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れている。また台湾を研究する学者は多くの日本
の文献資料を引用参考にしている。そのため、描

本節では話者が口述した話を主とし、文献の

写、翻訳、立場、視点にかかわらず、すべて不完

記載を参照し、実際関係する地点の今年度調査を

全なところがあり、人名と地名もまたよく考証さ

踏まえて叙述する。

れていない。そこで私は実際にSinvaudjan、

日本の文献は日本の台湾植民地化の立場で書か

Kuskusの両社の族人を訪れ、話を聞いた。平行
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して自分で事件と関連する場所を訪れ、必要な作

人に発見された。これがKuskus人と琉球人の

業を行った。

最初の遭遇であった。

この事件は120余年が過ぎ去ったに過ぎない。

Kuskusの人は多人数の琉球人がかれらの作物

けれども部落には文字記録が無いため、部落に伝

を盗み食いしていることは、伝統的風俗習慣に照

えられた歴史や文化は口伝によるしかない。その

らせば、琉球人がすでにKuskusの領地に侵入

上、ほんの少しの人しか、その戦い（牡丹社事件）

しており、その場で琉球人を処罰することができ

の話をしなかった。そのため先達1方が記憶して

ることは分かっていた。ただ琉球人の人数は極め

いることは、断片断片で語られ、筆者は時間をか

て多く、Kuskus人に恐怖を感じさせ、そこで琉

けて整理し、話者が言った内容をつなぎ合わせた。

球人を追い払う合図をおくり、かれらが自然と離

ある部分は現在ではもう明瞭にするすべがなく、

れていくことを希望した。その後、部落に走って

ある種の遺憾を感じる。だからこそ、聞き取り内

帰り、部落の人にqalja（敵人）が領地に侵入し

容の信頼度を高めるため、何人かの話者から教え

たと報告した。琉球人がKuskus人が歩いた道

ていただいた多くのことを相互に突き合わせるし

にしたがって、ついにはKuskus部落に歩き着

かなかった。したがって、その時発生した事を完

くとは思いもしなかった。

全に復元したものではないけれども、当時の事件

琉球人は部落の人に食物を要求し、かつ部落で

の主役であるSinvaudjan・Kuskusの子孫の口

一夜を過ごした。ただ双方の言葉が通じず、誤解

伝をつなげた見解とはいえよう。以下は筆者が実

が生まれ、琉球人は恐怖を感じ、その夜のうちに

際に現地調査・聞き取り後に整理してできた成果

竹社渓に沿って西へ行き、山を下り、交易所に行

である。

き着いた。劉天保2に協力と援助を頼んだ。その

ころ交易所の外にはしだいしだいにSinvaudjan、
（－）事件の起因と曰本軍への対抗経過
の復元

Kuskus、Tjuaqaciljay（茄芝英社）とTjaljunay
等の部落の人が集まり、琉球人に入山の意図を回

１．１８７１年事件の原因

答するよう要求した。双方意思を通じ合う方法は

話者の証言から、その時琉球人が山区に進入し

なく、琉球人は脅威を感じ、反抗的行動があった。

た状況を描くことができる。以下聞き取りから整

族人的観点からみれば琉球人は部落の領地に進入

理して構成した内容である。地理名称は現今の名

し、部落本来の法律を犯していたので琉球人は殺

称を使って説明した。

されてしまった。

琉球人は八瑠湾北側の港仔村附近の海岸に上陸
した。砂丘に沿って南へ行き九棚渓の河口に着い

２．１８７４年日本軍との対抗経過

た。九棚渓に沿って上流の山中を歩き、二つの渓

何年か経た後、統哺・保力の村民が族人に知ら

が合流しているところに偶然行き着いた。北側の

せてきた話では、日本軍がSinvaudjanとKuskus

支流が高士渓、南側の支流が八瑠渓である。琉球

を攻撃してくるという。当初部落では日本が攻撃

人は高士渓の岸に小道があるのをみつけた。この

してくる原因がよくわからなかった。その後、部

小道はKuskus（高士仏社）人がいつもは海に行っ

落の族人が昔日本人を殺したことがあり、そのた

て魚をとるために使っていた。こうして渓に沿っ

め日本人が報復を求めているのだということがわ

てKuskusの農作地に行き着いた。当時Kuskus

かった。統哺・保力から伝わった,情報には、日本

人は高士渓沿いの平地を耕作していた。琉球人は

軍はMacacukesからSinvaudjanとKuskusの

進みながらKuskus人が渓周辺に植えていた作

部落を攻撃するという。そこで族人は一歩先んじ

物を盗み食いし、作物を見回りしていたKuskus

てMacacukesで日本軍が来るのを待ち伏せした。

’訳注「Sinvaudjanから見た牡丹社事件上」では、「老人家」をお年寄り方と訳した。日本語としてこなれない
ので、「先達」と多くの場合は翻訳した。文脈によって訳語を変えた。

２訳注華阿財「『牡丹社事件』についての私見」（『台湾原住民研究第10号』４６頁、2006年）によれば、劉天保とい
う姓の人は地域に居らず鄙天保という人がいたということを立証している。

－２８－
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その間も、族人は遊撃的方法で日本軍の偵察隊を

のため、Aruquを継いで新指導者になったKuliu

襲撃した。その後、石門峡（Macacukes）で双

は保力で西郷従道と会談した。実際、この戦争の

方の最初の交戦が起きた。Aruquが率いる部落

勝敗はわからない。日本軍は人力と物力の消耗を

内の勇士はみんな勇気をふるって敵に抵抗し、お

願わず、積極的に人を派遣して族人を説得した。

それず危険な山壁の上によじ登り、もっともよい

族人は日本軍に善意があると感じ、日本軍との対

攻撃位置を取得した。族人の銃は実際とても貧弱

談に同意した。それゆえ族人は日本に負けたとは

で、そのため弓矢、短刀を使って接近戦で応戦し

全く認めていない。

た。しばらくの間は族人が占領した地理的優越に

３．人物調査

よって、日本軍に抵抗することができた。日本軍

の兵力は多く、武器においても優勢で、族人は後

（１）Aruqu

退せざるをえなかった。山の中に撤退し、頭目

Aruqu父子はこの時の戦闘で戦死した。

Aruquとは文献に登場する牡丹社勇士を率
い石門古戦場で日本軍に対抗した阿藤頭目のこ

日本の軍隊は継続して進入し、族人はTataqan

とである。実際聞き取りからAruquが、確実

の山頂で岩等を準備し日本軍の到来を待ちうけて

にこの人（阿磁頭目）であるといえる。Aruqu

いた。第二波の攻撃が発動された。それからは日

はRuljigaljigの祖先である3．当時、Sinvaudjan

本軍の進歩した武器と人数の優勢に敵せず、とう

の勇士を率いて日本に対抗した。時が過ぎて已に

とう日本軍はSinvaudjanとKuskusの部落所在

久しく、話者たちは全員AruquとKuliuの関係

地を探しだした。ただし、部落には人はいなかっ

をはっきりと表示できず、ただ、KuliuはAruqu

た。族人は全員山中に入り隠れていた。部落の勇

の後輩であり、彼らは同一の家族の人であるとい

士は継続して山林の地形を利用し、遊撃戦を続行

うことを示すだけである。

した。時間を選ばず、場所を選ばず、突撃攻勢を
しかけ、日本軍に、大きな死傷者と困惑と憂慮を
与えた。

話者たちがAruqu事について知っていること

は多くはない。ただ、Aruquが族人を率いて、
日本軍と戦った勇敢な事蹟に対しては、部落の指

族人と日本軍の戦争期間中、ずっと日本軍は人

導者として全員が認めている。部落の生存と安全

をSinvaudjanとKuskusに派遣して説得してい

のために尽くす事が彼の責任と義務であった。し

た。その中で播文燕の位置は特別であった。その

かし、彼は石門の戦いで戦死した。族中は一番の

当時、「恒春下蕃」十八個の部落は結盟関係にあ

指導者を失ったのである。Aruqu父子と一緒に

り、四人の頭がおのおのいくつかの部落を管轄し

戦った族中の勇士たちには感動的な英雄表現がな

ていた。その内の一つ猪勝束社の播文蕪は牡丹社、

され、彼らは族人の深い深い尊敬と称賛を受けて

高士仏社、女011社を管轄していた。ただし、１８６７

いる。

年頃には、播文衣は牡丹社、高士仏社、女佃社を
ほとんど掌握してはいなかった。1874年、渚文蒸

（２）日本軍に捕まったTjaIjunayの少女

は日本軍と良好な関係があったので、日本軍を助

PuikuKiviからの聞き取りの中で、日本軍が

けて、牡丹社、高士仏社、女佃社に日本軍が望む

部落に進攻した時、一人の女の子が捕まったこと

帰順の意思を表すよう説得した。しかし、牡丹社、

が話された。この女の子はPuikuKiviの親戚で、

高士仏社、女(H1社は帰順しなかった。そのため日

女の子が年を取ってから、日本は彼女を部落に戻

本軍は部落への進攻を決定したのである。

した。しかし女の仔は鯵々として楽しまず、いつ

戦闘がしばらく続いた後、族人は早期に日本軍

も独り言を言っていた、ＫｉｖｉＶｕｖｕはそのとき

との敵対的状況を終わらせることを希望した。そ

彼女が日本語を話していたことを知っていたとい

Ⅲ訳注、高加馨さんによると、卒業論文段階ではAruquはRuljigaljigの祖先だと聞き取りしたが、修士論文段階
（｢牡丹社群的歴史輿文化軌跡一従排湾族視点‐」４９頁、台南師範学院、参照）で、『番族慣習調査報告書』五巻1,

145-6ページにkavulungan家の頭目と記されていることを発見し、kavulunganに修正したいという。ここでは
卒論原文のまま表記した。なお、Aruquの子孫は絶えてしまったということである。
－２９－
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う。しかし当時の族人には彼女がなんと言ってい

その後、播家は別に新しい墓を造り、民国６８

るかわからなかった。彼女はたいへん奇妙だと認

(1979）年11月１１=1に修築、墓碑には孝男播文本、

識されていた。そのため彼女はほとんど相手にさ

孝孫播文｣［と刻まれている（ただ嫡系だけが記さ

れなかった。その後彼女は精神に異常をきたし、

れている)。ここで筆者はSinvaudjanと同じ習

食事を食べず死んでしまった。

俗を発見した。それは、嫡系は隔代ごとに|Ｔｌ名に

筆者は日本が女の子を送り返してきた原因を推

なるという事実である。そのことがこの家の本家

測するすべはないが、筆者が話背の話から次のよ

に示されている。そして、新しい墓の左前に古い

うに推測する。族人とのわだかまりがうまれたの

墓碑があった。前後の墓碑には字が刻まれている。

は、小さい時、日本で1-1本の教育をほどこされ、

前には「■■■濡阿比墓」と刻まれ、後ろには播

長年Ⅱ本に住み、日本の生活に適応し、再び部辮

阿比の－化の事蹟五項目が刻まれている。

に帰ってきて、生活習慣と風俗が同じではないこ
とがはっきりとしたためである。したがって、必

一．明治三十五年一月-liil］授命恒春県巡査補

然的に、新しく適応しようという気持ちが求めら

二明治四十年八)]二十二'三1於東■帝宮領明治

れた。異なる環境の矛盾に何度も適応しようとし

勲章勲刀等

た。ある意味では再び|=１分の家族に会えたことは

三．「Ⅲ治匹l-l-四ｲ|：南蕃討伐事件平定各社蕃民

喜びであったが、日本の生活も懐かしく思われる

四．大正五年一月-'一日授命阿比為通事

のであった。だから、彼女は｢１本に戻りたいが１１

江．大[|ﾐ九年十月一日拝命恒春郡満州庁長

本にもどるとは言えなかった。これが、ひょっと

生於民前三｜一年八Ｈ二十日

したら彼女が鯵々として楽しまなかった原因かも

於民国二十一年六月二’－－日逝

しれない。

年代はある時期に風雨にさらされたため、宇鰄体
（３）濡文布

はみえるがはっきりはしていない。しかしながら、

播文悲の事蹟、功業に関しては、文献から知る

播家が日本植民地下で確かに勢力のある家である

ことができるが、実際の聞き取り調査でも知り得

ことを示す実に有ﾉﾉな物証として新たに文献に加

た。濡文本はたしかに牡丹:仕事件の調停人であっ

わった。湘文本家簡譜は次の通りである。

た。稲文悲の子孫播榮宗さんは播文懇がその時１１

本軍を助けたので、Ⅲ本章から贈与された刀、剣、

【濡文本家簡譜］

勲章などが残っているという。何年か前、旭海に
ある播家の家族は（屏東県）満州（郷）に帰って
祖先の墓碑を運んできた。但し、藩文悲のものは

第一代

捜すことができなかった、ただ稲|呵比のⅡ]墓碑が

播文悲第二代

あった。墓碑は図３の通りである。

('853-1913)－濡阿比第三代
（1882-1930)－濡文本
妻濡桃龍妹

第四代
長男添文正

妻朱銭釧仔一第五代
長男播榮宗
（1950-）

妻播秋敏一
図３番阿比之旧墓碑

－３０－

第六代
一播泓異

高jⅡ蝶（１１リ|:訳）：Sinvaudjanから凡た牡ﾉ､｣社11:|'卜ｌく

（二）関連する地点調査
筆者は事件が発生した各場所の地1111的位i灘関係
や比較関係を111解するために実地調査をし、真実
に近づこうとした。それゆえ、牡丹社事件の関連

