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台湾社会科研究Ⅶ

｢台湾小学４年社会科教科書にみる台湾史」

里井洋一
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代社会に参与するのに必要な能力形成が手冊、教

科書で構成されているかどうかという問題である。

改編国定教科書は、子どもが調査したことを教

材とする点に社会参加の側面を見いだすことはで

きるが、結局思考を深めることにいたらず、先生

が質問することを教材や教科書から捜す授業になっ

てしまっている。また多元的な社会を学習する

｢早期的台湾」では、教材が早期の先住民族の生

活を探求できるものではないと指摘し、教材の中

に意味ある事実（ここでは先住民族の生活）が含

意されていないところに改編国定教科書の限界性

があると結論づけた注'･

小論では上記三つの視点から、現行小学四年社

会科教科書『台湾的開発」単元を分析していく。

1゜はじめに

台湾社会科研究Ⅱ「小学校社会科教科書におけ

る「台湾化の動向｣」では、「板橋模式」改編国定

教科書台湾史叙述の意味と限界を次の三つの観点

から考察した。

－つめは台湾、ENTITY形成に関わる問題、す

なわち台湾認識を深め台湾に誇りを持つ内容になっ

ているかという問題である。この点にかんして私

は前述の小論で「板橋模式」改編国定教科書〔以

下改編国定教科書〕中の台湾歴史における内容は、

｢漢人」の台湾開発に誇りをもたせる台湾IDENT

ITY形成ということができると結論づけた。その

論拠として「文化の根源としての中国を重視」し

ている点と「台湾の近代化に誇り（価値）をもた

せよう」としている点をあげた。この「漢人」に

よる台湾開発を重視する立場に対して、漢人移民

の開拓の歴史、漢人主体の歴史観は「開発史観」

だという呉密察の批判を紹介した。

二つ目は欧用生が指摘した社会諸科学（科学）

の体系にもとづいて教科書が叙述されたかどうか

という問題である。改編国定教科書における台湾

史の記述は、歴史を時代順に並べ、事象の因果を

明示し、たとえば国家である日本と個人である日

本人を区別するなど客観的に叙述していると評価

した。ただし、事実よりも「開発史観」を優先し

た部分もあるとも指摘した。

三つ目は欧用生が指摘した民主的、多元的な現

2.1993年「国民小学課程標準」にみる台

湾史の位置づけ

1993年９月教育部が修正発布した「国民小学課

程標準」教材要綱には台湾史を扱う「台湾的開発』

という単元が設定されている。『台湾的開発』は、

｢国民小学課程標準」教材綱要において、地方領

域の八番目、四年級に位置づけられている。内容

としては（－）台湾開発史的重要時期、（二）毎

個時期的重要人物和重大事件が設定されている注2.

