交史』有斐閣、1999 年、22－23 頁。 
407

 五百旗頭真『米国の日本占領政策 上』中央公論社、1985 年、225 頁。 
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るかについては、ローズベルト大統領とその側近も、国務省の極東調査機関に所属する専

門家たちも、中国が台湾での基地建設に協力すると考えていた。実際のカイロ会談では、

台湾における基地問題は名指しでは、検討されなかったが、米中協力の枠組みの中で、米

国が太平洋地域におけるすべての基地を維持することについては、蒋介石の同意を得た408。 

1943 年 11 月 22 日、米英中三国は、カイロで首脳会談を開催した。しかし、ローズベ

ルト大統領は、「軍事的性格」の会談を理由に国務省を排除し、国務省内に集めた日本専

門家グループに助言を求めなかったし、彼らによって蓄積された研究と文書をも持ってい

くこともなかった409。会談に出席したのは軍人ばかりであり、主要な部分も軍事的事務に

関する検討であった。戦後の日本処理問題を検討したのも、ローズベルト大統領が蒋夫妻

を招いた二十三日の夕食会の席であった。領土問題については、蒋介石とローズベルトは、

日本が武力により中国から奪った中国の東北四省、台湾、澎湖島を、戦後、中国が回復す

ることにつき、ともに同意した。その合意は、「満州、台湾、澎湖島」という表現で、そ

のまま『カイロ宣言』に組み込まれることになった410。 

『カイロ宣言』によって、台湾は戦後中華民国に返還することを決めたが、米国軍隊が

それを攻略するかどうか、攻略された直後の管理および戦略基地を建設するかどうかは、

すべて戦争の進展によって決めるものとなった。1944 年、米軍は、台湾を攻略する計画

「コーズウェイ作戦（Operation Causeway）」を制定し、米国太平洋艦隊司令長官ニミッツ

の指揮下に準備し始めた。しかし、マッカーサー将軍は、フィリピン攻略を強く主張し、

ローズベルトの支持を得、フィリピン攻略を優先させた。また、日本の一号作戦によって、

中国大陸における連合国の空軍が大きな損失を受けたため、台湾攻略計画に想定された空

軍からの支持を得られなくなった。その結果、米軍は、台湾攻略計画を中止することを決

めた。1945 年の半ば、米軍の沖縄占領にしたがって、台湾は、米軍の飛び石作戦戦略に

よって飛ばされた。その結果、台湾は米軍に攻略されるのではなく、日本の降伏によって

終戦を迎えた。終戦後、米国は『カイロ宣言』にしたがって、台湾の中国復帰を支持した。

さらに、沖縄を占領したため、米軍は台湾で戦略基地を建設しなかった。 

要するに、戦後の台湾処理について、米国のマスコミや専門家が提案した「国際共同管

理」は、国民政府の反対によって米国政府に採用されなかった。また米国は、実際の軍事

                                                                 
408

 同上、237－238 頁。 
409 同上、155 頁。 
410

 同上、162 頁。 
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計画の帰趨により、中米両国が合意を達成していた、台湾に米国の戦略基地を建設する案

も諦めた。すなわち、戦後の台湾において、国民政府はほぼ完全に自分の意志に従って統

治することができたのである。 

しかし、米国が戦後台湾に設立された米国領事館に台湾の国際共同管理を主張していた

専門家を派遣し、さらに陳儀の台湾施政を批判したため、陳儀らは米国に対して、大きな

警戒心を持っていた。特に、二二八事件が生じた時に、台湾本省人と米国領事館とで交

渉が行われたことは、陳儀らの神経を尖らせた。それは、武力鎮圧という事件の結末に影

響を与えた。 

 

第二節  台湾人抗日組織と台湾接収の準備活動 

 

日本の植民地支配に対して、台湾では日本領有直後の武力抗争から 1920 年代の自治運

動まで、多くの反日運動が起こされた。しかし、そのような抗日活動は日本官憲の厳しい

弾圧に遭い、すべて失敗に終わった。そのため、多くの台湾人抗日闘士は、やむえず中国

大陸に亡命した。彼らは、中国大陸でひき続き抗日活動を行なったが、台湾から遠く離れ

ていたし、軍閥混戦の中国社会からも支援を受けられなかったので、その抗日活動は極め

て無力であった。 

しかしながら、日中戦争の勃発にしたがって、中国大陸での台湾人抗日闘士の活動が活

発化になり、国民政府も、台湾人抗日闘士に支援を提供し始めた。もともと、台湾人抗日

闘士らは、それぞれの抗日組織を樹立しており、統一的な組織を持っていなかった。分散

している力を集めるために、台湾人抗日闘士も国民政府も、台湾人抗日組織を統合するこ

とを模索し始めた。しかし、台湾人抗日組織の間には対立があり、さらに、一部の台湾人

抗日闘士と抗日組織は国民政府の異なる組織に統合されていて、国民政府内部の派閥闘争

とも絡みあっていたため、台湾人抗日組織の統合は成功しなかった。また、それぞれの台

湾人抗日組織と、それと結びついた国民党のそれぞれの組織は、台湾接収の準備工作の主

導権を握ろうとしたが、失敗した。その結果、台湾接収の準備工作に関し、台湾人抗日闘

士らは周辺的な存在になった。 

以下、台湾人抗日組織のなかの最も重要な三組織である台湾義勇隊、国民党台湾党部、

台湾革命団体連合会（のちに台湾革命同盟会へ改編した）について詳述しながら、台湾人
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抗日闘士と台湾接収の関係を解明する。 

 

1、台湾義勇隊 

台湾義勇隊411は、李友邦を指導者として、国民政府軍事委員会政治部に付属した抗日の

準軍事部隊である。李友邦は 1906 年台北に生まれ、1924 年、警察署を襲撃したことがあ

ったため中国大陸に亡命し、広東で台湾独立革命党を組織して抗日活動を行なった。しか

し、左翼的な革命活動に従事したので、彼は、日本官憲にも南京国民政府にも逮捕された

ことがあった。日中戦争が勃発した後、彼は再び台湾独立革命党を組織し、同党の主席と

なって浙江省で抗日活動を展開していた。 

国民政府は在中国朝鮮人の抗日活動を支援し、1938 年国民政府軍事委員会政治部の下

に朝鮮義勇隊を設立した。朝鮮義勇隊の成立から啓発を受け、李友邦は国民政府に台湾義

勇隊の成立を申請した。1940 年国民政府軍事委員会政治部第二庁の長官である康澤から

支持を受け、台湾義勇隊は正式に発足した。康澤は蒋介石の側近であり、当時三民主義青

年団412中央組織処の処長を兼任していた。康澤の要求により、1943 年 1 月、李友邦は、

福建省で三民主義青年団中央直属台湾義勇隊分団部（以下三青団台湾分団部に略称する）

を正式に設立した413。台湾義勇隊と三青団台湾分団部は二つの組織ではあるが、人事上は

多くが重なっている。両組織の指導者は、ともに李友邦である。また、分団部が成立した

時には、16 歳以上の台湾義勇隊隊員がすべて入団した414。ゆえに、両組織を同一視して

も良い。 

台湾義勇隊は、主に日中戦争の前線地域である浙江省と福建省で活動していた。第三章

第二節に述べたように、台湾総督府は「台湾籍民」を利用して、福建での勢力を拡張し、

さらにその占領を図ろうとしていた。そのため、日中戦争が勃発した後、陳儀の福建省政

府は、「台湾籍民」を逮捕して監禁した。李友邦は陳儀に面会し、「台湾籍民」を釈放して

台湾義勇隊に吸収することで、陳儀の支持を受けた。しかし、李友邦と陳儀とが、親密な

                                                                 
411 台湾義勇隊の詳細について、王政文『台灣義勇隊 : 台灣抗日團體在大陸的活動(1937-1945)』台灣古

籍出版、2007 年参照。 
412 三民主義青年団とは、蒋介石が、腐敗堕落した国民党を改造するために、全国の青年を吸収訓練し、

国民党の新生を図ろうとして、1938 年 7 月に設立した組織である。一般には「三青団」に略称する。規

定上、それは、国民党に所属したが、実際には高い自立性を有し、別個の政党にちかい。そして、成立
した後、国民党と激しい権力闘争を展開した。結局、その権力闘争を防止するために、1947 年 9 月の「党

団連合会議」で「国民党」と「三青団」の合併を決めたことにより、「三青団」が終止符に打たれた。 
413 福建省档案馆、厦门市档案馆编『闽台关系档案资料』鹭江出版社、1993 年、305 頁。 
414

 同上、299 頁 
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個人関係を構築することはなかった。 

一方、台湾義勇隊は、三青団台湾分団部として、三青団中央団部に台湾接収に関する提

案を多く提出した。たとえば、台湾義勇隊武装区隊や台湾問題研究会など台湾上陸作戦と

接収のための組織の設立や、分団部団員と台湾青年を台湾接収の幹部などとして訓練する

ことなどを要請した。しかし、そのような三青団台湾分団部の提案に対して、国民政府ど

ころか、三青団中央団部も積極的に支持しなかった。李友邦は、個人として台湾接収の準

備機構である台湾調査委員会で委員となった。にも関わらず、台湾義勇隊は、一つの組織

として台湾接収の準備工作にまったく関与しなかった。 

 

2、台湾党部 

 国民党は、1940 年まで、台湾に関する国民党の党組織を設立しなかった。1940 年 3 月、

日本は傀儡政権である汪兆銘政権を発足させた。それへの対抗として、蒋介石は 3 月 30

日、「敵後方革命運動」構想、すなわち日本、朝鮮と台湾の革命者を支持し、日本の後方

地域である日本本土、台湾および朝鮮で撹乱的な革命運動を策動するという指令を下した

415。国民党中央組織部部長の朱家驊は、陳立夫、王芃生、康澤など情報と党の組織工作に

関する機構の責任者と会議を開いた。そこでの決議に基づき、日本朝鮮と台湾をワンセ

ットにする思考と決別し、台湾を中国の領土とみなし、「台湾党部」の設立に着手する構

想を蒋介石に報告した416。その後朱は、軍事委員会政治部に勤めていた台湾人劉啓光に台

湾の実情などを諮問した。 

当時、多くの台湾人抗日組織は重慶に集まり、台湾革命運動勢力の統一を求めていた。

朱家驊は、劉啓光に「台湾革命団体を事実上国民党の下に隷属させよう」と指示した417。

すなわち、国民党によって、台湾人抗日組織を統合しようとした。そして、劉は「中国国

民党中央組織部直属台湾党部籌備処」（以下籌備処に略称する）の設立を提案し、それを

台湾人抗日組織の指導役として位置づけようとした。その提案は、朱家驊の同意を受け、

国民党中央で可決された418。 

                                                                 
415 「蒋委員長致朱家驊、陳立夫、王芃生請策動日韓台革命運動代電」秦孝儀、張瑞成編、前掲『台籍志

士在祖国的復台努力』、305 頁。 
416

 「朱家驊報告遵弁籌劃日韓台革命運動情形上蒋委員長簽呈」秦孝儀、張瑞成編、前掲『台籍志士在祖

国的復台努力』、305－306 頁。 
近藤正己『総力戦と台湾 : 日本植民地崩壊の研究』刀水書房、1996 年、495 頁。 
417

 「劉啓光致朱家驊請定期約見以詳陳台湾革命同志之願望函」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖
國的復臺努力』、309 頁。 
418

 「中国国民党と台湾――追記光復前の台湾」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、
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1940 年 7 月、朱家驊の抜擢で、台湾人翁俊明は籌備処の主任に就任した。翁は、国民

党の前身である中国同盟会に参加したことがあり、台湾の中国復帰を主張していた。1941

年 1 月頃、翁などの台湾出身者の主導の下に、籌備処は香港で成立した。翁俊明はその人

事と経費を掌握し、他の台湾人革命組織の指導者ではなく、自分の側近を多く任用した。

その結果、李友邦や謝南光など他の台湾革命組織の指導者は、籌備処およびその後の台湾

党部に一定の距離を置き、歓迎する姿勢をとらなかった419。 

籌備処は敵後方地域革命の策動を目指して成立したので、組織としては極秘である。し

かし、まもなく台湾総督府に探知された。その党部漏洩事件は、籌備処の台湾人とほかの

台湾人革命者との間に紛争を引き起こした。日本の台湾支配が極めて有効であったため、

台湾島内に潜入して活動することはほぼ不可能であった。そのため、籌備処は、成立して

最初の一年間は、香港を根拠地として情報工作に取り組んだ。1941 年末、日本の香港占

領により、籌備処は中国大陸の内地に待避した。1943 年 4 月、福建省の漳州で「国民党

中央直属台湾執行委員会」（以下台湾党部に略称する）が正式に成立し、主任委員翁俊明

の主導下で、党務人材の養成などの活動を展開した。 

翁は人事を主導し、自分の側近を多く台湾党部の委員に任命した。その結果、台湾党部

内部には多くの人事闘争を生じた。1943 年 11 月、翁俊明は毒殺された。福建省地方党部

や国民党中央組織部などはそれを数回調査したが、事件の真相を解明することができなか

った。事件後、国民党中央組織部は、書記長の林忠を主任委員の代理に任じ、福建省出身

の王泉笙を主任委員、広東省出身の蕭宜増を書記長に任命した。1944 年の春、人事闘争

に飽きた林忠は主任委員代理を辞任して重慶に戻った。また、王泉笙は福建省に赴任しな

かったため、実際には蕭宜増が主任委員を代理した。翁俊明の時とは異なり、非台湾出身

者が台湾党部の主導権を握ったのである。 

翁俊明が主導した時も蕭宜増が主導した時も、台湾党部が台湾回復及びその準備工作の

主導権を求めたことがあった。 

1942 年冬、台湾人抗日者の丘念台は、国民党中央党部秘書長の呉鉄城に上書し、「台湾

復省」、すなわち、台湾を清代のように中国の一つの省として回復することを要請したが、

成功しなかった。1943 年 8 月、すでに台湾党部の執行委員に任命された丘は、改めて呉

鉄城秘書長に上書し、「台湾復省」の以外に、「国民党中央直属台湾執行委員会」を「台湾

                                                                                                                                                                                          
300 頁。 
419

 近藤正己、前掲書、500－501 頁。 
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省党部」に変えることを申し込んだ420。国民政府は党国体制を施行し、各省では「省政府」

以外に「省党部」という党の組織をも有しており、丘念台の上書は、実際に台湾を一つの

省として取り扱おうとしたのである。もし丘の提案が採用されていたら、当然ながら台湾

接収の工作は、新設した「台湾省政府」と「台湾省党部」に担当させることになっていた

であろう。しかし、その提案は採決されなかった。 

1943 年 12 月、戦後台湾の中国返還を明記したカイロ会議の公報は発表された。その翌

月の 1944 年 1 月、台湾党部委員兼書記長である蕭宜増は福建省へ赴任する前に、台湾党

部の名義で、呉鉄城秘書長に「台湾党務意見書」を上書した。「意見書」は、「台湾の歴史、

地理と現状」、「党務沿革と概況」、「今後の工作に関する改進すべき諸要点」と「人事と経

費」という四節で構成されている。そのうち、第三節「今後の工作に関する改進すべき諸

要点」は、組織原則、訓練の方式、宣伝と情報、各項の闘争及び台湾回復の準備工作とい

う五点から説明し、台湾回復に関する準備工作を主導しようとする構想を明らかにした。 

  

  台湾党部は、秘密的に島内の各種の工作を指導する以外に、島内工作の発展および将来台湾の接収

に資するために、以下の諸要項に取り組むことを目指す。 

第一、最も多くの台湾同胞が生活している地域は、福建省の漳州、泉州と広東省の潮州、梅州であ

る。台湾党部は、上述の各地域で「台湾工作団」の名義で台湾同胞を集めて臨時的な訓練を施すつも

りである。そして、彼らの三民主義に対する認識を促進し、軍事と航海技術を増強することもできる。

工作団の団員は、平時には人的関係など各種のつながりで台湾党部の島内工作を推進し、日本に対す

る全面的な反攻に際しては、米英の海軍の台湾攻略に協力する。 

第二、現在、各地の台湾同胞団体と全国の世論は、速やかに台湾省の設立を主張している。そして、

台湾人の祖国への求心力の増大と今後の工作の勝利のために、台湾党部の所在地で「台湾党政人員訓

練班」を開催すべきである。それは、人材の集積と養成、および組織工作の展開に資するところがあ

る。 

第三、党政工作に協力し、さまざまな台湾回復と建設の計画を立案するために、「国民党省党部組

織条例」の中の「省党部が特種委員会を設立しうる」という規定にしたがって、「台湾政治設計委員

会」を樹立して、台湾問題の専門家を委員として招聘することを目指す。それは、中央政府に各種の

方案を提供できるし、かつ将来台湾省の施政の基礎を形成することもできる。 

                                                                 
420 「丘念台為請恢復台湾省制及設立台湾省党部呈中央執行委員会秘書長呉鉄城函」秦孝儀、張瑞成編、

前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、325 頁。 
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第四、内地（中国大陸を指す） 421の台湾同胞の状況を明かにして、台湾島内工作および将来台湾の

回復に資するために、内地における台湾同胞の総登記を推進することを目指す。台湾党部がそれを担

当する。具体的な方法については、台湾党部が（政権）中央と政府に提出してから、中央と政府によ

って台湾同胞に知らせる。 

第五、すでに 30 万人以上の台湾人志願兵と軍夫が徴発され、越南、ミャンマーと海南島などの各

地に分布している。ベテランの人材を選んで遠征軍と第四戦区司令部に派遣し、そのような台湾人志

願兵と軍夫に対する内通工作を担当させることを目指す。将来同盟国海軍の台湾攻略に協力する際に、

彼らを先導役にすることができる。 

その他、福建省において台湾同胞が所有する産業は、抗日戦争が勃発した後、駐留軍に没収され、

福建省政府に移行した。福建省政府に接収されたその財産は数千万元を超える。行政院の指示にした

がって、台湾同胞が敵に内通するかどうかによって、そのような財産を「敵産業」と「非敵産業」に

分別すべきである。台湾同胞の反感を払拭するために、台湾党部と福建省政府が合同してそれを処理

する。また、福建省崇安県の台湾同胞集中営（すなわち、上述の台民墾殖所）に集めた数百人に関し

ては、台湾党部が「台湾工作団」の方式で厳密に組織すべきである。それによって、台湾党部に対す

る各地の台湾同胞の印象を変えさせ、祖国に対する信仰を強化する422。 

 

上述したように、蕭宜増は、在中国大陸の台湾人の訓練、没収された台湾人財産の分別

と返還、及び台湾回復と建設のための機構の新設や人材養成と計画立案など、様々な面に

おいて、台湾党部が担当すべきである、と主張していた。しかし、この上書を処理する中

央執行委員会秘書処秘書の張寿賢は、その「台湾党務意見書」の第三節に対して、「諸要

点が不条理なところはないが、ただ蕭宜増はまだ赴任していないので、実際の状況を考察

したら、さらに配慮するところがあるかもしれない。そのため、試行として許可するが、

彼が赴任した後、改めて一々報告させる」423という意見を提出した。秘書長の呉鉄城は、

その意見を同意し、蕭宜増に伝えた。以上のように、一通り同意はされたものの、実際な

支持は提供されなかったのである。 

蕭宜増は、「閩南」と「粤東」両台湾工作団と「台湾建設研究委員会」の組織、台湾回

復のための幹部の訓練などを、1944 年 4 月に改定した台湾党部の「三十三年度（1944 年）

                                                                 
421 本節の「台湾意見書」の訳文において、（）内の内容は、すべて筆者が補ったものである。 
422

 「台湾党務意見書」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、325－334 頁。 
423 「蕭宜増致中央執行委員会秘書処秘書張寿賢転呈秘書長呉鉄城函」、「中央執行委員会秘書処覆蕭宜増

函」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、335－336 頁。 
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工作計画」424に入れ、台湾党部自力で台湾接収の準備工作を展開しようとした。しかし、

国民党中央から大きな支持を受けられなかったため、その準備工作はあまり進展しなかっ

た。 

1944 年 4 月、台湾党部は国民党中央党部秘書処に上書し、「台湾復省」と台湾党部の台

湾省党部への改組を要請した
425
。同年 5 月、呉鉄城はその上書を国民党中央組織部に転送

し、上書の審査と議決を任せた426。しかし 9 月、中央組織部は、その上書に関する議決書

を中央秘書処に送り、台湾党部の変更を拒否しただけではなく、台湾党部による工作に不

満を表した。「台湾の復省は、国土を光復した後に推進したほうが良い。また、台湾党部

を台湾省党部に変えることについても、省制度問題が解決されてから検討すべきである。

台湾党部は成立したばかりで、党の基礎を強化するためには、台湾島内に潜入して台湾同

胞の組織訓練を最優先にすべきであり、名義を争うべきではない。戦後台湾の復員と設計

調査の工作について、台湾党部が許可を受け台湾建設委員会を設立したが、今まであまり

実績をあげていない。今後当該部は、現有の組織を利用して基礎から任務に努力すべきで

ある。台湾が復省するかどうかは、本当に重要なことではない」427。このように、台湾党

部の改組によって台湾回復の準備工作を主導するという蕭宜増の構想は、失敗に終わった。 

また、台湾接収の準備工作を担当する台湾調査委員会が成立した後、台湾党部は、その

調査委員会の仕事に関与しようとしたが、同じく成功しなかった。 

1944 年 7 月 18 日、蕭宜増は、再び秘書長の呉鉄城に密電を打電し、台湾接収の準備工

作を担当する新設の台湾調査委員会に、台湾問題に関する専門人材の抜擢を要求すること

を、中央執行委員会常務委員会に提出するよう依頼した。その中で、台湾党部が台湾に関

する最高の党務機関として、当然その準備工作に関与すべきだという主旨を述べている428。

また、7 月 22 日、呉は、中央はすでに専門人材を抜擢する方針で準備工作を推進してい

ると、蕭に返信電報を送った429。 

また、8 月 26 日、蒋介石は台湾調査委員会主任委員の陳儀に、台湾党部の責任者を任

                                                                 
424 「中国国民党直属党部三十三年度工作計画」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、
340－353 頁。 
425 「台湾党部為請求恢復台湾省制致中央党部秘書処及組織部呈文」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士

在祖國的復臺努力』、354－356 頁。 
426

 「呉秘書長鉄城覆蕭宜増函」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、357 頁。 
427 「中央執行委員会組織部致中央秘書処函」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、
358 頁。 
428

 「台湾党部蕭宜増為請台湾調査委員会擢用専才以利復台工作進行呈秘書長呉鉄城電文」秦孝儀、張瑞
成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、363－364 頁。 
429

 「中央執行委員会覆台湾党部電」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、364 頁。 
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用するよう指示した430。9 月 14 日、陳儀は、台湾調査委員会での台湾出身者の名簿を付

けて、蒋介石に返事を呈上した。陳は、11 人の委員の定員のうち、5 人が欠員であったた

め、5 人の台湾人専門委員を委員に昇進させ、さらに、台湾調査委員会委員の丘念台は台

湾党部の委員であり、専員の林忠が台湾党部の前委員兼書記長であることを特筆し、台湾

党部の責任者と台湾出身者を多く任用したことを強調した
431
。実際には、丘念台は、台湾

調査委員会の委員ではあったが、広東省で抗日活動を従事していたため、重慶に赴任して

台湾調査委員会の任務に参加することはなかった432。 

9 月 23 日、陳儀は蒋介石から返事を受け、台湾党部の主任委員と書記長を台湾調査委

員会に参加させるかどうかを改めて考慮するよう指示された433。そして、9 月 27 日、陳

儀は、国民党中央組織部部長の陳果夫に書簡を送り、台湾党部の主任委員と書記長の履歴

について諮問した
434
。10 月 3 日、陳果夫は陳儀に返事し、台湾党部主任委員翁俊明が死

んだ後、委員兼書記長の蕭宜増が主任委員を代理していること、と蕭の履歴を紹介した435。

10 月 7 日、陳儀は、台湾党部の主任委員は未定であり、それが決まったらその主任委員

を台湾調査委員会の委員に任命すると蒋介石に報告し、許可された436。11 月 18 日、陳果

夫は、再び陳儀に書簡を送り、台湾党部責任者を台湾調査委員会に参加させるよう提案し

た蕭宜増からの電報を紹介し、調査工作を台湾党部責任者に担当させることを要請した437。

11 月 25 日、陳儀はすでに蒋介石から許可を受けていた 2 つのこと、即ち台湾党部主任委

員が決まってから台湾調査委員会の委員に任命すること、台湾党部委員の丘念台が台湾調

査委員会の委員を兼任することを、陳果夫に説明した438。12 月 8 日、陳果夫は、すでに

王泉笙を台湾党部主任委員に任命したことを陳儀に通告した。そして、陳儀は台湾党部主

任委員の王泉笙を台湾調査委員会の委員に任命することを蒋介石に要請し、許可された。

また、12 月中旬に陳果夫に返信し、12 月 23 日正式に王泉笙を台湾調査委員会の委員に任

命した439。 

王泉笙は台湾党部に赴任しなかったため、台湾党部の実際の仕事にほとんど関与しなか

                                                                 
430 中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 22 冊、221 頁。 
431 同上、222－228 頁。 
432 丘念台『嶺海微飆』海峡学術出版社、2002 年、217 頁。 
433 中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 22 冊、201 頁。 
434

 同上、202 頁。 
435 同上、203 頁。 
436 同上、212－214 頁。 
437

 同上、214－215 頁。 
438 同上、216－217 頁。 
439

 同上、248－253 頁。 
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った。また、彼は台湾調査委員会の委員に任命されたが、兼任委員であり、実際には台湾

調査委員会の工作にも参加しなかった。一方、台湾党部を実際に指導していた蕭宜増は、

台湾調査委員会の兼任委員にすら任命されなかった。要するに、台湾党部は、台湾回復の

準備工作を担当した台湾調査委員会にほとんど影響力を与えることがなかったのである。 

1945 年 5 月、戦後中国の政治に関して、最も重要な中国国民党第六回全国代表大会が

重慶で開かれた。台湾党部執行委員の謝東閩は代表として出席し、「中央が台湾工作を統

一またそれに対する指導を強化する案」、「迅速に台湾の法律地位を定める案」と「台湾工

作を担当する軍政機関がなるべく台湾人を採用する案」という三提案を出した。第一の提

案は、台湾党部を中心に、台湾義勇隊や台湾革命同盟会など他の台湾人抗日組織を統合し

ようとしたものである。第二の提案は、国民政府の法体制を改革して台湾を省に復旧して、

省政府などを設立しようとしたものである。第三の提案は、台湾調査委員会など台湾回復

の準備工作を担当する軍政機関に、台湾人の参入を図ろうとしたものである。その三提案

が真に実行されれば、もちろん戦後の台湾接収に大きく影響を与えるようになる。しかし

ながら、三提案は、大会で受け入れられたが、実際には実行されなかった。 

1945 年 8 月 1 日、台湾党部執行委員の丘念台は呉鉄城秘書長に上書し、「復台大計管見」

と「台湾党務改進管見」という二文を呈上した440。台湾回復を控えた時点で、「復台大計

管見」は、主に接収後の台湾における党、政、軍、経済および教育について多くの意見を

提出した。「台湾党務改進管見」は、1941 年台湾党部籌備処が成立して以来の工作を回顧

し、その不足と将来の改革の必要を指摘した。両文は、ともに台湾人抗日組織の間の派閥

闘争を指摘し、台湾党部内部の人事紛争、台湾党部と三青団台湾分団部との紛争、および

両者が相互に協力しなかったことを強く批判し、台湾接収後の内部紛争抑止を呼びかけて

いた。丘念台が指摘したように、その内部紛争、及び他の組織との紛争によって、台湾党

部の工作は大きな成果を挙げなかった。丘念台の上書は、国民党の元老の鄒魯の推薦で、

国民党中央秘書処から蒋介石に呈上された。秘書処は丘の上書を強く賞賛し、8 月 18 日、

「復台大計管見」を台湾調査委員会に転送し、「台湾党務改進管見」を中央組織部に転送

した。また、9 月 23 日、蒋介石は、すでに台湾省行政長官公署の長官になっていた陳儀

に丘の両文を処理させると秘書処に返信した。つまり、上記の二文は国民党中央に大きく

重視されたのである。 

                                                                 
440 「台湾党部執委丘念台擬呈中央執行委員会秘書長呉鉄城「復台大計管見」、「台湾党務改進管見」函」

秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、365－394 頁。 
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一方、1945 年 9 月、国民党は、台湾党部の改組と人員の任免を決めた。台湾党部を台

湾省党部に変え、もとの三等省党部から一等（甲級）省党部に進級させた。さらに、人事

も大きく刷新された。主任委員と書記長を含む 12 人の党部執行委員、すなわち指導層の

台湾党部執行委員会においては、4 人が留任したが、8 人が交代した441。その 8 人は、す

べて非台湾出身者であり、台湾党部の仕事にも参加したことがなかったため、戦後台湾で

の国民党の党務工作に悪影響を与えた。 

要するに、台湾党部は、台湾人抗日組織を統合して台湾での革命運動を起こすことをめ

ざして、成立した。しかし、成立以来、内外の派閥闘争のためにその目的は達成されなか

った。一方、台湾党部は台湾回復の準備工作の主導権を獲得しようとしたが、成功しなか

った。台湾党部の主任委員は、台湾調査委員会に名を連ねただけであり、実際の準備工作

にほとんど関与することができなかった。 

 

3、台湾革命同盟会 

 李友邦は 1940 年春重慶に赴き、劉啓光経由で謝南光と面会した。李と謝はそれぞれ指

導していた台湾独立革命党と台湾民族革命総同盟とを提携させ、それらの上に統一的な指

導機関である「台湾革命団体連合会」を設立することを決めた。その後、台湾青年革命党、

台湾国民革命党と台湾革命党などの台湾人抗日組織も、次第に同連合会に加入した。また、

1941 年 2 月 9 日、台湾革命団体連合会及び所属各団体が解散され、「台湾革命同盟会」は、

唯一の統一組織として成立した442。 

 「台湾革命団体連合会」及び連合会に所属した各団体は、日本帝国主義を打倒した後、

台湾を中国に復帰させるという点で一致した。「台湾革命同盟会」は成立した時に、自ら

の成立宣言に、台湾の中国復帰を明記した。しかし、それまでの国民政府の正式な法体制

において、台湾は位置づけされなかった。「台湾革命団体連合会」と「台湾革命同盟会」

は、台湾省政府、省党部、省団部および光復軍の設立をずっと呼びかけた。もちろん、台

湾回復の準備工作も、それらの新設機構に担当させるのである。 

ところが、当時台湾回復を実現する可能性がまだ不明であったため、国民政府は台湾革

命同盟会の呼びかけに応じなかった。既述したように、国民党中央直属台湾党部や三青団

                                                                 
441

 「通過台湾党部改組為台湾省党部及人事任免案」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努
力』、407 頁。 
442

 「台湾革命同盟会成立宣言」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、97－98 頁。 



 