地点を訪れ、その地域を体験することによって、
歴史と現在の空間を結合し、さらに事件の発生過

苧

程を`体得することができた。

Ｇ（

患1A墹鴎!［１１
，塾'－１も＿

１．琉球人の上陸地点

図４八瑠湾

琉球人の上陸地点は八璃湾の北岸もしくは南岸
に位置するのかは文献記戦上全く明瞭ではない。
港仔に住む91歳の桃丁興さんは、昔、港ｲ１２漁港の

２．琉球人の通行ルート

近くの中科院検査哨附近に日本人が作った琉球人

高士仏社の八嬬湾に行きつく道と現在の石門村

上陸地という木札の表示があったと証言した。そ

へ行きつく道を知るために、筆者は族'11の先達に

の他の話者も港仔村の漁港付近と証言している。

頼んで、文献内容とl1Hき取り結果と、現在の地1X］

これにより、比較的正ＩＭｉな位置を推測することが

および1904年の１１本給製地図を照らし合わせて、

できる。すなわち八瑠漉の北岸に違いなく、現在

実地調査をした。さらに琉球人が八嬬湾から高-|＝

の満州郷港仔村の漁港附近である（ｌｘＩ４)。

仏11｣を経て、交易所に到った路線を推測した（地
図５）。
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港仔村の漁港附近から上陸した後、琉球人は南

３．隻渓ロ

へ行き、九棚渓の河口に着き、道を発見した。こ

文献では|ﾘ】らかではない。墜渓にＩの描写からは

れがKuskusの海辺の道である。そこで、道に

二箇所可能性のある場所がある。日本の文献にあ

したがって高士渓沿いを歩いた。Kuskus族人が

る地図では、隻渓|F1は現在の牡丹･渓と女佃渓の合

高士渓周辺に農作物を植えていた。琉球人は見つ

流地点を指している。すなわち現在の牡丹ダムで

けて、空腹のため、芋を掘り出して食べてしまっ

ある。ただし、実地調査でこの説は誤りであるこ

た。Kuskus族人が農作物の見''リリに来て、琉球

とを発見した。「lZIilfな饗渓’１の位置はまさに四重

人を追いかけようとしたが、かなわないと考えて

渓と竹社渓の合流するところである。現在の牡丹

急いで部落に帰った。最後には琉球人がKuskus

公所対面牡丹郷衛生所の後ろである。竹社渓は高

部落に行き着くとは思いもしなかった。

士,仏111を源としている。四重渓はすなわち牡丹渓

琉球人は、Kuskusの部落に進入したが、心'1コ

と女(乃渓が合流してできあがった渓である。

では急いで台湾西部の漢人の居住する地域に着い
て助けてもらおうと思っていた。それで、Kuskus

４日本上陸地点

部落を離れて、原住民の小道に沿って西に向かっ
て歩み続けた。現在の茄芝路東側の山に着いた。

文献上の'1本軍の上陸地点は射鬘寮である。１１本
はここに上陸紀念碑を立てた。今も海辺に立って

琉球人の手記には渓を渡って進んだとある。した

いて、亀111の南側に位置している。現在この紀念

がって琉球人は竹社渓上流の何段の後ろを見るこ

illlは図６の通りである。

とができたので、渓谷に沿って下り、竹社渓をiUi

所在する附近は海洋科,学博物館の予定地である。

に行き、四重渓と竹社渓の合流地点に至った。す

ここから亀lLl北辺の射寮村落と射･寮漁港が１キロ

なわち、牡丹郷衛生所後ろ側の些渓1ｺである。そ

メートル離れて位置している。現在の射・寮港は保

して、劉天保の交易所が現在の石門村の河谷平原

ﾉJ渓と網紗渓の河|」にあり、多くの塑膠筏動力船

上にあったはずである。詳細な位置はわからない。

が停泊している。そして現在、後湾漁港と言う。

一部の琉球人はここで殺害された。琉球人は死後、

上陸紀念碑と岩礁海岸が隣あっている。筆者の実

車城郷統iii付に集めて埋葬された。今その地に

地調査によると、当初日本の大型軍艦が、射寮の

｢大Ⅲ本琉球藩民五十四名墓」がある（図５)．墓

外海に碇をおろし、士兵は小舟に乗って現在の上

碑上の「大１１本」の三字はすでに抹消されている。

陸紀念碑の海岸と現在の後湾港砂丘に上陸した。

今、なお琉球人が｢|本から参拝に来ている。

軍隊は亀lIl南側附近に駐留した。したがって文献
記jlijt中１ｺ本章が射･寮に上陸したというのは現在の
射寮村の射寮漁港ではない。射・寮と記録されてい
るのは当時の後湾地区は行政区域では射寮庄に属

し、文献便１１]上大地区の地名を使用したことによ
る。

図５大日本琉球藩民五十四名墓

図６上陸記念碑

－３２－

高加馨（聖丼訳）：SinvELudjanから見た牡丹社事件下
５．Macacukes（石門古戦場）

の時、族人がその中に|隠れて,作戦をたて、武器や

現在歴史上この戦争を牡丹社事件と呼んでいる。

食料が入れておかれたと伝わっている。山上から

－世代前の人にはその戦争には名称はなく、激烈

の展望は極めてよく、西を望めば、台湾海峡の海

な戦闘があった石門地区の地名を用いてきた。日

岸から直接四重村を見通すことができる。東を望

本との間で起きた事件をMacacukesであった戦

めば、現在の石門村、茄芝路、牡丹山中腹の

役という（石門古戦場、図７)。これは原住民が

Sinvaudjan部落を見ることができる。以上のこ

つけた起きた場所の出来事に即した名称である。

とから一般的には重要な位置といえよう。ためし

地点による記述の習慣的用法である。光復（1945
年）後、国民政府は事件の経過を整理して牡丹社

事件と言うことにし、戦闘が行われた石門峡地区
を石門古戦場と言う。
Macacukesは族人と日本軍がlE式に交戦した
地域である。石門峡は両側の山が高く険しい。谷
底の四重渓の河道は比較的上流では狭まりそのた

め水流は比較的急である。険しい山は登り難く、
深い川は渡りにくい。その上、族中の勇士が石門
峡の北側風目山上の高い地点を制し、たやすく日
本軍の行動を監視することができた。良好な地形

を擁しているため優勢で、極めて守る1ま易く攻め
るには難しかった。故にこの地は石門天険と言わ

図８忠魂碑（巳遺失）

れている。現在峡谷の中に幹線道路が通じている。

最近、公路局が路面を広げ、山壁を削ろうとした。

その後協議によって。公路局は川に沿って建路す
ることに決定した。石門峡は比較的完全な形でそ
の面貌を保存しておくことができることになった。

や｡

シ■､

現在は司山の山上にはテレビ中継施設が築かれ、
四重渓の上流には牡丹ダムが建設されたので、急
流はなくなり、静かに石門峡谷を川は流れている。
筆者はMacacukes北側の風目山に登った。山

上には奇妙な石が林立し樹枝盤根が錯綜し、その
ため人が行き交うことはほとんどない。雑草が生
い茂り、山頂附近には－洞穴がある。牡丹社事件

図９（ａ）西郷都督遣蹟記念牌
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図７石門古戦場

図９（ｂ）澄清海宇還我河山砥
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に直接下に降りてみた。傾斜度がとても強く、進

