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葉　倩瑋　

Ⅰ　はじめに

植民地統治下台湾におけるジェンダーと空間
―植民地権力と私的空間―

植民地は男性の領域として語られ，女性

は二次的なサポート役を果たしているとし

かみなされない．植民地における人間と，

封建社会において抑圧されている女性は類

似している．この類似はつまり植民地にお

ける女性は最大の犠牲者だということを意

味する．

スピヴァク（Spivak 1988 : 280）は，植民地に

おける女性の立場について二重に植民地支配を受

けている（Double Colonized）と言い表した．す

なわち一つは家父長による，もう一つは植民地権

力による抑圧である．

従来の植民地研究では，支配―被支配関係をと

らえる場合その主体は男性であり，女性は男性に

付随するもの言わぬ存在として扱われてきた．ス

ピヴァクは「もし，(…) サバルタンに歴史がな

く，語ることができないというのであれば，女性

のサバルタンはより深く影の存在」であるとし，

被支配者側の女性は，歴史的に無言の主体 muted 

subject であると論じた（Spivak 1988 : 287）．また

ミルズ（Mills 1996a : 58）は，「女性は二重に植

民地化され，最大の犠牲者であるにもかかわらず

その抑圧状況は充分に明らかにされてきていな

い」と述べ，植民地における女性に関する研究の

不在を指摘している．

サイードのオリエンタリズム以来，ポストコロ

　特集：ジェンダーと地理学

ニアル研究やカルチュラルスタディーズにおいて

被抑圧者による言説が，植民地的状況からいまだ

脱しえぬ現況に対する異議申し立てとして，数多

く発表されてきた．とくに植民地の女性について

は，植民地主義や人々のアイデンティティの相克

に女性が深く関わってきたことが，従来の研究で

あまりに軽視され続けてきたことへの問題提起が

植民地の女性たち自身からなされるようになっ

た．女性が－支配者側も被支配者側も含めて－，

植民地主義の展開の中に組み込まれていたという

事実を理解し植民地主義の本質について再構成し

ていく必要がある．

　本稿は植民地台湾における権力と女性の関係を

空間から読み解こうとするものである．今まで等

閑視されてきた女性が植民地支配構造にどのよう

に包摂され位置づけられていたのか，植民地空間

における私的空間に焦点をあてて分析していく．

まず，植民地におけるジェンダー概念について空

間との関連から整理し，日本植民統治における同

化過程と女性の変容について考察する．その上で

植民地空間における女性と空間の「重層化」につ

いて検証していきたい．

Ⅱ　植民地研究におけるジェンダーと空間

　欧米では，1980 年代ポストコロニアリズムの

隆盛とともに，植民地における女性にも関心が向

けられるようになり，冒頭に挙げたスピヴァクを

はじめ，第三世界の女性による研究が植民地研究
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に新たな見地を開いた．第三世界女性の語る言葉

