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第1章 台湾の歴史と島

1 台湾の範境と歴史区分

台湾の歴史は､長演文化や網形文化に代表される5万年前の旧石器時代晩

期に遡るといわれるが､明朝の版図に組み入れられるのは 1662年になって

からであるO その直前は､オランダ (1624年～ 1662年)の統治下にあったO

スペイン (1626年～ 1642年)もその間に一時的に統治 したことがある｡

台湾の歴史は､おおむね以下のように区分されている｡(注 1)

◇旧石器時代 :5万年前開始 (長演文化､網形文化)

◇新石器時代 :7千年前開始 (大全文化)

◇金属器時代 :2千年年前開始 (十三行遺跡)

◇国際競争時代 :1624年～ 1662年 (オランダ､スペイン)

◇明朝時代 :1662年～ 1683年

◇清朝時代 :1683年～ 1895年

◇日本統治時代 :1895年～ 1945年

◇光復以後 :1945年～現在

台湾 (董滞)という呼称は､｢大員｣､｢茎員｣とともに Taywan に対する

漢語訳の一つである｡墓碑は､元来､台南安平の原住民部落の呼称であった

という. したがって､｢墓碑 ｣ とい う言葉は､当初､台南地区を指す呼称で

あったが､清朝以降､全島を指す言葉となったo毒筆という語は､日本統治

時代は渉湖群島を含めて使っていたが､現在では膨湖群島はもちろんのこと､

金門諸島と馬祖列島をも含む言葉となっている｡

ところで､台湾は中国の歴史上､どのように呼ばれてきたのであろうか｡

三国時代の 『三国志』の ｢呉志｣や 『臨海水土志』(沈宝)において､台湾

は ｢夷州｣(または夷洲) と表記されている｡台湾について､｢夷州在臨海
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東南｣､｢土地無雪霜､草木不死｣､｢土地鱒沃､既生五穀､又多魚肉｣のよ

うなところとして捉えている｡

晴時代には､台湾は ｢流求｣と呼ばれようになった｡情事に ｢流求園､居

海鳥之中､首建安郡東､水行五 日而至､土多山洞｣とある｡実際のところ､

広東省から台湾まで渡るには 1ケ月近くかかったようである｡610年に晴の

場帝が朱寛を流求に派遣 したが､そのとき地元民は初めて通商のための艦船

をみたという｡

唐時代にはいると､福建省あた りの開発のために大陸中央部から人口移動

(移住)を図ったが､一部は関南地域を経由して大陸と台湾の間にある膨湖

島-渡 り､生活や経済活動を行った｡9世紀末葉の頃であった｡

宋時代には台湾 ･膨湖と大陸との関係が密接になるが､その要因として以

下のような点が挙げられているo①政治的動乱等によって閑人が潜湖や台湾

本土に逃亡したこと､②福建省や漸江省は丘陵地が多く耕地が不足 していた

ため､③海上貿易が盛んになり､羅針盤や天象儀の発達があったこと､など

である｡

12世紀の前半に､漢民族が膨湖島-移住 して､福建 と台湾の交易に従事

し､潜湖島と大陸の関係は密接になっていったo交通手段がまだ発達 してい

ないとき､人や文明の移動は島伝いに行われたことが､台湾においても確認

できる｡大陸と台湾の関係に重要な役割を担ったのは､それ らの間にある膨

湖島であったのである.台湾でもっとも古い鳩祖廟 といわれる天后宮が酵湖

･馬公の地に建てられたのも､このような交易の歴史があったからである｡

南宋時代には､潜湖島は泉州の曹江の管轄下におかれ､多くの漢民族が海

を渡って膨湖島に来島し､漁業や耕作を行った.潜湖は海中大洲 と表現 され､

農作物は粟､麦､麻であったとされる｡現在は耕作されていない作 目である｡

元時代にも潜湖島-の漢民族の流入は続き､当時の元朝は巡検司 (現在の

派出所)を設置 し､管理 した (1335年)｡これは､台湾 ･潜湖地区で最も早

い設置であった｡
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元時代の台湾は ｢瑠求｣あるいは ｢琉求｣と称 されていた｡明時代以降､

