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一九世紀室湾の闘卑械闘からみた ﹁番割﹂ と漢・番の境界

じめに

蓮光六年︑淡水鷹の閑卑械闘と番割黄斗乃

め

前から蓋湾本島や周遺島艇に居住していた南島(マラヨ Uポリネシア)語族に属する原住民の存在を忘れてならぬこと︑現

在に至るまで同様である︒本稿の封象とする清代墓湾に闘する先行研究を回顧すると︑漢人は主に﹁閑人﹂﹁卑人﹂︑原住
民は﹁生番﹂﹁熟番﹂の各カテゴリーに分類・検討されるのが常であった︒

筆者はさきに別稿で或る程度住み分けがなされていた漢・番聞を地理的に跨いで活動する﹁番割﹂に取り上げて分析を

加えてみた︒香割の呼稀は﹁番﹂︑特に未開化生番との物品交換を通じて山林産物を仕入れ︑それを漢人商人に卸す l

﹁割﹂を生業とすることに由来するものであったが︑漢・番聞の接鰯や交易を禁ずる清朝の政策方針から﹁内地好民﹂
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遁光二一年︑鳳山燃の閑卑械闘と番割
わりに

じ

清末における番割の再許債

は

蓋湾の一吐舎構造を検討しようとするとき︑一帽建省(閑) ‑慶東省(卑)から牽湾海峡を渡ってきた漢人は勿論︑それ以

お三二ーは
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﹁漢好﹂とも表現され︑事至湾統治上の厄介な存在と見なされていた︒しかし地域枇含レヴェルで検討してみると︑成幽一旦

ひら

﹃鴎璃蘭鷹志﹄ で﹁官室湾にかような輩(番割︒筆者補)が無ければ︑漢人は香ともともと互いに安んずるであろう︒然ど

も蓋湾にこうした輩が全く無ければ︑土地はどうして又た日々闘くことができようか︒公平な気持ちで論ずるならば︑功

罪まさに相半ばといったところであろうか﹂と評されるとおり︑漢・香の境界に位置する聞護最前線の人々からみれば︑

番割は交易のほか︑開墾を進めるうえで必要な生番との日常的な交渉や︑有事の針生番防御といった側面から極めて重要
(1)

な役割を果たしており︑決して一概に排除すべき存在として認識されていたわけでなかったこと︑むしろ番割に頼らざる
をえぬ側面を有していたことなどを指摘した︒

本稿では︑かかる成果を前提として香割に閲してさらに踏み込んで議論したいと考えている︒勿論︑それは史料上の制

約から決して容易なことでない︒番割の賓態にまで踏み込んだ議論を可能にする史料は極めて稀れだからである︒しかし
(2)

筆者は蓋湾故宮博物院・中央研究院などで史料調査を進めた結果︑幸運にも香割が深く闘輿したことを一不す闘卑械聞に闘

する棺案史料をさがしあてることができた︒これらも香割に針する理解を飛躍的に深化させるものでないが︑地方志・文

集に比較すればかなり詳細であるといってよい︒ゆえに本稿ではこれら槍案史料の分析を通じて︑番割の賓態および番界

を挟んで南北に延びる﹁漢・番の境界﹂地帯の特殊性について考えてみたい︒ではまず遁光六年(一八二六)︑淡水聴で護
生した闘卑械闘の事例から検討を始めよう︒
遁光六年︑淡水曜の閏卑械闘と香割黄斗乃

道光六年(一八二六)︑重湾北部の淡水膳三湾で閏卑械闘が設生した︒淡水膳三湾とは現在の苗栗勝三湾郷三湾村をさし︑
タオカス

苗栗街匝の東北四五キロ︑獅頭山の西南麓に位置する︒鄭氏政権下の永暦三六年(康配山一二年︑一六八二)に新港・竹重・

中港・後瀧等の一吐の遁上ぃ斯族が反乱を起こしたが︑左協理陳絡に討伐されて一一一湾・内湾・大南等に逃げ込み︑その後東落
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(3)

を形成するに至ったという︒しかし一九八三年時貼の調査では︑これら地域の全住民の九九二二%は卑人が占めており︑
卑人の緊落に凶変わっている︒

蓋湾史の古典的な研究書の一つである連横﹃蓋湾通史﹄によれば︑遁光六年四月に彰化牒で闘卑械闘が護生︑これが大
(4)

甲渓以北に波及した︒このとき閑人側が優勢︑卑人側は劣勢であったが︑卑人(虞東省嘉麿州人)黄斗乃が生番を率いて中
(5)

港など闘荘(閑人の来落)を襲撃し︑多数の人々を殺害した︒しかしその後︑関漸総督孫爾準によって鎮医された︒黄斗

(6)

乃は本名を黄祈英といい︑斗換坪で生番と交易していた人物で︑その後番俗に従って黄斗乃と名を改め︑生番の女性を要

って二子をもうけ︑同じく生番の女性を要っていた張大浦・張細漏らと山に入り︑三湾一帯を開墾したという︒洪敏麟氏
(7)

は︑嘉慶一 一年(一八O六)頃には麿東省嘉雁州人黄斗乃が斗換坪で生番と交易していたこと︑同二O年(一八一五)に黄
(8)

斗乃・陳顧鮮ら墾戸が三湾一帯の荒捕を開墾したことを指摘した︒また陳運棟氏は黄斗乃が番割であったことを指摘しつ
つ責氏の族譜を紹介している︒

以上︑遁光六年の閑卑械闘の重貼を三湾に限って整理すれば︑第一に︑卑人黄斗乃(黄新英)が首地の開墾に重要な役

割を果たしたこと︑第二に︑彼は以前より交易・婚姻闘係を通じて生番と密接な聞係を結び︑その関係を利用して閑人を

襲撃・殺害したこと︑第三に︑彼が番割と呼ばれていたことの一一一貼となろう︒以下では︑閑卑械闘において黄斗乃ら番割
が如何なる役割を果たしたかについて︑さらに史料を補いつつ検討していこう︒

同治﹃淡水聴志﹄はこの械闘について﹁蓮光六年五月︑闘卑械闘が愛生すると︑内山(生番の住む山岳地帯)賊匿の黄斗

(9)

乃・黄武二らは機に乗じて生番を率いて中港を襲撃した︒闘斯総督孫爾準は兵を統率して竹聖域(新竹勝城)に駐屯︑金

門鎮線兵官陳化成を抵遣し︑武官・兵士を率いて山に入り賊を討伐させた︒︹黄︺斗乃・ ︹黄︺武二らは誌に伏した﹂と

記し︑﹁内山賊匪﹂黄斗乃が黄武二とともに生番を率いて︑閑人の交易上の中心地 H中港を襲撃したことなどを停える︒

黄斗乃と行動を共にしている黄武二なる人物にも注目しておきたい︒また械闘鎮匡の過程で護せられた上誌には﹁軍機大
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臣等に識す︒孫爾準の上奏によれば﹁香割は内山に逃げ込み︑兵士に捜索させるのは困難なので︑現在懸賞つきで生番に

香割らを追捕させております﹂とある︒番地は山が深く竹が欝蒼と茂り︑武官・兵士は深く入れぬから︑ただ該総兵官ら
(日)

に兵士を率いて駐守し気勢をあげさせるだけでよい︒逃げ込んで隠れている匪徒および番割らについては捕縛して引っ立

てるよう﹁番衆﹂に命じよ(傍黙は引用者︒以下同じ)﹂とあり︑官憲側が香割の存在に注目していることは明らかで︑血
(U)

眼になって捕縛しようとしていた︒しかし番割は内山に逃げ込んだため︑官憲側による捕縛は不可能であったから︑道光
帝は生番に捕縛させるよう命じている︒

(ロ)(日)

このように番割に注目が集まっていたが︑今回の械闘に闘わる番割は賓は黄斗乃一人でなかった︒たとえばさきの黄武

二は﹁︹武進士陳園柴は︺兵士を率いて三湾内山の平津香枇に入り︑香割黄武二を捕まえ︑頗る勇壮であった﹂とある如

惑もし
ι

く番割であった︒黄斗乃・黄武二だけでなく︑さらに多くの番割が闘輿していたことは日間牒︺知将の張騰は事を行う

のに素よりおそれぬ性格で︑このたびも三湾︹に赴き︺番割張大蟹・張口口・部口らを投降・自首させ︑黄斗乃らの番枇

の賦況についても取調べを行って明らかにしようとした︒また兵勇を率いて代理提督陳化成に従い深く内山に入った︒
(凶)

:・代理淡水同知も香割徐阿来らを捕縛し︑:::平和右菅遊撃謝朝恩は兵士を率いて鯉魚湾・東勢角を取り固み︑また一一一

湾の内山に入って多数の匪徒と香割を捕縛した﹂という孫爾準の上奏からも判明する︒ここには少なくとも張大蟹・張

某・部某・徐阿来四名の番割を確認できる︒張大蟹は音通から連横﹃蓋湾通史﹄ の張大涌かもしれない(畿と満はともに

自由出と溌音する)︒平和右菅遊撃謝朝思も多数の番割を捕縛したというから︑一一一湾一帯には相官数の番割が存在した可能性

がある︒番割は械闘の際に生番の助力を得られるほどの関係を築き上げており︑官憲側としてはかかる番割を放置してお
けぬ段階に至っていたのであろう︒

かかる推測を裏づける史料としては︑同治﹃重纂一噛建通志﹂に﹁︹孫爾準︺自らは東渡して彰化牒にわたり︑著名な犯

人若干を捕縛・慮刑した︒:::残薫を捜すのに︑閑人には閑人を︑卑人には卑人を捕まえさせ︑従来の閑人・卑人聞の先
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入観を解消させようとし︑暫くして一掃されたが︑︹今度は︺香割が騒動を惹起した︒番割とは︑漢人のうちで香語に通

じ︑内山に潜み隠れて番婦を要った者であって︑時に生番を率いて人々︹の財物︺を強奪した︒黄斗乃・黄武二はその中

の大物である︒卑荘の人々は番割を誘って械闘に助力してもらった︒︹孫︺爾準は﹁番割を取り除かなければ︑乱は治ま
(日)