すなわちこの「台湾的開発』単元は台湾開発史上

重要な時期の重要な人物と事件を教える内容にせ

よというのである。

＊社会科教育教室

－１－
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ついで「教材選択依拠之通則」には「台湾的開

発」単元に関して次の４点が通則として記されて

いる住３．

１．在文化接触的過程中、可能因争議而産生衝

突、也可能因整合而産生新的文化。（歴史学）

２．過去的知識是了解當前和未来事件的必要条

件。（歴史学）

３．衝突和溝通足以影響人類社会発展的過程。

（歴史学）

４．－地的特性並非固定不変、亡反応過去、現

在的利用情況、以及対未来的展望。（地理学）

泰葆埼は通則を陳青青の論文を引用して次のよ

うに説明している注4゜

所謂通則（generalization）就是指各学科中包

含的原理原則、亦称為「統念｣。毎一條通則均

剛述両個以上概念間的関係、亡必須具備下列三

個條件（陳青青「問思教学法」（台湾省国民学

校教師研習会印行之「国民小学校社会科教学法

専輯」７頁、民国79年）

１．是以叙述性句型的方式来表示

２．包含両個以上的概念、及其彼此間的関係。

３．是一個可以被廣乏応用的叙述、不限於特

定的人、地和事。

泰葆埼によれば、いわゆる通則とは諸科学（歴

史・地理・政治・経済・社会・心理を六大学科と

いっている）に包含される原理原則のことを言い、

｢統念」ともいう。一つの通則は二つ以上の概念

間の関係を明らかし、次の三つの条件を備えてい

なければならないという。

一つ目は叙述性のある文型で表わす事。

二つ目は二つ以上の概念を包含し、その二つの間

の関係に及ぶこと。

三つ目は広汎に応用できる叙述であり特定の人、

地、事に限定されないこと。

小学四年「台湾的開発』単元の通則は前述のよ

うに諸科学は歴史学三つと地理学一つの計四つで

ある。四つの通則は次のようにいっている。

１．文化接触の過程にあっては、争議によって

衝突が発生する可能性があり、また整合し新

しい文化を生み出す可能性もある。

２．過去の知識は現在と未来のできごとを理

解する必要条件である。

３．衝突と交流は人類社会発展の過程に影響す

る。

４．地域の特性は固定不変のものではなく、地

域は過去や現在の活用情況と未来の展望に応

えるものである。

1996年から上記の新「国民小学課程標準』が実

施され、1999年度には六社の小学社会４年の教科

轡が教育部審定を通過し発行された。六社とは次

の六つの出版社である。〈以下かっこは略称）

国立編訳館（編訳館版）

康軒文化事業股扮有限公司（康軒版）

新学友書局股扮有限公司（新学友版）

牛頓出版股扮有限公司（牛頓版）

南一瞥局企業股扮有限公司（南一版）

翰林出版事業股扮有限公司（翰林版）

上記の教科書会社の内、台湾の歴史が４年上で

あつかわれているのが編訳館版、康軒版、新学友

版、牛頓版の４社で、南一版と翰林版は４年下で

あつかわれている。

各教科書会社の４年台湾歴史単元の構成は表１

のようになっている。

４年級の単元構成は、課程標準４年という枠組

みの中で、各社バラバラである。その上、単元名

も課程標準と異なるものが少なくはなく、各社の

個性がでている。

また課程標準と全く異なる単元名をつけた教科

書会社もある。例えば康軒版では、課程標準「台

湾的開発」を「台湾的故事」と言い換えている。

｢台湾的故事」すなわち台湾の物語という表現で

ある。康軒版「台湾的故事」単元の冒頭記述は次

のようになっている注`。

我佃的祖先、為台湾的開発、貢献了許多心力、

也為台湾的歴史、増添不少動人的故事。

在這個単元、我椚除了尋訪前人的足跡、了解台

湾開発的経過外、也可以回顧当時人例生活的情

況、倣一趨有趣的時光之旅

私たちの祖先は台湾の開発のために、多くの心

血をささげ、台湾の歴史として、感動的な物語を

付け加えてきたと前段では述べ、後段ではこの単

元は先人の足跡を尋ね、台湾の開発の経過を理解

するだけでなく、当時の人々の生活の様子をふり

かえり、ある種のおもしろい時の旅をつくること

－２－
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表１４学年の課程標準と教科書の単元構成

的社会

も可能であると単元名設定の意味を述べている。

康軒版台湾の「開発」は課程標準の内容である。

しかし、康軒版は歴史上における具体的人々の生

活を重視し、子どもが「時の旅を」を創造すると

いうことが強調されていると考えることができる。

康軒版は、歴史上における生活、子どもの主体性

を大切にするという点を重視するがゆえに異なっ

た単元名を設定したものといえよう。

その他にも、牛頓版の多元的台湾文化、南一版

の認識台湾、翰林版の美麗的台湾というように課

程標準と全く異なる単元名をつけた教科書会社も

あるが、小論は歴史単元内容の分析を目的として

いるので、ここではその指摘にとどめておきたい。

た。改編国定教科書第７冊の祖先論のテーマは

｢我椚的祖先多従大陸来」であり主人公は明瞭に

中国大陸移民の人々であった。改編国定教科書第

７冊では、先住民族の祖先論には触れず、「原住

民是早期生活在台湾的居民」と早期に生活してい

た住民だが人数は多くないといい、先住民の文化

紹介に終始した。一方中国大陸からの移民に関し

ては、事実関係があいまいであった呉派遣論、階

戦勝論、宋移民開始論には触れず、多くの台湾住

民の祖先は「明清時代大陸移民来台示意圏」で明

清時代に福建広東から移民がきたことを示唆し

た注8．内容記述においては社会科学の視点が重視

されたが、文化理解において先住民の現在の祭祀

を中心とする教科書写真であっため、歴史性と文

化理解に資するものではないと批判された。

また日本支配に関しては、六四課程標準修訂教

科書では二元論（悪い日本、よい愛国同胞）で書

かれていたことにたいして、日本人が台湾を搾取

したのは情が日本に負けた結果であり、台湾が犠

牲になったからではないか。歴史は客観が大切で

ある。抗日の本質と抗日が拡大した事実を探求し

拡充すべきである等の批判があった。それをうけ

て改編国定教科書では前者は叙述され、後者は

｢日櫨49時期的抗日運動」という節が設けられ

た。すなわち台湾抗日運動の意味を重視し台湾人

3．台湾identity形成と小学台湾史

1975年に制定きれた課程標準修訂にもとづいた

六四課程標準修訂教科書第７研（四年級上学期）

は台湾住民の祖先は先住民を含んで全て中国大陸

からやってきたという立場で記述されていた注`。

この教科書にたいして、戒厳令解除後、欧用生

が社会科学軽視、黄炳燵や筒良平が「大漢民族主

義」と批判した注7゜そういう流れの中で、課程標

準を改定せずに1992年改編国定教科書第７冊（四

年級上学期）がやはり国定教科書として発行され

－３－

課程標準
台湾的地理
環境

台湾的民俗
与蕊文活動

台湾的開発 台湾的自
資源

台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷

学年 4年上 4年下

単元 １ ２ ３ １ ２ ３

編課館版 台湾与金門、
馬柤的地理
環境

台湾的自然
資源

台湾的開発 台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷

台湾的民俗
与生活

康軒版 台湾地区的
地理環境

台湾的自然

資源
台湾的故事 台湾的民俗

芸文活動
台湾的経済

発展
台湾的社会

変遷

新学友版 台湾的地理
環境

台湾的自然
資源

台湾的開発 台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷

台湾的民俗
与芸文

牛頓版 台湾地区的
地理環境

台湾地区的
自然資源

台湾地区的
開発

台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷

多元的台湾
文化

南一版 認識台湾 台湾的自然
資源

台湾的民俗
与芸文活動

台湾的開発 台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷

翰林版 美麗的台湾 台湾的自然
資源

台湾的民俗、
芸文

台湾的開発 台湾的経済
発展

台湾的社会
変遷
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表２４学年の課程標準と教科書の単元構成

