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台湾総督府の雲林事件への対応と保甲制

一額台初期の台湾人の抵抗と協力‑

野 口 真 広*
験を持っている(3)
はじめに

元来,「土匪」とは非合法な武装集団であり,

本稿では,1896年に台湾で起きた雲林事件の

一般台湾人から見れば暴力によって非合法の税

分析を通して,台湾総督府と協力しながら保甲

を徴収する集団であった。

制を再興し治安回復に努めた台湾人の動きを考

的な「土匪」討伐戦では,戦闘に巻き込まれて

察する。 雲林事件とは,台湾領有後に起きた

被害にあったものが日本に対して反感を持ち,

「土匪(1)」の蜂起である。

新たに「土匪」化するものが現れた。

台湾総督府が始政式

しかし,日本の大々

を行ってからも,日本軍は度重なる「土匪」討

と日本に対する抵抗運動の関係については,辞

伐で苦しんだが,雲林事件とはそのような「土

世槽や黄昭堂の研究が詳しい。

匪」蜂起の中でも規模の大きなものであった。

許の『日本統治下の台湾一抵抗と弾庄一』で

事件の渦中では,英国商人にも被害が及んだた

は,日本の統治確立期を1902年までとした上で

め,事件に関する英国側の資料も多く残されて

二期に分け,抵抗運動に従事した義勇軍の多く

いる。

が,元「土匪」であったことを指摘している。

雲林事件の背景を知るには,1895年5月25日

彼の研究によれば,台湾人の多くが日本の統治

に成立した台湾民主国政府の存在を欠かすこと

に慣れてくるに従って「土匪」は支持者を失

はできない。 台湾民主国は半年に満たない庫期

い,総督府に帰順していったという。

間ながらも,日本への抵抗を旗印として存在し

人が総督府‑の恐怖感を薄めたことで「土匪」

た政府だった[黄1970]。

日本が台湾を領有し

に頼らなくなったことや,「土匪」への授産事

た後も,各地で旧清朝軍や義勇軍を中心とした

業によって投降が進んだことにより,抵抗運動

抵抗運動が続いた。

に関わる「土匪」は漸減していったという[許

その際に,劉永福ら旧清朝

軍は台湾民主国軍となって戦ったが,彼らの下

世楢1972]c黄も『台湾民主国の研究』におい

で「土匪」の多くも抵抗運動に従った(2)雲林

て,「土匪」や土着地主は根強く抵抗を続けた

事件にかかわった「土匪」の首額である簡義も,

が,民主国の上層にいた官僚層や軍人たちは,

民兵として部下500名を従え日本軍と戦った経

戦況不利と判断すると清国‑帰っていったこと
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を指摘している[黄1970]。

度についてもまとめられている。 杵淵は,日本

両者の研究から分かるのは,抵抗を長く続け

統治時代以前における保甲制は自衛力が弱かっ

ていた主体の多くが現地住民からなる抵抗勢力

たため,匪徒に対して十分に対抗できなかった

であったということである。 現地住民主体の抵

ことを指摘している。 ただし,極度に治安が悪

抗は,規模こそ次第に縮小させつつも,特に台

化した時には,清朝官僚の巡撫・道台などの指

湾中部を中心として長く継続した。 不安定な治

揮の下で団連と呼ばれた一種の民兵を集め,治

安状態の長期化を恐れた総督府は,中国伝統の

安回復にあてたことが述べられている[杵淵

治安維持制度である保甲制に注目した。 保甲制

1940:977‑988]。本書からは日本統治以前にお

は,地方名望家の協力によって各戸の人身把握

いて,官民の間の協力関係は恒常的なものでは

をする制度であり,日本で言えば江戸時代の五

なかったことが分かる。

人組のような機能を果たした。 軍隊による即効

小林道彦は,『日本の大陸政策1895‑1914』

的な鎮圧とは異なり,永続的な治安維持にとっ

[小林1996]のなかで,台湾経営の観点から

て,保甲制は有効な手段であった。

旧慣利用による安価な統治の手段として,保甲

総督府が速やかな治安回復を望んだのには,

制が活用されたことを指摘している。 後藤新平

施政上の理由以外に別の理由もあった。

の台湾経営という視角から保甲制を取り上げて

当時,

雲林事件は国際ニュースとして取り上げられ

いるため,台湾統治にとってなぜ保甲制が利用

た。
柏木一郎の研究によると,雲林事件を処理

されたのかという点については論じられていな

する際,総督府と外務省が外国の報道を警戒し

小林は「旧慣温存‑経常費節減構想」に基
い。

ていたことが分かる[柏木1996]。

づいて,保甲制を安上がりの治安維持・地方末

外国報道

に取り上げられた理由としては,台湾中部・南

端行政機関として活用し,それが行政官の削減

部において外国資本の糖業・樟脳業従事者が多

に繋がったと指摘する[小林1996:831c保甲

かったこともあっただろう。 日本はそのような

制と行政費節減の関係は説明されているが,そ

外国の関心に配慮しつつ,速やかな治安復旧の

もそもなぜ保甲制が治安維持・地方末端行政機

必要性を認識した。持続的な治安維持制度とし

関となりうるのかという疑問は残る。

て,保甲制再興が望まれる状況があったことを

杵淵の言うように,保甲制は旧慣ではあって

本論では検証していく。

も恒常的な制度ではなく,官民の協力関係は一

保甲制に関する日台の先行研究について見て

過性のものであることが普通だった。 清朝時代

いくと,1940年に出された杵淵義房『台湾社会

には,戦争や大規模な匪徒の出没など,例外的

事業史』[杵淵1940]がまず挙げられる。

な時期において協調関係が結ばれたのに対し,

序

文にあるように,杵淵は台湾総督府に勤めた内

日本時代は制度として利用された。 この変化は

務官僚であった。本書は,台湾における社会事

注目に億する。

業や旧慣などについてまとめられた大部の書物

次に,台湾における日本統治期の保甲制研究

本書第四編では隣保制度として,保甲
である。

について見てみると,かつては保甲の制度論に

制の歴史を述べるとともに,日本時代の現行制

ついて考察したものが多かった。 近年になっ
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て,保甲の役員をしていた人物の聞き取り調

1895‑1945」[Cai1990]では,統治50年間にわ

査,保正の日記を基にした研究が進むようにな たる保甲制の制度面の変遷がまとめられてい
り,単なる制度論ではなく,実態の解明にまで
そのような研究成
踏み込むようになっている。