らぬ﹂といい︑兵を三路に分け︑斗換坪・盟水港・南港から内山に進んで入り︑黄斗乃ら二 O人鈴りを捕縛したので︑よ

うやく蓋湾は平定された﹂という記事があり︑以下の諸貼が判明する︒①番割は漠人である︑②番語に通ずる︑③内山に

入り(肘住し?)生番の女(番婦)を要っている︑④しかし番割はその後も卑人枇舎との闘係を断つことなく何らかの関係

を保ちつづけた︒きすればこそ︑卑人は香割を仲介として生番の力を借りることができた︑⑤黄斗乃・黄武二は番割中の

大物で︑丈脈からして二 O名ほどの番割が闘輿した可能性がある︑⑥械闘鎮匿に際して孫爾準は﹁番割を取り除かねば︑
(国)

乱は治まらぬ﹂という認識のもと︑番割の徹底的な捜索を展開した︒①l③は先行研究や筆者が言及してきた貼を再確認

するものであるが︑④ 1⑥は新たな興味深い内容を含む︒④は香割が卑人枇舎と生番枇舎に跨って活動していたことを意

味する︒⑤は黄斗乃・黄武二が史料中にしばしば登場するのは彼らが著名な番割だったからにすぎず︑賓際には三湾一帯

に多敷の番割がおり︑生香と闘係を結ぴつつ活動を展開していたことを物語る︒かかる前提があればこそ︑械闘の舞蓋に

生番を引きずり出すことに成功したと考えられよう︒⑥の孫爾準の言葉は番割の役割の重要性を明確に認知していたこと

を表現している︒もし番割を取り逃がせば︑耐根を残してしまうことになりかねない︒番割を仲介者として漢人(ここで

﹃重纂一帽建通志﹄ から一一一湾の香割について史料を補うと︑ ﹁︹遁光︺六年夏五月︑ 彰化・嘉義雨牒の闘荘・卑荘の

は卑人)と生番が手を結ぶという賦況の現出︑清朝はかかる事態を蓋湾の統治上最も懸念していたと推測できよう︒
去︑内りに

人々の聞に械闘が起こったので︑閑漸線督孫爾準は海を渡って蓋湾に至り︑これを討伐して平定した︒:::首時﹁蓋民﹂

は三湾の番割が摘を話すのに苦しんでいた︒番割とは﹁漢好﹂で︑よく番語に通じ︑生番と交易を行い︑内山に入って番

婦を要った者である︒黄斗乃・黄武二・郡阿壬・徐阿来・温阿馨など三湾に盤眠して﹁著名香割﹂となった者があり︑彼
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らは往々にして散髪・改装し︑生番を率いて潜かに香界から出て人々の財物をかすめとった︒:::匪徒らは後山に逃げ匿

れたが︑そこは断崖絶壁で非常に険しい場所であった︒武官らは篠などをつたってよじ登り︑黄斗乃・黄武二ら二十鈴人
(訂)

を生け捕り庭刑したので︑﹁牽人﹂は大いに喝采をあげた﹂とあり︑ @l④の四貼が判明する︒④番割は﹁漠好﹂で番語

に通じ︑生番と交易を行い︑内山に入って番婦を要った者であると説明され︑これまでの検討結果を再確認できる︒⑤

﹁著名香割﹂と稀される黄斗乃・黄武二・徐阿来・郡阿壬・温阿馨らは︑生番の力を背景に﹁一一一湾に盤眠﹂する存在であ

ったらしく︑普段より三湾在地祉舎に相官の影響力を有したと推測される︒①しかも﹁散髪・改装﹂(薙髪せず服装も香俗

に従う)していたとも記す︒番割は生番との交易活動︑香語の習得︑香婦との婚姻のほか︑髪型・外装など文化的にも一

(国)

般の漠人と異なっていた可能性がある︒④﹁昔時﹁宣室民﹂は三湾の番割が耐を震すのに苦しんでいた﹂との文言に明らか

なとおり︑一一一湾における番割の活動は械闘で初めて表面化したわけではなく︑以前より﹁蓋民﹂﹁章人﹂の聞に認識され
ていたと考えられる︒

ここでは特に①﹁散髪・改装﹂に注目しておきたい︒そもそも番割登場の背景には漢人・生香聞に存在した交易関係が

あり︑そこで獲得される巨大な利盆があった︒かかる成功へのチャンスこそが下層民に危険を冒しながらも漢・番の境界

地帯に駆け込み︑番割へとシフトさせる重要な原動力となっていたと考えられる︒番割は生番との聞により緊密な閲係を

築き上げるなかで番語を習得︑生番の女性を妻とし︑さらにヘアスタイル(髪型)・服装・生活場所までも饗えていく場

合があった︒香割の﹁越境﹂には漢地から番地へという地理的な越境のみならず︑ヘアスタイルや服装など様々な丈化的

習俗的側面における越境ーーかかる番割の丈化的身躍的紛失容を﹁番化﹂と呼ぶことにしたいーーもあったことが確認でき

たのである︒首然に香割側のみならず︑生番側にも香割との閲係を利用して鹿皮・鹿内などを安定的に漢人側の盟・布等

と交換したいという目算があった︒きすればこそ生番の女性を番割に輿えた貼も看過してはならぬであろう︒

さて︑その後孫爾準は道光六年一一月六日に︑彰化豚で護生した械聞の首謀者李通を捕縛・庭罰したことのほか︑﹁内
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(川町)

山不法香割黄斗乃﹂の捕縛を報告した︒

一一月初一 O 日には﹁内山の生番が出浸する陸口は︑ただ淡水磨三湾の︹生番︺

十三一吐のみ最も︹漢人の緊落に︺接近しています︒現在︑香割黄斗乃らを最罰に廃したことで︑生番は心から怯えている
(剖)

ので︑壁・柵を建てて境界を書一定し︑屯丁を増設して︑漢好が番地に往来する遁を塞ぎ︑これらが緩まねば永久に互いに

安んずることができましょう﹂と遮べて︑番割黄斗乃が慮罰された今こそ境界線を書一定し︑屯丁制を整備するよう提案し

た︒これらは香割の活動で暖味となった生番との境界線を再書一定する作業であったと考えられる︒

そして遁光帝は一一月一一一日︑内閣が受けとった上識のなかで﹁孫爾準は﹁内山著名香割﹂および三湾で械闘した匪徒

を捕縛し︑分別して審理したと上奏した︒このたびの蓋湾住民間の械闘では︑卑人中に番割と結託し︑生番を率いて内山

から出︑械闘を手助けしてもらった者があった︒孫爾準は武官を抵遣し山に入って捜査・捕縛させようとしたので︑匪賊
ひょう

は後山に逃げ込んだが︑参将黄其漢らは兵士・陸勇を率い膝などをったってよじ登った︒匪賊は生番を率いて抵抗したが︑

武官・兵士は護砲して凶暴な生番七名を撃ち殺し︑責斗乃ら多数の者を捕まえ︑香万・鐸・鎗などを押収し︑さらに

﹁内山番割﹂の寮舎を取り壊し︑内通者を利用して黄武二ら多数を捕まえた︒:::︹かくして︺現在三湾一帯の内山にす

でに番割の姿がなくなったことは甚だ栴賛すべきである︒:::頭遁渓地方は生番が出入りする中心的な場所であるから︑

請願のとおり該所に石壁を建設し︑熟番から健丁六O名を選んで屯丁とし︑屯弁を祇遣して大北捕で駐守させよ︒:::生

番との瞳・茶・タバコ・布等の交易は︑嘉義牒阿里一祉の例に佑って︑︹漢人で︺分に安んじ番語に通ずる者を選んで正・
(担)

副通事に︑生番から事理に通ずる者を選んで正・副土目に任命し︑定期的に臨口で交易させよ︒校滑な者が禁に遣って山

に入り︑生番を誘惑して紛争を惹起したならば︑即ちに捕まえて最重に庭罰せよ﹂と返答している︒つまり遁光帝は︑ま

ず黄斗乃・黄武二ら﹁内山著名番割﹂の追捕時の朕況︑彼らの寮舎(居住のみでなく︑おそらく番割と生番の交易上の擦黙とな

っていたであろう)の破壊について概述した後︑三湾一帯からの番割の一掃を褒め稽えている︒績いて二つの善後策を命ず

る︒第一に︑防衛上の必要から頭遁渓地方に石壁を建設し境界線を明確にするとともに︑大北捕に屯弁・屯丁を駐屯させ

6
4
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(幻)

る︒第二に︑嘉義阿里山一枇(蹄化生番)の例に照し︑漢人から正・副通事を︑生番から正・副土日を選び︑盤・茶・タパ

コ・布など日用品について生番との定期的な交易を許可する︒かかる二つの善後策により︑請一光帝は漢人・生番聞の境界

を可覗化させ︑ さらに防備瞳制を築いて相互の私的な交通を禁じ︑番割の再登場を防ごうとしたといえよう︒
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(お)

の﹁出山助闘﹂はまさにその詮しであった︒ いま一九縛して生番との交易を公認したのは︑責斗乃らの事件が清朝に如何に
強い衝撃をもたらしたかを示していよう︒

ところで︑これまで番割は﹁漢人の官険商人﹂であることを前提としてきたが︑漢・香の境界に跨がる交易の利盆に群
(討)

がるのは必ずしも漢人とは限らぬであろう︒他の地域における漢人と少数民族の交易を考える場合︑史料上の制約もあっ

て︑漢人商人の少数民族枇舎への一方的な進出が語られることが少なくない︒確かにかかる事例が多かった可能性は高い

が︑少なくとも牽湾を事例とするとき︑漢人商人の一方的な進出のみを過度に強調することには慎重でなければならない︒

なぜなら光緒八年(一八八二)頃の黄逢旭﹁蓋湾生熟香記事﹄所牧の蓋湾竹枝詞に﹁防香がうまく行かぬのは換香がある

からだ︿物を以て物と交換することを換番と日う︒番首で山を出て換番する者を番割と日う﹀︑︹生番は︺戟を持って人を

殺したり踊したりすることが多い︑財貨を貧る好徒が無ければ︑ いったい誰が︹生番のために︺長えを製ろうか﹂とあり︑

誰の註かは判明せぬが︑山を出て漢人と交易する﹁香首﹂を番割と呼んでいる︒かかる賄は番割の性格を考えるうえで非

常に興味深い︒なぜなら漢人の番割のみならず︑﹁番首﹂のような者をも含む柔軟な番割像を構築するように示唆を輿え

るからである︒そこで次章では︑遁光二一年(一八三二)に護生したもう一つの閤卑械闘を分析しながら︑この新たな課
題を検討することにしよう︒
遁光二一年︑鳳山牒の閏卑械闘と番割