154 
 

台湾分団部という台湾省党部と台湾区団部の予備組織は、戦争中に成立したが、終戦まで、

正式に台湾省党部と台湾区団部に改組されなかった。また、台湾省政府と光復軍について

は、予備的な組織も設立されなかった。すなわち、台湾省政府、省党部、省団部および光

復軍を新設しなかった。そのため、新設した台湾省政府のような機構を中心に、台湾接収

の準備活動を展開する、という「台湾革命同盟会」の構想は、当然ながら実現しなかった。 

 また、派閥闘争が「台湾革命同盟会」の活動に大きな悪影響を与えた。当該同盟会は、

旧来の革命団体を解散して、新たに成立した組織であったため、新設した統一組織として、

その内部の再編が極めて重要である。しかし、その点がうまく進んでいなかった。各革命

団体の指導者から選ばれて構成された新指導層は、互いに対立することが多かった。国民

政府はその紛争解決に介入したが、成功しなかった。 

「台湾革命同盟会」は、内部紛争があっただけではなく、外部組織の台湾党部と強く対

立していた。既述したように、国民党中央組織部は、台湾党部を設立して台湾革命勢力を

統合しようとした。国民党は翁俊明を信頼し、台湾党部の成立と運営を翁に担当させた。

しかし、翁は、「台湾革命同盟会」の指導者の李友邦と謝南光と対立することが多かった。

1943 年 6 月、李と謝は国民党中央執行委員会秘書処に「台湾革命同盟会報告書」を提出

し、「台湾革命同盟会」の内部紛争の存在を明言しながら、一連の紛争の原因を同盟会に

対する台湾党部の分化と引き入れ政策に帰した。それに対して国民党中央は、台湾党部を

強化し、台湾革命同盟会などを台湾党部に協力させることを要求した。しかし、「台湾革

命同盟会」と台湾党部の対立はずっと解決されなかった。このように内外の派閥対立があ

ったため、国民党は「台湾革命同盟会」をあまり援助しなかった443。 

 要するに、「台湾革命同盟会」は、各台湾革命団体が自力で成立した統一組織であり、

台湾回復の準備工作にも関与しようとしたが、各革命団体を実際に内部統合することに成

功しなかったし、国民党が構想した台湾革命団体を統合する台湾党部とも常に対立したた

め、台湾接収の準備工作にあまり影響力を発揮しなかった。また、次章に説明するように、

李友邦と謝南光などの「台湾革命同盟会」の指導者は、個人として実際の台湾接収の準備

工作を担当した台湾調査委員会に参加したが、重要な役割を果たしたとはいえない。 

 

                                                                 
443

 「台湾革命同盟会報告書」秦孝儀、張瑞成編、前掲『臺籍志士在祖國的復臺努力』、139－165 頁。 
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第七章 陳儀と台湾接収の準備活動 

 本章は、台湾調査委員会と台湾接収幹部の養成を考察する。台湾調査委員会は台湾接収

に関する計画の立案を担当し、中央訓練団は台湾接収幹部の養成を担当し、また台湾調査

委員会と中央警官学校は台湾接収警察の養成を担当した。「陳儀グループ」444は、このよ

うな台湾接収の実際の準備活動を主導し、自分の政治と経済思想をこの準備活動に浸透さ

せた。また、その準備活動を主導したからこそ、陳儀は戦後台湾の行政長官に任命され、

実際に台湾で施政した。本章は、台湾調査委員会に対する分析を踏まえ、「陳儀グループ」

は、いかにそのような台湾接収の活動を主導したのかを解明する。 

本章は三節から構成される。 

第一節「台湾調査委員会の成立と準備活動の主導」において、台湾調査委員会がいかに

設立されたのか、またいかに台湾接収に関する準備活動を主導したのかを解明する。 

第二節「台湾調査委員会の人事構成と準備活動」においては、主に「陳儀グループ」が

いかに台湾調査委員会を主導したのか、またどのような準備工作を行なったのかを検討す

る。カイロ会議から帰国した後、蒋介石は、中央設計委員会の下に台湾調査委員会を設立

し、台湾接収に関する仕事を担当させた。陳儀はその主任委員に任命され、具体的な仕事

を指導した。最初の役員はほとんど陳儀の元部下であるが、その後、在重慶台湾人もそこ

に参加した。しかし具体的な工作については、「陳儀グループ」が終始主導していた。台

湾接収に関して、台湾調査委員会は、陳儀の政治と経済思想に従う計画を多く立案した。 

第三節「台湾接収人員の養成」においては、主に接収人員の養成を「陳儀グループ」に

任せた経緯、及び具体的にいかに訓練したのかを解明する。 

 

第一節 台湾調査委員会の成立と準備活動の主導 

 

1943 年 12 月 3 日、前々日にカイロ会議から重慶に戻った蒋介石は、英米がロンドンと

ワシントンで公表するのと同時に、カイロ会議の公報を重慶で発表した
445
。それは、中国

                                                                 
444 陳儀、彼の幕僚、部下及び元部下などの関係者について、使用上の便利のために、筆者は「陳儀グル
ープ」でそれらの人たちを指す。もちろん、「陳儀グループ」は固定的な人たちではなく、陳儀の官職と

付き合いによって、ひき続き変容していた。しかし、陳儀、沈仲九、周一鶚、銭宗起、夏濤声などは、
福建省省主席時代から、その中心人物の陣営を構成した。 
445

 高素蘭編註『事略稿本:蔣中正總統檔案 55』国史館、2011 年、540 頁。 
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の世論に大きな反響を巻き起こし、賛美された。また、会議で戦後台湾の中国復帰を合意

したことにより、台湾接収の準備工作の展開も課題として浮上した。 

日中戦争が勃発して以来、国民党は台湾島内における反日活動を鎮圧されて中国大陸に

亡命してきた台湾人を統合する作業を展開し、「国民党直属台湾党部」や「三民主義青年

団台湾区団」を組織した。また、異なる台湾人抗日組織を組織的に統一させることを模索

して、「台湾革命同盟会」を樹立した。太平洋戦争が勃発してから、特にカイロ会議のあ

と、国民党直属台湾党部や台湾革命同盟会などは台湾接収の準備工作の主導権を獲得しよ

うとしたが、成功しなかった446。それを主導したのは、台湾調査委員会である。 

カイロ会議後の 1944 年 1 月 17 日、蒋介石は行政院に「台湾の回復に関する政治的準備

工作と組織人事など」について、具体的な計画を提出するよう指示した447。一方、1944

年二、三月の間に、蒋は「国防最高委員会中央設計局」の機構改革について、熊式輝と頻

繁に相談していた448。1940 年、国民党総裁蒋介石の提案によって、戦時中の最高権力機

関である「国防最高委員会」の下で、「行政三連制」（すなわち行政に関する設計、執行、

および審査という三つの段階を連結するメカニズム）という発想に基づき、既存の「行政

院」以外に、「中央設計局」と「党政工作考核委員会（党政工作審査委員会）」という新た

な両機構を設立した。当時、蒋介石が自分で三部門のトップを兼任していたが、実際の仕

事については、おもに行政院副院長、中央設計局と党政工作考核委員会のそれぞれの秘書

長が担当していた449。蒋介石は、熊式輝を深く信頼して重んじた。駐米軍事代表団団長を

離職した熊は、1943 年 4 月 15 日に重慶に到着した。同月 27 日、蒋介石は熊と相談して

中央設計局の仕事を彼にまかせ、戦後の復員と建設の計画を担当させようとした。しかし、

熊はそれを受ける意欲があまりなかったので、すぐ承諾したわけではなかった450。その後、

蒋介石は数回熊式輝と相談し、戦後の復員政策の重要性を強調した。そして、1943 年 8

月、熊式輝はついに中央設計局の仕事を引き受けることを承諾し、同局の秘書長を担った。

その後、彼は積極的にことに当って中央設計局の職権を拡大しようとし、機構改革を展開

しはじめた。特に、戦後復員計画の立案を積極的に推進した451。1944 年 7 月 31 日、国防

                                                                 
446 国民党による台湾人抗日者の統合及び中国大陸での台湾人抗日者の活動について、近藤正己、前掲書

参照。特に、その第二部「台湾光復運動の展開」参照。 
447 「蒋介石手令」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 19 冊、81 頁。 
448 熊式輝『海桑集：熊式輝回憶録 : 1907-1949』明鏡出版社、2010 年、262 頁。 
449

 劉維開「国防最高委員会的組織と運作」『国立政治大学歴史学報』第 21 期、135－163 頁。 
450 熊式輝、前掲書、229 頁。 
451

 劉維開、前掲文。 
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最高委員会は、中央設計局が立案した『復員計画綱要』を議決した。そのうち、台湾につ

いては、統一的な「台湾接管計画」の立案が要求された452。 

熊式輝は陳儀と非常に親しく、しかも陳儀の才能を高く評価していた。1943 年 9 月、

陳儀の内政部長への就任を蒋介石に推薦したこともあった。蒋介石も陳儀を信頼して重ん

じていたが、派閥の観点から、中央政府の高官のうち、陳儀と同じ浙江省出身の人が多す

ぎることを理由に、それを拒否した453。陳儀は、福建省省主席を離職した後、1941 年 12

月に行政院秘書長に就任していたが、上司の孔祥熙副院長との対立により、1942 年 12 月

に党政工作考核委員会の秘書長に転任した。しかし、党政工作考核委員会は国民党と行政

院の業務の審査を担当したが、実際にはあまり拘束力を有しておらず、実権はそれほどな

かった。すなわち、陳儀は、閑職に追いやられた。 

1944 年 3 月中旬、蒋介石は熊式輝に、中央設計局の下に「台湾調査委員会」を設立す

ることを指示した。熊は、すぐさま台湾事情に明るい陳儀に、その委員会の仕事を任せた。

3 月 14 日、陳儀は台湾調査委員会の主任委員に任命され、3 月 20 日、その任命が正式に

公表された。4 月 4 日、陳は長年自分に追随してきた四人の部下と日本専門家の王芃生か

ら構成される台湾調査委員会の委員リストを提出し、4 月 7 日に蒋介石と熊式輝の許可を

受け、公表した454。台湾を日本に割譲した「下関条約」の調印記念日、すなわち 4 月 17

日に、台湾調査委員会は正式に発足した。 

「台湾調査委員会組織大綱」に定められた台湾調査委員会の工作任務は、以下の四つで

ある。第一の任務は、台湾に関する史料を収集することであり、第二の任務は、台湾の実

情を調査することであり、第三の任務は、台湾問題に関する意見と方案を研究することで

あり、第四の任務は、台湾に関する資料の編纂である455。 

「台湾調査委員会組織大綱」が規定した工作任務からもわかるように、台湾調査委員会

は、接収した後の台湾省政府の予備機構としてではなく、台湾接収に関する情報収集と計

画立案を担当する機構として位置づけられた。しかし、蒋介石は、戦後の台湾省政府の設

立に関する準備工作を台湾調査委員会に交付した。 

                                                                 
452 秦孝儀など編『中華民國重要史料初編:對日抗戰時期 第 7 編戰後中國（四）』中國國民党中央委員會

党史委員會、1981 年、351－352 頁。 
453 熊式輝、前掲書、254－255 頁。 
454 「中央設計局委派陳儀等九人為台湾調査委員会委員」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、

前掲書第 19 冊、167－178 頁。 
455 「中央设计局台湾调查委员会及相关机构的组织规程」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、

前掲書第 22 冊、1－4 頁。 
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1944 年 3 月 15 日、行政院秘書処は、蒋介石の 1 月の指示への返事として、「台湾の回

復に関する政治的準備工作と組織人事など」についての報告を提出し、主に以下の三要点

を提案した。 

第一に、同盟軍を利用する方式で台湾回復を実現するので、台湾回復の第一歩は、軍政府の樹立に

なる。その軍政府はわが国が主導すべきであり、その具体的な方法については、外交部に米英との交

渉を指示する。 

第二に、台湾回復後、当然ながら清代の省政府を回復すべきであるが、さしあたりは過渡的な組織

を樹立する必要があり、「台湾省政府設立準備委員会」を称する（もし将来台湾では省政府と異なる

政治組織を樹立するなら、「台湾回復準備委員会」を改称する）。その組織について、まず、「台湾省

政府設立準備委員会」は行政院に直属し、一人の政府高官を選抜してその長官に担当させる。また、

各関連する機構の長官あるいは次官が参加すべきであり、しかも台湾と関連する人を招聘する。さら

に、外国や国内に生活していた台湾人をも、その派閥の如何にかかわらず、多く招く。しかし、台湾

共産党党員は排除すべきである。次に、委員会は秘書処以外に二つの組を設けて、調査、計画の設計、

および人員の訓練と宣伝、対外交渉などの事項を担当する。 

第三に、台湾回復後、その接収と統治については、きわめて精密な準備が必要である。その準備工

作は、もちろん委員会に担当させるべきである。重要な準備工作として、以下の五点が挙げられる。

第一に、日本の台湾統治の方式と法律、原住民の実情を調査し、将来わが国が台湾で実行する単行法

規を制定する時に、それを参考にする。機を見てその法規を公布して、台湾人民に国民政府の寛大さ

を理解してもらい、国民政府への求心力を増大させる。第二に、関連する様々な人材、特に警察と小

学校の教員を養成する。言葉が通じる点から考えて、訓練の場所は福建省の南部に設置したほうが良

い。第三に、台湾を接収した後に、各種の事業を中断しないように、行政と技術人材を早めに準備す

べきである。第四に、経済方面から見ると、台湾は主に砂糖、塩、および樟脳の産地である。それは

全て同盟国の需要する品というわけではない。ただ、台湾の水上輸送業の規模は非常に大きい。それ

を同盟国（特に米国）との提携の基礎として、中米が具体的な方法を交渉して、平等で互いの利益に

なるのを原則として、共同開発をする。第五に、中央党部にはすでに台湾党部を設立した。党政両方

の進み具合を一致させるべきであり、互いのつながりを確実に保つべきである。そうでないと、一つ

の錯誤を犯したら、全部失敗するかもしれないので、最初に慎重にしなければならない。456 

 

                                                                 
456 「行政院秘書処関於収復台湾準備工作及組織人事等具体弁法與外交部等往来文件 1944 年 1 月 8 日」

中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 19 冊、82－86 頁。 
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1944 年 6 月 2 日、蒋介石は、上記の報告に関して、二点の指示を下した。「第一に、カ

イロ会議で日本領土および連合国の被占領領土が奪回されたら、その臨時の管理問題につ

いて、我が国は次のように提案した。中米英の領土が奪回される時、占領軍がその軍事責

任を負い、その地域の原主権国が行政を担当する。また、互いに関係することについては、

両方が交渉して展開することということである。ゆえに、台湾が奪回された後の軍事と行

政管理について、カイロ会議でのわが国の提案に基いて、米国と交渉し、一定の結果を有

した後、英国と交渉する。第二に、「台湾省政府設立準備委員会」について、中央設計局

のなかに台湾調査委員会がすでに成立しており、それを多少拡充して台湾回復に関する準

備工作を担当させれば十分で、重複して新たな機構を設立する必要がない。その点につい

ては、中央設計局と協議せよ」457。 

6 月 7 日、行政院秘書処は、その件について、中央設計局と外交部に公文書を送った。

台湾が奪回された後の管理問題について、外交部は 7 月 7 日に回答文を行政院に返送し、

次のように自分の意見を具申した。 

 

台湾奪回後の管理問題は、極東と太平洋地域において、奪回占領する地域を同盟国軍隊がいかに管理

するか、という問題の一部であり、米英と交渉してその全般の原則を確定してから、台湾の実情にした

がって具体的な方法を定めるべきである。その原則として、中国在来の領土およびカイロ会議が定めた

中国に返還する領土が奪回される場合、占領軍がその軍事責任を負う。しかしながら、中国軍隊がその

占領軍に参加しない場合、互いの連絡に役立たせるために、中国の軍事人員を占領軍の司令部などに派

遣すべきである。また、その行政に関しては、中国が完全に責任を負うべきである。行政と軍事部門と

のつながりについては、米英と交渉した後で規定する。
458 

 

7 月 17 日、行政院秘書処は、外交部の意見を同意し、また、それに基づいて、「極東戦

区における回復地域および占領地域に関する行政管理草案」を制定し、蒋介石に提出した。

8 月 6 日、蒋介石はその草案を許可し、その草案に基づき米英と交渉せよと、外交部に指

示した。 

一方、行政院秘書長の張厲生は、中央設計局秘書長の熊式輝及び台湾調査委員会主任委

員の陳儀と、台湾回復の準備機構の設立を協議した。その後 1944 年 7 月 17 日、張は、協

                                                                 
457 同上、87－90 頁。 
458

 同上、74－76 頁。 



 

160 
 

議の結果を蒋介石に報告した。その結果は、以下の様なことである。 

 

まず、蒋の指示にしたがって、「台湾省政府設立準備委員会」を設立しないこと、及び「台湾調査委員

会」を拡充することを決めた。第二に、台湾人の任用について、台湾調査委員会はすでに 5 人の忠実た

る台湾人を委員会の専門委員や専員に任命し、これからも引き続き任用する。第三に、党政機関との協

力については、台湾調査委員会はすでに各部門に役員の派遣を依頼し、また派遣されるその役員を当該

委員会の専門委員に任命し、互いの協力を促進することを謀る。最後に、台湾に関する調査や台湾回復

後の接収などの準備工作は、すべて遂行中である。
459 

 

蒋介石は、了解したという返事を下し、実質的にそれを同意した。また、中央設計局は、

台湾回復後の管理問題に関して、米英との交渉の結果をいつでも通告することを外交部に

依頼し、外交部は、交渉がまだ進行中で、結果があればすぐ通告すると返事した460。 

1945 年 4 月、台湾調査委員会が制定した『台湾接管計画綱要』、すなわち台湾接収に関

する計画の綱要は、蒋介石の許可を受け、中央設計局によって正式に国民党中央と中央政

府の各部門に送られ、また、その綱要を参考して具体的な計画を立案するよう依頼された

461。それに対して、外交部は「軍事占領期」と「正式領有期」という台湾接収の二段階論

を提出し、計画綱要の修正を提案した。具体的にいうと、「軍事占領期」において占領軍

（外交部が想定したのは米軍）が軍事責任を負い、作戦と守備を担当する。また、国民政

府によって占領軍統帥部に派遣される「軍事連絡特派員」は、行政と外交という二組に分

けられ、それぞれ占領地域の行政と外交工作を担当し、現地の台湾人を組織して米軍の作

戦に協力する。そうすると、軍事部門の責任が極めて重要であり、接収計画の制定に関し

ても、軍事部門と協商する必要がある。「正式領有期」においては、中華民国は国際法に

よって正式に台湾に対する主権を回復し、領有して施政する462。 

しかし、陳儀は、その外交部の二段階論に反対した。1945 年 5 月 30 日、台湾調査委員

会は、外交部に公文書を送り、「台湾はもともと我が国の領土であり、占領されたら、自

                                                                 
459 「中央設計局台湾調査委員会與行政院会商台湾設省筹备委員会事項函及蒋介石批復」中国第二歴史档

案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 23 冊、239－245 頁。 
460 「行政院秘書処、中央設計局関於克復台湾後軍政管理問題的来往函」中国第二歴史档案館、海峡両岸
出版交流中心編、前掲書第 21 冊、384－388 頁。 
461

 「中央设计局等关于拟定台湾接管及复员计划有关文书 1944.8-1945.8」中国第二歴史档案館、海峡両岸
出版交流中心編、前掲書第 24 冊、213－218 頁。 
462

 同上、253－257 頁。 
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然に正式に我が国の領土に加入する。また、我が国は行政と外交などの人員を派遣し、部

隊とともに上陸させ、職務を執行する。そのため、軍事占領期と正式領有期に区別する必

要は無い」と説明した463。さらに、同年 6 月 12 日、陳儀は中央設計局秘書長の熊式輝に

書翰を送り、外交部の二段階論に反対することを強調したうえで、中央設計局以外の部門

に台湾接収計画の制定を依頼しない意見を提出した
464
。同年 7 月の上旬、台湾接収計画問

題について陳儀は熊式輝と面談し、熊の支持を受けた。しかし、外交部に準備工作を展開

する余地を与えるために、陳儀と熊式輝は「台湾上陸前」と「台湾上陸後」という二段階

に分けて、「台湾上陸前」段階の準備工作に関する計画の立案を外交部に依頼することに

一致した465。一見すると、陳儀らは、外交部に台湾接収に関する計画の立案を依頼したよ

うに見えたが、その実依頼したのは、「台湾上陸前」段階に限られ、「台湾上陸後」段階に

おける真の接収計画の制定については外交部を排除した。7 月 13 日、中央設計局は、陳

儀の意見にしたがって外交部に返信した466。 

日本がすでに降伏した 8 月 31 日、外交部は、7 月 13 日の書翰への返信として、台湾接

収の準備工作について中央設計局に公文書を送った。台湾上陸前に、台湾駐在の日本軍を

いかに降伏させるか、外交部が準備を展開すべきであり、軍事部門との協議が必須である。

また、台湾接収後においては、中米の軍隊がどちらか接収することによって準備工作の仕

方は異なる。接収後の準備工作について、外交部は三点の意見を提出した。第一に、カイ

ロ会議の宣言により、台湾は中国に帰還する。中国軍と米軍、どちらが先に台湾に上陸し

ても、中国が台湾に対する主権を回復する。第二に、中国軍が単独に台湾を占領する、或

いは中国軍が米軍と共同で台湾を占領する場合に、中国の行政機構が占領後の行政事務を

担当すべきであり、国民政府はその接収のための行政機構を早めに準備すべきである。第

三に、万が一米軍が単独に台湾に上陸したら、台湾の行政事務は米軍に任せるべきであり、

国民政府が米軍から台湾を接収する前に、軍事連絡員を派遣してすべての事務に対応する

べきである。 

上述の外交部の意見からもわかるように、外交部は陳儀の意見を受け入れなかった。中

国軍が接収に参加するかどうかによって、二つの方案を提出したが、米軍が単独に台湾を

接収する場合の案は、実は、その前の「軍事占領期」と「正式領有期」という台湾接収の

                                                                 
463 同上、255－256 頁。 
464

 同上、245－248 頁。 
465 同上、242 頁。 
466

 同上、242、258－260 頁。 
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二段階論であった。しかし、実際の歴史においては、第六章で述べたように、米軍の作戦

戦略によって台湾に対する上陸作戦が中止された。さらに、中国軍が台湾上陸し、日本軍

の降伏を受け入れたため、米軍による台湾の軍事占領は発生しなかった。台湾の回復は、

米軍の軍事占領を経ず直接に中国によって行われた。 

カイロ会議の後、蒋介石は台湾接収の準備工作を展開するために、中央設計局の下に台

湾調査委員会を設立した。台湾調査委員会は台湾省政府の予備機構ではなく、もともと情

報収集と計画立案の機構として設立された。しかし蒋介石は、行政院に直属する「台湾省

設立準備委員会」の設立を拒否し、国民党の党組織と台湾革命闘士に対して、台湾調査委

員会のもとで台湾接収の準備活動に参加することを要求したので、「台湾調査委員会」が

台湾回復の準備工作の主導権を握ることになった。さらに、外交部が想定した米軍の台湾

占領は発生しなかったし、陳儀は米軍の軍事占領の如何にかかわらず中国が台湾を接収す

ることを主張したため、台湾調査委員会は軍隊と協議せず、中央設計局以外の部局からの

関与を排除して、台湾接収の準備活動を主導することになった。 

 

第二節 台湾調査委員会の人事構成と準備活動 

 

 本章の第一節では、台湾調査委員会が台湾接収の準備活動を主導したことを解明したが、

本節は、主に人事の構成から陳儀グループが如何に台湾調査委員会を主導したかを明らか

にする。また、陳儀グループが自前の政治と経済思想を台湾接収の計画に浸透したという

点をも、具体的に検討する。 

1944 年 4 月 17 日、台湾調査委員会は正式に発足し、最初には規模が極めて小さい機構

であった。前節で述べたように、同年 7 月、国民政府は、「台湾省設立準備委員会」など

の別機構を設立せず、台湾調査委員会を拡充して台湾接収の準備活動を展開すると決めた。

そして成立して約半年後、台湾調査委員会は拡大した。しかし、委員会に参加した役員は

ほとんどが兼任であったので、委員会を主導したのはやはり陳儀グループであった。以下、

台湾調査委員会の編制、人事構成、及び活動に関する 3 つの表をめぐって、陳儀グループ

が委員会を主導したことを詳しく検討する。 

 

1、台湾調査委員会の編制 
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まず、台湾調査委員会の組織大綱は編制などを規定した。表 7-1 は、それに基づき作成

したものである。表 7-1 が示すように、その役員はそれほど多くなかった。台湾調査委員

会の組織大綱により、台湾調査委員会の役員の等級は、「主任委員」、「委員」、「専門委員」、

「専員」、「幹事」、「幹事補佐」と「記録係」という七つがあった。「専員」以上（「専員」

を含めて）は一般に官僚と看做され、その下は普通の役人である。また、官僚には専任と

兼任の区別があった。兼任の「専門委員」と「専員」は、主に他機関との連絡、あるいは

特別な任務のために任命され、給料もなく、ただ実際に発生した任務ごとに発給されるの

である。つまり、兼任の「専門委員」と「専員」は、台湾調査委員会の日常工作にほとん

ど関与しなかったのである。 

さらに、表 7-2 が示すように、成立当初の状況ではなく、成立から解散までの全期間か

らみても、専任委員は 3 人だけであり、専任「専門委員」と専任「専員」はそれぞれ 3

人であった。5 人ほどいた役人を加算しても、合わせて十数人程度の専任人員しかいなか

った。当時台湾の人口はすでに六百万人以上であり、日本によって膨大な植民地統治と経

済のシステムが構築されていた。一方、国民政府においては、台湾に関する研究の蓄積は

極めて希少であり、台湾を知っている人もあまりいなかった。すなわち、台湾調査委員会

はきわめて人手不足であり、他機関からもあまり支援を受けられなかった。その結果、台

湾接収の準備活動について、台湾調査委員会の指導者である主任委員、及び各専任役員が

大きな役割を果たし、彼らがその準備活動に与えた影響も大きかったのである。 

 

表 7-1 台湾調査委員会の編制 

 

職務 主 任

委員 

委員 専 任

専 門

委員 

兼任専門

委員 

専任専員 兼任専

員 

幹事 助理幹事 

（ 幹 事 補

佐） 

録事 

（記録

係） 

人数 1 人 7－11 人 

（ 1944 年

12 月 19 日

から、一人を

増加して、の

べ 12 人） 

4－5

人 

若干 4－5 人 若干 若干 若干 若干 
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選 抜

方法 

国 民

党 総

裁 が

指定 

国民党総裁

が指定 

主 任

委 員

が 選

抜し、

ま た

彼 ら

の 任

命 を

設 計

局 に

申請 

台湾調査

委員会が

任命 

主任委員

が 選 抜

し、また

彼らの任

命を設計

局に申請 

台湾調

査委員

会が任

命 

台 湾

調 査

委 員

会 が

任命 

台湾調査委

員会が招聘 

台湾調

査委員

会が任

命 

 

備考  主任委員は委

員の中から 2

－3 人を「駐

会委員」に指定

し、常に台湾調

査会に駐在し

て業務を行う。

1944年 10月

から二人の専

任委員を設け、

1945 年 5 月

にはもう一人

を増加した。 

 他機関と

の連絡の

ために 

 他機関

との連

絡のた

めに 

   

出所）『館蔵民国台湾档案彙編』第 22 冊の資料をもとに筆者作成 

 

2、台湾調査委員会の人事構成 

表 7-2 は、中央設計局の公文書に基づき、筆者が作成した台湾調査委員会の人事構成表

である。表 7-2 が示すように、1944 年 4 月の成立から 1945 年 10 月の解散まで、台湾調

査委員会では一連の人事異動があった。人事から見ると、基本的には、「陳儀グループ」、

台湾出身者、専門家および他機関の役人という 4 種類に区別できる。そのうち、「陳儀グ

ループ」が台湾調査委員会を主導した。 

まず委員から見ると、陳儀が主任委員であるにもかかわらず、1944 年 9 月までの主任

委員を含む 6 人の委員は、日本専門家の王芃生を除き、その他の 4 人は、すべて陳儀の幕

僚あるいは部下であった。また、成立直後には、主任委員を含む 6 人の委員はすべて兼任

であり、沈仲九委員だけは、「駐会委員」の名義を与えられ、日常工作を担当し、しかも、

周一鶚委員に補佐役を担当させた。1944 年 5 月、周は専任委員に改任された。また、1944
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年 9 月、銭宗起と夏濤声の専任委員への改任に従って、沈仲九は、同年 10 月に「駐会委

員」を解任された。すなわち、陳儀の幕僚である沈仲九、及び秘書である銭宗起と夏濤声

は、台湾調査委員会の日常工作を担当し、台湾接収の準備活動を推進した。 

前節に述べたように、1944 年夏、蒋介石は、台湾調査委員会に台湾人革命闘士の任用

と党組織との協力を指示した。具体的に言うと、1944 年 8 月 26 日、蒋介石は陳儀に、台

湾党部の指導者らを台湾調査委員会へ招くよう指示した467。陳儀は、台湾党部委員の丘念

台をすでに台湾調査委員会の「専門委員」に任命したことを報告し、黄朝琴、遊弥堅、李

友邦、謝南光および丘念台、あわせて台湾出身の五人の「専門委員」をすべて委員に昇進

させることを蒋介石に申請した。また、当時台湾党部主任委員の翁俊明が毒殺されたので、

新たな主任委員が任命されたら、台湾調査委員会の委員の定員を一人増やし、その台湾党

部主任委員を委員に任命することをも申請し、許可を受けた。その結果 1944 年 9 月、5

人の台湾人抗日闘士は、台湾調査委員会の「専門委員」から「委員」に昇進した。同年

12 月に王泉笙も「委員」として任命された。しかし、この 6 人の委員はすべて兼任であ

り、また多くの者は常に重慶以外の地域に駐在していたので、台湾調査委員会の準備工作

に大きな役割を果たしたとはいえない。 

第二に、「専門委員」と「専員」から見ると、まず、兼任「専門委員」と兼任「専員」

は、主に他機関との連絡のために任命された。表 7-2 からもわかるように、ほとんどが他

機関の職員であった。上述したように、1944 年夏、蒋介石は台湾調査委員会の拡充を決

め、また党組織と政府部門との協力を台湾調査委員会に指示した。そして、陳儀は、その

ような兼任「専門委員」と兼任「専員」を任用した。しかし、彼らは台湾調査委員会の工

作についてはあまり関与しなかった。 

次に専任「専門委員」について、3 人のうち何孝怡と胡福相の 2 人は、陳儀の元部下で

あり、しかも早い時期から台湾調査委員会に入った者である。もう一人の宋斐如は台湾出

身者で、最初は兼任「専門委員」に任命されたが、1945 年 1 月、専任「専門委員」に昇

進した。さらに、専任「専員」についてであるが、専任「専門委員」と同じく、3 人のう

ち、康瑄と方達観の 2 人は、陳儀と者古くからのつながりがあったであり、残るもう一人

が台湾出身者である。もちろん、陳儀の元部下は、陳儀らの支持を受け、人数も多く、専

任「専員」及び専任「専門委員」として、より大きな実権を有した。台湾人の専任「専員」
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と専任「専門委員」は、主に彼らを補佐することになった。 