る。
以上の先行研究は,保甲定着後の実態につい

果としては,中央研究院の洪秋芥や許雪姫,薬

ては詳しいが,保甲制が再興され定着していく

聾玉らの業績が挙げられる。

なぜ旧慣を統治制
契機についての考察が弱い。

洪秋券には「日拠初期台湾的保甲制

度の中に組み込もうとしたのか,そしてなぜ組

度(1895‑1903)」[洪1992],「自治初期萌

官が民を利用して安
み込むことが出来たのか。

藍壊区保甲実施的情形及保正角色的探討

価な治安維持を図ったのは,日本時代だけでは

(1895‑1909)」がある[洪2000]。

しかし,清朝時代には一時的な活用こそ
ない。

これらは日本の統治初期の保甲制を扱ったも

できたものの,それを制度化することには失敗

ので,公衆衛生や土木作業,治安維持など,保

清朝時代の官僚の弁によれば,「造
している。

甲制が地域において果たした役割を明らかに

況んや
冊絵図(戸籍作成)は紙上の空談のみ。

洪と許は,『水竹居主人日記』[張
している。

委員(役人一著者補)の県に到るや,直に江洋

2000‑2004]という保正の日記を翻刻している。 大海に入るが如く,其の津涯を知らざるをや」
許雪姫には,日記の解題である「張麓俊先生

という状況であった[杵淵1940:968‑969]cこ

(水竹居主人日記)的史料価値」[許雪姫2000]

こからは,役人が地方の社会を掌握できていな

水竹居主人こと張麓俊の一生をまと
がある。

日本時代に保甲制が定着
かったことが分かる。

め,保正としての張を「最基層的頒導階層」[許 したことを強調するだけでは,保甲の制度化を
雪姫2000:47]と形容し,地域の指導者と捉え

保甲制がなぜ再興
説明したことにはならない。

日記については,研究大会も行われ,
ている。

され日本の統治に組み込まれていかなくてはな

その成果は『水竹居主人日記学術検討会論文

らなかったのか,本稿では考察したい。

集』[許雪姫2000]という形でまとめられてい
同書には13本の論文が収められ,水竹居主
る。

一雲林事件の経緯

人こと張麗俊の日記を活用しながら,宗教,文

‑.1事件の概要

学,経済,民俗などの多用な観点から当時の台

雲林は,現在の雲林県斗六に位置する台湾中

湾社会を検討している。

日清戦争後の雲林の概況と
部の一地方である。

茶替玉には,保甲役員への聞き取り調査を基

雲林事件については,総督府側の手になる『雲

「保正,保甲書記,街庄役
にした研究がある。

林沿革史』(4)という報告書がある,以下,同書

場一口述歴史(‑),(二),(≡)」では,萎自

に基づいて事件の経緯を述べたい。

身が保甲制の業務に関わった役員らを訪ね,当 日清戦争の勃発が雲林にもたらされると,
時の実態を明らかにしたものである[薬1993,

「匪類党ヲ結ビ各所二義動」したため,「県令呂

他にも,「Onekindofcontrol:
1994,1995]。

兆瑛ハ各庄ノ紳士等ト商議シ」民兵を組織し

ThehokosysteminTaiwanundeりapaneserule,

日清間で講和条約が結
た[沿革史未詳:21]。
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ばれ,呂を含めた清国文武官が台湾から引き揚

の襲撃以後,日本軍と「土匪」との大規模な戦

げると,各地の「土匪」首領は,民兵に組織さ

闘が起こった。 戦闘後の「土匪」狩りまで含め

れていた無頼層を配下におさめた。

その後,講

て,一連の騒動が雲林事件と呼ばれる[沿革史

和条約に不服を持った劉永福が台南で台湾民主

未詳:26‑28]c

国を構え,雲林へ二千名を派兵すると,これに

日本側は「土匪」の規模は小さいと考え,中

応じて民兵が再組織された。 この時,後に雲林

村大尉ら二十名を調査隊として派遣した。

事件に関与する簡義らを含めた数名の統領がそ

し,「土匪」の規模は予想以上に大きく,中村

れぞれ四,五百名の部下を率いた。

大尉を含む過半数の調査隊員が殺害された。

彼ら統額は

しか

こ

各地で日本兵に抗して守備にあたった[沿革史

の殺害に対する報復措置として,日本側は計三

未詳:22]。

回の剃討作戦を行った。 特に‑回目の作戦で

帰順匪俄の陳文晃の証言によれば,明治28年

は,総計55庄,4947戸の家屋が雁災した。

8月21日以降の戦闘においては,清国政府の給

ような大被害について,事件報告書には「人戎

料不払いによる戦意低下が原因で部隊は解散さ

ハ此役ヲ称シテ虐殺ノ役」と記されている[沿

れたという[沿革史未詳:22]。

革史未詳:26‑28]。

しかし,日本

軍部隊の一時撤退を見て反撃の好機と見なし,

書林事件のことは,外国新聞‑もすぐに伝

民主国軍(旧清国軍)は再糾合した。

わった。同年7月24日付けの『ノース・チャ

ところ

この

が,日本軍部隊の撤退は,戦略上の撤退であっ

イナ・ヘラルド』(以下,『NCH』と略)では,

たため,同年10月3日から再攻撃をしかけて民

台南通信員の記事が,家屋の破壊や婦女への

主国軍を壊滅させ,7日午前には雲林を再占領

暴行への厳しい批判をしている[沿革史未詳:

した。

48]。

雲林を追い出された民主国軍は,その後市外

すでに雲林事件が起こる前にも,台湾領有の

戦で抵抗したが衆寡赦せず,日本軍の前に敗走

状況について懸念する発言が英国公使から寄せ

せざるを得なくなった。 敗兵は,嘉義へと逃走

られていた1895年8月19日に,在日英国公使

するもの,山憲へ逃れるもの,農民や商人と

のアーネストサトウは,伊藤首相と面会した

なって身を隠すものなど,様々な形をとった

際,「当地の新聞に出ている記事が英本国に報

[沿革史未詳:24]。 10月19日には,劉永福がイ

道されて,旅順港の場合と同じように誤った印

ギリス船で大陸に逃亡し,台湾民主国は滅亡し

象を与えるおそれがあるので,英本国に正確な

た[黄:1970]cこうして抗日運動の大きな波

事実を報告できるようにしたい」と述べている

はいったんは鎮まったのである。 しかし,その

[サトウ1989:41]。 なお,旅順港の場合とは,

後は各地で反抗運動が散発するようになった。

日清戦争中に起こった日本軍による清国民間人

翌明治29年6月12日,雲林地方において,日

への虐殺事件である[相木1996:1321a

本人の経営する雑貨店が土匪約二十名に襲撃さ

事件が外国人の目を引いたのは,雲林周辺で

れた。
「土匪」は槍や梶棒を手にし,衣類や毛

樟脳生産に従事する外国人商人が多かったこと

布,時計など三百点余りの商品を強奪した。

こ

も影響していると思われる。 事件後,高島拓殖
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務大臣へ宛てた水野台湾民政局長の報告にも

である。
雲林周辺では樟脳業が盛んであり,オ

「今般土匪蜂起ノ中心ナル雲林地方ニハ,樟脳

戦後直後であり
リアも樟脳業に携わっていた。

業二間シテ外国人ノ来往多ク,且彼等ノ所有二

治安の悪化していた時期ではあったが,自らの

係ル財産モ不少サルニ付,之二注意ヲ加へ保護

資産状態を確認するために台湾各地を移動する

ヲ輿へンカ為,夫々該地方官へ及訓達候」(5)と

商人は多かった(7)