の中国回帰、台湾早期光復を打ち出したのであ

る注9゜

このような批判の流れの中で、各教科書会社は

４学年台湾歴史単元（課程標準では「台湾的開発」

単元）を編集した。各教科書会社の目次構成を表

二にまとめた。目次構成からみてみると国定「板

橋模式」改編教科書の通史的枠組みをどの教科書

もほぼ踏襲している。ただ、日本支配期では抗日

運動を節名で明瞭にしたのが新学友版と翰林版に

とどまったことは注視しておきたい。また康軒版

は他社と異なり、尋訪前人的足跡、海上的艦隊、

唐山過台湾、日本在台湾、台湾我椚的家郷という

ように単元名と同様、子どもの興味づけを意識し

ている。

以下、台湾identity形成という観点でどのよう

な歴史記述がなされたのかその幾つかの特徴を教

科書別にみていくことにする。

－４－

教科i醤:名
編訳館版 康軒版 新学友版 牛頓版 南一版 翰林版

単元名 台湾的開発 台湾的開発 台湾的故事 台湾的開発
台湾地区的
開発

台湾的開発 台湾的開発

前書き
了解台湾歴
史

了解歴史的
方法

尋訪前人的
足跡

人与自然的
互動

台湾人要知
台湾事

歴史以前

我佃的祖先
多従大陸來

早期的台湾

我IPi的祖先

史前的台湾

早期的台湾 台湾的史前
人

台湾的原住
民
移民的現郷
与来台拓墾

史前時期

原住民時期

彰湖的開発

早期的台湾
（－）
早期的台湾
（二）

早期台湾的
開発

オランダ支
配

鄭氏支配

荷西占領時
期

明鄭時代

荷西時期

明鄭時代

海上来的艦
隊

明鄭時代

荷西的短期
占拠

明鄭的修復
与建設

十七世紀的
台湾

荷西占領時
期

明鄭時代

荷西時期的
拓殖

明鄭時期的
建設

情支配

清朝前期的
治理

情沈葆禎治
理台湾

清劉銘傅建
設台湾

清朝治台前
期

清朝治台後
期

唐山過台湾 情朝早期梢
極治台

情朝後期積
極治台

漢人的移墾

沈葆禎与劉
銘傅的建設

惰朝前期対
台湾的治理

先民的拓墾

清朝後期一
沈葆禎治理
台湾

情朝後期一
劉銘博建設
台湾

情朝前期的
開拓

土地的開発
水利建設
情朝後期一
沈葆槙的建
設
清朝後期‐
劉銘傅的新
政

日本支配

日本占拠時
期
日拠時期的
抗日運動

日拠時期 日本在台湾 日拠時期的

統治与建設
日拠時期的
反日事件

日本統治時
期

日拠時期
(－）
日拠時期
（二）

日本的統治

台湾同胞的
抗日事件

戦後 台湾再次光
複

台湾光複 台湾、我佃
的家郷

戦後台湾的
発展

台湾光複 台湾光複

あとがき 台湾開発的
特色

先民的事績 懐念祖先
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①編訳館版

編訳館版は国立編訳館が編輯したもので、国立

編訳館はこれまで国定教科書を発行してきた国家

機関である。編訳館版は第２節「我佃的祖先」で

祖先の来歴を次のように記す注'0．

現今臺湾居民的祖先，有從大陸移民而来的・也

有居住恨久的原住民･利用「史料」我椚可以技

到現今臺湾居住的「根」

ることができる注臓。

當時的移民將大陸的農耕水利技術，日常生活方

式和傅統習俗等，都帯到台湾．，部分移民男子

和原住民平哺族女子結婚，這些対台湾開発和

族群融合都有恨大的影響。

大陸移民は中国大陸の農耕水利技術、日常生活

習,償や伝統習俗を全て待って台湾にきたのだが、

一部の移民男子と先住民である平浦族の女子が婚

姻し、その結果が台湾の開発と民族融合にたいへ

ん大きい影響を与えたという記述である。

日本支配下では植民地支配の過酷さとインフラ

整備が叙述され、台湾人が中国人としての民族意

識に目覚め、「維繋中華文化根」と記され性'３，１９４５

年の中華民國への復帰、台湾光復注川が記されて

いる。

現在台湾に住んでいる人々の祖先は大陸からの

移民と、とても古くから住んでいる先住民もいて、

史料によって今住んでいる台湾住民の祖先＝「根」

を捜すことができる。という記述である。前版の

｢板橋模式」改編国定教科書の「早期生活」とい

う昔の人というイメージ表現から「居住恨久」と

いう事実表現に変わったにとどまらず、ルーツ探

しは史料が導くと社会科学の方法が意識されてい

る。この点が編訳館版の重点であることは台湾史

単元の冒頭にも「－，了解歴史的方法」という節

が１時間授業を想定して設けられたことからも理

解できる。

編訳館本の先住民記述は、客観的な文化紹介

だけでなく、「使台湾社会的文化表現得多彩多

姿｣注ｕというように、台湾先住民は台湾の文化表

現を多彩で多様なものにしていると評価してい

る。

また、前述の教科書批判を意識したためか、先

住民の写真には、「雅美族の装飾漁船」「魯凱族の

石板屋」「饗夏族の木杵臼」「泰雅族の鯨面の老婦

人」「布農族の狩猟物頭骨の屋根下飾り」「卑南族

の編織」「雛族の織布」など生活を意識したもの

が主となっている。また先住民記述が歴史的でな

いという批判に対しては、「三、史前的台湾」と

一節１時間授業相当分を設け、歴史時代以前の遺

跡分布図と、長浜（東中部）・卑南（東南部）・十．

三行文化（北部）を代表として遺物写真を示し、

これらの遺跡は台湾の歴史は「源遠流長」であり、

多くの「不同的文化｣、すなわちとても長く多様

な文化があることを示している。

中国大陸移民は改編国定教科書と変わらず明末

漬初に移民を開始し、後多くの移民が各省から来

て開発に貢献したことが強調されている。しかし、

｢六、清朝治台前期」の中に次のような記述をみ

②康軒版

康軒版は六教科書中、唯一よこ書きの教科書で

ある。歴史単元の冒頭は，「台湾在原住民和漢人

開発前，早就有人類的活動了」注'５というように

先住民と「漢人」は「開発前」早くから人類とし

ての活動を行っていたとして、考古による遺跡や

遺物をあげる。先住民は「早期台湾的居民」と改

編国定教科書と同様の位置づけがなされるが、

｢在台湾的開発過程中，占有重要的地位」注'６とい

うように、先住民は開発プロセスの中にあって重

要な位置を占めると言う。具体的には清代に作成

さけた古地図を示す。古地図のキャプションには

｢早期台湾的自然環境和原住民的生活情形」鱗'７と

いうように早期台湾の自然環境と先住民の生活が

描かれている。この絵を観察すると、西海岸の平

野と河川、その平野にある先住民の家や集落、先

住民が行う狩猟、田や畑、牛車による輸送などが

描かれている。西海岸平野を開発したであろう先

住民の姿を祐露させる。

では、開発前・人類としての活動を開始してい

た「漢人」はいかにえがかれているだろうか。次

の叙述をみてみよう注'8。

最早来台湾的漢人,大多是為了捕魚,避風，

交換物品，或是従事季節性的耕種,當時,台
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湾是海盗的拠点和補給姑 という記述に刺激されて、先住民が開発で重要な