ちなみに、台湾調査委員会に参加した台湾出身者は、ほとんど国際問題研究所主任の王

芃生468によって推薦されてきた人物である。国際問題研究所は、日中戦争が勃発したあと、

王芃生の提案によって設立され、日本を中心に、国際政治に関する情報の収集と処理を担

当した国民政府軍事委員会直属の情報機関である。王芃生は、その国際問題研究所の創立

から解散まで、ずっと指導していた。また、国際問題研究所においては、多くの台湾出身

者が任用された。そして、台湾調査委員会の成立後、兼任委員としての王は、陳儀に多く

の台湾人抗日活動家を推薦した。台湾調査委員会の成立以前、台湾人抗日闘士のうち台湾

義勇隊隊長李友邦のみが、同隊の創立のために、福建省省主席を務めた陳儀と接触したこ

とがある。その他には、陳儀とは面識もあまりなかった。李友邦などの兼任委員或いは兼

任専門委員は、常に重慶に駐在していたわけではなかった。台湾抗日闘士のうち林忠と宋

斐如は、専任の役員として台湾調査委員会で重要な役割を果たした。しかし、上述したよ

うに、彼らは主に補佐役として、陳儀グループに協力した。 

第三に、専門家から見ると、まずは、1944 年夏、汪公紀と郭彝民は、それぞれ日本へ

の留学経験や日本研究者としての知識と台湾経験とによって任用された。次に、1944 年

年末以後、「台湾行政幹部訓練班」を準備し設置してから、台湾調査委員会は地質や言語

などの専門家を数人任用した。専門家たちは、すべて兼任専門委員として台湾調査委員会

の工作に協力していたのであり、実権を握ったわけではなかった。 

 

表 7-2 台湾調査委員会の人事構成 

 

職務 氏名 本籍地 勤務時間 自分の職務 備考 

主任委員 陳儀 浙江省 1944.4－1945.10 党政工作考核

委員会 

1944.4- 1944.9 

中央訓練団教

育 長 

1944.10-1945.1

0 

兼任 

委員 沈仲九 浙江省 1944.4－1945.10 党政工作考核

委員会参事 

中央訓練委員

会委員 

備考 1：兼任 

備考 2：「駐会委員」 

1944.4－1944.10   

備考 3：陳儀の幕僚 
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 王芃生 湖南省 1944.4－1945.10 国際問題研究

所主任 

兼任 

銭宗起 浙江省 1944.4－1945.10 党政工作考核

委員会主任秘

書 1944.4- 

1944.8 

備考 1： 

1944.4-1944.8 兼任 

1944.9-1945.10 専任 

備考 2：陳儀の秘書 

周一鶚 福建省 1944.4－1945.10 党政工作考核

委員会主任組

員 1944.4- 

1944.5.10 

備考 1：1944.4 兼任 

1944.5.10-1945.10 専任 

備考 2：陳儀の元部下 

夏濤声 安徽省 1944.4－1945.10 党政工作考核

委 員 会 秘 書

1944.4- 1944.8 

備考 1： 

1944.4-1944.8 兼任 

1944.9-1945.10 専任 

備考 2：陳儀の秘書 

黄朝琴 台湾 1944.9－1945.10 外交部甘粛特

派員 

兼任 

丘念台 台湾 1944.9－1945.10 台湾党部委員 兼任 

遊弥堅 台湾 1944.9－1945.10 財政部花紗布

管制局役員 

兼任 

李友邦 台湾 1944.9－1945.10 台湾義勇隊隊

長 

兼任 

謝南光 台湾 1944.9－1945.10 国際問題研究

所秘書 

兼任 

王泉笙 福建省 1944.12 －

1945.10 

台湾党部主任

委員 

兼任 

専任専門委員 何孝怡 福建省 1944.6－1945.10  備考 1：陳儀の元部下 

備考 2：台湾調査委員会

の秘書を兼任 

備考 3：職務：公文書原

稿の起草審査および処

理、計画の立案 

 胡福相 浙江省 1944.7－1945.10  備考 1：陳儀の元部下 

備考 2：職務：計画の立

案（警察部門に関する） 

備考 3：1944 年 9 月から

実際の接収まで、台湾接

収のための警察を訓練

するために、長期的に福

建省で勤務していた。 

宋斐如 台湾 1945.1-1945.10  備考 1： 

1944.9－1945．1 は兼任

専門委員 

備考 2：職務：資料の翻

訳と編纂、計画の立案 
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兼任専門委員 謝南光 台湾 1944.05.29 －

1944.09.14 

国際問題研究

所秘書 

王芃生の推薦 

 

 李友邦 台湾 1944.05.29 －

1944.09.14 

台湾義勇隊隊

長 

 

 李万居 台湾 1944.05.29 －

1945.10 

国際問題研究

所役員 

王芃生の推薦 

 

 黄朝琴 台湾 1944.08.06 －

1944.09.14 

外交部情報司 1944 年 6 月の中旬、国

民党中央執行委員会秘

書長の呉鉄城は、「党政

高級訓練班」において訓

練を受けたこともあり、

台湾問題に明るい黄を

陳儀に推薦し、陳儀は黄

と面会し、彼を重んじて

兼任専門委員として任

命した。 

 遊弥堅 台湾 1944.08.16 －

1944.09.14 

財政部花紗布

管制局役員 

 

 宋斐如 台湾 1944.09-1944.12   

 汪公紀 江蘇省 1944.07 －

1945.10 

中央党部秘書

処秘書 

日本留学経験があり、日

本研究が有名。 

 郭彝民 遼寧 1944.07 －

1945.10 

外交部専員 備考 1:郭は、1934 年 1

月から 1938年 2月まで、

中華民国駐台北総領事

館総領事を務め、1944

年 2 月には「台湾回復意

見書」を国民政府に提出

した。 

備考 2：陳儀自身が郭を

重視し、任命しようと

し、また東北難民救済委

員会主任委員莫徳恵も

郭を推薦した。 

 

 彭百川  1944.08 －

1945.10 

教育部蒙蔵教

育司司長 

 

 陸桂祥 江蘇省 1944.08 －

1945.10 

交通部設計考

核委員会（設計

審査委員会）秘

書 

陳儀の元部下 

 林嘯鯤 台湾 1944.08 －

1945.10 

財政部花紗布

管制局役員 

王芃生の推薦 

 洪孟博 江蘇省 1944.08 －

1945.10 

中央銀行経済

研究室研究員 
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 駱美奐 江蘇省 1944.08 －

1945.10 

中央党部組織

部主任秘書 

 

 劉啓光 台湾 1944.08 －

1945.10 

第三戦区台湾

に関する情報

工作の担当 

第三戦区長官顧祝同の

推薦 

 馬廷英 遼寧省 1944.11 －

1945.10 

 地質学者 

 陳虚舟  1945.01 －

1945.10 

交通部郵政司  

 王丕承 広東省 1945.01 －

1945.10 

軍令部二庁三

処副処長 

 

 臧渤鯨 遼寧省 1945.01 －

1945.10 

 民族学者 

 高翰 福建省 1945.02 －

1945.10 

重慶大学教授 哲学者、心理学者 

 徐永原 浙江省 1945.03 －

1945.10 

党政工作考核

委員会秘書 

 

 魏建功 江蘇省 1945.04 －

1945.10 

国立女子師範

学院教育長 

言語専門家 

 蕭家霖  1945.04 －

1945.10 

教育部国語推

行委員会委員 

言語専門家 

 孫克寛 安徽省 1945.04 －

1945.10 

内政部参事  

専任専員 林忠 台湾 1944.06 －

1945.10 

 備考 1：王芃生の推薦 

備考 2：職務：資料の翻

訳と編纂、計画の立案 

 康瑄 江西省 1944.09 －

1945.10 

 備考 1：張公輝が中央設

計局秘書処に戻すこと

を申請した後、陳儀は康

瑄の転入を要求した。

1944 年 7 月 7 日から 9

月 26 日まで、中央設計

局の「助理秘書（秘書補

佐）」である康が台湾調

査員会に出向していた。

9 月 27 日に、陳儀の推

薦で「専任専員」に昇進

し、台湾調査委員会に勤

めつつあった。 

備考 2：職務：資料の翻

訳と編纂、計画の立案 

 方達観 広東省 1945.01 －

1945.10 

 備考 1：陳儀の元部下 

備考 2：職務：資料の翻

訳と編纂、計画の立案 
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兼任専員 謝掙強 台湾 1944.07 －

1945.10 

台湾義勇隊重

慶駐在通信処

主任 

王芃生と李友邦の推薦 

 沈岐原 福建省 1944.07 －

1945.10 

綦江水道運輸

管理処会計課

長 

 

幹事 張公輝  1944.04.18-1944.

06.07 

 中央設計局の「助理秘書

（秘書補佐）」で、成立

当時から中央設計局秘

書処から台湾調査委員

会に派遣して、同会の秘

書を兼任した。44 年 6

月 7 日、何孝怡が秘書に

兼任した後、張は資料の

翻訳と編纂に専念した。

また、陳儀の推薦で 6

月 20 に専任専員に昇進

した。さらに、張は 7

月 5 日に中央設計局秘

書処に戻すことを申請

し、8 月 9 日に許可され

た。 

幹事補佐 周民  1944.04 －

1944.08 

 1944 年 4 月 18 日、中央

設計局から台湾調査委

員会に出向していた。

1944 年 8 月 30 日、辞任

して許可された 

 龍学鑒  1944.09 －

1945.10 

  

 劉晴初 江西省 1944.08 －

1945.10 

  

記録係 劉為漢  1944.04.20-1944.

06.06 

 1944.06.06 から病気で

長期的に休暇した 

 李成蓮 安徽省 1944.07 －

1945.10 

  

 馮克良 湖北省 1944.08 －

1944.11 

 1944 年 11 月 25 日辞任 

 呉景行  1944.09 －

1944.11 

 1944 年 11 月 21 日辞任 

 崔弘毅 湖南省 1945.02 －

1945.03 

 1945 年 3 月 24 日辞任 

 孫吉祥 湖南省 1945.03 －

1945.10 

  

出所）『館蔵民国台湾档案彙編』第 22 冊の資料をもとに筆者作成 
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3、台湾調査委員会が立案した台湾接収に関する各計画 

表 7-3 は、筆者が台湾調査委員会が行われた各会議及びその議決案を整理して作成した

表である。台湾調査委員会の組織大綱により、台湾調査委員会は、二ヶ月に一回委員会議

を開き、また、必要があれば、主任委員の召集により、臨時会議を開く。表 7-3 に示すよ

うに、台湾調査委員会は、10 回の委員会会議、4 回の座談会、及び 1 回の「党政軍連合会

議」を開き、台湾接収に関する様々な問題を検討し、数多くの計画を立案した。それらの

会議において、陳儀或いは陳儀の側近は会議の主席と会議の記録を担当し、彼らは出席者

のうち、常に大きな割合を占めていた。すなわち、台湾接収に関する問題の検討にしても、

接収の計画の立案と議決にしても、陳儀グループが大きな影響を与えていた。さらに、『台

湾接管計画綱要』を含め、多くの接収計画そのものは陳儀グループによって起草されたの

である。 

陳儀グループが台湾接収に関する計画の立案などを主導したので、当然ながら、陳儀の

政治と経済思想が各計画に浸透した。そのうち最も重要なのは、権力の集中と統制経済と

いう理念である。 

 1944 年 9 月、陳儀は中央設計局において、台湾調査委員会の工作近況をめぐって一回

講演した。彼は『台湾接収と復員計画綱要草案』を紹介しながら、古代政治と近代政治を

比較し、消極的な古代政治を批判し、積極的な現代政治を行うことを主張し、台湾でその

現政治の実現に努力すると講演した。彼によれば、「現代政治は、積極的なものである。

その重点は経済発展を謀ることであり、その主な目的は人民生活を改善することである。

政治は、人民の衣食住、生育、教育、衛生、医療、及び休養娯楽などに、すべて責任を

負うべきであり、政府は人民のために奉仕すべきである。行政機関は、権力を集中して人

民の福祉の増加を謀るべきである」469。 

 上述したように、『台湾接管計画綱要』は沈仲九が起草した『台湾接収と復員計画綱要

草案』をもとに作成したものである。1945 年 3 月 14 日、その綱要は正式に公表され、台

湾接収に関する最重要な法案になった。その中で、権力の集中と統制経済を強調する条文

も少なくない。たとえば、「政治について、積極的に（推進する）方面は、行政機関を強

化して効率を上げることである（第二条）」、「中央政府は、接収された後の台湾省政府に

大きな権力を付与する（第十二条）」、「工業、鉱業と商業について、民生主義と実業計画
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 中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 24 冊、35－53 頁。 
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の実現を指導方針として、国家の建設計画に連結し、その合理的な発展を求める（第三十

七条）」470というような条文が、多くあった。 

 

表 7-3 台湾調査委員会の会議と決議案 

 

委員会

会議と

座談会 

参加人員 期日 会議における報告と検

討 

決議案 備考 

第一次

委員会

会議 

陳儀（会議の主席） 

沈仲九、王芃生、銭

宗起、周一鶚、夏濤

声 

1944.4.17  1）第一期工作計画と

工作人員の定員、 

2）毎月の経費に関す

る方案 

3）資料収集の方案 

 

第二次

委員会

会議 

陳儀（会議の主席） 

沈仲九、王芃生、銭

宗起、周一鶚、夏濤

声 

張公輝（会議の記録） 

1944.5.12 1）陳儀：兼任役員の増

設を申請中 

2）発足以来 25 日間の工

作 

1）台湾調査委員会民

国三十三年度（1944

年）工作綱要 

2）『台湾復員計画綱要

修正初稿』  

3）『台湾復員事項別計

画草案』を起草する 

4）『台湾接収計画綱

要』を起草する（沈仲

九が起草） 

 

第三次

委員会

会議 

 1944.6.13 『台湾接収と復員計画

綱要草案』を検討する 

  

第一次

座談会 

1）中央設計局特殊計

画組：王又庸、朱代

傑、鄒静陶、周範文、

許鵬飛、徐晴嵐、趙

康 

2）台湾調査委員会：

沈仲九、周一鶚、何

孝怡、林忠、康瑄（会

議の記録） 

1944.7.13 『台湾接収と復員計画

綱要草案』を検討する 

  

第四次

委員会

会議 

 1944.7.14  1）1944 年下半期の予

算案 

2）『台湾接収と復員計

画綱要草案』を修正し

た 

 

第二次 1）在重慶台湾出身 1944.7.21 台湾接収に関する各問   

                                                                 
470

 「台灣接管計劃綱要」秦孝儀、張瑞成編、前掲『光復臺灣之籌劃與受降接收』、109－119 頁。 
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座談会 者：黄朝琴、謝南光、

李純青、陳幸西、謝

掙強、柯台山、許顕

耀、遊弥堅、李祝三、

連震東、曽渓水 

2）台湾調査委員会：

陳儀、沈仲九、周一

鶚、何孝怡、胡福相、

林忠、康瑄（会議の

記録） 

題を検討する 

第五次

委員会

会議 

 1944.8.11  『台湾接収と復員計

画綱要草案』を修正し

た 

 

第六次

委員会

会議 

 1944.9.21  台湾接収のための行

政幹部と警察幹部を

訓練することを決議

した 

 

第七次

委員会

会議 

 1944.12.27 1）台湾調査委員会 1944

年度の工作報告 

2）台湾調査委員会 1945

年度の工作綱要 

台湾調査委員会 1944

年度の工作報告を中

央設計局に提出し、さ

らに中央設計局によ

って国民党総裁に提

出した。 

 

 

第八次

委員会

会議 

 1945.3.28 最近の工作の状況の報

告 

  

第三次

座談会 

1）財政部長俞鴻鈞、

行政院政務処長徐道

隣、「四聯総処（戦時

国民政府四大銀行の

連合機構）」秘書長劉

攻芸 

2）金融専門家数名 

3）台湾調査委員会の

役員 

1945.6.6 金融関係  金融専門家と

台湾調査委員

会の役員につ

いて、詳しく

は不明 

第一次

党政軍

連合会

議 

 1945.6.27    

第九次

委員会

会議 

 1945.7.23-8.1

5 の間、具体

的な期日は

不明 
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第四次

座談会 

1）交通部関係者：徐

琮本、林海明、徐人

壽、張仁濤 

2）台湾調査委員会：

何孝怡、謝南光、康

瑄、陸桂祥、林忠、 

錢宗起（会議の主席） 

康瑄（会議の記録） 

1945.8.14 『台湾交通復員計画』

（台湾交通復旧計画） 

  

第十次

委員会

会議 

陳儀（会議の主席）、

沈仲九、王芃生（謝

南光が代理する）、銭

宗起、周一鶚、謝南

光、 

何孝怡（会議の記録） 

1945.8.15 1）第九次委員会会議記

録の報告 

2）『台湾地政接管計画草

案』の表決（修正して通

過） 

3）『台湾土地問題研究会

報告書』の表決（『台湾

地政接管計画草案』と合

同検討） 

4）『台湾金融接管計画草

案』の表決（修正して通

過） 

5）『台湾警政接管計画草

案』の表決（修正して通

過） 

6）『台湾教育接管計画草

案』の表決（修正して通

過） 

1）『台湾地政接管計画

草案』 

2）『台湾金融接管計画

草案』 

3）『台湾警政接管計画

草案』 

4）『台湾教育接管計画

草案』 

 

出所）『館蔵民国台湾档案彙編』第 21、23、24、33 冊などの資料をもとに筆者作成 

 

 

第三節 台湾接収人員の訓練と養成 

 

1、台湾接収人員養成をめぐる国民政府中央の決政策定 

1944 年後半から、国民政府は台湾接収のために、行政財政金融幹部と警察の養成に着

手し始めた。陳儀は当時、行政幹部の訓練工作に担当していた「中央訓練団」の教育長を

務めた。また、台湾接収に関する警察の訓練を指揮したのも陳儀の元部下の胡福相であり、

台湾接収に関する幹部の養成についても「陳儀グループ」が主導したのである。 

「台湾革命同盟会」は、早くも 1943 年 9 月に中央執行委員会及び蒋介石に上書し、福

建省省訓練団の中に「台湾行政幹部訓練班」の設立することを呼びかけ、その「訓練方法」
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も提出した。その上書を受け、中央執行委員会秘書長の呉鉄城は、福建省省主席の劉建緒

に書簡を送り、「台湾同志を募集して、それを速やかに促成する」ことを依頼した。しか

し、実際にはそれは実現しなかった。 

台湾調査委員会の設立後、陳儀らは、台湾に関する資料を集め、調査工作を展開して、

『台湾接収と復員計画綱要草案』を立案した。そして、実際の準備工作の中で、台湾接収

後の行政幹部などの人材を養成することが課題として浮上してきた。1944 年 7 月 13 日と

21 日、台湾調査委員会は、中央設計局特種計画委員会と台湾人革命闘士とそれぞれ座談

会を開き、台湾接収の人材養成問題を正式に提出した。 

一方、1944 年 7 月 22 日、中央訓練団教育長の王東原が湖北省省主席に転任した後、陳

儀は中央訓練団教育長に任命された。中央訓練団は中国国民党中央執行委員会訓練委員会

訓練団の略称であり、国民政府の中高級の党政幹部を訓練し養成する組織である。蒋介石

は、1930 年代初頭の共産党掃討戦において、軍隊の幹部を訓練するために「廬山陸軍軍

官訓練団」を設立し、実績を上げた。その経験に学び、「軍官訓練団」のような短期かつ

大規模な軍事化管理と訓練のモデルによって一般幹部を養成し、彼らによって国民党、国

民政府、さらに中国を変えようとした。そのモデルで一般幹部を訓練する最初のものは、

「廬山暑期訓練団」である。しかしそれは、遅い時期の 1937 年の 7 月と 8 月に二期を行

ったが、日中戦争のため予定されていた第三期は中止された。一方、1938 年、同じモデ

ルの「武漢珞珈山軍官訓練団」は「中央訓練団」に改組され、党政軍の幹部を訓練する

中央組織として発足した。武漢陥落後、中央訓練団は、重慶に移転して安定的に展開され

た。 

図 2.1 の中央訓練団組織図が示すように、中央訓練団は、名義上には中央訓練委員会に

属するものである。しかし、実際には独立機関と看做しても良い471。蒋介石は両組織の長

官を兼任したが、中央訓練委員会をまったく重視していなかった。彼が中央訓練委員会委

員長の名義で指示を出したことは、一回もなかった。それに反して彼は、中央訓練団を極

めて重視し、毎期の党政訓練班の開学と卒業には必ず出席し、また少なくとも週に一回で

中央訓練団を視察した。組織の規模から見ると、中央訓練団は、中央訓練委員会の約数十

倍に相当する千人以上の役員を有した。中央訓練団の訓練班に参加したものは、各県の県

長、県党部の書記長から省政府と中央政府の各庁局の長官までの中高級の党政幹部、また

                                                                 
471 劉瑶章「国民党中訓会和中訓団的來龍去脈」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会 

編『文史資料選輯 74』中華書局、1981 年、3 頁。 
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佐級から中将までの軍官である。1939 年から 1945 年まで、31 期の党政訓練班は合計 2

万人以上の幹部を訓練した。しかも、山西省や広西省などの地方軍閥が統治していた地域

以外に、その訓練を受けた幹部は、政府内部で昇進など、優遇されるようになった。もち

ろん、そのような中央訓練団は、人材養成の大本山として国民政府の中できわめて重要で

ある。 

 

 

図 2.1 中央訓練団組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）呉恒祥「国民党中訓団雑憶」、中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会編『文史資料

存稿選編 16 軍事機構（下）』中国文史出版社、2002 年、724 頁。 

 

蒋介石は、中央訓練団の団長を兼任したが、訓練団の日常工作にはあまり関与しなかっ

た。実際には、教育長が中央訓練団を管理していた。最初、蒋介石の腹心である陳誠は、

その教育長に兼任したが、軍事委員会政治部部長の重職を担当したため、まもなく教育長

を辞任した。その後、陳誠の側近、訓練団の副教育長の王東原が教育長に昇進し、1939

年から 1944 年まで、ずっと中央訓練団を管理した。また、1944 年 7 月、陳誠は湖北省省

主席から他職に転任した後、王をその省主席の後継者として蒋介石に推薦し、認められた。
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そして福建省省主席時代に、幹部訓練に実績をあげたことがあったため、陳儀が中央訓練

団の教育長に任命された。それは、陳儀グループが台湾行政幹部の養成を主導することに

役だった。 

1944 年 8 月 3 日、陳儀は台湾調査委員会主任委員の名義で、蒋介石に上書し、台湾接

収の人材養成案を提出した。彼は、「台湾において、「薦任職」
472
の普通の行政人員、すな

わち我が国各省の各庁処の科長あるいは各県の県長に相当する行政人員は、合計 107 人で

あり、すべて日本人であるため、台湾回復後には、我が国が人員を派遣してそれにあたる

必要がある。人数も多いし、職責も重大なので、早期それらの人員を訓練する必要がある」

と意見を具申し、また、中央訓練団がそれを担当するよう求めるとともに、訓練の期間と

課程、および受講生の選抜などの詳しい方法（「台湾党政幹部訓練方法」）をも提案した473。

それを受けた蒋介石は、8 月 12 日、「東北と台湾の回復の準備工作は党政幹部の訓練と備

蓄から着手すべきだ」と主張し、また、「東北と台湾接収のすべての中高級幹部の訓練を

統一的に展開すること、受訓者の選抜について、敵後方地域に抗日工作を展開する人員、

および教育界と技術界の東北と台湾出身の専門人材を優遇すること、と東北接収のために

訓練する人員のなかに優秀な人材を東北調査委員会に転入させる」ことを指摘した。そし

て、国民党中央党部秘書長の呉鉄城、中央組織部部長の陳果夫、中央訓練委員会主任委員

の段錫朋、中央訓練団教育長の陳儀、行政院秘書長の張厲生および中央設計局秘書長の熊

式輝に「東北と台湾の行政幹部訓練方法」の立案を指示した474。それと同時に、陳儀の上

書への返事として、その旨を単独に陳に返信した475。そして、陳儀は、熊式輝や東北調査

委員会主任委員の瀋鴻烈などと協議し、その前の「台湾党政幹部訓練方法」を修正し、「東

北及台湾党政幹部訓練方法草案」（付録 3）と「幹部班学員考選辦法（幹部訓練班受訓者

に関する受験と選抜の方法）」（付録 4）を作成して、同年 8 月 26 日、中央党部秘書処に

提出した。 

一方、「東北と台湾の行政幹部訓練方法」の立案のために、その件を統括する中央党部

秘書処は、呉鉄城の秘書の張寿賢の招集で、1944 年 8 月 24 日、各長官の代表者ら 7 人と

                                                                 
472 薦任職とは、国民政府の官等のひとつである。当時国民政府の公務員の法律によりは、「特任官」、「簡

任官」、「薦任官」及び「委任官」という四種類の官等があり、それぞれ当時日本帝国の「親任官」、「勅

任官」、「奏任官」及び「判任官」に相当する。 
473 「中央設計局為設立台湾行政幹部訓練班以培養台湾行政人才有関文書」中国第二歴史档案館、海峡両
岸出版交流中心編、前掲書第 24 冊、147－148 頁。 
474

 「中央設計局擬定党政幹部訓練辦法等有関文書」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前
掲書第 24 冊、30－31 頁。 
475

 同上、149 頁。 
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事前会議を行い、正式会議の検討の基礎を築いた。そのうち、陳儀の側近である周一鶚と

銭宗起は、それぞれ台湾調査委員会と中央訓練団の代表として、出席した。その後、中央

党部秘書処は「東北及台湾幹部人員訓練計画草案」を立案した。9 月 7 日、呉鉄城は、陳

儀、張厲生、熊式輝、段錫朋及び陳果夫の代表葛覃、東北調査委員会主任委員瀋鴻烈の代

表師連舫と正式な会議を開催し、中央執行委員会秘書処が立案した「東北及台湾幹部人員

訓練計画草案」と陳儀が立案した「東北及台湾党政幹部訓練方法草案」と「幹部班学員考

選辦法（幹部訓練班受訓者に関する受験と選抜の方法）」を検討して、「東北及台湾幹部訓

練方法要項九点」をまとめて、蒋介石に提出して認められた476。 

陳儀と中央執行委員会秘書処がそれぞれ提出した草案は、正式会議の検討を経て提出さ

れ、最終的には各意見をまとめて蒋介石の許可を受け、「東北及台湾幹部訓練方法要項九

点」という法案になった。この要項九点案においては、訓練班の管理者と受訓者の任用

選抜について、幾つかの点を重視する必要がある。 

まず、訓練班の管理者について、陳儀が立案した「東北及台湾党政幹部訓練方法草案」

（以下陳儀案に略称する）においては、明確に「班主任」を設立し、その訓練の管理を任

せると規定していた。一方、「東北及台湾幹部人員訓練計画草案」（以下秘書処案に略称す

る）においては、そのような具体的な管理者の設立を提案しなかったが、指導教官に大き

な権力を与えると規定していた。最終案の「東北及台湾幹部訓練方法要項九点」（以下要

項九点に略称する）においては、「班主任」の設立を賛成した。しかも、「要項九点」によ

り、蒋介石がその「班主任」を決めるようになった。最高指導者によって、その官職を決

めることからもわかるように、その官職は非常に重要である。 

第二に、「要項九点」において、その訓練班の班主任の任命は、将来東北または台湾を

治める長官の任用にも関連すると明記した。呉鉄城、陳儀、張厲生、熊式輝、段錫朋、及

び陳果夫などのような最高指導者に次ぐ国民政府の党、政府、及び人材育成機構の実務を

担当する最重要な高官たちは、みんな訓練班の班主任を担当する人を将来の台湾長官に担

当させることに賛成した。 

第三に、「要項九点」により、幹部訓練については他の提案とは異なり、高級幹部と中

級幹部を区別せず、訓練の成績によって任用すると規定していた。管理者は、訓練成績の

認定に関して重要な権限を有したため、接収幹部任用について、大きな影響力を持つこと
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 同上、1－34 頁、150 頁、175 頁。 
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になった。さらに上述したように、国民政府の高官は、みんな訓練班の班主任を担当する

人を将来の台湾長官にも担当することに一致したため、この班主任の担当者が将来の台湾

省政府の人事について最大限の人事権を有するようになった。 

第四に、訓練班受訓者の選抜について、「要項九点」案は、陳儀の案を支持し、試験で

受訓者を選抜すると定めた。それは、もちろん中央執行委員会秘書処の各機関の選抜推

薦で決めることより公平であり、各派閥の影響をも制限できる方法であった。また、受訓

者選抜に関する資格と試験などについては、選別委員会に任せた。同委員会の編制は、会

議で検討する各方案と最後の「要項九点」と、概ね同じである。すなわち、中央党部秘書

長、中央訓練委員会主任委員、中央組織部部長、行政院秘書長、中央設計局秘書長、東北

調査委員会主任委員と台湾調査委員会主任委員から構成されていた。秘書処案とは異なり、

中央訓練団教育長と軍事委員会参謀総長はそこから排除された。しかし、中央訓練団教育

長の陳儀は、台湾調査委員会主任委員を兼任したため、実際には参加した。 

第五に、訓練時間と実習について、時間的には、各草案がともに四ヶ月間と定めていた

が、秘書処案においては、一ヶ月間の自主研究期間と二ヶ月間の実習期間を提案し、訓練

部門での集中訓練は、わずか一ヶ月間と規定していた。この方法だと、受訓者の派出機関

と実習機関が、彼らの訓練成績の評定に大きな権限を有するようになる。一方、陳儀案に

おいては、四ヶ月間にわたってずっと訓練機関（すなわち中央訓練団）で集中訓練を受け

ると規定していた。最終的に決まった「要項九点」案においては、基本的には陳儀の案を

支持し、「訓練期間は四ヶ月間で、また可能であれば、実習期間を他に定める」と規定し

ていた。それは、但書きで実習について触れたが、その条文によると、実習がなければ、

集中訓練の機関と管理者は、受訓者の成績評定についてすべての権限を有し、実習があっ

ても、最も大きな権限を有することになった。 

要するに、東北と台湾の接収のための行政幹部の訓練について、蒋介石に認められた方

案により、訓練を担当する機関と具体的な管理者は、受訓者の選抜に関与でき、さらに実

際の訓練と卒業後の任用に関しても、最大限の権限を有するようになった。 

蒋介石は、「要項九点」に同意した後まもなくの 1944 年 9 月 17 日、呉鉄城と陳儀など

に返信して、接収幹部の養成に関する具体的な実施を中央訓練団教育長の陳儀に担わせる

と命令した477。 
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 同上、175 頁、179 頁。 
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蒋は、東北と台湾の行政幹部の訓練を合わせて、共に推進しようとした。しかし、東北

四省は、当時組織上に省政府や党務組織があった。また、台湾と比べて面積と人口の規模

がきわめて大きかったため、より多くの幹部を訓練する必要があった。さらに、東北軍と

いう地方軍閥は、西安事件後、首脳である張学良の軟禁により、国民政府とは極めて複雑

な関係にあった。国民政府は、多くの東北出身の軍政人士を国民政府に吸収すると同時に、

全体的な軍閥としての東北軍の消滅に取り組んだ。その結果、組織、人事及び規模などに

多くの問題があったため、東北接収幹部の訓練は展開されていなかった。それと反して、

「台湾行政幹部訓練班」は迅速に行われた。 

 