あり,同地方で商業に従事していた商人が多

オリアの元使用人の言によると,殺害事件の

かったことを指摘している。
『NCH』の記事には,「日本人は,・砂糖と樟

概要は以下のとおりだった。

脳の取引について立法措置をとることを通じ

オリアハ,六月廿八H,林把捕ノ東約五百歩ノ
道路二於テ,土匪ノ為メ鎗ヲ以テ横腹ヲ刺サレタ

て,台湾南部の貿易活動を大混乱に陥れてい

ルニヨリ,同行人(同行者のこと‑筆者補)ナル

治安が確立するどころか,平定したという
る。

土人ハ遁レ来リテ,オリアノ雇人二通告シタリ。
同雇人ハ直二土人二名ヲ依頼シ,現場二駆付,輪

にもほど遠い状態で,時期尚早に不適切な行動
をとった日本は,オリア氏の殺害を招き,イギ

二載セテ,ホンシ庄(輔心仔庄一筆者補)ノチン
テンジュ(陳天順一筆者禰)方へ送り届ケ,薬餌

リス貿易に損害を与えた直接の責任者として責

ヲ輿へテ介抱シタルモ,正午十二時頃二至り終二

められるべきだろう」[毎日1992:49]と述べ

絶命シタリ(8)

初めて植民地を持った日本に対
られている。
し,植民地統治能力を疑うような表現である。

7月8日には事件調査の出張命令が出され,

なお,オリア氏とは,雲林地方で従事中に「土

その命令書の中で総督府は事件調査方針ととも

匪」によって殺害された英国商人のことであ

に,外国人の生命・財産に対する保護について

英国は雲林事件に対して,領事を使って独
る。

佐野友三郎民政局外事課
も方策を述べている。

自の調査をしている。
その報告書からは,日本

事務官に対して出された出張命令書には,外国

の台湾統治の実態と問題点が措かれている。
次

人保護を強く意識した心得が列記されていた。

節では英国領事の報告書を分析し,日本の台湾

例えば,「兵乱地方二於ケル外国人ヲ保護シテ

統治における問題を把握したい。

安全ノ地二避ケシムル事」として,外国人の生
命保護を命じた心得や,そのほか「兵乱地方二

二雲林事件と英商オリア殺害
.
雲林事件では日本人のみならず英国人にも被

於ケル外国人ノ財産ヲ取調へ保護ノ方法ヲ設ク

害者が出た。
インド系英国商人オリアが殺害さ

指示している(9)

れたという報せは,1896年7月1日に台中県知

総督府の対応の背景には,日本の条約改正交

事に伝えられた(6)ォリアは,6月28日に,雲

日清戦争直前に結ばれ
渉があったと思われる。

林地方の林地輔で「土匪」によって殺害されて

た日英通商航海条約においては,1899年からの

雲林地方にはオリアだけでなく多数の英
いた。

内地雑居が認められていた。
関税自主権の完全

商がいた。
なぜなら,オリアをはじめ多くの英

な回復は1911年まで残されたものの,この条約

商は清朝時代から台湾で商業に従事していたの

の調印により,日本は維新以来最大の懸案で

ル事」として,財産についても配慮するように

台湾総督府の雲林事件への対応と保甲制
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ガ,同人ハ遁レ来リテ自分二告ケタリ」と答え

諸国とも,同様の条約に調印することができ

た。駆けつけてみるとオリアが倒れており,急

た[平凡社19981cただし,治外法権撤廃の代

いで駕篭に載せて陳天順の家へ運び,「薬ヲ与

わりに日本は内地雑居を受け容れることになっ

へ種々介抱シタレトモ,正午十二時頃致命」し

た。まさに内地雑居の先行例として,台湾在住

たと述べた。 死亡後,林塙は「巳ムナクーノ棺

の外国人保護が取り上げられたのである。

明治

ヲ求メ,之こ収メテ靖心仔庄ノ畝地こ埋メ」た

29年7月8日の『ガゼット』では,日本の台湾

という。

統治が実施されれば,台湾における台湾人への

民政局の事件調査によって,大まかな経過は

圧制と同様な対応が外国人になされるだろうと

分かったものの,誰によって殺されたのかは判

皮肉った(10)台湾総督府はこうした厳しい批

明しなかった。発見された遺体は,戸口法院検

判を受けつつ,事件の調査を始めたのである。

死官の実地検分によってオリアであるとされ

オリア殺害事件についての調査は当初難航し

た。
しかし,九月十一日の原貞之助医師の鑑定

た。
目撃した台湾人が事件に巻き込まれるの

では,腐敗が進行していたためにオリアとは断

を嫌い,証言したがらなかったからである(ll)

言できないとされた。 元使用人の林輔が遺体確

現地の名望家を伴って何度もなだめすかし,林

認を行い,同人であると認定されたのである。

輔という人物は事件の全容を把握していること

原医師の鑑定書では,「本屍体ノ致命ノ原因

が判明した。林塙はオリアの経営する樟脳園の

不明」と明記された。 他殺によると仮定した場

使用人であった。

合でさえ,死因は「不明」であるとされ,死亡

オリアが「土匪」から脇腹を鎗で突かれた

推定時期については「少ナクトモ五六十日以

際,林輔はたまたま近くで働いていたと話して

上」経過していると判断している。 遺体の人種

しかし,他の者からの聞き取りによる
いる。

についても「不明」であるとされた。 医師はい

と,事件当時,林塙自身もオリアの側にいたら

くつかの死亡原因を推定したものの,判定は保

しい。
しかし,林輔自身は嫌疑が自分に及ぶの

留している。また,林輔の証言にあった脇腹へ

を恐れて,オリアに同行していた樟脳店の家長

の傷跡もはっきりとは確認できなかった。

作保社なるものの通報を受け,現場に向かった

が致命傷になったのか否かも,遺体の腐乱が激

と話している(12)。
林輔の供述によると,「本年

しかったために判定できなかった(13)原医師

五月十八日(丈那歴),主人□(一字破損,「英」

は「以上ノ所見ニヨリテ鑑定スルこ,軟組織ノ

カ)人ハ難ヲ避ケン為林地輔ノ樟脳店□□(二

大部分脱落溶解シテ,巳二鑑定ノ時期ヲ失シ,

字破損)シ,輔心仔庄こ向ヒタリ。

其病死ナルヤ創傷ノ為メニ致命セシモノナルヤ

然ルこ,林?

