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植民地における近代的統治に関する社会学
一一後藤新平の台湾統治 をめ ぐって

野 村 明 宏

は じめ に

日清戦争の勝利によって日本に割譲された台湾は、以後半世紀(1895～1945年)に わたって、日本

の支配下に組み込まれることになる。近代国家の建設を進めるなか、西欧型の軍事力を急速に備えて

いった明治政府であるが、維新後三十年たらずで他国から領土を獲得するという経験は、割譲を要求

した当の政治家や軍部にとっても 「咄嵯の間に成立つたもの」1>であった。概して西欧列強の場合で

あれば、長期にわたって宣教師が入り、布教活動の傍らでその土地の言語や風俗習慣等を調べ上げ、

次いで商工業などの進出を経過 し、現地に関する多くの知識や情報をもった後で、植民地支配に踏み

込んでい った2もしかし、日本の台湾領有はそのような段階的な経験をもたなかったのである。それ

ゆえ、このはじめての 「植民地」に対する明確な統治方針 も、あらかじめ準備されていなかった。台

湾総督府の第四代民政長官3)の職にあった後藤新平は、 「台湾領有の時に其政策の助けとなるべ き我

国民の経験といふものは何 ものも無かつた」上に、 「文明的植民政策の準備行為と云ふものは殆 どな

い」状況の中で、統治に取り掛からねばならなかったと語っている4)。

このように植民地支配に予め準備がなかったことは、日本の統治政策が経験 したひとつの特徴 とい

えるが、それに加えて、欧米のように 「支配一被支配」の関係を 「文明一野蛮」 といった二項図式にそ

のまま当てはめることが一 とりわけ台湾や大陸、朝鮮半島において一 困難であったことも、その

1】伊澤修二 「台湾の学事」 「台湾協会会報」第二号、1898年 。

2)この ような認識は
、伊澤 をは じめ一般 的なものであった心 後藤新平 も同様の ことを述べている。

「台湾 を日本が 占領 したのは、世界列強が、新版図占 領の歴史とは、その方法を異 にして居 る。凡そ世界

の新版図 なる ものは、先づ予備 の手段があつて、而 して新版図を占領する。予備の手段 には、種々の事が

ある。併 し乍 ら、通則 として、必ず有る事 は、宣教師 の先発である。その宣教師が、地 方の土地人情を探

り、地方民を慰撫 し、而 してその歓心 を得る事 を勉め る間に、種々の政策が孕 まれて居 るといふ ことがあ

るのである。然れ ども帝国が台湾 を占領 したのは、斯 の如 き手段 に依 りたのではない」(伊 能嘉矩 「領台

十年史」、台湾 日日新報社、1905年 、5-6頁)。

31就任時の官名 は 「民政局長」
。就任三ヶ月後の六月 の官制改革 によって 「民政長官」に改称 。本稿で

は、煩雑 を避けるため民政長官の官名で統一 した。

4後藤 新平 「日本植民政策一斑」
、拓殖新 報社 、1921年 、4-6頁。後藤 は、ここでさらに続けて、初代

台湾総督の樺山資紀への伊藤博文の訓示さえも 「俄か持 え」であったと述べている。
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特徴 として挙げられる。歴史的 ・文化的伝統を豊富に備えた中華文明圏を植民地支配することは、そ

れだけでも十分な困難を含んでいるが、支配側にたった日本自体が、被支配側の影響下にあったとい

う経験を長らくもっていたこともその特徴のひとつだったのである。それは、少なくとも日本の初期

の植民地統治の障碍となり得る無視し難い条件を与えていた。

本稿では、以上のことをまず当時の状況認識として踏まえていくことから議論をはじめ、台湾統治

をめぐる言説やその技法についての検討に取り掛かっていく。ただし、台湾をケース ・スタディーと

して扱うこの植民地研究は、必ずしも地域研究や歴史的な研究として限定 された範囲のなかでおこな

われるわけではない。これからみていく統治のあり方は、近代社会の権力装置を検討するためのケー

ス ・スタディーとしても有効と思われるからである。本稿では、台湾支配のプロトタイプを形成 した

後藤新平による統治を中心に検討 していくが、そこには近代社会の権力が備えている特徴 とも通底す

るところが多い。極めて端的には、近代社会の権力は、唯一の主権者としての君主が絶対的な力を独

占し、 「支配一被支配」の対立軸が顕在的に存在するような 「マクロな権力」によって示されるので

はなく、人々を個別化した上で社会全体に取り込み、特定の規範や価値観を日常生活の隅々にまで浸

透させてい く非人称で匿名的な 「ミクロな権力」によって示される。そうした権力は、たとえば教育

政策や社会資本の整備、医学 ・公衆衛生の普及、人口統計などの調査研究といった近代的な統治技法

のなかに折 り込まれることになるが、それらは後藤新平が台湾統治に際しておこなった諸政策でもあっ

た。植民地支配は、武断主義的で専制的なマクロな権力のみによるのではなく、むしろミクロな権力

によってはじめて円滑に遂行され得るものだったのである。これを敷彷すれば、この植民地では近代

社会一般における行政管理の技術が、ある種凝縮したかたちで行使 されていたとも捉えうる。

そして本稿が扱う帝国主義下台湾の場合、この権力が先に述べた日本のおかれた状況 との交錯のな

かから現出してい くことが、論じられることになるだろう。

1統 治 の 二 原 則

明治 政府 は、統 治 制度 の 立案 の た め に伊 藤博 文 を総裁 とす る台 湾事 務局 を設 け、 い わ ゆる御 雇外 国

人に諮 問 してい る。 なか で も、司 法省顧 問で イ ギ リス人 の カー ク ウ ッ ド(WilliamMontagueHamme㏄

Kirkwood)5)は 、求 め に応 じて数 多 くの覚 書 や意見 書 を提 出 し、 当時 植 民 地統 治 に 関す る知 識 をほ とん

どもた なか った政 府 当局 者 に大 きな影響 を与 えた人物 で あ る。 既 に領有 当初 か ら意 見 書 を提 出 してい

た カ ー ク ウ ッ ドは、1898年 台湾 視察 か ら戻 っ た後 「台湾 に関す る覚書」 を提言 と して ま とめ てい る。

そ して この覚 書 に 関す る説 明会 の 中で は 、植民 地統 治 の原 則 と して次 の 二点 を挙 げて い る6)。

5)カークウッ ドの略歴 については
、た とえば手塚豊 「司法省御雇外国人カー クー ド(続 続 ・明治法制史

料雑纂 三)」 「法学研究」 第40巻 第3号、1967年 があるが、カ ークウッドと台湾 との 関わ りについての記述は

ほとん どない。
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第一の原則即ち目的は人民をして政府に悦服させると云ふこと[… …]第 二の点は収支をして

相償はしめ又はでき得べきならば入るものをして出るものより多からしむること

すなわち、植民地支配の安定かつ効率的な遂行にはまず、支配者としての威信が必要であるととも

に、たとえ剰余を生むまでには至らずとも植民地本国の負担にならないように統治コス トを抑えるこ

とが肝要だとされている。カークウッドは台湾の 「人民の満足する様同島を統治する」とともに、 「同

島を開発 し其の利益を増進するを以て施政の主眼とし」なければならない7)とも述べているが、それ

は台湾の立場からなされた提言ではなく、あくまでも支配者である日本の立場に有効な統治を進める

ための必要課題か ら 「主眼」とされているに過ぎなかった。 ここでは台湾人の幸福(「 人民の満

足」)が 、政治の達成すべき目標とされるというよりは、むしろ統治が遂行されるための必要条件に

位置付けられている。一般に良き政治の所産としてみなされる幸福は、支配者の威信獲得のための条

件として、あるいは統治の存続や発展のための手段として要請されるものとなっている。

しかしながら、領有当初、このようなカークウッドの掲げる原則に沿った統治を進めるには全 く困

難な状況におかれていたのである。

「コス ト」の■み

明確な統治ヴィジョンのないまま、1895年5月 台湾に上陸した日本軍は、以後頑強な抵抗にあうこ

とになる。三万余 り台湾に駐留 していたといわれる清国政府の兵員の多 くは大陸へすでに引き揚げて

いたが、台湾の中国人は 「台湾民主国」という新国家の独立を宣言 し、抗日姿勢を明確に示した。初

代総督 ・樺山資紀は同年六月の伊藤博文への上申書において 「台湾島の授受は完了せりと錐も本島の

形勢はあたかも一敵国の如 く[… …]。 今後幾多の戦闘あるを免れず。故に、名義上より言へば台湾

は既に帝国の新領土なりと錐も、実際の状況は外征に於けるに異なることなし」8)と報告 している。

台湾上陸は日清戦争の継続,)、或いは新たな戦争状態への突入であったとみなすこともできる。ただ

し、この台湾民主国は欧米列強の支持 を取 り付けようとしたが黙殺され、結果としては鎮圧されるこ

6}「カ ークー ド氏 台 湾二関 スル覚 書説明 筆記」第 一回
、2頁 、 「後 藤新平 文書」マ イクロR25-7-33-

3。表紙 には、説明会 の開かれた 日付である明治三十一年三月八 日の記載 とともに 「秘」 の印が押 されている。

原文は漢字片仮名文。なお、水沢市立後藤新平記念館所蔵の 「後藤新平文書」は、マイクロフィルム化 され(全

88リ ール)、 他の幾つかの図書館 に所蔵 されている。

7)カークウッ ド 「台湾二関スル覚書(一 千八百九十入 年三月八 日演述ノ為 ノ)」 「後藤新平文 書」マイ

クロR25-7・33-2。原文は漢字片仮名文。

8)「台 湾直任文 武官 取扱 ノ件 」伊 藤博 文編 「秘書類 纂 台湾資料 」
、原書房、1936年(復 刻 版1970

年)、448頁 。原文は漢字片仮名文。

9)大江志乃夫 「植民地戦争 と総督府の成立」 「岩 波講座 近代 日本と植民地2帝 国統治の構 造」
、岩

波書店、1992年 、5頁 。
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とになるが、激 しい抵抗のため総督府が平定宣言を出すのは、上陸五ヶ月後の同年10月 になってのこ

