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台湾社会科教育研究Ｘ

日本・台湾・中国教科書における台湾（牡丹社）事件・琉球処分記述の考察

里丼洋

Compa1℃detailofEliwan（TheMudanVillage）IncidentandtheDispotionQfRyukyuin
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はじめに

１８７１年、１１月６日、大里間切与那原村謝敷筑

登之親雲上所有の十二反帆馬艦船が台湾南部八瑠

湾に漂着した。乗船していたのは、宮古島から沖

縄島に年貢を上納するために派遣された役人とそ

の従者48人と沖縄島の乗員21人、計69人であっ

た。この69人の内、５４人が台湾先住民によって

殺害された。

この事件をきっかけとして、日本政府は台湾出

兵・琉球処分を断行し、その結果'879年琉球王

国は沖縄県となる。

一方、台湾では、台湾出兵までは、清国によっ

て｢番地｣とされていた｢高山族」（台湾先住民）の

居住地域をも、清国は清の版土と位置づけ、台湾

を福建省から分離し、1885年台湾省を置く。

琉球処分に関しては、統合された沖縄側からの

視点として、警察や軍隊による上からの「民族」

統一であったこと、日本政府が日本固有の領土と

して沖縄県を考えていなかったことを示す分島問

題等を明らかにしてきた。このような視点が現在

の日本の教科書でどのように位置づけられている

のか、明らかにしたい。

また、一方の台湾先住民族を統合した側である

台湾や中国の教科書には琉球処分に関する研究が

どのように反映されているのかを考えてみたい。

同時に、「宮古島民遭難事件」・台湾出兵・台

湾省設置・開山撫「番」に関して、統合された台

湾先住民族の視点からも考えてみたい。

新しい国際関係

隣国との関係

政府は翌年、政府に残った軍人たちの不満をし

ずめるために台湾に出兵した。台湾を支配する清

はこれにきびしく抗議したが、情との戦争は交渉

によってなんとかさけられた。

かこみ「岩倉具視の悔い」

岩倉具視は征韓派に暗殺されかかけたため、も

ともとは反対だった征台論に同意し、そのために

あとで深く後悔しました。翌年に提出した辞表に

こう書いています。「昨年の台湾出兵は、やむを

えない事情からでたことだが、.・・・私が先頭

に立って主張しまがら、きちんとした措置ができ

なかった。当時はうまくいくかどうかわからず、

君主に心配をかけ、人民にも戦々恐々の思いをさ

せた。辛い.・・・なんとか成功したが、得たも

のと失ったものとはつり合わない（軍人500人以

上が死に、500万円以上を使ったが、賠償金は５０

万テールをえたにすぎなかった)。この罪は私一

人にある｣。

北海道と沖縄２

沖縄県の成立

近世の琉球王国は、清に定期的に使いをおくっ

てつかえながら、薩摩藩にも支配されていた。廃

藩置県で薩摩藩を鹿児島県にかえたあと、明治政

府は1872年、琉球王国を琉球藩とし、台湾出兵

のあとには琉球が情に使者をおくることを禁じ

た。そして、１８７９年には軍隊をおくり、藩を廃

し、沖縄県をおいて、琉球を日本の完全な領土と

した。それまで琉球の役人であった人のなかには

これに抵抗する者があり、婿も強く抗議したが、

日本は内政問題だとしてとりあわず、アメリカな

１日本中学校教科書記述

①清水書院’

本文

－４９－
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ど幕末に琉球と条約をむすんでいた欧米諸国も日

本の立場を認めた。

琉球の帰属

薩摩藩と清の両方と関係の深かった琉球は、廃

藩置県のときに鹿児島県に入れられ、1872年に

は琉球藩とされた。情はこれを認めなかった。そ

こで政府は、琉球の漁民が台湾で殺された事件を

理由に、台湾出兵をした。１８７９年には、琉球に

軍隊と警官を送って、清との結びつきを保とうと

する勢力をおさえ、琉球藩を廃して沖縄県とした。

②日本書籍新社３

本文

新政府が生まれる

中国・朝鮮との関係

琉球の所属をめぐって清国と対立し、１８７４年

には台湾に出兵した肱働。その後、政府は琉球に軍

隊を送り、日本に組みこんで沖縄県をおいた。 ⑤東京書籍7

近代的な国際関係

沖縄県の設置

琉球は、薩摩藩に事実上支配されながら、渚に

も朝貢していました。政府は1872年、琉球藩を

置いて、日本に帰属するとしましたが、情がこれ

を認めなかったので、政府は1874年に琉球漂流

民の殺害事件を理由に、台湾に出兵し、情から賠

償金を得ました。これで琉球領有が認められたと

した政府は、１８７９年に軍隊の力を背景に、反対

する琉球の人々をおさえて、沖縄県を設置しまし

た（琉球処分)。

注②

台湾に流れついた琉球の人々が殺されたことを

利用して、台湾に出兵した事件。清国に対し、琉

球は日本のものだと示すことにねらいがあった。

日本の北と南一アイヌと琉球‘

日本の南には、明治のはじめまで、琉球王国と

いう独自の国がありましたが、新政府は1872年

に琉球藩を置いて日本の一部に位置づけ、１８７９

年には沖縄県に変えて、日本に組み込みました。

その結果、沖縄に古くから伝わる文化や言葉はお

さえられ、本土の人々には沖縄の人に対する差別

意識も生まれました。 ⑥教育出版８

国際関係の確立明治初期の外交

国境の画定と沖縄県

琉球王国は江戸時代に薩摩藩の支配下にありま

したが、同時に糟にもしたがっていました。明治

維新後、日本は琉球を日本の領土にしようと、ま

ず琉球藩をおき、琉球島民が台湾で殺された事件

を理由に、１８７４年、台湾に出兵しました。そし

て'879年に軍隊を派遣して琉球藩を廃止し、沖

縄県をもうけました（琉球処分)。

③大阪書籍５

本文

領土の画定と周辺地域

琉球から沖縄へ

琉球は、江戸時代には、薩摩藩の支配を受けな

がらも、情にも従う形をとっていました。明治に

なると、政府は1872年に琉球藩をおいて、その

領有を主張しました。また、琉球の漁民が台湾で

殺されると、１８７４年に台湾に出兵して、情から

賠償金を取りました。政府は、これによって琉球

の領有権が認められたものとし、琉球藩が精と関

係をもつことを禁止しました。さらに、１８７９年

に軍隊を派遣して廃藩置県を行い、沖縄県を設置

しました。しかし、精はこれを承認しませんでし

た。

⑦扶桑社，

本文

近隣諸国との国境画定

台湾出兵と琉球

同（1871）年、琉球の島民66人が台湾に漂着

し、５４人が台湾の住民に殺害される事件がおこっ

た。当時、琉球は日本と清の両方に従属していた。

日本は琉球島民殺害の責任を情に問うたが、情は

台湾の住民を「化外の民」（｢国家統治のおよばな

い者」という意味。と注記｡）であるとして、責

④日本文教出版６

本文

明治初期の外交

－５０－
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任を回避した。そこで日本政府は、台湾の住民を

罰するのは日本の義務であるとして、１８７４年、

台湾に兵を送った（台湾出兵)。この衝突は、近

代国民国家の観念をまだじゅうぶんIご理解してい

ない情と、日本との考え方のちがいからおこった

事件であった。情との協議の結果、問題は解決し

たが、滴はこれにより、琉球島民を日本国民と認

めた。日本はそこで、1８７９（明治12）年、琉球

を日本の領土とし､沖縄県を設置した(琉球処分)。

写真のキャプション

台湾で殺害された琉球島民の墓（台湾南部、統

哺庄）

台湾に出兵した日本軍日本兵はマラリアという

伝染病に悩まされた。

国境と領土

琉球の所属をめぐって情と対立するようになっ

た日本は、台湾で琉球の漂流民が殺された事件を

理由に、１８７４年、台湾に出兵し占領しました。

そして、情に大金をはらわせました。

絵のキャプション

④強行された台湾出兵（東京大学明治新聞雑誌文

庫蔵）

吹き出し

少年：台湾の人々と日本兵のえがき方がずいぶ

んちがうね。

先生：当時の日本では、台湾に対する差別的な

意識があって、それがこの絵に表れているんだ。

ほんとうは、こんな姿ではないんだよ。

５，かわる沖縄と北海道ｕ

江戸時代の琉球は、幕府や薩摩藩の支配を受け

ながらも、￣方では清から王に任命され、欧米諾

⑧帝国書院'０

４，新しい外交関係をもとめて

表１中学校歴史分野教科書記述分析表

Ｉ
－５１－

台湾事件 琉球処分

名称

琉球宮

古島貢

納船

先住民

記述

士族

等の

圧力

日本軍

被害

渉
果

交
結 琉球の

帰属

島津支配

・消朝の

冊封

１８７２

日本

冊封

１８７５

年朝貢

禁止

琉球

処分

分島

間題

１
清水

書院

台湾に

出兵
○ △ ○ ○ ○ ○

２
日本書

籍新社

台湾に

出兵

琉球の

人々

独自の国

○
○ ○

３
大阪

書籍

台湾に

出兵

琉球の

漁民
賠償金 ○ ○ ○ ○ ○

４
日本文

教出版

台湾に

出兵

琉球の

漁民

両方と関

係深い○
○ ○

５
東京

書籍

台湾に

出兵

琉球漂

流民
賠償金 ○ ○ ○ ○

６ 教育

出版

台湾に

出兵

琉球

島民
○ ○ ○

７ 扶桑社
台湾

出兵

琉球の

島民

台湾の

住民
○ 義挙 ○ 両属

８
帝国

書院

台湾に

出兵

琉球の

漂流民 ;鯛調
大金の

支払い
○ ○ ○ ○
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を清側が認めた事と、遭難者とその家族に対する