それ

靖ノ東端約五百歩ノ処こ街道ノ右方ニアル小飼

ヲモ,鑑定スルコト能ハス(14)」と述べている。

附近二来りタル時,土匪こ鎗ヲ以テ左ノ脇腹ヲ

しかし,総督府は9月15日付で台南県知事宛

突カレタリ」として,「土匪」の被害に遭った

の通達書を裁定し,「台中県ヨリ,英国人オリ

ことを話した。次に,同行者の有無を問うと,

ヤノ屍体ハ戸口判官出張発掘検証センこ,オリ

「樟脳店ノ家長作保社ナルモノ同行シ来りタル

ヤニ違ヒナシ。林把輔租税検査之前こ改葬シ,
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雲林警察署ヨリ警部一名ヲ立合ハシメタル旨電
オリア殺害事件の迅速な対応は,英国側の信
頼につながった。
実際,英国には事件を利用す
報アリタルニ付,英国額事二右ノ趣通知アリタ
医師
シ」として,台南県知事‑伝達したn5)。

英国は,速やかな治
る意図はみられなかった。

の鑑定書はオリアであると断言しなかったの安回復と商権保護のための協力さえ申し出てい
たのである0
に,なぜ総督府はこのような報告をさせたので
このことを考えるのに,近藤賢二調
あろうか。
査貞の上申した9月5日付報告書が参考にな

‑,三英国韻事の恩赦案と樟脳業再開

近藤は現場に居合わせたものの証言を基にオリア事件の処理は,総督府から英国額事へ
る。
事件の概要を突き止めて報告書を作成した。
近
の調査が受け入れられたことによって一段落し
藤は民政局外事課長杉村清に宛てた報告書の付
次に残ったのは,治安対策をどうするかの
た。
総督府は8月29日に,雲
記として,「(林輔の取調に引き続いて‑筆者 かという問題である。
ママ
補)進テ同行人作保社ヲ礼門シ,犯罪人力捜索林事件の調査および被害者‑の教組を目的とし
費見スルヲ得ハ,友邦ノ情誼上実二美事ト愚考
て古荘嘉門内務部長を派遣していた(20)古荘
候也(16)」と述べている。

は台湾人に自衛自治の組織を作らせ,治安回復

オリア殺害事件に関する情報について,総督 を図るのだが,この点については次章に譲る。
本節では,古荘の治安対策と平行して進められ
府は英国領事やオリアの息子へ随時伝達してい
た(17)これに対し,打狗(高雄の旧称一筆者

た英国側の治安復旧策を見ることで,日本の台

補)に駐在する英国領事J‑Hロングフォー

湾統治に対して英国がどう認識していたのかを

検討したい。
ドも,同年10月12日付けで磯貝静蔵台南県知事
その中で英国韻事
に感謝の書簡を送っている。

第一節で『NCH』を引用しながら指摘した

は「雲林地方官ノ御取計二野シ,同人(オリアように,樟脳業や糖業などの商業価値こそが,
そのこと
の息子一筆者補)ヨリハ勿論,小官二於テモ誠英国にとっての台湾の価値であった。
(中略)誠二厳密ナル御検
二感謝ノ至二存候。

は,9月14日にはロングフォード領事が現地の

証ノ上,相当ノ場所へ御改葬相成等,種々御心状況を東京のサトウ公使に伝えた報告書(21)か
オリ
配ノ程銘謝ノ至二候(18)」と述べている。

この報告書は現地で商業を営む
らも分かる。

ピーターセンという人物の現地視察を基にして
アの息子も英国領事を介して日本‑の謝意を表
英国頚事を介して届けられた10月7
していた。

作成された。
同氏は日本兵から聞き取りをする

だけでなく,中国語を使って現地の人々からも
日付けのオリア子息の書簡には,「日本官吏二
この報告書によれば,雲林
於テ種々尽力相成,殊二相当ノ場所へ改葬ノ 話しを聞いている。
上,亡父ノ名ヲ有スル墓標設立セラレ候由,従や嘉義周辺では三ケ月前にピーターセンが通っ
た時には繁栄していた街から人が消え,最下級
来捜索ノ節誤謬等ノ憂モ有之間敷,穿深ク感銘
の人々だけが近くの山に避難してしまったとい
ノ至二存候義,貴官(英国領事のこと一筆者補)
また,ピーターセンの商社MessManncel
う。
ヨリ日本諸官吏へ御侍へ被下度願置候(19)」と
&Companyの店舗は略奪に遭い,さらには会
ある。
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社所有の樟脳の木が燃料として兵士に使用され

げ隠れて宿無しの状態を続けなくてはならない

ていた。

し,外国商人によってこれまでは非常に上手く

ピーターセン氏の現地報告によれば,反乱者

行っていた貴重で重要な通商すべても休止し続

は今もなお頻繁に附近に現れ,駐屯軍の上官も

けることになる」と嘆いた。

「激しい襲撃が幾夜もなされ」ていると述べて

上からも外国との取引上の利益からも,現状に

いる。また,中国人苦力たちの言では,「反乱

早期の終止符を打つ見通しを立てることは考慮

者は強力な武力を持ち,きっとまた現れて斗六

に値するだろう」と述べた。

か林地靖を襲う」と噂していた。

彼は,「現在またはかつて反抗活動に従事し

ピーターセン

氏は,「日本は最悪の不幸な状況にある。

住む

そのため,「人道

た全てのものに対し,全体的かつ無条件の恩赦

家を失った住民たちは,根っからの盗賊や反乱

を日本政府が宣言すべきである。 そして住民が

者の下に続々と加わっている。 さらに,彼らは

自分の村に帰り,村を再建し生業に服すること

難攻不落と言えるような天然の要塞を持ってい

を許すべきである」と提案した。 その際に,日

るのだ」と総督府に警告している。 この後,「土

本側の恩赦が実行されるために英独の商人と協

匪」の本拠地がいかに攻め難く守り易いかが説

力しつつ「英政府は独政府とともに恩赦の完

明され,本拠地ではサツマイモも栽培できるた

全なる実行を担保する」とまで請け負ってい

め兵糧攻めさえ効かないと述べられている。

戦

ドイツが出てきたのは,英同様に台湾で樟
る。

闘は長期化が予想された。

脳業に従事する商人がいたためだろう。

ロングフォード英国領事は現地の情報を分析

フォードは「土匪」との交渉に出かけることも

して,「樟脳業の早期再開の見込みはまったく

提案しており,「土匪」を本業とする一部の従

見込みが無い。わずか三ケ月前には収益もあり

来の「土匪」を除けば,旧清朝兵士や元一般住

繁盛もしていた産地が廃城と荒廃の場となって

民の「土匪」は,恩赦によって本土‑の帰国な

しまった。その代わり,平和の再来はおろかそ

り帰郷なりができるので,喜んで恩赦を受け入

の見込みさえもまったく期待できないような僻

れるはずだと説いている。

地が出来上がった」と,サトウ公使に送った。

しかし,彼は日本が自分の提案を受け入れな

ロングフォードの言によれば,事態打開のた

い可能性が高いことを危供していた。

めにピーターセン民ら英商は,協力を申し出

う,「たとえ私の提案がサトウ公使の了解を得

たという。ロングフォード領事報告(22)による

たとしても,この提案が日本政府の同意を得る

と,日本人への恐怖心を持った住民は帰村しな

だろうとはまったく思わない。 なぜなら,時間

いだろうし,反抗者たちは最後の一人になるま

をかければ日本政府が反抗者を鎮圧できる能力

で恩赦を受け付けないだろうと考えられるとあ

を持っていることは誰も疑わないからだ。 そし

彼は,「土匪」の徹底抗戦姿勢と住民の日
る。

て,反抗者の全勢力を撲滅するのが彼らの望む

本不信があいまって事態が鯵着していることを

ところであることも明白だ」とO

理解していた。だからこそ,「戦闘が長引けば,

ずくの鎮圧をした場合に失うものを挙げなが

窮迫した住民らは飢えに苦しみ続け,山中へ逃

ら,彼は日本を牽制しようとする。

ロング

彼は言

その一方で力

彼は,「武
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力鎮圧によって日本は威信を失うことはない。
に憲政会・民政党の領袖)も育っている[野口
その代わり,日本は最近においてもひどく汚さ2004]。
嘉
れた人道と慈悲‑の文明的な悪評をうけるはず古荘は雲林だけでなく素養も訪れている。
下線部で指摘
だ(下線は筆者)」と批判する。