８．里龍山

むことが難しい。もし下からはい上がるとするな

らば登り切るのは更に難しい。

里龍山は恒春半島第一の高峰で、視野は良好で、
一望の下に見渡すことができる。東南は、八瑠湾、

石門古戦場西側の車城郷の小山に、日本は牡丹

高士仏山を見渡せ、東は牡丹山、女佃山、石門山、

社事件を記念して、日本植民地時代に「忠魂碑」

女佃渓を見渡せ、南は、車城、射寮、亀山、後湾、

(図８）と「西郷都督遺績記念碑」－座（図９ａ）

恒春、墾丁を見渡せる。牡丹社事件に関連する地

を建てた。現在忠魂碑はすでに押し倒され、行方

理的位置が浮かびあがる。里龍山上からは、日本

がわからない。そして当初の紀念碑もまた国民政

軍が石門天険をさけて通るために派遣した北路軍

府によって「澄清海宇還我河山」碑と改められて

のルート、すなわち楓港より山区に進入し、女佃

いる（図９ｂ)。

山を越え、女佃渓にそってSinvaudjanに進攻し
たコースもみることができる。

６．Sinvaudjan（牡丹社）部落
第四章族人の認識と見方

Sinvaudjanの部落は牡丹山の中腹にあった。
部落は西側を向き視野は良好である。村が移動
してから年月を経て、すでに昔部落があった様子

本章節の内容は部落の中年・青年からの聞き取

を完全には捜し出せない、残されているものはた

りである。祖先達が経験した100年前の民族存亡

だ家屋の基礎だけである。Sinvaudjanの部落の

戦一牡丹社事件に対して、戦後生まれたSinvau

範囲がとても大きく、部落が分散していたことが

djan族人の認識状況を調べるため、筆者は部落

わかる。日本軍が部落に進入した時、部分的に家

中の親戚友達を訪問した。年齢は10歳から50歳で

屋が焼かれ、族人は日本軍が去った後、また元あっ

ある。第三章の先達方と事件に関連する子孫の聞

た部落附近にもどってきて、再度新しい家を作り、

き取りによる内容結合によって、聞き取り対象が

大規模な移転は無かった。日本は植民地後、原住

更に充実し、聞き取り内容が更に有意義なものと

民を支配しやすいように、Sinvaudjan三部落を

なるだけでなく、老・中・青年の意見の相違を分

現在の牡丹村に移転させた。

析理解することができる。話者は表２の通りであ
る。

７．Kuskus（高士仏社）部落
牡丹社事件の時、Kuskus部落は高士仏山の東

第一節中年の人々からの聞き取り内容

側、竹社渓源流附近にあり、琉球人はこの集落に

本節の聞き取り記録は、部落内中年の方々の証

来たのである。日本軍がKuskusを攻めた時、

言である。３０～50歳の年齢層に焦点をあてる。年

部落の人はすでに原部落の東側、港口渓の源流付

齢によって、４０～50歳と30～40歳の二つに配列し

近の山中に移転していた。日本軍が原部落を焼い

た。前段には話者からの聞き取りを記録し、後段

てしまえたのはKuskus部落の家屋が比較的集

では筆者による聞き取り内容の整理分析と見解を

まっていたためである。そのため損壊がはなはだ

示した。

しく建て替えが難しかった。（Kuskusはこの場

聞き取りの中、話者に対して次のような質問を

所をLinivuwanと呼んでいる、戦争で壊滅した

した。牡丹社事件、あるいは石門古戦場の戦役を

地域という意味である｡）そのため新しく移転し

知っているか。族中の年長者からこの事件の話を

定住した。日本植民地になってから、（日本に）

聞いたか。事件経過を説明できるか。最後に牡丹

おどされてさらに東側の地域へ移転した。現在こ

社事件に対する感想と見解を表明してもらい、事

の場所からは部分的に石礎を発見することができ、

件が持っている意味を考える。

公学校の跡地もある。族中の年長者は昔公学校に
通ったことを覚えている。現在の高士村は日本敗
退後に移住した。

（－）
話者

40-50歳部分

PuikuApang（許貴春）

Jahozivarlljuk（察賜美）
－３４－

高加馨(里井訳）：Sinvaudjanから見た牡丹社事件下

許貴春の口述内容

という昔の先達を理解できる。日本の侵略行為は

「以前先達や村内の人から、牡丹社事件の話を聞

私たちの生命と部落の生存を脅かすものであった。

いたことはない。しかし、部落を出入りする時は

それに対して、すぐに反撃した。これは対外勢力

石門古戦場を通過するので、路傍の紀念碑と山頂

の侵略に対する相応の防衛行為である。私は、私

の石碑は見たことがある。それで好奇心をもって

たち原住民がこの戦争で非常な団結を示したと感

先達を尋ね、すこしだがお話を聴くことができた。

じている。ただ私たちと日本の武器の差があまり

その場所は昔族人と日本人が戦った戦場であると

も大きかった。このため最後には日本人が播文布

いう。ただこれだけである。昔、私たちが子ども

に仲介させ、族人と会談を行い、対立は終了した｡」

の頃学んだ本の内容は簡単で日本人と戦ったとい

う内容は無かった。

察賜美の口述内容

当初、どうして日本人と戦ったのか私にはわか

「私は牡丹社事件が何なのか。先達に聞いたこ

らなかった。日本人がどうして私たちを攻撃した

ともない。そこは昔ご先祖と日本人が戦った場所

のか知らなかった。しかし私は、おまえは私を侮

であったと記憶している。どうしてそうなったの

辱しない。私もまたおまえを侮辱することはない

かはそもそも知らない｡」

表２中青年話者基本資料表
姓名
Ｐｕｉｋｕ
Ａ pａｎｇ

Jahozivar

漢名

年齢

許貴春

４７
4７

察賜美

4０

Paljuvaq
Tjukadr

莊榮春

3９

PuikuKivi

許秀英

3３

葉金秀

3３

華恒衣

3１

Iljuk

Qunevulj
Ｌ ]ａｌＪａｖａ

Ｍａｖ
Ｋ

Tjaqilang
Ｕｍｉ

Ｍａｖ
Ｋｉｖｉ

Padrar
Ｒｕｖｉ

Padrar

Tjuku

．’
Ⅷ｣

徐麗珠

2８

華加婿

2８

高嘉漣

2６

高嘉怡

１８
1８

社別

Tjaljunay
(女佃社）
Sinva

(牡丹社）
Sinva

(牡丹社）

Tjaljunay
(女佃社）

Sinvau

(牡丹社）

Kuskus

(高士仏社）

Sinva

(牡丹社）
Ｋｕｓｋｕｓ

(高士仏社）
Sinva

(牡丹社）

Sinvau

(牡丹社）

関係
表叔

Puko頭目家族の子孫

Drenger

許偉眞

１３
1３

Tjaljunay
(女(７１１社）

表姉

小さい時から部落に住み今に至る。

知っていることは多くはない。

表寄

若いとき、仕事のため外へ出て、そ
の後手を怪我して故郷に帰ってきた。

石門古戦場で戦争があったことを知って
いる。ただ経過はよく知らない。

表姉

高職を卒業。小さい時から部落に住
み今に至る。

多くは知らない

表鰻’
表鰻

表姉の秀英と同じ職校の同級生であ
る。牡丹村に嫁いできた。

子どもの時教えられたかどうかは覚えて
いない。結婚後山の上の記念碑をみたの
で、夫の家を訪ねて昔戦争があった事を
知った。

表評

専科卒業。地域の歴史に関心がある。

自発的に祖父にそのころの事を聞いたこ
とがある。かつ何回か歴史書を探して回っ
たことがある。内容を詳細に講述し、地
域に対して期待を抱いている。

表捜

師範学院卒業国民小学教師

国民小学の時習ったことがある。大学時
期この事件の情景を理解する機会が多く
あった。かつ母親に聞いたことがある。

Ｐ
表姉

堂姉

専科卒業。Kuskus頭目ljimatjaqの子

孫である。

師範学院卒業国民小学教師

堂妹

高級中学学生

表妹

国民中学学生、Puko頭目家族の子孫

－３５－
仁

昔、自発的に族中の先達から聞き取りを
した。だが詳細に説明をできる人はいな
かつた。

￣￣
Puiku

口述概要

理由

昔父親が話したことがある。ただ印象は深
くなく、戦争があったことを知っているだ
けでプロセスは暖昧である。
この事件は知っている。しかし深くは研
究していない｡それで過程を理解してい
ない｡自分の感想を講述する。

事件の原因を言うことができる。この事
件は日本が琉球人を殺されたことを口実
にして台湾を侵略したものであることを
知っている。

国中の歴史カリキュラムを学んだ。ただ
内容はとても短い、しかし教師が述べた
ことは比較的詳細であった。言葉の重要
性を自覚した。
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４０～50歳の年齢層族人の話を分析するには、ま