とだった。 この征服戦における台湾側の犠牲者蜘 ま、1万4㎜ 人以上 にものぼっており、 日本側 も近

衛師団長 ・北白川能久の戦病死をはじめ、日本軍の兵士にとって慣れない熱帯の風土という悪条件 も

相侯って、戦死 ・戦病死者は4500人以上を数えた。鬼大な流血の末にようやく出された平定宣言だっ

たといえよう。

その後、このような台湾民主国の抵抗は鎮圧されたとはいえ、治安維持は一向に確保されず 「土匪」

と呼ばれた漢族のゲリラ的な武装集団と台湾先住民族による武力抵抗が頻発する。下関講和条約の際、

清国の全権 ・李鴻章は 「台湾は難治の地なり日本之を得るとも益なかるべ し」ゆと忠告 し、台湾授受

の際の全権であった李経方は 「台湾島民は元来標桿強暴」塒にして他の中国人の比ではないと語った

という。ときの政府を悩ます頻繁な反抗は、日本の領台以前からすでに諺のように 「三年小叛、五年

大叛」と言われ、台湾人は統治困難な 「化外の民」とみなされてきたのである量%そ してこの 「土匪」

対策が、総督府にとっても最重要課題となってい く。これによって、治安維持に掛かるコス トは、総

督府経費の多 くを占めるほどに彪大になり、植民地本国の財政負担も重くしていった。

このように、 「土匪」を鎮圧することは統治コス トを抑えるための最優先の課題であったが、その

対策については後述することにして、つぎに統治者としての 「威信」の欠如に関する当時の状況をみ

ていきたい。

「威信」の軽 さ

台湾統治をめぐる威信獲得の要請は、二つの観点からなされていた。台湾人に対する支配者として

の威信と、欧米人に対する 「文明国の一員」 としての威信である。欧米列強以外で唯一、他国の政府

との交戦によって植民地をもった日本にとって、このはじめての植民地統治を成功させられるか否か

は、 「文明国」として認められ不平等条約を撤廃するという国家的課題とも大きく関わっていた。

しかし、そのためには優秀な人材が必要であったにも関わらず、領有当初台湾に赴任 した官吏の質
エしまうれいコ

は非常に低かった といわれる。台湾には 「痺瘤の地」B)というイメージが刻印され、ペス トやマラリ

アなどの伝染病が恐れられていたこともあり、台湾勤務はあたかも 「島流し」、 「左遷」のような地

方勤務 とみなされていた。後藤新平が語るには 「人に台湾に往かぬかと言えば真つ平御免だと言うて

皆腰を抜か して仕舞う」といった有様であり、 「西洋に往つた人は二年か三年 も居つて国に帰れば威

10鄭珂通世 「台湾に関する意見」 「台湾協 会会報」第六十六号
、1904年 。

u】伊能嘉矩 「領台十年史」
、台湾 日日新報社、1905年 、23頁 。

12鵜見祐輔r後 藤新平 」第二巻
、到草書房、1965年 、89・90頁。後藤の女 婿であ り、 且つ文筆家で 政治

家で もあった鶴見 によって編まれた本書 は全四巻、四千頁以上 からな り、豊富 な一次資料や統計データ等が記載

されている。政治家 の評伝 としては、質量 ともに出色 のもの とされる。

13)前掲
、鶴見 「後藤新平」第二巻、361頁 。
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張れると云ふ楽もある、ところが台湾へ官吏が転任 したときには再び昇進の途がない、彼は台湾に居

つたから駄目だと言ふので中々其希望が達 しがたい」且4)というように台湾勤務の不人気は深刻なもの

だった。そのようなことも関係 し、官吏の士気やモラルは低 く 「人民をして政府に悦服させ」威信を

示せるような状況でもなかったのである。カークウッドが報告するには、 「巡査が契約の済み次第成

るべ く早く内地に帰ること計 り希望して彼地に居る間、金を溜めてさうして帰って来やうと云ふ者ば

かり」であったという15)。

そしてそのようなモラルの欠如とも関係 し、軍や警察は寺院や墳墓の占拠や破壊によって民情を逆

撫でするようなこともおこなっている。総督府初代学務部長だった伊澤修二によれば、台湾領有当初

の様子は次のようであった。

[孔子廟の前は臨時野戦病院として占拠され]孔 子祭に用ひる祭器などはどうなつて居るかと調

べると、皆兵士が来つて各自に殆ど略奪すると云ふ有様でありました。それから、彼処の脇に天

角堂が在るが、其処からは四書五経を持出して、半分切つて捨て ・ありました1%,

このような現地の文化や慣習の無視だけではなく、台湾人への残虐行為も加えている。台湾高等法

院長であった高野孟矩が批判 している当時の状況は以下のようなものであった。

日本軍人にして民家の婦に情を通じ其痴情の極兵卒を引率し来たり其民家に放火 し其婦の夫及家

族若 しくは隣人数人を殺害せしこと又は軍夫その他下等の日本人等、漫りに戦勝の威を弄し、理

由なく支那人を凌虐 し、即ち理不順に之を殴打 し、又は財物家畜を奪掠し、若くは婦女を姦する

如き非行を為すもの多く加之憲兵巡査等が支那人種を待遇する状態も亦内地人に於けると極めて

大なる相違あり其甚敷に至りては意に任せて逮捕拷責を公然行なふて顧みざる如 きη)

異民族や他国への侵略の際には、ほとんどの場合略奪や暴行が伴い、それは厳 しく非難されるにし

ても、日本の統治に限られたことではないとはいえるかもしれない。また、政府や総督府の上層など

はそのような蛮行に対する欧米からの非難をなによりも危惧し、それらを防止すべきであるという常

識も備えていた。 しかし、日清戦争を前後 して 「日本人」あるいは 「内地人」というような 「民族」

亘4後藤新平 「台湾の実況」 「台湾協 会会報」第七号
、1899年 。

且5)前掲 「カークー ド氏 台湾二関スル覚書説明筆記」 第一回
、37頁 。原文 は漢字片仮名文。

且6〕伊澤修二 「台湾教育 に対 する今昔の感」r伊 澤修二選 集」
、信濃教育 会、1958年 、648頁(初 出は、

1908年 の台湾縦貫鉄道貫通式での演説。r台 湾教育」第80、81号 掲載)。

i71水上熊吉編 「前台湾高等法院長 高野孟矩剛骨諏」
、廣文堂、1902年 、26頁 。

京都社会学年轄 第7号(1999)



6 野村:植 民地における近代 的統治に関する社会学

や 「人種」の概念のなかに、他のアジア人への差別意識が徐々に折り込まれ、暴力が増長されたとい

うことは留意しておかなければならないL%

しかも、日本人の差別意識には被支配者への威信が伴っていたというわけではない。領有当初、こ

うしたことによって不安と反感を植えつけるばかりでなく、現地の人々の尊敬を得ることのないよう

な日本人が植民者として入ってきたからである。開拓農民が入植していった北海道などとは異なり、

すでに人口稠密の台湾は、定住志向者のための植民地になり難く、 「山師や無頼漢とか食いはぐれの

行 く処のやうに見倣されて」19)おり、一撲千金をめざす移民者の割合が高かった。また台湾在住の内

地人女性の大半は娼妓であり、日本人官吏らが彼女らと 「醜態」をみせていたという。

以下の引用は少し長 くなるが、そのような当時の台湾の状況をよく伝えている報告である。

一ッ不感心なことを言ひますと日本人と土人との間の邪魔は風俗習慣の相違である[… …]

其風俗に良いことがあると云ふのは酒を飲んで酔つて歩くと云ふ奴がない、それから放歌する

奴がない、それから公然と婦人と戯れて居るというような者がない、然るに日本人はどうであ

るかと云ふと、上下一般の仕事の余暇には何をするかと云ふと酒を飲んで女を戯れるのである、

新領土であるか らさう云ふことは仕方ない言つて恕する人もあ りますが私は新領土であるから

して尚更其辺は謹まなければならむと思ふ、然るに台北に行つて見ましても台南に往つて見ま

しても其町を践雇 して歩いて居 るのは何かと云ふと芸者であるとか、乃至は酌取女とか云ふも

のである、其践雇の一端を言へば台北で日本人の車夫を抱えて居る者は高等官 と芸者である、

台北に日本人の婦人が千三百人程居る、其内に娼妓と芸妓と酌婦が八百人以上 も居る、そう云

ふやうな風俗であつて人民に威厳を示すべき役人がその辺にあるところの酒楼に登つて土人の

見て居る前で酒を飲み女と戯れ醜態を極めて居る、彼等をして軽蔑の念を生ぜ しむるのは当た

り前である[… …]其 最も悪い風俗が台湾に行はれて居るから土人が之を見て日本人と云ふ奴

はやはり夷秋である、彼等は文明とか何とか云ふけれども其実は生蕃同様なものであると考へ

ても仕方がない、彼等が日本人を軽蔑して居る様子は多弁を要せず台北城即ち総督の御膝元に

於てすら車夫が通行人に対して乗車を勧めるときに大人という言葉を決 して言はない蓋く皆 禰

と云ふ、ニーと云ふのは同輩に対する言葉であつてお前と云ふにすぎない[… …]斯 の如き些

事のために土人から軽蔑され治下の妨害となるかと思ふと実に心外で堪 りませぬ(強 調、引用

者)20)

!8駒込武r植 民地帝国日本の文化統合」、岩波書店、1996年、40頁。

!9〕添田寿一 「台湾談」 「台湾協会会報」第二十号、1900年。大蔵次官を経て最初の台湾銀行総裁に就任
した添田はこの引用の後で、 「けれども今日はそうでない、段々宜い方向に向かひつつありまして大分今日迄は

内地に於いて排斥されたる人が践雇して居つたのが漸次確実なる人が表面に出ると云ふことになっている」と続
けている。本文に引用した箇所は領有当初の状況であり、ここで 「宜い方向」に向かっているとみなされている

時期は、後藤による統治が始まって約二年後にあたる。
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野村:植 民地における近代的統治に関する社会学 7