義は台湾中部に位置し,清朝時代に早くから開

拓された地域であった。
また清朝時代の光賭13
されているのは1894年に起こった旅順事件を指
していると考えられる。

(1887)年までは,雲林南部の地域を含んでい

台湾からの報告書を受け取ったサトウ公使

た。
ここから分かるように嘉義と雲林は密接な

は,報告書を基に作成した覚書(23)を持参して地域であったため,古荘は両地方へ出かけたの
この覚書はサト
10月8日に外務省へ向かった。

雲林事件の首謀者である簡義らの「土
である。

ウ自身が外務省へ渡しており,翌日には翻訳さ匪」もこれら一帯を勢力範囲にしていた.
簡義
また同月13
れ大隈外務大臣も目を通していた。

という人物は,「土匪」の首額ではあったが,

内容
日には高島拓殖務大臣にも送られている。

地方の治安に貢献し声望を博していた人物であ

は報告書を要約したものであり,ロングフォーり,住民からは「簡老爺」と尊称されていた[沿
ド領事が提案した恩赦案(大赦と訳されてい 革史未詳:43L
しかし,この恩赦案は実施
る)も載っている。

嘉義に古荘内務部長が訪れた話になると,よ

されなかったOロングフォードが恩赦案を考案く語られる逸話がある。
それは,治安維持策を
し,サトウに送っている頃,すでに日本側は

模索していた古荘に対し,嘉義の古老が「保甲

「土匪」対策を着々と講じていたのである。
次
制」という伝統的な治安維持制度を教えるとい
章では古荘の調査報告と治安回復策を見る。 うものである。
日本統治時代の保甲制を語る
際,この逸話は常に取り上げられる。
二総督府の保甲制利用
一古荘内務部長と保甲制
二.

台湾領有初期において,保甲制を兄いだした
のは古荘内務部長であったこと,その発見は雲

雲林事件の調査を命じられたのは,保甲制の 林事件後の対策模索時期であったことは,種々
唱道者として有名な古荘嘉門内務部長である。
の回顧談や保甲制概説書から確認できる(24)
古荘は熊本出身の政治家・官僚であり,井上毅では,古荘の嘉義における調査とは,実際には
ここでは古荘
や竹添進一郎らと共に木下犀丹の下で学んだ。
どのようなものだったのだろう。
古荘は佐々友房と共に明治14年に政治結社「紫
内務部長の調査報告書[野口2004](25)や古荘
漠会」を立ち上げ,その組織の中から生まれたの属した熊本国権党の機関紙である『九州日日
政治部からは,明治22年に熊本国権党が創設さ新聞』の連載記事を利用しながら考察する。
同
この時,古荘は国権党総理,佐々が副総
れた。

新開は,古荘の出張に随行した佐野直記書記が

国権党はアジアモンロー主義
理となっている。

まとめた日誌を新聞記事にしたものである。

的な主張を掲げた政党であり,古荘や佐々の演古荘は,明治29年9月24日に雲林を出発し,
嘉義では,事前に訪問
説や新聞談話などにそれは見ることができる。
同日に嘉義‑到着した。
佐々の開いた学校の済々学からは安達謙蔵(後を知らせてあったこともあり,大歓迎を受け
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た。
雲林から嘉義に向かう間には,戦災で焼か

は非常に困難だった。 さらに問題なのは,行き

れた家もあったが,嘉義の街は頗る繁盛してお

過ぎた軍事作戦によって,中立だった一般人が

り,雲林付近とは異なっていると述べられてい

「土匪」の協力者に変わる場合もあったという

る。

ことだ。古荘は,「彼ノ雲林地方ノ各村ハ焼敦

しかし,嘉義管内の大藩林という地域は,「人

セラレ,人民ハ四散シ,帰ルニ家ナク,食フニ

民散シテ全街殆ント空屋トナリ。 目下現住者僅

粟ク,其兵隊憲兵警察官ヲ恐ル、コト蛇蝿ノ如

こ四五十戸こ過キス」[野口2004:104]という

ク。却テ土匪こ頼テ安ヲ倫」むと推測し,「土

状況であった。この原因を尋ねてみると,「本

匪」討伐がかえって一般人を「土匪」の味方に

年七月土匪騒乱(雲林事件のこと一筆者補)ノ

していることを悟った。

際,人民一時離散シ,其後退々帰来ノ模様アリ

元々,「土匪」への資金提供は,雲林地方に

シモ,近日又々土匪蜂起ノ謡言アルト。 仮令帰

限ったことではなく,一九税と呼ばれる「土匪」

り来ルモ,兵隊・人夫等ノ暴行甚シク,聾へハ

への資金提供と,政府への納税は並立していた

家中ノ器物ヲ取り去リテ薪料トシ,又甚シク物

[鷲津4. ‑2000:4‑119,123]。また,前記引用文

品ノ代価ヲ直切り,若シ鷹諾セサルトキハ直二

のように住民の中には,「土匪」に金品を提供

暴行ヲ受クル如キ等,大二其源因トナレリ」[野

することで,安心した生活を送ろうと考えるも

口2004:104]という返事が返ってきた。

のもおり,一般人と「土匪」を分離することを

日本軍の討伐はみさかいが無いように見え

余計に難しくしていた。

る。
では,なぜ一般台湾人を巻き添えにしてし

ではどうやって両者を見極めるのか。

まうのだろうか。
それは,一般人と「土匪」と

は,「土匪」と一般人との区別が出来ないこと

を区別しづらい構造が,そこにあったからであ

には理由があると考えた。そもそも「今回,小

古荘の報告書はいう。
る。

官力当地二来り,各地ノ総理ヲ召集スルこ際

嘉義附近ノ景況ハ(中略)土匪出没劫略ヲ縦ニ

古荘

シ,支庁長代理・警察署長等ハ,小官ノ紹介ヲ

シ,又一面こハ連判帳ヲ作り,附近村落ヲ劫カシ,

以テ,総理(集落の中心人物一筆者補)等ト始

強テ其党二加担セシメ,若シ之レニ従ハサルモノ

メテ相見ルト云フカ如キノ景状」では,「当支

アレハ,其財産ハ勿論妻挙ヲ併せ槍奪シテ還サス。
戎ハ,各戸二課スル二一円二円ノ徴発金ヲ以テス

庁ト人民トノ間常疎隔シテ,上下ノ意情相通セ

ル等,勢ヒ漸ク蔓延セントスルノ景況アリ。
然レトモ,人民ハ金品ヲ匪徒二納メ,以テ一時

サル」のは当たり前であり,「斯ル有様ナルヲ

ノ安ヲ倫ミ,家業こ就キ居ルカ如シ[野口2004:

う状況になると指摘する[野口2004:104]。

104]

以テ,勢ヒ自然良港ノ区別ヲ為ス能ハス」とい
官

民の意思疎通不足が,「土匪」と一般人との区
別を困難にさせていると,古荘は考えたのであ

一般の台湾人が「土匪」に無理やり協力させ
られていたとしても,日本軍から見れば,「土

る。
そこで,まず嘉義において対策を試してみ

匪」に協力する一般人もまた「土匪」となる。

た。
古荘は,「四十余庄ノ総理等こ,別紙ノ告

日本軍が一般人と「土匪」との区別をすること

諭ヲ頒付シ,猶諭スニ自防自衛ノ方法ヲ立テ,
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明二土匪ト良民トノ区別ヲ表示シ,各庄連合シ
の取りまとめ役にし,同地の名望家と協力させ
林武環は,同じく同地方出身の有力者林逢
た。
テ以テ匪類ノ侵害ヲ防」ぐように指示した[野
青とともに,連名で連庄規約を作成した。
これ
口2004:104‑105]cつまり,一般台湾人自身に
が台湾における保甲制再興の最初の事例であ
「土匪」と一般人との区別を引かせ,一般人を
その前文には,当時の保甲制再興の意図が
る。
守る自衛組織を自らの手で作らせようというの
な
明確に表されているので,ここに掲げよう。
である。
地方名望家である各庄の総理に対し,古荘は
お本文中には保甲制という表現は無いが,この
この時,古荘が直接彼らを
協力を呼びかけた。

連庄自衛の実施宣言こそが,本節冒頭で触れた

なお下線は筆者に
勧誘するのではなく,林武環という素養でも声
保甲制の逸話を指している。
『九州日日新
望の高い人物を介して勧誘した。

よる。

聞』では,報告書の該当箇所について更に詳し
林武環,林逢青及各壁総理等庄合応の法を設け
それによれば,「此等の総理(嘉義付近の
い。
ここに菓服す。
40余庄の各総理)は従来支庁の召喚に鷹じて来
元来,嘉義近山一帯に於ては,土匪劫掠槍虜を

坪行し,地方民を惑はすこと甚しきを以て,良民
たりたることなく,畢寛林武環の名望と林にし
幸に総
匪を嫉むこと仇の如く両立せざるを誓ふ。
て是まで拘留せられたるに,先日俄然固国より
督府内務部長来嘉せられ,環等に連庄自衛のこと
抜出せられて帰来せLとの通知により,斯くはを面諭せらるに逢ふ。 環等,諭に従て各庄良民を

合集し,連庄既に成る。 依て,規約一冊並に領連

迅速に多数の来集を得たるものなりと云ふ(26)」
庄の冷凍を造り,以て言登とすO

此の如くんは,俵

と説明されている。
令,軍兵村落に至るも. 良匪の弁別に難からざる
林武環は嘉義の人で,日清戦争時において千 ベし。 連庄規約一冊,警察大人に呈す。 願くは,

署に存して以て査考に備‑られんことを。
人もの義勇兵を率いたが,戦後は日本に恭順の
明治二十九年九月
しかし,彼は多くの「土匪」首
姿勢を示した。
総代林武環
領と旧知であったために一時的に投獄されてい
林逢青[鷲津3・2000:366‑367]
たのである[鄭1995:1651c彼は千人もの義勇
下線を引いた部分から,地方実力者によって
兵を集めることが出来た人物であるだけでな
その彼だか
く,「土匪」首額にも顔が効いた。

「土匪」と「一般人」の線引きを行い,「一般人」

らこそ,自衛組織に加えるべき「一般人」と,
である基準を規約としてまとめ,日本の警察に
「土匪」との線引きをすることが可能であった
よって保障してもらおうとしていることが分か
実際に「土匪」であるか否かによってる。
だろう。
彼が線引きをしたのかは不明である。
むしろ,

この文に続いて,連庄規約本文が掲載されて

線引きをする作業によって,結果として嘉義の
計五条の規約内容を抄訳すると,おおよ
いる。
治安を回復させることこそ古荘も嘉義の人々も
そ以下のような内容となる。
望んだことだろう。

第一条は匪徒襲来

を各庄が相互に通知する義務を持つこと,第二

新しい治安維持制度の運営のため,古荘は調条は匪徒を討伐したものへの償金と負傷時の手
査に同行させている林武環と事顕栄を連庄組織
当金保証,第三条は匪徒との連絡厳禁の規定,

台湾総督府の雲林事件への対応と保甲制
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第四条は警察官の指揮に服従する義務の規定,