遁光二一年(一八三二)︑墓湾中南部の嘉義豚で閑人張丙を中心に闘卑械闘が費生し南北に波及した︒南部の鳳山鯨でも

(お)

これに呼鹿した閑人許成が卑人滅亡を唱えて卑荘を襲撃したため︑吉室湾知府王桁慶はかつての義民にならって卑人の協力

を要請したが︑卑人監生李受らは府城に赴かず機に乗じて閏荘を襲撃︑多数の閑人を殺害した︒これが道光二一年の大規

模な閤卑械闘のあらましであるが︑ここでは一連の闘卑械闘のうち︑後宇の鳳山牒卑人監生李受の事件に注目して検討を
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進めていきたい︒
(幻)

(お)

まず舞蓋となった鳳山牒の賦況から確認してみよう︒園は鳳山牒の略園である︒‑(四角)で示された緊落︑すなわち

らん

北の阿里港・阿繰・蹄来から南の既頂まで︑それらすべてが閑卑械闘で襲撃された閏荘であった︒特に阿里港は閑人の商

業地として有名である︒ 一方︑・(丸)で示された三つの緊落日海豊・高轡・潮州は李受に協力した卑荘である︒固には

記されていないが︑固の東側へ行くほど(高轡以東)︑急激に海抜が高くなっていく︒そこが生番地である︒右の三つの卑

一三個の﹁大荘﹂︑六回個の﹁小荘﹂を形成していた︒彼ら

荘は﹁六堆﹂なる戦闘的な機能を備えた組織に編成されており︑起源は康照六O年(一七二一)の朱一貴の乱にまで遡る︒
首時鳳山牒の下淡水には計一寓二千絵に及ぶ卑人が居住し︑

(お)

は湾州人朱一貴が反乱を起こすと︑これに封抗するために清朝の旗競を樹てて隊伍を編成し﹁六堆﹂￨￨地勢によって首
(却)

地の卑荘すべてを六大臣に分けて堆と名づけた￨￨と稽した︒そして反乱鎮匪後もそのまま存績した﹁六堆﹂は︑山岳地

(mM)

帯つまり生番界沿いに南北に慶がって分布するとともに︑西側の閑荘とも明確に住み分けしていた︒また桐志明氏が作成
(況)

した乾隆中頃の熟香の遷徒固によれば︑熟番は﹁六堆﹂と重なるように居住していたと考えられるから︑下淡水では西か
ら閑人︑卑人・熟番︑生番の順に居住していたことになる︒

一方︑卑人監生李受の事件それ白躍については多くの先撃が言及してきたが︑闘卑械闘としての性格のみに闘心が集ま

っていた︒しかし筆者が蓋湾故宮博物院で偶目した槍案には︑卑人側に番割・生番が多数参加していたことを記すもの︑

供述書など番割個々人の情報を惇えるものが少なからず含まれる︒これらの史料を中心に整理・検討しながら︑事件に闘

わった香割の姿を可能なかぎり詳細に描出し︑これまでとは異なる番割像を提出したい︒なお︑使用史料はほぼ次の五つ
に限られるから︑最初に日本語語を掲載する︒

史料 1 古室湾故宮博物院載︑遁光朝軍機庭月摺棺奏摺録副︑Z0・28E︑遁光二二年(一八三三)五月二六日︑瑚松額

6
7

6
4
2

)0

やきうち

(署一岨州将軍) ‑間柄総督程租洛﹁奏活撃獲南路勾番焚拾兇匪並彩薫多名︑分別審明擬梯恭摺奏請聖壁事﹂(④ l白は筆者が

行論の都合上附した

④縮かに考えるに︑鳳山牒下淡水地方で護生した︑卑荘の匪根による閤荘焚捨事件について︑:::人々を糾合した首

謀者の李受︑︹生︺番を率いて︹閑人を︺焚き殺した楊石老二および一黛一百名鈴りを捕らえ︑:::上奏しました︒

臣らが査べたところ︑該庭(下淡水)では︑卑人が山沿いに家屋を構え︑到る所で生番の番界と接鯛し︑熟番も多く

卑人の︑近くに雑居しています︒南路の生番はもともと柔弱で︑漢好や熟番が誘い出さねば︑敢えて山を出て騒擾しま

せん︒このたびの閤荘の被害は阿里港が最甚でしたが︑そこは閤荘の交易の盛んな地であり︑分類械闘が護生した首

初︑附近の閑人は阿里港に集まり協力して守っていました︒李受はそれを探知︑遂に内山に熟知し俗に番割と呼ばれ

ていた楊石老二らに生香を率いさせ︑ともに︹阿里港を︺攻撃しました︒生番は狩猟を生業とし︑髪を伸ばして入墨

し︑銃・弓矢に巧みでしたから︑閑人はこれを見て紛々と逃げ︑遂に焚拾されて︑悲惨にも多くの命が失われました︒

ろっ

⑥現在の兵力に麿じ︑生番を赤十いた兇匠を捕縛・慮罰し︑地方の害を除くべきです︒:::まず番割鍾阿妹らの姓名・
(沼)(お)

年齢・容貌を調べ︑密かに人を抵遣して逮捕・訊問させました︒:::生番の頭目内障らは恐憧し急いで来て地に伏し

おそ

El
海牒丞王山田市儒に屯外委潜仙英を督率して︹彼らを︺捕獲させました︒:::該員らはまた生香

て哀願し︑在籍主事の黄騒雲らとともに鍾阿妹・江阿七・加櫨水らを前後して捕まえ献上し︑また潜婿和・陳謀獅を
駆逐して山から出し︑

の頭目内陣らに向かい逃亡中の犯人の行方を訊問しました︒通事の翻謹によれば﹁該番らはもともと天威を悟れ︑白

から敢えて問題を起こすことはありません︒このたびの異漏妻らは香割に巧みに誘い出されたのです﹂とのことでし

た︒:::①臣らが協力して訊問すると︑鍾阿妹一犯は﹁内山著名香割﹂で︑生番の女を要って妻とし︑すでに捕縛・

死刑となった楊石老二とともに︑生香を率いて阿里港を攻撃・略奪しました︒該犯はまず緊落外で弓矢を用いて閑人

二名を射殺︑緊落に入って放火・略奪し︑生番銀木黛に命じて一家三人を殺害させました︒自らは番万を用いて一家
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ひょう

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
二名を殺害しました︒:::活婿和すなわち連嬬和一犯はもともと熟香で︑ また﹁内山香割﹂でした︒捕縛された陳謀

獅とともに自ら生番四名を率いて阿里港に向かい攻撃しました︒該犯はまず緊落外で鎮を用いて閑人三名を殺し︑

東落に入って放火・略奪し︑番万を用いて一家の婦女・幼子三名を殺害しました︒彼が率いた生番は荘内で男女・幼

子供七名を殺害しました︒:::活碧源一犯は熟番で︑生番の女を要って妻とし︑遂に﹁内山番割﹂となりました︒

人で生番三名を率いて阿里港を略奪しました︒該犯はまず来落の入口で鎮を用いて閑人二名を殺害︑生番麻立楚火口と

ともに一家男婦四名を殺害しました︑また隣家の婦人一名を殺しました︒:::以上の三犯は生番を率いて焚拾し︑多

くの命を悲惨に奪い︑ その行矯は賓に反乱と同じで︑罪は許し難く︑皆なまさに﹁一家三人を殺す者は凌遅慮死﹂の

一家ではありません︒

律に照して凌遅庭死とすべきです︒陳謀獅一犯はもともと生香の女が生んだ者で︑ 内山に熟知し︑ 活嬬和に従って生

番を率い︑阿里港を攻撃・略奪しました︒該犯は緊落外の街内で男婦四名を殺害しましたが︑

0

:・:加瞳水一犯は生番の女が生んだ者で︑自ら生番四名を卒いて阿里港へ向かい攻撃しました︒該犯は鎮を用いて閑

人二名を殺害し放火・略奪しました︒率いた生番のうち零留一名はすでに捕縛を拒んで官兵に格り殺されました

・::事件を起こした兇番はすでに多くが死に︑﹁著名香割﹂は逮捕・慮罰されました︒:::④また山沿い一帯の居民

は往々にして生番の女を要り︑それを頼りに内山に往来し︑生番を率いて利盆を得ょうとし︑ 問題を惹起します︒定

例では漢人と番人とが結婚した場合︑ 罪は僅かに杖一百に止まるので︑ 法が軽しく犯されることは克れません︒

ふせあつ

史 料2 牽湾故宮博物院戒︑道光朝軍機庭月摺槍奏摺録副︑Zogωωコ︑清車(人犯リスト)

李受すなわち李定観︑年四四歳︑はじめは衆落を守って賊を御ぐを大義名分とし︑銭を飲めて衆を緊め︑分類︹械

こ
ヲ
っ

闘︺を起こした︒ ついで卑人に多くの閑荘を焚拾させようとし︑︹生︺香がもともと殺︹人︺を暗むことを知ってい

たので︑大謄にも楊石老二らに命じて生番を率いさせ︑無惨に多数の人を轄した︒︹生番に︺同行して︹自ら︺手を

下したわけでも︑特定の人物を名指しで殺害したわけでもないが︑現在一家一一一 l五人を殺害したと訴えられること︑
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すでに十数徐にのぼり︑賓に今回の事件の主犯といえる︒楊石老二︑年四三歳︑もともと香語に精通し生番と闘係を

・

H40

02ωS︑清車(人犯リスト)

結んでいた︒このたび生番を糾合して阿里港を焚拾し︑供述によれば閑人二O名飴りを殺した︒
史料3 蓋湾故宮博物院裁︑道光朝軍機庭月摺棺奏摺録副︑

鍾阿妹︑年三六歳︑﹁著名香割﹂︒すでに死刑となった楊石老二と生番を率いて阿里港を攻撃・略奪した︒該犯は弓矢

o生番を率いて阿里港を攻撃・略奪し︑間人三名を毅艶した︒また一

ころ

を用いて閑人二名を射殺︑緊落に入って放火・略奪し︑生番銀木黛に命じて一家三名を殺害させ︑自らは一家を皆殺
しにした︒:::溝橋和︑年四六歳︑﹁著名香割﹂

家の婦女・子供三名を殺害︑放火・略奪した︒率いた生香は男女・子供七名を殺害した︒:::潜磐源︑年三三歳︑

o活婿和に従って生番

﹁著名香割﹂︒生番を率いて阿里港を攻撃・略奪し︑閑人二名を裁死した︒率いた生番は二家の男婦四名︑隣家の婦

人一名を殺害︑また︹阿里港︺街でも四︑五人を殺した︒:::陳謀獅︑年一一一歳︑﹁著名香割﹂

を率い阿里港を攻撃・略奪した︒閑人三名を裁死したが︑二本ではない︒また婦人一名を殺害した︒また林仔遺荘を

攻め︑放火して家屋を焼き銭・布等を強奪した︒加曜水︑年二三歳︑熟番︒該犯は生番と手を結び︑︹生番を︺率い
て阿里港を攻撃・略奪し︑閑人二名を殺害︑放火し家屋を焼き捕った︒
史料4 牽湾故宮博物院戴︑道光朝軍機庭月摺槍奏摺銀副︑ zooguNω ︑清皐(人犯リスト)