｢琉球｣ は現在の琉球 (沖縄)を指すようになったが､それ以前の琉求は台

湾を指 した｡明から清にかけて､漢人は小琉球､東番､大員､台湾を台湾全

島あるいは部分台湾を指すのに用いた｡1620年に明政府は ｢董滞｣を公式

名称 として使用するようになった｡当然に､膨湖は明朝の版図に入っていた｡

明朝は海禁政策をとり､16世紀中葉か ら中国東南沿海で勢力をふるって

いた海盗 (日本の海盗が倭遠)に対する政策 として､民間人の海上活動を禁

止 し､潜湖に居住する人々の福建-の帰還を求めた｡当時､膨湖は漢人移民

の活動区として認められていたので､台湾は膨湖を通 して大陸 との接触を頻

繁にすることができた｡

明末に清の兵士が福建-進攻 したとき､鄭成功 (園姓爺)は当初は関南に､

後に台湾に根拠地を構えた｡なかでも虜門と金門は最も重要な拠点であった｡

虜門と金門を跳び板にして大陸沿岸-の攻撃を行っていた｡今 日でも金門や

虞門には鄭成功ゆか りの建物や井戸などが残 されている｡鄭成功が 2万 5千

人の軍民を率いて台湾に転進 したのは 1661年であった｡

鄭成功の父 ･鄭芝龍は 1646年に清に降伏 したが､鄭成功は反清活動を続

けていた｡ しか し､南京城外で敗北 し､慶門-撤退を余儀なくされる｡そん

ななか､1652年に台湾で反オランダ運動が起き､鄭成功は台湾人民の期待

をになって､台湾を牧復するのに成功 した｡清朝が海上封鎖するなかで､鄭

軍は台湾のオランダ東イン ド会社を劫掠 し､鄭成功は大陸貿易の通訳 ･何斌

(鄭芝龍の部下) と談判 した｡何斌は鄭成功に海図やオランダ人の植民動態

を与え､鄭成功の台湾奪取に貢献 した｡1661年に鄭は東征 し､9ケ月の苦戦

の末､1662年にオランダ人を降伏 させた｡鄭成功は､1662年6月に安平城で3

9歳の生涯を閉 じた｡

ところで､19世紀中葉には台湾は国際貿易による利益を享受するようにな

る｡茶､蕉糖､樟脳のいわゆる台湾三賓によって､国際社会-躍 り出ること

ができた｡台湾三賓の輸出先は､アメリカをはじめ､南洋諸島や ヨーロッパ
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であった｡輸出港は淡水港が中心であった｡

当時の琉球との関係では､牡丹社事件がある｡琉球は清王朝に冊封 してい

た｡一方､日本は､明治維新後､積極的に海外-の勢力を伸ばそ うとしてい

た｡そうした中､1871年に琉球 ･宮古の漁船が台風に遭遇 し､台湾南端まで

漂流してきた｡54名の乗 り組み員が犀東 ･牡丹社の原住民に殺害された｡18

72年に日本は冊封 していた琉球を日本国の属国とみなし､自国民を保護する

ためという口実で､1874年に西郷従道を統帥にして台湾-攻めた｡犀東四重

渓古戦場に上陸し､焼き払ってしまった｡1875年に日本は琉球に対 して中国

-の朝貢をやめさせ､1879年に琉球藩を廃止して､沖縄県を創設 した｡

2 日治時代と台湾

1895年 4月 17日､台湾 ･膨湖は馬関条約によって日本に割譲された｡同

年5月には樺山資紀が総督となって日本統治が始まる｡その月に台湾民主国

が設立されていた｡1895年～1902年の間は､台南を中心,に武装抗 日運動が行

われた｡

日治時期の区分は､次の3期に分けられる｡

武官統治 (1895年～1919年):抗 日活動の鎮圧

文官統治 (1919年～1937年):内地延長主義

武官統治 (1937年～1945年):皇民化運動

日本の台湾統治の最終目標は同化を図ることであった｡そのために､武装

抗日運動を制圧 して､台湾資本主義化の基本を完成させることが重要であっ

た｡

1919年～ 1937年は､日治時代における同化政策の時期である｡第 1次大

戦後､民族自決の思潮が高まった時期に相当する｡世界 5強を目指していた

日本の国力は急速に発展し､台湾の植民地経営も内台一体や内地延長主義に
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のって日本内地の延長線上に位置づけられた｡学校教育が普及 し､日本人と

しての台湾人の教育が行われた｡台湾地方自治法案が成立し､台湾史料の編

纂も行われたOなお､1930年 10月に起きた霧社事件のように､抗 日の感情

は根強く残っていた｡

1937年～ 1945年の 8年間は､日治時代の皇民化運動の時期として位置づ

けられる｡七七事変後､日本は侵華戦争を引き起こし､太平洋戦争-と突入

する｡ 日本は挙国戦時体制下に入 り､国家総動員法が台湾にも適用された｡

台湾は完全な日本化を要求され､日本人として戦争に協力し､太平洋の前進

基地としての役割を担わされた｡

内台如-を標語として､台湾人の皇民化､台湾の工業化､南進基地化図る

ため､日本語の普及と漢語方言の使用禁止を行い､台湾人の姓名を日本名に

改変させられた｡ 日本神道を普及させ､徴兵制も実施 した｡また､工業や林

業､製糖業､鉄道建設などを進め､工業化路線をとった｡台湾拓殖株式会社

や熱帯産業調査会を作ったのもその頃である｡

多くの工廠は各種武器の製造に携わった｡

台湾経済は日本資本主義と軍国主義の為に殖民地開発され､台湾の資源と

労働は搾取された｡たとえば､農業では水利濯概や農業技術の改良､甘煮と

稲の大量作付け､新型製糖工場の建設､土地改革等を行って､産業振興を図

った｡しかし､このような農業の発展は､台湾にとってどのような意味をも

ったのだろうか｡これは､農業-台湾､工業-日本という垂直型分業形態で

あった｡台湾は､日本の工業原料生産を担 う役割が付されたのである｡台湾

側から観れば､搾取と掠奪の対象とされたのであり､反 日感情は高まった｡

日本側からの評価は､｢少なくとも現在に於いて台湾は日本が成功 したる

唯一の殖民地なり｡｣(持地六三郎 4貢)とい うものであった.清国治下に

あって腐敗 し荒廃の状態にあった台湾を変革 して､平和を与え､秩序を定め､

統制を立て､資源を開発 して産業を振興させ､原住民に新経済生活に導いた

日本の台湾経営の治績は大きいというものである｡台湾施政の目的が ｢土人
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