位置を本当に占めていたのかという疑問をもって、

史料である清の絵画から、先住民の開拓を読み取

るという教材設定を行っている。私はこの点を教

科書として高く評価したい。

また、先住民と漢人が河口で互いに取り引きを

し、漢人の農業開発が季節的なものだけであった

新事実の指摘もきわめて興味深いものとなってい

る。しかし、明代中後期の海冠である林道乾、林

鳳、顔思齊、鄭芝龍を具体的にはさす「海賊」を、

燭櫻マークをつけ、宝箱の前で喜んでいる片目の

おじさんとしてさし絵で表わす点は前述の絵画資

料に意味があっただけに、いくら故事風とはいえ、

事実と相違する気になる点である。

日本支配では抗日運動の叙述の後、積極的な産

業活動と「皇民化運動」が対で語られ、間接的に

台湾の経済開発と教育を上昇させたといいながら

も、日本の「国家的利益著想」だと結論づける。

次に注目したいのは次の「皇民化運動」の説明記

述（老師百宝箱）である注20。

最も早く台湾に来た「漢人」の大多数は魚を取

り、風を避け、物品を交換した。あるものは季節

によって台湾に渡り農耕をした。ある時には海賊

の拠点や補給基地になった。と記述されている。

当初は臨時的に台湾にやってきたという位置づけ

である。そして本格的中国大陸からの移民は「５

節唐山過台湾」で描かれる。すなわち鄭氏政権滅

亡の後、清の時代ということになる。この節では

｢漢人」は清の海禁を破り、海を渡ってきた冒険

者として移民し開拓を始めたことが叙述されてい

る。そのことをを讃えた次の詩が教材となってい

る注'9．

為著拱一個夢ｗｅｉｚｈｅｐｉｎｙｉｇｅｍｅｎｇ

ｌ１Ｅ１併過一層一層的海湧ｚａｎｐｉｎｇｕｏｙｉｃｅｎｇ

ｙｉｃｅｎｇｄｅｈａｉｙｏｎｇ

併過凶険的黒水溝ｐｉｎｇｕｏｘｏｎｇｘｉａｎｄｅｈｅｉ

ｓｈｕｉｇｏｕ

喧自唐山過臺湾ｚａｎｚｉｔａｎｇｓｈａｎｇｕｏｔａｉ
ｗａｎ

將性命交乎蠣祖擢婆ｊｉａｎｇｘｉｎｇｍｉｎｇｊｉａｏ

ｈｕｍａｚｕｐｏ

是為了未来的幸福ｓｈｉｗｅｉｌｅｗｅｉｌａｉｄｅｘｉｎｇ
ｆｕ

是為著田肥踏仔青ｓｈｉｗｅｉｚｈｅｔｉａｎｆｅｉｄａｏ

ｚ１ｑｌｎｇ

是為箸排一個美麗的好庄稼ｓｈｉｗｅｉｚｈｅｐｍ

ｙｉｇｅｍｅｉｌｉｄｅｚｈｕａｎｇｊｉａ

更加是為著唱椚的好光景ｇｅｎｇｊｉａｓｈｉｗｅｉ

ｚｈｅｚａｎｍｅｎｄｅｈａｏｇｕａngjing

UE1来到台湾這個新故郷ｚａｎｌａｉｄａｏｔａｉｗａｎ

ｚｈｅｇｅｘｉｎｇｕｘｉａｎｇ

ｌ１Ｅ１共同来打排ｚａｎｇｏｎｇｔｏｎｇｌａｉｄａｐｉｎ

●文／彰増龍（本文以闘南語為讃音）

この詩の中にこの節のテーマ「唐山過台湾」が

出てくる。

改編国定教科書までは農業開発を行った主体は

中国大陸から移民であると描かれていた。しかし、

この康軒版では先住民が台湾西部平野を開拓して

いた事実を古地図を使って教材とするが、本文記

述で明瞭に指摘するという手法をとってはいない。

学習者は「在台湾的開発中，占有重要的地位」

日本為了同化台湾人、推動「皇民化運動｣、亡

的口号是要台湾人過日式生活、説日語、改用日

本姓名、改穿和服、向日皇效忠、進而消除台湾

人的民族意識

この叙述の最後の部分で、「皇民化運動」によっ

て、台湾人の民族意識を消し去ろうとしたという

記述に注目したい。台湾人の民族意識を消し去る

とは台湾人の中華民族意識とも解釈できないこと

はないが、編訳館版にみるような日本支配下で台

湾人の中国人意識が高揚したという記述はない。

台湾人としての民族意識ではないかという解釈も

可能である。

1945年の記述においても「台湾光復」＝台湾中

国復帰という記述はなく、日本が無条件降伏をし、

同時に台湾と膨湖を「交遷」したと本文では記述

し、写真「慶祝、台湾光複、中国戦区台湾省受降

典礼会場」の説明で、民国34年10月25日、国民政

府代表が日本降服を受け、台湾は中華民国時期に

入ったと客観描写をするにとどまっている。

また康軒版は戦後の状況についても叙述し、戦

後物価高騰、人民生活困窮の中1947年２月27日に
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おこった「227事件」に触れている。しかし虐殺

等の具体的記述はない注21．その後、1949年国民政