︑わいゆ

) にすでに捕縛・死刑となった黄高幅らに従って四
郎番三すなわち郎燥三︑年五五歳︒かつて嘉慶一五年(一八一 O

十紛荘を焚拾した︒追っ手が来るのを聞いて内山に潜入し︑髪を蓄えて︹生︺番となり番割と作った︒このたびも李

受に従って生番を率い阿里港を攻撃・略奪した︒:::林論輝︑年三六歳︑すでに革退(資格を剥奪)された附貢生︑
(剖)

李壇︑年五二歳︑すでに革退された生昌月︑林謙受︑年三三歳︑すでに草退された生員︑繁一悠揚︑年六一歳︑すでに草

退された生員︑これら四犯は皆な調濃・潮州・海幽豆・高轡の各衆落の細川理・紳士であった︒蓋湾の村民は以前より線

理に責任をもって管理させてきた︒該犯らは訊問で︹闘︺荘を攻めようと謀ったわけでなく︑かつ事件護生後に兇匪
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を捕縛して突き出したが︑ただ李受が人を糾合して穀物の供出を割り付け︹自己荘を守らせたときのみ︑災耐を慮つ

て阻止することを知らず︑それどころか︹李受の命令に︺従って︑村民や穀物を供出した︒

02ωω 印︑遁光二二年六月二五日︑署一帽州将軍瑚松額・閑
史料5 官室湾故宮博物院載︑道光朝軍機慮月摺棺奏摺録副︑ Z0・

斯総督程租洛﹁奏矯南路卑匪査緋完竣︑審得績獲番割兇犯︑並縦衆滋事之各卑荘総理︑分別定擬恭摺奏新聖霊事﹂

縞かに︹思うに︺鳳山牒の卑荘の匪梶は闘荘を攻撃して多数の命を奪いました︒すでに臣らが一噛建陸路提督馬済勝お

よび現職の丈武官に命じて︑卑籍紳士・屯弁人らを帯同し︑首謀・共犯の各犯を捕縛させ︑さらに多数の﹁内山番

割﹂を捕らえて︑三度にわたって審理したことは上奏で報告したとおりです︒:::今回の事件で︹生︺香を率いて人

を殺した楊石老二・劉香五・鍾阿妹・潜嬬和・潜碧源・陳謀獅・加礎水らは︑すでにすべて捕えられ諒されましたが︑

なお李受が供述した︑︹生番を︺率いようと企んだ番割印番三すなわち郎喚三一名があって︑(貫に最口の兇犯であり︑

すでに内通者を頼りに捜査・捕縛を最命しています︒:::在籍主事黄醸雲や卑荘の生監郭清らは逃亡者の行方を捜し︑

屯丁・役勇を率いて直接香祉に赴き︑︹生︺香の頭目に自ら︹逃亡者を︺捕縛し献ずるよう識しました︒

史料1 1史料5から今回の事件に閲する知見を整理すれば次のようになろう︒①卑人監生李受の事件はこれまで闘卑械闘

として注目されてきたが︑賓際には多数の生番が卑人とともに閑人を攻撃しており︑閑人と卑人・生番との聞の械闘と呼

んだ方が正しい︒閤卑械闘としてのみ捉えることは︑生番の果たした役割と影響の大きさを見落とした漢人中心史観の誇

りを克れぬであろう[史料 1⑥など]︒②阿里港など間荘が卑人・生番に襲撃され︑多数の閑人が殺害されている[史料 1

⑥]︒なぜ閑人の有名な商業地 l阿里港が襲撃封象となったかは明記されていないが︑これは日常より番割を仲介者とし

(お)

て阿里港の閑人商人と生番との聞に交易関係があったことを示唆すると考えられる︒番割は仲介者としての自らの地位を

利用し︑何らかの手段￨￨番割・生番聞における交易上の紛争の原因を閑人商人に押しつけるなどーーを用いて生番を煽
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動したかもしれない︒③李受ら卑人と生番とを仲介したのは香割楊石老二 [史料1③・史料 2] ‑鍾阿妹・鍾阿妹・潜鳩

和・活磐源・陳謀獅[以上すべて史料 1①・史料 3] ‑郎番二一[史料 4 ・史料 5] らであった︒生番頭目内障は﹁香割に巧み

に誘い出された﹂と香割の主導的役割を強調している[史料1① ]o これは上述の如く︑卑人と香割の聞に日常レヴェルに

おける密接な関わり￨￨番割が卑人であった可能性は高いーーがあればこそ可能となったであろう︒

右のうち③は筆者の問題関心との闘わりにおいて最も重要な貼である︒そこに登場する番割たちは﹁内山著名香割﹂と

も記され︑這光六年の番割黄斗乃と同様︑事件で中心的な役割を演じていたからである︒以下︑これら番割について検討
していくことにしよう︒

まず主犯の李受と最も深い闘係にあったのは楊石老二である︒彼について十分な情報が得られないのは残念であるが︑

生番の言語(番語)に精通し日常より生番と闘係を結んでいたらしい [史料240また鍾阿妹・潜婿和・潜碧源・陳謀獅は

すべて﹁著名香割﹂であった︒以前より鳳山懸の在地枇舎では名の知られた存在であったのだろう[史料1①・史料 3]0

鍾阿妹はその姓からして卑人かと思われるが︑生番の女性と結婚している︒潜婿和は連橋和ともいい︑彼自身熟番であっ

た︒活碧源も熟香であったが︑生番の女性を要っている︒このように鍾阿妹(卑人)と潜碧源(熟番)は生番との聞に通
(泌)

婚関係を結んでいた︒ 一方︑陳謀獅はやはり姓からして父親が卑人或いは閑人かと推測されるが︑母親は生番の女性であ

った︒加稽水は熟番であったと記載されるが︑母親は生番の女性であったから︑可能性としては︑彼自身は熟香と生番と

の混血であるものの︑父親方の熟番中で生長した︑ないしは史料を作成した官憲側が漢人の父系親族概念にとらわれ︑父

親が熟香であることを理由に熟番に分類した︑と考えられる︒ いずれにせよ陳謀獅・加瞳水の二人は母親が生香であり︑
卑人ないし熟番を父親にもつ混血であったことがわかる︒

このように今回の事件に関わるほとんどの番割に生番との通婚・混血を見出すことができる︒これまで検討してきた多

くの史料は︑香割を漢人として描き︑その﹁香化﹂ともいうべき現象を指摘していたが︑ここではもはや漢人・熟香・生
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香といった血統による族群(エスニツク・グループ)の直別はあまり有放でないように思える︒漢人と生番︑熟香と生番︑

それぞれの境界を通婚や混血によって跨ぐ人々が存在し︑さらに地理的空間を跨いで活動している︒香界をはさむ境界地

帯はまさにそういった人々を少なからず含んだ枇舎を形成していたと考えられる︒かような境界地帯へと人々を誘い︑通

婚・混血させる原動力となったのは︑交易がもたらす莫大な利益であった︒漢人・熟番・生番を問わず︑人々は交易の利

盆に引き寄せられ︑利益を最大化し危険を最小化するために通婚・混血という手段を選捧・利用していく︒それは必ずし

も通婚・混血に限らず︑前章で検討したとおり︑文化的習俗的側面における﹁番化﹂としても現象した︒たとえば史料4

の﹁髪を蓄えて︹生︺番となり番割と作った﹂郎番三(郎燥三︑五五歳)は典型的な事例であろう︒

ここで境界地帯における混血について史料を補ってみたい︒朱仕掛﹁小琉球漫誌﹄巻七︑海東験語中︑土生仔には﹁内

地(蓋湾の西部平原地帯)の︹漠人の︺無頼のうちには︑多くの者が生番に紛れ込んで女婿となっている︒生まれた子供は

土生仔と呼ばれる︒︹土生仔は︺常に生番が夜に酔っぱらったのに乗じて誘い出し︑︹漢人の︺住民に危害を加えた︒しか

し︹蓋湾︺遁蓋が戟船を造成するのに︹必要な︺軍需の木材は︑ただ生番が居住する地域のみにあるので︑土生仔の案内

に頼ることではじめて︹木材を︺入手できる︒これは土生仔の百害中の一利といえよう﹂とある︒これは著者朱仕扮が鳳

山牒教諭を務めた時期の事を記したものであるから︑ ほぼ乾隆中頃の状況と考えてよい︒ここには内地の無頼つまり下層

民ーーこれまで検討してきた漠人の番割であろうーーが多く生番地に入って生番の女性に婿入りし︑二人の聞に生まれた

子供は﹁土生仔﹂と呼ばれていたことが述べられている︒また部停安﹁姦測葉紗﹄﹁平健偏山賊黛記後毅﹂にも﹁土生

仔﹂について﹁生番は殺人を暗むので︑︹漢人の︺住民は︹彼らを︺異類と見なしている︒ただ漢好のみは品物を携えて

︹行って︺彼らの閲心を買い︑それによって往来し︑或る者は︹生︺香の女を要って妻とし︑も︑つけた子供は土生仔と呼

ばれた︒︹土生仔は︺しばしば︹漠人の︺住民と生番との聞にもめ事を起こしたり︑生番の力を借りて︹漢人の︺住民に

危害を加えたりして︑住民は甚だ苦しんだ︒﹁︹千億偏山賊黛︺記﹂の中にみえる﹁︹陳︺宗賓は︹生︺番の中で成長し︑
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︹生︺香の女を要って︑四人の子供をもうけ︑ほとんど生番出身と同様であり︑また︹生︺番の入婿となった﹂とあるの