と語りの意味について考察を加えたトリン・ミ

ンハ（Minh-ha 1989），コロニアルな文脈におけ

る身体と場所，空間そしてアイデンティティ形

成との関係について論じたモハラム（Mohanram 

1999），帝国主義における民族とジェンダー，セ

クシュアリティの関係について小説，日記，オー

ラルヒストリー，詩文，ポスターなどから考察し

たマッキントック（McKlintock 1992）など，文

学をはじめとする学際的な分野から，被植民地支

配者の語り，発話の場所への問い，植民地解放後

も模索し続けるアイデンティティの問題など，多

くの論考が発表されてきた．従来，支配者側のし

かも男性の視点から表象されてきた植民地支配の

様相について，二重に抑圧され影の存在とされた

女性が初めて「影」でない視点から「語った」こ

とは，学問的のみならず社会的にも歴史的にも意

義深いことであった．

地理学の分野でも 1990 年代から植民地の女

性に関する研究が発表されてきた．ブラント

（Blunt）とローズ（Rose）によって編集された

ʻWriting Women and Space: Colonial and Postcolonial 

Geographiesʼ は，執筆者の多くが女性地理学者で

あるが，その目的とするところは，「女性を地理

学の正史のなかに位置づける」ことである．この

本が焦点をあてているのは，植民地で生活し植民

地支配に加担していたにもかかわらず，その存在

が看過されてきた白人女性である．白人女性によ

って著された旅行記や随筆の分析をとおして，知

識の生産とジェンダーとの関係を明らかにしたミ

ルズの研究（1994）や，帝国地図作成における女

性の役割に関するブラントとローズの研究（1994）

など，植民地に生きる白人女性らを題材にした文

学やテレビ番組，映画での表象のあり方を分析す

ることによって，植民地における白人女性を可視

化し，帝国主義支配への女性の関与を明らかにし

ようと試みている．また，ミルズはジェンダーと

植民地空間について数多くの研究を行っている

が，男性だけが存在するかのように表象されてき

た従来の植民地空間ではなく，植民地における英

国人女性と現地人女性との空間関係に焦点をあて

て，植民地という文脈におけるジェンダー化され

た空間関係について明らかにした（Mills 1996b）．

植民地におけるジェンダーと空間との関係につ

いては，多くの研究が積み重ねられてきた．西欧

のフェミニズム研究では，社会空間の公的／私的

空間の分離は，女性の抑圧を理解する上での一

般的な見方を示してきた．すなわち，女性が家庭

(home) に閉じ込められ，その活動範囲が制限さ

れていたというものである．家庭空間 (domestic 

space) ＝私的空間（private space）は元来女性の場

所として位置づけられたものであり，彼女たちの

公的空間へのアクセスは稀なこと，あるいは例外

的なことと認識されていた (Mills 1996b:130)．こ

の主張に対し，公的空間と私的空間の二分法は排

他性や差異が捨象されているといった批判もある

（Mills 1996a : 58）．しかし，男性・女性それぞれ

の「場所」は，人間生活の心理的，文化的，社会

的，経済的側面を見極め探究する場合に，その構

造的枠組みを提供するものであることも事実であ

る (Rosald 1974:23)．一般的に封建社会において

家庭は女性の領域であり，文化，政治，経済を統

括する公的領域は男性の領域とみなされている．

マルーリ（Marouli 1995 : 546）は，女性の社会生

活は家庭の周辺で展開することが期待されてお

り，したがって地理的な公的／私的空間の分離が

女性の家庭への隔離を一層強めることになると指

摘した．福田は「ホーム」をめぐる地理学分野に

おける理論展開について詳細に分析しているが，

近年「ホーム」についての公的―私的領域の二元

論的な理解を覆すような研究が展開していると述

べ，個人的なものと社会的・政治的なものとの交

差領域としてホームの検討が必要だと論じている

（福田　2008：26-27）．これは，植民地支配下に

おける権力と空間そしてジェンダーとの関係の分

析において重要な指摘である．
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このように，近年の植民地の女性に関する研究