2、台湾行政幹部訓練班 

1944 年 10 月、国民政府の中央政府と中央党部の各長官らは、「台湾行政幹部訓練班」

の募集方法について会議を開いた。陳儀は、中央訓練団の教育長として出席した。また、

彼が提出した草案をもとに、「台湾行政幹部訓練班学生募集方法」が議決された478。この

「募集方法」は、主に三方面を規定した。 

第一に、「募集方法」によれば、台湾行政幹部訓練班第一期は定員が 120 人であり、時

間は四ヶ月間である。120 人の定員は六組に分けられる。そのうち、民政組は 35 人、財

政金融組は 15 人、工商交通組は 15 人、農林漁牧組は 15 人、教育は 25 人、司法組は 15

人である。 

第二に、応募の資格について、まず、年齢が 25―45 歳、体が健康な者である。次に、

以下の三点の要求のうちに一つを満足するものである。第一点目は、高等文官考試に合格

し、工作の評価が良い者である。第二点目は、「薦任職」或いはそれに相当する官職に担

当し、工作の評価が良い者である。第三点目は、専科学校以上の学校を卒業し、工作の評

価が良い者である。 

第三に、応募の方法は四つある。第一の方法は、中央政府の各関連機関が学生を選抜

推薦する方法である。第二の方法は、中央党部、三青団中央団部、台湾調査委員会、及び

台湾革命団体が学生を選抜推薦する方法である。第三の方法は、「銓叙部」479、或いは政

治大学、中央大学、及び西南連合大学の卒業生から学生を召集する方法である。第四の方

法は、個人が自分で応募する方法である。 

                                                                 
478 同上、58－61 頁。 
479

 銓叙部とは、公務員試験や官僚の任用などを担当する中央政府の部門である。 
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また、その「応募方法」によれば、資格審査委員会を組織して、学生の資格を審査し、

試験を行うことは、中央訓練団教育長に任せられ、台湾調査委員会は役員を派遣して、そ

の資格審査委員会の日常工作に協力する480。この結果、陳儀グループは、この資格審査委

員会の権力を握ることになった。 

1944 年 10 月と 11 月に、国民政府の各部局と台湾調査委員会などは、その応募学生を

選抜推薦した。また、1944 年 11 月、陳儀はこの資格審査委員会を組織し、部下の趙普

炬、周一鶚及び銭宗起など 5 人を審査委員に任命し、特に秘書の銭宗起を常務委員に担当

させた481。また、陳儀は、中央大学に各専門科目の試験の出題を依頼した482。1944 年 12

月、資格審査と試験に合格した 120 人は、台湾行政幹部訓練班第一期の学生として、中央

訓練団に入学した。 

陳儀自身は、その台湾行政幹部訓練班の「班主任」を担当した。また、彼は、部下の周

一鶚を「副班主任」に任命し、その訓練班の日常工作を任せた。訓練班の授業について、

共同授業と各組の専門授業に分けられた。三民主義などの国民党の指導思想、台湾の歴史、

政治、経済及び社会などの台湾に関連するもの、及び日本語は共同授業であり、学生がみ

んな勉強する必要があった。各組には、外交、法律、金融などの専門授業もあった。教員

には、陳儀、陳立夫、邵力子、俞大維、何廉などのような高官を擁し、各大学の教授など

の専門家もいた。 

1945 年 4 月、四ヶ月間の訓練を経て、二人の退学者を除き、台湾行政幹部訓練班第一

期は 118 人の学生が卒業した。一部の卒業生は、台湾調査委員会に協力し、台湾接収の計

画の立案に力を尽くした。多くの学生は、もともと務めていた政府や党組織に戻った。実

際には、台湾行政幹部訓練班の準備は、その第一期しか開催されなかった。 

上述したように、その台湾行政幹部の養成について、陳儀グループは、応募方法の制定

から応募学生の確定、及び実際の養成まで、主導した。もちろん、それは陳儀の台湾行政

長官への就任に役立った。 

 

3、金融幹部訓練班と警察訓練班 

 台湾接収のために、行政幹部だけではなく、国民政府は、金融幹部と警察幹部をも養成

                                                                 
480

 中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 24 冊、60 頁。 
481 「中訓團台幹班學員資格審查委員會成立」『復興關月刊』第 237 期、1944 年 11 月。 
482

 中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 28 冊、18－19 頁。 
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した。 

 1944 年 11 月 9 日、「四聯総処」483は、理事会会議を通じて、「台湾金融幹部訓練班」の

開催を議決した。具体的には、「四聯総処」は、自前の「銀行人員訓練所」において、「台

湾金融幹部訓練班」を設立し、所属の各銀行と銀行の支局から 30－50 人の専任役員を選

抜して、同年 12 月 11 日から 4－6 ヶ月間の訓練を行うと決定したが、関係作業の延期で、

実際には 1945 年 1 月 4 日までに開学した484。「台湾金融幹部訓練班」の授業は、主に言

語（日本語、英語、ビン南語）、台湾研究（台湾の歴史、地理、政治、経済）、金融と経済

研究（台湾の金融、中国の金融と経済、中央銀行概説）、及び国民党の主義という四種類

に区別された485。しかし、中央訓練団が、その「台湾金融幹部訓練班」を「台湾行政幹部

訓練班」に移入することを要求したため、「台湾金融幹部訓練班」は、「四聯総処銀行人員

訓練所」で五ヶ月間の訓練を受けた後、「台湾行政幹部訓練班」に移入し、「台湾行政幹部

訓練班」第一期台湾銀行業務組に改名して、同年 6 月 5 日から 7 月 1 日まで、約一ヶ月間

の訓練を受けてから、40 人の学員が全員卒業することになった486。 

 また、台湾調査委員会と中央警官学校とは、互いに協力して台湾接収の警察の養成に取

り組んだ。まず、高級警察を養成するために、重慶の中央警官学校本部において、「台湾

警察幹部講習班」を設立し、陳儀の部下である胡福相をその「講習班」の「班主任」に担

当させた。「講習班」において、優秀な警官 36 人が選抜され、1944 年 10 月 2 日から 12

月 22 日まで訓練を受けて卒業した487。また、一般警官を養成するために、同年 10 月、福

建省、広東省及び浙江省で警察訓練班の一般学員を募集し始め、福建省長汀県で中央警官

学校第二分校を設立した。 

もともと、胡福相などの教員は、その卒業した 36 人を率いて、福建省に赴き、中央警

官学校第二分校で 200 人の中級警官と 400 人の一般警官を訓練すると計画したが、戦争に

よって交通路が閉鎖されたので、空軍から特別な協力を受けた胡福相を含む 8 人を除き、

35 人の学生は、終戦まで重慶に残った
488
。 

                                                                 
483 四聯総処とは、戦時中、中央銀行、中国銀行、交通銀行、及び中国農業銀行という国民政府の四大銀

行の連合機構であり、実際には中央銀行の役割を果たした。 
484 「四聯總處在銀行人員訓練所內設立臺灣金融班幹部訓練班有關文書及學員調查表 1944.10-12」中国第

二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 25 冊、145－154 頁。 
485 同上、145－148 頁。 
486 「周一鹗出席总理纪念周做关于台调会工作报告 1945.7」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心

編、前掲書第 33 冊、381－382 頁。 
487 同上、282 頁。 
488

 同上、282 頁。 
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1945 年 1 月、胡福相らは、福建省に赴き、一般警察の訓練を展開した。台湾接収まで

に、「講習班」64 人、「学員班」76 人、「学生班」250 人、「初幹班（初級幹部）」542 人、

合わせて 932 人を訓練した。 

要するに、台湾接収の準備活動について、他機構を排除して、台湾調査委員会が主導権

を握った。また、台湾調査委員会の人事と実際の活動から見ると、陳儀グループは、計画

の立案や接収人員の養成など、ほぼすべての準備活動を主導した。そうしたことがあった

からこそ、蒋介石は戦後の台湾接収を陳儀に任せた。一方、接収の準備活動にあまり関与

しなかった官僚と比べて、陳儀グループは、実際の接収を展開した時に、当然ながら自身

が主導した準備活動から大きな支持を得た。 

しかしながら、準備活動から実際の接収まで、陳儀グループがずっと主導したので、戦

後の台湾接収は、陳儀の政治と経済思想から絶大な影響を受けた。その台湾接収の成否も、

陳儀の施政モデル次第になった。 
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第八章 台湾における陳儀の施政 

本章は、台湾での陳儀の施政を考察する。陳儀は、台湾接収の準備活動を主導したがゆ

えに、台湾の行政長官に任命され、戦後台湾において施政を展開した。 

 福建省省主席の時と異なり、陳儀は、台湾において、一般の省政府制度と比べ、より集

権的な行政長官公署制度を実施することを提案し、蒋介石に許可された。また、彼に追随

した側近、及び福建省時代に養成した大量な中堅幹部を任用することによって、陳儀は、

有効な行政システムを構築した。さらに、独立した金融システムの建設や台湾総督府と日

本人個人が所有した膨大な土地、財産及び産業の接収によって、彼は、膨大な公営経済シ

ステムを構築することもできるようになった。第四章に述べた陳儀自身の政治と経済思想

に従えば、許可された集権的な行政長官公署制度と日本の植民地支配期に蓄積された台湾

の近代経済建設の公営化を手に入れれば、国家の富強、民族の復興と民衆の生活向上を実

現する諸要件を十分に備えたと言っても良いであろう。すなわち、彼にとって、台湾接収

は、自分の抱負を実現する好機となったのである。台湾に来た当初、陳儀も極めて意気盛

んであった。しかしながら、陳儀はまもなく多くの挫折に直面し、さらに二二八事件の

発生によって、一年半も経たないうちに自分の台湾施政を失敗に終わらせることになる。 

 本章は、その意気揚々たる開始から完全な失敗まで、という陳儀の台湾施政の経緯を考

察しながら、陳儀が構築しようとした政治と経済システムの問題を指摘し、また、彼の台

湾施政の失敗の原因を検討する。 

 本章は、四節から構成される。 

第一節「台湾省行政長官公署制度の成立」において、その集権的な政治制度は、いかに

提出され、また国民政府に認められたのかを解明する。 

第二節「行政システム建設」において、陳儀は、台湾省行政長官公署から基礎部の区や

郷鎮レベルまで、政府の行政システムを如何に構築したのかを考察し、また、その行政シ

ステムを構成した主要人事はどういったものだったを解明する。 

第三節「統制経済建設」において、陳儀が台湾に構築した統制経済はいかなるものなの

か、どういう特徴があり、またどのような問題があるのかを明らかにする。 

第四節「二二八事件の発生と陳儀の失脚」においては、陳儀が構築した政治と経済シ

ステムの問題を検討しながら、実際の施政で、そのような問題が如何に大きな社会的経
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済的政治的問題に至り、二二八事件という大きな反政府事件を引き起こし、さらに陳儀

自身の失脚をもたらしたのかを明らかにする。 

 

第一節 台湾省行政長官公署制度の成立 

 

太平洋戦争が勃発した後、国民政府内部においては、戦後台湾の行政制度についての提

案や検討が増加した。台湾接収の準備活動を主導した台湾調査委員会は、それをテーマに

座談会を開き、また「台湾行政区域研究会」を設立して、戦後台湾の行政制度と区画につ

いて提案し、省政府の集権化を主張した。そして、日本敗戦後、陳儀は集権的な行政長官

公署制度を国民政府中央に提出し、議決された。本節は、その経緯を考察する。 

 

1、戦後台湾の行政制度について 

第六章に述べたように、台湾党部と台湾抗日組織は、1940 年代の初頭に「台湾復省」

を呼びかけたが、国民党中央組織部に拒否された。中央組織部により、「台湾の復省は、

国土を光復した後に推進したほうがいい。また、台湾党部を台湾省党部に変えることにつ

いても、省制度問題が解決されてから検討すべきである」と決められたのであった。 

カイロ会議宣言の公表につれて、国民政府にとって、戦後台湾の中国復帰の見込みは、

明らかになった。その後、蒋介石は、中央訓練団で戦後台湾省の設立を明言した489。そし

て、台湾接収の準備活動を担当した台湾調査委員会にとって、戦後台湾の行政制度の研究

と立案が極めて重要な課題になった。 

台湾調査委員会は、成立した後まもなく、『台湾復員計画草案』を起草し、また 1944

年 5 月まで、委員会会議で 2 回の検討と修正を行なった。その草案において、戦後の台湾

は、中華民国関連法律により一つの省として設立され、その下には、県郷鎮を画定すると

定められた490。 

蒋介石にしても、台湾調査委員会の各委員にしても、すべて戦後の台湾を一つの省に位

置づけると考えていた。しかし、台湾接収計画を立案するメンバーと機構はすべて接収後

                                                                 
489 「台湾行政區域研究會第一次會議記錄」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第

30 冊、98 頁。 
490 「台湾调查委员会检送该会 1944 年工作纲要草案及台湾复员计划纲要草案致党政工作委员会函

1944.5-6」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 21 冊、288 頁。 
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すぐさま中国大陸の各省491の政府制度を実施するのではなく、一時期台湾において、特別

な制度を採用する案に賛成した。 

1944 年 7 月 13 日、台湾調査委員会は、戦後全国の復員計画の立案を担当する「中央設

計局特種計画組」の委員らと座談会を開き、『台湾復員計画草案』などを検討した。中央

設計局設計委員である朱代傑は、「特種計画組」の代表として、戦後台湾の位置づけにつ

いて三つに区別し、その第三案を主張した。具体的に言うと、第一は、新疆、チベット、

及びモンゴルと同様に、台湾を特別な地域に位置づける案である。第二は、中国大陸のほ

かの省と同一視する案である。第三は、第一と第二の折衷案として、各省との同一な制度

をめざして、一時期には異なる制度を取ることができるようにするが、徐々に同一な制度

を実施するようにするという案である。 

陳儀はその座談会に出席しなかったので、台湾調査委員会側のその他の出席者のうち、

陳の幕僚であり、台湾調査委員会委員である沈仲九が、最も重要である。沈によれば、戦

後台湾の位置づけは、朱代傑が提出した特別視の第一案と各省と同一視の第二案、という

2 つしかないのであり、第三の折衷案は、第二の同一視案の一つと看做される。台湾は、

49 年にわたって日本人に統治されたため、接収された最初には、完全に各省と同じよう

な制度を取るべきではないのである492。 

実際には、台湾調査委員会と中央設計局特種計画組の意見は同じであり、台湾を一つの

省に位置づけ、一時期の特別制度を実行してから、各省と完全に同じ制度を実行するとい

う意見であった。 

1944 年 7 月 21 日、台湾調査委員会は、在重慶の台湾抗日闘士の中堅人物と座談会を開

いた。会議記録によれば、陳儀は、日本の台湾統治について、その圧迫と搾取の部分を取

り除き、交通、工業、農業などの、成功している近代化建設を推進し続けるべきだと最初

に発言した。そして、黄朝琴や謝南光などは、台湾の近代化建設の進展を強調し、戦後台

湾においては、その台湾の実情を踏まえて施政するべきだと主張した。謝南光によれば、

台湾抗日闘士らは、中国大陸の各省とは異なり、戦後台湾においては、特別な省政府制度

を実行することで一致した。特に黄朝琴は、一元化の集権的な総督府制度に賛成し、戦後

                                                                 
491 ここの各省は、主に明朝と清朝以来の漢族人が生活していた伝統的な中国の中心地を指す。民国時期
において、辺疆地域の新疆、チベットなどとは異なり、各省は、第二部で述べた省政府制度を実施して

いたのである。 
492 「台湾调查委员会座谈会记录及各部门接受台湾计划草案 1944.7」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版

交流中心編、前掲書第 23 冊、253－273 頁。 



 

187 
 

は台湾の行政長官の権力を拡大し、総督府の総務長官に相当する秘書長を設立することを

提案した493。 

既述したように、中央設計局特種計画組の委員にしても、在重慶の台湾人革命者の中堅

人物にしてもすべてが、戦後台湾における特別な省政府制度を主張した。両者は、共に台

湾と中国大陸の各省の違いを認識し、特別な政策を主張した。しかしながら、両者の出発

点は異なる。中央設計局特種計画組の委員らは、主に民族や宗教、文化などから考えて、

台湾は、外国の朝鮮、及び少数民族の新疆などとは異なるが、中国大陸の各省とも同じで

はなく、その実情を考えて、台湾では特別な省政府制度を実施するべきだと主張した。台

湾人の人心を得るために台湾省を設立したにもかかわらず、省政府制度を実行しないとい

うことは台湾を差別視する誤解を招きやすいので、上述の折衷案を主張した。すなわち、

長期的には完全な同一視をめざし、実情から考えて当面は特別制度を実施するというので

ある。 

一方、台湾人革命者らは、中国大陸の各省省政府の腐敗と混乱について心配していたの

で、台湾において特別な省政府制度を主張した。彼らによれば、中国大陸の各省と比べて、

台湾では、不平等な植民地支配であるにもかかわらず、派閥闘争や腐敗などはあまりなか

ったし、権力の一元化的な総督府体制によって、近代化建設も大きく進展した。そのため、

接収された後は、特別な省政府制度を実施するべきだと主張した。すなわち、台湾人革命

者らは、主に政治と経済の実績から、特別な省政府制度を主張したのである。 

また、台湾人革命者らとの座談会での発言からもわかるように、陳儀も台湾の近代化建

設の実績から、台湾接収後の施政を考えていた。それだからこそ、彼は、黄朝琴と同じよ

うな発想から特別な省政府制度を提案した。 

いずれにしても、戦後台湾の政府制度を立案することに関与した官僚と専門家たちはす

べて、特別な省政府制度を主張した。 

 

2、台湾行政区域研究会 

陳儀は、台湾接収のために、各種の分野について、事前に研究して方案を提出する必要

があり、そのうち、行政区画、土地問題、及び公営事業がもっとも重要であると部下に指

示した494。そして、台湾調査委員会は、自らの下に、台湾行政区域研究会、台湾土地問題

                                                                 
493 同上、274－301 頁。 
494

 「台湾行政区域研究会第一次至第四次会议记录」中国第二歴史档案館、海峡両岸出版交流中心編、前
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研究会、及び台湾公営事業研究会を設立した。また、陳儀の側近である夏濤声、銭宗起、

及び何孝怡は、それぞれ三研究会を取り仕切った。三研究会は、すべて陳儀グループ、台

湾人革命者、及び関連部門の官僚から構成されていた。 

台湾行政区域研究会は 1945 年 2 月 27 日に成立し、同年 4 月 20 日に解散したが、全部

で四回の会議を開き、台湾行政区画と台湾行政組織を検討して案を提出した。実際には、

戦後台湾の行政区画について、陳儀は、事前に自身の意見書を作成して夏濤声に交付した。

1945 年 2 月 27 日に開かれた台湾行政区域研究会第一回の会議で、夏は、陳儀の意見書を

研究会のメンバーに配布し、またその意見書に基づき、研究課題を行政区画と行政組織と

いう二種類に区別し、それぞれ 4 つ、合わせて 8 つの課題を提出した。まず、戦後台湾の

行政区画に属する四課題は、第一に、行政督察専員制度が必要であるかどうか、第二に、

県と市の区域がどのように区画するのか、第三に、郷と鎮の区域は、台湾既存の街と庄に

従って確定するのか、或いは改めて区画するのか、第四に、台湾既存の保甲制度を保存す

るかどうか、或いは中国の保甲制度に従って修正するのか、という課題であった。一方、

戦後台湾の行政組織に属する四課題は、省政府組織、県市政府組織、各級の民意機関、

及び郷と鎮の保甲組織をいかに処理するか、という課題であった。同年 3 月 15 日と 3 月

30 日に開かれた第二回と第三回の会議は、上述の 8 つの課題を検討し、それぞれ議決案

を提出した。4 月 20 日に開かれた第四回の会議、すなわち最後の研究会会議で、夏濤声

は、前三回の会議の議決案をまとめて、最終の議決案を作成し、陳儀に提出した。 

台湾行政区域研究会の台湾人革命者と関連部門の官僚は、すべての会議に出席したわけ

でもなかったし、案の提出にもあまり関与しなかった。陳儀グループがこの台湾行政区域

研究会を主導し、また、ほぼ完全に陳儀の意見書に従って議決案を提出した。会議の記録

には、「陳主任委員の意見に従う」という文字が多く残された495。 

その 8 つの課題について、台湾行政区画の四課題は、以下のように議決した。第一に、

台湾で行政督察専員制度を実施しないことを決めた。行政督察専員制度とは、1930 年代

以来実施された地方政府の行政制度である。国民政府は、孫文の『建国大綱』に従って、

地方政府において省と県という二級制を実施した。しかし、一つの省が 50 以上の県を管

轄していたので、「省県二級制」の効率は極めて低かった。1930 年代初頭、国民政府は、

共産党軍に対する掃討戦、或いは地方施政の効率向上のために、軍事委員会、或いは省政

                                                                                                                                                                                          
掲書第 30 冊、98 頁。 
495

 同上、105－111 頁。 
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府から行政督察専員を派遣し、幾つかの県から構成された地域、いわゆる行政督察専区の

行政と治安を指導することを担当させた。1936 年、行政督察専員制度の改革に従って、

行政督察専員公署は、省政府の補佐機構と位置づけられ、省と県との間の常設機構になっ

た。また、行政督察専員の任用と審査の権限は、すべて中央政府に属すると決めた496。当

然ながら、それは、省政府の権限を大きく侵食するのであった。戦後の台湾において、行

政督察専員制度を実施しないことは、省政府の権力集中に役立つのである。 

第二に、県と市の区域をどのように区画するのかという課題について、台湾出身の会員

の謝南光と林忠に具体的な案の起草を任せ、第三次の会議で案を議決した。基本的には、

日本の台湾総督府の五州三庁を県に変更し、また、人口が多いの都市を省政府直轄の市と

して設立する、という案であり、台湾総督府の行政区画とはあまり大きな変更がなかった

のである。 

第三に、郷と鎮の区域を、当時台湾既存の街と庄に従って確定するのか、或いは改めて

区画するのか、という課題について、当時台湾の街を鎮に変更し、庄を郷に変更すること

を決めた。名前だけの変更で、実際の行政区画はまったく変更しなかった。 

第四に、台湾既存の保甲制度を保存するかどうか、或いは中国の保甲制度に従って修正

するのか、という課題について、保甲制度を完全に廃止することを決めた。第五章で述べ

たように、保甲制度は、治安の維持、地方社会への権力の浸透、及び政策の施行などに非

常に役立つ制度であり、陳儀は、福建省での施政において、積極的に実行した。台湾総督

府も、台湾を領有して以来、自前の支配のために、大いに保甲制度を推進し続けた。接収

後の台湾において、その保甲制度の廃止を決めたことからもわかるように、陳儀らは、戦

後台湾の秩序維持や社会統合についてあまり心配しなかったか、或いは、保甲制度による

その秩序維持と社会統合を考慮に入れなかったのである。 

また、台湾行政組織の四課題は、次のように議決した。 

第一に、省政府の組織について、省政府の下に、民政庁、財政庁、建設庁、及び教育庁

という 4 つの庁、秘書処、会計処、人事処、警務処、及び農林処という 5 つの処、と地政

局という一つの局を設立することを議決した。また、貿易会社と専売局は、財政庁に隷属

し、交通局は建設庁に隷属する、という具体的な職権をも規定した。そのうち、秘書処に

は、秘書処長を設立しないことを特記したが、それは、台湾総督府の総務長官に相当する

                                                                 
496 謝鵬飛「国民政府行政督察专员制的演变及其特点」『首都師範大学学報』2009 年第 2 期、148－153

頁。 
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秘書長を設立するためであった。ちなみに、実際の台湾省行政長官公署においてはやはり

秘書処長をも設立した。 

第二に、県市政府の組織について、県市政府の下に、民政科、財政科、建設科、教育

庁、及び警務科という 5 つの科、秘書室と会計室という 2 つの室を設立することを議決し

た。 

第三に、各級の民意機関について、省参議会と県市参議会を設立し、民意機関として、

参議員を民選によって決めることを議決した。 

第四に、郷と鎮の組織について、国民政府の郷と鎮の組織条例に従って、実施すること

を決めた。すなわち、国民政府の法律により、民衆の選挙で郷鎮民大会を組織するので

ある。また、郷鎮において、保甲組織を廃止することを議決した。 

既述したように、台湾省の行政システムについて、陳儀らは、一方では、集権的な省と

県市政府の構築を図ろうとしたが、他方で地方社会に対するコントロールに役立つ保甲

制度と組織を廃止し、各級の民意機関を設立することを支持した。もちろん、行政の集権

と民意機関の有効化という両者の間には、緊張関係がある。 

 

3、台湾省行政長官公署制度の成立 

 1945 年 8 月 12 日、日本の降伏を確定した後、蒋介石は、陳儀を台湾の民政長官兼警備

司令に任命することを決めた497。また、同年 8 月 27 日の国防最高委員会の常務会議の議

決を経て、8 月 29 日、陳儀は正式に台湾行政長官に任命された498。国民政府にとって、

日本の降伏は非常に突然なことであった。戦後の日本占領区や植民地などの接収に対して、

国民政府は、十分な準備工作を完成しなかった。陳儀が指導していた台湾調査委員会も同

じであり、準備工作が中途半端であった。 

 まず、台湾接収の計画案から見ると、そのうち、最重要なのは、総合計画に想定された

『台湾接収と復員計画』であった。しかし、実際の接収までに、その『台湾接収と復員計

画』は、まだ作成されなかった。第七章に述べたように、陳儀らは、最初に立案した『台

湾接収与復員計画草案』をもとに、『台湾接管計画綱要』を作成し、蒋介石の許可を得て、

各関連の部局に配布した。もともと、彼らは、各関連部局の意見をもらった後で、その『台

                                                                 
497

 王正華編『事略稿本 62: 蔣中正總統檔案』国史館、2011 年、105 頁。 
498 「國防最高委員會第一百六十八次常務會議記錄」中国国民党中央委員会党史委員会『國防最高委員會

常務會議記錄 第七冊』近代中国出版社、1996 年、485 頁。 
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湾接収与復員計画草案』を修正し、正式な計画を作成するつもりであった。しかし、実際

の台湾接収までに作成されたのは、『台湾接管計画綱要』だけであった。そして、実際の

接収において、その『台湾接管計画綱要』が最重要な総合計画案になった。また、第七章

表 1-3 からもわかるように、台湾調査委員会は、1945 年 8 月 14 日、第四次座談会を開き、

『台湾交通復員計画』を検討し、翌日の 8 月 15 日、第十次委員会会議を開き、『台湾地政

接管計画草案』、『台湾金融接管計画草案』、『台湾警政接管計画草案』、及び『台湾教育接

管計画草案』を通過した。すなわち、接収の特定分野に関する専門計画は、すべて日本の

降伏を知った後で、慌ただしく確定された。 

 また、台湾接収人材の養成も、うまく準備されていなかった。台湾行政幹部訓練班第一

期は、1945 年 4 月に 118 人が卒業したが、その第一期という言葉からもわかるように、

国民政府は、続けて幹部を訓練する打算を持っていた。しかし、実際の接収までに、台湾

行政幹部を訓練したのは、その第一期だけであった。金融幹部についても、一回の金融幹

部訓練班を設立し、40 人だけを訓練した。さらに、警察の訓練については、最初に訓練

した 36 人の警官は戦争のため 35 人が重慶に残され、計画に従って福建省での一般警察を

訓練することには従事していなかった。また、一般警察の訓練も、計画通りに行われたわ

けではなく、実際の接収に赴いたため、訓練の時間がほとんど短縮された。 

 国民政府の予想と異なり、日本が早めに降伏したので、台湾を含め、国民政府の接収は

急展開することになった。もちろん、中途半端な準備工作で台湾を接収したことは、陳儀

の台湾施政に悪影響を与えた。しかし、接収が急展開したからこそ、台湾接収において、

陳儀は、国民政府のその他の部門からの影響を極力排除することができた。なぜかという

と、2 つの理由がある。まず、陳儀グループは、それまでの準備工作を主導した。第二に、

全国的な接収が展開されたため、他部門は、台湾接収に大いに関与する余裕がなかったの

である。 

 1945 年 8 月、陳儀は、『台湾省行政長官公署組織大綱』を蒋介石に提出した。この組織

大綱は、基本的に、その前の台湾行政区域研究会の議決案に従って作成されたものであっ

た。一般の中国大陸の省とは異なり、その組織大綱は、台湾省行政長官に莫大な権限を賦

与した。たとえば、全省の政務を統括するだけではなく、中央政府から台湾に派遣される

各機構を指揮監督する権限をも賦与した。また、一般の省と異なり、台湾省行政長官公

署において、長官を補佐する秘書長を設立すること、長官公署の下に、民政処、財政処、

建設処、教育処、秘書処、会計処、人事処、警務処、及び農林処という 9 つの部門を設立
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することを、規定した499。要するに、その『台湾省行政長官公署組織大綱』により、行政

長官と行政長官公署の権限は、大いに拡大されるようになった。 

蒋介石は、陳儀の台湾行政長官の任命を国防最高委員会で正式に議決した翌日の 8 月

28 日、その組織大綱を、官僚任用を担当した国民政府文官処文官長の呉鼎昌に交付し、

その大綱についての処理を担当させた。呉は、なぜ『省組織法』を考慮せず、正式な法律

ではない『台湾省行政長官公署組織大綱』を提出することについて、陳儀に尋ねた。 

陳儀は、以下のように説明した。「台湾は、接収された後、当然ながら、台湾省と称し、

ほかの省と、各措置を同一化させるべきである。しかしながら、接収の最初には政治と軍

事を共に重視すべきであり、自分も台湾警備総司令を兼任したので、権限を集中して政策

を実行するために、大きな権限を有する機構が必要である。将来、一旦接収が終わり、秩

序が安定したら、『省組織法』に従って行政長官公署を改革すべきである。この組織大綱

は、臨時の案でしかない」500。 

陳儀の説明を受け、呉は、再び蒋介石に報告した。蒋は、陳儀の考えを支持し、その「組

織大綱」の処理を行政院に担当させた。行政院は、その『台湾省行政長官公署組織大綱』

を、用語などについて、多少修正して公表した501。しかし、法律の起草と審査を担当した

立法院は、臨時的な組織大綱によって省政府を設立することに反対した。実際の内容につ

いてはあまり修正しなかったが、そのタイトルの『台湾省行政長官公署組織大綱』を『台

湾省行政長官公署組織条例』に改名することを議決し、行政院に通告した502。その後、行

政院は、その前に公表した『台湾省行政長官公署組織大綱』の廃止と『台湾省行政長官公

署組織条例』の発効を公表した。 

こうして、『台湾省行政長官公署組織条例』の通過によって、集権的な台湾省行政長官

公署制度が構築された。 

 

第二節 行政システム建設 

 