は︑賓に土生仔中の最も狭滑な者である﹂との記述がみえる︒ここでも漠好が生番地との聞を往来し交易しているから︑

漢人の香割が想起されるが︑この漢好と生番の女性との聞に生まれた子供がやはり﹁土生仔﹂と呼ばれた︒ここに紹介さ

れた陳宗賓なる﹁土生仔﹂は︑古室湾故宮博物院戴︑乾隆朝軍機慮月摺槍奏摺録副︑ z
o
o
‑
c
c
b︑乾隆三四年一月七日︑一噛

建巡撫郭寧の上奏中にも確認できる︒﹁訪べたところ︑墓湾には陳宗賓なる人物があり︑生番とよく交際し︑賊匪の仲間

を頗る多く持っています︒:::陳宗賓はかつて徒刑に慮されましたが︑配地で逃亡したことがわかりました︒︹その後︺

?
ν
=

すぐに以前の記録をさがし出し慶門まで届けさせると︑さらに以下のことが判明しました︒乾隆三一年(一七六六)︑前闘

っ
ーさせると︑陳宗一賓は時の鳳山牒の番一祉の通事で︑匪徒を集めて強︑盗・窃盗を行ったので︑密
崩総督蘇昌が人を抵遣し訪べ

かに知府に逮捕を命じました︒古一豆一再這張挺と知府秦廷基は陳宗賓が健偏山の加宗一吐の生番界に居住していたために逮捕で

きず︑遂に鳳山懸知牒語垣に命じ︑内通者を雇って加奈枇の匝域内に入らせ︑陳宗賓に自首し︑さらに要った生番の女略

杷立との聞に生まれた幼子四人をともに引き渡すよう説得させました︒:::臣の査べでは︑陳宗賓は父親陳額が要った

︹生︺香の女との聞に生まれた子です︒彼自身も生番の女を要って︑賓に異類に属します︒しかも内地人民が生番の女を

要ることはすでに久しく血厳禁されているのに︑彼はまた生番界に潜かに入り︑匠徒を集め人民を騒擾していました﹂と︒

陳宗賓は漢人の父親陳額と生番の女性との聞に生まれた﹁土生仔﹂であった︒彼自身も生番の女性を要って四人の子供を

もうけた︒﹁土生仔﹂は生まれながらにして血統の面で漢人・熟番・生番など族群聞の境界を跨いでいた︒﹁土生仔﹂の存

在は自明とされてきた漢人・熟番・生番聞の匝別︑ つまり漢人とは何か︑熟香とは何か︑生番とは何かといった漢・番間

一方で確かに生番・熟香のいわゆる

の境界を暖昧にする︒さきの陳謀獅も漢人と生番の女性の聞に生まれた﹁土生仔﹂であるし︑加躍水のように生番女性の
生んだ子供でありながら史料中では﹁熟番﹂と記される場合もあった︒
かかる漢・香聞の境界の暖昧化は外見など文化的習俗的な側面にも表れていた︒
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﹁漢化﹂がすすむものの︑香割からみれば︑むしろ漢人が﹁香化﹂していく︒たとえばさきの郎香三は﹁散髪﹂しており︑

もはや剃頭・解髪といった漢人男性としての一種の外見上の記競が消えさってしまっている︒境界地帯では︑漢・香聞の

境界の暖昧化が様々な側面から進行していたのである︒微視的な覗酷からみれば︑血統或いは言語・ヘアスタイル・服装

などで漢人・熟番・生番など族群を車純に識別できぬ状況が賓際に存在していた︒番割はかような境界地帯を活動の場と
していたといえよう︒

かかる朕況に清朝は如何なる態度で臨んだか︒漢人と生番との通婚に閲しては史料1④でも言及されるように︑﹁大清

律例﹄戸律︑嫁安達律主婚媒人罪︑乾隆二年定例に﹁幅建省蓋湾の民人は番人(熟番・生番)と結婚してはならぬ︒達︑っ

者は離別させ︑民人は達制律に照して杖一百とし︑士官・通事は一等を減じて各々杖九十とする︒該地方官は︑もし事情

を知りながら放置したならば︑弾劾して︹吏︺部に交して庭分する︒この︹定例の︺前にすでに︹番人の女を︺要って子
(幻)

供を産んだ者は︑︹子供は︺本地に安置して民籍に編入し︑︹今後︺番一吐と往来させてはならぬ︒達︑つ者は不一際情の重律に

照して杖八十とする﹂とみえる︒この定例は漢・香聞の通婚を禁止したもので︑成立の背景には︑嘉正一三(一七三五)

ー乾隆元年(一七一二六)の淡水曜加志間一吐を中心とした番嬰があった︒善後策を講ずるなかで巡視蓋湾御史白起園が建議

し裁可されたものである︒内容的には今後の漢・番の通婚を禁止するとともに￨￨ここにいう香には生番のみならず熟香

も含むと考えられる(後述)￨￨︑すでに子供がある場合には︑その番枇との往来を禁じている︒

その後しばらく漠・番の通婚に関わる規定の成立をみぬが︑今回の卑人監生李受の事件を契機として再び論議された︒

)0

宮中互補同故宮博物院職︑ぽ迫光朝軍機庭月摺槍奏摺録副︑Z0・22呂︑道光一四年正月一一一一日︑武英殿大随一子士曹振鏡の上奏には︑
以下のように述べられている(①②は行論の都合上筆者が附したもの

臣らが伏して査べたところ︑蓋湾の生番はもともと敢えて山を出て事を起こそうとは致しませんでした︒:::︹とこ

ろが︺近年︑不法の好民のうちに番語を撃習し︑こっそり境界を越えて生番界へと入り︑髪を伸ばして生番の服装に
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改め︑望んで生番の女を要っている者があり︑これを香割と呼びます︒這光六年には︑番割の黄斗乃ら︑このたびは

番割の楊石老二らが生番と結んで略奪・殺人を行っており︑この番割こそ最も憎むべきです︒:::①以後︑捕縛した

番割は︑(貫際に死罪を犯した者を除き︑取調べを行って︑髪を伸ばし生番の服装に換え︑檀まに生番の女を要ること

があれば︑即ちに﹁蓋湾の無籍の併民が粗暴で法を守らず︑徒罪以上の罪を犯した﹂例に照らし︑また情賦を酌量し

たうえで分別して充軍とする︒②僅かに撞まに生番の女を要っただけで︑決して髪を伸ばしたり生番の服装に換えた

りすることが無ければ︑ひそかに深山に入り抽篠・釣鹿・伐木・採椋などを行った例に比照(比附)して︑杖一百︑

徒三年とする︒熟香は開眼して久しく漢人と異ならぬから︑︹漢人が︺熟番の女を要ることは︑ よってお構いなしと
する︒

右の史料は今回の事件の善後策を述べたものであるが︑前半では︑番語に精通し︑生番の居住匝域へと入り︑ ヘアスタイ

ル・服装を換え︑生番の女性を要っている番割の存在に言及したうえで︑その事例として遁光六年の黄斗乃および今回の

楊石老二を奉げる︒古日振錆らにとって本稿で扱った二つの事件は︑番割という一貼において根本的に繋がったものとして

認識されていたのである︒後半では︑二つの構成要件の有無によって香割に封する庭罰を分類して提案する︒その構成要

件とは︑第一に生番の女性と結婚しているか否か︑第二に﹁散髪・改装﹂しているか否かであった︒①ではもし前者のみ
であれば杖一百・徒三年︑②では雨者をともに満たすならば充軍としている︒

清律
﹄出
兵律
こ の 曹 振 錆 ら の 提 案 は ほ ぼ 原 案 ど お り 採 捧 さ﹃
れ大た
︒例
私
外︑境 及 達 禁 下 海 ︑ 道 光 一 四 年 定 例 に は ﹁ 吉 室

湾で捕縛した香割については︑賓際に死罪を犯した者を除き︑取調べした結果︑髪を伸ばし生番の服装に換え︑檀まに生

番の女を要ることがあれば︑即ちに﹁蓋湾の無籍の瀞民が粗暴で法を守らず︑徒罪以上の犯罪を犯した﹂例に照らし︑ま

た情賦を酌量したうえで︑分別して充軍とする︒僅かに檀まに生番の女を要っただけで︑決して髪を伸ばしたり生番の服

装にかえたりするようなことが無ければ︑杖一百︑徒三年とする﹂とあって︑適用封象を蓋湾の番割と明示したうえで︑
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今後香割が捕縛された場合︑生番の女性と結婚しただけであれば杖一百・徒三年︑さらに﹁散髪・改装﹂していれば充軍
(お)

にい廃すると決定したのである︒なお昔時︑生香の居住匡域に入って交易するだけであれば杖一百・徒三年と考えられるか

ら︑清朝にとって生番の女性との結婚より︑むしろ﹁散髪・改装﹂がより重要な意味を持っていたという推測も可能であ
ろ
︑
っ
︒

以上︑諸定例を分析すると︑清朝は明らかに漢人と番人(とりわけ生番)との通婚︑漢人の﹁散髪・改装﹂を危倶し︑

法的にこれを禁止していたことがわかる︒では清朝はなぜ禁じたか︒通婚・ヘアスタイル・服装は王朝支配と如何なる闘
係にあったか︒

ヘアスタイル・服装は民族・国家・階層・個人など各レヴェルに磨じて意味が異なるが︑王朝支配との閲係のみに限定

するならば︑幅本雅一︑ ロナルド・トピ︑武田佐知子ら諸氏の研究があげられる︒中国を支配した清朝の場合︑周知の如

く︑漢人に封し﹁薙髪令﹂を護布し︑満州族の風習の続髪を強制した︒涌州族にとって続髪を漢族に強制することが何を

意味したかについては様々な意見があるが︑一耐本氏は清朝の意園が漢族抑匡に在ったことを強調する︒トピ氏は︑幕藩瞳

一七世紀の束アジアで形成されつつあった幕藩盟制と清帝固という二つの新しいヘゲ

制下の日本で髪型(月代︑さかやき︑っきしろ)をめぐる巌重な取締りがあったが︑清代中国ではさらに 厳
m しい髪型統制が
あらわれた︒それが薙髪令であり︑

モ ニ lが時をほぼ同じくして男性の身瞳の一番目につくところに権力を刻印しようとし︑彼らの盟制に封する服従を身睦

をもって示させたとする︒ 一七世紀東アジアの支配権力と髪型の闘係についてはこうした興味深い指摘がなされている︒

一方︑武田氏は身分標識としての衣服制の形成を︑東アジア世界における園家形成の一つの指標として捉えるべきことを
(拘)