において，被支配者側の立場から語る言説空間が

旧植民地帝国の西欧諸国において拡大してきた．

これによってもたらされた成果は，第一に今まで

語られてこなかった，植民地社会において植民地

権力と家父長権力によって二重に抑圧されている

植民地女性の立場に光をあて，無言の存在であっ

た女性に発話の権利を与えたこと，そして今なお

続く抑圧の状況から女性を「解放」する方法を考

え，また被支配者同様今まで不可視な存在であっ

た支配者側の女性が植民地主義の中でどのような

役割を果たし，被支配者側の女性と関わっていた

かを明らかにしたことである．

　かつて植民地帝国であった日本についてみてみ

ると，近年になって植民地に関する研究が次々に

発表されてきたが，植民地における女性に関する

研究はまだ緒についたばかりの状況である．旧日

本植民地の女性への関心が高まったのは慰安婦を

めぐる問題が議論されるようになった 1990 年代

ごろからである．元慰安婦の女性たちがその体験

を語ることによって，それまで公認されていた「歴

史」に対し，全く異なる角度からみた「歴史」が

提示されたのであった．女性の視点からみた「歴

史」が文書として書き残されていないとき，女性

たちは自ら「語る」ことによってしか，その歴史

的事実を構築することができない．1990 年以降，

上野が指摘するように，「『事実』と認められた歴

史の背後に隠された『もうひとつの現実』を発掘

する作業が，オーラル・ヒストリーによって精力

的に行われてきた」（上野　1998：14）のである．

それ以来，歴史教育，歴史認識，基本的人権，帝

国主義などの視点や植民地権力による「性の収奪」

といった視点から慰安婦問題がとらえられてきた

（朱　2005：14-17）．これらの研究によって「影

の存在」であった植民地女性が取り上げられ可視

化されたことは，女性史において画期的なことで

あった．しかし洪が指摘するように，戦争と「性」

というトピックにとらわれつづけるとしたら，統

治状況全体を規定するものとしての植民地権力と

いう，より大きな問題の解決にはつながらない（洪

2001：2）．

日本における旧植民地女性に関する最近の研究

動向としては，国家や歴史における「女性」の存

在自体が積極的に問い見直されるようになってき

ているといえよう（洪　2001；朱　2005；金　

2005；宮崎　2008）． 1980 年代にベネディクト・

アンダーソンによって，「国民国家」が「宿命」

として与えられたものではなく「想像」されたも

のであるという概念が提示されたが，上野は「ジ

ェンダー」もまた国民国家同様，「宿命」として

のあり方から「脱自然化」されたのだと主張する

（上野　1998：24）．それにより，女性は歴史にと

って受動的な存在から歴史をつくりだす「主体

的な意思決定者」となった ( 上野　1998：28-30)．

女性史のパラダイム・チェンジが行われたのであ

る（上野　1998：30）．それは女性が歴史の傍観

者ではなく，歴史に対する「責任」を追う主体と

なったことも意味する．植民地の女性に対する関

心もこうした文脈から生まれたといえる．植民地

における権力関係は，女性というファクター－支

配者あるいは被支配者としての－を加えることに

よって，初めてその重層的な構造を把握すること

ができる．

台湾において植民地の女性に関心が向けられる

ようになったのは 1990 年代以降の民主化以降，

台湾自らのアイデンティティ模索が始まったころ

とほぼ同時だとされる（洪　2001：4-5）．台湾の

女性史研究について，洪の整理によれば，第一に

女性を歴史叙述の直接対象として，「隠された」

女性の歴史を究明しようとする方向性，第二に歴

史における女性の主体性を明確にしようとする研

究，第三にジェンダーの視点から女性の政治的立

場について分析した研究が蓄積されてきた．これ

らの研究をふまえ，洪は日本植民統治時期におけ

る「新女性」の形成を通じて台湾社会の変容過程

を明らかにした．植民地社会の支配－被支配とい
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う単純な対立図式ではなく多様な変数を取り入れ