府が台湾に来て開発を推進し、この十年来、国民

党一党支配が終わり、報道の自由が生まれ、総統

選挙が行なわれるなど民主化が進んだことを写真

を通して表現している。最後に台湾を大切にし、

この土地に関心を持たねばならないと結んでい

る注22。

この新学友版では抗日運動が８ページにわたっ

て記されている。特に、後半では非暴力による抗

日運動が紹介され趣、民主主義の伝統を意識させ

たいようである。新学友でも、康軒版と同じく、

編訳版にみるような中華民族意識の高揚による抗

日運動という記述はみられない。

なお、日本の台湾搾取は南方侵略の根拠地とし

た住釦という記述は他の教科書にはない特徴であ

る。

1945年の記述では「台湾光複」という概念を使

用する。特に、蒋介石による戒厳令の公布鋤が

記述されていることは注視しておきたい

③新学友版

新学友版の冒頭は１万５千年前台湾と大陸が地

続きだったことを示す地図を提示することにはじ

まる。地図は大陸から動物を追って人がやってき

た可能性を示している。その上で石器から織物、

牧畜、農耕と斬新したことを絵で示し、台湾の先

住民を、「従早期就居住在這塊土地的人」と規定

する柱23。すなわち早期よりこの土地、すなわち台

湾に住んでいる人ということになる。そして先住

民を山地に住む「高山族」と平地に住む「平iii族」

に分け、「高山族」は今でも伝統文化が残ってい

るとして祭りの写真を中心に紹介している柱剛。写

真のありようは批判された改編国定教科轡と変わ

らない。「平浦族」に関しては漢人との多くの接

触により言語、風俗、習慣を失い、現在すでに漢

人と分別できないと記している…。

一方、大陸から来た移民に関しては、1360年元

朝の膨湖設巡検司、明朝末年の顔思齊．鄭芝龍に

よる計画移民が語られ、台湾に住む人の中で、少

数の先住民を除くほとんど全ては大陸沿海の福建、

広東から来たという。具体的には詳細な「客家原

卿総図」や「明清大陸移民来台示意図」を示す鐘。

基本的には「板橋模式」改編国定教科書の「我佃

的祖先多従大陸来」と同じであり、1360年元朝の

膨湖設巡検司を記述し漢化が及んだことを意識す

る点においては、戒厳令下の1975年課程標準修訂

教科書と一致するものである。

日本支配下の記述では、康軒版と同じく「皇民

化運動」が台湾人の民族意識を消し去るものであ

る函と叙述されている。しかし、「大天后宮iuull:」

写真説明の中で、日本人は漢人の民族意識を消滅

させるために多くの民間の廟を排除しようとした

と言う記述錘にみるように民族意識とは漢人意

識であることを間接的には|こおわしている。

④牛頓版

牛頓版は六四課程標準修訂教科書で用いられた

ような会話形式で教科書本文叙述がなされている。

牛頓版は、第三節「原住民時期」の中、父が答

えるという形で、考古学で発見される歴史時代以

前の人類を台湾先住民の祖先だと言い切る。つづ

けて、娘が先住民の生活を問う。父は答えて、早

期先住民と往来した漢人の記録によると、先住民

が竹で筏を作り水上交通の道具とし、簡単な農耕

以外に養鶏、塩、酒、陶器、織布を生み出し、甚

だし〈は海外で砂金や黄豆、鹿皮と瑠璃や金珠、

磁器と交換していたと語る麹。この牛頓版には各

節の後ろのページには「台湾資料庫」がある。会

話形式では押さえることができない事項を補って

いる。「台湾資料庫」で《台湾的原住民》という

項目が設けられ、この項目をみる中で、筏をつく

り交易していたのが平浦族であることが明らかに

なる。「台湾資料庫」には平浦族の大部分は漢人

社会に融合し言語と文化を失うが、現在も自己の

言葉と文化を保存している情代花蓮から宜蘭に移っ

てきた噛砺蘭族を紹介している。

高山族については分布と名称だけで中心的な記

述にはなっていない注卿。

また、第５節十七世紀的台湾「台湾資料庫」の

中で先住民は次のように語られている。

オランダ・スペイン支配下においては先住民の

管理はゆるやかだったが管理機構は設立されてい

た。ただし先住民の服従を求めたが積極的には統

治しなかった。この時期の台湾の漢人は多くなく

先住民との接触も少なかった。だから台湾の大部
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分は先住民であった。