で戦い、その後、日本人が山の上に記念の石碑を

ず彼らの育った時代を理解しなければならない。

建てたことは知っている。ただ、これだけです。

時局は安穏とした時代ではなく、政府も政局の安

私たち（自分と葉金秀を指す）は内哺農工で勉強

定に忙しく、島内各方面の政策も十分でなく、僻

したのだが、学んだのは農経科です。だから、特

遠の部落に居住する原住民は各資源がすべて乏し

別に歴史に注意したこともありません。歴史に対

く、したがって教育で知識を獲得することが困難

して何らかの興味をもったこともありません。そ

であった。

の上学んだ歴史はすべて中国の歴史です。牡丹社

しかも、第三章先達の聞き取り内容から、部落
内で事件を知っている先達はすでにとても少なく、

事件の内容に関して勉強したことは無いように思
います｡」

知っている話も不完全であることがわかっている。

しかし、４０～50歳の族人はもし本当に理解しよう

葉金秀の口述内容

「昔、学校で牡丹社事件の内容を学んだことは

と思うならば、知る機会はとてもたくさんある。
そうは言っても聞き取り内容から、話者が主体的

全くありません。その後、私が牡丹に嫁に来て、

に先輩に質問したとは思えない。

石門哺（即ち紀念碑がある村）を過ぎるとき、山

筆者はこの年齢層の人もやはり主体的に知ろう

の上に紀念碑があるのを見ました。私は好奇心を

とする人がいるとは信じている。但し、聞き取り

もって家の人に尋ねました。それで牡丹社の祖先

対象を限定したのは一般的状況を考えたいからで

が日本人と石門古戦場で戦闘をしたことを知りま

ある。それゆえに聞き取りした人が言った内容を

した。ただし、詳細に話してくれる人はなく、た

分析するに留めた。

だそこで戦闘があったことだけを知っています｡」
華恒蒸の口述内容

（二）30-40歳部分

「小さいとき私の祖父が石門古戦場であった戦

話者PaljuvaqTjukadr（莊榮春）
PuikuKivi（許秀英）

闘のことを話してくれた。とても多くの人が死ん

QunevuljLjaljava（葉金秀）

だ。私は祖父が戦争の様子を語るのを聞いて、そ
の戦闘に参加した族人は非常ゆえに非常の勇気を

MavaliuKuliu（華恒本）

奮い起こしたと感じ、心の中で非常に誇りに感じ

莊榮春の口述内容

「その場所では昔戦争があった。私たちの祖先

るとともに、私の心の中に深々と印象を刻みつけ

と日本が戦った。そこには紀念碑がたっている。

た。ただし、この地でたいへん多くの人が死んだ

その時戦死した人を祈念している。以前はそこは

ため、多くの伝説も生まれた。バスが通過した時、

すこし変だなと感じた。なぜなら、部落の人はそ

車に多くの人が現れたり、白い服を着た人が現れ

こで多くの人が死んで幽霊となってさまよってい

たり、車の野菜がみえなくなったりなどの幽霊話

ると言うからである。昔、石門峡の辺りにも軍隊

がある。その上石門峡の山はそびえたち、それゆ

の駐屯地があり、多くの軍人達がよくないものを

え、この地を通過する時、とても特別なものを感

見たと聞いた。石門古戦場の地勢はとても特別で

じる。私が学んだ漢文化を受け入れた学校の歴史

ある。表現できない何らかの強烈な感じがする。

教科書ではこの事件を正式には「牡丹社事件」と

ただ、その時のご先祖方はたいへん勇敢であった

言い、国際的な事件であることを知った｡しかし、

と感じる｡」

原住民に関しては説明が不十分で叙述の角度もま
た不公平であった。

許秀英の口述内容

私が知っている事件内容は次の通りである。：

「ほんとうの話、私は牡丹社事件の全体像を全

この事件は琉球人が台風によって、八璃湾で座礁

く理解していない。先達が私たちに話をしたこと

したことに始まった。彼らは上陸後一部の人は南

もないし、先達に聞いたこともない。それで特別

の満州方面へ行き、別の－部の人は西の高士仏山

な印象は何もない。私たち原住民が日本人とそこ

の高士部落に向かって進んだ。高士部落の人は琉

－３６－

高加馨(里井訳）：Sinvaudjanから見た牡丹社事件下

球人を歓待した。彼らに食べ物を与え、住居も与

ける戦闘は私たちにとって非常に意義深いと言う

えた。しかし、早朝高士部落の族人は仕事に出か

ことができる。

ける時、大きな声で騒ぎ、琉球人を脅かしてしまっ

ここに私はいくつかの希望を述べておく。

た。琉球人は入り乱れて牡丹社の領地へ逃げて行っ

－、この石門古戦場は私たち牡丹郷にとって非常

た。牡丹部落の山に入っていた猟人は外敵の侵略

に意義深い地だといえる。ただ現在この地域

だと思い、防衛措置をとり、琉球人を追い殺した。

の行政区域は牡丹郷と車城郷との共有となっ

その後琉球人は二つに分かれて逃げた。－隊は統

ている。新しくこの区域全部を牡丹郷に割譲

哺に逃げ，清朝によって送り届けられた。別の－

するべきである。そうなることによって牡丹

隊は逃げることができず、牡丹部落の勇士によっ

郷は全体性のある区画となるであろう。

=、日本人は石門哺後方の山丘に碑を建てた。こ

て50人近くが殺された。

その後、日本はこのことをロ実に部落に攻めて

の碑の由来について説明を加えなければなら

きた。そして清朝は私たちを化外の民と見なした。

ない。そうしなければ観光客に誤解を与えて

実際私たちを管理してはいなかった。その後、西

しまう。日本人は私たちを侵略した。みんな

郷従道は日本軍を率い、現在施工している海洋生

もまた日本人を弔いに行くことになる。誰が

物博物館予定地の海岸に上陸した。そこには上陸

敵で誰が同胞かまるではっきりしない。

紀念碑が建っている。部落の人は日本が私たちを

三、歴史遺跡を復元する。昔、山丘の上に二つの

攻めてくるという情報は知っていた。このことは、

石碑があった。－つは『忠魂碑』、－つは

海ロ・統哺の客家人が知らせたものである。事実、

『西郷都督遺績記念碑』である。国民政府は

この頃、部落と山下の平哺族と－部漢人とは融和

ある年『忠魂碑』を壊して、さらに『澄清環

していた。

宇還我河山』という碑文を造り現在に至って

日本軍が来て以後、現在の牡丹郷域内の部落、

いる。今、当初の歴史的遺蹟に戻すべきであ

たとえば牡丹、高士、石門全てが共同で敵に備え

る。教育上よい時機である｡」

た。石門では感動的な民族防衛戦が行われた。戦
闘の結果、当時参与していた部落の頭目は全員戦

３０～40歳に至る年齢層の族人が過ごした時代背

死した。頭目制度は瓦解した。その後、日本支配

景は政局が漸く安定し、経済が飛躍した時期であっ

下に入った後、新頭目が指名された。

た。時代に順応せよという奔流はこの時期の族人

播文衣はその頃の先達たちから現在の漢好（売

に大量に押し寄せ、部落と都市の生活の差異がと

国奴）と類似したものだと考えられていた。たい

ても大きくなった。そして個人の家庭環境・教育

へん彼を恨んでいた。そのころ日本人は獅子郷と

の個人差により知り得た知識の差異もとても大き

来義郷の領域から平哺族を移動させ、牡丹・高士

くなった。

に攻め寄せてきた。これは当時の一大事件である。

莊榮春さんを例としよう。彼は年若くして北台

私たちが現在知っている『霧社事件』と同様に壮

湾に仕事に出かけた。生活圏はとても小さかった。

烈であった。私たち族人は単独で武器を持って先

ほとんど背景が同じ人と交流した。友達には牡丹

進的な日本に対抗した。宗主国清朝はまるっきり

社事件を知っている人は誰もいなかった。そのた

知らないふりをしていた。状況は真に孤立してい

め、日常的に故郷にあった歴史を話題にすること

た。しかし族人は、勇気を奮い起こし、敵を殺し

もなかった。ただ石門峡を出入りする時、誰もが

た。

知っているこの地の伝説があったので、あれこれ

もし清朝が当時私たちの宗主国と言うのならば、

と気軽に話をし、山の上に設置された紀念碑を見

事実上私たちは全く『祖国』の保護もなく、何の

て、友達の間で相互に話に取り上げ、祖先が昔こ

援助すらもなかった。にもかかわらず族人は自分

の地で日本人と戦ったことを知った。ただ誰も明

たちの力量のみで日本の精鋭部隊に抵抗した。さ

瞭に話すことはできなかったし、特別に気にする

らに石門の天険を利用して、日本の鋭気を少なか

人もいなかった。

らず挫くことができた。いわゆる石門古戦場にお

－３７－

華恒布は国民小学の時一家をあげて屏東に引っ
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越した。それで都市環境に適応し順調に育ち、後

小学で学んだ。先生は昔私たちの祖先と日本人が

進学し専科（高等専門学校）に進学した。そして

石門古戦場で戦ったことがあると話された。ひょっ

彼の先輩は故郷の歴史の話をした。自身も喜んで

としたら、あまりに小さかったため、日本人とは

故郷の昔の色々なことを質問した。そのため、彼

誰か全くわからなかったし、ほとんど気にもして

は一般の牡丹人に比べて牡丹社事件に対して多く

いなかった。ただ、その時から石門古戦場を通る

のことを理解しているし、多くのことを会得し、

と、ちょっといつもと違う感じがし始めた。

それのみならず展望をも持っている。

国民中学に上がると、本来石門古戦場で行われ

葉金秀と許秀英の二人とも農工職校を卒業し、

た戦闘は教科書にある歴史的事件で『牡丹社事件』

都市のわずかばかりの洗礼を受けその後村に帰っ

と言うのだと知った。自分の故郷の事件なので特

てきた。時代背景、家庭、個人の主体的な調査等

に意識した。ただ、教科書の記述はとても簡単だ

の要素によって、四人の思考能力と方向性もまた

が、牡丹社事件に対しては比較的深刻な印象をも

異なる。ある意味では牡丹社事件に対して一定程

ち、到底真実であると了解できなかった。なぜな

度の認識と自己の見方があるとも言えるし、ある

らそれは私たち原住民にとって、不公平で不十分

意味では全く熟知していないともいえる。

な形で記述されていたからである。その後私は外

聞き取りの結果、大多数の族人は石門古戦場を

で勉強し、多くの本を読む機会を得て、自分の中

必ず通らなくてはなたないため、山の上の紀念碑

で疑問が膨らんでいった。そこで積極的に母にこ

を見て疑問を持つに至っている。家の中に年輩の

の疑問を聞いてみた。母から話を聴いて、心の中

理解者や高学歴の人が居る場合は、事件の原因と

で、真に熱い血が沸騰した。共通の敵に－致団結

過程を比較的深く認識し、この事件が族人にとっ

し敵煽心を燃やし、当時の激烈な戦闘は実にすご

く、もし英雄的な族人が勇気をふるって敵を殺さ

て特に意味あることをも理解するに至っている。

なければ、私たち部落は現在あったかどうかわか
らないと石門古戦場を通るたびに、いつも患った。

第二節青年の人々からの聞き取り内容
本節は、いわゆる青年が聞き取り対象で、１０～

先輩たちの話から次のようなことを知った。私

30歳の年齢層である。20-30歳と10-20歳の二つ

たちの族人は勇ましく善戦した。ただし喜んで戦

の内容に配列した部分は第一節と同じ方法で、前

争したわけではない。日本人が私たちを侵略し、

段には話者からの聞き取りを記録し、後段では聞

私たち部落の生存を脅かしたので私たちはやむを

き取り内容の整理分析を行った。

得ず反撃せざるを得なかったのである。私は現在

聞き取りの中では、話者に対して次ぎのような

の人は私たち族人の過去の事蹟をほとんど理解し

ことを質問した。過去に家族や部落の先達が石門

ていないと考えている。教育問題だけなく環境問

古戦場で戦闘があった話をしているのを聞いたか。

題においてもそうである。何年か前、牡丹郷に

学生時代に牡丹社事件の学習があったか。そして

『牡丹社事件紀念館』設立を求めた。これは可能

牡丹社事件の経過を描写し、自分自身の見方を打

な－つの道筋である。みんなにとって祖先が私た

ち出すことができ、牡丹社事件に対する思いと内

ちの生存のために奮戦したことは明瞭である。と

在する意義に及ぶかどうか。

ころが現在経費の問題で取りやめとなっている。
現在、以前のゴミ埋め立て地が改められ紀念公園

が建設されている。この両年道路が広げられたた

（－）20-30歳部分

め、石門峡の一方の山壁が削られ、石門古戦場の

話者TjaqilangUmi（徐麗珠）

原始景観は大きく破壊されてしまった｡」

MavaliuKivi（華加婿）

PadrarRuvi（高嘉漣）
徐麗珠の口述内容

華加婿の口述内容

「先達は、ほとんど石門古戦場でおこった戦闘、

「小さい時石門古戦場を通ると、父母はこの地

それが歴史上牡丹社事件ということは話されなかっ

で戦闘があり、私たち族人が日本人と戦ったこと

た。私は小さいとき牡丹村に住んでいて牡丹国民

を話してくれた。おそらく当時あまりに小さく父

－３８－

高加馨（里井訳）：Sinvaudjanから見た牡丹社事件下

母のお話だと考え、あまり意識しなかった。国民

な感情は何もない。率直に言えば、先達の態度は

中学歴史の時間に石門古戦場での戦闘を牡丹社事

私たちに影響を与えている。先達への影響はあま

件と本来正式には言うのだということを知った。

り強烈ではない。私たちは如何に身にしみて理解

私自身あまり過去の歴史について聞いたことはな

するか。如何に感じるか。学習段階に応じて史実

い。それでよくわからないが、私は牡丹社事件に

を多少に関わらずかき集めるしかない。

ある種の地縁的情感を抱いている。なぜなら事件

先達方は忘れやすい訳ではない。これは私たち

の発生地点は私の故郷である。昔私たちの部落は

民族の本性である。昔あったよくないことを話題

日本人の侵略を受け､それで族人は抵抗し､敵を攻

にすることは好まない。ちょうど一昔前二二八事

撃した。これは壮烈な戦闘であったと感じている｡」

件が熱心に議論された頃、その時私は祖父や祖母

高嘉漣の口述内容

普段、二人が話す中で、ほんの少しの痕跡さえ聞

が二二八で傷ついたことは知っていた。しかし、
「小さい時石門古戦場を通るとき、山の上に紀
念碑があるので、祖母に話を聞いたことがある。

いたことはない。とても深刻なことである。ある

日祖母といっしょにテレビを見ていた。テレビは

ここには多くの日本兵の遺体が埋まっているとい

中華人民共和国の脅威について報道していた。祖

う。それでここで戦闘があったことを知った。し

母はたんたんと話した。「何の関係がある。いず

かし祖母はこの戦闘の原因と過程については詳細

れにせよ私たち山地人はもう慣れているよ。昔、

に話さなかった。ただ私たち族人は昔日本人と戦っ

日本人の国旗を揚げ、今は国民党の国旗に変わっ

たというだけで、歴史的意義についても触れなかっ

た。ただ他の国旗に変えるだけ。私たちは日々何

た。

も変わらず過ごす｡」

先達から聞いた話では戦闘はあまり激烈ではな

く、戦闘が行われた『事情』はある種の『お話』

その時ちょっともの悲しく感じた。日本支配五
十年と国民党五十年の教育で、私たちの民族性、

のような印象を受けた。特別な提起もなく原因も

自信、アイデンティティーは完全に無くなった。

明らかでなかった。私にとって比較的はっきりし

私たちは二等国民になるしかなかった。話を聴い

たのが父から聞いた話である。父が言うにはその

てよかった。どのように思想を改めていけばいい

ころ日本が私たちを攻めてきた原因は私たちが日

のかわからない、つまるところ困難なのである。

本人を殺したと日本人が考えたからであり、仇を
討つためであり、それで日本人は戦争をおこし、

現在私は毎日石門古戦場を通っている。もしか

したら私は歴史を学ばなかったし、深く理解しよ

石門古戦場で戦闘が行われ、双方の交戦は激烈で

うともしなかったかもしれない。そのころの情景

死傷者が甚だしかったという。現在の紀念碑は日

を作り上げるすべがない。現在の文献で原住民に

本人を葬った場所のようである。

関する記載はとても少ない。私たちはなおざりに

国民中学に進学して教科書から石門古戦場の戦

されてきた民族（エスニック）である。文字で残

争を『牡丹社事件』と言うのだと知った。師専で

された記録は漢人の観点で解釈されている。した

学んだとき、教科書とはすべて少しだけ叙述され

がって私たち原住民にとって自分のことのように

るようなものだと思っていた。教師は歴史を比較

感じようがない。

的詳しく説明した。この事件は日本が台湾を侵略

実際、村の老人ほとんどが日本語を話す。さら

する起点になったということを知った。ただし、

には日本語を書くこともできる。記録することは

私の興味は高くは無かった。それゆえ深く考える

可能だったはずである。たとえ族人が私たちの歴

ことは無かった。

史を書くことができたとしても、日本は私たちに

小さいときから大きくなるまでそれほど強烈に

書かせなかったと私は思う。その後、国民党政府

感じたことはなかったように思う。そのため、日

は私たちの歴史を漢人によって編集させた。私た

本人を排斥するような態度あるいは何らの民族的

ちはなおも重視されなかった。もしかしたら私た

恨みをも持つことも無かった。ただ、日本人は昔

ちはよく知られている「億載金城｣4の歴史に含

私たちを侵略したことがあると感じる他は直接的

まれてしまったのかもしれない。なぜならこのこ
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とが漢人社会の主要な歴史だからである。