 第四章で説明したように、陳儀の目標は、統制経済の建設により民衆の裕福な生活、国

                                                                 
499

 「陳儀原擬呈之「台灣省行政長官公署組織綱要」」秦孝儀、張瑞成編、前掲『光復臺灣之籌劃與受降

接收』、152－153 頁。 
500 同上、157 頁。 
501

 同上、157 頁。 
502 「立法院为加速审查台湾省行政长官公署组织大纲给法治委员会的训令（1945.9.6）」中国第二歴史档案

館、海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 30 冊、1－15 頁。 
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家と民族を復興することであり、また、彼によれば、その建設が依存するのは集権的な行

政システムであった。台湾の接収と施政は、陳儀が自身の抱負を実現する好機になった。

本節において、陳儀は、如何に台湾でそのような行政システムを建設したのか、を考察し、

またその建設の問題点をも指摘する。まず、陳儀の福建施政とは異なり、台湾では日本の

支配によってすでに近代的な行政組織を構築していた。そのため、陳儀にとって、その行

政システムの建設は、主に人事の任用であった。 

 

1、台湾施政における陳儀の行政システム建設 

台湾施政において、陳儀の行政システムの建設には福建省時代と同く、側近の任用と一

般役員の養成という特徴があった。具体的に言うと、彼は自身が行政長官に任命された後、

すぐさま、それまでずっと彼に追随してきた、或いは非常に信頼した数人を招致して、主

要幹部に任用した。その後、彼は、福建省政府の協力を受けて、かつての部下を多く徴用

し、台湾省行政長官公署及び所属各県市の中層幹部に任命した。また、実際に接収した後、

陳儀は、台湾総督府時代の日本人と台湾人役員を、大規模に留用した。 

ちなみに、福建省時代とは異なり、陳儀は、最初から台湾での行政システムの構築を主

導した。中央政府が台湾省行政長官公署の高級官僚の任命権を持っていたが、陳儀は行政

長官として、候補者リストの提出するなどその官僚の任用について、大きな影響力を有し

た。また、台湾だけではなく、中国大陸の広大な日本占領区をも接収する必要があったの

で、蒋介石、及び中央政府は、台湾省行政長官公署の官僚任命にあまり手出ししなかった。

それゆえ、陳儀は、ほとんど自前の意志で行政長官公署の人事を決定した。 

 

表 8－1 台湾省行政長官公署と所属主要部局、各県市の幹部 

  年度 

官職 

 1945 年 1946 年 1947 年 備考 

行政長官

公署 

     

 行政長官 陳儀：8.29 任命 陳儀 陳儀：4.24 離職  

 秘書長 葛敬恩：8.30 任命 葛敬恩 葛敬恩：4.24 離

職 

陳儀の元部下 

浙軍第一師時代の参謀長 

 秘書処 

処長 

銭宗起： 

8.30 任命、 10.13

離職 

夏濤声：10.13 任命 

夏濤声：4.19 離職 

張延哲：4.19 任命 

張延哲：4.24 離

職 

銭宗起：陳儀の主任秘書 

夏濤声：陳儀の秘書 

張延哲：前重慶市財政庁長 
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 民政処処長 周一鶚：8.30 任命 周一鶚 

 

周一鶚：4.24 離

職 

陳儀の部下、台湾調査委員

会と台湾行政幹部訓練班

の日常工作を担当した副

長官 

  

 教育処処長 趙廼伝：8.30 任命 趙廼伝：4.3 離職 

范寿康：3.19 任命 

 

范寿康：4.24 離

職 

趙廼伝：台湾行政幹部訓練

班教員 

范寿康：台湾行政幹部訓練

班教員 

 財政処処長 張延哲：8.30 任命 張延哲：4.19 離職 

厳家淦：4.19 任命 

厳家淦：4.24 離

職 

厳家淦：福建省で陳儀の主

要部下、省の建設庁と財政

庁の庁長を担当したこと

があった。 

 

張延哲：前重慶市財政庁長 

 農林処処長 趙連芳：8.30 任命 趙連芳 趙連芳：4.24 離

職 

台湾行政幹部訓練班教員 

 工鉱処処長 包可永：8.30 任命 包可永 包可永：4.24 離

職 

福建省で陳儀の主要部下、

省の建設庁と財政庁の庁

長を担当したことがあっ

た。 

台湾行政幹部訓練班教員 

 交通処処長 徐学禹： 

8.30 任命、 10.16

離職 

厳家淦：10.13 任命 

厳家淦：4.19 離職 

任顕群：5.27 任命 

任顕群：4.24 離

職 

徐学禹：陳儀の元部下、福

建省で陳儀の主要部下、省

の建設庁庁長と参議を担

当したことがあった。台湾

行政幹部訓練班教員 

厳家淦：陳儀の元部下 

任顕群：前交通部官僚 

 警察処処長 胡福相：8.30 任命 胡福相 胡福相：3 月離職 

王民寧： 

3 月任命、 4.24

離職 

胡福相：陳儀福建省時代の

元部下、県長などを歴任 

王民寧：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者 

 会計処会計

長 

王肇嘉：9 月任命 王肇嘉 王肇嘉 前国民政府主計処官僚 

 法制委員会

主任委員 

方学李：10 月任命 方学李 方学李 陳儀福建省時代の元部下、

県長などを歴任 

 

 宣伝委員会

主任委員 

夏濤声：10 月任命 夏濤声 夏濤声 陳儀の秘書 

 人事室主任 張国鍵 張国鍵 張国鍵 陳儀福建省時代の元部下、

県長などを歴任 

 参事室参事 何孝怡 何孝怡 何孝怡 陳儀福建省時代の元部下、

台湾調査委員会の委員 

長官公署      
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直属機構 

 粮食局局長 呉長濤：12 月着任 呉長濤：8 月離職 

李連春：8 月任命 

李連春 呉長濤：前国民政府粮食官

僚 

李連春：台湾総督府時代の

食糧部門の台湾人役員 

 専売局局長 任維均：11 月任命 任維均：9 月離職 

陳鶴声：9 月任命 

陳鶴声 任維均：陳儀「党政工作考

核委員会」秘書長時代の元

部下 

陳鶴声：不明 

 貿易局局長 于百溪：9 月任命 于百溪：9 月離職 

于瑞熹：8 月任命 

于瑞熹 于百溪：戦時雲南省粮政局

に勤務した 

于瑞熹：不明 

各県市      

 台北県県長 連震東 連震東：1 月 

陸桂祥：1 月着任 

陸桂祥：6 月離職 連震東：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者 

陸桂祥：陳儀福建省時代の

元部下、台湾調査委員会の

委員 

 高雄県県長 謝東閩 謝東閩：1 月着任 謝東閩：10 月離

職 

謝東閩：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者、台湾党部

の役員 

 台中県県長 劉存忠 劉存忠： 

1 月着任、12 月離職 

宋増榘：12 月任命 

宋増榘 劉存忠：陳儀福建綏靖公署

主任時代の元部下 

宋増榘：陳儀福建省時代の

元部下、県長などを歴任 

 台南県県長 袁国欽 袁国欽：1 月着任 袁国欽 陳儀福建省時代の元部下、

県長などを歴任 

 台東県県長 謝真 謝真：1 月着任 謝真：9 月 陳儀福建省時代の元部下、

省保安処副処長などを歴

任した 

 新竹県県長 郭紹宗 劉啓光： 

1 月着任、12 月離職 

朱文伯： 

1 月着任、3 月離

職 

郭紹宗：台湾行政幹部訓練

班学員 

劉啓光：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者 

朱文伯：陳儀の元部下 

 花蓮県県長 張文成 張文成：1 月着任 張文成 陳儀福建省時代の元部下、

県長などを歴任 

 澎湖県県長 傅緯武 傅緯武：1 月着任 傅緯武：5 月離職 前国民政府文書局役員 

 台北市市長 黄朝琴：11 月任命 黄朝琴：3 月離職 

遊弥堅：3 月任命 

遊弥堅 黄朝琴：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者、台湾調査

委員会の委員 

遊弥堅：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者、台湾調査

委員会の委員 
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 高雄市市長 連謀：11 月任命 連謀：5 月離職 

黄仲図：5 月任命 

黄仲図 連謀：陳儀福建省時代の元

部下、「軍統」に所属した

が、陳儀が彼の能力を気に

入った。 

黄仲図：国民政府に勤務し

た台湾人抗日者 

 台中市市長 劉存忠：11 月任命 劉存忠：1 月離職 

黄克立：1 月任命 

黄克立：4 月離職 劉存忠：陳儀の元部下 

黄克立：陳儀福建省時代の

元部下、県長などを歴任 

 台南市市長 韓聯和：11 月任命 韓聯和：  

1 月着任、8 月離職 

卓高煊：8 月任命 

卓高煊 韓聯和：陳儀福建省時代の

元部下、県長などを歴任 

卓高煊：陳儀福建省時代の

元部下、県長などを歴任 

 基隆市市長 石延漢：11 月任命 石延漢 石延漢：6 月離職 陳儀福建省時代の元部下、

気象局局長などを歴任 

 新竹市市長 郭紹宗：11 月任命 郭紹宗 郭紹宗：3 月離職 郭紹宗：台湾行政幹部訓練

班学員 

 嘉義市市長 陳東生：12 月任命 陳東生：12 月離職 

 

孫志俊：1 月任命 

孫志俊：7 月離職 

陳東生：陳儀軍政部時代の

元部下 

孫志俊：陳儀軍政部時代の

元部下 

 彰化市市長 王一麐：11 月任命 王一麐：1 月着任 王一麐 台湾行政幹部訓練班学員 

 屏東市市長 龔履端：11 月任命 龔履端：1 月着任 龔履端 前中央設計局役員 

出所）『臺灣省各機關職員録:民國三十五年』、および台湾国史館がサイトで公開した台湾省行政長官公署

公文書をもとに筆者作成 

 

表 8－1 に示すように、行政長官公署の主要幹部は、ほぼすべて陳儀の側近或いは元部

下であった。台湾省行政長官に任命された後、陳儀は、自分の元部下などを招致し協議し

た上、主要幹部の推薦者リストを中央政府に提出した。1945 年 8 月 30 日、国民政府が、

台湾省行政長官公署主要幹部の任命を公表した。それは、秘書長の葛敬恩、秘書処長の銭

宗起、民政処長の周一鶚、財政局長の張延哲、農林処処長の趙連芳、教育処処長の趙廼伝、

交通処長の徐学禹、工鉱処長の包可永、及び警務処長の胡福相であった503。 

しかし、徐学禹は、国民政府の「招商局」の「総経理」を担当していたため、行政長官

公署交通処長の就任を拒否し、福建省建設庁長の場合と同じように、厳家淦を陳儀に推薦

した。また、陳儀の主任秘書である銭宗起は、連合国救済復興機関中国本署台湾支部の責

任者に転任したので、陳儀秘書の夏濤声がその秘書処長に就任した。 

                                                                 
503

 『国民政府公報』民国三十四年（1945 年）9 月 1 日。 
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陳儀を補佐して、その人事工作を担当したのは、主に沈仲九と周一鶚であった。先述し

たように、周は、台湾行政幹部訓練班の日常工作を担当した副長官であった。そして、彼

は、陳儀と人事問題を相談していた時に、趙連芳を農林処処長に、趙廼伝を教育処処長に

推薦した。趙連芳と趙廼伝は、二人とも台湾行政幹部訓練班の教員であった。一方、任維

均の専売局長への任命、韓逋仙の台湾省訓練団教育長への任命、張国鍵の人事室主任への

任命、方学李の法制委員会主任委員への任命、及び范寿康の教育処処長への任命は、すべ

て沈仲九の推薦に由来したのであった504。沈仲九本人は具体的な官職に就任しなかったが、

陳儀の幕僚に相当する行政長官公署の顧問として大きな影響力を有し、特に役員の訓練と

養成に大きな役割を果たした。ちなみに、福建省時代と同じように、李択一も行政長官公

署の顧問に招聘された。 

台湾接収幹部の養成のために、国民政府は台湾行政幹部訓練班を開いた。しかし、それ

は、大きな役割を果たしさなかった。まず、上述したように、台湾行政幹部訓練班は第一

期のみ開き、118 人の卒業生を養成した。それは、膨大な台湾総督府の接収に対しては、

まったく足りなかった。さらに、その 118 人は、1945 年 4 月に卒業した後、ほとんどが

元の勤務部門に帰った。戦後の接収は、台湾だけではなく、ほかの部門においても大量な

人手が必要であったため、元の部門に帰りすでに勤務していた人は、台湾接収に参加しな

かった。褚靜濤の研究により、台湾行政幹部訓練班の 118 人の卒業者の中で、最終的に台

湾に赴いたのは 60 人しかいなかった。また、約 20 人の教員が、実際の台湾接収に参加し

た。さらに、金融幹部訓練班の 40 人も約半分しか台湾に行きなかった505。褚氏は、主に

台湾行政幹部訓練班第一期の教職員の名簿と台湾省各機関職員の名簿とを対照して、その

台湾接収に赴いた人数を確定している。 

実際の人手不足で、陳儀は福建省省政府に役人の借入を依頼した。1945 年 10 月 2 日、

陳儀は、福建省省主席の劉建緒に依頼する電文を送った。 

 

本公署は、台湾接収のため、民政の役人を招聘する必要があり、言語が近いので、福建省において、

県長、省政府の科長と秘書、各県市の科長と秘書、及び地政役人など、百二十名の薦任職の人材を募

集して、福州市で十数日の集中講義を行なってから、台湾に赴任させるつもりです。福建省で現職が

あるものの転任を許可してください。台湾省行政長官公署民政処長の周一鶚を福建省に派遣して、そ

                                                                 
504 周一鶚「陳儀在台湾」《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、104 頁。 
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 褚静涛、前掲『国民政府收复台湾研究』、320、333 頁。 
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の工作を担当させるが、ご協力をお願いします。また、もし経費不足の場合には、借金をもお願いし

たいです。506 

 

その後、劉建緒は、できるだけ協力すると陳儀に返信した。そして、陳儀の指示に従っ

て、周一鶚と沈仲九は、その招聘のリストを協議して確定した。しかし、陳儀は、完全に

確定したリストに従って役人を招聘しなくてもいいと、周に指示した。その後、周は、約

20 人の台湾行政幹部訓練班の卒業者を連れ、飛行機で福建省に行き、福建省から多くの

役人を招聘してから、台湾に赴いた507。 

第七章第三節に述べたように、陳儀は、「台湾において、『薦任職』の行政人員、すなわ

ち我が国各省の各庁処の科長あるいは各県の県長に相当する行政人員は、合計 107 人であ

り、すべて日本人であるため、台湾回復後、我が国が人員を派遣してそれにあたる必要が

ある」と蒋介石に提案した。その後の台湾行政幹部訓練班第一期は、高級幹部の養成とし

て、120 人の定員を規定した。しかし、その訓練班の卒業者のうち殆どが台湾に一軒なか

った。そのため、陳儀は、福建省に 120 人の役人の借入を依頼した。もちろん、福建省と

台湾の人が言語が近いということは、役人借入の重要な理由であったが、福建省において、

陳儀の元部下を多く有したことは、より重要であろう。 

また、表 8－1 からもわかるように、福建省から招聘した役人、及び台湾行政幹部訓練

班の一部の卒業者と教員が、陳儀施政期の台湾省行政幹部の中堅層を構成した。行政シス

テムだけではなく、台湾の軍事接収と警備を担当した主要部隊も、主に陳儀が指揮したこ

とがあった福建省保安部隊から改編されたのである。さらに、『台湾省行政長官公署組織

条例』第二条、「行政長官は台湾省に駐在する中央部門の派出機構を監督指揮する権力を

有する」という条文が示したように、陳儀は、台湾駐在の中央部門の派出機構をも統制で

きるようになった。その結果、中央部門は、殆ど陳儀の側近を自身の派出機構の官僚に兼

任させた。たとえば、銭宗起は、連合国救済復興機関中国本署台湾支部の主任に任命され

た。長官公署交通処処長の厳家淦は交通部台湾区特派員を兼任し、長官公署農林処処長の

趙連芳は農林部台湾区特派員を兼任し、長官公署工鉱処処長の包可永は経済部台湾区特派

員を兼任し、長官公署粮食局局長の呉長濤は粮食部台湾区特派員を兼任した。 

要するに、陳儀は、集権的な行政長官公署制度の成立に成功しただけではなく、行政長

                                                                 
506 「陈仪为在闽招聘科秘人才致刘建绪函」福建省档案館、厦門市档案館編、前掲書、399 頁。 
507

 周一鶚「陳儀在台湾」《陈仪生平及被害内幕》编辑组編、前掲書、106 頁。 
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官公署の行政システム、及び台湾省警備総司令部などの主要幹部の任用についても、大権

を以て、自分の側近や縁故者を任用した。 

1945 年 9 月、台湾省行政長官公署と台湾省警備総司令部は重慶で成立した。その後、

両機構は、「前進指揮所」を設立し、長官公署秘書長の葛敬恩を「前進指揮所」の主任に、

警備総司令部の副参謀長范誦堯を副主任に任命して、台湾に派遣した。その「前進指揮所」

は、正式な接収工作を推進する前に、行政長官公署と台湾総督府との交渉などの工作を担

当した。1945 年 10 月、台湾省行政長官公署の主要幹部や台湾接収の部隊は、次第に台湾

に赴いた。陳儀は 1945 年 10 月 24 日に台湾に到達し、また、翌日の 25 日式典を行い、

台湾軍と台湾総督府の降伏を受け、正式な接収工作を展開し始めた。 

台湾省行政長官公署は、接収を、権力（機構公印公文書）、人員、業務及び物資（財

産）という 4 種類の接収に区別した
508
。公印などの移転は権力の移転を意味し、最初の接

収において、すぐ処理できる問題であったが、財産及び業務などの接収は、多くて繁雑で

あり、さらに人員を接収して初めて行われるのであった。そのため、人員の接収が最も重

要であった。人員の接収についての最大の課題は、旧来の台湾総督府及び所属官署の官員

に対して如何に処置するか、つまり、全部退職させるか、或いは一部を留用するか、また、

留用であれば具体的な留用政策は何であるのか、ということであった。 

台湾総督府の官員数について、台湾調査委員会は、事前に調べて一部の行政幹部を準備

したが、実際にはまったく足りなかった。上述したように、その幹部の中堅を構成した「薦

任職」の官僚について、陳儀は、昭和十年の官製によって 107 人と考えられたので、それ

を基準に準備した。しかし、実際には陳儀の予想の約二十倍を要した。表 8－2 は、台湾

省行政長官公署民政処が作成した、1944 年の台湾総督府及び所属官職の官員数を記載し

たものである。接収の 1945 年の官員数は不明であったが、1944 年以来、台湾総督府はあ

まり大きな変動がなかったため、その 1944 年のデータが、接収前の官員数の実態を反映

していると見做される。また、表 8－2 は、台湾総督府及び所属官職の官員数だけを記録

したが、雇員などを含めて、その数はもちろんより大きくなった。全体の職員数から見る

と、1941 年の台湾総督府の職員数は 86212 人であった。その後の全職員数の統計データ

はなかったが、台湾総督府が成立して以来、職員数についての全体的な傾向は規模の肥大

                                                                 
508

 台湾省行政長官公署民政処編『台湾民政第一輯』第二編第二章、1946 年 5 月、61－90 頁。資料集の
『民国史料丛刊 119 册』はその本を収録した。張研、孫燕京編『民国史料丛刊 119 册：台湾民政（第一

辑）』大象出版社、2009 年。 
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化であった509。 

 

表 8－2 日本統治時代台湾官員数統計表（1944 年）510 

官職別 日本人 台湾人 合計 台湾人官僚

が占める割

合 

備考 

特任官（親任

官） 

1 0 1 0 1）本表は昭和十九年一月一日台湾総督

府調査資料により作成した。 

2）一人の台湾人簡任官は、台湾大学医

学部の教授であった。 

3）その他の官員とは、公営事業の主事、

技士、書記などを指す。 

4）雇員については、本表は未記録 

5）台湾人委任官及び同待遇官は、殆ど

国民学校の教職員であり、しかも行政

官吏を担当したものが希少。 

簡任官（勅任

官） 

21 1 22 ―― 

簡任官待遇 12 0 12 0 

薦任官（奏任

官） 

1970 19 1989 9.55％ 

薦任官待遇 57 3 60 5.00％ 

委任官（判任

官） 

15866 3003 18869 15.91％ 

委任官待遇 7977 3058 11035 27.71％ 

その他 1000 4131 5131 80.53％ 

合計 26994 10215 37209 27.45％ 

出所）岡本真希子『植民地官僚の政治史 : 朝鮮・台湾総督府と帝国日本』三元社、2008 年、第一章表 1

－2「台湾総督府及び所属官署職員数」。 

 

台湾接収について、陳儀は、「行政を停止せず、工場を休工せず、学校を休校せず」と

いう目標をめざして、接収を展開した。それを達成するためには、陳儀が準備した数少な

い行政幹部によっては、明らかに不可能であった。陳儀は、接収の最初から全部退職させ

ることを考えず、旧台湾総督府の官職員を審査したうえで、多くの職員を留用することを

決めた。しかし、その留用政策は、台湾の中国復帰と米国の対日政策と絡み合って、陳儀

の行政システムの建設に大きな影響を与えた。 

表 8－2 が示したように、台湾総督府の職員は日本人と台湾人から構成されたが、植民

地統治のため、両者の官職占有については、極めて不公平であった。中高級の官職を担当

したことがあった台湾人は、極めて希少であった。台湾省行政長官公署は、中高級の官職

について、一定の行政経験を持たなければ、担当できないと考えていたため、接収後の台

                                                                 
509

 台湾総督府の役員の規模について、岡本真希子『植民地官僚の政治史 : 朝鮮・台湾総督府と帝国日

本』三元社、2008 年、第一章植民地官僚組織の規模と構成参照。その章の表 1－2「台湾総督府及び所属
官署職員数」は、『台湾総督府統計書』各年版によって作成された、1896 年から 1941 年までの台湾総督

府の職員数の詳細を表した表である。著者により、1942－1945 年の職員数は、資料が欠けているため、
不明である。 
510

 台湾省行政長官公署民政処編、前掲書、71－72 頁。 
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湾省行政長官公署において留用した日本人官員は、すでに中華民国の国籍を回復した台湾

人と比べて、はるかに多かった511。研究によると、1946 年 2 月まで、台湾省行政長官公

署が留用した日本人は、徐々に減り続け、25000 人から 15000 人までという範囲内で変動

していた512。 

この日本人留用政策は、台湾本省人の不満を引起した。台湾の回復に従って、台湾本省

人は中華民国の国籍を回復し、植民地の被支配民族ではなく、国民の権利を有する自国の

国民になり、政治参加の意欲が極めて高かった。しかし、長官公署の日本人留用政策によ

り、彼らは、かつての植民地統治者を懲罰できなかっただけではなく、ひき続き日本人官

僚の管理に直面しなければいけなくなった。 

一方、米軍もその日本人留用政策に反対した。中国陸軍総司令部は、戦後中国戦区の接

収工作と日本人（軍人と民衆）の引揚げ工作を担当した最高管理機構であった。日本人の

徴用について、1945 年 10 月 20 日、中国陸軍総司令部は「訓令政字二十一号」を公布し、

「工作を中止しないために、その技術を入れ替えられない人」、「我が国が持っていなかっ

た技術を有する人」、「接収した業務を整理するために、徴用する必要がある人」、及び「特

別な状況によって徴用する必要がある人」、という極めてゆるい基準を規定しただけであ

った513。1946 年の初頭、中国陸軍総司令部は「補充日籍人員徴用規定」という補足規定

を公布し、蒋介石の特別許可がない日本軍人をすべて引揚げさせること、接収長官の同意

があったら日本人の技術者を徴用できること、日本人徴用者の家族を全員引揚げさせるこ

とを規定した514。それは、徴用する日本人を技術者に限定したが、接収長官に徴用の権力

を授与していた。しかし、中国における米軍の最高指導者のアルバート・コアディ・ウェ

デマイヤー（Albert·Coady·Wedemeyer）は、台湾回復のため、台湾において一人の日本人

も留用すべきではない、と中国陸軍総司令部総司令の何応欽に要求した。何は、すぐにす

べての日本人を引揚げさせることは、台湾施政に悪影響を与えるため、米軍と相談の上、

1000 人だけの技術者を留用できると、陳儀に命令した。 

1000 人の日本人技術者しか留用できないとしたら、台湾において、公営経済などに関

する行政工作が一時中止しなければいけないと思われていたため、陳儀は自ら南京に赴き、

                                                                 
511 台湾省行政長官公署民政処編、前掲書、70 頁。 
512 蕭富隆『戰後初期台灣省人事之演進與分析』台湾国立中興大学、博士論文、2010 年、101 頁。 
513

 中國陸軍總司令部編『處理日本投降文件彙編下巻』中華民国三十五年四月（1946 年 4 月）、沈雲龍編
『近代中國史料叢刊』第 82 輯、文海出版社、1972 年、182 頁。 
514

 同上、312 頁。 
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ウェデマイヤーに相談したが、支持を獲得しなかった。しかし、彼は蒋介石に申請してつ

いに支持を受け、12 月までは 7000 人の日本人技術者を徴用することができ、その後はす

べて引揚げさせることで許可を受けた。 

日本人留用者の退去に従い、台湾行政長官公署は改めて多くの官僚を任用しなければな

らなくなった。結果的に長官公署及び所属各県市政府は、中国大陸から多くの外省人を招

聘してきて、もともと日本人が占めた官職に就任させた。しかし、それは、行政長官公署

による台湾本省人に対する特別な圧迫政策ではなく、主に行政長官公署の人事運営によっ

て形成されたものであった。理由は以下である。 

第一に、国民政府の『公務員任用法』と『公務員任用法施行細則』は、主に任官経歴、

国家功労勲章受賞経歴革命経歴、及び学歴学術業績から、その中高等官の任用資格を規

定していた
515
。上述した数少ない台湾人抗日者を除き、国家功労勲章受賞経歴革命経歴

を有した台湾人はいなかった。また、その任官経歴について、台湾省行政長官公署は、台

湾人役人の日本統治時代の経歴を認めるかどうかに関して、公務員人事を管理する「銓叙

部」に解釈を申請したが、「銓叙部」は認めないと返事した。さらに、中高等官任用が要

求した学歴については、戦争と接収の混乱によって学歴証明書を簡単に揃えることができ

なかった。その結果、台湾本省人は官職任用において大きく制限された。 

第二に、国民政府において、自身の人脈を利用して側近などを任用する縁故採用は、広

汎に存在していた。上述したように、台湾省行政長官公署及び所属各県市政府の主要官僚

は、殆ど陳儀が率いた外省人であった。彼らは、台湾島内において、まったく人脈を持っ

ていなかった。その結果、台湾省行政長官公署及び所属各県市政府の主要官僚は、自分の

人脈を利用し、中国大陸から役員を多く招聘してきた。 

第三に、陳儀は、福建時代と同じように、公務員の訓練養成工作を担当する「台湾省

地方行政幹部訓練団」を設立し、自身が訓練団の主任を兼任した。外省人が中高級官職を

占め、台湾本省人が低級官職を占めていたことに対して、陳儀は、早くも 1946 年 2 月に

おいて、台湾本省人中高級幹部、特に各部門の科長と秘書という二つの官職に本省人幹部

を養成するよう要求した。しかし、長官公署人事室及び台湾省行政幹部訓練団は、陳儀の

指示を受け、その行政幹部訓練計画に関する調査と訓練幹部の募集工作などを終えたが、

正式な計画を提出したのは 1946 年の末になってしまった。その結果、まもなく発生した
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二二八事件によって、多くの計画は中止された516。 

 

2、陳儀による台湾省行政システム建設の問題 

 台湾において、陳儀は自身を中心に、側近や縁故者を中堅官僚に、留用台湾本省人を基

底官職員にした、集権的な行政システムを構築した。陳儀は、その行政システムの大権を

持っていたが、彼自身が構想したように、その行政システムを利用して台湾の経済建設と

社会発展に促進することには、成功しなかった。その敗因は、陳儀が構築した行政システ

ムそのものが有した問題と密接不可分であった。 

 まず、行政長官公署行政システムの内部から見ると、おもに 3 つの問題があった。第一

に、既述したように、陳儀政府は、行政長官公署の行政システム建設において、台湾本省

人に対する特別な圧迫政策を実施しなかったにもかかわらず、結果的には、外省人官僚が

中高級官職を占め、台湾本省人が低級官職を占めるという行政システムの枠組みを形成し

た。公務員は、一般の職業と比べて、あまり公務員以外の職業に転職しない傾向があった

ので、日本植民地統治期と同じような不公平な官職配分の状況に対して、台湾本省人役員

及び一般台湾本省人は、大きな不満を抱えた。 

第二に、官職の高低によって俸給は当然異なったが、それは、いかなる管理システムに

おいても同じである。しかし、陳儀政府において、外省人が中高級官職を占め、台湾本省

人は低級官職を占めるという構造を形成したので、俸給の多少は容易に省籍の違いによる

不公平として批判され、省籍矛盾を引き起こしかねなかった。特に、戦後直後で食糧不足

やインフレなどが厳しかった時期において、その俸給の多少が生活に与えた影響は、より

重大であった。 

第三に、台湾省行政長官公署の中高級官僚は、日本産業の接収と統制経済の実施を通じ

て、腐敗汚職の機会が極めて多かったし、実際にそれが多発した。しかし、縁故採用の

ため、陳儀は、それらの汚職者を積極的に懲罰したわけではなかった。 

 この台湾省行政長官公署の行政システムは、既述した問題があったため、効率と効果な

どの面において、行政長官公署の政策実施に悪影響を与えた。特に非常事態において、一

般役員の不協力は、問題の深刻化と密接に関わった。たとえば、二二八事件が生じた時、

基層部の台湾本省人警察の職場放棄により、秩序がさらに悪化した。 
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蕭富隆、前掲博士論文、168－178 頁。 
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 次に、台湾省行政長官公署と外部機構から見ると、その集権的な行政システムも多くの

問題を持っていた。第一に、台湾省行政長官公署と台湾省党部のような国民党内部の派閥

闘争があった。第二に、台湾省行政長官公署と台湾省参議会との関係から見ると、両者の

間には常に緊張関係があり、対抗していた。それらについては、本章の第四節に詳述する。 

 

第三節 統制経済建設 

 

 陳儀は、集権的な行政システムを構築することによって統制経済を建設し、国家資本を

発展することによって国家の富強、民族の復興と民衆の生活向上が実現することができる

と信じていた。 

 台湾接収において、彼は、制度と法律の制定から実際の人事任用まで、彼を中心とし彼

が信頼する一部の人を中堅層とする、集権的な行政システムを構築した。そして、台湾省

行政長官公署は、通貨の発行などの金融、企業の生産、流通から最後の消費まで、すべて

の経済分野に介入し、陳儀が信奉する統制経済の建設を展開した。 

 