次の鄭氏政権と先住民族の関係では、1662年台

湾を支配下においた鄭氏政権は屯田政策を実施し、

大量の土地を取得し、先住民の不満をつのらせ衝

突したと叙述している麹。

第６節漢人的移墾「台湾資料庫」の中では次の

ように記している。

表３同一時期台湾と涜湖の開発（翻訳､里井）

漢人大量移民台湾，需要更多的土地，対住在

平地的原住民産生恨大的衝撃，由於漢人憧得

農耕技術和倣生意，便利用割地交換等方式，

逐歩従原住民手中取得土地，並同化了部分居

住在平地的平哺族群…

中国大陸から大量の漢人移民がやってきた平地

に住む先住民の衝撃とその対処のありようが記さ

れている。すなわち①先住民は、漢人から農耕技

術と商売を会得したというのである。そして②割

り地などの交換方式などの知恵を働かせ、しだい

しだいに先住民は土地を取得したと叙述する。③

そうするとともに、平地の平浦族群が住む部分で

は同化がすすんでいったという。

つづいて大陸から来た移民認識をみてみよう。

他の教科書と異なる顕著な点がある。それが、第

４節で膨湖的開発という節を設けている点にある。

牛頓版では膨湖と台湾本島では歴史が異なるとい

う認識なのである。第４節膨湖的開発の「台湾資

料庫」にある次の表３が分かりやすいのでみてい

ただきたい注調。

第４節膨湖的開発の本文では、早期に農耕技術

とともに漢人が膨湖に渡ってきて開墾を始めやが

て水がなく農業に不利なので漁業を主としたと叙

述されている鱗釘。しかし、この表をみると、台湾

本島に先だって、膨湖への大規模な移民は明末だ

ということが見えてくる。同時期、台湾本島にお

いては、多くの一時滞在の商人や漁民が、先住民

となかよく交際していた情況もよみとることがで

きる。

また金門が意識されている点に注目しておきた

い。牛頓版は膨湖で一節を設け、その上金門を意

識することによって、台湾本島史だけの叙述を避

けたいという思いを読み取ることもできる。

そして、第６節漢人的移墾では、海禁を押して

移民してくる人々が語られる。同節の「台湾資料

庫」では1683年台湾が清の支配下に入り、海禁以

後、移民が減少するが福建・広東の貧困により移

民が増加する様子と移民による土地開発が説明さ

れる注鈎。

日本統治では、親子の会話の中で、台北城が日

本統治下で壊された事実から日本統治学習の動機

付けを行っている注醐。牛頓版でもいわゆる「皇民

化」がとりあげられ、台湾人民を同化しようとし

たと記されているのみで、中国人（漢人）意識高

揚についての記述はない。

また牛頓版では日本支配下における近代化を語

るだけでなく、森林開発による環境破壊にも言及

している点や、先住民が集団移住ざせられ強制的

に稻作が押しつけられ先住民の社会組織と生活形

態が改変させられた記述注ｲ゜がある点に特徴があ

る。なお戦後についての記述は全くない。
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膨湖 台湾本島

唐
・
宋

膨湖は福建省と近

<豊富な漁場がある

ので、漁の時期には

住み着く漢人が少な

<なかった。

台湾の先住民時期

である。ほんの少し

の漢人が台湾に来る

が貿易と短期居住を

するだけである。

一兀

膨湖に役所が設け

られた。

台湾はこの時期金

石併用時代と金属器

時代、十三行遺祉か

ら唐宋時期の陶磁器

が発見された。

明

初期、海盗を防止

するために膨湖に海

禁を実行した。

末期、膨湖に兵を

駐留させ、日本人や

オランダ人の侵略を

防止し、同時に比較

的大規模な移民が行

われ、金門を含めて

膨湖へ移民した。

多くの商人と漁民

が台湾本島で活動し

た。彼らと先住民と

の関係はよかった。
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⑤南一版

南一版は台湾史を、早期的台湾（～1624年)、

荷西時期（1624～61年)、明鄭時期（1661～８３

年)、清朝時期（1683～1895年)、日拠時期（1895

～1945年)、台湾光複（1945年～）と六つの時期

区分を行なっている注仙。

南一版は早期的台湾を密林が蔽い、先住民が全

島に分布し、狩猟と耕作をしていた注偲と、第一節

早期的台湾（１）で語る。第二節早期的台湾（２）

のところでは福建・広東を主とする地域から続々

と移民が西部海岸一帯にやってきて農耕、漁、商、

を営み、平浦族と雑居し、互いに鹿肉と米・塩な

どの日常品と取り引きしたと叙述している勘3.