日本人は台湾人への暴力や侮蔑行為をする一方で、このように現地の風俗習慣にとって軽蔑される

に値する状況が日常的にみられたことがわかる。当時の統治に対するメディアからの批判には 「欧米

人の海外発展の先頭には、十字架を捧げた宣教師が立つている。然るに日本人の海外先駆者は、紅裾

を翻へせる婦人軍だ」2:)という辛辣な皮肉を込めたものさえあった。付言すれば、日本人車夫や娼妓

は、日本人だけを相手に商売 していたのではなく、台湾の富裕層も客にしていた。戦勝国として台湾

を支配している一方で、現実には 「主従」が転倒 した状況 もみせているように、内地での貧困層が移

住することによって 「威信」どころか日本の経済力の貧しさを曝 していたということができる。前述

の 「台湾の現状」は、風俗習慣における在台日本人の恥ずべき行為を危惧をもって報告されたもので

あるが、それら以外にも金銭上の トラブルなどもあり、法律による取 り締まりを求める声さえでてい

る。

風俗といひ、信用といひ、総て師表となるどころでない、寧ろ彼等の軽蔑を受けるに値ひするや

うなことが多いのである、是は若し出来得べ くんば法律の力を以てして も矯正する方法を講 じた

いと思ふ程甚だしいのである、其第一例として此前にも私は調べてきたが内地人と台湾人との間

の訴訟事件の関係を見ると、一審でも二審でも多くは内地人が被告に立つて、さうしていつでも

負けて居る、さうして其訴訟事件はどういふものであるかと云ふと建物 を引渡 して呉れとか、或

は金銭の賓懸代金を払はないとか、借家料を払はないとかいふ問題が多いのである22)

統治者であり 「文明国の一員」を自負しながら、現実には支配国の人間が、基本的なモラルに欠け

るふるまいによって、被支配者に訴えられ敗訴になることも珍しくなかった。また、カークウッドも

台湾視察において 「下賎の日本人の来ることを止める法律を作ることは出来ぬであらうか」という質

問を台湾各地で受けたことを報告 し、威信獲得にもコスト削減にも貢献 しない下層植民者の制限を提

案している既

文化および身体の劣性

威信の欠如は、以上に列挙してきた要件からのみ論 じられるのではなく、さらに根深い要素も含ま

れていた。すなわち、日本人が他のアジア人に対 してもつ 「身体面での劣性」と 「文化 ・精神面での

20〕土屋元作 「台湾の現状」r台 湾協 会会報」第六号
、1899年 。

2D前掲
、鶴見 「後藤新平」第二巻、247頁 。

221森田茂吉 「台湾の現況」 「台湾協会会報」第三十六号
、1901年 。

鋤前掲 「カークー ド氏 台湾二関スル覚書説明筆記」第三回
、7-8頁。原文 は漢字片仮名文。
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劣性」である。それらは西欧による支配とは異なり、統治における威信獲得への少なからぬ障碍とな

りえた。

まず体格や体力の差は、その単純さゆえに、日本人と朝鮮人や中国人との間の優劣が一目瞭然に判

別される。小柄な日本人が 「見た目」で他を圧するような威厳をもたないことは、いうまでもなく支

配にとって少なからぬ不利 と感じられる。初代民政局長だった水野遵は、中国大陸と朝鮮半島の視察

からの帰国後の講演で、 「髄力と云ふものはどうしても朝鮮人に及ばぬ併 し日本人は胆力があり機敏

であると云ふことを申して居るが全 く自然の 「ナチュール」の力に依つて比較 してみたならばどうで

あらうかとわたしは思ふ」という認識から、 「日本人が戦勝国の文明の人民と云ふて甚だ誇つている

のは恥つかしい、[… …]小 さい男が鳥打帽子などを被つて意気揚々として歩行 して居るのは我々日

本人から見ても可笑 しい況して外国人から見ると劣等動物が歩みて居るやうでございませう」と、自

民族のことに対して幾分自嘲気味ながらも、率直に心情を吐露 している鋤。このような身体面の劣性

は単純でわかりやすいだけに、威厳の欠如と結びつきやす く、また、西欧人のように支配側が体格的

にも優っていることと照らし合わせても、統治に不安を抱かせるものであった。

しかし威信にとってさらに重要な問題は 「精神的 ・文化面での劣性」にあった。そのような劣性は、

日本が近代以前まで中華文明圏の周縁に位置し、その文化を規範として仰ぎ、模倣 してきた立場であっ

たという歴史認識に基づ く。たとえば徳富蘇峰は、戦後の回想の中で 「日本は支那に向つて、何等誇

るべきものを持たなかつた。何を以て支那と比較しても、日本には勝目が無かつた。勝目どころでは

ない。全 く問題にはならなかつた」鋤と語っている。蘇峰の認識は、階唐の時代以来の歴史観に基づ

くところが大きいが、明治以後でも四書 ・五経のような経書への造詣や漢詩 ・漢文などの教養におい

て日本が劣っていたという判断も含まれよう。もちろん、そのような考え方が近代化の中で否定され

る思潮にもあったということはいうまでもない。伊澤修二が、中国の従来の教育は 「千字文、文選、

四書、五経の暗譜に過 ぎざるを以て廿才尚ほ一の書簡を認め得るものなし。彼等の教育は唯一の儀式

即ち装飾に止 りて実用に遠ざかる事甚だし」26}と断じたように、近代化における実用主義からその価

値を低 くみる立場を採ることもできた。しかし、それでもなお、この同じ論者は 「台湾の人は中々書

が上手です。大概の日本人には、台湾人位に書が書ける人は少ない。[… …]我 々は、字を書 くのに

悪書の代 りに早い[… …]け れども書の美 しいといふことに於ては台湾の人には叶はぬ」2ηと語 り、

台湾の学生は 「中々文章などを書かせては、内地の中学卒業生などの及ぶところではない。漢文を書

餌1水野遵 「支那朝鮮漫遊談」 「台湾協会会報」第十九号
、1goo年 。

25〕徳富猪一郎 「国史よ り観 たる皇室」、藤巻先生喜寿祝賀会、1953年 、16頁 。

箆】伊澤修 二 「台湾教育談」
、前掲 「伊澤修二選集」、570頁(初 出は、1895年6月5日 広 島新聞。のち、

国家教育39号 に転載)。

27】伊澤修二 「台湾公学校設 置に関する意見」
、前掲 「伊 澤修二選集」、621頁(初 出は、1897年 。帝国

教育会における演説)。
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野村:植 民地における近代的統治に関する社会学 9

かせると、立派な漢文を書 く人達である」ということを認めてもいる。伊澤の場合、統治を円滑にす

るために台湾の文化や旧慣を尊重することが必要であるという認識がとられていたが、旧慣尊重の際

には日本の劣性が意識されるという可能性もあったのである。

儒教的な文化や肉体的側面において日本の劣性を認める論者たちは総 じて、自分たちが近代的な物

質文明や自然科学の分野において優れていることを重視するとともに、中華文明圏にはない忠君愛国

の精神や万世一系の天皇制に恵まれていることを最後に強調することによって論をまとめている。 し

かし、植民地における教化の際に、儒教の経書やキリスト教の聖書のような普遍的なテキストを自前

でもたない上に、拠って立つ近代文明が模倣であり、西欧からもアジアからも周縁に位置していた日

本にとって、支配国としての威信を得にくい状況は避け難かった。

概 して欧米の植民地支配は、軍事力や科学技術などの物質的優位と普遍宗教に基づ く 「文明化の使

命」、 「白人の責務」 といった旗幟のもとで、ねじれのない自信に依拠 しておこなわれた。ところが

日本の場合、西欧文明を他のアジア地域に先んじて受容し、物質文明では優勢にあるとはいえ、それ

はあくまでも借 り物であり、これまで長く文化的な影響下にあった中華圏に対する支配にあたって、

従来の文化 ・精神面での劣性やコンプレックスをなんらかの方法で抑圧させるか、その顕在化を回避

させなければならなかったのである。

2後 藤新 平の政 治思 想

日本の台湾統治は、コストの重みと威信の軽さというふたつの難題を抱えて開始されたが、この問

題は 「文明一野蛮」の二項図式 とも関わっている。一般に帝国主義は、支配者である 「われわれ」が

文明側にあり、未開状態の 「彼ら」を従属させるという単純な構造に当てはめられて理解されやすい。

もちろん、この認識枠組みは 「われわれ」の側からの一方的な価値判断に基づかれたものに過ぎない。

しかしそれにも関わらず、前章で論 じたとおり、日本の台湾統治では、この 「文明一野蛮」という単

純な二分法を、自他ともに当てはめにくい要素を含んでいたのである。

こうしたさまざまな劣性は、日本がいまや政治的に優位な立場にたったからこそ、意識のなかで前

景化 し、我慢のならないものとして目立ちはじめる。それは少 し観点をずらせば、自らの劣等感を抑

圧 しようとすることを通 して、かえって劣性やコンプレックスが反動として維持、強化されるものと

.して分析できるのかもしれない。こうした反動形成的な意識は、ともすれば他者への極端な差別へ と

転換される場合もあろうが、しかしながら、本章以降で検討していく後藤新平の統治では、そうした

倒錯に陥ることのない、別のかたちでの統治が試みられている。その統治は、後藤が自ら委ねていた

近代理性の絶対性への疑うことのない信奉に基づかれていたからである。そこで、まず後藤の統治が

描いていた政治思想をみていくことにしたい。

京都社会学年報 第7号(1999)
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r国家衛生原理』をめぐって