撫仙銀十万両・日本軍が台湾で設営した道路や建

物の譲渡にたいする「報償」四十万両が日本に払

われること!ｚで決着した。

「保民義挙」という意味内容を記した教科書は

１点である。賠償金とした教科書は２点。清が大

金を支払ったという教科書は１点である。

また、この合意によって、琉球の帰属が日本に

事実上決まったという意味内容を示した教科書は

三点ある。

②琉球処分について

近世の琉球王国認識に関しては、島津（薩摩藩）

の支配下にあるが清朝の冊封を受ける国家という

意味内容の記述の教科書が５点ある。暖昧な記述

なのは２点あるが、他のページの記述とあわせる

と他５社と同じ認識であることがわかる。ただし、

｢欧米諸国からも独立した王国と認められていま

した」という記述は「帝国書院」だけである。

１８７２年、日本政府は、国王を琉球藩王に冊封

し、支配権を日本政府に移動したという意味内容

の記述は「扶桑社」を除いて全ての教科書にある。

１８７５年の情への朝貢禁止を記述しているのは

２点である。

１８７９（明治12）年の琉球処分は警察や軍隊の

力によって沖縄県の設置が強行されたという意味

内容の教科書記述は７点、残り１点は沖縄県の設

置という事実のみ記述している。

分島問題に関する記述があるのは１点。帝国書

院かこみ記事の中にある部分だけである。

国からも独立した王国と認められていました。し

かし、新政府は、琉球を日本領に組み入れようと、

1８７２（明治５）年に琉球藩を設置しました。琉

球は清との関係を保ちながら王国を維持しようと

しましたが、新政府は、１８７９年、軍隊や警察の

力を背景にして琉球藩を廃止し、沖縄県を設置し

ました。

かこみ

琉球王国の存続を求めた人々

琉球王国の存続を願い、清に協力を求めた人々

もいました。しかし、宮古・八重山列島をゆずり

わたすという日本の案に同意したため、かれらは

強く抗議し、なかには自決した人もいました。

【考察】

①台湾事件について

すべての教科書は台湾出兵と記述している。

琉球王国に属す宮古島の貢納船が台湾で漂着

し、先住民（台湾では「原住民｣）に殺害された

事件を契機に自国民保護を口実に日本政府は「台

湾出兵」する。琉球王国に属す宮古島の貢納船と

いう意味内容を記述した教科書は一つもない。琉

球王国が日本に帰属するという意味内容を意識し

て琉球漂流民・琉球の漂流民・琉球の島民・琉球

の人々という記述があるのは四点である。また、

明らかに誤りである琉球漁民という記述が「大阪

書籍」・「日本文教出版」と二点もある。また

｢教育出版」「扶桑社｣の琉球島民《琉球という島

はない》という誤りもある。

一方、殺害した台湾先住民に関する記述はきわ

めて乏しい。台湾の住民という記述が「扶桑社」

にあるだけである。台湾先住民の日本軍に対する

抵抗や台湾出兵以後の清朝統治の変化に関する記

述はない。ただ、前者に関しては「清水書院」の

岩倉具視の「軍人500人以上が死に」や、「扶桑

社」の「台湾に出兵した日本軍日本兵はマラリ

アという伝染病に悩まされた」という記述がある

のみである。また、台湾出兵の絵のキャプション

として「帝国書院」は「当時の日本では、台湾に

対する差別的な意識があって、それがこの絵に表

れているんだ。ほんとうは、こんな姿ではないん

だよ｡」と記している。

日本と情との交渉は、日本側主張の「保民義挙」

２，日本・高校日本史教科書記述

①山川出版社日本史Ａ１３

琉球は長く島津氏（薩摩藩）の支配下にあり、

同時に名目上は情を宗主国とする両属関係にあっ

た。政府はこれを日本領とする方針をとり、

1８７２（明治５）年には琉球藩を置いて政府直属

とし、国王尚泰を藩王に任じた。しかし、宗主権

を主張する情はこの措置を認めなかった。１８７１

(明治４）年、台湾で琉球漂流民が現地人に殺害

される事件がおこり、この事件をめぐって、日本

と情との間で琉球民保護の責任問題がもつれ、軍

人や士族の強硬論におされた政府は、１８７４（明

治７）年に台湾出兵を行った。この出兵をめぐっ

－５２－
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て日清間の交渉は難航したが、イギリスの調停も

あって､情は日本の出兵を正当な行動として認め、

事実上の賠償金を支払うことに同意した。その後、

日本は1８７９（明治12）年に琉球藩を廃して沖縄

県の設置を強行した（琉球処分)。

琉球藩を廃して沖縄県の設置を強行した（琉球処

分)。

④山川出版社詳説日本史'６

初期の国際問題

琉球王国は、江戸時代以来、事実上薩摩藩（島

津氏）の支配下にあったが、名目上は清国を宗主

国とするという複雑な両属関係にあった。政府は

これを日本領とする方針をとって、１８７２（明治

５）年に琉球藩を置いて政府直属とし、琉球国王

の尚泰を藩王とした。しかし、宗主権を主張する

清国は強く抗議し、この措置を認めなかった。

1871年に台湾で琉球漂流民殺害事件が発生した。

清国とのあいだで琉球漂流民保護の資任問題がも

つれ、軍人や士族の強硬論におされた政府は、

１８７４（明治７）年に台湾に出兵した（台湾出

兵・征台の役)。しかしイギリスの調停もあって、

清国は日本の出兵を正当な行動と認め、事実上の

賠償金を支払った。

ついで1８７９（明治12）年には、琉球藩および

琉球王国の廃止と沖縄県の設置を強行した（琉球

処分)。

②山川出版社現代の日本史'４

政府に残留した軍人のなかにはなお国外出兵を

主張する声が強く、そのために1８７４（明治７）

年､琉球人の保謹を名目として台湾に出兵した②。

これは清国からの強い抗議を生み、日清間で戦争

寸前の事態にまでなったが、イギリスの調停と清

国の譲歩によって解決した。その後、政府は、琉

球を日本領とする政策の実行を進め、１８７５（明

治８）年には琉球の清国への朝貢を禁じ、１８７９

(明治12）年には琉球藩を廃して沖縄県とした。

④政府は廃藩慨県の翌年に、国王を琉球藩王と

し、華族の地位をあたえて、その宗主権を薩

摩藩から日本政府に移している。1871年に、

台湾に漂着した琉球人数十人のほとんどが現

地人に殺害される事件がおきた。日本政府は

日本は琉球人の保護責任を持つという立場か

ら清国政府に抗議し、明確な返事を得られな

かったため、台湾の殺害責任者を直接に懲罰

することにした.