華加婿さんは国民小学から都市に出て進学し、

現在、原住民の歴史文化は研究の－潮流となっ

国立芸専を卒業した。ただし本人は歴史に全く興

ている。多くの人が研究を始めている。このため、

味はなかった。それで主体的には理解しようとは

その時代の事実が重視されている。ある雑誌であ

しなかった。ただ、もしこの方面の知識を得る機

る人が報道した記録を見ることがあった。それは

会が多かったならば、とても学習したはずである。

昨年聯合報の副刊が牡丹社事件の原因・過程を書

高嘉漣さんは国民小学の時からよその土地で勉

いたものであった。たんなる｢歴史事件｣の簡単な

強した。最初石門古戦場でおこった戦争を聞いた

紹介であった。何年か前、石門後方の紀念碑が建

のは、小さい時この石門古戦場を通過して、紀念

て直されたので、地方新聞がちょっとした報道を

碑を見た時であった。祖母は彼女にお話をした。

した。私は当初車城郷の再建目的は、観光拠点に

彼女の父親も話しに取り上げたことがあった。そ

重点があり、純粋に文化遺産の保存ではないと考

れから教科書で学習して石門古戦場であった戦争

えていた。最近、小編だが報道されている。但し、

が史書の中では牡丹社事件と言うのだと知った。

私たち自身の観点による報道や実際の調査に基づ

20-30歳の年齢層の話者は共同経験がある。石

いたものではない。たんなる大略や歴史的背景だ

門古戦場を通過した時、山の上の紀念碑を見るこ

けである。

とによって、家族の口から石門古戦場であったこ

現在私たちの中国語能力はとてもすばらしい。

とを知り得たということである。学校で勉強して

ただ私たち原住民文化方面の人材は多くはない。

いる間は少なくとも歴史教科書で牡丹社事件の－

族人によって自分の歴史を書かなければならない。

くだりを学んだ。1874年（同治十三年）日本が台

まだちょっと難しい。再び環境という要素が浮か

湾を侵略した事件であると叙述され、これが石門

び上がってくる。人が話すことではない。状況を

古戦場でおこった戦争で、自分の祖先が日本人と

作り上げ、族人は自ずと感じ取るしかない。この

交戦し、事件の歴史的名称を｢牡丹社事件｣という

ことは新たな提起という外在的要素を必要として

と知った。この事件に対して、比較的多くの教師

いる。私たちはこれによって日本人に対する恨み

は事件を理解し、若干詳しく話すことができる。

をぬぐい去るということではない。もしかしたら

比較的わかっていない教員はうわくだけを言って

このように私たちの文化を重視しない現在の政府

済ましている。したがって、もっと理解したいと

を責める事かもしれない。ただ、私たちの未来の

思うと、また自分で資料を調べなければならなかっ

子孫が次のことをよく理解してくれることを希望

た。

する。祖先たちが昔私たち民族の生存のために、

この年齢層の人では、高等教育を受けた人の比

日本との間で、賞賛と感動を呼び起こす戦いをし、

率が飛躍的に増加し、外界の衝撃と刺激に接触す

劣勢にはなったが、みんなが理解しているように、

ることが比較的多く、反省することができ、自己

日本は武器も精良で、人数も多かったための優勢

の族群を思考し、部落はつまるところ何を無くし

であった。その後、双方とも死傷者を減らしたい

たのか、自分の見解と希望を話すことができる。

という状況下、私たちは和解を願ったのだと｡」

近年台湾史は学術研究の主流となっているので、

徐麗珠さんは現在牡丹国民小学東源分校の執教

原住民文化も次第に発掘・重視され、台湾、この

である。小さいときから国民中学まで牡丹部落で

とても小さな島に意外にも美しく豊富な原住民文

生活した。最初この事件の話を国民小学教師から

化があることをみんなが注意し始めている。

聞いた。このため彼女は心の中にあるイメージを

牡丹郷には牡丹ダムが造られたので、新しい観

もった。高級中学で学び、師範学院の時多くの書

光地点となっている。新聞や雑誌にもたくさんの

籍を乱読する機会があった。疑問点については母

記事が報道されはじめている。報道の内容で、時

親に教わった。彼女は学校で学ぶとともに主体的

には牡丹社事件のおこった原因と過程を説明した

に質問して、牡丹社事件に関する知識を獲得した。

ものもある。その内容は教科書に比較すれば豊富

訳注、「憶載金城」とは「牡丹社事件」にともなって、1874年に築城された台南市安平区にある城郭のことをいう。
日本の台湾侵略に対する清朝による防衛政策の象徴となっている。
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である。大多数の民衆はこの一段と重要な歴史を

この年齢層の話者にあっては、教科書に書かれ

知ることもできる。これはよい現象である。ただ

た歴史を表現することができる。彼らはまだ小さ

し、今なお原住民の観点からの文章ではない。こ

い。この事件を考える能力もない。それで疑問も

の事件の経過を分析説明し、原住民が琉球漂流民

なく、なんらの感情もない。ある意味では、過去

を殺した原因と背景要素を探求したい。

の歴史と彼ら自身とが交流しなければ、彼らを思
想的に啓発できないであろう。

許偉眞は牡丹郷の国民中学に在学中である。近

（二）10-20歳部分

話者PadrarTjuku（高嘉怡）

年郷士教育の時間があり、教員は牡丹郷でおこっ

た歴史を、授業の中で十分に明瞭に述べることが

PuikuDrenger（許偉眞）
高嘉怡の口述内容

できる。高嘉怡は他郷の学校で勉強している。進

「私が牡丹社事件について知っているのは、私

学主義に引きつけられた試験重視の授業内容で、

たち原住民が琉球人を殺した後、日本人が部隊を

教科書の内容を説くだけで、主体的に質問するよ

率いて私たちと戦うために来て、石門古戦場で激

うな状況ではない。

戦があり、日本軍が勝利し、山上に紀念碑が建っ

この世代の族人は比較的よい教育を受けている。

ているということです。牡丹社事件に対してあま

本土意識5の台頭によって、地域の歴史文化を学

り特別な感情はありません。ただ石門峡は非常に

ぶ機会が有り、教育体系の中にさらに多くの正確

壮観で、敵の侵攻を阻止するのによい場所だと思

な原住民歴史文化知識を盛り込むことが始まった。

います｡」

しかし、彼らは祖先の過去の精神と生活を体得し

なければならず、依然として部落の自己努力に頼
らねばならない。

許偉眞の口述内容

「最近国中二年の歴史の授業で先生が牡丹社事

以上の聞き取り内容を分析すると、１０～30歳世

件について話された。印象を言うと、日本人は台

代の話者が育った時代は６０．７０年代であることを

湾を占領したかった。まず台湾にやってきたのは

理解しなければならない。この時期は台湾の政局

60人あまりの人で八選湾から上陸し、高士部落に

は安定し、経済状況は頂上に達した。しかも台湾

着いた。お互いに言葉が通じず互いに言い争い、

政治の本土化運動は押さえることができないほど

けんかとなった。それで高士の人が彼らを殺して

の潮流となっていた。人は島内の他の族群に関心

しまった。ただ何人かは四重渓に逃げていき、台

を持ち始めた。しかし、社会における原住民に対

湾政府に彼らを送り届けるよう要求した。

する関心はなお紋切り型で、原住民文化をたんな

日本に帰って以後、かれらは天皇に訴えた。天

皇は2000余人を派遣して台湾を攻撃した。牡丹の

る歌唱と舞踏と感じ、原住民を表面的な部分で理

解しているに過ぎなかった。

人を見て、日本人は誤って高士の人と思った。な

国民党政府は国語運動を推進し、本来文字を持

ぜなら牡丹の人の服装は高士の人の服装と同じだっ

たなかった原住民は更なる大きな衝撃を受けざる

たからである。その後、牡丹人一人が殺され、－

をえなかった。族人の中で30歳以下の人の母語使

人は部落に帰って頭目に報告した。頭目は石門の

用喪失は極めて深刻である。一つ前の世代との意

一番高い所に多くの人を派遣して日本人に岩を投

思疎通は直接の問題である。文字が無い状況で、

げた。日本は負けた。

加えて母語能力が不足である。しだいに若者は部

石門古戦場を過ぎる時に、父母はすこしだけ話

落との一体感を失いつつある。祖先の呼びかけを

すが、自発的に質問はしなかった。何か特別な感

感受できず、どのようにして祖先が残してくれた

情はない。ただ言語を学ぶことは重要で、お互い

精神を思考することができるのであろうか。

の誤解を生み出さないようにすることができるの
だといことを体得した｡」

このように先天的に多くの困難な環境がある。
以前はやろうとすることそのものがとても困難で

訳注本土とは故郷・郷士を言う。ここでは中国に対する台湾意識の台頭を指している。
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１．口伝による方法