後藤新平28)は医師出身であり、その政治的キャリアを内務省の衛生官僚からはじめている。1898年

に台湾総督府の民政長官に任命される前には、内務省衛生局長(1892～3年 、1895～8年)を 務めてい

るに過ぎなかったが、日清戦争後の大量帰還兵(約23万2㎜ 人)29}に対する前例のない検疫事業に成

功するなど、内務官僚 としての力量が評価されての抜擢だった。民政長官は、台湾総督の下で具体的

な統治政策の立案と実行を取 り仕切る総督府ナンバー2の地位にあたる。後藤は、この民政長官に就

任当時42歳 という若さであり、政治全般にわたる行政手腕も未知数に近かったものの、この八年後、

台湾での成功によって初代満鉄総裁の要職に転 じ、中央政界に復帰後は逓相、内相、外相、東京市長

などを歴任 していく。このような多彩な政治経歴をもち、首相候補級の政治家にもなるが、彼の政治

思想は、衛生行政官の時代に出版されたr国 家衛生原理」(1889年)の 中にすでに胚胎されていた。

ヒの著作は、日本の衛生行政における古典としての意義をもつだけでなく、近代化の流れのなかに身

を置いた後藤自らの世界観や国家観、人間観を表明したものであ り、生涯にわたる一貫 した政治思想

の基調をなしている点においても重要な意義を備えたものである30㌔医学を出発点とした後藤は、明

治近代以降の政治の理想を、法律万能主義的な行政ではなく、自然科学(生 物学)に 基づかれた 「科

学的行政」に求めている。これからその政治思想を 「国家衛生原理」を中心にみていくが、まず簡単

にその論点を先取 りしておくと、著作のタイトルからも伺えるように、後藤は国家の担う根本的な役

割を 「衛生」に据えている。ここでいう 「衛生」とは今日的な言葉では福祉に相当するといってよい。

国家は 「衛生的団体」であり、人々の生存や生活の全般にわたって深 く関与する行政管理者 とみなさ

れている。そして、この福祉国家論的な後藤の政治思想は、台湾統治が直面していた威信獲得やコス

ト削減といった懸案事項に対しても、適合的な政策を打ち出していくことになる。

それでは、もう少 し詳細にその議論に踏み込んでいくことにしよう。まず後藤がもつ政治思想の発

想の原点には、ダーウィン流の進化論にあった。すなわち、いわゆるソーシャル ・ダーウィニズムが

彼の世界観であり、彼の政治思想の基盤 ともなっている。進化論的生物学によると、人類もまた他の

生物と同様に適者生存の法則の支配下に置かれ、苛烈な生存競争に巻き込まれていることになるが、

28)後藤新平(1857～1929年)に 関する全 般的な研究と しては
、前田康博 「後藤 新平」神 島二郎編 「現代 日

本思想体系10権 力の思想」、筑摩書房、1965年 。溝部英章 「後藤新平論一 闘争的世界像 とく理性の独 裁〉」

r法学論叢」第100巻 第2号1976年 、第101号第2号1977年 。北岡伸一 「後藤新平」中公新書、1988年 、などがある。

後藤 の台湾統 治に関する代表的 な研究 としては、小林道彦 「後藤新平 と植民地経営一 日本植民地政策の形成 と

国内政治」r史 」68巻5号1985年 があ る。後藤の内務省時代 の衛 生行政 に関す る研究 と しては、尾崎耕司 「後藤

新平 の衛生国家思想 について」 「ヒス トリア」第153号 、196年 。笠原英彦 「明治十年代 における衛生行政一 後

藤新平 と 「日本的」衛生概念の形成 」 「法学研究」第70巻 第8号、1997年 などがある。 なお、本稿 における後藤

の政治思想については、 とりわけ溝部の優れた論考 を参考に している。

29》前掲 、鶴見祐輔 「後藤新平」 第一巻、745-747頁 。検疫 した船舶は687艘(113万5千 トン)。 なお、 こ

の1895年 の検疫事業をおこなったときの官職 は、臨時陸軍検疫部 事務官長。検疫部 の部長には、児玉源太郎が

就 いていた。

3。揃 掲
、鶴見祐輔r後 藤新平」第一巻、354頁 。
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野村:植 民地における近代的統治に関する社会学 11

それこそが彼の描 く世界像なのである。

り む り り 　 　 り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む 　 　 　 り り り 　 り 　 む 　 り り 　 　 　 り 　 　 り り り

今や生物世界に於て生存競争の道須奥も絶ることなく適者生存の理須曳も離れる可らさるの説は
　 　 　 　 　 　 　 り 　 　 り り 　 り 　 　 り む 　 り 　 　 　 り り 　 り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　

当世の諸家挙て肯挙する所なり故に荷も生を有するものは競争の攻撃に抗抵し若 しくは之を剋制
　 　 　 り り り 　 　 　 　 　 　 　 ゆ 　 り り 　 り 　 　 り り 　 　 　 り 　 　 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　 む 　 　 　

して適当の給養生殖を営み得るに非すんは其生存を全 くすること能はす独人類に至りて何ぞ然ら
　 　 り り 　 　 　 り り 　 　 　 　 り り 　 　 り 　 　

さる の理 あ らん や人 類 も亦 実 に生物 の一 な り3且)(強調 、原文)

このような弱肉強食の闘争的世界の中で、人類は多種多様な生物のなかのひとつの種にす ぎない。
　 　 む む 　 り 　 り 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　 む 　 　 　 　 む 　 り 　 　 む 　 　 　 　 　 　

近代的世界が 「殖産貿易と云ひ道徳経済と云ひ学術工芸と云ひ忠君愛国と云ひ千差万態に渉る」様相

を呈 しているといっても、それは各人が自らの生存を勝ち取り、 「心体の健全発達に満足なる生活境

遇即生理的円満Physiologisch㎞teglit翫(生理的円満とは神心及び五官の感覚肢体の動作生殖給養の機

能健全にして外来の害因を節制 し生活上不足なきを謂ふ)を 享有せんとする目的」32》を叶えようとす

る欲望に基づかれているからに他ならない。後藤は、そのような自己保存に何 ら不足のない 「生理的

円満」を獲得することに駆り立てる欲望を 「生理的動機」と呼ぶ。換言すれば、人類は 「生理的円満」

を 「最終の目的」とする 「生理的動機」に突き動かされることによって、闘争的世界を繰 り広げてい

るというのである。こうした後藤の世界観は、生存をめぐる私的欲望が激しく相克し合うアナーキー

な態勢をみせている。いわばホッブズ的 「万人の万人に対する戦争状態」が人類にとっての 「自然状

態」というわけである。

しかしダーウィン流の進化論 と異なるのは、人類が適者生存 ・弱肉強食の競争原理におかれている

とはいえ、個々人の自己保存が絶えず危険にさらされるままに投げ出されているのではなく、人類に

は他の生物と同様にこの状況を回避するための 「動機(即Trieb)」 として 「社会的団結力(又 社交

力Geselligkeitstheb)」が備わっていると論 じられる点である3%こ れにより、 「戦争状態」から公共

的秩序を築 くために主権者が発生するという理路に繋げられることになる。この主権者が、私的利害

の錯綜した闘争状態に終止符を打ち、普遍的秩序へと導く国家にほかならない。普遍的理性を備えた

「至高有機体たる国家」糾}は、個人を超えた公共的利益に導 くために、普遍的法を定める裁定者とし

ての位置に君臨する。後藤によれば、ここに唯一の主権者としての国家が絶対主義的性格を帯びて成

立することになるのである。

3り後藤新 平r国 家衛生原理」
、忠愛社、1889年 、15一玉6頁(復 刻版 が、滝 澤利行編 「近代 日本養生 論 ・

衛生論集成」 第9巻、大空社、1992年 に収録されている)。 原文は漢字片仮名文、濁点句読点な し。

32}前掲
、後藤新平r国 家衛生原理」16頁 。原文では括弧内は割注 となっている。

33)前掲
、後藤新平 「国家衛生原理」64-65頁。

舗前掲 、後藤新平 「国家衛生原理」33頁 。
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12 野村:植 民地における近代的統治に関する社会学

付言すれば、こうした後藤の人間観および国家観とは対極にあるものとは、各人の私的利益の自由

な追求が、予定調和的に社会を形成するという社会思想である。自律した個々人の行為の総体は、私

的であると同時に合理的でも南る判断に基づ き予定調和のうちに有機的に連関するのであり、そこに

社会が成立する萌芽があるとみなされる。したがって、このパースペクティヴの下では主権者は国家

ではな く、国家を構成する個々人であるということになる。このような政治思想 はJ.ロ ックに代表

されるが、この民主主義思想の場合、国家の役割は非合理的な逸脱者を抑圧、排除するための狭義の

警察権力に局限されることも認められよう。しかし、一方の後藤の政治思想の場合では、諸個人を 「生

理的動機」に突き動かされる非合理的盲動的存在とみなし、国家は大文字の医師として、患者たる人

民を治癒矯正する 「衛生的団体」ということになる。すなわち国家は人々の生存をめぐって権力を遍

く作動させているのである。つまりロック流の民主主義国家では、人々(逸 脱者)の 死の周 りを旋回

して権力を振るうが、後藤の国家に見いだすのは、人々の生存 をめぐって絶え間な く駆動 している

「生一権力」である。この生一権力は、人々の生を奪い死を与えるのではなく、死を遠ざけ生を与える

契機に関わっている。後藤によって捉えられた世界観は、権力が作用していなければ、人々は自らの

生存を満足に維持できないとみなす点で、きわめて近代的な世界像めひとつを提出しているといえよ

う。後藤の描 く国家像は今日の福祉国家と近似 していることが容易に分かるように、国家はその成員

の生活全般に積極的に関わっていくべきとされる'。しかも、 「衛生的団体」としての国家は、人々の

「生理的円満」へと導 く普遍的理性を行使する手段において、 「生理的動機」に基づかれ視野狭窄に

陥っている諸個人以上に卓越しているという確信を前提にして、絶対的な権力の行使が認められるこ

とになる。

ただし、後藤の政治思想はこのような西欧政治思想のふたつの流れの一方を単に選び取り、輸入 し

たというわけではない。衛生行政に携わる中での経験が、西欧の政治思想に折 り込まれることによっ

て、具体性 を帯びて結実されていったものである。後藤は、民政長官として統治政策を実行 していく

際にも、このようなソーシャル ・ダーウィニズム、社会契約説、国家有機体説を混成させた政治思想

に基づき植民地経営を押し進めてい く。民政局長に就いて間もないときに台湾総督の児玉源太郎へ提

出された 「台湾統治案」では、 「国家衛生原理」で示した政治思想を台湾統治にも直接反映させよう

とする見解が論じられている。

凡そ植民経営の大胆は、今 日の科学進歩に於ては、須 く生物学の基礎 に立たざるべか らず。生

物学の基礎 とは何ぞや。科学的生活を増進 し、殖産、興業、衛生、教育、交通、警察等、皆此

に基を開き、以て生存競争場裡に立ちて、克く適者生存の理を実現すること之なり35)。

鋤後藤新平 「台湾統治案」、前掲、鶴見 「後藤新平」第二巻、38頁 。原文は漢字片仮名文。
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野村:植 民地における近代的統治に関する社会学 13