るべくし,之を以て部長に報告せられよ。

第五条は械闘(台湾に多く見られた部落間・宗

時運に依っては部長は帰順することあるべし』

族間の武装闘争一筆者補)の禁止規定,となっ

云々」とあり,簡義が投降するまでの過程が窺

ている。

える。
最終的に古荘と簡義が会談して帰順に持

もちろん「土匪」に対抗するのに自衛組織だ

ち込むことができたが,それまでには何度も地

けでは不足である。 そこで古荘は,「警察署二

元名望家が簡義の説得に向かっている。

於テハ,連合庄ノ中ヨリ差普リ二十四人ノ壮丁

簡義との会談までに事前の交渉をしたのは,事

ヲ挙テ警吏トシ。 適当ノ場所二警察官臨時出張

顕栄らの台湾人である。 彼らの説得なくして簡

所ヲ設ケ,台南県へ巡査十余人ノ増遣請求シ,

義の帰順は無かっただろう。

又

古荘と

村民警吏等ヲ指揮監督セシムル」ように手配し
た。
警察官の力を併せることで自衛組織を強化

二.二保甲制と台湾人と「土匪」

し,総督府と「一般人」が協力しながら,安心

草顕栄が領台初期の治安回復に貢献したこと

した生活を送ることができるようにしたのであ

は,彼の伝記にもよく記されていることであ

る。

る[畢編纂会1939]cそもそも日本軍が台湾へ

保甲制の実施と平行して,古荘は「土匪」の

上陸した後,台北城が無血開城されたことも事

投降勧誘も行っていた。

顕栄が先導者となって台北に誘導したためであ

雲林地方で声望ある

「土匪」首領であった簡義に目を付け,彼をつ
いに帰順させることに成功させる。

雲林事件においても,華顕栄は古荘内務部
る。

簡義を帰順

長と同行して善後処理に協力したことはすでに

させることができれば,同地方における「土

見た通りである。

匪」の投降を促すことができると古荘は考えて

ただし,史料に残された畢顕栄の行動をよく

そのため,古荘は雲林出張の初めから簡
いた。

見ると,不可解な行動を取っていることに気づ

義に対し投降を呼びかけていた。

事顕栄は,「土匪」首領の簡儀と古荘内務
く。

この時も事顕

栄や林武環などの台湾人名望家を利用し,彼ら

部長とが面談できるように,事前工作をしてい

と「土匪」との縁故も利用して,簡義を懐柔し

た。
華は,林武環や総督府官僚らと同行し,山

た。
『九州日日新聞』の11月22日の記事「乱後

にいる簡儀の下へ向かっている。

台湾の状況(五)」によれば,「部長に随行せし

日には,古荘内務部長と簡儀との会談準備のた

草顕栄,林武環,林磨岐,陳紹年等は毎日山中

め,まずは隈元雲林支庁長と簡儀との間で話し

に入りて今回新たに土匪に加はりて勢力ありし

合いが行われることになった。 この際,事顕栄

頭領と開へたる簡義等の跡を尋ね,之に画会し

は簡儀のことを心配し,「簡儀ハ老年ニシテ小

て政府の真意と部長巡回の趣旨とを説き帰順を

胆ナリ雲林二行クヲ恐ル依テ彼ノ云フガ侭こナ

勧告したり0 (中略)陳紹年は元簡義等との知

シ連庄ノ旗ヲ各村こ渡シ地方安静ナルヲ待チテ

人なれば,懇々順逆利害を説き帰順を勧めたる
も(中略),『部長の諭示は能く之を諒す。

1895年10月18

ー直台北二至り民政局長二面スルノ考へナリ」
故に

部下に厳命して雲林地方の人民を侵略せしめざ

[沿革史未詳:45‑47]と述べた。

この意見に

対し佐野嘱託は反論し,内務部長の面会によっ
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て帰順を進めることを言い渡す。
その上で,速

支庁長代理宛に出した。
一同は事顕栄が偽書を

実際に,簡儀も
やかに簡義の帰順を行うことが今後の台湾全体 作成したことを知り憤慨した。
の治安維持にとっても重要であることを説明す 来なかったので会談も流れてしまい,そのまま
もしも速やかに簡義を帰順させられないの
る。

同日中に雲林へ帰庁した。
事顕栄は偵察のため

ならば,反抗の意思ありとして鉄国山一帯を討 と称して一座を離れ,雲林へは戻らずに鹿港へ
伐すると脅してもいる。
事顕栄は簡義が到着

向かっている[沿革史未詳:54]c隈元らから

し,限元支庁長代理らが待ち受けている時点に 見れば,恭順の意を見せた簡儀を目の前にしな
おいても面会を伸ばそうとぐずぐずしている。 がら,事顕栄によって会談が妨害されていると
その際に,佐野嘱託に向かって,連庄自治の旗

隈元は,「顕栄ソノ間(総督府と
感じられた。

を渡して欲しいと言ったり,簡義を雲林に連れ 簡儀の間一筆者補)こ挟マリ兎角容味シテ互間
て行かないようにと頼んだりしている[沿革史 ノ情意遼遠セズ。
全ク隔靴掻痔ノ感アリ」[沿
未詳:48‑49]。

革史未詳:54]と苛立ちを隠さなかった。
こ

その後,簡儀が現れ,隈元支庁長と話し合い

の後,筒儀と古荘の会談は行われ,簡儀は正式

隈元は,
が進められた[沿革史未詳:50‑51]。

に帰順の意を表明したのだが[野口2004],そ

雲林事件後に住民が難を恐れてなかなか帰郷し れまでの間には上記のような事顕栄の不可解な
すると
ないことを話し,簡儀に対策を求めた。

行動があった。

簡儀は答えて,「連庄自衛ヨリ善キハナシ」と なぜ革顕栄は不可解な行動を取ったのだろう
答えた。
隈元は会談の中で,簡儀に雲林で古荘

か。
これを明らかにする史料はないが,事顕栄

と会談することを求めた。
しかし,簡義は,ま

と簡儀の行動を見ると,簡儀側が総督府を警戒

だ山中に残った良民の下山などの仕事がある

し,その警戒心をなだめるために事顕栄が両者

ためしばらく見合わせたいと返答している。
両

には別の説明をしていた可能性が考えられる。

者の押し間答から,簡儀が総督府に対して強い 両者が直接話した場合には,会談日程や場所な
警戒心を持っていることが分かる。
それを察し

どで敵齢が生じると恐れ,事顕栄は土壇場で偽

た隈元は,総督府の官吏を人質として連れて帰 書を作ったのでは無かろうか。
これらは推測の
り,簡儀が雲林から戻ってくるまで止めておい 城を出ないが,少なくとも事顕栄が両者の仲介
そこまで言われて筒義も折
ても良いと述べた。

者として苦悩していたことは十分にうかがうこ

れ,明日19日に雲林へ同行することを了解し

とが出来る。

た。

保甲制が実施され,「土匪」が排除されれば,

この話し合いの後,事顕栄は「簡儀明日来ル 簡儀のような存在は不要となる。
その時に総督
不安
コトナカルベシ」と語ったので,隈元が理由を 府が簡儀をどう扱うのかは不明であった。
尋ねると,簡儀は小胆だからと言うだけで明確 に駆られる簡儀をなだめつつ,総督府の意向を
な理由を避けた[沿革史未詳:52]c

伝えるために,事顕栄は両者の意見を調整しな

翌日,事顕栄は簡義の名義で偽書を作成し,

くてはならなかった。
保甲制の実施には,村落

雲林行きを急逮取りやめたという内容の手紙を に保甲組織を作りあげるだけでなく,「土匪」

台湾総督府の雲林事件‑の対応と保甲制
の投降も必要であった。 総督府は,保甲を組織

絶っていったのである。

した村落保護を保証しつつ,「土匪」の無力化

嘩甲制は,警察の補助組織とか地方行政の末

のために,投降を促した。

畢顕栄の伸介例から
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端機構と説明されることが多い。 では,補助組