1624年以前早期的台湾の時期に続々と移民があっ

たといいながら、三節、荷西占領時期では、この

時期台湾の住民は先住民が多数であったといい、

先住民は男は狩猟、女は農耕、梨耕をしないので、

オランダ人は福建広東から農民を募集し、米・サ

トウキビを植え付けざせ重税を課した注仏という。

その次の四節、明鄭時期でも、鄭氏政権は屯田制

度を推進する中で、先住民の開墾した田地の所有

権を認め、福建・広東の移民も日増しに増えたと

叙述している蝿５．そして、五節、清朝前期的治理

でも、清朝の禁令にも関らず福建広東からの増加

する移民の姿が描かれ、男性人口と女性人口の不

均衡現象を指摘する蝿`のである。以上のような

南一版大陸移民の描き方は1624年以前明朝の時代

から始まり、禁令が続いた清朝まで連綿と続いた

という像になる。

また六節、先民的開墾で描かれる先住民につい

ては､漢人移民との隔離政策の不徹底や先住民の

住む山地が彼らの同意のもとで開墾されていった

ことが叙述されている種`7．

十節、日拠時期〔二〕では、いわゆる皇民化問

題は、漢民族固有の文化伝統を台湾人民を強迫し

て放棄させるものであったと明示している住‘８．し

かし、抗日運動では中国人意識高揚については記

されていない注4,．戦後は「台湾光複」と位置づ

け、人民は喜んで「光復」の日を迎えたとしてい

る注5゜。

(～1624年)、荷西時期（1624～61年)、明鄭時期

(1661～83年)、清朝時期（1683～1895年)、日拠

時期（1895～1945年)、台湾光複（1945年～）と

六つの時期区分を行なっている鍼'･

翰林版は大昔密林が蔽い、先住民が原始生活を

していたと述べ注52、第二節早期台湾的開発の

ところで、約400年以上前、明末顔思斉などの冒

険家が台湾に上陸し、故郷福建から漢人を招いた

とする鹸闘。その後四節、明鄭時期で鄭氏政権は

屯田制度を推進する中で、漢人と先住民の開墾し

た田地の所有権を認め食料増産にはげみ、大陸か

らの移民も日増しに増えたと叙述している溜・

そして、五節、清朝前期的開拓で、台湾人民の反

抗を防ぐため清朝は「渡海禁令」等を発布したが、

無視する福建広東両省からの移民の姿が描かれ、

台湾農業開発にいそしむ漢人の姿が描かれてい

る注６５．先住民については、情朝による先住民の土

地奪取や婚姻をおそれた隔離政策〔封山禁令〕の

不徹底注鍋や先住民の住む土地が先住民の同意、

あるいは政府に開拓許可鐙のもとで合法的に漢人

によって開墾されていったことが叙述されてい

る注５，．

以上のような翰林版大陸移民と先住民の描き方

はかって批判された「漢族中心」主義をひきづっ

ているものといえよう。

日本支配記述では、支配方法、産業開発、抗日

事件が触れられているだけであり、中国人意識や

台湾人意識に関わる叙述はない注鈎。戦後は「台湾

光復」と位置づけ、国民政府が今日の繁栄を築い

たとしている注5,。

４．まとめにかえて

以上六つの教科書から台湾identity形成という

観点で歴史記述をみてきた。以下表４をみながら

考察してみよう。

①先住民の位置づけ

全ての教科書は中国大陸から移民がくる前すで

に、先住民が台湾の住人であったことを承認して

いる。その上で編訳館版は極めて永い居住である

といい、牛頓版は先述したように先史人類は先住

民の祖先だという。

⑥翰林版

翰林版も南一版と同じく台湾史を、早期的台湾

－９－
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②先史（史前）時代の遺跡遺物と祖先

1992年改編国定教科書第７冊には先史時代の遺

跡遺物の記述はなかった。台湾公教育の中では

1997年の国民中学認識台湾（歴史編）に次ぐ先史

遺跡遺物教科書記述である。遺跡、遺物を写真で

提示しているのは編訳館版、康軒版、牛頓版の三

社で、新学友版と南一版、翰林版は想像図である。

先史時代の人類が先住民の祖先であると言い切っ

たのが牛頓版で、先住民と漢人の遺跡遺物だとい

うのが康軒版である。編訳館版は先史人類と現台

表４各教科番にみるidentity度

－１０－

編課館版 康軒版 新学友版 牛頓版 南一版 翰林版

①先住民

の位置づ

け

居住恨久 早期台湾的居

民

従早期就居住

在這塊土地的

人

先史人類是台

湾原住民的柤

先

四百年以前島

(台湾）上已

有原住民

在台湾巳経恨

久了

②遺跡遺
物と先住

民と中国

大陸移民

の関係

史前時代で遺

跡・遺物紹介

だけ。

先住民と漢人

の活動の跡が

遺跡遺物であ

る 。

氷河期中国大

陸と陸続き、

渡来の可能性

示唆

遺跡遺物の主

が先住民の先

祖である

③いつ中
国大陸か

ら移民は

やってき

て台湾に

定住し始

めたのか。

明末清初に移

民を開始し、

後多くの移民
が各省から来
る 。

清の時代（そ

れ以前は漁猟、

風待ち、交易、

季節農耕、海

賊の拠点や補

給基地）

1360年元朝の

樹湖設巡検司、

明朝末年の顔

思齊・鄭芝龍

による計画移

民

膨湖へ明末、

台湾本島へ情

代

1624年以前明

朝の時代から

始まり、禁令

が続いた清朝

まで連綿と続
いた

明末冒険家が

福建省から漢

人を招きその

後清朝期に福

建広東から漢

人がきた。

①漢民族

中心主義

から脱し、

先住民族

の主体性

を尊重し

えたか。

先住民の生活

を意識した写

真、移民男子

と平哺族女子

の婚姻が開発

と融合に果た

した意味を叙

述

西海岸平野を

開発した先住

民の姿を坊露

させる清代の

絵

高山族の祭り

の絵、漢人に