こうした政治的態度をとる場合、台湾に対する文化的劣性などは、もはや視野の外部におかれ、重

大な問題とはならないということも分かるだろう。この世界が、帝国主義的な領土拡張競争という苛

烈な 「生存競争」を繰 り広げられている潮流の中にあると捉えたとき、科学的優位性によって生を維

持することに卓越 した側の国家として、日本の台湾に対する文化的な劣性は主要な問題ではなくなる。

ただし、文化や習慣、社会制度などの相違は無視されるわけではない。むしろ、後藤の 「生物学の

原則」に基づ く統治方針は、そうした差異を十分に把握し留意する必要性を主張するものでもあった。

つまり、各々の生物種が固有に備えた多様な性質に応じて、その対応もさまざまでなくてはならない

ことは、現実の政治においても適用されるのである。医師が患者の病状を十分に診察 した上で治療を

施さなければならないように、大文字の医師としての国家は、統治対象を科学的な調査 し十分な検討

を踏まえることによって、はじめて政策が効果的に遂行できるとされる。統治政策は科学的理性に基

づかねばならないとはいえ、既存の法規範を杓子定規に適用するのではなく、対象の多様性に即した

政策を実行するのもまた、後藤の 「生物学の原則」である。

何 となれば、政策なるものは、時と処と場合に依 りて、適応の方法を講ずることを要すればな

り。況や支那民族の性格 を改造し、習俗を移易するの容易ならざる事 は、史上の事実にして、

世界に於ける未決の問題 と謂はざるべか らざるをや。故に諸般の問題 に関しては、宜 しく十分

の調査研究を待ちて、然る後一定の政策を立てんことを要す醜

このような生物学の原則が、台湾統治における政治思想の根幹には含まれていた。また、後藤は 「社

会の習慣とか制度とかいうものは、皆相当の理由があつて、永い間の必要から生まれてきているもの

だ。その理由を弁へずに無闇に未開国に文明国の文化と制度とを実施しようとするのは、文明の逆政

といふものだ」とし、 「台湾を統治するときに、先づこの島の旧慣制度をよく科学的に調査 して、そ

の民情に応ずるや うに」することが、 「本当の政治」であると述べている3ηが、ここでいう 「本当の

政治」が解 らず 「文明の逆政[虐 政]」 をおこなう立場とは、内地の法律を唯一普遍のものとして 「時

と処と場合」に関係なく形式的に適用する法律万能主義にあたる。後藤は、すでに内務省時代に 「台

湾統治救急案」という意見書を伊藤博文や井上馨、児玉らた提出しているが、そのなかで、統治が難

航している原因は、現地の制度や慣習を尊重せず、内地のものを形式的に適用 していることであると

論じている。

此 自治 制 の慣 習 こそ 、台 湾 島 に於 ける一 種 の民法 と云 ふ もの不可 な し。 然 る に当局 者 之 を察せ

%〕前掲、後藤新平 「台湾統治案」37-38頁 。

37}前掲
、鶴見祐輔 「後藤新平」第二巻、399頁 。
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ず、勿卒 にも此制度を破壊し、漫りに新法令を発 して、徒 らに外観を装ふに急にして、深 く民
しあやの

性の特徴 を顧みず、直に以て急進的文明の政を施さんとせしは、施政の方針を想りたること謂

はずして明らかなり靴

このように、形式にとらわれた法律万能主義によって生ずる弊害が、台湾統治の混乱の根本原因で

あると捉えられていた。 「生物学の原則」という科学主義は、維新のダイナミズムが一段落を迎えた

後、法律万能主義を掲げ勢いを増しつつあった官僚や政党政治家らへの対抗ロジックでもあった。後

藤の採る 「科学的行政」は、台湾の文化慣習を十分に 「調査研究」した上で、状況に即応させた政策

を目的合理的に実行 しようとする。この場合、既存の法規範であっても目標達成の障碍であれば、た

とえそれが全く顧慮 されなくとも、より高次の理性に従っているという論理に基づ き肯定される。

こうした立場からすれば、絶対的権限をもつべき総督府の政策遂行に対する障碍は、予め取り除い

ておくことが必要である。すなわち、台湾を内地の法体系の拘束が及ばない独立 した法域にすること

が 「科学的行政」にとって不可欠な条件なのだった。とはいえ、この条件は、後藤が民政長官に就 く

二年前の1896年 に公布されたいわゆる六三法(明 治二十九年法律第六十三号 「台湾二施行スル法令二

関スル法律」)に よってすでに整えられていたのである。その第一条に明記された 「台湾総督ハ其ノ

管轄区域内二法律ノ効力ヲ有スル命令ヲ発スルコ トヲ得」39)という条文は、台湾を実質的に憲法や帝

国議会の枠外におき、台湾総督に事実上の立法権を与えることになっていた。形式的には法律ではな
りつれい

いが、法律の効力をもつ総督の発布する命令一 「律令」と称された一 は、台湾を内地とは異なる

法域を形成することになったのである。穂積八束はこうした事態を指して 「台湾に怪物あり法律に非

す又命令に非す律令と称 して白昼公行す」40)と表現しているように、憲法上における六三法の位置は、

極めて不明確なものだった。六三法は三年間の時限立法 として制定されており、期限延長の審議の度

にその違憲性をめぐって帝国議会で激 しい議論を引き起こしたが、その後若干の変更が加えられつつ

も総督の立法権は維持されていく4%

こうして、台湾総督が内地の法的制限を受けることのない絶対的な権限をもつことによって、後藤

の政治思想は単なる机上の空論に留まらず、具体的にかたちを伴って現れることになったのである。

381後藤新平 「台湾統治救急案」1898年
、前掲、鶴見 「後藤新平」第一巻、913頁 。原文は漢字片仮名文。

39染約局法規課編 「台湾 に施 行すべ き法令 に関する法律(六 三法
、三一法、法 三号)の 議事録」、外務

省条約局、1966年 、2頁。

⑳聰 積重威編 「穂積八束博士論 文集」
、有斐閣、1943年 、672頁(初 出は、 「法学協会雑誌」 第23巻 第2

号、1907年)。 原文 は漢字片仮名文。

411六三法 を含 む台湾の法制上 の問題 については
、春山明哲 「近代 日本の植民地統治 と原敬」r日 本植民

地主義の政治的展開1895-1934年 」、アジア政経学会、1980年 。同 「明治憲法体制 と台湾統治」 「岩波講座

近代 日本 と植 民地4一 統合 と支配の論理」、岩波書店、1993年 。小熊英二r〈 日本人 〉の境界一 沖縄 ・アイ

ヌ ・台湾 ・朝鮮 植民地支配から復帰運動 まで」第5章 、新曜社、1998年 、等 を参照のこと。
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3後 藤新平の統治政策

いうまでもなく台湾は戦勝により領有されたものであり、しかもその統治は軍政から始まったとい

う経緯もあって、歴代の台湾総督は武官によって占められていた。初代の樺山資紀(在 任期間1895年

5月～1896年6月)が 海軍大将である以外は、第二代桂太郎(～1896年10月)、 第三代乃木希典(～

1898年2月)、 第四代児玉源太郎(～1906年4月)と いうように陸軍将官が台湾総督に就いている。こ

のことはすなわち、総督ポストが藩閥、とりわけ長州閥の既得権となりつつあったことを示す。

そうした藩閥の台湾支配に対 しては、原敬に代表される政党政治家による異議が出されていた。原

敬 らは、台湾に内地の法制度をできる限り適用することを唱える内地延長主義を展開し、台湾を帝国

議会の影響下におこうとした。 しかしすでに論 じたことから分かるように、六三法の制定はそうした

政党側の意図を阻止するものだった。言い換えれば、藩閥側はみずからの台湾支配をより確実なもの

にするために六三法を制定したのである。台湾を帝国議会の枠外にお く六三法は、政党政治家による

干渉を牽制するねらいから出されていた。

こうした国内の政治状況とも密接に関係 して台湾の基本的な統治システムが形成されたわけだが、

この六三法を制定するための格好の理論的根拠を与えたものが後藤新平の政治思想ということになる。

政治は 「生物学の原則」に基づき既存の文化や社会制度に即応すべきだとする後藤の統治理念は、台

湾を独立した法域にし、政党の干渉を排そうとする藩閥の政治的ねらいに適合 していたのである。ま

た、東北地方出身で政治基盤をもたない後藤にとっても、藩閥という巨大な政治勢力の裏支えが得ら

れることになり、両者は相補的な関係で台湾統治の方針を決定づけていった。

このように、台湾統治が国内政治の力学によって軌道づけられたという側面があったとはいえ、領

有以来、抗日武装勢力の平定に明け暮れ、さしたる政策が実行できないままの台湾統治は、それ自体

が明治政府の政治的難題であったことにはかわりはない。そして、政府がその難局打開のために統治

の任に当たらせたのが、第四代総督の児玉源太郎42)と彼の下で民政長官に就いた後藤新平だったので

ある。

統治コス トの改善をめぐって一一植民地経営者 としての後藤新平

児玉源太郎は台湾総督に着任した際、従来なされてきた施政方針演説をおこなっていない。その理

由のひとつには、歴代の総督による演説が結果的に実行を伴わぬ言葉だけのものとなり、かえって統

治者としての威厳や信用の低下を招いているという判断もあった。しかし、そのなによりの理由は 「統

治の方針は無方針」にすべきだという後藤の提言が生かされたことによる。すなわち、この言葉には

統治方針を予め決定 してしまうのではなく、その前に現地にある旧来の制度や慣習を十分に調査検討

42児玉源太郎(1852～1906年)は
、総督在任中に も陸軍大 臣、内相 を兼任 し、 日露戦 争前後 には陸軍 の

参謀次長、満州軍総参謀長、参謀総長などの地位 にもあ り、陸軍の最高実力者のひと りだった。
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することを先決しなければならないという 「生物学の原則」が踏まえられていたのである。