主張する︒衣服が覗量的に最も主要な部分を占める身瞳表装であり︑民族標識の一つとして機能したという指摘は極めて
重要である︒

これらの議論を踏まえて清朝と番割の問題にもどると︑散髪については番割側の理由￨￨生番との聞に密接な関係を構
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築する￨￨はともかく︑清朝側にとって漢人男性の剃頭・解髪という服従の記競の泊減は︑支配瞳制に釘する反抗のスタ

ンスを意味したと考えられる︒中華帝国の秩序構造からみれば︑服装の場合も鹿皮など獣皮を用いた衣服の着用はまさに

﹁化外の民﹂の象徴であったと推測できる︒なお︑熟番は解髪していた︒ つまり清朝は蓋湾の場合︑﹁化外の民﹂も教化

を受容すれば続髪を認めたのである︒然りとせば︑蓋湾(封象はあくまでも清朝支配下に在った西部卒原地およびそこに居住す

る漢人に限定される︒東部山岳地帯と生番は支配の外側に在る)という舞墓では番俗を捨て去ることは認められでも︑漢人の
﹁番化﹂はとても許容できるものでなかったといえよう︒
清末における番割の再許債

本章では︑清代遁光年聞の漢・番関係を踏まえたうえで︑清末の国際情勢の愛動とそれに件︑つ番割に封する評債の愛化

(叫)

について検討しておく︒ただしかかる課題に闘わる史料は極めて限定されるから︑筒間早な分析と見とおしに止まらざるを
得ない︒

周知の如く︑清末の園際情勢については坂野正高・漬下武志・茂木敏夫の諸氏など多くの研究の蓄積がある︒今ここで
(叫)

詳細に紹介する紙幅はないが︑戴天昭氏の研究によりつつ︑古室湾の固際的環境をめぐる主要な事件をあげてみると︑同治
(必)

六年(一八六七)のアメリカ・ロ l ヴァ l競事件︑同治一 O年(明治四)の琉球漂流民殺害事件および同治二二年(明治

七)の日本の蓋湾出兵となろう︒これら諸事件の背後には刻々と繁化する国際情勢があり一概に論ずることは危険だが︑

少なくとも一連の事件から額在化してきたのは清朝が﹁化外の地﹂と稽した生番地の時属問題であった︒この問題をめぐ

っては羅大春﹃吉室湾海防並閉山日記﹂附録一に﹁上制府請経理蓋湾後山番地﹂(侠名)と題した興味深い記事がある︒﹁西

洋人がいつ狭滑な手段を用いてもめ事を惹き起こすかは珠測不可能である︒慌ただしく争端が聞かれ︑西洋人に番地をさ

きに取られてしまうことが肘脚本山される︒いま危急を救う封麿策を園っておくべきである︒査べたところ︑吉室湾の近山の人
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民のなかに︑生香とよく往来し︑生番の言語や風俗に熟知し︑さらに香女を妻として要った者があり︑香割と呼ばれてい

る︒多額の費用を惜しまず︑かかる番割を官憲側のために雇うべきである︒熟香の屯丁の中にも利用できる者がいる︒官

服を授け︑官僚のふりをさせて︑生番の各枇と頻繁に往来させ︑生番が喜ぶ茶・タバコ・瞳・布などを持たせ︑ほしいま

まに接開・交流させるべきである︒:::また香割らを抵遣し︹生番の各社と︺連絡を保たせることで︑西洋人に番地が中

園官員の巡覗の範園であり︑わが園の管轄範固に属するように見せかけることができる﹂と︒この記事の内容はさきに検

討してきた清朝の封香割評債と明らかに異なっている︒これまで香割は常に取締りの封象とされてきたが︑清末に至って

全く逆韓︑すなわち番割の積極的な利用が建議されている︒しかも西洋人の日からみて︑生番地が清朝の統治下に入って

いることを印象づけるために︑官服を支給することまで提案するのである︒かかる提案の背後には間違いなく生番地時属
問題への釘躍があり︑その結果︑番割に釘する再評債がなされたと考えられよう︒

また光緒﹁新竹豚禾訪冊﹄巻七︑風俗︑生番風俗は︑清末の生番との交易について﹁日用必需品の盟・万銃・鉛弾・火
きび

薬・紅曝岐・銅鍋・螺殻・料珠などは皆な漢人に頼り︑土産の苧・藷榔・通草・金石斜・香布・香笹・蜂蜜・鹿茸・鹿

角・鹿皮・閑皮・鹿の陰茎の類をもって漠人と交易する︒これを﹁斗換﹂という︒奮時には言葉が通ぜず︑生番は敢えて

外出し︹漢地へと出︺ょうとは思わなかったので︑︹かかる事は︺皆な漢人の狭滑な者が行い︑私かに漢人の貨物を運ん

で番一祉に潜入し生番と﹁斗換﹂した︒︹彼らを︺番割と呼ぶ︒嘉慶・這光年間以降︑山沿いに墾戸を設け︑隆口を固めて

生番を防がせたため︑すべての番割による生香の物品の﹁斗換﹂は︑墾戸に費用を支掛って詮明をもらい︑始めて漢地へ

の韓買が許されるようになった︒蓋湾省が設けられ︑大いに撫香が行われ︑山沿いの地域を開墾し︑要地を選んで局を設

け︑官員に委ねて撫墾の事務を庭理させるようになると︑平時にかつて香割となって生番の事情に熟知し︑生香の女を要

って妻としていた者を︑官は採用して通事とし︑すべての香貨新章は一手に通事の﹁斗換﹂に任されることになった︒近

頃では官側が局を設けて﹁斗換﹂を行うこととなり︑これを官市局と呼んでいる﹂と記すほか︑山岳地帯の開墾について
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も﹁すべての開墾せんと欲する者は︑必ずまず生番とよい関係を結ばねばならず︑あらかじめ香割に好みを通じてもらい︑

期日を定めて漢地と番地の交界で集まって話し合う︒時が至れば︑墾戸は酒一室をもち陸丁数人を従え︑それぞれ刀銃を

携えて交界地域で待ち合わせる︒生番の土目も番丁十数人を率い刀銃を携えてやってくる︒墾戸・土日は樹の枝を折って

地に放り投げ︑互いに足でこれを踏みつける︑これを﹁打青﹂という︒その後顔を見合わせ笑い酒を一緒に飲む︒生番と

ひっ

漢人は二列に並んで地にうずくまって話し合う︒番割は生番の言葉に通ずるから話し合いは皆な上手くいく︒墾戸が︹生
v

香と︺午・酒・盟・曝岐(毛織品)の量︑交換日を決めることで聾方の相談は決着し︑その後石を地に埋める﹂と語って
LV

O
︑
︑
︐
フ
ノ
︐

これらの記述は漢人が交易・開墾を進める際に如何に生番と交渉・合意したかについて大饗興味深い内容を含んでいる

が︑ここでは傍酷を施した部分のみに注目したい︒光緒一 一年(一八八五)の蓋湾省建省以降︑清朝は閉山撫番政策を積

極的に推進した︒その過程で注目されたのが以前から生番と密接な闘係を結んでいた香割であった︒彼らこそまさに﹁開

山撫番﹂に不可映の人材と考えられたのであり︑清朝は彼らを積極的に行政上の最末端に取り込もうとした︒生番の事情

に熟知していた番割を通事に任命し生番との交易を委ねる︒また十分な情報はないが︑その後設立された官市局にも取り

込まれていったと推定できる︒ここにも清末の開山撫番政策とそれに伴う番割への再評債を看取できよう︒この官市局

(正式には換番官市局)は伊能嘉矩が﹁其の後線分局内に換蕃官市局といふを設け︑大に取締を最重にし︑爾来蕃人との交
(必)

易は此の局に於てすることとし︑土人の私授私受を禁じました︒乃ち蕃人の晴好に適するものは総べて此慮に貯蓄し以て

蕃産と交易したのであります﹂と述べる如く︑清極末に誕生した封生番交易機関であったと考えられる︒

以上︑清末の園際情勢の嬰動︑特に蓋湾の生番地時属問題が浮上すると︑あれほど忌み嫌われ取締られてきた番割が一

結押して肯定的な評債を受け︑行政上の最末端に組み込まれようとしていた︑或いは貰際に組み込まれたことがわかる︒こ

こでは史料上の制約から官市局と番割︑その機能としての封生香交易の管理など︑非常に興味深い問題が蔑されたままと

80
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(叫)

なった︒官市局に閲する史料の歓如は日本統治時代の封原住民政策と併せて議論することで補うことができる可能性があ
ろう︒記して今後の課題としたい︒

り

生仔﹂など非漠人の番割について史料はあまり記載せぬが︑それは満州人・漠人が執筆したという史料的な性格に由来す

群(エスニック・グループ)のほか︑言語・ヘアスタイル・服装などでも匝別が暖昧な世界が現出していた︒第五に︑﹁土

る場合もみられた︒﹁番化﹂も考慮すれば︑漢・番の境界地帯では漢人(閑人・卑人) ‑熟番・生番といった血統による族

る場合が多いが︑賓際には熟番と生番の混血︑漠人と生番の混血(特に﹁土生仔﹂と呼ぶ)や﹁漢化﹂した熟番が香割にな

番の境界地帯に少なからず存在し︑漢・番の境界を跨いで活費な活動をみせていた︒第四に︑文献中では番割を漢人とす

より密接な聞係を構築し交易を繕績していきたいという打算があったと考えられる︒第一一一に︑香割は遁光年閉までに漢・

を意味した︒かかる香割の身瞳的な饗容は漢人の﹁香化﹂とも呼びうる現象であった︒その背景には番割・生番聾方に︑

饗える場合を確認できた︒これは交易・開墾などによる地理的空間の越境のみならず︑文化的習俗的な側面における越境

入って番婦を妻り︑﹁散髪・改装(薙髪せず散髪し︑服装も番俗に従う)﹂するなど︑ ヘアスタイル・服装・生活場所までも

わち漢人(特に卑人)であり︑番語に通じ︑生番と交易していたことが指摘されてきたが︑ さらに彼らが時として内山に

香の存在を無頑した清代牽湾漢人開拓史を修正する必要がある︒第二に︑これまでの研究では︑香割が主に﹁漢好﹂すな

と密接な関係を築いていた生番が深く闘興したことを踏まえれば︑むしろ閑人と卑人・生番の械闘というべきである︒生

械闘を再検討した結果︑これらを車に閑人と卑人の械闘として理解するのは必ずしも正確でなく︑交易などを通じて卑人

最後に︑本稿で明らかにした重要な知見を整理すれば︑以下のようになろう︒第一に︑遁光六年・二一年の二つの閑卑

わ

ると同時に︑現貰に問題にしたくとも︑彼らは多く山岳地帯で生番と居住していたから︑清朝の法が及ぶところでなかっ
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たことも闘連しよう︒第六に︑清朝は香割と生番の頻繁な接鰯を危倶し︑生番との通婚︑ ヘアスタイル・服装の費更を法