1、金融政策 

 近代国家において、通貨の発行などの金融政策は中央政府が独占する権力であるが、民

国後期の中国はまだ統一された近代国家ではなかったので、独立性を有する地方軍閥どこ

ろか、国民政府実効支配下の省政府に対して特別な通貨発行権を与えることも可能であっ

た。 

 戦時中、特に 1940 年代に入り、戦争などの影響で、国民政府の支配地域において、食

糧不足やインフレーションのような深刻な社会問題経済問題が生じた。さらに、それら

多くの問題に直面して、国民政府は、抗日戦争の継続と政権運営のため、大量の通貨（法

幣）を発行した。その結果、物価の高騰やインフレーションなどの問題はより厳しくなっ

た。 

 日中戦争の終結に従って、国民政府は、中国大陸の日本占領地域の接収を速やかに展開

した。そのうち、日本占領地域の通貨に対して、行政院は、1 法幣を 200 日本占領地通貨

に相当させるという極めて不合理な両替レートを公布した。実際には、当時の国民党支配

地域と日本に占領されていた地域の物価から計算すると、1 法幣は、最高でも、100 の日
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本占領区の通貨に等しくなかった。そして、その政策の施行に従って、もともと日本占領

地域に生活していた人民は、通貨のために、大きな損失を被ったのである。また、日本に

占領されていた地域においても、インフレーションなどが深刻になった517。 

 中央政府の財政部と中央銀行は、大陸と同じ金融政策を台湾にも実行しようとしたが、

陳儀の反対を受けた。陳儀は、中国大陸のインフレーションなどの問題が台湾に悪影響を

与えないよう、台湾で独立した通貨システムを維持し、台湾省行政長官公署に通貨発行権

の授与を提案し、蒋介石の支持を受け、中央政府から同意を受けた。しかし、行政長官公

署は、完全な独立した通貨の発行権を有しなかった。中央銀行は、通貨発行の準備金、発

行の数、及び法幣との為替レートなどについて、監督権を持っていた。 

 それにもかかわらず、台湾における独立した通貨システムの維持は、法幣及びそれにつ

きまとうインフレーションの直接な台湾進入を防止した。また、陳儀の台湾省行政長官公

署は、準備金があれば、台湾での通貨（台幣）を発行することができ、長官公署の経済建

設に資金を供与するなどの支援もできた。  

 なお、すべてが良い影響ではなく、独自の通貨システムは、陳儀の台湾施政に悪影響を

も齎した。たとえば、行政長官公署は、台湾に駐在していた部隊や中央政府が台湾に派遣

した役人の給料などを台幣で立て替える必要があった。中央政府はそうした資金をいつも

返済しなかったため、行政長官公署の財政問題を悪化させた。また、独自通貨の使用は、

台湾と中国大陸の間の貿易に多くの不便をもたらした。さらに、独自通貨システムを提案

した結果、陳儀の台湾省行政長官公署と財政部との関係も悪化した。陳儀の台湾施政期に

は、台湾は中央政府から財政資金の支援を受けなかった。 

 

2、公営企業 

 日本は、台湾を領有して以来、独裁的な台湾総督府の支配によって、近代的な経済開発

を推進した。満州事変以前、台湾は典型的な植民地経済を形成した。つまり、植民地台湾

は植民地母国の日本に農産品と工業原材料を提供し、日本は工業製品を台湾に輸出した。

特に、台湾で米と砂糖の生産を中心とする農業経済の枠組みが築かれた。しかし満州事変

以後、台湾総督府は、台湾の経済を再編成した。戦後初期の台湾経済を研究した白純氏は、

日本統治中後期の台湾経済を分析し、台湾総督府の経済政策によって、1931 年の満州事
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変から 1945 年の日本敗戦までの台湾経済を三段階に区分した518。第一段階の 1931 年から

1937 年までにおいて、台湾総督府は、多角化された農業開発と重工業建設を推進した。

多角化された農業開発とは、米と砂糖を中心とする農業開発政策をやめ、木綿などの経済

作物の生産を促したことである。一方、長年中断されていた日月潭水力発電工事を 1934

年に完成したことによって、安価な電力を利用して、鉄鋼業や化学工業、セメント工業な

どの重工業が発展した519。第二段階の 1937 年から 1941 年までにおいて、台湾総督府は「皇

民化」、「工業化」及び「南進」という三大政策を打ち出し、台湾の社会と経済に対する介

入と統制を強め、日中戦争の需要に対応した。経済面において、一方では農業、工業及び

鉱工業の生産拡大を促し、他方では、物資と物価の統制によって、消費を制限し、物価を

安定させて、資金及び人的物的資源を集中し、政府が奨励した軍需産業などに投入した520。

第三段階の 1941 年から 1945 年までにおいて、日中戦争の長期化と太平洋戦争の突入に伴

い、日本の人的物的資源が枯渇した。そのため、日本政府は、農業と工業の増産運動を

促すだけでなく、より一歩進めて台湾経済を統制し、資源を抽出し始めた。まず、金融面

から見ると、1942 年から 1945 年まで、台湾総督府が発行した通貨は大幅増加した。1943

年は 1942 年より 28％増え、1944 年は 1943 年より 69％増え、1945 年は 1944 年より 192％

増えた。また、国民貯蓄奨励運動の展開や戦時債券の発行などによって、民間資金を集め

た。第二に、日本政府を支えた財閥などの独占資本は、台湾の土地と産業に侵入し、略奪

が拡大した。台湾人資本は、大きく弱められた521。 

 戦後、国民政府の接収工作は混乱を極めた。既述したように、1944 年 7 月 31 日、国防

最高委員会は、中央設計局が立案した『復員計画綱要』を議決した。元来、この『復員計

画綱要』に従って各部局が自身の接収計画を立案してから、中央設計局が、各部局の計画

をまとめて総計画を立案するという手順で計画の制定を推進するはずであった。しかし、

日本が敗戦した際に、総計画はどころか、多くの部局の計画もまだ立案されていなかった。

結局、国民政府の戦後接収は、計画がないままに展開されることになった。 

 国民政府の戦後接収について、最初に国民政府は、陸軍総司令部の下に接収工作を担当

する最高指導機構の「党政軍接収委員会」を設立し、軍事接収によって分けられた 7 つの

地域にそれぞれ各地域の「接収委員会」を設立して、接収工作を担当させた。しかし、国
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民党、政府、軍隊の三者は、互いに財産の接収を争った。1945 年 10 月 26 日、行政院長

宋子文は蒋介石の許可を受け、行政院の下に「行政院収復区全国性事業接収委員会」を設

置して全国的な事業の接収を担当させ、各省には「敵偽物資産業処理局」を設置し、地方

的な事業の接収を担当させた。また、軍事施設の接収は軍隊に任せた。結局、三つの組織

システムが接収工作を担当した。さらに、華北や東北地域においては、共産党やソ連と争

うこともあった。その結果、中国大陸での接収工作は混乱を続けた。 

 台湾の接収工作について、陳儀は、すでに『台湾接管計画綱要』など幾つかの計画を制

定していた。また、彼は、台湾省行政長官と台湾警備区総司令を兼任し、台湾での中央政

府の派遣機構に監督権をも有するなど、接収の権力を集中して保持していた。その他、共

産党と外国の影響もなかった。そのため、他の地域と比べて、台湾での接収工作の問題は

それほど多くなかった。 

 台湾接収にあたり、陳儀の台湾省行政長官公署は国民政府資源委員会522と提携して、膨

大な公営経済システムを構築した。満州事変後、蒋介石は、幕僚の銭昌照の提案により、

軍事、国際関係、教育文化、財政経済などの各分野を包摂する広義の国防を研究調査す

る機構、すなわち「国防設計委員会」を設立した523。「国防設計委員会」は資源委員会の

前身である。銭昌照は、イギリスのロンドン政治経済学院（London School of Economics and 

Political Science）とオックスフォード大学に留学したことがあり、政治学者のハロルド・

ジョセフ・ラスキ（Harold Joseph Laski、1893-1950）に師事した。ラスキと他のフェビア

ン主義者の影響を受け、銭は社会主義に類似する国家が経済を関与する公営経済思想を信

奉した。1920 年代の半ば、帰国した銭は、姻戚の黄郛の推薦によって蒋介石に重用され

た524。 

「国防設計委員会」は参謀本部に属し、秘密機構として活動を展開した。蒋介石は「国

防設計委員会」の委員長に就任したが、実際には秘書長の翁文灝と副秘書長の銭昌照が実

務を担当した。翁文灝は有名な地質学者である。「国防設計委員会」は、国民政府行政院

各部局の部長及び特別任命された 39 人を含めて約五十人の委員、及び 200 名以上の専門

委員を有する。陳儀は、その 39 人のなかのひとりである。また、「国防設計委員会」の数

百人の専門委員と他の役員は、殆どが当時中国の一流学者であった。 
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1935 年、「国防設計委員会」は、軍事委員会に直属する「資源委員会」に変わり、軍事、

国際関係、及び教育文化に関する研究工作を終えて、「人的と物的資源の調査と開発」を

担当した。実際には、資源委員会は、主に軍事工業と関連する鉱工業と重工業の調査、計

画及び建設を担当する最高政府機構であり、ドイツとの鉱工業などの国防工業に関する提

携に深く関与した。また、資源委員会の幹部は蒋介石に重用され、中央政府の各部局の部

長に任命された人も多くいた。たとえば、翁文灝は行政院秘書長や行政院副院長などに任

命されたことがあった。しかし、銭昌照は、ずっと資源委員会の副秘書長や副主任委員、

主任委員などを務め、実際の業務を指導した。 

1937 年 12 月 31 日、日中戦争に対応するために、国民政府は実業部や全国経済委員会、

建設委員会、軍事委員会資源委員会などの経済関係部局を合併し、経済部を設立した。そ

れにより、経済関係の権力を集中して、戦時経済の統制工作を経済部に担当させた。1938

年 1 月、資源委員会は国民政府経済部の下に置かれ、一般工業から鉱工業や電力工業など

の重工業まで、すべての工業の管理と建設をし、中国の工業化を実現するためのスーパー

部局になった。1938 年から 1946 年まで、翁文灝は経済部長兼資源委員会主任委員であっ

た。銭昌照は、資源委員会副主任委員を務めた。 

日本の敗戦後、国民政府は日本占領区や台湾などで多くの工業を接収した。その管理と

経営は、主に資源委員会が担当した。1946 年 5 月、資源委員会は行政院に直属し、経済

部と並行する部局に改組され、国営企業の建設と管理工作を担当した。また、行政院副院

長に任命された翁文灝は資源委員会主任委員を辞任したが、銭昌照は資源委員会主任委員

を務めた。 

資源委員会の指導者たちはほぼすべて国家資本主義を信奉し、資源委員会の業務も国営

企業の管理と建設であった。すなわち、陳儀の経済思想は、資源委員会の指導者たちと同

じである。また、個人関係から見ると、陳儀は、銭昌照などと親しい関係を有した。そし

て、台湾における公営企業の建設について、台湾省行政長官公署は資源委員会とよく協力

した525。 

台湾における公営企業の実際の管理者である包可永は、台湾省行政長官公署と資源委員

会との両方の官職を担当した。包は福建省建設庁庁長を離任した後、資源委員会に入職し

た。1945 年 9 月、経済部は包可永を経済部台湾区特派員に任命し、台湾区特派員辦事処

                                                                 
525

 銭昌照、前掲書、140 頁。 



 

209 
 

を成立させた。また、既述したように、陳儀も、元部下の包を台湾省行政長官公署工鉱処

長に任命した。 

1945 年 12 月、資源委員会は 10 人の専門家から構成された台湾考察団を台湾に派遣し、

一ヶ月間にわたって戦後直後の台湾工業の現状を考察し、報告を提出して、資源委員会が

経営する事業や資源委員会と長官公署が共同経営する事業について、詳しく提案した。

1946 年 3 月 28 日、銭昌照は台湾視察に赴いた。その後の 4 月 6 日、銭昌照と陳儀は、台

湾での鉱工業建設に関する協定、すなわち「経済部資源委員会、台湾省行政長官公署合辨

台湾省工鉱事業合作大綱」を締結した。それに従って資源委員会は、石油、伸銅産業及び

アルミニウム産業を独自で経営した。また、糖業、電力工業、ソーダ工業、肥料工業、セ

メント工業、紙産業、機械造船業については、資源委員会と長官公署を共同経営した526。

その後、資源委員会と台湾省行政長官公署は、接収した各会社と工場を事業の種類によっ

て再編成し、新たな十の会社を設立し、資源委員会は、その共同経営会社の日常管理を担

当した527。 

一方、台湾省行政長官公署は、多くの省営企業を建設した。公署が制定した接収した日

本企業の処理方法、すなわち『台湾省接収日資企業処理実施辦法』によると、以下の 4

つの処理方式があった。公営に変えるか、売るか、賃貸するか、「官民共営」をするかで

ある
528
。 

陳儀政府は、このうち主に第一の処理方法を採用し、多くの企業を公営企業に変えた。

接収された 822 の日本企業のな中で、1947 年 3 月まで、売れたのは、わずか 109 であっ

たが、1948 年までに、すでに売れたものと売れる予定になっていた企業とを合わせると、

その数は 376 となった529。長官公署の統計によると、1947 年 5 月までに、接収された日

本企業のうち、国営企業に割り振ったのは 18、省営企業に割り振ったのは 323（そのうち、

もともと公営企業に属するのは 31）、県市が経営するのは 92、国民党の党営企業に割り振

ったのは 19 であり、合計 494 の企業であった
530
。 

最も多かった省営企業から見ると、台湾行政長官公署は、石炭、紡績、ガラス生産、鉄

                                                                 
526 「经济部资源委员会、台湾省行政长官公署合办台湾省工矿事业合作大纲」陳鳴鐘、陳興唐編『台湾光

复和光复后五年省情（下）』南京出版社、1989 年、99 頁。 
527

 同上、104-105 頁。 
528 「臺灣省接收日資企業處理實施辦法」秦孝儀、張瑞成編、前掲『光復臺灣之籌劃與受降接收』、544
頁。 
529

 呉若予『戰後臺灣公營事業研究』業強出版社、1992 年、41 頁。 
530 「台湾省行政长官公署为呈报该省拨归公营企业清册致资源委员会代电」陳鳴鐘、陳興唐編、前掲『台

湾光复和光复后五年省情（下）』、68 頁。 
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鋼業、及び化学工業など 12 の子会社を有する「台湾工鉱股份有限会社（台湾鉱工業株式

会社）」、パイナップル、水産、林産、茶業、及び畜産業と言う 5 つの子会社を有する「台

湾農林股份有限会社（台湾農林株式会社）」、鉄道や自動車など 5 つの子会社を有する「台

湾交通股份有限会社（台湾交通株式会社）」、「台湾医療物品股份有限会社（台湾医療物品

株式会社）」、「台湾銀行」や「台湾土地銀行」など 5 つの銀行、「人寿保険股份有限会社（人

寿保険株式会社）」、「産物保険股份有限会社（産物保険株式会社）」「台湾書店」、及び「台

湾営建公司（台湾営造と建設会社）など、多くの省営企業を設立した。 

要するに、日本企業の接収によって、陳儀は自分の経済理念に従い、台湾で経済各分野

にまたがる膨大な公営企業のシステムを構築した。 

 台湾総督府の経済開発政策と戦争による台湾経済の被害は、陳儀による公営企業システ

ムの構築に大きな影響を与えた。まず、台湾での日本による経済開発、特に 1930 年代以

来の工業建設は、陳儀が追求する近代経済開発に良好な基礎を作った。日本が経済開発を

した満州を除き、他の中国大陸地域と比べて、台湾の経済建設は、どこよりも優れていた。

しかし、日本の支配期には、台湾の農業を支えた肥料工業や各工業を支えた重要な生産機

械の製造業は、すべて日本に依存していた。また、戦時期、米軍の空襲によって、台湾の

工業、電力や交通施設は、大きな被害を受けた。戦後、国民政府は、戦前日本のような先

進した工業能力を持っていなかったし、自身も厳しい財政難に直面していた。その結果、

台湾を接収したにもかかわらず、陳儀政府は、経済の再建が必要な膨大な資金や人的物的

資源を持っていなかった。そのため、陳儀施政期の台湾において、彼が構想した経済開発

について、それほど大きな成果を収めることができなかった。 

 また、戦時期、台湾総督府は統制経済を強化し、大部分の経済資源を手に入れ、台湾経

済を主導した。台湾を接収した陳儀にそれは、彼が追求した公営経済の構築に大きな便宜

を提供した。しかし、台湾総督府は統制経済を強化する際、台湾社会を搾取し、土地など

多くの利権を略奪した。圧迫された台湾人、特に社会の中堅階層に属する資本家らは、国

民政府の台湾接収にあたり、その利権の返却を期待した。しかし陳儀の公営経済の建設に

よって台湾資本家らの期待は外れた。その結果、陳儀政府と台湾資本家らとの関係は悪化

した。 

 さらに、経済開発に関する資源委員会との協力方式のために、台湾行政長官公署は、電

力工業や砂糖産業などの台湾で最重要な十数の産業を掌握できなかったので、日本の台湾

経済開発によって蓄積された最大な資源を手に入れることができなかった。そのこともも
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ちろん、陳儀の台湾施政に悪い結果をもたらした。 

 

3、貿易局、専売局と食糧政策 

 一般に、政府は、公営事業や貿易の統制と専売事業を通じて、経済資源に対する支配力

を増強し、財政収入を上げることができる。陳儀及び彼の幕僚たちは、私人資本主義を敵

視し国家資本主義を信奉していたため、当然ながら、そのような利点を有する公営事業や

貿易の統制と専売事業を実施しようとした。例えば、彼らが立案した『台湾接管計画綱要』

では、財政を考慮して、戦後台湾で「専売事業と国営事業」を維持することを明記した531。 

1）貿易局 

 既述したように、福建施政の時に陳儀は、早くも 1936 年から物産の流通と販売という

貿易分野で、初めて統制経済を展開した。1929 年の世界大恐慌以後、主要な国家は自由

貿易から統制経済へ転向した。また、戦時期において、戦略物資や民生用品などは戦争の

勝敗と直接に関わるので、各国はすべて貿易の統制を強化した。 

日中戦争が勃発して以降、台湾総督府は、主に台湾重要物資営団と日本系商行を通じて、

物価と物資の統制を行なった。台湾を接収した直後、陳儀は速やかに台湾重要物資営団と

日本系商行を再編成して、台湾省貿易局を設置した。 

貿易局は、台湾で豊富な砂糖などを購入し、上海などに販売した。中国大陸においては、

深刻なインフレーション問題を抱えていたため、その貿易は大きな利益を有した。また、

貿易局は長官公署から資金と政策の支持を持ち、一般の台湾人貿易商人を圧倒した。その

ため、台湾人資産家から大きな批判を浴びた。 

2）専売局 

貿易局だけではなく、陳儀政府は、台湾で専売局をも設置した。専売制度とは、政府機

構または特別許可を授与した民間生産者と販売者だけが特定の製品を生産販売すること

ができる制度である。特定製品の生産と販売を独占したため、そのような機構は、往々に

して原材料の価額をなるべく下げ、製品の売価を上げるので、政府側は高額な収益を得る

ことができた。台湾総督府は成立以来、ずっと専売制度を実施し、専売製品の生産と販売

をすべて政府の統制下に置き、専売品の消費をコントロールした。それは、台湾総督府の

財政に極めて重要であり、常に総督府の半分ぐらいの収入を占めていた。 

                                                                 
531

 「台湾接管計画綱要」陳鳴鐘、陳興唐編、前掲『台湾光复和光复后五年省情（下）』、52 頁。 
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陳儀は台湾総督府専売局を接収し、台湾省専売局を設置して、ひき続き専売事業を管理

した。もちろん、その人事を再編したものの、その組織システムは神戸事務所の廃止以外

は、ほぼ事務所などの用語だけを変えただけであったのである532。 

専売事業について、台湾総督府時代は、塩、樟脳、煙草、阿片、酒類、ガソリン、度量

衡器、及びマッチという八種類の専売品を有したが、接収後の台湾省専売局は、国民政府

の法律によって阿片を禁止した。またガソリンの専売を廃止し、さらに、1946 年 4 月か

ら塩の生産販売を塩務管理局に移し、五種類の専売品を保留した533。 

また、組織から見ると、1946 年 12 月まで、台湾省行専売局は、「秘書室」、「会計室」

及び「査缉室」という三つの室、「総務科」、「樟脳科」、「酒科」、「煙草科」及び「運輸科」

という 5 つの科、台北、台中及び台南などにおいて 11 の専売分局、澎湖と埔里という 2

つの「辦事処」、及び台北などで 9 つの工場を持ち、また 1772 人の官職員と工人を含める

と 4882 人の一般役員を有した534。 

専売品の販売は高額な利益を有したため、その密輸入、不法生産と闇市場問題が非常に

深刻であった。まず、台湾は島であるため、外部からどこでも上陸できるから、密輸入は

非常に容易であった。第二に、政府と軍隊の官職員の腐敗などによって、問題がさらに悪

化した。第三に、密輸入した専売品の最終販売は、往々にして、多くの貧しい人を通じて

一般人に少数量で販売したので、その取締は大量の人手が必要とするだけではなく、民衆

との紛争を引き起こしやすかった。また、不法専売品の販売の取り締りは、主に警察に依

存したため、警察にも汚職の機会を多く齎した。 

3）食糧政策 

 日本統治時代、台湾は有名な米産地であり、肥料の使用など近代農業技術の採用によっ

て、台湾の食料生産高は 1938 年に最高点に達した。その後、戦争の影響で生産高は減っ

たが、1944 年まではそれほど多く減ったわけではなかった。しかし、戦争末期の 1945 年

において、多くの青年兵士の徴用、米軍の空襲と海上封鎖によって、肥料の輸入がほぼで

きなくなったため、1945 年の食糧生産高は最高点であった 1938 年のわずか 42％しかな

かったし、生産高が第二番目に少ない 1944 年の約 55％に相当した535。 

                                                                 
532

 「台湾省专卖局工作报告（1946.5-1946.12）」陳鳴鐘、陳興唐編、前掲『台湾光复和光复后五年省情（下）』、

533 頁。 
533 同上、534-536 頁。 
534

 同上、535 頁。 
535 台湾省行政長官公署統計室編『台湾省五十一年来統計提要』台湾省行政長官公署統計室、1946 年、

545 頁。 
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 戦争末期において台湾総督府は、統一徴収統一配分の食糧政策を取り、厳しい規制を

行なったので、食糧問題はそれほど厳しくならなかった。台湾の米生産は一年二作であり、

一期目は 1 月から 7 月まで、二期目は 7 月から 12 月までという体系である。1945 年の一

期目作は、すでに台湾総督府に徴収されていた。しかし、8 月の日本敗戦によって台湾総

督府の食糧規制政策は無効になったため、多くの食糧は消耗され、あるいは一般商人や民

家に流入した。国民政府の接収によって、多くの人が台湾にやってきた。さらに、戦前徴

用された数十万人の台湾人の引揚げや日本本土へ引き上げることを待っていた日本人の

滞在によって、一時期、台湾において食糧不足や食糧の物価の高騰などの問題が深刻化し

た。 

 1945 年 10 月 31 日、長官公署は「台湾省管理糧食臨時方法」を公布し、台湾総督府時

代の統一徴収と統一配分の食糧政策をひき続き採用した。しかし、政府側の徴収価格が低

過ぎたために、商人や農民たちはその徴収に応じなかった。一方、上海などと比べて台湾

の物価はかなり低かったため、砂糖や食糧などは密貿易によって上海などに輸出された。

1945 年 11 月、長官公署は農林処の下に糧食局を設立し、食糧に関する管理工作を担当さ

せた。同年二期目作の徴収に直面したが、徴収資金の不足や有効な行政システムがまだ建

設されていなかったため、長官公署は充足な食糧を徴収することができなかった。 

 1945 年 12 月、糧食局は長官公署の直属下に置かれたが、このことは、長官公署が食糧

問題をより重視したことを示した。同月、その食糧規制政策の存否について長官公署はラ

ジオ局を通じて世論調査を行い、廃止意見が約 6 割を占めた結果を得たため、長官公署は

1946 年 1 月に、その食糧規制政策を廃止した。 

 食糧の自由販売政策は、投機的な食糧貿易を助長した。長官公署は、食糧節約運動の提

唱や福建産米の購入などによって台湾省内の食糧問題を解決しようとしたが、成功しなか

った。なお、その食糧問題から最も被害を受けたのは、都市部に生活していた一般人であ

った。当時、600 万人以上の台湾人のうち、約 100 万人が都市部に生活していたため、そ

の食糧問題がもたらした不満は、長官公署の施政に極大な悪影響を与えた。 

 

第四節 二二八事件の発生と陳儀の失脚  

 

 上述したように、台湾施政において、陳儀は集権的な行政システムと統制経済を構築し
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たが、様々な問題をも引き起こした。それらの問題は台湾省内の権力闘争を激化させ、国

家と社会の関係だけでなく、行政長官公署と台湾に駐在した米国外交官との関係をも悪化

させた。多くの勢力が陳儀に反対したにもかかわらず、蒋介石の深い信頼を得ていた陳儀

を免職させたのは、やはり二二八事件のような大きな反抗運動の発生であった。 

 

1、権力闘争の問題 

まず台湾省内部から見ると、台湾接収により、国民政府の党組織、三民主義青年団組織、

地方政府、軍隊、及び特務組織などが台湾社会に進入した。台湾においても、陳儀が施政

した福建と同じように、中央で実効支配する地域の派閥の枠組みが形成された。地方政府

と国民党の地方党部などとの派閥闘争も、常に行われた。 

既述したように、国民党台湾省党部と三民主義青年団台湾区団は、接収の準備段階にお

いてその主導権を争おうとしたが、成功しなかった。当時、両者はともに多くの台湾人革

命者を重用した。しかし接収にあたり、国民党は台湾省党部を改組し、党の中央が信頼す

る人たちを重要幹部に任命した。一方、三民主義青年団はやはり李友邦を重用し、彼を三

民主義青年団台湾区団の主任委員に任命した。ちなみに、李友邦が指導した台湾人を中心

とする台湾義勇隊は長いこと福建省で活動していたため、日本敗戦後彼の部下は、三民主

義青年団を代表して、国民政府の党政軍組織より先に台湾に入った。そして、国民政府

の組織に明るくない台湾社会のエリートは、多く三民主義青年団に加入した。 

台湾では陳儀グループが最大の勢力を持っていたが、国民党や三民主義青年団なども積

極的に自分の組織を拡大し、陳儀の行政長官公署と常に権力闘争を行なった。たとえば、

日本産業の接収において台湾省党部は中央からの支持を受け、映画館などを接収すること

を陳儀に同意させた。 

 福建省時代と比べ、 陳儀は台湾でより集中的な権力システムと膨大な統制経済を構築

した。そのため、何か問題が発生した時に、陳儀が受けることになる非難も、福建時代よ

り大きなものとなった。 

 第二に、中央と地方政府の関係から見ると、陳儀は、多くの中央権限を侵食した。例え

ば、独立通貨の発行権の獲得や中央政府の派出機構への監督権があったこと、それらは、

当然ながら中央政府の諸部門の不満を引き起こしやすかった。最高指導者の蒋介石の支持

を受けたため、中央政府の諸部門は、陳儀政府のその権力を尊重しなければいけなかった。

しかし、それ以上に、積極的に陳儀の台湾施政を支持することはしなかった。 
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2、国家と社会関係 

国家と社会の関係から見ると、陳儀の施政が引き起こした多くの問題により、陳儀の行

政長官公署と台湾社会の間の対立が激化した。 

1）行政長官公署と参議会 

台湾接収後、陳儀は民意機関である台湾省参議会などの成立を促した。1920 年代以来、

台湾社会は地方自治運動を大きく展開し、台湾総督府による強硬な抑制政策によって失敗

したにもかかわらず、日本植民地支配の終結とともに、地方自治に対する一時抑えられた

情熱は逆に大きく燃え上がった。さらに、上述したように、台湾人エリートは、陳儀の行

政長官公署にあまり招聘されていなかったため、台湾社会のエリートらは、奮って選挙に

身を投じ、自分の参政の意欲を参議会に寄せた。1946 年 4 月 15 日台湾省参議会は 30 人

の参議員の選出により成立した。議長選挙の時に、陳儀は名望家の林献堂より、国民政府

で長く官職を担当した黄朝琴の当選を希望したため、民政処長周一鶚などの斡旋によって、

林献堂は議長選から退出した。そのことは、一時紛争を起こし、陳儀に対する批判の声も

高まった。 

参議会は、半年ごとに一回の大会を行うと規定されていたため、陳儀の台湾施政期には

2 回の大会を行なった。真に政府に対する議決権や監督権を有するわけではなかったが、

人民の請願を受け政府に対する建議権などを有するので、行政長官公署に対してある程度

抑制する役割を果たした。陳儀の統制経済に対して、参議会は多くの反対意見を提出し、

貿易局の廃止など多くの提案もした。しかし陳儀政府は、それらの意見を受けつけなかっ

た。当然ながら、それは行政長官公署と参議会の関係の悪化をもたらした。 

2）行政長官公署とマスコミ 

 台湾接収後、島内のマスコミなどは大きな発展を遂げた。日本支配時代、台湾島内の教

育は大きく発展し、一般の識字率も極めて高かった。また、陳儀は新聞業の発展を支持し、

批判報道をも容認したため、島内で多くの新聞社が設立され、大量の新聞紙が出版された。 

 接収後当初は、陳儀の施政への批判はそれほど強く行われなかったが、社会と経済問題

の深刻化に伴って、陳儀施政を批判する報道が続出し、島内だけではなく、大陸と米国の

新聞紙も、陳儀施政を批判する記事をしばしば掲載するようになった。陳儀施政に反対す

る人たちが、そのような記事を蒋介石に提出したこともあった。 

そのような情勢に直面して、独裁的な権限を有する陳儀は、島内の新聞出版を強制に抑
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えなかったが、マスコミとの関係は緊張するようになった。 

 

3、台湾における米国外交官の活動 

 1946 年 1 月、米国駐台湾領事館が開かれ、領事、副領事及び新聞報道官がそれぞれ一

人の米国人が就任した以外は、他の職員はすべて中国人を招聘した。副領事のケール

（George H. Kerr 1911.11.7―1992.8.27）は、戦時中、専門家として、米国の台湾占領計画

の起草などに参加したことがあり、台湾の米国占領或いは台湾の国際共同管理論を強く主

張した人である。彼は、米国駐台湾領事館副領事に就任した後、常に陳儀の台湾施政を批

判し、台湾では反陳儀暴動がすぐに生じること、台湾人には中国離脱の意欲が高いことな

どの内容の報告を、常に米国国務省に提出した。実際に彼は自ら、一部の台湾人に対して

台湾の国際共同管理論などを鼓吹し、彼らを反陳儀政府活動に動かした。それを知った陳

儀は、ケールに対して大きな不満と警戒感を持っていた。そのことは、二二八事件に関

する陳儀の判断に影響を与えた536。しかし、ケールとは異なり、領事のブレーク（Ralph J. 