もちろん、総督府にはコス ト削減と威信獲得という至上課題が与えられており、具体的な課題 とし

ても抗日闘争の鎮圧やアヘンの禁止、産業の育成、衛生事業の推進などとはっきりしていた。児玉と

後藤は、それらの懸案事項をいかなる政策で克服できるかを決定するために、現地の状況をまず最初

に調査 し検討 しなければならなかったのである。

なかでも最 も緊急を要する課題としては、いうまでもなく 「土匪」と呼ばれた抗日武装集団への対

策が挙げられる。児玉の前任者の乃木希典が打ち出していた治安対策は 「三段警備法」というものだっ

た。この三段警備法というのは、 「土匪」の反抗が頻発する地域に憲兵を配置し、市街地には警察を

置いて治安維持に当たらせ、その中間地帯には両者が連携するものだったが、全 く成果をあげていな

かった。その主因は、通常 「土匪」は一般の民衆に混じって生活 しており、警察や軍が彼 らを識別で

きなかったため、ゲリラ的に蜂起 した際も、軍がその場に駆けつけたときには、彼らはすでに一般住

民に姿を変えて逃げてしまっていることだった。しかも、 「土匪」を確定できない軍や警察は 「土匪」

以外の人間を殺害することによって、ますます反日感情を植えつけ、抗 日を激化させるという悪循環

さえ招いていた。

また、後藤らによる聞き取 りの結果、 「土匪」は抗日武装集団として一括されているものの、実際

には多様な性格をもっていることが明らかになった。つまり 「土匪」を構成する者には 「政治的な不

平分子」だけではなく、軍や警察によって家族や親類を殺された者や、総督府の管理によって鉱業や

樟脳生産などにそれまで従事 していた者が生業を奪われ困窮 した者が、 「土匪」に多 く加わっていた

のである43)。

こうした状況を踏まえ、三段警備法を廃し警察による治安維持の方針に切り替えることになる。軍

と警察というふたつの異なる命令系統が混乱の一因であったことに加え、抗日勢力に対 し軍が武力で

一方的に制圧するという態度で臨むのではなく、 「禍機を未発に防ぎ、其禍を利 して其の福 と化さし

むるの妙味あるは、警察の運用に如かざる也」翰という認識から警察力による防止や監視に務める対

策を重視 したからだった。そして、生活の困窮によって 「土匪」となった者が多数含まれているとい

う判断から、総督府に帰順する者には罪罰を不問に付 し、生業に就 くための資金を与えるなどの懐柔

策をとっている。たとえば総督府は、投降した 「土匪」を道路建設などに従事させているが、そのた

めの費用を 「土匪」のリーダー(頭 目)に 与え、その統率下で作業を進めさせている。この組織化さ

れた労働力を利用することによって、総督府は一般の労働者以上の成果を得たとさえいわれている◎。

431前掲
、 鶴 見r後 藤 新平 」 第 二巻 、124-127頁 。

崎前掲 、鶴 見r後 藤 新 平」 第 二巻 、41頁(引 用 箇 所 は 、 児 玉 源太 郎 が1898年5月25日 に与 えた 台湾 地 方

長 官 へ の 諭 示)。

45)前掲
、鶴 見 「後 藤 新 平 」 第二 巻 、137・146頁 。
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児玉と後藤のねらいどおり、まさに 「其禍を利 して其の福と化さし」めたわけである。このような一

連の 「土匪招降策」が示すことは、抗日勢力の実体に即した対応をとり、もっぱら武力に頼って排除

するのではなく、懐柔し労働者として再編することで支配体制のなかに包摂する権力の作用である。

ただし総督府は、このような招降策によって大規模な 「土匪」の集団を次々に投降させたあとでは、

少数に残った 「土匪」に対 して武力による掃討策に出ている。1902年の最後の攻勢では4676人 という

大量の台湾人を殺裁し、その結果、抗日武装勢力の平定が実質的に終了 したといわれている。児玉と

後藤の統治が始まった1898年 から1902年の五年間をとおして台湾人死者が11950人 という過酷な弾圧

の末の 「土匪」の鎮定でもあった勉 しか しながら、こうした大量殺裁は 「生 権力」の原理に矛盾

するわけではない。 「土匪」を 「良民」と 「政治的不平分子」に分類 し、前者を 「われわれ」の側に

包摂し、後者を排除することは、 「われわれ」の生存を危うくする他者の存在を遠ざけ、みずからの

安全性を確保する生一権力の作用である。

さらに児玉一後藤コンビは、治安維持対策として1898年に 「保甲條例」を定め、台湾に従来からあっ

た 「保甲制度」を活用 している。保甲制度とは民間の自警組織であり連座責任を課す.ため、治安対策

に効果的であると考えられたからである47もまた、保甲は居住区の自衛防御を任務とする 「壮丁団」

を備えており、 「土匪」対策にも役立てられている。総督府がこうした保甲 ・壮丁制をその監督下に

置いて復活させたもうひとつの意図には、これが自治組織であるために経費を自己負担にさせること

ができ、警察費の節減になるメリットもあった。

また同様の意図から、刑罰制度に苔杖刑を存続させている。この制度は犯罪の抑止力として有効で

あるという理由に加えて、監獄の維持に掛かるコストを削減することもできたのである。もちろん苔

杖刑は、前述の保甲制度の連座責任と同様に、台湾が内地法の適用外に置かれていることによって実

行可能であったということも留意しておかなければならないだろう。

こうした旧来の慣習や制度の重視は、いうまでもなく後藤の政治思想を如実に反映させているもの

であり、統治を成功させるためには現地に関する知識を精査検討し、旧慣に即応させなければならな

いという方針(生 物学の原則)に 基づいている。後藤はその長い政治経歴のなかで、大規模な調査研

究を一貫 して重視 し続けたが、台湾統治においては1901年 に臨時台湾旧慣調査会を発足させ、京都帝

大の法学者岡松参太郎や織田萬らを中心にして大規模な旧憤調査がおこなわせている。そしてその成

果をまとめた大部の報告書や研究書が次々と出されることになる醜

殉前掲、後藤新平 「日本植民政策一斑」27。28頁。

4η「保 甲」 とは居住区の構成 単位 であ り
、一保は十甲か ら、一甲が十戸 によって構成 されるのが標準的

な形態 となっている。

⑱これらには、 「臨時台湾旧慣調査 会第一部調査第一回報告」(全 三巻1903年)。r同 第二回報告」(全

四巻1907・8年)「 臨時台湾 旧慣調査会第二部調査経済資 料調査報告」(全 二巻1906年)。 「台湾私法」全十三巻

1910年)。 「清国行政法」全七巻1910・4年)が ある。
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そのほか旧慣調査以外に後藤が積極的におこなった調査研究には統計事業がある。なかでも土地調

査や国勢調査は、その最も大きな成果とされている。台湾では日本の領有以前から島民の反抗や汚職

などによって正確な土地調査ができないままであったが、1898年から開始された土地調査の結果、多

くの隠田の存在が明らかになり、それまでの約L7倍 ゐ土地を把握することになった。それと同時に、

複雑に入 り組んでいた土地の権利義務関係を整理することで、地租は約3.5倍の大増収を得ている。

それまで台湾では土地の所有権が二重になっており、本来の地主である 「大租戸」と、耕作権を持っ

て小作人を使用する 「小租戸」が存在 しそいたために、同じ耕地から二重に地租が取られていた。そ

こで総督府は地籍の整理のために大租戸権を買収 し、土地の権利義務関係を単純化することで、課税

対象者を特定することができた。そのような一連の政策の結果が地租の大幅な増収につながることに

なったのである。

さらに、土地調査 と土地制度改革が1905年 に終了 した後、国勢調査が着手されている。1905年10月

1日から3日にかけておこなわれたこの戸口調査が、 「日本」最初の国勢調査であった。これらの調査

結果から、台湾現住人口統計、人口動静統計、犯罪統計、学事統計、産業統計など各種の行政統計が

まとめられている。

むろんこうした大規模な調査事業には、植民地統治には直接関係 しないものも含まれているが、調

査研究を実行するという事実そのものが、文化的事業をなす 「文明国」の威信にも繋がるとみなされ

ていた。たとえば統計の結果が、英語版TheProgressofTaiwan(Fomosa)fo曲eYe鵬1895-1904と いう

タイトルで編まれ、内外に公開されたことはそのことを端的に示 している。そしてなによりも後藤は、

社会全般を科学的知によって厳密に掌握 し、それらのデータをカテゴリー化し秩序づけることが、近

代的統治の基盤 となることを看破 していた。後藤は植民地経営において、国家装置の全域化と人口の

個別化を押 し進めるが、それこそが近代における統治技法の根幹であると洞察 していたのである。

「日本」で初めての国勢調査は台湾でおこなわれたことは先に述べたが、専売制の実施も台湾が最

初である49㌔しかもその専売品目はアヘンであった。後藤は衛生局長時代に台湾事務局に出した意見

書 「台湾島阿片制度二関スル意見」と 「台湾島阿片制度施行二関スル意見書」のなかで、すでにアヘ

ン売買の専売制を提言している50も結果的にこの建議が受け入れられ、1897年 に台湾阿片令(律 令)

が施行されている。これには六三法が後ろ盾になって、内地法では禁止 されているアヘン売買を可能

にした。それまでのアヘン対策については厳禁政策が一般的であったが、その取締りには莫大なコス

トが掛かるばかりで効果が期待できず、しかも密売が横行する恐れもあり、むしろ逆効果になるとい

う判断さえあった。そこで考えられた方法が、アヘン吸引者の逓減を目指す漸禁政策であり、専売制

49)「内地」 では
、国勢調査が1920年 から、専売制度が1898年(専 売品目は葉 タバコ)か ら開始 された。

5q後藤新平 「台湾島阿片制肢 二関スル意見」1895年
、 「台湾島阿片制度施行 二関スル意見書」1897年(い

ずれ も前掲、鶴見 「後藤新平」第一巻、880・894頁に所収)。 なお、台湾 におけるアヘ ン政策に関す る研究 には、

劉明修 「台湾統治と阿片問題」、山川 出版社 、1983年 がある。
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はそのために採用された。総督府に設けられた阿片事務局は、まずアヘン使用者を確定する作業をお