的に禁じた︒遺境支配の安定を考えれば︑漢人の﹁香化﹂は許容できなかったのである︒第七に︑潅正年間以降︑香割は

文献上に登場して以来︑常に取締封象とされてきたが︑清末の園際情勢の費動︑特に生香地時属問題が表面化すると︑

(日制)

轄して注目を浴びるようになり︑積極的な利用策が提言されるようになる︒賓際に官市局では通事に採用されたと推定さ
れる︒

漢人・生番聞で活動を繰り庚げた番割は︑宮室湾は勿論︑東アジア世界をめぐる様々な問題と結びついていた︒それは清

朝時代に限ったことでなく︑清末以降(一九世紀極末)︑日本統治時代にかけてますます重要性を帯びていく︒最後に若干

の分析を加えたように︑清末の園際情勢や蓋湾巡撫劉銘俸の改革の中で︑番割は如何に取り込まれていったか︑日本統治

時代の理香政策︑特に封原住民交易の中で番割はどのように位置づけられていったかなど重要な課題が山積している︒か

かる課題は日本統治時代まで研究封象を掻大し︑大日本帝国と植民地蓋湾という帝国経済瞳制のなかで番割が如何なる役
割を果たしたか︑長期的なスパンから分析することで次第に明らかにできるものと思われる︒

(1) 林淑美﹁清代墓湾の﹁香割﹂と漠・番関係﹂(名古屋商
科大自由干﹃ zd(リ切 ]OHHHg﹀﹁ CHり ﹁ ﹀ZOC﹀CH刊行口﹁ー
↓白河一向﹀ZH)(C Z戸内dEhkt E Z﹄六￨二︑二 O O四
叶
︑
年 )oなお漢・番聞の交易や﹁
番割﹂に関する先行研究は︑
右論文の目頭で整理したので参照されたい︒

利用していただければと同一史料の使用を快諾して下さっ
た︒ここに記して感謝を表するとともに︑讃者には氏の論

乱と分類械闘を中心に﹂(塚田誠之編﹁民族の移動と文化
の動能山﹄風響枇︑二O O三年︑所枚)を公開するとともに
私製の史料集﹁蓋湾張丙反乱槍案史料﹄を筆者に恵興され
た︒蛍史料集には本稿で使用する史料の一部と全く同じ史
料が掲載されており筆者も驚いたが︑氏は官軍湾史研究にも

エ
+

文を提出したが︑常然に準備段階でこれらの史料を収集・

(2) 筆者は二O O三年に大阪大学大向学院文学研究科に博士論

文を併諒されることをお薦めしたい︒
(3)内湾は現在の苗栗勝三湾郷内腎村︑大南捕は同牒南庄郷

リ

分析していた︒しかし公表前に菊池秀明氏が﹁太平天園前
夜の憂湾における反乱と利合同愛存￨￨道光十二年の張丙の
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南官同村の西北部をさす︒調査時にはこれらも合住民の大宇

(7) 洪︑前掲書︑三一八 l一
一
一
一
一O頁
︒
(8) 陳運株﹁黄一耐英事蹟探討﹂(﹃官事情史研究替市ん料愛掘研討
曾論文集﹄中 挙
H 民園芸湾史蹟研究中心︑一九八七年
(9) 同治﹃淡水磨志﹄巻一四︑考四︑鮮異︑兵焚(附

の住民構成は不明であるが︑後述の如く︑嘉慶二O年(一

)0

)0

八一五)に黄牛乃らが蛍地に入植した後︑徐々に卑人の緊

(日)直前に﹁現在懸賞っきで生番に番割らを捕縛させており

(日)﹁宣宗(貫録﹄巻一 O六︑這光六年九月二九日の係︒

を卑人が占めていた︒なお閑卑械闘が溌生した一八二六年

之沿革﹄(第一・二︑豪湾省文献委員舎︑一九八三年)︑三

ます﹂と見えるから︑﹁番衆﹂は生番をさすと考えてよい︒

(ロ)平湾番枇は内山に在るから生番の緊落と考えられる︒番

が︑後述の遁光帝の上識には﹁匪賊らは生番を率いて抵抗

割捕縛の際︑生番が抵抗したか否か︑この史料は明記せぬ

ひょう

したが︑武官・兵土は愛砲して内暴な生呑七名を撃ち殺し︑

黄斗乃ら多数の者を捕まえて︑番刀・鐸・鎗など︹の武

したわけでなく武力を用いて抵抗したと判断できる︒

器︺を押収﹂したとあるから︑生番は歎って番割を引き渡

Z0・0印∞匂吋︒︒

(日)塞湾故宮博物院液︑道光朝軍機慮月摺槍奏摺録副︑

(U) 室調円故宮博物院寂︑道光朝軍機庭月摺棺奏摺録副︑
Z C C印∞匂叶
ω︒

孫爾準︒

(日)同治﹃重纂一耐建通志﹂巻一四五︑豪湾府︑宣績︑総督︑

(日)張士陽﹁清代蓋湾における先住民の枇舎饗容﹂(神奈川

O

落が形成されていったと考えられる︒洪敏麟﹃喜一湾奮地名

は新竹勝城の南二 O里(約一一・五キロメートル)にある

一
一
一
一O︑三三王頁︒
一
八 1一
(4)中港は現在の苗栗豚竹南鎖中港・中江・中成等の里のこ
と︒這光年聞には郊行(商業圏髄︒一帽建南部・蓋湾特有の
呼稽)が林立し︑一帽建省との往来が廉んな貿易港であった︒
調査時には九八・一%が閑人︑卑人は僅か二%だった︒洪︑
前掲書︑二九二 l二九五頁︒
(5) 斗換坪は光緒﹃新竹豚禾訪皿山﹄巻一︑山川に﹁斗換坪山
i‑‑‑
民居の教は一百鈴り︿塞湾の慣習では生番と物品を交

易することを﹁斗換﹂という︑すなわち交換の意味である︒
開拓初期にはこの山が民(渓人)と生番が﹁斗換﹂ H交換
を行った場所であった︑ゆえに斗換坪と名づけられたこ
とみえ︑斗換坪という地名自慢︑生番との交易関係に由来
(黄斗乃らの入植)と考えられ︑首時は清朝園家権力の及

ジl ・歴史篇﹂︑一九九八年︑所収)および林淑美︑前掲

大撃中園語皐科編﹃中国民衆史への覗?也￨￨新シノロ

したことがわかる︒ここにいう﹁開拓初期﹂とは嘉慶年間
ばぬ地域であった︒なお以下︑紙幅の制限から史料の原文

(口)同治﹃重纂一噛建通志﹂巻二六八︑妻湾府︑雑録︑外紀︒

論文︒

を省略すること深め断っておく︒

(6) 連横﹃意 E
湾通史﹂(一九一八年︑本稿の頁数は北京︑商
務印書館本︑一九九六年による)︑三O五頁︒
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残念ながら明僻な解答を持ち合わせていないが︑二週りの

(日)﹁古室民﹂﹁蓋人﹂は具程的に如何なる人々であったか︒

のチュアン(耽)族・ヤオ(謡)族と漢族との政治 l文化

￨￨﹂(﹃民博通信﹄四三抜︑会九八九年)︑同﹁中園康西

婚に関する史的考察￨￨十七世紀末l二十世紀初を中心に

交易したものである︒塚出誠之﹁チユアン族と漢族との通

的 闘 係 の 比 較 考 察 ￨ ￨ 一 三 六 八 l 一九四九年における

可能性が考えられる︒一つは車に﹁墓湾の人々﹂と解調停す

￨￨﹂(﹃園立民族皐博物館調査報告﹄一四抜︑一九八九年︑

る場合である︒もう一つは﹁閑人(卑人を除く人々とと
がら記したか判判刊悼扶然仇爪⁝とせぬが︑番割がしばしば生番を率いて

理解する場合である︒地方志の執筆者がどこまで音

所牧)を参照︒

一九九四年に蓋北・南天書局より復刻)︑八六01八六六

(お)伊能嘉矩﹃塞湾文化志(上)﹄(万江主日院︑一九二八年︑

略奪行震を行ったという記述をみれば︑前者の解調停も可能
であろう︒しかし黄斗乃が慶一東省嘉一般州人(卑人)である

一九九O年)︑一九七

頁︑陳孔立﹃清代吉室湾移民一吐舎研究﹂(慶門大朗宇出版舎︑

こと︑彼の率いる生番の襲撃・殺害した針象が﹁悶荘﹂
﹁閑人﹂であることを踏まえれば︑後者として理解する方
合を完全に排除できるわけでないから︑今後の史料の博授

(お)園の悶荘・卑荘はすべて蓋湾故宮博物院戒︑這光朝軍機

1二

O九頁︒

がより現賓的かもしれない︒ただし番割が閑人であった場
が求められよう︒

1四二六百九︒

九九八年︑所収)も参照されたい︒

究院歴史話言研究所編﹃平捕族奥蓋湾歴史文化研討舎﹄一

添一耐﹁清代宣室湾昇東平原的土地拓墾和族群関係﹂(中央研

(訂)鳳山際の生番・熟番・渓人の地理的分布については︑施

研究院祉人官血学研究所︑二O O一年)︑一九五百円︒

(鈎)柄志明﹁番頭家・・清代蓋湾族群政治奥熟番地権﹄(中央

公司︑一九八七年)︑ム OO頁を参照︒

(却)陳其南﹁塞湾的停統中園枇舎﹄(允長文化賓業股紛有限

(お)伊能︑前掲書︑四二一二

淡水港西里にある﹁逐日潟市﹂(毎日市)であった︒

港街は鳳山豚城の東北四O里(約一一一一一キロメートル)の十

庭月摺檎奏摺録副︑ Z D C E
巴ωにみえるものである︒
(幻)光緒﹃鳳山豚采訪珊﹂丁部︑規制︑街市によれば︑阿里

印
∞
匂
︒
︒
︒

HACC

(刊日)蓋湾故宵博物院城︑這光刺軍機庭月摺棺奏摺録副︑
(加)墓湾故宵博物院城︑道光刺軍機庭月摺桔奏摺録副︑

︒
印
∞
匂
吋ω

HADO

(幻)清宮月摺槍塁湾史料(四)︑遁光六年︒
(幻)部惇安﹃議測美紗﹄の﹁吉室湾香世紀略﹂に﹁︹熟番につ
いて述べた後︺このほか蹄化生番については嘉義燃であれ
ば内優六祉と阿里山八世がある﹂とみえるから︑嘉義阿里
山一利が蹄化生番であったことは間違いない︒
(お)林淑美︑前掲論文︑八四頁︒
が︑そこで検討した事例はすべて漢人商人がチユアン族と