Blake）は、陳儀施政を批判しながら、台湾人の中国離脱意欲や反陳儀暴動の可能性など

はないと断定した。ブレークも、ケールの活動に不満を有した。 

 

4、二二八事件の発生と陳儀の失脚 

1）様々な政治、経済と社会問題 

 陳儀は、台湾で集権的な政治システムと膨大な統制経済を構築したが、本章が検討した

ように、その政治と経済建設そのものが多くの問題を引き起こした。 

 まず、政権建設から見ると、陳儀による側近の任用と不公平な官職配分の状況は、世論

から大きな批判を浴び、政策実行にも悪影響を与えた。特に、日本産業の接収と膨大な統

制経済の管理は、重要な官職を占めた職員に多くの腐敗と汚職の機会を提供した。陳儀本

人は極めて清廉であったが、彼が指導した台湾省行政長官公署及びその下の各県市政府に

おいては汚職問題が多発した。 

 また社会と経済から見ると、戦後直後の再建なので、そもそも多くの課題に直面したの

は当然であったが、陳儀が推進した統制経済によって、多くの問題が悪化した。 

 第一に、既述したように、台湾の工業と農業は、日本の機械工業、肥料工業及び日本人

                                                                 
536 台湾に於けるケールの活動、及びそれに対する陳儀の対応などについては、陳翠蓮、前掲書第六章参

照。 
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技術者に依存した。当時、まだ工業化を実現していなかった中国は、そのような技術能力

を持っていなかった。その結果、大きな戦争の被害を受けた台湾経済は、その再建が非常

に遅れた。物質と食糧の不足は、大きなインフレーションを引き起こした。 

 一方、陳儀政府は膨大な統制経済システムを構築したが、経済建設を再建発展させる

ために、数多くの人的物的な資源が必要である。しかし厳しい財政問題に直面した国民

政府及び陳儀の台湾省行政長官公署には、経済開発の展開が必要とする資源がなかった。

統制経済の実行により、民間資本による経済開発の余地は極めて小さくなった。 

その結果、社会の失業と治安問題が非常に深刻になった。 

第二に、戦争の被害を受け、台湾内部においても、中国大陸と海外においても、多くの

台湾人を救済する必要があった。特に、それまで日本帝国の臣民として台湾島外に赴いて

いた約三十万の台湾人は、日本の敗戦によって生活が苦境に陥った。また、彼らに対する

引揚工作も遅れたため、彼らの苦境はさらに悪化した。台湾行政長官公署にはそれらの

人々を救済する能力が極めて小さく、それを優先して処理しなかったため、多くの批判を

浴びた。 

 第三に、陳儀の教育と文化政策、特に言語政策は、台湾社会に対して大きな影響を与え

た537。台湾総督府の教育と文化政策を、陳儀は「奴隷化教育」と見て、完全に否定し、「祖

国化教育」を遂行した。国民政府の教育システムや三民主義を中心とする「国民党教育」

などが、台湾に移された。陳儀政府及び、中国大陸からやってきた教員は、日本の植民地

教育を否定する際にその教育を受けた台湾人を「毒害」された人のように取り扱い、彼ら

の教育と学歴を否定することもよくあった。台湾人は、そレに対して大きな不満を抱えた。 

一方、最も紛争を引き起こしたのは陳儀政府の言語政策である。 

陳儀は、標準語の使用を非常に重視した。彼はすでに台湾調査会に魏建功のような有名

な言語学者を招聘し、教育接収の準備工作の協力を依頼した。接収後陳儀は、中国語の教

育と推進のために「台湾国語推行委員会」を設立し、魏建功を主任委員に任命し、多くの

有名な学者を招聘してきた。「台湾国語推行委員会」は、教員の養成や教材の編集などに

大きな役割を果たした。 

接収した地域での標準語の推進は、国家建設の重要な一部として極めて必要である。し

かし、陳儀は強制的にしかも急速に、その標準語推進政策を展開した。1946 年 9 月、小

                                                                 
537 陳儀の台湾施政の教育と文化政策の詳細について、褚静涛、前掲『国民政府收复台湾研究』の第九章

「教育和文化重建（教育と文化の再建）」参照。 
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中学校での日本語使用を禁止する法令を公布し、翌月、新聞紙の日本語版の禁止を要求し

た。それは、台湾人、特に中学以上の教育を受けた台湾人エリートらの勉強と情報の獲得

を妨げた。さらに、公務員と学校教員の招聘についても中国語能力が要求されたため、多

くの台湾人がそのような仕事から排除された。それは、台湾本省人と外省人の対立を作っ

た。 

福建施政の時とは異なり、台湾ではすでに通用していた言語があった。日本の支配によ

って、台湾では日本語が標準語として使用されていた。新聞の出版、学校教育、ラジオ放

送、異なる方言を使用するエスニックグループの間の交流などにおいて、日本語は広汎

に使われた。そして、急速な中国語の強制使用政策は、台湾社会に便利を提供しないだけ

ではなく、逆に混乱をもたらした。 

そのような多くの社会と経済問題により、台湾接収後、間もなく、台湾社会とマスコミ

から陳儀施政を批判する声が高まった。台湾省党部などはその問題を蒋介石に報告し、陳

儀の政治と経済政策の転換、或いは陳儀の更迭を図った。 

たとえば 1946 年 1 月、国民党中央執行委員会、すなわち国民党中央は、陳儀施政を批

判する「台湾現状報告書」を行政院に送った。報告書は、4 つの方面から陳儀施政を批判

して建議を提出した538。 

第一に、「政府に対する台湾人の態度は、熱烈な歓迎から冷淡な態度で傍観するように

変わった。その点に大きな注意を払うべき」である。第二に、「日本人警察と官職員の使

用を中止し、漢奸を懲罰する」べきである。上述したように、日本支配時代に、台湾総督

府の官職員であった者やその支配に協力した台湾人のうちで、引き続き陳儀に任用された

者は数多くいた。それは、台湾人抗日運動を参加した人や、日本支配に被害を受けた人か

ら見ると、まったく納得出来ないことであった。第三に、「台湾銀行券の使用を中止して、

国家の利益と主権の尊厳を守り、人民の生活を安定させる」べきである。当時、陳儀政府

は、中央銀行が印刷した台湾流通券を使用しなかっただけではなく、台湾省行政長官公署

が指導した台湾銀行は、日本統治時代の旧台湾銀行券を回収して新たな台湾銀行券を発行

することもまだ着手していなかった。その結果、日本人の手に握られていた膨大な資金は

大量に使用され、物価の高騰を激化させた。第四に、戦時の経済統制政策を廃止し、産業

の自治を奨励し、人民の生活難を解決するべきである。また、島外台湾人を救済するべき

                                                                 
538 「国民党中央执行委员会为抄送《台湾现状报告书》与内政部等往来电 1946.1-7」中国第二歴史档案館、

海峡両岸出版交流中心編、前掲書第 76 冊、1-39 頁。 
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である。 

こうして、「台湾現状報告書」は、陳儀政府の人材登用政策や統制経済政策などを大き

く批判し、その廃止と改革を中央政府に建言した。資料では、この報告書の作成者を明記

していないが、国民党中央から行政院に送られた公文書という点から見ると、それは、台

湾省党部が作成、或いは関与した可能性が大きい。 

行政院は、この「現状報告書」が記した各事項の管理を担当する「内政部」、「財政部」、

「経済部」、「司法部」、及び「善後救済総署」に処理意見を求めた。各部門は、関連事項

の詳細を調査すると報告した以外に、台湾省行政長官公署に対する不満を示した。たとえ

ば、内政部は、「日本人警察の留用者などについて、台湾省長官公署に数回尋ねたが、ず

っと返事が来なかった」と行政院に報告した。また、財政部は、以前に行政院が台湾銀行

券の使用を同意したことを強調し、台湾省行政長官公署が勝手に台湾銀行権と米国ドール

の両替レートを決めたと報告して、自らの不満を表した。 

しかし、この「台湾現状報告書」の件は、最後にはうやむやのうちに終わった。 

なお、ある米国の記者は、1946 年 3 月に台湾について考察した。その後、陳儀の台湾

施政を批判する記事を作成し、米国の主要新聞やオーストラリアの新聞に掲載した。同年

6 月、蒋介石及び国民政府は、その記事について陳儀に電文を送った。陳儀は中央政府及

び蒋介石に電文を送り、米新聞紙の報道について説明した。 

陳儀によれば、その記者は偏見を持ち、日本人と台湾本省人だけに取材し、社会地位が

下がった日本統治時代の御用紳士による反政府意見や独立意欲を表明した言論に影響を

受け、そのような記事を作成したのである。また、記事に記した米不足は戦争の被害、肥

料不足及び天気災害によるもので、石炭と砂糖の貿易は肥料購入のために行われたのであ

り、専売事業は財政収入の三分の一を占め、爾来政府が経営している。以上のような政治

と経済問題に関する詳しい説明を、陳儀は行なった539。 

また、その二件だけではなく、「台湾锄奸団団長」の丘侠という人は、「台湾人はなぜ陳

儀を追い出そうとするか」という新聞記事を付録しながら、陳儀施政を批判する上書を蒋

介石に提出した540。 

しかし、蒋介石は、それでもなお陳儀を深く信頼した。1946 年 10 月 25 日、台湾光復

                                                                 
539

 「陈仪为美国记者报道台政腐败情形致行政院秘书处电（1946.6.8）」陳鳴鐘、陳興唐編、前掲『台湾光
复和光复后五年省情（下）』、552-561 頁。 
540

 同上、564-570 頁。 
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一周年の記念大会において、初めて台湾視察にきた蒋介石は、講演において「陳儀長官の

指導のもと、台湾省は必ず輝かしい将来を有し、必ず全国の模範省になると信じている」

と発言し、陳儀を支持する姿勢を明白に表明した541。 

しかし、蒋介石の支持を獲得したにもかかわらず、陳儀の台湾施政が引き起こした問題

は、ひき続き解決されていなかった。台湾社会の不満も蓄積されつつあり、最後には、二

二八事件によって爆発した。 

 

2）二二八事件 

（1）事件の起因 

1947 年 2 月 27 日の夕方、台北市の商業区において、専売局役員と警察が、ヤミタバコ

販売を取り締まっていた。その際に取締を受けた婦人は二人の子供を扶養していた未亡人

であったが、そのヤミタバコの販売は彼女の最後の生業であるため、タバコとお金を没収

されることについて、警察官に抵抗した。警察官らは、彼女に暴力をふるって強引に煙草

などを没収しようとした。そのことは、周りにいた市民の憤慨を引き起こした。市民らは

警察官らに詰め寄り、警察官らを殴り、彼らの自動車を焼き、壊し始めた。 

警察官らは逃げて近くの警察局などに入ったが、一人の警官は逃走中に発砲し、傍観者

一人を誤殺した。それは、民衆のより大きな憤慨を引き起こした。彼らは、夜中まで近く

の台北市警察局を囲み、発砲した警察官を処罰し、さらに銃殺することを要求した。台北

警察局局長及び専売局の官僚の説明に民衆は不満を持ったが、すぐに警察との衝突にはい

たらなかった。 

（2）反政府騒乱の拡大 

 2 月 27 日に誤殺された民衆は、地元ヤクザ団体の一人であり、姻戚のなかにヤクザの

頭目もいた。地元のヤクザ団体は、明白な政治主張を持っていなかったし、公けに反政府

活動を行うこともなかったが、団体として地元では多くの人脈を有し、組織力を持ってい

た。自分の身内が殺されたことに対して、彼らは、請願とデモ運動を展開した。 

 翌日の 2 月 28 日の朝、地元のヤクザ団体が発動したデモ隊は、殺人を行なった警察官

を処罰すること、その実現のためにストライキを展開することなどを呼びかけて、専売局

台北分局まで行進していった。こうした中、陳儀施政に大きな不満を持っていた民衆は 

                                                                 
541

 同上、302 頁。 
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デモ隊に参加しつつあった。午前中で千人以上の民衆が専売局台北分局に突入し、そこの

在庫専売品などを焼却し、職員を殴って二人を死に至らしめ、数人を負傷させた。 

 その後デモ隊は専売局総局に転進したが、警察や憲兵隊が守備していたので、焼打ちな

どは行われなかった。午後二時前後、殺人を行なった警察を処罰するという要求が満たさ

れなかったデモ隊は長官公署へ行進し、請願を行なった。そのうち、守備していた兵士は

民衆と衝突して発砲し、数人の死傷者542がでた。 

 その後、民衆は長官公署から逃げたが、台北市の各地で一般にいる外省人を目標として、

殴って怒りをぶちまける事件が多発した。殺された外省人も数多くいたが、暴力や騒乱に

参加しなかった一般本省人の保護によって被害を受けなかった外省人も数少なくなかっ

た。また、2 月 28 日の午後、一部の民衆は、台湾ラジオ放送局に突入し、全台湾に対し

て、陳儀施政を批判して反政府活動を呼びかけた。当時の台湾において、ラジオ放送は最

も有効的な通信手段であった。台北市で最も積極的に反政府活動に参加したのは、ヤクザ、

青年学生及び旧日本軍台湾人兵士である。自分の団体のメンバーが銃殺されたために、デ

モを発動したヤクザ団体とは異なり、青年学生と旧日本軍台湾人兵士は、その前一年あま

りの陳儀施政によって被害を受け、大きな不満を有し、さらに青年期特有の情熱を持って

いたため、反政府活動の主力になった。 

 ラジオ放送で反政府活動を呼びかけたこともあり、一部の台北市の青年学生などは、他

の県や市に赴き、反政府活動を動員したため、反政府活動は全台湾に蔓延した。 

 当時、中国共産党はすでに一部のメンバーを台湾に派遣して秘密裏に反国民党政権の活

動を展開していたが、民衆による突然の反政府活動に対して、組織或いは指導する力をま

ったく持っていなかったので、事件において大きな役割を果たしたとは言えない。一方、

台湾共産党のメンバーは、人脈などを持ち、積極的に反政府活動に参加した。特に、指導

者の謝雪紅は、反政府の部隊をも組織した。しかし、台湾共産党は内部にも分裂があり、

事件において一つの組織として反政府活動を指導したわけでもなかった。 

（3）事件解決に関する陳儀政府の対応と「二二八事件処理委員会」の成立：3.1-3.3 

 2 月 28 日の午後三時、陳儀は警備総司令の名義で台北市で戒厳令を敷き、軍隊と憲兵

                                                                 
542 長官公署の守備兵士による死傷者の数については、多くの論争がある。台湾民主化後に出版された事
件参加者の回想録には、数千人という数もでていたが、当日中央政府に送った電文、及び事件経験者が

一年後に出版した本においては、すべて十人以下である。当日、長官公署を守備していた兵士は二十人
あまりでああったため、ずっと発砲していたわけでもなかった。その点から考えると、数人の可能性が

大きい。 
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を出動させ、警察と共に秩序の維持を担当させた。 

 しかし、当時台湾の警察とに駐在した部隊の力は、極めて不足していた。台湾の軍事接

収を担当した第 62 軍と第 70 軍543は、兵士合わせて二万人以上を有したが、1946 年の 10

月と 12 月に、それぞれ中国大陸に位置する国共内戦の前線に移った。その両軍に代わり、

台湾守備を担当したのは、第 21 師である。 

第62軍と第70軍は、台湾駐在中の紀律問題が深刻であるため、台湾人の反感を買った。

陳儀もそれに非常に困惑し、軍隊の紀律問題を解決する良い対策を見つけることができな

かった。また、行政長官公署にとって、駐在部隊の費用も大きな負担であったため、陳儀

は、第 21 師が全部台湾に移って来る前に、両軍を中国大陸に移ることを支持した。 

その結果、二二八事件が生じた時に、台湾に駐在していた部隊は非常に少なかった。

第 21 師の先頭部隊、台湾島南部の高雄と北部の基隆、及び澎湖列島の馬公という三つの

要塞の守備隊、及び台湾省警備総司令部の直属部隊を、合わせて、5251 人しかいなかっ

た544。そのうち、台北市においては、台湾省警備総司令部の直属部隊と第 21 師の先頭部

隊の一部、合わせて千人ぐらいしかいなかった。 

また警察から見ると、既述したように、接収する前に中国大陸で 1000 人ほどの警察を

慌ただしく養成した。接収後、それらの 1000 人の警察官は、殆ど幹部に任命された。ま

た、多くの台湾人警察を留用した。二二八事件が生じた時に、全台湾で警察幹部は、1387

人で、そのうち、台湾本省人は 419 人であった。一般の警察は、6901 人で、そのうち、

台湾本省人は 6226 人であった545。台湾本省人の警察官は、殆どが長年警察を担当して、

豊富な経験を持っていた人である。彼らは、あまり幹部に任命されなかったし、給料など

の待遇も悪かったので、大きな不満を持っていた。結局、各地の騒乱が生じた時に、殆ど

の本省人警察は、職場放棄をした。 

長官公署による戒厳令及び騒乱の継続に対して、2 月 28 日の午後、台北市参議会が臨

時会議を開き、省参議会議長の黄朝琴、及び台北市長游弥堅も出席した。会議の結果、行

政長官公署に対して、「戒厳令の廃止」、「殺人警察官を厳しく処罰すること」、「死傷者の

救済」、「市参議会、省参議会、及び国民大会の代表から構成される調査委員会を組織し、

事件を調査すること」、「専売品の取締の時、取締員の銃携帯の禁止」、及び「今回逮捕さ

                                                                 
543 第 62 軍と第 70 軍は、台湾駐在中に全国の軍事再編に従って、第 62 師と第 70 師に編成された。両軍

に代わり、台湾守備を担当した第 21 師も、もともと第 21 軍である。 
544 褚静涛、前掲『二二八事件研究』、185 頁。 
545

 同上、187－188 頁。 
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れた市民の釈放」という六条の要求を提出した546。 

陳儀は、第一条の戒厳令について、秩序が回復したら、戒厳令を廃止すると応答し、そ

の他の要求にすべて同意した。当日の夜、戒厳を担当した台湾省警備総司令部参謀長の柯

遠芬、省参議会議長の黄朝琴、台北市参議会議長の周延寿、及び国民大会台湾省代表の謝

蛾は、民衆に対して、ラジオで、事件を説明し、騒乱の不参加と秩序の回復を呼びかけた。 

3 月 1 日、陳儀は初めてラジオで民衆に対する講演を行い、事件の説明や官民が共同員

会を組織して事件の調査を担当させることなどを話した。しかし、騒乱は全省にわたって

続いていた。また、幾つかの県市の参議会は会議を開き、台北市民の抗争運動を支持す

る決議案を公布した。 

3 月 2 日に「二二八事件処理委員会」が組織され、政府側からは民政局長の周一鶚な

どの五人が委員会に参加した。また、商会、工会、学生、（一般）民衆、及び台湾政治建

設協会という 5 つの団体もそれぞれの代表を選出して、「二二八事件処理委員会」に参加

した。 

3 月 3 日の午前、「二二八事件処理委員会」は会議を開き、軍警の撤退や治安維持など

を検討して、三つの決議案を提出した。第一に、処理委員会が二十人あまりの代表を派遣

して陳儀に面会すること。第二に、代表を派遣して、米国領事館に赴き、事件を説明して、

それを国際社会及び国民政府に周知すること。第三に、外省人を殴ることをしないように

市民に呼びかけること。 

3 月 3 日の午後、陳儀は二回目のラジオ講演を行い、事件参加者の責任免除、逮捕され

た市民の釈放、及び死傷者の救済を約束した。また、同日、「二二八事件処理委員会」の

代表と周一鶚や柯遠芬などの警備総司令部と行政長官の幹部と相談した上で、軍隊警察

の撤退、食糧問題の対応、処理委員会が治安維持を担当することなどを決めた。その後、

「二二八事件処理委員会」は「治安組」を新設し、その下に「忠義服務隊」を設立して、

治安の維持を担当させた。 

この数日間において、米国駐台北領事館の外交官は、活発に活躍した。反政府活動を行

う台湾本省人と頻繁に接触し、米国駐中国大使館に電報を送り、一部の台湾人から台湾の

国際共同管理を求める請願書を受け、米国がその台湾独立運動を支持するよう大使館に呼

びかけた。 

                                                                 
546

 同上、258 頁。 
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（4）政府と「二二八事件処理委員会」の離反：3.4-3.7 

 3 月 4 日、「二二八事件処理委員会」は大会を開き、台湾の 17 の県市で分会を成立さ

せることのほか、治安と食糧問題などについて議決案を提出した。その時以降、「二二八

事件処理委員会」は、「単独事件を調査する地方組織から、次第に処理事務の範囲を拡大

し、全省的な組織に転換するようになった」
547
。それ以後、以前は「二二八事件処理委

員会」に参加した政府側の代表は、出席しなくなった。 

 3 月 5 日の午前、「中山堂」で「台湾省自治青年同盟大会」が開かれた際には、一万人

の青年が参加し、台湾省の自治などを主張した。「中山堂」は、台北市で最も大きな講堂

であり、参議会の会議や「二二八事件処理委員会」の会議のような重要な会議は、すべ

てそこで開かれた。同日の午後、「二二八事件処理委員会」は大会を開き、「二二八事件

処理委員会組織大綱」と「政治改革草案八項」を議決した。その組織大綱により、「二

二八事件処理委員会」は台湾省臨時政府のような組織になった。また、「政治改革草案八

項」は、専売制度と貿易局の廃止、県市長の民選、及び秘書長や各処の処長など長官公

署の高級幹部の台湾人任用などを要求した。すなわち、既述した陳儀施政の政治と経済政

策を完全に否定してしまったのである。 

 「二二八事件処理委員会」は台湾自治を追求し、陳儀の行政長官公署と対立した政治

組織に変わった。しかし、同委員会は台湾独立を求めてはいなかった。 

その後、台北市の秩序は次第に回復したが、台湾中南部などの騒乱が続いていた。また、

そのような反政府騒乱のうちには、台湾独立を主張する声もあった。 

3 月 6 日、「二二八事件処理委員会」は会議を開き組織を改組して、正式に全省的な政

治組織として成立した。また、最高指導機関の常務委員会の常務委員である王添灯は、彼

が作成した「二二八事件処理大綱」を中国語、英語、日本語及びビン南語で、内外にラ

ジオ放送することを提案し、大会で議決された。その「二二八事件処理大綱」は、台湾

自治を主張し、陳儀の政治と経済政策を改革する 32 ケ条の要求を含めた。 

同日の夕方、陳儀は三回目のラジオ講演を行い、長官公署の改革や県市長の民選など

の要求に応諾すると説明し、民衆の理解を求めた。 

3 月 7 日、「二二八事件処理委員会」は大会を開き、前日の 32 ケ条の要求を正式に議

決した。さらに、警備総司令部の廃止、「二二八事件処理委員会」政務局による台湾省行
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 陳翠蓮、前掲書、165 頁。 
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政長官公署の代行、そして、台湾本省人による軍隊の掌握などを含めた 10 ケ条の要求を

追加して提案し、議決された。それは、政府の行政権や軍事管轄権をも奪うものであった。

同日、「二二八事件処理委員会」はその 42 項の議決案を、陳儀に提出した。しかし、当

然ながら、それは陳儀に拒否された。 

 

（5）事件の終末：武力鎮圧と陳儀の失脚 

 こうして、二二八事件は単なる治安事件から大規模な社会騒乱へと発展し、また台湾

省の政治体制と経済政策の改革を求める政治運動、さらには台湾独立を要求する声も出る

ような事件に至った。 

 陳儀の行政長官公署は、最初は戒厳令によって、自力で秩序の回復を図ろうとした。そ

の後、参議会参議員などの地方エリートと協力して、官民合同の組織、すなわち「二二

八事件処理委員会」を通じて事件の解決を試みた。そして最後には武力鎮圧を選び、中国

大陸から派遣された部隊が到着し次第、すぐに展開することを決めた。 

 地方長官として、民衆による反政府騒動が生じれば当然大きな責任を負わなければいけ

ないので、陳儀は、最初は平和裏に解決しようとし、すぐには中央政府に報告しなかった。

戒厳令の布告は国民政府の同意を得る必要があると法律で定めているため、戒厳令を敷い

た 2 月 28 日夜中、陳儀は初めて電文で事件を蒋介石に報告した。その時、騒乱は全台湾

にわたって大規模に行われてはいなかったため、陳儀は、中央から軍隊の派遣を請求して

もいなかった。 

 蒋介石は当時、国共内戦や経済問題に悩んでいる最中だったため、最初は二二八事件

を重視しなかった。1947 年 2 月 28 日、蒋介石は南京などにいる中国共産党の派出機関を

駆逐し、中国共産党の首府延安に対する攻略戦を展開し始めた。また 3 月 1 日、行政院長

宋子文は、戦後生じた経済問題と社会問題とによって、内閣の辞職を行なった。 

 しかし、3 月 4 日、台北以外地域の反政府騒動がますます大きくなったため、陳儀は、

正式に行政院、内政部、及び国防部に事件の詳細を報告し、再び蒋介石に電文を送り、軍

隊の派遣を請求した。 

 陳儀とは別に、3 月 4 日と 5 日、国家新聞社である中央社の台湾分社の記者や台湾省警

備総司令部参謀長の柯遠芬、憲兵団団長の張慕陶らは、中央政府及び蒋介石に事件に関す

る報告を提出し、軍隊派遣を建言した。 

 そして、事件の深刻さを知った蒋介石は、軍隊の派遣を決めた。3 月 6 日から、江蘇省
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に駐在していた第 21 師の部隊が、船で台湾へ移動し始めた。3 月 8 日、軍隊は台湾北部

の基隆港に上陸し、台湾人に対する武力鎮圧を開始した。二二八事件の反政府騒乱は主

に都市部で行ったが、武力鎮圧の展開に従い、多くの参加者は農村地域や山岳地域に逃げ

込んだ。そして都市部の秩序安定を実現した後、軍隊による「清郷行動」、すなわち郷村

地域に対する粛清活動も展開された。 

 武力鎮圧によって、多くの台湾人、特に「二二八事件処理委員会」及び各県市の処理

員会の分会に参加した台湾人は、多く殺された。彼らは殆どが台湾社会のエリートである

ため、彼らの被害は台湾社会の発展に大きな悪影響を与えた。事件の最初に殺された外省

人も含めて、二二八事件の死傷者の数については、当時の政府、抗争者、或いはその後

の研究者、民主化後の台湾政府などによって、大きな論争があった。一般的には、台湾当

局が発表した約 18000～28000 人の死傷者数が通念となっているが、公開された公文書、

補償基金を申請した人数、及び人口学の推計などにより、信憑性が高い数は、約 4000 人

と言われる548。何れにせよ、多くの人が殺されたのは明白である。 

 地方の最高長官として、陳儀は、もちろんその責任を負わなければいけなかった。また、

事件の発生によって、陳儀に対して不満を持っていた人や派閥、及び世論は、陳儀の台湾

施政を非難し、陳儀の免職を要求した。3 月 17 日、陳儀も蒋介石に辞職を提出した。事

件の詳細を知った蒋介石は、陳儀の免職と長官公署の改革を決めた。 

1947 年 4 月、事件の沈静化に従い、国民政府は陳儀を免職し、台湾省行政長官公署制

度を廃止、台湾省政府を設立した。また、戦後はじめての台湾省主席の魏道明は、陳儀が

推進した統制経済を殆ど廃止し、台湾本省人も多く省政府の高官に任命した。 

 陳儀の台湾施政は、地方社会から大きく反対され、重大な事件によって失敗に終わった。 

 

 

 

 

                                                                 
548

 褚静涛、前掲『二二八事件研究』、563 頁。 
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結論 

 中国にとって、20 世紀の前半は、革命と建設の時代である。国家と民族の存亡の危機

に直面して、中国の近代民族主義が誕生した。民族主義者らは、強大かつ豊かな近代新中

国の実現を求めてきた。しかし、誰が指導するのか、いかなるアプローチで近代化を実現

するのかという問題について、各勢力は、その 50 年にわたってずっと争い続けてきた。

外敵が侵入する中、絶えず革命を推進した結果、清末民国期においては混乱と戦争が日

常茶飯事だった。一方、権力を握っていた指導者は、誰でもが近代化建設を推し進めた。

そして、民国期の中国は、戦争と混乱に満ちていたにもかかわらず、近代化建設が大きく

進展を遂げた。 

 陳儀は、そのような革命と建設に参加した、重要な民国期政治家の一人である。しかも、

民国後期の国民政府に重用され、福建と台湾の最高位の長官を歴任した。福建と台湾にお

いて、彼は自分の政治と経済思想に従って、集権的な政治システムと統制経済を建設し、

成果を上げたが、失敗をも多く喫した。 

 本稿は、陳儀の生涯を追跡しながら、彼による福建省と台湾省での施政を重点的に分析

することによって、近代中国政治史の観点からよりバランスのとれた陳儀像を描きだすも

のであり、近代中国政治史と近代日本政治外交史における陳儀の意味を解明するもので

ある。また、本稿の検討は、ひいては陳儀の政治指導を分析することによって、台湾にお

ける開発独裁や中華人民共和国における政治経済体制の考察にも示唆を与えると考えら

れる。 

 

1、陳儀という人物 

1）民族主義者の地色 

 19 世紀の末と 20 世紀の初頭の約 20 年の時期は、中国近代政治史において極めて重要

な転換期である。外敵の侵入と内部社会の混乱は、中国社会に大きな衝撃を与えた。青年

知識人は、直接欧米から或いは日本を経由して、西洋の近代知識を学習し、中国の政治と

社会を改革しようとした。 

 第一部に述べたように、1883 年に生まれた陳儀は、そうした時代に成長した人である。

少年時代の 1898 年、彼は、当時中国の最初の新式学校の一つである、故郷の浙江省の「求
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是書院」に入学し、五年間の教育を受けた。「求是書院」の教員及び学生の殆どは民族主

義思想を持ち、その後の浙江省ないし中国の政治舞台で大きく活躍した人びとである。陳

儀は、そこで民族主義思想の薫陶を受け、また多くの人脈を築いた。 

 1902 年から 1909 年まで陳儀は、日本において、陸軍士官学校の予備校から士官学校ま

で長年にわたる軍事教育を受けた。当時、日本に留学した青年は、殆どが革命に心を傾け

た民族主義者であり、辛亥革命に大きな役割を果たした。陳儀は、彼らと多くの交遊があ

った。 

 日本陸軍士官学校を卒業してのち、陳儀は清政府の陸軍部に入った。1910 年、彼は、

陸軍部によって日本陸軍砲兵専門学校に派遣され、再び留学した。八ヶ月間の留学を終え、

陳儀は陸軍部に戻った。辛亥革命が勃発して間もなく、陳儀はすぐ北京の陸軍部を離れて

浙江省の革命政府に加入し、革命後の建設に参加した。 

要するに、その当時の時代と教育の影響の下にあって、陳儀は、基本的に中国の近代化

の実現を企図する革命的民族主義を志向していたといえるである。 

 

2）豊富な経歴と人脈 

 辛亥革命の後、陳儀は浙江省の革命政府に仕え、軍事訓練と軍隊建設の実務を担当した。

しかし、権力闘争のため、間もなく浙江省都督府から離れ、袁世凱の指導した中央政府に

入り、軍事幕僚として五年間にわたり北京で働いた。北京政府の中枢における袁世凱の逝

去と段祺瑞の登場にともなって、日本も対中提携の方向へ転換した。そして、日本は、初

めて中国人を日本陸軍大学の軍事留学に受け入れた。陳儀は、その第一期目の学生である。

そして、陳儀にとっては三度目の日本への軍事留学であった。軍人としての日本留学とい

う経歴において、中国で陳儀に優った者はなかったと言ってよい。1917 年から 1919 年ま

で、三年間の日本陸軍大学の留学を終え、陳儀は中国に戻り、大商人の父に銀行の経営に

協力し、また、日本の国策会社と提携して棉作を中心とする沿海地の開拓会社を創立した。 

 1924 年、同じ時期に日本士官学校に留学した北洋軍閥孫伝芳の浙江省入りに従って、

浙江軍と深い関係をもった陳儀は、彼の招聘により浙江軍第一師の師長に任命された。し

かし、1926 年、国民政府の北伐に対して、国民政府に投降しようとした陳儀は、その孫

伝芳に逮捕されたが、他の友人の救援によって釈放された。なお、彼の第一師は、それま

でに孫伝芳軍に撃破されていた。 

 1927 年、南京国民政府の成立にともない、陳儀は国民政府に入り、蒋介石が信頼する
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軍事機構の行政官僚になった。1928 年、陳儀は、蒋介石の代表として、欧米を訪問して、