こない、彼らだけに購入を許可するために 「阿片喫姻特許鑑札」と 「買入通帳」を交付し、総督府が

一括 してアヘンの製造販売をおこなうことになった。こうした政策の結果、1900年 ではアヘン使用者

が約17万 人であったが、1917年 では約6万2000人 にまで減少している。これはアヘン禁止の困難さを

鑑みれば一定の成果を上げたといえるだろう。ただし注意しなくてはならないが、アヘンの売上額は

1900年に約420万 円であったが1917年では約670万 円となり15倍以上増加している5%こ れにはアヘン

に高率の税を課 したこともあるが、その売上額が総督府財政の二割近 く(1900年 度)を 占めるほどに

アヘン収益が重要財源になっていたこと自体が大きな要因だった。つまり総督府はアヘンからの収入

に依存することによって、漸禁政策をその効力以下の緩やかな逓減に留まらせてしまったのである。

総督府自身もまた、アヘンのもたらす効能に魅入られ別の意味で中毒 してしまったといえよう。アヘ

ン抑制と収益 という相容れない効果をもっていたこの政策は、本質的に矛盾を抱えていたのである鋤。

ただし総督府にとってみれば、この漸禁対策はアヘン吸引者を管理すると同時に財政難の一助 とな

り、さらにはアヘンを取 り締まっていることが欧米列強に対する体面を保つ意義があったため、複合

的な効果を備えていたということもできる。

また、専売制度はアヘンのほかに樟脳と食塩にも布かれている。とりわけ樟脳は台湾の特産品であ

り世界貿易を独占する商品であった。その多額の収益(1900年 ～1907年 の収益総額、1365万円)は ア

ヘンと並び総督府を支える重要財源となっている瓶

殖産政策としては、産業が当時未発達の台湾の状況において、砂糖と茶は樟脳と並ぶ数少ない特産

物であり、それらを中心に資本を導入して大規模な開発をおこなっている。また新渡戸稲造を殖産局

長として招聰したことが広 く知られているように、後藤は有能な人材には各種の政策を一任 し、自由

に手腕を振るわせることも積極的におこなっている。ただし産業の近代化は、現地の零細な生産者を

駆逐 してい くプロセスであり、矢内原忠雄が批判したとお り 「内地資本家の優遇、本島人庶民の無産

者化」鱗】が伴っていたことは忘れてはならないだろう。

こうして後藤が採った財政政策は、端的にいえば積極財政であり、それは総額3500万 円(第 一期)

に及ぶ 「台湾事業公債」の発行(1899年)に も示されている。その内訳は鉄道敷設費2880万 円 ・築港

費200万 円 ・土地整理費300万 円、庁舎建築費40万 円などの費用に使われている。この公債収入によっ

5量》前掲
、鶴見r後 藤新平」第二巻、259。261頁。

52}こうしたアヘ ン専売制 に内在す る問題 に関 しては当時で も認識 されていた
。 日本の衛生制度の創設者

で初代衛生局長だった長与専斎 は、アヘ ンの専売が利益追求に陥る可能性があることを後藤 に助言 してい る。後

藤 はそのための対策 と して、アヘ ン収益 を総督府の一般収入 に入れ るので はなく、衛生局の管理下におこうと考

えたが、実現 しなかった とい う経緯が ある(前 掲、鶴見 「後藤新平」第二巻、261頁)。

53》前掲 、鶴見 「後藤新平」第二巻、272頁 。

判矢内原忠雄 「帝国主義下の台湾」84頁 、岩波書店、1929年 。
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て、前述の大租戸 ・小租戸の地籍整理や大規模な産業開発を進めていくための社会資本が整備されて

い くことになった。なお、そこには次節で論じる威信の獲得にも直結する効果も含まれている。

以上、後藤が主導 した数々の統治政策によって、総督府はコス トを削減すると同時に、歳入を増加

させていくことになった。こうした財政問題の改善によって1897年 に700万円近 くあった本国からの

国庫補助金は段階的に減少 していき、1902年 にはゼロになっている。そして台湾領有七年後にして自

立した歳入を得たことは、植民地経営者としての後藤自身の名声を確固なものへと導いていった。

本節の小括として後藤の政治思想と具体的政策との関連をまとめておこう。これまでに論 じてきた

ように後藤は自らが唱えた 「生物学の原則」に基づき、台湾社会を大規模な旧慣調査などによって把

握し、旧来の制度や習慣に即応した政策(保 甲 ・壮丁制やアヘン漸禁政策など)を 積極的に実行して

いった。現地の旧慣を支配の枠組みのなかに巧みに取り込み流用することで、治安問題や財政問題な

どの総督府の懸案事項を解決 していったのである。こうした統治の技法は、伝統や慣習を尊重する保

守的傾向をもつが、ただし注意 しなければならないのは、後藤はそれが長 く存続してきた神聖な固有

文化であるという理由によって、尊重 したのではないということである。すなわち、後藤が従来の制

度や習慣を考慮に入れたのは、統治課題の達成に現時点で最も有効な力をもつ限 りにおいて活用する

という冷徹な判断が踏まえ,られていたからに他ならない。たとえば土地の所有関係を整理した際にみ

られたように、統治の障碍になる旧制度に対しては尊重されることはなかった。一見保守的性格をみ

せる後藤の統治政策は、既存の習慣や制度を、それが固有にもつ文化的価値の故に尊重するのではな

く、統治を円滑に推進でき、現地の人間を十全に取 り込むことに役立つという功利的価値判断によっ

て活用 していったのである。

威信獲得をめぐって一一理性の独裁者としての後藤新平

日本の台湾統治における威信の欠如は、1章 で論 じたように身体的な劣性と文化的な劣性が深 く関

係していた。とりわけ文化的な側面では、日本が西欧とは異なり教化に利用できる普遍的テキストを

もたない上に、従来の文化的な価値規範であった儒教的伝統でも日本は台湾よりも優位に立てず、支

配者としての威信は得難い状況にあった。

こうした統治における威信欠如に関しては、後藤は近代化における科学的 ・物質的な優位性 を重視

することによって克服を目指 していた。後藤はのちに満州経営や関東大震災後の復興計画などに携わっ

た際にも、メディアなどから 「大風呂敷」と椰楡されるほどに大規模な都市開発や社会資本の整備を

計画 したが、それらは台湾での経験に培われたものだった。台湾における後藤は、主要都市の整備、

交通網の拡大整備、築港、上下水道の敷設などの大規模インフラの建設 ・整備をおこなっている5㌔

55犠藤を含む日本の植民地における都市計画についての研究としては
、越沢明 「台北に於ける都市計画

1895-1945」r第七回日本土木史研究発表会論文集」1987年、同 「台湾・満州・中国の都市計画」 『岩波講座
近代日本と植民地3植 民地化と産業化」、岩波書店、1993年などがある。
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それらに掛かる莫大な費用は、主に事業公債によって調達したことはすでに触れているとお りである。

日本の領有以前 には、台湾には交通網が発達しておらず、鉄道は清国時代に約100㎞(基 隆一新竹

間)の 敷設があっただけであり、しか も既存の鉄道には木造の橋梁もあり不完全なものだった。そう

した鉄道の未整備状態から、台湾鉄道部が設けられ、後藤自らが部長を兼務し事業を押し進めている。

後藤が満鉄総裁に転じた二年後の1908年 には台湾を縦貫する約400㎞ の鉄道が完成されている。

道路建設に関しては、従来の幅の狭い道路を拡張し道路網も延長している。後藤の民政長官の時に

建設された道路網は、L8m(一 間)幅 の道路が約5500㎞ 、3.6m幅 の道路が2900㎞ 、54m幅 の道路が

800㎞ 、7.2m幅 以上の道路が80㎞ に拡がってレ・る%㌔

こうした鉄道や道路、港湾設備などの社会資本整備は、軍事 ・警察および産業などの実際上の必要

からも不可欠であったが、物質的設備がもたらす統治者の威信を誇るためにも効果的であるという認

識から、建築物の壮麗さや都市の美観も重要視されていた。とりわけ、総督府庁舎や総督官邸などは、

機能的必要性を超えた広壮なものであった"も 多額の建設費で建設されたルネサンス様式の総督官邸

は 「台湾の阿房宮」と呼ばれるほどだったという58㌔こうした都市の美観や建築物の壮麗さは、台湾

人に対する威信を示すだけでなく、多くの内地人官吏らに欠けていた台湾への愛着や、統治に対する

意識の向上にも繋がる多面的効果をもっていた。

また、都市整備は、上下水道の敷設に代表されるように衛生環境の改善のためでもあった。熱帯の

台湾では当時ペス トやマラリアなどの伝染病が蔓延しており、1901年 と1904年の大流行の年に.は年間

約4500人 ものペス ト患者を出し、3000人 以上が死亡している59)。こうした伝染病対策としてまず進め

られたのが上下水道の建設であった。水道設備は1898年から基隆 ・台北 ・淡水 ・彰化などの主要都市

に順次着工していき、内地に先んじて敷設されている。太陽光が入らない従来の狭い路地の道路幅を

拡張することも、衛生環境の改善につながる有効な予防対策だった。また、こうした衛生事業の遂行

のために 「公衆衛生費」の枠 も設けたことは他の植民地に例をみないことだったという。財政難の総

督府にとって、このための財源を確保するには困難があったが、屠蓄場や市場の場代収入から捻出す

るという後藤の妙案もあ り実現されている。こうした一連の衛生事業は非常に大きな成果を収め、た

とえばペスト患者は1910年代以降300人以下にまで激減 している醜

%}台湾における交通網の建設 については
、武内貞義r台 湾 上」、台湾 日日新報社 、1914年 の第十章 を

参照。

"1主要庁舎の建設 には
、総督府庁舎300万 円 ・総督官邸22万 円 ・民政長官官邸5.9万 円 というよ・うに多

額の費用を掛 けている(前 掲、武内貞義r台 湾 上」552-554頁)。

58}前掲
、鶴見 「後藤新平」第二巻、44頁 。

59)「八種伝染 病患 者 死亡者一 覧表」(武 内貞義r台 湾 下」
、台湾 日 日新報社 、1915年 、528-529

頁)。

60》前掲 「八種伝染病患者死亡者一覧表」。
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衛生事業にも密接に関係する政策として、・後藤が積極的におこなったものが医学である。後藤は、