ることによって，植民地の社会構造をとらえ直そ

うとする画期的な研究である．しかし先述のとお

り，ジェンダーと権力に関する分析において，空

間というファクターがその関係の形成や維持に果

たす役割は大きい．

そこで本稿では，台湾の植民地都市に生活する

女性が植民地支配という社会的枠組と台湾の封建

的家父長制の規範のなかで，また権力とジェンダ

ー関係が反映された公共空間と私的空間のはざま

でどのように自らを位置づけ生活していたのか，

女性たちの社会や空間との関係性を大きく変えた

植民地政策と女子教育の実施と関連させながら明

らかにしていきたい．

植民地権力とは，単に法制度や統治組織などの

公権力のみを意味するものでもなければ，公共空

間のみにおいて駆使されるものではない．日常生

活や私的空間への権力の関与，そこへの女性のか

かわりや役割について明らかにされなければなら

ない．次章では日本の植民地であった台湾に焦点

をあて，植民地化によってもたらされた植民地女

性の変容について検討する．

Ⅲ　植民地台湾における「同化」と女性の変容

－「封建的女性」から「近代的女性」へ－

日本による植民地統治が始まった 1895 年当時

の台湾社会は，中国南方の封建的家父長制の規範

を基礎として成立していた．纏足に象徴されるよ

うな伝統的慣習は台湾においても継承され，女性

をめぐる環境は男尊女卑の封建的規範によって規

定されたものであった．日本統治初期，纏足は「陋

習」とみなされ，解纏足のための運動が各地で繰

り広げられた．纏足からの解放が，植民地統治に

おける最初の「女性解放」であったともいえる 1）．

植民地化は女性にとって，一方では封建的規範か

らの「解放」でもあった．植民地化の進行に伴い，

女性の求める規範／求められる規範は変容してい

くことになる．

本章ではまず植民地社会における同化の様相を

国語 2) と学校教育の普及から概観し，それに伴う

台湾における「女性像」の変容についてみていき

たい．

　1．背景：台湾の同化過程

　1） 植民地統治政策

日本の台湾統治が始まった 1895 年から 1920 年

ごろまでの統治政策は，日本内地とは異なる特別

立法制度によって統治する「分離政策」が採られ

ていた．治安が平定し財政基盤も安定した 1920

年ごろからは「内地延長主義」いわゆる同化政策

となる．これにより台湾社会でも内地の法律が適

用されることとなり，理論的に台湾は日本の一部

とみなされ，教育制度，地方制度などが内地延長

主義の下，日本と同様の制度が導入された．戦時

体制に入った 1936 年ごろから台湾は日本の南進

基地として位置づけられ，皇民化政策が実践され

た．具体的には国語の常用，新聞の漢文欄の廃止，

神社参拝の強制，改姓名の奨励などで，1942 年

からは陸軍特別志願制度，1945 年には徴兵制が

導入され，台湾は総動員体制へ組み込まれること

になった．日本の植民地統治において特徴的なの

は，経済的統合に加え「文化統合」を求めたこと

である．それは大東亜共栄圏構想に象徴されるよ

うな日本を中心とする東アジアの新秩序の形成で

あり，台湾と朝鮮はその中でも重要な地域として

位置づけられていた．これらの地域を「完全なる

領土」とするため，「日本人の精神的血脈」であ

る日本語を普及すること，そのための学校教育を

充実させることが同化政策の主要な柱となった．

原住民や女性を含むあらゆる台湾人が「国語」を

話すことが「日本人」となる第一の条件とされた

のである．
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　2） 国語の普及

領有当初，日本は台湾での国語教育に消極的で

あったが，伊沢修二が学務部長として派遣されて

からは積極的に推進されることとなった．領有の

翌年 1896 年に国語教習所が設置されたが，その

目的は，「本島人ニ国語ヲ教育シテ其日常ノ生活

ニ資シ，且本国的精神ヲ養成スル」ことであった．

続いて教員養成をめざす国語学校が設置され，さ

らに 1898 年には公学校が設置された 3）．公学校

は台湾人のための学校であり，日本人のための学

校として「小学校」が置かれ日本人と台湾人は別

学であった．公学校設立の目的は「国民たるの性

格に同化する訓練を行い同時に国語に精通させ

る」こととされ，国語によって台湾人の子弟を「同

化」するための基礎学力づくりを目指した．公学

校生徒は七歳以上十三歳以下，修業年限は六年で

ある．公学校への本島人の就学率は，1906 年に

は 5.31％に過ぎなかったが，1918 年には 15.71％

に増加した（陳　2001：259）．

分離政策から同化政策へ移行すると，国語の普

及はますます重視され，日常生活での国語の常用

が推進された．その一環として，台湾教育会教育

部が国語普及の宣伝歌を募集し，入選曲は学校で

子どもたちに歌わせることなども行った．総督府

は北原白秋を台湾に招へいし国語の普及歌を作製

した．そのうちの一曲「台湾青年の歌」4）の一節

は次のような歌詞になっている 5）．

　

君見ずや南の島，

国強く，道はただし．

内台われら一に，

旗と靡き，

天皇の下に生きむ．

「台湾，台湾，

ここぞ我が島

いざ守れ，我等，

我等ぞ，

台湾青年．」

　

国語普及を声高に叫んでいないが「内台融合」

や皇国の意図が盛り込まれている．

当時文部省国務部長だった芳賀矢一は，小学校・

公学校教員講習会で「国語の教育は唯単に言葉を

教へるのみがその目的でない．  （…）   要は国語

の裡に潜めるものに由り，我が帝国の世界に冠絶

せる国体国風を了解せしめ，之によって国民精神

を涵養することを以て，その真目的とせねばなら

ぬ」6）と述べている．国語教育は単なる言語教育

ではなく，「同化」=「日本化」というイデオロ

ギーの具現化のために台湾統治に組み込まれてい

くこととなった．

　1931 年には国語普及のため各地方庁の農山漁

村に至るまで国語講習所が設置され，公学校に入

学できなかった人々への国語教育を開始した。学

校教育を受けたことのない主婦なども日本語の習

得が奨励された．翌 1932 年には「国語普及十年

計画」が設定され，10 年間で国語理解者を 50％

にまで引き上げることが目標として掲げられた．

その結果，台湾における国語理解者の割合は早く

も 1939 年に目標どおり約 50％に達し（表１参照），

1944 年には 71％に達した（Tsurumi 1977:148）．

表 1　国語理解者の割合

注） -- : 統計なし

資料 : 『台湾年報』（台湾総督府統計局）各年次．

年 男性（人）女性（人）
計

（人）

人口に
占める
割合 (%)

1905 10,801 469 11,270 0.4
1915 50,143 4,194 54,337 1.6
1920 87,897 11,168 99,065 2.9
1930 294,677 70,750 365,427 8.5
1937   -- -- -- 37.8
1938 -- -- -- 41.9
1939   -- -- -- 45.6
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皇民化政策期になると国語は，「国民精神の発