⑤山川出版社高校日本史'７

初期の国際問題

琉球の漂流民が台湾で殺害される事件がおこる

と、１８７４（明治７）年に台湾に出兵し（台湾出

兵・征台の役)、清国に事実上の賠償金を支払わ

せた。

１７世紀以来、島津氏の支配下におかれ日清両属

の形をとっていた琉球については、１８７２（明治

５）年、琉球藩をおいて日本への帰属を明らかに

し、１８７９（明治12）年には、琉球の廃藩を強行

し、沖縄県を置いた（琉球処分)。

③山川出版社新日本史'５

１８７１（明治４）年に日清修好条規を結び（中

略）ところが、台湾に漂着した琉球民が殺害され

る事件が起こり、１８７４（明治７）年、政府は台

湾に出兵した（台湾出兵・征台の役)。この問題

はイギリスの斡旋で決着し、日本の台湾出兵は自

国民を保護するための正当な行動と認められ、琉

球の帰属問題で有利に働いた。なお、江華島事件

と台湾出兵は、軍事力の行使により士族層の不満

を和らげる意図も込められていた。

琉球は、江戸時代、島津氏に支配されるととも

に、中国とも朝貢・冊封関係を持つという、いわ

ば両属関係にあった。明治政府は1872（明治５）

年琉球王国を琉球藩に改め、国王尚泰を藩主とす

ることにより明治国家に編入した。さらに、台湾

事件の決着で有利な立場にたった政府は、両属関

係を望む琉球に軍隊を送り、１８７９（明治12）年、

⑥⑦実教出版高校日本史A'8.高校日本史Big

琉球処分

薩摩藩の属領であった琉球王国は、いつぽうで

藩の貿易政策により、清国を宗主国としていた。

１８７１年に相互に平等な日清修好条規がむすばれ

たが、琉球の帰属問題は解決しなかった。政府は、

1872年に琉球藩をおき、琉球の漂流民が台湾先

住民に殺された１８７１年の事件を理由に、1874年

－５３－



琉球大学教育学部紀要第68集

県とした（琉球処分)。しかし、琉球には、日本

政府が琉球を領域内に編入しようという動向に反

対して、これまでの清国との関係を維持しようと

いう勢力もあった。

に清国領の台湾に出兵し、琉球が日本領であるこ

とを清国に示した（台湾出兵)。

１８７９年、政府は軍隊を琉球に送って藩と王府

を廃し、沖縄県をおいた（琉球処分)。清国が琉

球処分に抗議したので、政府は1880年に修好条

規の改正を条件に、沖縄県の宮古・八重山列島を

譲渡することにしたが、清国が改正条規に調印し

なかったので、実現しなかった。

⑩東京書籍新選日本史B22

沖縄の帰属問題

薩摩藩の支配下にあった琉球は、清国と朝貢関

係を保持していたが、日本は翌1872年、琉球藩

をおき、国王尚泰を藩王とした。しかし、清国は

日本の支配を認めなかったので、日本は琉球の漂

流民が台湾で殺害され事件を問題にして1874年

に台湾に出兵し、清国から賠償金をえた。これに

よって日本は琉球領有が認められたとして、琉球

の清国への朝貢を禁止し、１８７９（明治12）年に

は琉球藩を廃して沖縄県を設置した（琉球処分)。

⑧実教出版日本史B2ｏ

台湾出兵と江華島事件

征韓論政変で西郷らが下野したため士族の不満

はいっそう高まった.政府はこれをそらすため

1８７４（明治７）年に台湾に出兵した。その名目

は、１８７１年におきた、台湾に漂着した沖縄島民

の殺害事件であった。１８７１年に日清修好条規を

むすび国交を樹立していた清国は、日本に撤兵を

要求し、日清関係は緊迫した。しかし、イギリス

の調停により、清国が出兵を義挙と認めたので、

政府はなんとか面目を保ち撤兵することができ

た。

国境の確定

沖縄の琉球王国は、江戸時代、薩摩藩の属領で

ありながら清国にも朝貢するという関係にあっ

た。新政府はこれを日本領とすることにし、

1872年に琉球藩を設置、尚泰を藩王とし、さら

に１８７９年軍隊を派遣して軍事的威圧のもとに同

藩を廃し、沖縄県とした（琉球処分)⑪。

⑪清国は日本の沖縄領有を認めなかった。こ

の対立は、グランド前アメリカ大統領の調停

により沖縄を両国で分割する案でいったん妥

結が成立しかけたが、結局はまとまらず、最

終的にこれが解決したのは、日清戦争の勝利

によってであった。

⑪三省堂日本史A２３

国境の画定

政府は薩摩藩と清の両方にそれぞれ服属してい

た琉球に対しても、１８７２年に一方的に琉球藩と

し、王の尚泰を藩王に任命した。情はこれをみと

めず、琉球も各国に救済をもとめたが、政府は３

年前に台湾でおこった宮古島民殺害事件をもちだ

して、１８７４年、台湾出兵を行ない、情から賠償

金を獲得した。１８７９年、政府は軍隊や警察を琉

球に派遣して廃藩置県を強行し、沖縄県を設置し

た（琉球処分）③。

③琉球をめぐる紛争はいぜんつづき、前アメ

リカ大統領グラントによる、八重山・宮古両

島（先島）を清に譲る案もだされたが決着せ

ず、最終的解決は日清戦争までまたなければ

ならなかった。

⑫三省堂日本史B２４

領土の画定

国境の画定

政府は薩摩藩と清の両方に服属していた琉球に

対しても、1872年に一方的に琉球藩とし、王の

尚泰を藩王に任命した。情はこれをみとめず、琉

球も各国に救済を求めたが、政府は３年前の

1871年に台湾でおこった宮古島民殺害事件をも

ちだし、１８７４年、台湾出兵を行ない、情から賠

⑨東京書籍日本史Ａ現代からの歴史２１

日本と清国との国交

同じ年、台湾に漂着した琉球宮古島の島民が殺

害されたことを口実として、１８７４年、大久保ら

は台湾出兵をおこしたため、日清間に緊張が高ま

った。

琉球に対して、明治政府は強圧的に併合政策を

すすめ、1879年、琉球藩（1872年設置）を沖縄

－５４－
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償金を猶得した。１８７９年、政府は軍隊や警察を

琉球に派遣して廃藩置県を強行し、沖縄県を設置

した（琉球処分）⑤。

⑤琉球をめぐる紛争はいぜんつづき、前アメ

リカ大統領グラントによる、八重山・宮古両

島（先島）を滴に譲る案も出されたが決着せ

ず、最終的解決は日清戦争までまたなければ

ならなかった。

でおこった琉球島民の殺害事件に対して、台湾出

兵を行ない⑥、琉球は日本領との立場を明らかに

した。１８７９年には、警察と軍隊を送り、その武

力を背景に琉球藩を廃止して、沖縄県を設置した

(琉球処分)。清国はこれに抗議し、両国は対立し

た。そののち日本は、日清修好条規の改正と琉球

の帰属問題を結びつけて交渉を行ったが●、琉球

の帰属は、日清戦争によって最終的に決着した。

⑪木戸孝允はこの出兵に反対し、参議を辞職した。

②日本は宮古・八重山の先島諸島を清国に譲渡す

る分島案を示した。1880年１０月に合意を見たが、

清国が調印せず実現しなかった。

⑬清水書院日本史A２５

領土の画定

清国とは、１８７１年に対等な立場で日清修好条

規をむすんだが、琉球の帰属問題は未解決であっ

た。江戸時代以来薩摩藩の支配下にあった琉球王

国は、清国にも名目上従属していた。政府は

1872年、琉球藩をおいて日本の領土の一部であ

ることを主張したが、清国は認めなかった。そこ

で日本は、１８７１年に琉球漁民が台湾に漂着して

島民に殺害された事件などを口実に、１８７４年台

湾出兵●を行ない、琉球が日本領であることを清

国に強く示した。さらに１８７９年には、警官や兵

士を琉球に送り、武力を背景に琉球藩を廃し、沖

縄県の設置を強行した（琉球処分）①。

②この出兵によって、士族の不満を外にそら

し、琉球帰属問題の解決をはかろうとした。

木戸孝允はこの出兵に反対し、参議を辞職し

た。

④清国はこれに抗議し、１８８０年、宮古・八重

山の先島諸島を清国に譲り渡すことで両国は

合意したが、結局清国が調印せず、解決は日

清戦争後にもちこされた。

⑮第一学習社日本史A27

琉球をめぐる清国との関係

琉球王国は、江戸時代に薩摩藩の支配を受け、

また一方で清国にも従属していた。

１８７１年、日本は、清国と対等な関係の日清修

好条規を結び、国交を成立させた。同年琉球漁民

が台湾（清国領）に漂着し、殺害される事件がお

こった。翌1８７２（明治５）年、日本は清国に対

し、この事件の責任を追及するとともに、＿方的

に琉球王国を廃し、琉球藩とし、琉球国王の尚泰

を琉球藩王とした。

1８７４（明治７）年、さきの琉球漁民殺害事件

を理由に、日本は台湾に軍隊を派遣し(台湾出兵)、

琉球の領有を主張した。１８７９（明治12）年、日

本は琉球に軍隊を送って首里城を接収し、琉球藩

を廃止して沖縄県を置く琉球処分を強行した。し

かし清国はこれを認めず、琉球の日本への帰属が

確定したのは日清戦争後のことであった。

⑭清水書院日本史B26

中国との関係と琉球問題

１８７１年、清国とのあいだに相互に領事裁判権

と協定関税を認めあう、日清修好条規が結ばれた。

これは、日本にとって初の対等な条約であった。

しかし、両国間には琉球の帰属が問題として残さ

れた。琉球は江戸時代の1609年以後島津氏の支

配を受け、いつぽうで、清国にも属するという立

場であったからである。そこで日本政府は廃藩置

県後の1872年、鹿児島県の支配から切り離して

琉球藩を設置した．１８７４年には、，８７，年に台湾

⑯桐原書店新日本史B記

１８７１（明治４）年におきた台湾漂着琉球島民

の原住民による殺害事件を利用し、１８７４（明治

７）年、台湾に出兵した（台湾出兵)。これは明

治国家最初の海外派兵であり、日清開戦の危機を

ひきおこしたが、結局清国はこの拳を義挙と認め

償金を支払った。……

琉球に対しては、政府は1８７２（明治５）年、

琉球国を琉球藩（藩王は尚泰）としたが、両属関

係を考慮して外務省管轄下とした⑲。しかし台湾

出兵を機に、１８７４（明治７）年７月、内務省管

－５５－
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表２高校日本史教科書記述分析表

ｉ

’
5６

台湾事件 琉球処分

名称

琉球宮

古島貢

納船

先住民

記述

士族

等の

圧力

危機
交渉

結果

琉球の

帰属

島津支配

・清朝の

冊封

１８７２

日本

冊封

１８７５

年朝貢

禁止

琉球

処分

分島

問題

1
山Ⅱ|・日本

史Ａ

台湾

出兵

琉球漂

流民
現地人 ○

正当な行動
・事実上の
賠償金

○両属 ○ ○

２
山１１|･現代

の日本史

台湾に

出兵

琉球人

数十人
現地人 ○

戦争

寸前
清国の譲歩 ○ ○

３
山１１１．新Ｂ

本史

台湾に

出兵

琉球民
○ 正当な行動 ○ ○両属 ○ ○

４
山111,詳説

日本史

台湾に

出兵

琉球漂

流民
○

正当な行動

・事実上の
賠償金

○両属 ○ ○

５
山111．高校

日本史

台湾に

出兵

琉球の

漂流民

事実上の賠
償金 ○両属 ○ ○

６
．
７

実勤高校日

本史ＡｐＢ

台湾に

出兵

琉球の

漂流民

台湾

先住民
○ ○ ○ ◎

８
奥執

日本史Ｂ

台湾に

出兵

沖縄

島民
○ 緊迫 義挙 ○ ○ ○ ○

９

東習日本史
A現代から
の歴史

台湾

出兵

琉球宮古

島の島民

台湾

先住民
緊張 ○

10
東書新選

Ｂ本史Ｂ

台湾に

出兵

琉球の

漂流民 賠償金 ○ ○ ○ ○

1１
三省堂日

本史Ａ

台湾

出兵

宮古島

島民
賠償金 両属 ○ ○ ○

1２
三省堂日

本史Ｂ

台湾

出兵

宮古島

島民
賠償金 両属 ○ ○ ○

1３
清水書院

日本史Ａ

台湾

出兵

琉球

漁民
○ ○ ○ ◎

1４
iii水譜院

日本史Ｂ

台湾

出兵

琉球

島民
島民 ○ ○ ○ ○ ◎

1５
第一学習日

本史Ａ

台湾

出兵

琉球

漁民
○ ○ ○

1６
桐原新

日本史Ｂ

台湾に

出兵

琉球

島民

日清開
戦の
危機

義挙・償金 ○ ○ ○

1７ 明成最新

日本史

台湾

出兵

琉球

島民
原住民 義挙・賠

償金
○ ○ ○
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轄に移し、翌年、琉球藩に対し清国との関係断絶