も,「土匪」投降と保甲制導入には,台湾人仲

織とは何だろうか。どうして警察との間に補完

介者が不可欠だった。 同様な地方有力者の伸介

関係が成り立ったのだろうか。 これまでの研究

は他にも多数あった[許世楢1972:109‑119]。

では,保甲制再興の契機について十分に検討さ
れてこなかった。そのため,保甲制がなぜ必要

おわりに

とされ,なぜその後の日本統治時代を通じて存

台湾領有後の治安間題は,総督府の施政上か

在したのかが十分に説明されてこなかった。

らも,また英国樟脳業のような外国資本の立場

顕栄や林武深らの働きから分かるように,保甲

からも,早急な対応が必要だった。

制を実施するためには,地方有力者を総督府側

日本は確か

事

に外字紙の批判や英国公使からの助言に対して

に引き入れることに加え,「土匪」の投降も併

耳を傾けたが,助言をそのまま受け入れた訳で

せて行う必要があった。その晩保甲制を実施

はない。反抗勢力に対して日本軍の軍事力が

した地域を官が保護することは言うまでもな

勝っていたことは,ロングフォード報告書でも

い0地域有力者と一般台湾人,「土匪」の間を

触れられている通りであり,「時間をかければ

仲介し,徐々に日本の統治を受け入れさせるに

日本政府が反抗者を鎮圧できる能力を持ってい

は,保甲制のような制度が適当であったといえ

る」ことは明らかであった。

しかし,ロング

恒常的な制度として保甲制を活用す
るだろう。

フォードが指摘したように,力ずくで抗日勢力

るためには,最初から官と民との補完関係が必

を制圧すれば被害は一般人にも及び,被害者が

要だった事情があったことは想起されるべきだ

更なる抗日勢力となる。 英国領事報告書にあっ

ろう。

たように,抗日勢力が持久戦に適した隠れ家に

〔投稿受理日2006. ll24/掲載決定日2006. ll.30〕

潜み,日本軍と対時し続ける恐れは,雲林の場
合だけではなかっただろう。 鎮圧作戦が長引け

注

ば一般台湾人の反日意識が高まるだけでなく,

(1)「土匪」は差別表現であるが,歴史上の背景を理

外国からの批判も高まりかねない。 このような

解するために,括弧つきのまま利用した。 ただし,
英国外務省史料(以下FOと略)でbandit,rebelな

時だからこそ,住民を味方につけつつ治安維持
を回復できる手段として,保甲制は注目された
のである。
ただし,制度を定着させるためには地元民と

どと使用されているものについては,日本側の言
う「土匪」とは同義ではないため,「反抗者」と訳
した。
(2)小林豊平「保甲制度」『台湾慣習記事』第三巻第
八号(台湾慣習研究会1903)によれば,清仏戦争

官と「土匪」を仲介する協力者の存在が不可欠

時に作られた全台団練章程の中に,「罪は功を以て

だった。事顕栄を始めとする協力者の調整に

墳ふを准す事」という規定があり,民兵として活

よって,かつて一九税を払っていた台湾人を総
督府の保護下に置き,「土匪」との協力関係を

躍すれば,かつての不法行為が許されたことも影
響していると思われる。
(3)「古荘内務部長の復命」『九州日日新聞』明治29
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同様に旅券を交付され,国内を移動して
年12月22日よると以下の通りである。
ていた。
「簡精華即ち簡義にして,現年六十二歳,雲林管内
いた商人は次節に登場するピーターセン氏など,
打猫東頂壁に住し,其原籍は樟外府の人にして,
多数いたと思われる。
(8)同上(4502‑4‑107‑108)。
光賭十四年彰化地方土匪蜂起するや,自らきょう
ゆう(ルビママ,漢字不明)を帯びて雲林地方を(9)明治二十九年七月八日,「公文類纂乙二三巻
ノ五佐野友三郎台中県へ出張こ関スル件伺」『台
守備して大に力あり,功牌六品を賞給せられ,地
湾史料稿本明治二十九年六』。
方人民に敬慕せらる、こと是より始まりLと云ふ。
同二十年には土勇の哨官となり,同二十一年劉(10)明治二十九年七月二十二日『台湾史料稿本明
永福の命を受け,土勇五百名を募集し自ら軍械を
治二十九年(七)』。
なお,『ジャパン・ガゼット』
備‑,之を七星左営と云ふ管隊となり,把総となの当該号は管見の限り現存しないため,不明箇所
り,十総となり,遂に進んで守備となるに至る。
を判定できなかった。
或ひは都司の官を受けたりと云ふ。
被れの住所な
(ll)『明治二十九公文類纂五』(4502‑4‑123‑131)
る打猫東頂壁附近に於て,地処又は家屋を所有し
オリアの殺害事件に関する引用文「英国臣民ヂ・
相当に資産なるを以て,其地方一帯の村民に尊敬
ヂ・ヲリア殺害事件取調顛末報告書」は,本引用
現に梅仔抗に於ける彼の店舗 史料による。
せらる、所以なり。

は其建築宏大にして,数千円を費やせしものな(12)同上史料及び,同史料の別紙「林輔取調書写」O
(13)『明治二十九年公文類纂五』(4502‑4‑133
り。」(句読点,改行は筆者)
160)。
(4)『雲林沿革史天』は,国立中央図書館台湾文献館
資料には作成者が明記されて (14)「官房門外事部第三類」「英商リンショウ・
に所蔵されている。
オリア殺害事件」『台南県公文類纂二十』(9683‑8
いないが,「土匪」討伐の経過が軍側当事者の視点
で措かれていることから,総督府側の記録になる
‑116。
引用に際しては便宜上,[沿革史 (15)『明治二十九年公文類纂五』(4502‑4‑132c
ものと思われる。
未詳:頁数]とする。

(16)同上(4502‑4‑128)c

(5)「七月十八日起案七月廿一日発送済」『台湾史料
(17)前掲『台南県公文類纂二十』(9683‑8‑122)c
稿本明治二十九年(六)』。

(18)同上(9683‑8‑70。
(6)「第五門外交」「英商オリア土匪こ殺害タル事
(19)同上(9683‑8‑126)c
件ノ顛末」『明治二十九年台湾総督府公文類纂五』
榊「乱後台湾の状況(‑)」『九州日日新聞』明治29
(国史館冊号4502‑番号4一貫数80‑160,台湾国史
年11月15日。
館台湾文献館所蔵)。
なお,公文類纂を引用する際 (2カFO.
46/469,No.
124,以下,現地の状況は同報告
書に基づく。
訳は筆者による。
には,『〇〇年台湾総督府公文類纂』は『〇〇年公
126,以下の頚事報告は左記引用。
￠FO. 46/469,No.
文類纂』と略記し,冊号や文号,頁数の呼称は省
略ZW9

e3)『明治廿九年十月「台湾島雲林地方の状態に関し

史料では,英国韻事のオリア殺害事件通知を受本邦駐箭英書利国公使より覚書提出一件」』(外務
省外交資料館所蔵)。
けた総督府が,雲林所轄の台中県知事に事実調査
なお殺害され
糾台湾総督府警務局編『台湾総督府警察沿革誌』
を厳命しているというものである0
た英商は,史料によっては,オリアとか,オリヤ,
は,初版は昭和八年から十九年であるが,復刻さ
ヲリアなどと標記されたりするが,本稿ではオリ
れ,中島利郎・吉原丈司編『鷲津敦也著作集』全
引用文内では,原典表記に従う。
五巻(緑蔭書房2000)の中に収められている。
アと標記する。
w以下の古荘報告は,拙稿内での史料翻刻よる。
(7)オリアが商用で台湾内を旅行していたことは,
幽『九州日日新開』明治29年11月29日。
『明治二十九年台湾総督府公文類纂五』4502‑4
こ
‑94)所収の「旅券下付願」資料から分かる。
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