露」，「国体の精華の現れ」とみなされ，国語の神

聖性が増した．佐藤 (1943:221) は，「皇民の民と

生れ，国語を語り得ずして何の御奉公ぞ，国語語

ること自身が奉公である」と述べているが，国語

の普及は皇民化における使命であったといえる．

学校教育を受けなかった女性たちは，国語講習所

での受講が積極的に奨励された．

   同化とは理論的には被支配者に支配者と同等の

権利を与えること，ということであるが，実際に

は他者の文化を押し付け土着文化を抑圧しようと

する過程である．日本は言語からその目的を遂行

しようとしたのである．「日本語は日本人の精神

的血脈である」という上田万年の著名な言葉に示

されるように，文化統合において言語はその象徴

ととらえられていた．駒込はこれを帝国主義的膨

張に適合した「言語ナショナリズム」として分析

した（駒込 1996:357）．女性たちもこの「言語ナ

ショナリズム」の膨張の過程に取り込まれ，とく

に都市では統治末期には日本語が常用されるよう

になっていた．

　２．封建的規範の中の台湾女性
日本統治初期，上述のように台湾は清代の封建

的規範に基づいた社会が形成されていた．中国本

土に比べその家父長制度はゆるやかであったと

いわれており，その理由として，辺境に位置する

こと，また移民社会であり農業社会であったた

め，女性労働力が重要であったことが指摘されて

いる ( 瀬地山 1996:252)．女性の地位は比較的高

かったが，封建社会であることには変わりはなか

った．日本統治初期，植民地化の影響がまだ小さ

かった時期の女性の典型的な姿とはどのような

ものだったのだろうか．植民地政策の影響には地

域差があったため，ここで対象とするのは，都市

に居住する台湾知識階層に属する家庭の婦女子

である 7）．この時期の女性の多くは，纏足をし（あ

るいは途中まで行い），学校教育を受けず，ほと

んどの時間を家で過ごし客人とさえ顔を合わさ

ない，まさに深窓に暮らしていた．女子に教育は

必要ないとする規範が支配的で，彼女たちの多く

は，教育といえば家で漢文をたしなむ程度で，母

親から裁縫や家事一般を教わり「良き母，良き妻」

としての修養を積んだ．つまり封建的家族規範の

中で成長してきたのである．その規範の中では，

女性は男性に付随するものであり，主体性のない

存在としてみなされてきた．伝統的な風習として

残っていた纏足などはその象徴であろう．小さな

足は「金蓮三寸」と称され，伝統中国の女性にと

って重要な美の要素のひとつであり，良縁と家族

の地位を高めるために必要なものであった 8）．こ

のような家庭で育った女性は，当然のことながら

結婚後の家庭においても同様の規範にしたがっ

て生活した．家庭においては，家事一切の責任は

負うが夫にも舅にも姑に対しても従順に従い，自

らの意見を主張することなどはほとんどなかっ

た．その生き方は，夫や子供，舅，姑の世話をし，

先祖代々の祭壇を守り，やはり代々継承されてき

た伝統行事を執り行い，自らの服装や髪型，生活

様式も伝統を守って生活することであった．した

がって，彼女たちの行動空間はほとんど家庭とい

う私的空間と近隣地域に限られ，また人間関係も

家族・親戚そして近隣の人々と狭かった．彼女た

ちの生活世界は，家庭という私的空間と近隣空間

でほとんど完結していたといってよい．

　しかし私的空間において彼女たちは絶対的な

「権力」をもち，子どもたちを教育し夫を支えた．

その「権力」は家族の規範の遂行において駆使さ

れ，私的空間において親から受け継いできた伝統

的行事や慣習が実践された．私的空間にいるかぎ

り，「封建的」女性にとって「植民地権力」は外

界での話であり，彼女たちへの直接的影響はほと

んどなかったといえる．しかし，彼女たちにとっ

ての「植民地権力」の実質的な影響は，子どもた

ちの成長に伴ってしだいに顕著になってくる．
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　３．同化と台湾女性：「近代的女性」の誕生
古い規範に生きた母親たちを娘たちは，「伝統