ドイツ軍の将校の招聘や武器貿易などの軍事提携について、ドイツ側と交渉した。帰国後、

彼は、国民政府軍事部門の高官を五年間務めた。 

 清末以来、陳儀は、このような波瀾万丈の人生を送った。また、それによって、経験、

学識、能力及び人脈を蓄積し、彼自身も有能なテクノクラートに成長してきたのである。 

 

2、陳儀の福建と台湾施政：地方政府による近代化建設 

1）陳儀の政治と経済思想 

既述したように、民族主義者としての陳儀は、国家の富強と民衆生活の裕福を追求した。

なお、彼により、それを実現するために、公的価値の教育、及び集権体制と統制経済の建

設が必要とする。 

陳儀は、「私」を批判して、「公」の価値を深く信じていた。中国の失敗は人々が私利私

欲に走ったからであり、帝国主義の侵略も私人資本主義に由来したのであると、彼には思

われた。これに対し、孫文の三民主義は、「天下為公」に訴え、中国に対しても世界に対

しても極めて役立つと考えた。それ故、彼の考えでは、民衆の裕福な生活のためにも、国

家と民族の復興のためにも、私人資本主義を制限する統制経済を講じるべきであり、また、

その統制経済を実行するために、集権体制のもと、指導者が掌握した有効な行政システム

が必要とされたのである。 

2）陳儀の福建施政 

 陳儀は、南京国民政府に入って以来、指導者の蒋介石の深い信頼を受けた。また、ドイ

ツ訪問においても、軍政部時代においても、内部建設や対外交渉などにおいて、陳儀は能

力を発揮し、人材の任用、組織の構築、及び国民政府中央の政策の遂行などの成果を上げ

た。 

 そのため、福建事変を鎮圧した後、蒋介石は、日本と深い関わりを持つ福建省を建設す

るために、知日派である陳儀を福建省省主席に任命したのである。 

陳儀は福建省に赴任してから、積極的な社会と経済建設を推進しようとしたが、行政シ

ステム、治安、財政及び金融などの制限があったため、そのような社会と経済建設の基礎

的な建設に優先的に取り組んだ。彼は、自分の人脈を活用するとともに、行政人員を養成

することによって、土着勢力を抑え、福建省で有効な行政システムを構築した。そして、

それによって、治安を維持し、財政や金融などの改革と建設を展開した。また、陳儀は、
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留学時代からの日本の陸軍や政界などにおける人脈を活かして、福建施政において台湾総

督府や日本外交人員と良い関係を築いた。日中の間に緊張が高まった 1930 年代前半、陳

儀は、数回にわたって福建省政府の重要幹部を中心とする考察団を台湾に派遣して近代化

建設の経験を学習させただけではなく、反対陣営や世論からの批判を受けながら、自らも

台湾を考察した。そのような陳儀の対日外交は、安定的な対外関係を維持することができ、

彼の福建施政に役立った。 

1920 年代以来、中国大陸に対する日本帝国の拡張は、朝鮮半島を基地として中国の東

北地域（満州）や華北地域に侵入するという北のルート、と台湾を基地として福建省や広

東省などの華南地域に浸潤するという南のルートがあった。満州事変や華北における日中

戦争の勃発が示したように、北のルートでの日本の中国侵略は大きく行われたが、南ルー

トでの日本の侵略は大きく抑えられた。 

その点から考えると、有効的な行政システムを構築して政治経済社会の改革を推進し

たという陳儀の福建施政は、福建省における国民政府の基盤を固めただけではなく、不用

意に日本の中国侵略を招かないようにするという意味でも、極めて重要であった。それは

先述したように、対岸の台湾総督府や台湾軍が、中国大陸への南からの侵攻ルートとして

福建省を考え、経済的・政治的に調略しようと様々な試みをしたためであり、日本と対立

することなくこれをうまく抑えることが、日本通の陳儀に求められたからであった。それ

は、民国政治史においても、近代日本政治外交史においても、重要視されるべきである。 

1937 年前半、数年の行政システム、治安、財政及び金融などの建設を経て、陳儀は、

自分が信奉する統制経済の前提条件が備わったと判断し、統制経済の建設に乗り出した。

しかし、陳儀が信じていた「公」を代表する統制経済建設であるにもかかわらず、その経

済政策は、良い成果を挙げなかった。逆に、日中戦争の悪影響を解消することができなか

っただけではなく、その統制経済政策は、食糧不足やインフレーションなどの問題を劇化

させた。その結果、陳儀に対する地方社会の不満が噴出した。 

一方、陳儀の行政システムの建設によって、福建省省政府の実権はすべて陳儀を中心と

する「江浙派」の手に握られていた。その陳儀の「江浙派」は、省党部や軍統など、国民

政府内部の他の派閥と対立し、内部で激しい権力闘争が展開された。同時に、福建省臨時

参議会が成立し、統制経済などをめぐる臨時参議会と省政府の間の対立は、福建本省人エ

リートたちと陳儀の「江浙派」との間の抗争に転化された。福建本省人エリートたちは、

様々なルートを通じて、陳儀を免職するよう蒋介石に訴えた。しかし、真に陳儀の免職を
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もたらしたのは、日本軍の侵攻によって、陳儀が首府の福州を失ったことである。福建省

を守る最高軍事指導者に兼任したので、陳儀はその責任を免れなかったため、1941 年福

建省主席を免職され、重慶への異動を命じられた。 

3）陳儀の台湾施政 

 重慶の中央政府に戻った陳儀は、行政院秘書長や「党政工作考核委員会」秘書長などを

務めた。カイロ会議を通じて、戦後台湾の中国復帰についてローズヴェルトと蒋介石が一

致したため、国民政府は、台湾接収に向け「台湾調査委員会」を新設し、その準備工作を

担当させた。陳儀は、兼任職として「台湾調査委員会」の主任委員に任命され、自分の幕

僚や部下を「台湾調査委員会」の主要幹部に任命し、台湾接収に関する情報調査や計画の

起草などを主導した。一方 1944 年 10 月、陳儀は、「党政工作考核委員会」秘書長から中

央訓練団教育長に転任した。中央訓練団は、国民政府の党政幹部を養成する最高の訓練

機構である。最高指導者の蒋介石は中央訓練団の団長を兼任したため、その教育長は中央

訓練団の実務を担当する最高の長官になった。その結果、台湾接収の行政幹部の養成につ

いても陳儀が主導した。 

 日本敗戦後、台湾接収の準備工作を担当した陳儀は、台湾の最高行政長官に任命された。

実際の接収の前に、陳儀が提案し蒋介石の支持を受けた集権的な台湾省行政長官公署制度

が、国民政府から許可された。それにより、行政長官としての陳儀は、台湾省行政システ

ムの最高長官となるだけではなく、中央政府が派遣した職員に対しても指導する権力を有

したのである。また、陳儀は台湾省警備総司令にも任命された。その結果、彼は、台湾省

の軍事と政治の大権を持つようになった。 

実際の接収において、陳儀は、自分の腹心及び福建施政期に任用した多くの部下を台湾

に招聘し、長官公署の主要幹部に任命した。一方、彼は旧台湾総督府時代の日本人と台湾

人役員を多く留用した。しかし、間もなく中央政府は、すべての日本人の引揚げを命令し

た。その結果、台湾において、陳儀を中心に、彼の腹心と前部下を主要幹部とし、多くの

旧台湾総督府時代の台湾人役員を一般職員に当てった、集権的な政治システムが形成され

た。 

また陳儀は、蒋介石と宋子文を説得し、台湾で独立した金融システムを維持した。さら

に、膨大な日本資産を接収したことによって、陳儀は統制経済建設を推進した。 

要するに、蒋介石の支持を受け、日本支配による建設成果を接収することを通じて、陳

儀は、台湾において、自分が構想した集権的な政治システムと統制経済システムを成功裏
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に構築した。 

しかし、そのような政治と経済システムを実際に構築するにあたり、陳儀は大きな社会

と経済問題をも引き起こした。戦後直後の台湾において、食糧不足、インフレーション、

及び失業の問題が激しくなり、治安も悪化しつつあった。 

そうした背景の下、二二八事件が生じた。その事件はヤミタバコの取締に起因し、一

般の治安事件から全省にわたる反政府騒乱にエスカレートし、最後には、軍隊の鎮圧によ

って沈静化した。そもそも、その事件は陳儀の統制経済政策に起因していた。また、事件

に陳儀政府はうまく対応しなかったため、事件のエスカレートを招いた。最後に、最初の

騒乱と最後の軍隊鎮圧でも、陳儀はその暴力の濫用を阻止しなかったので、数千人規模の

死傷者を出した。これらの争乱に対して、最高の地方長官として、陳儀はもちろんその結

果責任を負うこととなった。二二八事件後、陳儀は台湾省行政長官を罷免された。 

陳儀の台湾施政は、陳儀個人にとっても、台湾社会にとっても、大きな失敗であると言

ってもよい。しかし、その陳儀施政の教訓を学び、国民党政権は、陳儀の台湾施政とこと

なる政策を採用し、自分の台湾支配、さらに国共内戦後、政権の台湾への移りと再生に役

立った。 

陳儀の離職後、国民政府は、台湾省行政長官公署を廃止して、一般の省政府と同じ権限

しか持っていなかった台湾省政府を設立し、また多くの台湾人を省政府などの幹部に任命

させた。さらに、陳儀施政期に行われた統制経済をも多く廃止した。それは、かつての台

湾省行政長官公署に対する国民党政権内部と台湾社会の不満を解消することに役立った。 

一方、二二八事件における武力鎮圧によって、台湾社会に対して大きな被害を与えた。

しかしながら、台湾自治を求めるエリートや青年などは殺害され、或いは政治から逃げた

し、地主などの既存土着勢力も圧伏されたため、国民党政権は、台湾で自分の近代化政策

を推進することに対して、それほど大きな抵抗を受けないようになった。 

二二八事件後、陳儀及び彼の一部の側近は台湾から離職したが、一部の重要幹部はず

っと台湾で働いた。台湾に残った官僚は、陳儀の台湾施政における統制経済の失敗から教

訓を得、市場経済政策に転向した。例えば、任顕羣や厳家淦などは、重要な実務官僚とし

て蒋介石蒋経国時代の台湾で、市場経済政策の採用と台湾経済発展の実現に大きな役割

を果たした549。 

                                                                 
549

 郭岱君『台湾往事：台湾经济改革故事（1949-1960）』中信出版集团股份有限公司、2015 年参照。 
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要するに、陳儀の台湾施政は失敗に終わったにも関わらず、その後の国民党政権の台湾

支配に教訓と経験を提供し、その支配の成功に役立った。すなわち、逆方向で国民党政権

の台湾支配を固めた550。 

また、1950 年代から、中国大陸と台湾の近代化建設、特に経済発展の道から見ると、

政治において、毛沢東時代の中華人民共和国でも、蒋介石蒋経国時代の台湾でも、一党

独裁的な政治体制を実施していたが、経済上において、毛沢東時代の中華人民共和国は、

陳儀の統制経済と同じな計画経済を実行し、蒋介石蒋経国時代の台湾は市場経済化政策

を採用していた。周知のように、その時の台湾では大きな経済発展を遂げ、世界的な注目

を浴びた。一方、毛沢東時代の中国は、経済的にあまり発展しなかっただけではなく、大

躍進の時には大量な餓死者も出てきた。市場経済主義向けの鄧小平時代の改革開放政策の

展開に従い、中国も巨大な経済発展を遂げた。このような 1950 年代以来の中国大陸と台

湾の政治経済史を考察すると、陳儀の福建台湾施政は、当然ながら先駆的な意味を持っ

ている。より掘り下げるべきではあるが、一時的なまとめとして、集権体制と統制経済（計

画経済）というアプローチで近代化建設を推進することは、良い結果をもたらすことがで

きないのである。それは、今日の北朝鮮や時々政府が指導する産業政策を主張した中国に

対して、尚更深く吟味する意義を有する。 

 

3、政治に関する陳儀の甘さ 

 1948 年 6 月、一年間閑居した陳儀は、再び蒋介石に招聘され、浙江省省主席に任命さ

れた。それは、南京国民政府が崩壊を迎える一年前だったが、国共内戦において国民政府

が幾つかの大敗を喫し、すでに共産党との戦いに敗れたことが明らかになった時期である。 

国民革命の時期、陳儀は、一方では自分の指導者である孫伝芳に対して国民政府に投降

することを建言したが、他方では国民政府と接触して自分の投降意向を示した。その後、

彼は孫伝芳に逮捕されたが、幸い友人の救援によって無事に釈放された。 

1949 年の初頭、中国で共産革命が成功することが決まった時期に、陳儀は自分の指導

者、下野していた蒋介石に対して、完全に権力を放棄し、海外亡命することを建言したが、

他方で、自分と親交を有し国民政府の中心地域である楊子江下流地域を守備していた湯恩

伯に、中国共産党に投降しようと勧誘した。結局、陳儀は同じく指導者の蒋介石によって
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 林孝庭『意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑』遠足事業文化股份有限公司、2017 年参照。 
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逮捕された。しかし、北伐戦争の時と異なるのは、台湾を自分の最後の根拠地とした蒋介

石が、1950 年 6 月 18 日台北で陳儀を処刑したことである。 

陳儀の軍事幕僚時代の経歴や福建台湾施政などに関する検討からもわかるように、陳

儀は、実務的な政策遂行能力が高い政治家であり、優秀なテクノクラートでもある。しか

し、北伐戦争と国共内戦の時の活動や福建台湾施政期に地方の最高軍事指導者を兼任し

て軍事活動を指導したことから見ると、彼は、軍事指導者・政治指導者としては失敗が多

い。傅作義や李宗仁、閻錫山などのような、蒋介石と対抗と協力を繰り返したその他の民

国期の重要な政治家と比べて、陳儀の政治に関する甘さが実に興味深い。それは、陳儀の

個性に密接に関わる。陳儀は自分の側近と友人に深い信頼を与えやすかった人である。そ

のため、彼の友人から悪い影響を受けやすい。福建台湾施政における側近の腐敗問題や

蒋介石に裏切って処刑されたことも、そのような典型的事例である。 

しかし、逆にそのような他人に信頼しやすかった個性を持っていたからこそ、豊富な人

脈を築くことができるだろう。また、既述したように、そのような豊富な人脈は陳儀の近

代化建設に大きな役割を果たした。 

ウェーバーの国家理論が指摘したように、近代国家の官僚制は、効率や「公」のために、

職員の募集と任用について、個人的関係に左右されないことを内在的に要求される。陳儀

もそのような認識を持っていたし、福建台湾施政においても中国の伝統的な人治や、ブ

ローカー、個人的関係などによる権力形成とその運用などを打破することを意味する「近

代化」建設を推進しようとした。しかし、近代化を実現するための陳儀の政治行動は、逆

に中国の伝統的方法に担保されていた。陳儀は、血縁、地縁、留学縁、職場縁（浙江省・

浙江軍などかつての部下の重用）など、現代中国にも通ずる個人的関係に基づき、自らの

権力基盤作りを着々と行った。 

そのような伝統的な方法を利用して推進した政治活動の結果の善し悪しは別にして、そ

の方法を利用すること自体は、民国政治史においても、現代中国分析においても、よく見

られることでもある。 

それはある種の政治的な甘さでもある。すなわち、安定的な制度より、政治や経済活動

において個人関係を重視する傾向があるのは、政治的にあまい。しかし、中国の政治史或

いは現代中国政治を分析する時に、陳儀の事例、またその制度より個人関係を重視する傾

向は、極めて有益な視角と素材を提供したと言えよう。 

陳儀は、民国期における中国の重要な政治家であり、浙江省の裕福な家庭に生まれた出
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自に加えて、近代日本への度重なる留学を含めた自らの経歴によって豊富な人脈を構築し、

それを活かして自分の福建・台湾施政において、中国の近代化建設に力を尽くした。 

彼の福建と台湾での施政は、成功・失敗に満ちている。近代的な政治システムの構築か

ら言うと、政治的な集権と経済的な統制の組み合わせをつうじて、陳儀による福建での成

功は南ルートによる日本の大陸進出を抑えた一方、同じ方式による台湾統治の失敗は、国

民党政権のなかで反省材料となり、その台湾統治に活かされたことにより、結果的に国民

党政権の地歩を固めることに役立った。いずれも、陳儀の政治的な人生を追うことが、民

国政治史と近代日本政治外交史において意味を成すゆえんである。 
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陳儀年譜 

一 清末時代（故郷での成長＋日本留学） 

1883 年 5 月 浙江省紹興府に生まれ 

原名は陳毅、辛亥革命以後、陳儀に改名。字は公侠、公洽、号は退素 

父は陳陳炳庸（字は静斋）は、上海などで絹織物会社などを経営し、しかも 1902 年 7 月 

から 1917 年 6 月まで日本横浜正金銀行北京支店の買弁に勤めた。 

陳儀は次男で、上には兄の陳威がいる。陳威は長年清末から民国前期まで、「大清銀行」

及び民国に入ってそれから変わってきた「中国銀行」の副総裁に務めた。その銀行は当時

の中央銀行に相当する。 

 

1888 年―1895 年  

 五歳の時、地元の私塾に入学した。その後、叔父の陳炳熙はが陳威と陳儀を連れて首府

の杭州に赴いた。陳炳熙は、当時すでに秀才という科挙制度下の最低の功名を取った。官

僚になれるのはより一段上の挙人を取る必要があるが、一般の私塾などで儒学を教えるの

は十分である。彼は杭州市の大商人の蒋廷桂家族に招聘され、その私塾で蒋氏家族の子孫

らに儒学を教えていた。 

 

1895 年―1898 年 

陳儀の母は二人の息子を「官商」両方から発展させるという慣習を考えて、陳儀を実家

に返却させ、紹興府の伝統的な金融機関である怡豊銭荘に入れ、学徒として商業に関する

知識を勉強させた。 

 

1898 年―1902 年 

「求是書院」に入学 

「求是書院」は浙江省における維新派の官僚と紳士の支持によって、1897 年に成立し

た新式学校である。米国と日本の教師を招聘して近代科学知識を教えていた。浙江大学の

前身である。書院の主旨は維新と改革に傾ける。 

中国人教師の中に民族主義的革命思想を抱える人が多い。陳儀兄弟を含め、学生の多くが
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革命青年になった。しかも、辛亥革命の時に、浙江省などでの革命の成功に役立った。陳

義兄弟をも含め、「求是書院」出身の生徒の多くが清末と民国時代の中国政治、経済、社

会および文化などの領域において極めて活躍した人物である。例えば、蒋方震（蒋百里）、

蒋尊簋、史久光、許寿裳、周承菼などとか 

 

1902 年―1909 年 第一次日本留学 

1902 年－1903 年 成城学校 

1903.9―1905 年 振武学校 

1905.4―1906.3 陸軍陸上測量部修技所 

1906.7―1907.6 士官候補生として日本陸軍第 4 師団野戦砲兵第四聯隊に隊付き 

1907.7―1908.11 日本陸軍士官学校第 5 期砲兵科 

1908.12―1909.5 士官実習生として日本陸軍第 4 師団野戦砲兵第四聯隊に隊付き 

 

日露戦争のため、一時的に清国軍事留学生は隊付きできなくなった。それは清国軍事留

学生に大きな影響を与えた。 

例えば、陳儀が陸軍陸上測量部修技所に一年入学したこともそのためである。また、士

官学校の第 4、5、6 期の清国留学生も日露戦争のために影響を受け、特別な学年区分と修

業年限を手配された。もともと毎年受け入れる学生の数、すなわち一期の数は約 50 人に

限ると日本側が詮議したが、途中に退校された学生を除いて、卒業者だけで第 4 期は 74

人、第 5 期は 57 人、第 6 期は 187 人である。さらに、一般には、一年ごとに一期の学生

を入学し、一年半修業して士官学校から卒業するという方式で行われた。しかし、第 4

期は 1906.12―1908.6、第 5 期は 1907.7―1908.11、第 6 期は 1907.12―1908.11 である。士

官学校の卒業者の多くが民国時代の軍閥や高官になり、中華民国政治史において重大な影

響力を有する。陳儀は多くの人と熟知していた。 

因みに、士官学校時代において岡村寧次がその第 4、5、6 期の隊長を務めた。 

 

1909.6―1910.12 

1909 年 11 月、陳儀は留学生に対して「遊学卒業生」試験を受け、「挙人」という功名

と「協軍校」 という軍人の階級を授与された 。その後、彼は清国陸軍部に入職した。 
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1910.12―1911.8 第二次日本留学 

清国陸軍部は、宣統二年十月三十日（1910 年 12 月 1 日）に将校学生の日本陸軍専門学

校への留学を上奏して許可された。それによると、高級な軍事学の専門人材の養成、と将

来中国自分の陸軍専門学校教員の育成のために、清国陸軍部につとめていた日本陸軍の士

官学校とその他の陸軍学校からの卒業生を毎回 18 名選抜して、日本陸軍戸山学校（体操

剣術科と戦術科それぞれ 3 名）、騎兵実施学校（3 名）、砲工学校（砲兵科と工兵科それぞ

れ 3 名）、及び野戦砲兵射撃学校（3 名）に派遣するのである 。陳儀は、その専門学校留

学の第一回目の中の一人として、日本陸軍野戦砲兵学校へ派遣し、1911 年 8 月に修業し

て帰国した 。もともと、陳儀を第二回目の専門学校留学に参加させ、日本陸軍砲工学校

砲兵科に派遣するつもりであるが、辛亥革命の勃発によって、清国陸軍部はその計画を中

止し、陳儀を陸軍部に勤務させた 。 

帰国した陳儀は陸軍部軍学処輜重隊科の二等課員である 

 

二 辛亥革命と袁世凱時代 

1911.11―1912.1 辛亥革命に参加 

 1911.10.10、辛亥革命が湖北省の武昌で勃発した。11 月 4 日、杭州市での革命が成功し

て、浙江省軍政府が成立した。11 月、陳儀は上海に赴き、浙江省軍政府の代表として、「各

省都督代表連合会」に参加した。「各省都督代表連合会」は、アメリカの独立革命の 13

省連合会を真似したものである。上海、武漢及び南京で会議を開き、「中華民国臨時約法」

の起草及び中華民国臨時大総統の選挙を行った。1912.1.1、当選した孫文は臨時大総統に

就任した。 

 

1912.2―1912.7 浙江軍政府軍政司長、浙江軍政府総参議 

 蒋尊簋が第二代浙江軍政府都督に就任、蒋百里を総参議に、陳儀を軍政司長に任命し、

この二職は都督以下の軍事方面の最重要な職である。しかし、革命軍内部の権力闘争で陳

儀は 7 月辞職した。その後、蒋尊簋も辞職した。 

 

1912.8―1914 北京に駐在する浙江都督の代表 

1912.10.18 少将に昇進 
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1914―1916 袁世凱の軍事顧問 

 1914 年には、陸海軍大元帥統帥弁事処参議という要職に務めた。陸海軍大元帥統帥弁

事処は袁世凱が軍権を集中するために設置した中央軍事部門である。参議は 8 人で、実際

の業務運営を担当した。蒋百里と蔡鍔も参議である。 

 

三 第三次日本留学と上海時代 

1917―1919 第三次日本留学 

1917－1919 日本陸軍大学第一期中国人留学生、入学の時に 8 人で、一人が病気で退

学、その後補充してきた人は規律違反で退学させた。そして、卒業者は 7 人である。陳儀

はその 7 人のうちの一人である。 

 

1920－1924  

上海で銀行などを経営していた。しかも、隣接の江蘇省で棉作を中心とする沿海地の開

拓会社を創立した。 

 

四 孫伝芳時代 

1924－1926 「浙軍」第一師師長及び徐州総司令 

孫伝芳は日本士官学校第 6 期の出身で、北洋軍閥の「直系」という派閥の重要な将校で

ある。1924 年、孫は駐在する福建省から浙江省に進攻してきた。陳儀は浙江省の官僚の

要請によって投降などのことを孫と交渉した。その後、孫は陳儀を「浙軍」（浙江軍隊）

第一師師長に任命した。「浙軍」は二つの師から構成されていた。陳儀は「浙軍」第一師

を率いて孫伝芳軍隊の江蘇省などへの攻略を参加した。孫は福建省、浙江省、江蘇省、江

西省、安徽省を占領して、五省連軍総司令官に担当した。陳儀は戦略用地の徐州の総司令

に任命された。徐州は江蘇省の北部に位置し、華北から南下する用地である。 

因みに、蒋百里は孫の総参議であり、岡村寧次は孫の軍事顧問である。 

 

1926 年 12 月 浙江省省長 

1926 年 10 月から、陳儀は部下の陳其采と葛敬恩を江西省に派遣して、北伐中の国民革

命軍の総司令官の蒋介石に面会し、浙軍」第一師の投降などを交渉した。しかし、それを
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知っていた孫伝芳に逮捕され、南京で監禁された。その後、蒋百里などの助けによって釈

放され、上海に赴いた。 

 

五 南京国民政府時代 

1927 年 7 月 中央軍事委員会委員 

1928－1929 欧州考察委員会委員長 

蒋介石の代表として、欧州考察委員会委員長に務め、ドイツ将校のマックス・バウアー

と同行してドイツなどを訪問して軍事施設などを視察し、中独間の経済と軍事協力関係の

成立に重要な役割を果たした。 

 

1929－1933 軍政部兵工署署長、常務次長、政務次長 

軍政部兵工署署長、常務次長、政務次長などを歴任して、蒋介石を中心とする南京国民

政府の軍事工業の建設、軍政事務の処理に尽力した。中原大戦などにおいて、後方勤務な

どについて、蒋介石の地方軍閥に対する戦争に支持した。 

また、日本に多くの人脈を有したので、満州事変以来、張群などと一緒に日本との外交交

渉にも参加した。 

 

1934.1―1941.8 福建省省主席 

福建事変のあと、陳儀は、7 年あまりにわたって福建省省主席に担当した。福建事変と

は、1933 年 11 月、福建省に駐在する地方軍隊と政治指導者が「反蒋抗日」と「民主政治」

等を標榜して独立政権を樹立し、また 1934 年の 1 月、国民政府中央軍の攻撃のため失敗

に終わったということである。そして、陳儀の赴任は、新たな占領地域の接収に等しい。

しかも、1911 年の辛亥革命以来、福建省は軍閥混戦のため被害が極めて深刻である。省

内の各中心地域が様々な部隊に支配され、しかも戦争の勝敗などによって常に変わること

になった。また、山林や農村地域では匪賊が横行した。北伐に勝利した国民政府は、福建

省を自分の支配下に置いたが、そのような混乱した局面は根本的に変えなかった。しかし、

福建省省主席になってから、陳儀は、治安の回復、行政システムの再建、通貨の統一、及

び経済の開発などに大きな業績を上げ、それまでの局面を一新した。もちろん、権力の集

中と統制経済を中心とした陳儀の施政に対して、反対する人と勢力も少なくなかったが、

社会的な動乱や武力的な抗争までにはいたらなかった。1941 年 8 月の免職は、主に福建
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省首府の福州市が日本軍に失われたからである。 

1941.12―1945.9 重慶国民政府中央 

国民政府行政院秘書長（1941.12－1942.12）、「党政工作考核委員会」秘書長（1942.12

－1944.7）、中央訓練団教育長（1944.8－1945.11）などの高級官職を歴任した。また、1943

年 11 月のカイロ会議では、米英中が戦後台湾の中国復帰を協議したので、蒋介石は 1944

年 4 月に「中央設計委員会」のしたに「台湾調査委員会」を設置して、陳儀をその主任委

員を兼任させた。それは、戦後台湾接収の準備工作を実際に担当した部門である。陳儀の

指導のもとで、統制経済を中心とする接収の計画を定めた。 

 

1945.10―1947.4 台湾行政長官と台湾省警備区総司令 

 台湾行政長官として、戦後の台湾接収を主導した。しかも、台湾で行政長官の権力集中

と統制経済を特徴とする政治と経済システムを建設してきた。しかし、政治上の独裁、官

僚システムの腐敗、軍隊紀律の混乱、社会治安の悪化、食糧不足やインフレーションなど

の経済問題によって、陳儀政府に対して、台湾社会は極めて不満していた。結局、一年半

も経たないうちに、陳儀の失脚を招来した「二 二八」事件が発生した。それは、ヤミタ

バコの取り締まりに端を発した警察と民衆の衝突が、台湾民衆の陳儀政府に対する激しい

反抗を引き起こし、また約二週間にわたって全省規模の騒動が続き、最終的には国民政府

の鎮圧行動と陳儀の失脚をもたらしたのである。 

 

1947.5－1948.6 国民政府顧問 

国民政府顧問というタイトルを与えられたが、実際には実質的な仕事がなくて、上海で

一般生活を送っていた。 

 

1948.6―1949.2 浙江省省主席と浙江省保安司令 

国共内戦の末期に陳儀は、蒋介石に浙江省省主席に任命された。彼は、治安の維持、官

吏の整頓、及び生産の発展（基本的にはインフラと近代産業の建設）を施政の三要務とし

て宣言し、またそれに関する政策を施行した。 

しかし、1948 年の年末から 1949 年の初めまでの間に、国民党は数百万人の軍隊が壊滅

して、1949 年 1 月 21 日、蒋介石も責任をとって下野した。1 月 22 日、「華北剿匪総司令」

に任じられた傅作義は共産党に投降して、北京を無血開城した。また、代理総統として、
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李宗仁は、共産党との和平交渉を開始した。 

部下として、長年陳儀を追随した胡邦憲は共産党員である。その時、胡の説得によって、

陳儀は中国共産党に投降しようとした。彼は自分の甥を派遣して投降に関する協議を記述

した直筆の手紙を湯恩伯に交付した。湯は青少年の時、陳儀の大きな援助によって日本留

学などができた。長年以来、両者が親交を有し、父子のような関係を持っていた。当時、

湯は京滬杭警備総司令であり、江蘇省、上海及び浙江省の防衛を担当していた最高の軍事

長官である。しかし、湯は陳儀のことを蒋介石に告発した。1949 年 2 月、陳儀は免職さ

れた。湯の告発を知らずに、2 月 21 日、陳儀は上海の住所に戻った。 

 

1949.2－1950.6 監禁と処刑 

1949 年 2 月 23 日、陳儀は監禁され、同月 27 日に浙江省の衢州市に移され、また、4

月 28 日に台湾に移された。台湾で一年以上の監禁を経て、陳儀は、1950 年 6 月 18 日に

処刑された。 