を命じた。さらに1８７９（明治12）年、日本政府

は琉球に軍隊を送りこんで廃藩置県を強行し沖縄

県とした（琉球処分)。

④この結果、外務省は琉球米国修好条約など

の琉球の外交権と外務事務を吸収合併した。

Ａ」・「三省堂日本史Ｂ」の三点だけである。

琉球王国が日本に帰属するということを意識した

と思われる琉球の漂流民・琉球民・琉球人という

記述が七点ある。

また、明らかに誤りである琉球漁民という記述

が「清水書院日本史Ａ」・「第一学習社日本史

Ａ」と２点ある。また「明成社最新日本史」「桐

原書店新日本史B」の琉球島民《琉球という島は

ない》という誤り、「実教出版日本史B」の沖縄

島民《宮古島の貢納船には宮古島の役人と従者が

主で、沖縄島民は船員等少数である３０》という部

分的誤りもある。

一方、殺害した台湾先住民に関する記述はきわ

めて乏しい。先住民という記述が「実教出版高

校日本史Ａ・高校日本史B」の二点。台湾で使用

されている原住民が「桐原書店新日本史B｣、の

こり三点に現地人・島民というあいまいな記述が

あるだけである。台湾先住民の日本軍に対する抵

抗や台湾出兵以後の清朝統治の変化に関する記述

はない。ただ、前者に関しては「実教出版日本

史B」の「清国が出兵を義挙と認めたので、政府

はなんとか面目を保ち撤兵することができた」と

いう記述から、日本軍が台湾で先住民と風土を相

手に苦戦していたことを暗示する記述、後者に関

しては、「明成社最新日本史」が先住民が清国

の支配の及ばない民であったことを示す「台湾島

民に二種あって、清国に従わない島民は自国の支

配のおよばない『化外の民』であると称して、責

任をとらなかった」という記述があるのみである。

日本政府の台湾出兵の名目は、琉球民殺害事件

を追及するための台湾先住民に対する懲罰行為と

している。この点は「山川出版社新日本史」

｢山川出版社高校日本史」を除いて全ての教科

書が暗示している。また軍人・士族の不満をそら

すための出兵という記述は山川出版の四点と「実

教出版日本史B」「清水書院日本史Ａ」が指摘

している。なお、「明治国家最初の海外派兵」と

位置づけるのは「桐原書店新日本史B」のみで

ある。

台湾出兵がもたらした清との緊張関係に関する

記述があるのは４点で、うち清との戦争寸前とい

う意味内容があるのは「山川出版社現代の日本

史」と「桐原書店新日本史B」の二点である。

⑰明成社最新日本史2ヨ

同年政府は廃藩置県にさいして琉球を鹿児島県

に編入したが、翌年あらためて琉球藩をおき、琉

球国王尚泰を藩王として華族に列した。

また、明治四年（一八七一)、琉球島民が台湾

で殺害される事件がおこった。これに対し、楕国

は、台湾島民に二種あって、清国に従わない島民

は自国の支配のおよばない「化外の民」であると

称して、責任をとらなかったので、明治七年（一

八七四)、政府は西郷従道のひきいる軍隊を台湾

に派遣して占領した（台湾出兵)。事件解決のた

め大久保利通が北京にいったが、日清間の交渉は

難航した。しかし、イギリスの調停により妥協が

成立し、清国が日本の出兵を義挙と認め、賠償金

を支払うことで収拾した。これによって、琉球の

帰属問題は解決されたものとして、明治十二年

(一八七九）わが国は琉球藩を廃し、沖縄県をお

いた（琉球処分）⑪。

⑪清国は琉球処分を認めず、その後、米国前

大統領グラントが調停にはいり、宮古・八重

山の先島諸島を日本から清国に割識する提案

をするなど、交渉がつづいたが、決着しなか

った。日滴戦争後、日本の主権が確認された。

【考察】

③台湾事件について

中学校と同様、すべての教科書は台湾出兵と記

述する。

琉球王国に属す宮古島の貢納船が台湾で漂着

し、先住民（台湾では「原住民｣）に殺害された

事件を契機に自国民保護を口実に日本政府は「台

湾出兵」する。

琉球王国に属す宮古島の貢納船という意味内容

を記述した教科書は一つもない。琉球宮古島民・

宮古島民という記述があるのは「東京書籍日本

史Ａ現代からの歴史」・「三省堂日本史

－５７－
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力によって沖縄県の設置が強行されたという意味

内容の教科書記述は14点、内、「東京書籍日本

史Ａ現代からの歴史」は「明治政府は強圧的に

併合政策をすすめ、1879年、琉球藩（1872年設

置）を沖縄県とした」というように併合政策とい

う記述を行っている。３点は沖縄県の設置という

事実のみを記述している。

分島問題に関する記述があるのは８点。ただし、

日本が日本に属す宮古島民を保讃するという名目

で台湾事件をおこしたのに、その宮古・八重山を、

日清修好条規改正とひきかえに情に割譲すること

を日本が提案し、最終的に情が調印しなかったこ

とを明記しているのは「実教出版高校日本史Ａ

・高校日本史B」・「清水書院日本史Ｂ」の３

点だけである。ただし、「清水書院日本史Ａ」

は日本の提案の記述はないが、情が調印しなかっ

たという記述のみがある。

交渉段階で、日本が琉球領有を主張したと記述

するのは「清水書院日本史Ａ」・「清水書院

日本史Ｂ」「第一学習社日本史Ａ」「実教出版

高校日本史Ａ31．高校日本史Ｂ型」と五点である。

日本と清との交渉では、日本側主張の「保民義

挙」を清側が認めた事と、遭難者とその家族に対

する撫伽銀十万両・日本軍が台湾で設営した道路

や建物の譲渡にたいする「報償」四十万両が日本

に払われることとなった３３ことで決着した。

「保民義挙」の意味内容（正当な行動）を記し

た教科書は六点である。賠償金とした教科書は四

点。事実上の賠償金と表現した教科書は三点であ

る。「桐原書店新日本史B」はただ償金と表現し

ている。

また、この合意によって、琉球の帰属が日本に

事実上決まったという意味内容を示した教科書は

三点、うち「東京書籍新選日本史Ｂ」は「日

本は琉球領有が認められたとして、琉球の清国へ

の朝貢を禁止」したと琉球処分の過程と連動させ

て記述している。

④琉球処分について

近世の琉球王国認識に関しては、島津（薩摩藩）

の支配下にあるが清朝の冊封を受ける国家という

意味内容の記述の教科書が11点ある。その内両属

という記述があるのが四点、すべて山川出版であ

る。単に「薩摩藩と清の両方に服属していた琉球」

という暖味な記述なのは「三省堂日本史Ａ・Ｂ」

の２点である。

1872年、日本政府は、国王を琉球藩王に冊封

したという意味内容の記述は全ての教科書にあ

る。特に「桐原書店新日本史B」は「両属関係

を考慮して外務省管轄下とした琉球米国修好条約

などの琉球の外交権と外務事務を吸収合併」と記

述し、清との関係は継続されるがその他の国との

外交権が放棄されたことを明記している。また、

｢三省堂日本史Ａ・Ｂ」の「晴はこれをみとめ

ず、琉球も各国に救済を求めた34」という記述も

注目に値する。

１８７５年の済への朝貢禁止を記述しているのは

３点である。内「桐原書店新日本史Ｂ」だけが

｢台湾出兵を機に、１８７４（明治７）７月、内務省

管轄に移し」たと詳述している。

１８７９（明治12）年の琉球処分は警察や軍隊の

３，中国の教科書記述

①高級中学校用『試験・人教版中国近現代史上冊』

２００３年に出版された高級中学校用、人民教育

出版社:１５『試験修訂本・必修中国近現代史上』

(2003年３月第２版、４５ページ)3`には次のよう

にある。

１８７４年、日本軍隊在美軍的支持下侵略台湾、