的すぎる」「迷信的」とみていた 9）．では，娘た

ちはどのような規範を身に付けたのであろうか．

1920 年代ごろから登場する「近代的」女性は，

纏足などの旧慣をやめ，学校教育を受け，日本語

を使い，日本式のマナーや服装を身に付けた 10）．

台湾人女性における「新世代」の誕生には日本の

同化政策が深く関与していた．同化政策で女子に

与えられた教育機会が，新しいタイプの女性を生

みだすきっかけとなったのである．

　ここでは「近代的女性」誕生の背景を女子教育

の進展から考察する．

　1）分離主義政策期の女子教育

分離主義政策期における学校教育の目的は，国

語の普及と「民度」の低い台湾人を教化すること

であった．教育を重視しそれを植民地統治の基礎

とする体制はこの時期に整備されたということが

できる．

植民地統治初期，女子は植民地政府にとって教

育の対象として数えられていなかった．当時の女

子に期待されていたのは，むしろ解纏足をはじめ

とする「陋習改革」であった．しかし解纏足運動

の中で，伊沢をはじめとする熱心な教育者は，台

湾知識階層の家族に対し女子教育の必要性を説い

た．最初の学校（国語学校）が設立された台北近

郊の士林の周辺には多くの郷紳の居宅があった

が，日本人の教育官僚はその一軒一軒たずね歩き，

娘を学校へ入学させるよう説得してまわったとい

う．ほとんどの家庭は娘を学校へ行かせることに

消極的であったし，また学校へ通うことになって

も女子生徒は纏足をしているため，さまざまな問

題が生じた ( 第三高等女学校聯誼会編 1982：15)．

しかし熱心な教育者と台湾人知識層によって，台

湾人女子への教育は，領有の翌年 1896 年，国語

伝習所で始まる．さらに翌年には国語学校第一附

属学校女子分教場が設立された．国語伝習所での

初等教育の科目は国語と作文・読書，算数，習字

であり，国語学校第一附属学校女子分教場では，

これに修身と唱歌，裁縫，編物，造花，習字が加

わった ( 第三高等女学校聯誼会編 1982:19-20)．こ

の分教場が 1898 年に第三附属学校の手芸科とな

り，手芸科の卒業生は公学校教員となった 11）．

1898 年，国語伝習所が廃止され公学校が設置

された際，女子生徒のために裁縫科が設けられた

が，生徒数は全台湾でも数人しかいなかったため

女子単独の学級はなかった．翌年から女子教育に

ついては，女子生徒数が増加した場合には女子

のみの学級を設け，進学率の高い地域では女子

公学校を設立することになった（游 1987:59-60）．

1902 年第三附属学校は，第二附属学校となり，

さらに 1910 年附属女学校と改められた．

　しかし分離政策期には総督府は女子教育には消

極的であった。教育関係者と台湾知識人の熱意と

努力がむしろ総督府を動かし，女子教育を充実さ

せていくことになった．1907 年，国語学校附属

女学校が設立された後から状況は改善し，総督府

も同化政策期になってようやく女子教育に本格的

に着手するのである．

　2） 同化政策期の女子教育

同化政策期における学校教育は，植民地政策に

おける台湾人への同等の義務と権利の付与という

内地延長主義の原則を受けて， 1922 年の改正台湾

教育令 12）により，台湾人と日本人の共学が認め

られ，「内台融合」が図られた 13）．これは台湾人

に名目上の教育機会の平等化をもたらしたが，裏

返せば漢文化の抑圧と日本文化の強要を意味し

た．

「同化主義の是非は兎に角，植民政策上，教育

事業の確立が，其の根本的要素たるものなれば，

最も重要なる位置にある」（林 1929:92）ことから，

学校教育は国語と並んで同化政策の重要な柱とな

り，総督府による女子教育の制度化が始まった．

女子教育が初めて規定されたのは，1919 年に
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発布された台湾教育令においてである．この勅令