内務省の衛生局長時代に兼務していた台湾の衛生顧問の際に、すでに衛生状況の改善のために公医制

度(1896年)を 設け、内地から医師を派遣 し衛生観念の普及や治療に当たらせていた。また民政長官

になってからも、台湾医学校を1899年に設立 し、台湾人への医学教育を開始 している。また、近代的

技術の普及に対 して積極的だった後藤は、医学以外で も工学の ような実学の分野を重視 している。

1900年には国語学校に実業部を新設し、電信科と鉄道科、農業科を加えている。総合的な高等教育機

関の台北帝大が1928年 の設立であることオ・らも、実学教育がいかに早 く開始されていたことがわかる

だろう。もちろん、このような実学偏重の教育制度は、ある種の差別的教育といえるが、それは法学

や政治学、文学といった学問分野が、政治運動や民族運動などに結びつくという可能性を避けた側面

もあるものの(た だし、1920年から始まる台湾議会設置請願運動6且》のメンバーには内地留学生らが多

かった)、 医学や工学などによる物質文明の普及が、後藤の述べる 「生理的円満」に達する最も確実

な手段であるという信念にも基づかれていたのである。

しかも、以下の台湾医学校の学生らへ向けて語 られた演説にみられるように、日本の医療は西欧か

ら学びとった単なる模倣ではないことも強調 されるべきところだった。

帝国は、直ちに西欧の文明を模倣 したのではない、取捨したのである、医学の如 きも、清国の

傷寒論を参酌 し、さらに西洋の精華を併せたのである、諸君!今 日我医学校で教ゆる所は、西

洋医学ではない、日本医学である、また各地の医院で施す所は西洋医術ではない、日本医術で

ある62}

ここから容易に読みとれるレトリックは、日本のもつ曖昧な両義性のもつ劣位の価値転換の試みで

ある。すなわち、西欧の近代文明に対 して遅れてきた模倣者であると同時に、東洋の精神文化の周縁

にある模倣者でもあるという日本の位置を、東洋と西洋の医学の両方の長短所を独自に取捨選択し 「内

外の粋」を紡ぎ出す場として捉え直し、植民地統治の威信につなげる価値の転換である。

しかし、植民地での医療行為が備える機能として何より重要視されたのは、それが宗教による教化

に代替し得るということである。医療行為や公衆衛生の普及によって人々が喚起させられる悦服や尊

敬の感情は、統治に有効だという判断があった。

6n台湾議 会設置請願運動 につ いての研究 には
、若林正丈 「台湾議会設置請願運 動」r岩 波講座 近代 日

本 と植民地6抵 抗 と屈従」 、岩波書店、1993年 。前掲、小熊第13章 などがある。

62犠藤新平 、「後藤民政長 官の演説筆記」1900年 、10-11頁 、前掲r後 藤新平文書」マイクロR24-7-28-3。

この演説 の筆記録 は、漢文版 も作成 されている。

「傷寒論」 とは、後漢の張中景の著作で急性の熱病の治療法 を記した漢方医学の聖典 とされてい る医書。
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抑々本島に公医を置きたる所以のものは、新版図統治上大いに資すべ きものあるなり。即ち外

国植民政略を見るに、今来何れの国も、概ね宗教を利用して、その統治を助けざるものなきが

如し。蓋 し之れ人情の弱点に乗じて、布教 し、その迷妄を解き、以て人身の統一を期するに在

り。然るに吾国に於いては、いまだ完全 なる宗教なきが故に同じく人間の弱点なる疾病を救ふ

の途も亦、統一の一策な りと認めて、この方法に出でたるものなり。此の方法は、未だ今日に

於て、果 して外国が採るところの宗教政策に及ぶべきほどの効果あるや否やは知るべからずと

錐も、予は彼れに比して、決してその譲らざる事を信ず63}(強調、引用者)

後藤が、実学のなかでもとりわけ医療分野を重視 したのは、単に彼が医師出身だったからでもなけ

れば、衛生環境を改善することの緊急性からだけでもなかった。キリス ト教や儒教といった宗教や精

神文化を教化政策の道具としてもたなかった日本にとって、医学こそがそれらに代わって威信を獲得

し、統治の円滑な遂行のための強力な武器になりうるものだと確信 していたのである。

なお満鉄総裁時代の後藤は、このような統治方法を指 して 「文装的武備」 という言葉を好んで用い

ていた。この造語は、医学や衛生に代表される科学技術や調査研究が、軍事力以外の統治政策として

支配服従関係を決定づけるものだという認識を示 している。 しかも軍事力のように抑圧によって支配

を奪い取るのではなく、医学などの学術の成果こそが 「生理的円満」を求める人々の自発的な帰依を

引き出す、円滑な統治の最も強力な武器になることを洞察していたのだった。

むす び

後藤新平の諸政策は、至上課題であった統治コス トを削減 し、アヘンや樟脳などの専売制や糖業な

どの産業開発をすることで、独立した歳入へ導くと同時に、医療や衛生、インフラ整備など物質的な

側面での文明化によって、威信の獲得を進め 「成功」を治めた。後藤の植民地統治の 「成功」は、儒

教文化のような精神的 ・思想的な側面に直接的に対峙することによるのではなく、人々の基本的な生

存や生活に関わる分野を充実させる物質的な文明化=近 代化によって獲得 したものだった。得てして

植民地支配のなかで民族運動を煽る火種 となる文化的な要素は、むしろ旧慣尊重というかたちで、統

治に流用するものだったのである。

そして、こうした一連の後藤の諸政策は、以後の台湾統治のプロトタイプを決定することにもなっ

た。ただ し、ここで 「後藤新平の統治」と固有名つきで示している統治は、必ず しも後藤新平という

ひとりの個人による統治を指しているのではない。これまでみてきたように、この統治の軌道は、多

くの位相との関係のなかで決定されていた。たとえばヨーロッパとアジアの両方の影響下にあり、い

くつもの劣位をはらんだ日本の曖昧な位置関係、国内政治における藩閥と政党の対抗関係、台湾にお

63)前掲、鶴見 「後藤新平」第二巻、348頁。
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ける劣悪な衛生事情や治安状況、帝国主義に対抗する民族運動やナショナリズムの時代への世界的潮

流などである。こうしたい くつもの位相と後藤の政治思想と政策との交錯の中から形成された権力関

係が、後藤の植民地統治を 「成功」のかたちで生み出したのである。

むろんこの 「成功」は、日本の帝国主義にとっての成功であって、それ以外のものではない。台湾

統治における衛生事業、社会資本整備、教育政策、産業開発などの一連の統治政策は、たしかに人々

の生存における安定を導き、物質的な幸福を増進したといえるだろう。このような成果は、一部の潮

流にみられるように日本の植民地政策の肯定面として称揚され、歴史観の修正が唱えられることさえ

ある。 しかしそのような言説は正鵠を外 している。というのも、それらの諸政策こそが、支配を十全

にし円滑に進めたからである。本稿の論点からすれば、植民地政策の 「肯定面」は、それが依拠して

いる論理内部から無効を宣 し、脱構築することになるだろう。

植民地統治下におけるある種の 「幸福」は、政治の成果でも目標でもなく、その手段や条件へと転

位することによって生み出されている。この統治の技法は、入々の生を奪 う時にではなく、死を遠ざ

け生きさせる際に駆動する生・権力の形態を編制していた。逆に言えば権力装置が起動 していなけれ

ば、各自の生存は満足に維持できない状況のなかへ編入されるようになった。日本統治下の台湾の場

合、そうした権力のはたらきによって、生存や幸福を他者から与えられる場のなかに配置された人々

は、自発的な形式をとって支配体制のなかへと投げ入れられていたのである。

そして敷彷すれば、この植民地統治の構造は、近代社会一般のものとも通底 しているといえるだろ

う。したがって、そのことを確認 した上での、植民地の時代と現在のポス ト植民地の時代 との相対化

が要請されることになるが、この点に関しては本稿の課題を超えているといわねばならない。

(のむら あきひろ ・博士後期課程)
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Sociological Study on the Japanese Colonial Rule in Taiwan: 
          Shinpei Goto's Governmentality

Akihiro NOMURA

     Taiwan ceded to Japan after the Sino-Japanese War was under Japanese rule for half a 

century (1895-1945). It was so abrupt for Japanese statesmen to acquire the territory from a 

foreign government in less than thirty years after the Meiji Restoration. Japanese government, 
therefore, didn't have prepared any fundamental policy for this first colony in advance. This 

situation was differ from the cases of the European colonial rules which had been began after 

the progress of the propagation, the commerce and the industries, and so on. 
     It was one of the distinctive features for Japanese colonial government to have no 

experience beforehand, however, there was another distinctive one. It was the difficulty of 

application of the binary shame, civilization-savage on the relation of the dominate-subordinate. 

It was difficult to rule the Chinese culture area, especially for Japan which have been 
influenced by this culture area. 

     This article starts to investigate these situations in Taiwan under the rule of Japanese 

empire based on the ambiguity of Japan, that is, Japan was superior to Taiwan in military 

power and western material civilization, but was inferior in Confucian spiritual culture. It 
was difficult for Japan to get dignity as the governing state on that situation. 

     Shinpei Goto, the secretary of civil government in Taiwan decided on colonial policies 

and leaded to build the effective governmental system for Japan in this complicated relationship. 

He carried out various policies, for example, the spread of medical knowledge and hygienics, 

the building of infrastructure, the educational administration, and the large scale investigation 

like census, etc. These policies produced good result for the Japanese colonial rule. The 

property of this government is the infiltration of state apparatus throughout Taiwanese everyday 
life. This government forms the bio-power that disciplines the people, and turns out them to 

the subjected individuals.
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