従玻璃（今恒春）登陸、遇到台湾人民的頑強阻撃、

在英美等国的“調停”下、日本向中国勒索白銀５０

万両、才従台湾撤軍」

1874年、日本軍はアメリカの支持のもと台湾を

侵略、玻璃（今恒春）に上陸、台湾人民の頑強な

抵抗にあい、英米の調停下、日本は中国から白銀

50万両をゆすり取り、すぐに台湾から撤退した。

この記述の特徴は次の三点にある。

１.アメリカの支持下で台湾に日本が侵略したこ

と。

２.台湾人民が抵抗したこと。

３.米英の調停下、日本が中国から白銀５０万両

をゆすりとったこと。

宮古島民殺害や抗した人民が台湾先住民であっ

たこと、琉球処分にかんする記述はない。

－５８－
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ところがその後改正され、試験修訂本から正式

本となった現在使用されている人民教育出版社

『必修・中国近現代史上』（２００３年６月第1版）

には、前記の台湾事件に関する記述すらも消えて

いる薊７．また、現在中学校で使用されている人民

教育出版社版『初級中学用一義務教育課程標準実

験教科書、中国歴史八年級上冊』にも、台湾

事件・琉球処分に関する記述はない3図。

この件に関して、人民教育出版社編審の馬執斌

氏は日本に対する配慮でこの記述を削除したと言

う39゜

しかし、中国全ての初等・高級中学の歴史教科

書から宮古島貢納船遭難事件・台湾出兵に関する

記事が消えたわけではない。

１９世紀70年代以後、進窺将魔爪伸向中国辺地、

美、日入犯台湾、英、法進窺雲南、広西、俄、英

侵凌新躯、西蔵。

１９世紀70年代以後……、まさに魔の手が中国

の僻地に伸びてきた。アメリカ・日本は台湾を侵

し、イギリス・フランスは広西省を窺い、ロシ

ア・イギリスは新弧西藏を侵略した。

華東師範大学中国全域版と先述の人民教育出版

社版『中国歴史八年級上冊』は採択をめぐって

競合している。人民教育出版社版は、新彊回復だ

けを重点的に具体的とりあげるのに対して、華東

師範大学中国全域版では、辺弧危機・新躯回復・

甲午中日戦争すなわち日清戦争までをとりあげて

いる。辺躯危機の一つとして、アメリカ・日本の

台湾出兵を記述している。②華東師大版上海用七年級『中学歴史』

上海市用に作成された華東師範大学版七年級

(日本では中学校一年にあたる）『中学歴史』には

下記のような記述がある１０．

第５課甲午戦争

１８７９年、日本越清政府忙干出兵収復新躯、呑

井了中国的属国琉球、設置為沖縄県。之後、日本

又先後出兵台湾和朝鮮。

④華東師範大学中国全域用『中国歴史初中

二年級上』指導書

先述の華東師範大学中国全域版の指導書では、

台湾が古くから中国の領土であったと述べ、その

後、アメリカ・日本の台湾出兵に関して次のよう

に説明しているに。

1879年、日本は清政府が新彊を回復するための

出兵に忙殺されているのを利用して、中国の属国

琉球を併合し、沖縄県を設置した。その後、日本

は又前後して台湾と朝鮮に出兵した。

清の康煕帝が鄭氏から台湾を奪還して以来、台

湾府を置き福建省に帰属させた。台湾の物産は

豊かで戦略的地位は重要で、明清以来、西方植民

地主義者は略奪目標としてきた。

早在19世紀40年代，美国就有覇占中国台湾的野

心。1847年和1849年，美国海軍曾両次派軍艦到

台湾勘察，為侵台作準備。

1867年，美国“羅佛”号(即“海盗',号)輸船在

海上遇到大風，漂到台湾南部玻璃(今恒春)附近触

礁沈没。僅剰下7人登岸，台湾高山族同胞誤以為

是海盗，将其殺死。美国以此為借ロ，派遣海軍上

将培示率領両艘軍艦，陸戦隊181人。在台湾南部

玻礪登陸，結果被台湾人民撃退。

早くも、１９世紀40年代、アメリカは中国台湾

を占領しようという野心を持っていた。1847年

と１８４９年、アメリカ海軍は二度軍艦を派遣し、

台湾を調査させ、台湾侵略を準備させた。

1867年、アメリカ“ローヴァ-,,号（すなわち

"海盗”号）輸送船は海上で大風に遭い、台湾南

日清戦争前の両国間の状況を説明する文脈で、

琉球処分が叙述されている。この叙述では、琉球

は中国の属国であったものが日本に併合されたと

叙述されている。また、台湾事件に関して、日本

が台湾に出兵したことが記されてる。

③華東師範大学中国全域用『中国歴史初中

二年級上』

また、華東師範大学が中国全域用に作成した

『中国歴史初中二年級上教科書』には、下記

のように記されている４１。

第２課辺躯危機与甲午中日戦争

左宗巣修復新弧

－５９－
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部玻矯（今恒春）付近で座礁沈没した。わずかに

生き残り７人が上陸した。台湾高山族同胞は誤っ

て海賊と思い、殺してしまった。アメリカはこれ

を口実に、海軍を派遣し、上将ベルが二艘の軍艦

と陸戦隊181人を率い、台湾南部玻璃に上陸した。

結果は台湾人民によって撃退された。

その後、アメリカは国内矛盾を解決するのに忙

しく台湾に関わり合う暇もなく、そそのかし策を

取り、日本が台湾を侵略する手法を後押しし、漁

夫の利をねらった。

1871年１１月，－艘琉球漁船因遭鼬風漂流至り台

湾，与当地人発生沖突，５０余人被高山族誤殺。

１８７１年１１月、一艘の琉球漁船が馳風に遭い漂

流し台湾に到着した。「当地人」と衝突が発生し、

50余人が「高山族」によって誤って殺された。

第36課山河破砕

日本侵占台湾

１８７４年、日本以三年前在海上遭腿風漂流到台

湾的琉球漁民被当地高山族人殺死為借ロ、派兵

侵略台湾、呑井了琉球国。

１８７４年、日本は三年前、台風のために台湾に

漂流した琉球の漁民が台湾の高山族によって殺さ

れたことを口実に、台湾に兵を派兵侵略し、琉球

を併合してしまった。

《考察》

現在、中国で広く使用されている人民版初級・

高級中学歴史教科書には台湾事件・琉球処分の記

述はない。上海を中心に使用されている「華東師

大版上海用七年級『中学歴史』」「華東師範大学

中国全域用『中国歴史初中二年級上』」「上

海教育出版社版『高中（試験本）歴史拓展型課

程教材』」には、台湾事件・琉球処分に関する記

述がある。記述は表３にみるように日本・アメリ

カ斜が台湾を侵略したこと、日本が（中国の属国）

琉球を併合したという評価だけで、2003年以前

高中人民版に記述されていた台湾人民が日本軍に

⑤上海教育出版社版『高中（試験本）歴史拓展

型課程教材』高級中学三年級

現在使用されている上海教育出版社版の高級中

学三年級の歴史教科書には下記のような記事があ

る43．

二屈辱与抗争

表３中国教科書記述分析表■
」

'１

－６０－

出版社 名称 殺害者 殺害され

た側

現住民族

記述

アメリカ 琉球処分

１
試験・人教版中国

近現代史上

侵略台湾 台湾人民的

頑強阻撃

美軍的支持

２

華東師大版上海用

七年級『中学歴史』

出兵台湾 呑井了中国的

属国琉球、設

置為沖縄県

３

華東師範大学中国

全域用『中国歴史初

中二年級上』

犯台湾 美日入犯

４ 同上指導書 侵略台湾

与当地人発

生沖突高

山族誤殺
琉球漁船 ローヴァー

号事件

(呑井琉球）

５

上海教育出版社版

『高中(試験本)歴史

拓展型課程教材』

高級中学三年級

侵占台湾 高山族人

殺死
琉球漁民 呑井了琉球国



里丼：日本・台湾・中国教科番における台湾（牡丹社）事件・琉球処分記述の考察