は台湾人の教育について定めたものだが，第十三

條に「女子高等普通学校ハ女子ニ高等普通教育ヲ

施シ婦徳ヲ養成シ生活ニ有用ナル知識技能ヲ授ク

ル所トス」とある．また台湾教育令の趣旨を示し

た台湾総督府諭告第一号では，女子教育について

「女子ニ在リテハ貞順温和ノ徳ヲ養ハシメ」（台湾

教育会編　1925：826）と記され，台湾人女子は

日本が理想とする「女性像」へと教育されていく

ことになった．女子高等普通教育の修業年限は 3

年であったが，これは日本人向けの高等女学校に

比べて 1~2 年少なく，日本人向けの教育とは明ら

かに差別化されていた．しかし同化政策の下，台

湾人女子のための教育制度がここに初めて確立し

たのである．

　1919 年にはまた「台湾公立女子高等普通学校

官制」が発布され，これによって従来の国語学校

附属学校は公立の台北女子高等普通学校となっ

た ( 第三高等女学校聯誼会編 1982:21)．同年，台

北に台湾公立女子高等普通学校とその附属公学

校，彰化（台湾中部）に台湾公立彰化女子高等普

通学校が開設された．高等普通学校における教科

目は，修身，国語，歴史，地理，算術，理科，家事，

裁縫，手芸，図画，音楽，体操であり，このほか

随意科目として漢文，教育を加えることができ

る，と定められていた ( 台湾教育会編 1925:820)．

台湾公立女子高等普通学校の目的は規則第六條

( 台湾教育会編　1925：828) によると，

　一　何レノ教科目ニ於テモ徳性ノ涵養ト国語ノ

練熟トニ留意シ国民性格ヲ確立セシムル

コトニ力ムヘシ

　二　貞淑温良ニシテ慈愛ニ富ミ勤倹家事ニ従フ

コトヲ好ムノ習性ハ女子ニ最必要ナルヲ

以テ何レノ教科目に於テモ常ニ此レニ留

意シテ教授セムルコトヲ要ス

　三　知識技能ハ常ニ生徒将来ノ生活ニ適切ナル

事項ヲ選ヒテ之ヲ教授シ成ルヘク実際ニ

応用セシムルコトニ力ムヘシ

つまり，台湾における女子教育の目的は，日本語

の習熟，日本国民としての性格・特性の形成に加

え，貞淑温良・慈愛・勤倹家事に従事する女性の

育成であった．家庭において男性を支える良妻賢

母の育成が女子教育には求められていた．皇民化

政策期に入ると，「子どもを立派な皇民」に養育

できる母親の育成という目的が新たに付加され

ることになる．台北の女子高等教育機関は，1921

年に台湾公立台北女子高等普通学校は台北州立

台北女子高等普通学校になり，さらに 1922 年，

台北州立第三高等女学校と組織変更され，台湾人

女子にとっての最高学府となった 14）．

　3）皇民化政策期の女子教育

皇民化政策期の学校教育では，「国民教育が国

家の大本」( 鷲巣 1941:244) となり，国民学校制

が導入され皇民錬成が教育の目標となった．政治

的にも経済的にも社会的にも文化的にも植民地の

人々は徹底して「皇民」化していくことが求めら

れた．

植民地時代における教育の普及をみると，就学

率が 1940 年には 60％近くに上り，1943 年には義

務教育制度が導入され，1945 年には台湾人児童

の就学率は，80％に達し（鐘 1993:237），数値の

上では「成功」を収めたといえる．

　皇民化政策が本格化した 1942 年には「国民学

校令」が制定され，初等教育の小学校・公学校は

統合され「国民学校」へと統合された．教育勅語

も導入されることとなり，台湾人子弟たちは「同

化」「皇民化」されていくことになった．女子教

育においてもその目的は同化政策期とは変質する

ことになった．このとき改正された台湾高等女学

校規則第五條からもそのことがうかがえる（山本 

1999:41）．

　　

一　教育ノ全般ニ亙リテ皇国ノ道ヲ修練セシメ
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国体ニ対スル信念ヲ深メ至誠尽忠ノ精神ニ

徹セシムベシ

二　皇国東亜及世界ニ於ケル使命ヲ明ニシ皇国

女子タルノ責務ヲ自覚セシメ職分ヲ尽クシ

テ皇運ヲ扶翼シ奉ルノ信念ト実践力トヲ涵

養スベシ

　　