あった。喜ぶべきことに近年本土文化がおこり、
思想レベルは進展している。しかし、このような

第三章の聞き取り過程で知ることができたのは、

時期にあって、部落の知識層は自らの責務として

120年前にあった牡丹社事件を質問することは相

仕事を起こし始めている。もし族人が自ら起こさ

当困難であるということである。なぜならば原住

なかったならば、他人がたとえ誠意のある援助や

民は文字の無い民族であり、その伝承の歴史的方

配慮をしても、原住民にとって本当に必要なこと

法は口から耳へ伝える方法や舞踏や吟唱を利用す
ることである。そのことによって族人は部落の歴

が了解されないからである。

史と習俗を知ることができる。たぶん、この種の
記録方法は伝承対象が異なり差異があり、かっこ

第三節小結

前の両節の聞き取り内容を総合すると、牡丹社

の件あの件と人によって記憶が定まっていないた

事件に対する族人の認識は部落教育と学校教育を

め、完全に伝承者の興味と（伝承する）機会によっ

淵源とすることがわかる。部落教育は族人が属す

て、記'億が後世に再口伝されていることに留意し

一族の年長者が話す歴史や親しい友達との会話の

なければならない。このような伝承過程は簡単に

中で、牡丹社事件に関係する知識が獲得される。

遺漏と誤解が生まれ、付け加えられる状況もある。

学校教育では族人が学校教育の中、すなわち教員

そのため簡単に失伝し、不完全あるいは原意を改

が話す内容や本の記述、関連する文献資料を読む

変し、歴史記憶をさらに暖昧にしていく。

事によって知識が獲得されていく。

Sinvaudjanの部落には、数人の女性の巫師が

本節では前の両節での内容を基礎におき、話者

いる。その中の－人は正巫師である。その他は副

の口述内容を対象に、戦後出生した世代である

巫師となる。女｣性の巫師は宗教儀式の主催者であ

Sinvaudjan族人の牡丹社事件に対する理解程度

る。仕事は占い、邪を駆逐し、病を治す等である。

と族人に影響する認識の要素を分析研究していく。

それに頭目の諮問に答える。この他に女性の巫師

は風俗文化の記録と部落歴史を伝承する仕事も請
け負っている。部落の史官ということができる。

（－）分析と検討

前の両節の部落中年から青年の聞き取り内容を

ただ外来宗教が部落に進入し、原住民はしだいに

見ると、実に驚き呆れると同時に憂える気持ちが

祖霊信仰を捨て去ろうとしている。現代医学が部

生まれた。ほとんど、だれも明瞭な描写ができず、

落に来て、巫師の地位と仕事はもう以前とは大違

さらに牡丹社事件を深く研究することは不用だと

いである。年少者が巫師と会う機会は極めて少な

いう。筆者は部落中大部分の族人の状況は話者の

く、さらに言葉の壁があり、巫師の知っている知

状況とほぼ同じであり、昔族人が日本と戦った戦

識を学ぶことは難しい。そしてSinvaudjanの正

争をあまり理解していないと大胆だが推論するこ

巫師QetelipDrengerはすでに百余歳である。

とができる。

多くのことは既に忘れてしまい、明瞭に説明する

「国は滅びるが、歴史は滅びることはない｡」と

すべがない。継承する若い巫師もまたこの方面の

いう一言を部落の子孫達は知らない。祖先は部落

歴史伝承の継承は無かった.これは非常に惜しい

の存亡のために壮烈な事蹟をおこした。まさに今

ことで、口伝文化の欠陥である。
この他、族人の口伝文化には喜ぶべきことは知

Sinvaudjan子孫となる資格を失くそうとしてい
る。後世の人は自分の歴史を理解できず、他の族

らせるが憂うべきことは知らせないという習慣が

群の強い文化の侵入に直面した時、容易に莊然と

ある。不幸なことはとても少ししか話さない。族

困惑し、しだいに自分の身分と文化を忘れるであ

人が日本人に抵抗した牡丹社事件ではとても多く

ろう。このことは非常に怖いことである。

の勇士を亡くした。これは族人にとって本来忘れ

聞き取りの結果生まれた問題に対して、部落の

てしまいたいことである。当時戦争に参与した人

現在の現象を研究する。その前に、まず以前の部

は全部犠牲となり、それゆえ事実経過を記憶して

落が如何なる方法で歴史を伝承してきたのかを理

いる人が極めて少ないということも了解できる。

解しなければならない。
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２．身をもって教える方法

｢徳澤」と表現しただけである。加えて社会の現

原住民のもう一つの伝承方法は日常的な営みに

代化の足並みは速まり、部落の交通は便利になり、

ある。部落の若者は日常部落の先輩と過ごし、先

'情報の流通はだんだん早くなっていった。原住民

輩の－挙手一投足から、先輩が身をもって伝える

は大きな環境の中へ入り込まざるを得なくなった。

ことを模倣・学習するとともに、体得するに至っ

もはや部落生活にあって、多くの原住民は主流と

た。昔の部落では、日常生活はもちろん、狩猟耕

なった社会環境に適応せざるを得なくなった。次

作においても、全てこの方法を利用して、後輩に

第に自分の文化を喪失する状況下、壊滅の状態に

各種知識を教えた。しかし時代の変化によって、

向かって歩んでいる。

このごろの族人は学校や仕事の関係で、いつも父

中年の族人は部落社会の仕組みが瓦解する時代

母の身辺には居らず、部落から遠くに離れ、学習

に生まれた。－世代前まではまだ単純な部落社会

の機会が極めて減少した。また母語が日常的に失

であった。彼らが成長したころの環境は部落が制

われていくために、世代間の疎通と経験伝承の媒

御力を失っていた。しかし、政府が介入した規定

介が無くなっている。家庭は共同の言語をなくし、

や法律が部落の内部まで深く入るすべはなかった。

家族の成員は深入りして生命を分かち合うすべが

彼らはまた部落の組織と現代の組織の交じり合う

無くなった。それ以外に生活の方法も大変大きく

矛盾の中にいた。迷いを生み出し、困惑もまた最

変化し、祖先が伝えてきた生活の知恵は、現在の

も深くなった。

生活ではそれほど重要でないことは明らかである。

部落組織の瓦解と同時に間接的に伝統的信仰を

原住民文化はこのようにゆっくりと失われている。

も変化させた。以前は巫師が一生の儀礼、誕生の
祈り、病気の治療、死亡の祈祷、狩猟の祈りを行

部落の伝承方法を解説した後、再度中年と青年

い、部落を統一し、歴史の伝承をも行う重要な人

が牡丹社事件を理解していない理由を検討したい。

物であった。それで巫師の地位は部落の中でとて

現在の原住民の歴史文化がたいへん大きな試練を

も崇高であった。ところが、次第に他の宗教が部

迎えていると帰納することができる。

落に入ってくると、もはや祖先の霊魂のために、
祭拝と祈りを助ける唯一の対象では無くなった。

１．環境要素

部落の信仰の対象は同じでは無くなった。それで

過去の原住民は部落社会に属していた。部落毎
に領域が形成されていて、自分たちの政治・経済

祖先を信仰の凝集力とすることに疑いが部落に生
まれ始めた。

と芸術があり、その他の部落を支配しようとは思

そして、国民党政府は国語政策を強力に押し広

いもしないのが、族群の考え方であった。したがっ

げ、このことが原住民の歴史文化に非常に大きな

て単一部落の言葉は比較的容易に伝えられた。こ

殺傷力を持った。母語は情感と経験を伝承する最

のため文字で記録することに発展することはなかっ

も重要な手段である。文化の霊魂ともいえる。そ

た。

のころ政府は政策を順調に執行した。全体的に

日本が台湾を支配して以後、原住民に対する異

｢国語｣を推し進めた。母語は大環境の中では少し

族統治が始まった。異族の制度と言葉を使用する

も役にたたないことが明らかであった。部落の青

よう強制された。部落社会を作ってきた仕組みは

年の母語使用能力はとても薄弱となり、学習する

瓦解した。そのころ日本は原住民を治めるために、

ことを望まなくなった．多くの先輩達との談話に

もともとあった仕組みを利用した。部落に対して

隔絶が生まれ、意気消沈させる結果となった。

大幅な変動はさほど無かった。風俗習慣、言語使
用は変化があったものの、影響は大きく無かった。

２．族中先輩の要素

戦後、国民党政府は原住民を一般社会の体系下に

話者の聞き取り内容から示す。通常一つ前の世

入れようとした。けっして原住民の歴史文化に深

代は積極的にあまりそのころの事情を話そうとは

く入って理解しようとするものではなかった。た

しない。もしくは話しても明瞭ではない。この原

んに「異族」をなるべく早く「融合」することを

因は戦争に参加した族人の生存者が極めて少ない

－４３－
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ことに帰結することができる。その上、喜びを伝

ある。以下国民中学、高級中学、大学専門学校の

え、憂いを伝えない習慣が伝統である。不幸な事

教科書から下記の内容を収録した。

を話すことはとても少ない。その上、族人の口伝

国民中学歴史用教科書第三冊・民国八十五年改

文化を担う伝承者といえどもこの事に興味がある

変編本七版、第十八章晩清的変局の内第四節自強

とは決まっていない。百年余りの時間が経過した

運動一台湾建設、第14頁：

ので、明瞭に話すことができる族人は少なかった

「同治十年（一八七一年）琉球の船が漂流し台

上に又少なくなった。これが大多数の－世代上の

湾に着いた。船員は牡丹社の原住民に殺害された。

族人がみんな明瞭に話すことができない原因であ

日本はこれをロ実に、同治十三年軍隊を派遣し台

る。

湾を侵した。この挑発行動が清朝を刺激し、海防

３．家系の背景と個人的要因

せた｡」

を重視し、積極的に台湾を建設することを決心さ
個人が家系の背景と同じではないのは、個人の

高級中学歴史用教科書第三冊．民国八十二年九

部落認識の程度が影響するからである。もし、家

版、第二十二章辺彊藩属的喪失與甲午戦争の内第

の中の年長者が喜んで部落の過去の話を理解し、

一節辺彊藩属的喪失一日軍侵台與併呑琉球、第３７

昔一世代上の人からその頃の事蹟を伝授されたな

頁：

らば、相対的年長者は再び下の世代に口伝するこ

「琉球はずっと中国の属国であった。同治十年

とができるはずである。そのような家族は、その

(一八七一年）琉球人が台風に遭い漂流し、台湾

ころの事』情に関して、一般的な族人に比べて詳細

の南端に着いた。その内54名が山胞に殺害された。

に知っている。

このことは本来日本とは関係なかった。ただ日本

中青年の聞き取り内容の中で,華恒撫さんを例

は同治十一年一方的に琉球王を藩王に冊封した。

に取る。彼は牡丹社事件の過程理解だけでなく包

同治十三年藩属の人民を保護することを口実に、

含する意義をも表現し、多くの表明も出している。

突然兵を派遣し台湾を侵した。珊矯（恒春）から

彼の家庭背景を見てみよう。彼の父母は知識人で

上陸した。いたるところ悪意的に家を焼き払い、

ある。もっとも父親は喜んで先達を訪ね部落の過

人を殺した。山胞は壮烈に抵抗した。清朝は福州

去の歴史を尋ねた。その上で喜んで子どもに話し

から船政大臣沈葆槙を欽差大臣として軍艦を率い

て聞かせ、人と彼が知ったことを分かち合った。

て台湾を担当させた。同時に陸軍も台湾に来て支

これにより彼は他人に比べて初めから技量が深かっ

援した。最後は双方が北京で專約を締結して解決

た。それに加えて継続して関心を持ち、多くを理

した。約条には日本の出兵は『保民義挙』という

解し、そのため関連する書籍を読みあさり、自分

字で現され、中国は琉球の被害者の家族に撫仙銀

で成長した。

十万両、日本が台湾で設営した道路や建物に銀四

しかし、部落の大部分の人あるいは家庭は日々

十万両を補償した。これによって清朝は日本が後

失われていく伝統・習俗・文化・芸術の部落にお

日琉球を所有することを承認してしまったと言わ

ける重要性を思考することもできない。民族』性が

れている。また、清朝はむしろ金銭と和平を交換

そうなった、あるいは異族に統治され思想が改造

し、武力で領土を侵犯するものに対抗することに

されてしまったのかもしれない。これは価値ある

怯えていることを明らかにした｡」

深く考えてみたい問題である。

大学用書傳樂成著中国通史、第二十六章清
帝国の乱亡の内第二節藩属的喪失と港湾の租借、

４学校教育が原因

690頁：

現在青少年の族人においては、部落の中では母

「同治十年（一八七一年）日本は使者を出して

語環境はすでに破壊され、－世代先輩の多くはあ

情と修好し、通商に関する条約を結んだ。琉球は

まりわからないので主体的に話をしない。だから

長く中国の藩属であった。また同時に日本に仕え、

個人として理解する機会が無い。ほとんど、現今

日本はこのことを藩属の状態だと考えていた。同

の教科書内容から牡丹社事件を知っているだけで

年琉球人数十人は航海し風によって漂流し台湾に

－４４－

高加馨（里井訳）：Sinvaudjanから見た牡丹社事件下

着き土人に殺された。十一年（一八七二年）日本

たことである。もしこの段階で牡丹の歴史を、

は使いを出して清朝に抗議した。清朝は処理を拒