抵抗した記述などをみることはできない。

また、高級中学用歴史教科書「上海教育出版社

版『高中（試験本）歴史拓展型課程教材』」に

は、宮古島貢納船遭難事件が記述され、琉球漁民

が台湾先住民「高山族人」に殺害されたことが記

されている。ここでも、日本の一部教科書と同じ

く琉球漁民という間違った記述がなされている。

ただ、「華東師範大学中国全域用『中国歴

史初中二年級上』」指導書の中で、「与当地人

発生沖突高山族誤殺」という認識は注目してお

きたい。宮古島貢納船の難民が「当地人」と衝突

し、「高山族」によって誤って殺されたという認

識である。

込んだ。大部分のものたちは、その地の原住民に

よって殺害された。その後、日本は｢懲弁兇手｣を

口実に、一八七四年、軍隊を派遣し、牡丹社を主

とする原住民を攻撃した。

当時､台湾を侵した日本軍に気候風土は服さず、

また原住民の頑強な抵抗にあったので、日本の損

失はきわめて大きかった。日本政府内部の中で台

湾における用兵の意見が－致せず、これに加えて

台湾出兵は国際的に充分な支持をうけていたわけ

でもなかった。とはいえ、清廷においても、自分

で国力が薄弱であることを知っており、日本との

開戦を望まなかった。このような状況下、双方は

ついに、北京で「専約」を締結した。この条約が

締結された後、日本はすぐに撤兵したが、利益は

すぐなくなかった。補償を獲得しただけでなく、

清廷は琉球人が日本臣民になることと，琉球群島

が日本の属地になることを間接的に承認したので

あった。

三台湾の教科書記述

１，国民中学

①認識台湾（歴史編）４５

第二節日軍侵台与清廷治台政策的改変

日本出兵侵犯台湾

日本早在十六世紀末葉以来、就有南侵琉球・

台湾的野心。一八七一年（漬同治十年）琉球船隻

遭遇髄風、漂至台湾南端、船員閥入牡丹社原住民

住地、大多為当地原住民所殺害。事後、日本以

｢懲弁兇手｣為籍ロ、在一八七四年、派軍攻打以牡

丹社為主的原住民。

当時日本由於犯台日軍水土不服、又受到原住民

堅強抵抗、損失惨重、其政府内部対用兵台湾之意

見不一致、加上出兵台湾得不到国際充分的支持；

而清廷方面、自知国力薄弱、也不願与日本開戦。

在此種状況下、双方終於在北京篭訂専約。此条約

訂立後、日本雛須立即撤兵、但獲利不少、除猶得

補償款外､並穫得清廷間接承認琉球人為日本臣民，

琉球群島為日本属地。

②仁林文化'Ｇ

第３節改革路遥遥

清治台政策的変革

自強運動期間，列強価然伺機侵略，同治十三年

(西元1874年)，日本以台湾牡丹社原住民殺害琉

球人為籍口、出兵台湾，此挙動造成清廷的警覚，

治台政策転趨頓極,並派沈葆禎来台従事国防整建．

第３節改革の路は遥か遠く

清・台湾統治政策の変革

自強運動期間中も，列強はなおも侵略の機会を

うかがっていた。同治十三年（西暦1874年)，日

本は、台湾牡丹社の原住民が琉球人を殺害したこ

とを口実に、台湾に出兵した。この行為は清廷の

警戒心を産み出し，台湾の統治政策が積極策に変

化し，沈葆槙が派遣され国防整備に従事した。

③翰林出版４７

第四章開港与建省

清廷治台転趨積極

日本在明治維新之後，逐漸向外拡張．西元

1871年，琉球漁民因船難漂流到恒春半島．大多

住民殺害．後来．日本以｢懲弁兇手｣為籍口，企図

侵占台湾，在西元1874年派兵攻打台湾南部牡丹

社等原住民，史称｢牡丹社事件｣．此一事件使清廷

第２節日本軍の侵台と清廷治台政策の改変

日本出兵侵犯台湾

日本は早くも16世紀末より、南下して琉球・台

湾を侵そうという野心をもっていた。１８７１年

(清の同治10年)、琉球船隻の船が台風に遭い、漂

流し台湾の南端に至った。船員たちは、牡丹社す

なわち原住民の住む地にことわりもなく突然入り
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率居高不下．

在這些因素的影響之下，日本逐漸傾向議和．最

後中、日双方篭訂条款，日本錐然撤兵，但清廷也

承認日本此次出兵為｢保民義挙｣，従此喪失了対琉

球的宗主権．

補給姑

牡丹社事件

西元１８７１年，琉球船民遭遇暴風、漂到恒春附

近、被牡丹社原住民殺害．

日本楚機片面冊封琉球国王，声明琉球人民為日

本居民、並以懲弁兇手為籍口於西元1874年出

兵台湾。

意識到台湾的重要性，対台湾的治理政策転向積極'

也開始加強対台湾的建設．

関鍵詞

明治維新

西元１８６７年，日本幕府将政権還給明治天皇，

日本開始西化，国勢漸漸強大。

琉球

琉球同時受到清朝和日本保護．牡丹社事件後，

清朝承認日本出兵是｢保民義挙｣，日本人遂声称琉

球人是日本臣民，五年後琉球被日本正式併呑。

第四章開港と建省

清廷・台湾統治政策の積極的転換

日本は明治維新後，しだいに外に向けて拡張し

はじめた。西暦１８７１年，琉球の漁民が漂流し恒

春半島に到達したが．大部分が原住民によって殺

害された。後、日本は｢犯人処罰｣を口実に，台湾

を占領しようと意図した。西暦1874年には兵を

派遣し、台湾南部の牡丹社等の原住民を攻盤した。

歴史的には｢牡丹社事件｣という。この一事件は清

廷に台湾の重要性を意識させ、台湾の統治政策を

積極策に変え，台湾の建設強化を開始した。

キーワード

明治維新

西暦1867年，日本の幕府は政権を明治天皇に

返し，日本は西洋化を開始し，国勢はしだいに強

大となった。

琉球

琉球は同時に清朝と日本の保護を受けていた。

牡丹社事件後，清朝は日本の出兵が｢保民義挙｣で

あることを承認し，日本人は琉球人が日本臣民で

あると言明した。五年後、琉球は日本によって正

式に併合された。

第二章台湾の発展歴程

牡丹社事件

イギリス・フランス両国の後に引き継いで，日

本は牡丹社事件の発生にことよせ，「犯人処嗣｣を

理由に，同治十三年（西暦1874年）に台湾に出

兵した。日本はもともと台湾を古くから植民地に

しようと考えていた。ただ、侵略の途中で，日本

軍は原住民の強烈な抵抗に遭遇し、損害はきわめ

て大きかった。かつ当時日本国内において、台湾

出兵の是非をめぐって，意見は一致していなかっ

た。さらにそれに加えて当時、台湾を占領してい

る日本軍に伝染病が流行し，死亡率が高かった。

このようなことの影響で。日本はしだいに講和

に傾いていった。とうとう、中・日双方は「条款」

を締結した。日本は撤兵したが，清廷は、日本の

今度の出兵が｢保民義挙｣であったことを承認し

た。このため琉球の宗主権を喪失することになっ

た。

補給駅

牡丹社事件

西暦１８７１年，琉球船民が暴風に遭い、恒春附

近に漂着し、牡丹社の原住民によって殺害された。

日本は．この機会につけこんで一方的に琉球国王

を冊封，琉球人民が日本人であると言明し、「犯

人処罰」を口実に、西暦1874年台湾に出兵した。

④康llif文教事業梱

第二章台湾的発展歴程

牡丹社事件

継英法両国之後，日本籍著牡丹社事件的発生。

以｢懲弁兇手｣為理由，於同治十三年（西元１８７４

年）出兵台湾。日本原本打算在台従事長期植民，

但在入侵過程中，日軍遭受到原住民的強烈抵抗而

損傷惨重；且当時日本国内対於是否出兵台湾，意

見不一致、再加上当時在台日軍流行伝染病，死亡

２，高級中学

①建宏出版判，

日本侵台的牡丹社事件

日本在明治維新以後、積極向海外拡張。同治1０
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年（１８７１)、有琉球漂流民為台湾「生番」所害、