(江)塚出誠之氏はチユアン族・漢族聞の交易を分析している
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(犯)﹃新竹豚志初稿﹄(明治三O年︑一八九七年)巻四︑選

ド・トピ﹁﹁毛唐人﹂の登場をめぐって￨￨近世日本の到

(鈎)一噛本雅一﹃明末清初﹂(岡山肌舎︑一九八七年)︑ロナル

本史﹄山川出版祉︑一九九七年︑所牧)︑武田佐知子﹃古

外認識・他者観の一側面￨￨﹂(村井章介他編﹃境界の日

翠表によれば︑昔(膝骨一百は骨回時工部営繕司主事の任に在った︒
藤一宮古という︒這光九年(一八二九)の進士(塞湾初の卑籍

一九七O年)︑同﹁律令国家と蝦夷の衣服￨￨民族標識と

代国家の形成と衣服制￨￨袴と貫頭衣￨￨﹄(士川川弘文館︑

(お)黄騒雲は父清泰(嘉義州官邸舎将)の次男で名を定傑︑競を
)o鍾壬幸町﹃六堆客家郷土誌﹄(扉束︑常青出版社︑一

しての衣服﹂(荒野泰典他編﹃アジアのなかの日本V￨￨

九七三年)︑一九二 l 一九三頁︒光絡﹃鳳山際采訪珊﹄発

進士
部︑義文二︑兵事下︑歳貢鄭蘭﹁剰平許逆紀事﹂には

)0

自怠識と相互理解￨￨﹂東京大向晶子出版合︑一九九三年︑所

坂野正高﹃近代中国政治外交史﹂(東京大皐出版舎︑一

書応︑一九九七年)︑茂木敏夫﹁中華世界の﹁近代﹂的愛

九七三年)︑演下武志﹃朝貢システムと︑近代アジア﹂(岩波

(
ω
)

牧

﹁︹黄︺主事は名は藤‑室︑港西里の卑籍進士である︒画号匠
李受らが義民に名を借り︹兵を起こそうとしてい︺るのを
聞くと︑:::亙かに手紙を送り︑絶封に閑荘を焼き討ちせ
を︺際閥すること︑許成より甚だしかった﹂とあり︑黄騒

山谷￨￨清末の透境支配﹂(溝円雄三他編﹃アジアから考え

ぬよう懸命に議した︒︹しかし︺李受は耳を傾けず︹閑荘
雲は李受に閑荘を攻撃せぬよう説得していた︒

(社)ロ l ヴァ l披事件とは︑同治六年(一八六七)︑アメリ

)0

る2地域システム﹄東京大挙出版舎︑一九九三年︑所

(お)陳盛詔﹃問俗録﹄巻六︑鹿港勝︑番割にそのような事例

暴風に遭遇し憂湾東南端に漂着したが︑原住民(生番)の

収

を権一認できる︒
(お)加嘘水が番割であったか一台かは判然とせぬが︑史料3で

襲撃を受け︑一名の清国人を除く乗組員全員が殺害された

出版事業公司︑一九七九年)︑一一一 iill‑三五頁を参照︒

(弘)総理については戴炎輝﹃清代蓋湾之郷治﹂(吉室北︑聯経

は他の番割とともに列記されているうえ︑彼のような熟番

ゼンドルが清朝に協力を求めたものの︑分巡宣甲南旦湾這田元大廷

事件︒その後︑生存者の探索のため︑米園屡門駐在領事リ

いて追及しがたい﹂として責任を回避した︒最終的にリゼ

は﹁原住民(生番)の地は︑清園の版固に属せず︑兵を用

カ船ロ l ヴァ l競が幅建省油頭を出港して牛荘へと航行中︑

ていた可能性は十分に考えられる︒

が番割の如く漢人・生番聞の交易の仲介者の役割を果たし

る︒﹃大清律例﹂兵律︑私出外境及達林一市下海︑乾隆二年定

着した白人遭難者を救助することを約束させた︒戴天昭

ンドルは武力討伐も用いながら︑原住民(生番)に今後漂

(幻)この時︑同時に番界への進入を禁ずる定例が成立してい
例を参照︒
(お)﹃大清律例﹄兵律︑私出外境及違禁下海︑乾隆二年定例︒
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﹃宣室湾園際政治史研究﹄(法政大皐出版局︑
一
O八l 一一八頁︒

会九七一年)

二九五頁が網羅的に整理しているので参照されたい︒

(仏)換香官市局に関する近年の研究としては王世慶﹃清代墓

一九O競︑一八九六年)︑一七九頁︒

(必)伊能嘉矩﹁古室湾通信第三回﹂(﹃東京人類皐雑誌﹄一

(明治四︑一八七一)二一月︑琉球八重山群島島民の漁船

︑将棋官経済﹂(吉室北︑聯経山川版事業公司︑一九九四年)︑四

(必)琉球漂流民殺害事件は牡汁枇事件ともいう︒同治一 O年

七六

1四七七頁がある︒換番官市局は日本統治時代に換蕃

(生番︑牡丹枇)が漁民六六名中︑五回名を殺害した事件︒

が難破して墓湾東南岸の八洛湾に漂着したところ︑原住民

所として引き継がれていくことになる︒

口の人ぴとのまなざし﹂(加藤雄三他編﹁束アジア内海世

ついては林淑美﹁古室湾事件﹂と漠番交易の仲介者￨￨隻渓

(必)番割と吉室湾事件(牡丹枇事件・塞湾出兵)との関わりに

この時も清朝は日本政府に﹁墓湾の番民は化外の者で︑清
園政教の及︑はないところである﹂と責任を同避したため︑
ない﹂と解稽され︑同治一一一一年の芸湾出兵を正骨固化する根

されたい︒

界の交流史﹂人文書院︑二OO八年)で検討したので参照

日本側により﹁生番地直に封しては清図が領有権を主張し
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back to their ancestral land, as a turning point that the two generations of scholars
had passed the government exams, i.e. Chengxin 1£{§ and Minzheng. It can be
said that the project of organizing the clan lineage system that was later known as
Lianzong tongpu was necessary for this one family to return to its origins. The
Huangdun theory ~fft~}t was aimed instead at the members of the same clan rPJ
*~ in Huizhou, and it was expounded with the approval of Minzheng's friends in
the government. And the very important point was significance that get the same
clan to recognize their own superiority at the time of the re-organization of clan's
unity.
After Cheng Minzheng, the rendering of Huangdun with the character ~ with
its meaning of bamboo gradually was accepted by other clans and patronymic
lineages. Because of it gave places mysterious air which was the ancient land of
Zhu Xi and of Cheng Yi and Cheng Hao. We can also say that this was a split in
representation of Huangdun, with Huangdun, written ii i~t, indicating the indigenous valuation and Huangdun, written ~fft seen as the sacred Confucian homeland. Those who were to accepted the latter seems to far removed from Huizhou
and recounted it as their homeland.

THE BOUNDARY BETWEEN THE HAN AND MOUNTAIN
ABORIGINES AND THE ROLE OF THE FAN-GE
AS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ARMED
CONFLICTS IN 19TH _CENTURY TAIWAN
LIN

Shumei

In this article I examine the source materials viewed at the National Palace
Museum and the Academia Sinica concerning the armed conflicts at Danshui in
Daoguang 6 (1826) and Feng-shan in Daoguang 12 (1832) and consider the role of
the fan-ge I: ~U who operated on the "boundary between the Han Chinese and
Mountain Aborigines" during 19th-century Taiwan and their social background.
As a result, I found that due to the relationship between the fan-ge and the
Mountain Aborigines ~I:, they developed intimate ties, out of which the fan-ge
learned the aboriginal language, and some not only wed Mountain Aborigine
women, but there were in addition cases of their changing hairstyles, clothing and
-
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living places. The "overcoming of boundaries" by the fan-ge was not simply a
geographic overcoming of boundaries in the sense of moving from Han land to
barbarian land but also an overcoming of boundaries in terms of culture and customs, in short a physical transformation, aboriginization, became visible.
The premise of this understanding was that the fan-ge were Han Chinese, but
in fact making such a presumption is dangerous in the border area. The reason for
this was can be seen in the fact that nearly all the fan-ge involved in the conflicts
were wed to Mountain Aborigines or were of mixed blood. A classic example
would be the case of fan-ge who were tu seng zai ± 1:.1f, children of a Han
Chinese and Mountain Aborigine couple. Here the distinction between ethnic
groups such as Han, Mountain and Plains Aborigines 'A 1l} had ceased to make
sense.
The disappearance of standards of dress for Han Chinese men, i.e. the shaved
head and braided hair, meant taking a stance of resistance toward the ruling system to the Qing dynasty, and the wearing of clothing that used animal hides, such
as deerskin, was a symbol of being one of the "unassimilated peoples." Therefore,
these practices were strictly forbidden by law in an attempt to make the boundary
between Han and fan-ge visible, but the attempt was not always successful.
Ironically, with changes in the international situation at the end of the Qing
dynasty, particularly when the problem of jurisdiction over Mountain Aborigine
lands emerged, the fan-ge, who had been so abhorred and restricted, were instead
positively evaluated and incorporated as the lowest-ranking unit of governmental
administration.

RESIDENTS AND RULERS OF DARBAND
IN THE 18th CENTURY
SHIONOZAKI Shinya
The region of the South Caucasus in the 18th century was surrounded, by Iran
on the south, by Russia on the north, and by the Ottoman Empire on the west,
and became a region of conflict for these three great powers. This was due to the
collapse of the Safavid dynasty in Iran at the start of the 18th century. A period of
chaos resulting from frequent changes in ruling regimes continued thereafter.
Moreover, in the latter half of the 18th century many independent, local rulers
-
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