Sinvaudjan原住民の観点から研究を更に明確に

否した。次の年、日本は台湾に出兵し、生番を懲

し、文字記録を利用することができるならば、教

らしめると声明を出した。清朝は艦隊を台湾に派

育にあっては族人のためにより多くの認識を正確

遣し防備をしいた。結果イギリスの調停で協議が

にすることができたならば、族群が真に牡丹社事

成立し、中国は賠償金50万両を払って、琉球が日

件およびその意義を理解し、牡丹人という民族意

本に藩属することを承認した｡」

識と自分のアイデンティティーを信じるための大

教科書の内容から理解できる。史書の編成はや

きな助けとなるであろう。

はり日本の侵略行為の指弾に重点をおいたもので、

まさに卑南族孫大川博士が言う｢原住民はたそ

事件の中で部落自身に関するほんとうの意義を説

がれ民族｣である。これはとても悲しい言い方で

明するものは無い。漢人の教育体制下で、原住民

あるとはいえ、争うことのできない事実である。

の子弟はすでに自分の民族としてのルーツを忘却

部落の再生に対して、筆者は以下四点を建議する。

しつつある。その実国民中学・高級中学の統一教

(1)部落の知識人を結合すること。(2)原住民の文学

科書のカリキュラムは部落の青少年学生に対する

や歴史学の人材を養成すること。(3)原住民部落教

影響がたいへん大きい。そのため彼らは教科書か

育を普及すること。(4)牡丹社事件紀念館を建てる

ら彼らの興味を引き起こすことが可能であり、そ

こと。

してその他の族群に対してもまた原住民の歴史を

知識人は部落再生の力量である。もし知識人が

理解する機会にもなる。このため、教材を編成す

部落の共同意識を目覚めさせ結集させることがで

る観点は用意周到でなければならない。幸運にも、

きたならば、その黎明はまもなく実現するだろう。

近年郷士カリキュラムが生まれて、新しい世代の

近年、本土文化はしだいに隆盛な学問となりつつ

族人が、更に容易に、更に広範囲に牡丹社事件を

ある。原住民文化もまた重視され始めている。多

理解できるようになった。したがって、現代の教

くの学者が原住民研究の仕事に投入されている。

育方法で、族人に自己の文化を学習させ、自己の

これは価値ある励ましである。この他に、さらに

歴史を認識させるには、やはり、部落の人の共同

部落の文学や歴史学の人材を養成すれば、部落自

努力が必要である。

身の観点で部落自身の歴史を書き出すことができ

その他注意すべきことは、現在の教育にあって、

る。このようなことが本当になり、部落にふさわ

多くの高等教育を受けたSinvaudjan族人がいる

しい自分たちの郷士教材も作り出すこともできる

ことである。但、大部分の若者は比較的人気のあ

に違いない。

る科目系か、仕事の機会の良好な師範学校を選び、

同時に部落の学校に民族学院を創立し、Sinva

極めて少数の人が歴史・文学のような人気のない

udjanの子弟を対象とする部落歴史文化の教育に

科目系を学習する。そのため原住民文学や歴史の

力をいれ、部落の優良な伝統精神を伝授する。牡

人材の欠乏を引き起こす。そして部落においても

丹郷内小学校の郷土教材に牡丹社事件に関する十

仕事の機会が少ないため、知識人が故郷に帰って

分に完成したカリキュラム内容を対応させる。

仕事している人はとても少ない。部落の中で高い

Sinvaudjanの子孫に、事件発生の時空的背景と

レベルの知識人を発見することは極めて難しく、

郷土を愛し地域を守った英雄の事を理解させ、部

留まっているのは老人と子どもばかりであり、部

落の先人の毅然とした精神を体得させる。このよ

落は活力を失っている。

うな一連の歴史はさらなる適切な認識と事件の意
義を明白にすることができる。

（二）建議と期待

そして、石門古戦場付近に、牡丹社事件紀念公

１．建議

園を企画し｢牡丹社事件紀念館｣を建設する。ＰＣ

以上４つの原因が、一般のSinvaudjan族人は

設備を利用して完成された資料を提供し、族人や

どうして百余年前の民族存亡戦である牡丹社事件

国民に牡丹社事件を知る機会と場所を保障する。

の理解がとても限定されているのかを探求して得

紀念館は牡丹社事件と牡丹郷各部落の歴史を認識

－４５－
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歴史の中に生かす義務と責任がある。それはただ

する活動を行うことができる。国民に対しては、

現在の時空にあって、台湾近代史上にとって重要

人類学者が研究論文の対象にするというものでは

な地位と歴史的意義があるものとして牡丹社事件

ない。族人が自ら眠りから覚めて始めて、部落の

を体得させたい。

歴史文化を重視するができる。族人に与えられる

政治社会環境を深く認識するためには、部落の未
２期待

来を共同思考し、部落の族人が安心して暮らせ、

筆者が部落で生まれたのは民国60年代である。

祖霊の庇護を感じ取れるようにしなければならな

小さいときから部落を離れ都市へ行き、漢文を学

い。

習した世代である。年齢が増えるにしたがって、

部落の命運である、部落の瓦解、母語喪失、人口

第五章結論

流出の目撃者となった。
その頃、父母は筆者によりよい教育学習環境を

聞き取り内容から部落の歴史文化が日々勢いが

望み、筆者を屏東で幼稚園に入れ、さらには遠く

弱くなっていることがわかった。その原因は本文

台北の小学で学ばせた。父母には仕事があり、祖

の第三・四章ですでに説明した。主要な外因は強

母とおばに面倒をみてもらった。その後、祖母は

大な異族による統治である。内因は部落の知識人

病気を患い屏東へ帰った。台北の中山国民小学を

の覚睡が不十分であったことである。昔祖先は異

覚えている。とてもよい教師梁先生に出会った。

族の侵略に対して激烈に抵抗した。たとえば1874

筆者の成績は一般の平地の子どもには負けなかっ

年の日本人に対抗した牡丹社事件、1890年牡丹社

た。しかし、クラス替え後の教師があまりよくな

は高士仏社と女佃社と聯合して清朝に対抗した。

かった。というのは筆者の原住民身分を軽視して

1904年族人が牡丹に派遣された日本警察の駐在を

いた。それで、筆者がもしそのクラスに継続して

殺した。1914年、族人は四林社が日本に抵抗した

留まっていたならば、たぶん筆者の人生にとって

暴動四林社事件に共鳴した。祖先はまず実際に行

悪い影響をもたらしたと思う、国民中学、高級中

動し、部落の生存・尊厳と歴史文化を守った。

学と教師も同級生の友達も含めて、筆者は｢正常」
な環境にいた。

長い間、政府は原住民の歴史文化を軽視してき
た。原住民文化の流失に相当大きな責任がある。

屏東で国民中学・高級中学に通い、故郷に比較

ただし、部落の知識人もまた責任がある。この幾

的近いので、いつもSinvaudjanに帰ることがで

十年自分の文化を大切にせず、文化の流失に出会っ

きた。往来している間、部落の変化が次第に大き

ても少しも警戒心をもたなかった。もしくはまっ

くなっていった。部落が変わったとずっと感じて

たく知らずに為すすべもなく消滅するのを見てい

いたが、「彼女｣の何が変わったのかわからなかっ

た。昔族人は文字がなかったので、百年来みんな

た。一群の友達に出会った大学生になって、筆者

で刻みこんだイメージを黙って引き受けてきた。

の内心の考えは変化し始めた。彼らが政府の原住

しかし現在は、自分のアイデンティティーと族群

民政策を検討するのを耳にし、原住民が遭遇して

の文化を重視する時代なので、部落の知識人は部

いる問題を討論した。これによって少し思索する

落において日々衰微する歴史文化に対して責任を

機会を得て、部落の問題の書籍を研究した。政府

持ち、認識と体得を再生し、さらに下の世代を教

の政策の背後にある原点すなわち、統治者／従

育して、部落の人としての一体感を生み出させな

順者、教化者／馴服者、優勢／劣勢、漢人／番人、

ければならない。このようにして部落は生き返る

文明／野蛮、全てが不平等の基点になっていると

ことができ、族人は自分のルーツを捜すことがで

理解した。部落を脅迫して執行された山地を平地

きる。

化する政策の結果、部落は瓦解し、母語を喪失し
たのである。

1871年の時空のもと、そのころの部落の風俗習
慣法律、牡丹社と各部落の関係、漕文本の演じた

過去の部落に押しつけられた関係をねじ切るた

役割は現在の考え方と当然同じではない。筆者は

めにこそ、部落の知識人は原住民の歴史を台湾の

話者から聞いた話と文献の内容を照らし合わせる

－４６－
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ことを試みて、牡丹社事件に関連する内容を解読
考証した。

現代社会の観点からみて、原住民の歴史的背景

を理解することは難しいかもしれない。だから、

原住民がこのように残酷に琉球人を殺害したと考
原住民の法律

える。しかし、もし時空が百年前に戻ったならば、

現在、琉球人を誰が殺したかをとことん追求す

ることは、ほとんど意味がないように思う。追求

このような状況が確かに生まれる可能性があった
のである。

すべきはなぜ琉球人は殺される事情が生まれたか
である。

その他の部落との関係

当時の社会環境と原住民の風俗習慣から見ると、

先達はSinvaudjan部落は高士仏山の山中から

部落は規定や法律を持っていた。当時周囲の部落

牡丹山の山中に移動し、さらに現在の牡丹村の位

全てと約定を締結していた。理由なく他部落の領

置に移動したという。しかし高士仏山山中の部落

地に進入できず、友好部落間でもここからそこま

が移動する前の位置J情景は調べようがない。先達

での決められた路線を往来し、もし遵守しなけれ

もまたSinvaudjanの最初はどこのどの地点にあっ

ば懲罰され、さらには誠首に至る。同様に外来の

たのか確定することはできない。ただ昔は毎年

琉球人は見知らぬ侵入者と見なされた。そのため

Paqaluqalu（現満州地区）の大頭目に貢物を送

いつでも衝突がおこる可能性があった。原住民は

る日は決まっていたと記憶されている。

族人の生存を保護するために必ず一定の警戒と防
衛行為を取らなければならなかった。

《恒春県志》第五く招撫〉からわかることは、

光緒末年牡丹部落、高士仏部落、女佃部落、牡丹

屠継善著《恒春県志》第五く招撫〉の記載によ

中社部落、加芝来部落、文率部落等九つの部落は

ると、そのころに部落の人口は：牡丹社261人、

猪膀束大股頭人を主とする管轄に属していたこと

牡丹中社69人、女佃社153人、高士仏社271人であ

である。したがって先達が言っていた進貢の対象

る。そこに66人の成人琉球男子が部落の勢力範囲

とは猪勝束の人に違いないということになる。そ

に進入してきた。一つの部落がいかなる大きな脅

してそのころ、牡丹部落、高士仏部落、女佃部落、

威と人数上の恐れがあったとしても、本来、部落

牡丹中社部落、茄芝来部落は友好的部落で、その

の法律ではかってに入ってきた人は戯首すること

上これらの部落は近隣で、それぞれの関係が密接

になっていた。しかし、琉球人はあまりに多く、

であった。

高士仏社の人は琉球人を追い出しバラバラにする
しかないということを知っていた。

日本が軍隊を派遣して射寮に上陸して部落を来

襲するという情報を山下の村民によって知らされ

当時牡丹社と高士仏社の部落の境は牡丹渓左岸

た。そのころ部落の人と山下の一部の平哺族、客

を境界としていた。聞き取りした内容と文献研究

家人との関係はとても好かつた。牡丹社の－世代

から推論すると、琉球人の経路は高士仏社の領地

上の話者が示したことによると、そのころ日本が

内にあった。牡丹社と高士仏社は連盟関係にあり、

攻めてきた時、保力人が知らせてくれたという。；

牡丹社と女佃社と茄芝莱社の関係も密接であった。

高士仏社人が言うにはそのころ日本人が来襲して

そのため、６６人の琉球人が高士仏社部落に進入し

きた時、統哺、海口の客家である親戚が知らせて

た後、高士仏社は牡丹社に外の大きなグループが

くれたという．そのころ族群関係が良好であった

進入したことを通知した。牡丹社は故郷の安全を

ことがわかる。この点を日本は理解し、山下の一

守るため、共同防衛した。琉球人は歩いて逃げた。

部が原住民を助けることを恐れたため、部落との

族人はそれで琉球人を追いかけた。劉天保の交易

関係が良好な四重人の武器を没収した。

所で琉球人を捜し出した。族人は部落の法律を執

文献では牡丹社と猪勝束社とは同盟関係にあっ

行することを望んだ。その上双方とも言葉が通じ

た。しかし、どうして部落が猪勝束社に毎年進貢

なかった。そのため誤解を生み出した。しかし劉

しなければならなかったのか、猪勝束社がどうし

天保は交渉を試みたが、遺憾なことの発生を防げ

て族人を管轄していたのか、族人が猪勝束社から

なかった。

分かれたのか否か、その後、ゆっくりと移ってき
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て牡丹に至ったのか、全て再度調査してみなけれ