同化された平

哺族

先住民は筏を

作り農耕以外

に養鶏、塩、

酒、陶器、織

布を生み出し、

海外で砂金や

黄豆、鹿皮と

鶏瑠や金珠、

磁器と交換、

また漢人から

農耕技術と商

売を会得し知

恵を働かせ土

地を取得し平

地の平哺族群

の同化がすす

んだ。

先住民は男は

狩猟、女は農

耕、梨耕をし

ない。移民と

の隔離政策の

不徹底や先住

民の住む山地

が彼らの同意

のもとで開墾

されていった

清朝による先

住民の土地奪

取や婚姻をお

それた隔離政

策〔封山禁

令〕の不徹底

や先住民の住

む土地が先住

民の同意、あ

るいは政府に

開拓許可證の

もとで合法的

に漢人によっ

て開墾されて

いった。

⑤日本支
配下およ

び戦後に

おける台

湾人意識

形成iを廻っ
て

｢維繋中華文

化根」

台湾人の民族

意識と２１２事

件記述

抗日運動に台

湾における民

主主義の伝統

の意識化と蒋

介石戒厳令記
述

環境、先住民

記述

漢民族固有の

文化伝統を台

湾人民を強迫

して放棄させ
た。

｢台湾光複」
と位置づけ、

国民政府が今

日の繁栄をき

ずいた。
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湾住民との関係には触れない。なお新学友版は氷

河期中国大陸から人が渡ってきたことを示唆し

1975年課程標準修訂教科書第７冊の「台湾的多数

山砲和越族渡族有関他佃是從中國大陸到台

湾来的」という記述を思い起こさせるものである

が、そこまではふみこんでいない。

も、研究の意図口もこれまた教師手冊には一切触

れていない。これは教師の自由度と専門性を高め

ようという国立編訳館の意図と判断したい。

ついで論外なのが、新学友版と南一版、翰林版

である。新学友版はかって批判されたお祭りの写

真を出し、そして平哺族は同化されたという結論

だけである。南一版における先住民像も型の技術

がなく、漢人開墾を承認するだけのつまらない人

間像しか浮かばない。これでは先住民の人権保障

にはつながりえない内容といえよう。翰林版に至っ

ては先住民の叙述そのものが過小で「漢族中心」

の叙述になっている。

それに対して、全産業面にわたって活動地域の

広い先住民像を提示したのが牛頓版である。また

教材面から工夫したのが康軒版である。先述した

ように清代、中国側が描いた絵の中に先住民が開

発した地域が学習者の作業によってうかびあがる

のである。この図を読み取る中でこの先住民が開

発した地域がその後どうなったのか知りたくなる

作りになっている。

その知りたい部分にあたるのが牛頓版の平哺族

同化の記述である。新学友版でも同化が語られる

が、牛頓版では平浦族が知恵を働かせ±地を集め

主体的に同化を進めていく姿が描かれているので

ある。ここではじめて先住民と中国移民が融合で

きる教科内容を持ちえたという意味で牛頓版を評

価したい。

③中国大陸移民の定住時期

次は中国大陸から移民がいつやってきて定住し

たのかという問題である。

大きくわけて二つある。一つは編訳館版、新学

友版、南一版、翰林版に見られる明末に始まり情

まで続くという伝統的な考え方である。一方、康

軒版と牛頓版は台湾本島においては清代に入って

から本格的定住移民は始まったとする。特に、明

代以前の漢人の来台は漁猟、風待ち、交易、季節

農耕、海賊の拠点や補給基地のためであったとい

う見解や、牛頓版における膨湖は明末から移民

が始まるとするなど台湾地域史研究の成果が反映

しているものと思われる。今後、どのような研究

が教科書に反映したのか明らかにしたい。

④先住民族の主体性尊重

四番目は、戒厳令下の教科書批判の中心であっ

た漢民族中心主義から脱し、先住民族の主体性を

尊重しえたかという問題である。

まず中国大陸からの移民の描き方をみ'てみたい。

新学友版を除いた五社は清の禁令の中、大海原を

わたり台湾に渡り開発に従事した祖先を「冒険者」

とする。また台湾での開発の基礎を作ったものと

して全社が賞賛している。従って中国大陸からの

移民の末商は勇気ある台湾開拓の礎となった者の

子孫という誇りが摺り込まれる教科内容になって

いるといえよう。

では先住民族の描き方はどうであろうか。みて

みることにしよう。

まずはじめに価値中立的で教師に対して問題提

起性が富むのが編訳館版である。編訳館版の先住

民写真資料には鯨面の老婆の写真もある。この異

文化をどのように子どもと考えるかが問題である

が、教師手冊には触れていない。また、一部の移

民男子と平哺族女子の結婚が開発と融合に大変お

おきな影響を与えたというが、その意味について

⑥日本支配下の位置づけ

日本支配下の中で、台湾人意識が形成されたか

どうかという問題である。最左翼に康軒版が位置

づく。皇民化によって台湾人意識が抹殺されよう

としたと言い、台湾光複を使わず、212事件を記

述し、台湾に思いをはせよという。新学友は台湾

民衆の民主主義の伝統を意識的に叙述する。それ

ゆえに蒋介石の戒厳令についても叙述する。この

二つの教科書は台湾人の主体性を意識していると

いえよう。

牛頓版は戦後にふれず、日本支配による環境破

壊や先住民の文化変容を問題にしている。

編訳館版や南一版や翰林版は台湾人の中心は漢

民族であることを意識し、台湾光複を肯定的に叙

述している。その中で、編訳館版が日本支配下に

－１１－



琉球大学教育学部紀要第59集

おいて中国を祖国とする運動があったという事実

を重視している点は留意したいことである。
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