事本與日本無渉、惟日本正欲尋騨、籍此向清廷交

渉：得知中国将「生番」視為化外、為政教所不及、

及進一歩策劃徴台行動。

同治13年、日本籍口保護琉球属民。悴然出兵侵

台、自玻璃（今恒春）登陸、津行焼殺、牡丹社原

住民壮烈抵抗。清廷派福州船政大臣沈葆禎為欽差

大臣、率軍来台査弁。最後、中日在北京訂立専約

解決。清廷同意日本此次行動乃「保民義挙上給

予遭害琉民家属撫lIil銀１０万両、補償日軍銀40万

両。惟台湾主権終穫確保、清廷自是愈感台湾形勢

重要、治台政策転趨積極゜

有企図。便籍端決心生事。翌年・日本片面冊封琉

球国王、声称琉球人為日本臣民、同治十三年（西

元1874年)、日本派遣軍隊侵犯台湾。於玻璃（今

恒春）登路。展開襲撃。当地原住民勇猛抗拒。日

軍大騨焚焼、屠殺、占領牡丹社。当時清廷派遣福

州船政大臣沈葆禎為欽差大臣、前往部署海防、井

調遣軍隊一万多人入台、日本亦準備動員曰一時双

方剣抜弩張。不過由於清廷尚新弧問題急待解決。

加上海防脆弱、最後和日本達成協議．在約中滴廷

除了賠款五十万両、井須承認日本此次出兵為「保

民義挙｣。清廷息事寧人的態度、等於黙認琉球属

於日本、這為此後日本井呑琉球留下了伏因。

日軍犯台、促成清廷対海防的重視、也譲清廷開始

認識台湾的重要性。由於台湾就地理位置而言。関

系中国的海防極大、清廷従此開始積極経営台湾。

日本が台湾を侵略した牡丹社事件

日本は明治維新以後、積極的に海外拡張を図っ

た゜同治10年（1871)、琉球漂流民が台湾「生番」

に殺された。このことは本来日本と関係の無いこ

とであった。日本はまさにいいがかりをつけるこ

とを望み、このことで清廷と交渉し、中国が「生

番」を化外と見なし、支配の及ばないところであ

ることを知るや、さらに進めて台湾を懲罰する行

動を策定した。

同治13年、日本は琉球属民を保護するという口

実で、横暴にも出兵し、台湾を侵した。玻璃（今

の恒春）から上陸随ほしいままに「焼殺」した。

牡丹社の先住民は壮烈に抵抗した。清廷は福州船

政大臣である沈葆を欽差大臣に任命し、軍を率

いて、台湾へ来て任務を遂行した。最終的には中

日は北京で「専約」を締結して解決した。清廷は

日本の今度の行動を「保民義挙」とすることに同

意した。被害にあった琉球民の家族に対する撫伽

銀１０万両を給与し、日本軍に銀40万両を補償し

た。ただ、台湾に対する主権を確保するだけでな

く、清廷はこれより以後台湾の地勢を重要と考え、

台湾統治政策を積極策へ転換した。

日本軍の侵台

日本は台湾を占領しようと、ずいぶん前から考

えていた。同治10年（西暦1871年)、琉球船籍の

船が台風により、漂流し、台湾に流れ着いた。難

民54人は台湾原住民によって殺された。福建省巡

撫はすぐに対応して生還者12人を琉球へ送り返し

た。琉球は日本の南端と台湾の間の、小島の連な

りであり、明代より中国に臣属していた。しかし、

日本は別にたくらみをもち、事を起こそうと決心

していた。翌年、日本は一方的に琉球国王を冊封

し、琉球人は日本臣民であると言明した。同治１３

年（西暦1874年)、日本は軍隊を派遣し、台湾を

侵した。璃橋（今の恒春）から上陸し、襲撃を展

開した。その地の先住民は勇猛に抵抗した。日本

軍は欲しいままに、焼き尽くし虐殺し、牡丹社を

占領した．その時、清廷は福州船政大臣前往部署

海防である沈葆槙を欽差大臣に任命し、軍隊1万

余人を台湾に派遣した。日本はまた動員を準備し、

-時、双方戦闘の危機がふくれあがった。ただ清

廷はなお急いで新弧問題を解決しなければなら

ず、これに加えて海防が脆弱であった。結局日

本との協議が成立し、清廷は50万両の賠償だけで

なく、日本の出兵を「保民義挙」と認めることを

約束した。清廷は、折れ合って事を穏便に解決す

る態度で、琉球が日本に属すことを黙認するに及

んだ。このことがこの後、日本が琉球を併合する

ことにつながった。

②康煕図書筋、

日軍侵台

日本想占拠台湾、由来已久。同治十年（西元

1871年)、有琉球船隻因馳風漂流到台湾来、難民

五十四被台湾原住民所殺。福建巡撫立即査弁、井

将生還者十二人送回琉球。琉球是日本南端輿台湾

之間的一串小島、自明代已臣属中国、但日本因り）
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表４台湾教科書記述分析表
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取梢漢人不能通婚的禁令、開前後山的通道、対原住民采剃撫兼施的手段、此後清廷理
｢番」政策的重点乃在「生番」
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日本軍の犯台は清廷の海防重視を促進し、清廷

が台湾の重要性を認識することをも開始させた。

台湾は地理的位置から言えば、中国の海防との関

係が極めて大きいので、清廷はこの時から台湾を

積極的に経営し始めた。

(ま、日本が「十六世紀末葉」から、「琉球・台湾」

を領有したいという「野心」をもっていたことが

記され、台湾事件と琉球処分が一対のものである

ことを示唆する認識を示している。しかし、今回

考察の対象とした高級中学の教科書には明記され

ていない。

琉球王国に属す宮古島の貢納船遭難事件に関し

ては一点を除くすべての教科書に記されている。

その表現は琉球人、琉球船民、琉球漂流民、琉

球船難民が主で許容できるが、部分的に正しくな

い琉球船船員《大部分は宮古島役人と従者で、船

員は少数》が使われ、「翰林出版」版では琉球漁

民と明らかに事実誤認がある。

また、「認識台湾（歴史編)」が「船員閲入牡丹

社原住民地」という表現を用いていることに注目

しておきたい。宮古島貢納船難民が何の断りもな

く先住民のテリトリーに入り込んだという表現で

ある。このことから殺害の原因は閉ざされた先住

民地域への侵犯にあると「認識台湾（歴史編)」

が認識しているのではないかと推察できる。

また、「康軒文教事業」版国民中学歴史教科書

と「康煕図書」版高級中学歴史教科書は、１８７２

年の日本による冊封を記載している。その記述は

宮古島貢納船遭難事件を利用して一方的に冊封し

たという内容になっている。

日本の台湾領有に対して、台湾先住民が強固に

抵抗したことを、国民中学歴史教科書４点中３点、

高級中学では３点中２点が示している。また「康

軒国民中学歴史教科書」では日本軍が流行伝染病、

すなわちマラリア等で多くの死傷者を出したこと

が語られ、「認識台湾（歴史編)」はこれを「水土

不服」と表現している。

「康煕図謝」版高級中学歴史教科書は、日本軍

が台湾に上陸した後、清軍の兵士１万人余が台湾

に上陸し、戦争一歩手前の状況を記している。

台湾事件をめぐる日本と清の交渉結果について

記した教科譜は３点ある。「康軒国民中学歴史教

科書」は日本の｢保民義挙｣を認めることにより琉

球に対する宗主権を失なったことだけを記してい

る。「康煕図書」版高級中学歴史教科書は「康軒

国民中学歴史教科書」と同様の記述の上に、清が

日本に支払った金を「賠款五十万両」という認識

を示す。それに対して「建宏出版」版高級中学歴

③三民書局訓

開山撫「番」

称倣「生番」的原住民、只要不危害漢人、「熟

番」的生命財産安全、清廷原採不干予政策：然在

中西交通大開。東西洋船通過東西海面時、対因船

難上岸逃生的外国人加以殺鐡、引発国際問題的

｢生番｣、清廷則難以坐視。如同治年間的牡丹社事

件、清廷離籍詞「生番」系化外之民、所住為化外

之地、希図推卸責任、但日本却出兵玻砺(今恒春)。

自此清廷積極経営台湾。取梢漢人不能進入山地番

漢不能通婚的禁令、開前後山的通道、対原住民採

剰撫兼施的手段、此後清廷理「番」政策的重点乃

在「生番｣。

開山撫「番」５２

「生番」と位置づけられた原住民は、漢人や

｢塾番」の生命・財産・安全をおびやかさなけれ

ば、清廷は原則として不関与政策であった。とこ

ろが、中国と西洋との交通が大いに開かれ、東西

の洋船が東西の海面を通過するようになった時、

難破して命拾いした外国人に対し殺裁を加え、国

際問題を透発した「生番」を清廷は黙ってみてい

ることはできなくなった。同治年間の牡丹社事件

のように、清廷はたとえ「生番」を化外の民であ

る、住む所を、化外の地であるという言葉を借り

て、責任を回避しようとしても、日本はかえって

玻璃（今の恒春）に出兵した。これより後、清廷

は積極的に台湾を経営し、漢人が山に入り、漢人

と先住民との結婚の禁令を廃止し、前後の山に街

道を開き、先住民に対して、懐柔と討伐という両

用の手段を採用した。この後、清廷の理「番」政

策の重点はすなわち「生番」となった。

《考察》

台湾の国民中学歴史教科書の中で、日本の台湾

出兵が台湾の領有を意図していたことを明記する

教科書は三点ある。特に「認識台湾（歴史編)」

－６５－
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史教科書は「遭害琉民家属撫11,銀lo万両、補償日

軍銀40万両」というように史実に正確に記載して

いる。

また、琉球処分に関わって記述があるのは国民

中学では「翰林出版｣、高級中学では「康煕図書」

である。両社とも、琉球処分を「併呑」すなわち

併合と認識している。ただし琉球王国の有り様に

違いがあり、「翰林出版」はいわゆる両属、同時

に清朝と日本の保護を受けていたという認識であ

る。一方、「康煕図書」は、琉球王国が明代から

中国に属し、１８７２年になって日本に冊封され、

79年併合されたという認識を示す。

この牡丹社事件（台湾事件）により、楕朝の台

湾支配が積極的政策に転換したという認識は全て

の教科書に記されている53゜その記述の中で特に

注目したいのは「建宏出版」と「三民書局」の両

高級中学歴史教科書である。

「建宏出版」高級中学歴史教科書は台湾事件に

よって、清朝は「台湾主権終獲確保」と言う。先

住民地域をも含めて台湾全域を主権下に収めたと

いう認識である。

この点をより詳述しているのが、「清廷統治下

的原住民」という項目の中で台湾事件を叙述して

いる「三民書局」高級中学歴史教科書である。台

湾事件以前は先住民を「熟番」と「生番」に分け、

｢生番」地域には干渉しないという政策を清朝は

行ってきたのだが、以後は漢人との結婚の禁令を

廃止し、前後の山に街道を開き、原住民に対して、

１懐柔と討伐という両用の手段を採用するという政

策に転換したのである。これを「開山撫番」とい

う。

占める人教版歴史教科書であった。しかし現在台

湾事件そのものの記述がない。台湾事件にかんす

る記述があるものでも、日本とならんでアメリカ

の「台湾侵略」の記述が特筆されるが、「開山撫

番」政策はない。

一方、琉球処分に関する記述は、台湾・中国と

も、いくつかの教科書が台湾事件の文脈の中で語

り、「呑井」「井呑」すなわち併合という概念で示

されている。この概念には民族統合という意味性

はみじんもない。琉球王国が明以来中国冊封をう

ける属国もしくは日本と中国に両属している国家

という位置づけが存在しているようである。

では日本の教科書における、琉球処分の評価の

大勢は、軍隊等による強制的廃藩置県であるとい

う認識にほぼ落ち着いている。台湾出兵が自国民

保護の行為であったことを日本政府は情に認めさ

せたのだが、その正当性を疑わせる分島問題に関

しては、中学歴史教科書では一点のみが記してい

る。しかし、高校歴史教科書では半分の８点が記

すに至っている。なお、分島問題で滴側の批准に

抗議した琉球「脱清人」５．$について記されている

のは中学歴史教科書一点のみである。

台湾では「三民書局」高級中学歴史教科書にみ

るように先住民からみた教科書記述が始まってい

る。台湾事件は宮古島の貢納船の難民が台湾先住

民と出会うところ始まる。しかし、宮古島の貢納

船の難民に関して正確な記述は中国・台湾、そし

て日本の教科書においてもなされていない。甚だ

しいのは漁民という誤った認識が中国・台湾・日

本すべての教科書にあることである。三国とも国

家が検定して教科書として認定している。

宮古島貢納船の難民が、台湾先住民と出会い、

殺害されるわけだが、この殺害をめぐって、

2005年６月３日、台湾牡丹社の代表らが宮古島

へ来島し誤解を解き、平良市と親善交流図るとい

う試みがあった。また、なぜ宮古島貢納船の難

民が殺されたのかという研究も進みつつある56゜

宮古島と台湾先住民がそれぞれ日本・清（中国）

という国家に統合される結節点が台湾事件・琉球

処分であったわけだが、上記の研究の進展を踏ま

えたマイノリティーにたいしても繊細な教科書の

記述を期待し自戒としたい。

五むすびにかえて

日本の教科書には、台湾事件の結果、台湾の先

住民を清朝に取り込もうという「開山撫番」政策

を生み出したことを記したものは－種類もない。

台湾の教科書では、近代化（民族統合）の文脈の

中で記されているのか、先住民にとっての意味で

記されているのかはともかく全てに記されてい

る。

中国の教科書では、2003年までは、牡丹社の

先住民の抵抗を、台湾人民の日本への抵抗と描き

出していたのが中国全域で半分以上のシェアーを

－６６－
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'9実教出版『高校日本史B』１５８ページ。検討記述