戦況は全面的に進行しなかった。しかも恒春半島

ばならない。

の気候に適応せず、次々と病気にかかり死亡した。

戦争の経過

その他の部落の、有力者にたのんで、日本は友好

日本軍は早く戦争を終結したいと考えた。そこで、

一世代上の話者の口述内容から知ったことだが、

的であることの伝達の援助、すなわち、日本軍は

祖先は日本は何が原因で攻めて来るのか全く知ら

族人を敵とは見なさず、双方の協議を希望し、敵

なかった。日本が部落を攻撃して来るだろうと山

対状態を解除したいということを、Sinvaudjan

下の村民が情報を漏らした。それで部落の首領が

とKuskusに説明させた。部落の－世代上の先

偵察を出した。また日本もまた偵察を派遣して調

輩話者は、日本人に打ち負かされたわけではなく、

べさせた。日本の偵察は原住民の状況を知るため

部落の指導者は日本の友好的な態度に基づき双

に、山の中で挑発した。それで原住民は不明な人

方の敵対解除に同意し、これにより、調停人の意

が山に入ったのを見て、防衛的手段を構じた。

見を受け日本と協議をしたのだという。

日本が台湾を攻めるのに動員した兵力は3600余

石門の戦闘が終わった後、残った原住民部落の

人で、すべては正規軍ではなかった。一部は元武

指導者は、日本が何度も来て遊説するので、部落

士階級であった。また当地の人を道案内として利

の生存のため、日本人と会談することに決定した。

用した。人数・武器から見て日本軍は原住民より

《台湾全誌》〈牡丹社外二社酋長の投降〉の一文

も優勢であった。しかし、そのころの族人は地形

中には、牡丹社、高士仏社、女佃社など七つの部

を熟知し、地の利を占めていた。正面から日本軍

落の指導者が西郷従道と、保力庄楊有旺の家で会

に対抗する勝算は余り無いのは明白なので、ゲリ

見した様子が記載されている。記録の内容には、

ラ的に日本軍を襲撃して、日本軍に大きな脅威を

当時日本は族人を見下していたことが読み取れる。

与えた。文献では日本軍の戦死者は非常に少なく、

二人の頭目を、非常に態度が卑小で、臆病で、日

わずか数十人である。その他は全て熱病による死

本人を見て恐れる余り両足が震え、低頭し、西郷

者だという。これは多数原住民に殺されたと日本

従道を正視できない'憐れな人として描いている。

軍は認めるができないからである。

牡丹社頭目Kuliuを描いた内容もまた同様であ

文献の記載では、日本は三路に分かれて総攻撃

る。Aruquが族人を率いて日本に対抗したこと

し、牡丹社、高士仏社、女佃社の背後を捜し出し、

に極力関係ない振りをし、日本と戦争しておこっ

部落を焼いた。この件は調査では実証するすべが

た災難は全てAruqu個人が決定したといい、戦

なかった。また、牡丹社と女佃社の部落は相当分

闘が発生した時彼は山中で猟をしており、戦闘終

散しているので範囲がとても大きく、日本軍は全

了後族中の推薦を受け指導者を継いだと描かれて

部を破壊するのは簡単ではなかった。その後、族

いる。Kuliuと日本人の対話と態度を検証するす

人は元あった部落に新しく家を再建した。高士仏

べがない。しかし、部落で外部からの力がまさに

社は確実に日本軍によって燃やされた。ただし、

侵攻してくる時、Kuliuはなお山中で猟をしてい

日本軍が部落を発見する前、すでに部落は東の山

た。このような不合理なことは疑ってみる価値は

林に移動していた。そのため日本軍隊が焼いた部

ある。それゆえその内容の真実性はなお検討する

落は移動前の部落であった。焼かれた部落を高士

余地があるといえよう。

人はLinivuwanと言う。戦争で破壊された地域
という意味である。

溜文衣の役割

く航海の遭難と暴行1848-1867〉によると､1867
戦争後の会談

年李仙得は卓杷篤を訪ねて会談している。この時

石門の戦闘で－部の族人が死傷し、頭目Aruqu

の卓杷篤の勢力範囲はまだ不確定で、近隣の部落

親子が奮戦戦死した。族人は日本の武器の威力と

に対して、常時発生する困難を取り締まっていた。

人数が多いので、ゲリラ戦を行い、日本軍との正

たとえば本来卓杷篤の管轄に牡丹社は属していた。

面衝突を避けた。そのため日本軍は攻撃に苦労し、

この時すでに連盟を離脱し、その上部落の族人は
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高加馨(里井訳）：Sinvaudjanから見た牡丹社事件下
首領以外にその他の首領の権威を受け入れること

とで、清朝の反応をさぐる試金石であった。族人

を拒否していた。そのため、1874年日本が台湾を

が保力荘で日本人と会った時、日本人は次のよう

侵略した初期、卓杷篤の養子播文本は日本が牡丹

に言った。もし日本が族人を統治したならば、族

社、高士仏社、女佃社等の部落に進行する仕事を

人はさらに治安良好となり、夜にはカギをしなく

助けた。最初困難度は極めて高く、自分の部落の

てもよくなると話した。ここには日本の野心を残

族人に説明するだけでなく、さらにその他の同盟

すところ無く吐露している。そして射寮村の陳連

部落の'懐疑に対して釈明しなければならなかった。

風さんが言うには「その後日本人が来て、山上の

開始後まもなく日本が部落を攻めると知った時、

樹林の中に何かを埋めた。十数年後日本人が戻っ

牡丹社と高士仏社の指導者は日本の攻撃に抵抗し

てきて、地図に基づき正確にそれを探し出した。

なければならないと考えた。その後、播文燕は調

実にすごいことである｡」と。日本人の台湾侵入

停人として、牡丹社と高士仏社が日本に投降する

は計画的であったと見ることができる。

ことを希望した。しかし、牡丹社と高士仏社の族

日本は琉球漂流民遭難事件を口実に兵を起こし

人は日本に投降する理由がないと感じた。播文衣

台湾を攻めた。もちろんほんとうに正義で保護し

は助けないどころか牡丹社と高士仏社に投降を求

ようと思ったからではなかった。牡丹社を討伐す

めた。牡丹社と高士仏社は播文本に対する不満を

る日本軍は交戦中も何度もパイプを通そうとして、

造成した。

原住民との良好な関係を希望した。ただ、牡丹社

当時、播文本は彼の勢力がすでに以前のようで

と高士仏社の強い抵抗のために戦争となった。ほ

はないということを知っていたはずなのにどうし

んとうの日本の目的は実際に台湾を調査すること

て調停人になったのであろうか。播文本の後世の

と台湾原住民と良好な関係をうちたてることにあっ

子孫が言うには、牡丹社の死傷者が大きくならな

た。このことは牡丹社事件がおこる前、樺山資紀

いようにと思って双方の仲介者になったという。

等の人たちが台湾各地を調査し、宜蘭地区の平哺

しかし、牡丹社と高士仏社の先達は彼が日本の恩

族人と関係を結び、いっしょに漢人に反抗する件

恵を得たと思っていた。国民党政府が台湾を接収

を画策したことからもわかる。再度検証しよう。

して以後、彼は日本人と結託した国賊と考えられ、

日本の真の目的は台湾を侵略し、台湾を領有する

このためにそのころ日本が播文本・播阿比に与え

ことである。牡丹社事件は日本の台湾侵略の口実

た贈り物を没収している。播文本の役柄の功罪は

に過ぎない。

それぞれのたつ立場によって同じではないので、

当時日本軍がTjaljunayの部落に進入した時、

評価も同じではない。しかし、播文本を国賊と見

少女と老婦を捕まえた。その後日本は少女を日本

るのは適当ではない。なぜならば当時の原住民は

に連れ去って教育した。少女は日本の生活習慣を

いかなる国家にも属していなかったからである。

身につけ、日本語を学習させられた。その後年を

もし、播文蕪のような行為を現代の一言で形容

とって再び部落に帰された。適応困難で気がぼうっ

するならば、彼は「時勢を知る俊傑」な人である

として、しばらくして死んでしまった。少女の事

と言える。彼はよく考えて判断した。自己の部落

情と、日本統治時代初期の日本研究者伊能嘉炬が

の実力が日本に比べようがなく、部落の指導者と

ひきとって育てたタイヤル族の原住民少年少女と

なり、彼は族人の生命と安全を確保しなければな

似ているところがある。伊能嘉炬は特別に教育し、

らなかった。そして播文衣は事が終わった後、確

｢蕃童教育」の実験をおこなった。西洋化する日

実に部落が傷つかないようにしようと考えた。だ

本は、常に異なる種族に各種の実験改造を行い、

から、彼は日本と友好関係を保持し、牡丹社・高

各種族間の差異を研究した。

士仏社に協力しないことに同意したのである。
展望

日本の野心と計画

日本の植民地から台湾が脱して40年、外来の強

日本の文献からわかったことは、日本の台湾侵

力な文化の侵擾と偏執した教育政策の元にあった。

入は決して偶発事件ではなく、ある種のはかりご

独尊の主流文化の環境下、本士文化はまったく重
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視されず、本土文化に属する弱勢の原住民文化は

希望する。国民に牡丹社事件の歴史的意義及び台

急速に失われた。社会的大環境にあって、教育と

湾近代史上の重要な地位を明瞭にしたい。

メディアの両方面で、いわゆる原住民に対する負

筆者は一株の種子である。ひたすら愛する

のイメージが一般人の心中に刻印され、間違った

Sinvaudjanと原住民のために、その一員として

先入観念があり、その上族群関係の問題に対して

力を尽くしたい。筆者の下の世代に、原住民の歴

は反応が遅く無知であった。多くの平地に展開し

史と文化を学ぶ機会と環境を与え、悲情を捨て去

た原住民は多くの不平等な待遇を受けている。原

ることを期待する。Sinvaudjanの祖先が部落の

住民はずっと社会的に軽視・無視されている。

生存のために、侵入してきた日本と壮烈に戦い、

現在の教育内容上、原住民について書かれた記

勇敢に自分たちの郷里を防衛したことを下の世代

述は多くはない。大半は原住民の歌舞芸術文化に

の子孫に知らせたい。このことは、Sinvaudjan

重点が置かれている。歴史方面の叙述は昔の原住

の子孫が台湾人民の尊敬と記憶すべき事蹟を持つ

民社会の状況が書かれ、未開の族群一般のように

ことであり、値打ちのあることである。さらに、

描かれている。これでは原住民の子どもは在学中

この事件は台湾歴史上の重要な要点であり、台湾

自分の身分を認めることを蹟躍させ、他人の異様

近代史の発展に深く深く影響しているのである。

な眼差しを恐れ、さらには自己族人の歴史を理解
しようと思うことは不可能となる。教育方法の不

適当は族人に自分の文化に属さないことを迫り、
文化の差異は適応不良状況を作り出している。

学士卒業論文を完成するために、教育を思考す
ることによって、筆者は影響された。思いのまま

述べるならば、教育政策は漢人の意識によって作
られているので、原住民文化の差異性を全く尊重
しない。教育を受ける過程でも全面的に漢文化の

知識を受け入れている。原住民の知識文化を学び
ようがない。族人や事件と関係のある子孫を訪問
するにつれて、本気で過去の風俗伝統を思考体験

会得し、以前教育された中華文化アイデンティ
ティー意識を発見した。実際のところ全く正しく

ない。なぜなら筆者自身が正真正銘の揺篭者一

Sinvaudjanであることをほとんど忘れていたか
らである。

本文は主要にはSinvaudjanの観点で牡丹社事
件を検討している。そして原住民の視点で原住民
の立場で牡丹社事件を解釈している。文献上、漢
人と日本人の論点が記録されているが、これまで

原住民の見解はなかった。特別なのは、事件に参

与したSinvaudjan族人の見方である。文字のあ
る歴史は時には政治的要素によって変化する。文
字の無い原住民の歴史はいかにして真実を現わそ

うとするのか？筆者は本文の執筆を借りて、この
台湾近代史上の重要な事件が原住民の観点で論述
されることを希望し、牡丹社事件に関する未来の

研究がさらに詳細な真実が加えられていくことを
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