は『高校日本史Ａ』と同文。2004年１月２５日発行。

2003年４月２日文部科学省検定済。

､実教出版『日本史B」250～251ページ。2004年

１月２５日発行。2003年４月２日文部科学省検定済。

２１来京書籍『日本史Ａ現代からの歴史』６６～７ペ

ージ。2002年４月４日文部科学省検定済

22束京書籍『新選日本史Ｂ』１７６～７ページ。

2004年２月１０日発行。2003年４月２日文部科学省

検定済

麺三省堂『日本史Ａ』３５ページ。2004年３月３０

日発行。2003年４月２日文部科学省検定済

劉三省堂『日本史Ｂ』247ページ。2004年３月３０

日発行。2003年４月２日文部科学省検定済

25清水書院『日本史ＡＪ４６～7ページ。2004年２

月１５日再発行。2002年４月４日文部科学省検定済

2`澗水書院『日本史Ｂ」164ページ。2004年２月１５

日発行。2003年４月２日文部科学省検定済

27第一学習社『日本史Ａ」４１ページ。2004年２

月１０日発行。2003年４月２日文部科学省検定済

28桐原番店『新日本史Ｂ」272～３ページ。2004年

２月２５日発行。2003年４月２日文部科学省検定済

"明成社『最新日本史』186ページ。2002年４月４

日文部科学省検定済

3ｕ『南島第三輯』147～151ページ。1944年。

３１実教出版『高校日本史Ａ』６８ページ。2002年４

月４日文部科学省検定済。

32実教出版『高校日本史B』１５８ページ。『高校日

本史Ａ」と同文。2004年１月２５日発行。

2003年４月２日文部科学省検定済。

33毛利俊彦『台湾出兵』167～168ページ、中公新書。

Ｍ豊見山和行編『琉球・沖縄史の世界』（2003年）２４４

ページで、赤嶺守は「何如琿(澗国駐日公使)は琉球問

題を国際的にクローズアップさせようと、富川親方

盛墾（毛鳳来)、与那原親方良傑らに幕末に琉球と条

約を締結した米・仏・蘭の駐日公使に『小国琉球』

の危機を脱すべく請願書を提出させている｡」と記し

ている。

352005年９月上海の中学や華東師範大学の歴史系の先

生方と懇談したおり、かって100％人民教育出版社

版だった歴史教科書は、上海・沈陽などの都市版、

北京師範大学版、華東師範大学版、湖南岳麓版等の

全国版が出版され、人民教育出版社版は現在６割程

1清水書院『新中学校歴史改訂版日本の歴史と世

界』153ページ。2005年３月３０日文部科学省検定済

2清水書院『新中学校歴史改訂版日本の歴史と世

界』１５５ページ。同上

3日本書籍新社「私たちの中学社会歴史的分野』１４７

ページ。2005年３月３０日文部科学省検定済。

.１日本譜籍新社『私たちの中学社会歴史的分野』１５７

ページ

s大阪書籍『中学社会歴史的分野」１４５ページ。２００５

年３月３０日文部科学省検定済。

`日本文教出版『中学生の社会科日本の歩みと世界

歴史』１１８ページ。2005年４月５日文部科学省検定

済。

7束京書籍『新編新しい社会歴史』１４９ページ。

2005年３月３０日文部科学省検定済。

`教育出版『中学社会歴史未来をみつめて』１２１ペ

ージ。2005年３月３０日文部科学省検定済。

,扶養社『中学社会改訂版新しい歴史教科書』１５１

ページ。2005年３月３０日文部科学省検定済。

１０帝国書院『社会科中学生の歴史日本の歩みと世界

の動き』１５７ページ。2005年３月３０日文部科学省検

定済。

川帝国書院『社会科中学生の歴史日本の歩みと世界

の動き』１５８ページ。

!z毛利俊彦『台湾出兵」１６７～１６８ページ、中公新書

3131996年。

13山川出版社『日本史Ａ」７３ページ。2004年３月５

日発行。2003年４月２日文部科学省検定済。

M山川出版社『現代の日本史』４７ページ。2004年３

月５日発行。2002年４月４日文部科学省検定済

１５山川出版社『新日本史」２６０～1ページ。日本史Ｂ

2004年３月５日発行。2003年４月２日文部科学省

検定済。

'`山川出版社『詳説日本史』２５０ページ。日本史Ｂ

2003年３月５日発行。2002年４月４日文部科学省

検定済。

'7山川出版社『高校日本史』１９３ページ。日本史Ｂ

2003年３月５日発行。2002年４月２日文部科学省

検定済。

'8実教出版『高校日本史Ａ』６８ページ。2002年４

月４日文部科学省検定済。
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住民によって阻止されたことを指していると指導書

から推察した。

４３国民中学『認識台湾（歴史編）全一冊試用本』

国立編訳館主編一九九七年八月試用本48-49

頁

.i`「国民中学社会二年級上学期」仁林文化

2003年６月初版６０頁

ｲｱ「国民中学社会一年級上学期」翰林出版

2004年８月初版８１頁

拙｢国中社会乙版一年級上学期」康軒文教事業

2004年９月初版９９頁

４．建宏出版社「高級中学歴史下一年級」５８ページ。

2003年１２月発行、編集者陳豊祥、林麗月、

5u康煕図譜『高級中学歴史下冊』７４ページ。

２０００年２月初版、２００４年２月修訂四版王仲孚

主編

５１三民書局ｒ革新版高級中学歴史下」編著者

許雪姫、劉蝿簿、2000年２月初版2005年２月修

正芯新三版四制刷５９ページ

５２「三民譜局」高級中学歴史教科書は先住民を当時の史

料名を使う場合、「番」というように必ず「」を使用

している。

度にシェアーが下がってきているという。なお、日

本の検定制度と似通っていて、採択地区単位は省と

市の間程度だという。

鰍`全日制普通高級中学校教科書（試験修訂本・必修）中

国近代現代史上冊人民教育出版社歴史室編著

人民教育出版社出版2003年３月第２版２００１年

４月黒竜江第２次印刷。第二章中国資本主義的産

生、発展和半植民地半封建社会的形成、第四節中

国辺彊地区的新危機和法中戦争４５ページ。

]7高級中学用一全日制普通高級中学校教科識（必修）中

国近代現代史上冊人民教育出版社歴史室編著

人民教育出版社出版2003年６月第１版２００５第

３次印刷。アヘン戦争から第１次国共合作までをあ

つかっている。

38初級中学用一義務教育課程標準実験教科、中国歴史

八年級上冊人民教育出版社出版社資任編輯馬執

斌２００１年１２月第１版2005年６月新瓢第３次印

刷。アヘン戦争から現代までを扱っている。

加ウルムチで行われた中国教育学会歴史教学研究会

2005年年会後の巡検の時（2005年９月１８日)、人民

教育出版社編審馬執斌に人民教育出版の歴史教科書

には、宮古島貢納船遭難事件・台湾出兵に関する記

述がないことをお尋ねしたところ本文のような回答

が返ってきた。

懲り華東師範大学『中国歴史七年級第二学期教科

書（試験本)』（主編蘇智良2003年１月、第１版、

2004年１２月第３次印刷）２５ページ。

４１華東師範大学『中国歴史初中二年級上教科書』

（主編王斯徳2002年６月第一版、2004年５月

第５次印刷）１２ページ。

枢華東師範大学『中国歴史初中二年級上教師用書』

（主編王斯徳2002年６月第一版、2004年５月

第５次印刷）３０ページ。

43高中（試験本)拓展型課程教材（2005年８月第一版，

2005年８月第1次印刷)179ページ。

棚アメリカの侵略はローバー号事件後、米耶が上陸し先

詞「認識台湾（歴史編)」と「康軒文教事業」両国民中

学歴史では台湾事件とは別項で政策転換が記されて

いる。

剥西里喜行「琉球分割交渉とその周辺」（琉球新報『新

琉球史近代・現代編』４９～50ページ1992年）

銅宮古毎日新聞2005年６月５日

妬高加馨「牡丹社事件の真実パイワン族の視点から」

（『植民地文化研究４」３７～46ページ、2005年７月

１日)。

紙村徹｢なぜ牡丹社民は琉球漂流民を殺害したのか－牡

丹社事件序曲の歴史人類学的素描」（草風館「台湾原

住民族の現在』2004年１２月）

－６８－