　この時期の女子教育は，皇国の使命を自覚し，

銃後を守る女性の育成が目的とされた．

　植民地台湾における女子教育は以上述べてきた

ように，同化政策への転換に伴い制度化され充実

していく．皇民化政策においては，台湾人女性も

国家に包摂され，「皇国女子」として「国を理解

し守る」という役割を担い，国家への忠誠を尽く

すことが求められていくようになった．

こうした皇国教育によって，日本への憧憬の

念，忠誠心を実際に当時の台湾女性は抱くように

なった．日本教育を受けた女性たちへの聞き取り

調査 15）では「本当の日本人になりたくて仕方が

なかった」（台北在住，台北第一女子高等学校卒

業，1931 年生れ）「日本人名に改姓する友達がう

らやましくて，なぜうちは改姓してくれないのか

と思っていた」（台北在住，台北第一女子高等学

校卒業，1932 年生れ）といった発言が聞かれた．

彼女たちは，毎日教育勅語を諳んじさせられてい

たので，現在でも間違わずに暗誦できるという．

軍歌も当時，毎朝のように歌わされていたと語る．

戦争については，「必ず日本が勝つと信じていた．

だってそのように毎日教えられていたもの」とあ

る台湾女性は話し，「今から考えれば単純だけど」

と付け加えた．

　４．同化による女性の変容

植民地権力の意図は如実に教育に反映され，教

育の実践を通じて，植民地の人々の思考や意識，

生活を支配した．その影響力は分離主義から同化

主義，そして皇民化政策へと時代を経て教育制度

が確立していくにつれて強まった．その内容はと

もかく，教育は台湾人女性が「家」から解放され

公的空間へ一歩踏み出す機会を与えた．女子教育

の環境が整備されていくにしたがって，家に閉じ

こもっていた女性たちの世界が外へと開けてい

く．女子教育の進展は女性たちを大きく変容させ

た．

教育をうけた女性たちは学校で習得した知識，

考え方や生活態度を，家庭へと持ち込み，結果と

して家庭における雰囲気や家庭教育のあり方な

どに影響を与えることになった．つまり彼女たち

は日本が意図した同化過程を家庭へ伝達する役

割を果たしていたのである．これこそ植民者たち

が意図した同化の形であった．すなわち「皇民化

は家庭から」のキャッチフレーズのもと，女性は

家庭における皇民化の推進を期待され，同化政策

から皇民化政策へと移行するにつれ，女子教育も

それに伴って拡充されていったのである．女子教

育は，植民地権力が実際には手の及ばない家庭

に，その「意図」を深く浸透させる機能を果たし

た．台湾人女性は，無意識のうちに（あるいは意

識的に）家庭における「同化」＝「日本化」「皇

民化」を推進する役割が課されたのであった．

こうして日本語を話し日本的な礼儀作法や思考

様式を身につけ，私的空間と公的空間の境界を何

の躊躇もなく越えていく台湾女性が，教育を通じ

て誕生した．わずか 10 年から 20 年の間に，読み

書きさえ出来ず旧い伝統慣習の中で生活してい

た女性たちを「文明開化」させたのは，同化政策

により実施された女子教育であった．国語の普及

と教育は，植民地女性の生活や思考，規範を変え

その行動空間を拡大した．

同化過程の進行はまた，植民地女性の間の分化

をもたらした．植民地下台湾では一つの家庭に伝

統的な慣習を守り台湾語を話し家庭に閉じこもっ

て生活する女性と，日本教育を受け日本語を話し

公共空間においても活動する女性がいた．家庭と

いう私的空間は，彼女たちにとってどのような場

所で彼女たちはそこでどのように生活していたの
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Ⅳ　植民地空間におけるジェンダーと

　　私的空間の重層性

植民地という異民族支配下の都市空間では民族

によるセグリゲーションがみられる．植民地お

ける空間関係は，民族別のセグリゲーションに

加え，ジェンダーによる分化がみられた（Mills 

1996b:130-131）．空間のジェンダー化は公的空間

と私的空間の分離という単純な二分法に還元でき

るものではないが，台湾の植民地都市空間におい

て，ジェンダーによるか否かはともかく，公的空

間と私的空間の分離が明瞭であったことはたしか

である．日本総督府にとっては，台湾人の私的空

間はなかなか踏み込めない「聖域」であった．

　１．植民地支配下の家庭と権力の介入

家庭における同化・皇民化の浸透を目的として，

1937 年に「国語常用家庭」という制度が導入さ

れた．これは総督府がある一定の条件を満たし，

「日本化された」と認定された家庭に与えた資格

である．国語家庭認定の条件として，国語を家族

全員が常用することのほかに，神宮大庥の奉齋，

位牌の更新，家庭の生活様式や思想などの条件が

あり，それらの審査を通らなければ「国語常用家

庭」として認定されなかった ( 石　1993:184)．国

語常用家庭に認定された家族は戦時中には米や

塩，砂糖が多く配給されるなどの特権が与えられ

た．多くの場合，区長などが率先して国語常用家

庭となり，地域の人々に奨励する形で推進されて

いった．この制度は文化統合のイデオロギーをま

さに具現化しようとするものであり，日本化の過

程を台湾人の家庭において可視化するものであっ

た．1942 年 4 月には 9,604 家族，77,679 人が国語

常用家庭と認定された（呉　1992：362）が，そ

のほとんどはエリート階層の家族であった．

皇民化政策期に入ると植民地政府は家庭での国

語の使用や家庭教育の必要性，そのための女性の

役割の重要性を強調するようになった．総督府図

書館長の山中（1937：43）は，「台湾の国語化は

家庭から」と題する記事を雑誌『台湾婦人界』に

寄せ，「夫人が国語の教育学習に理解を持って子

弟を励ま」さなければ「到底国語の普及は勿論，

学習者の進歩向上は望まれない」と記している．

さらに，

家庭の婦人がたが，国語の有難さ，尊さを

感じ，国民として如何すべきかを考へ，近い

内に台湾が津々浦々まで国語化することを予

想し，（中略）一日でも早く子弟に学習させ，

同時に自分達も勉強し，一家挙って国語を用

る，更に之を他の家庭に及ぼし，進んでは部

落，街庄と国語化の範囲を拡大し，而して台

湾の国語化を一日も早く実現させる様にした

いと思ふ．

と述べ（山中　1937：44），国語の普及に向けて

女性に大きな期待を寄せている．

太平洋戦争が始まり総動員体制に入ると，その

論調はより一層強まり家庭教育による皇民化の必

要性が教育者を中心に婦人雑誌や皇民奉公会など

で訴えられた．当時台北師範学校教授であった佐

藤は家庭教育の振興は「皇国の重責を負荷するに

足る健全有為なる子女を育成薫陶」する上で「刻

下の急務」( 佐藤　1943：220) であると書いている．

「重大な責務」を負った母親たちは，「日本婦道の

修練を積み，子女育成の真義を把握し，強健なる

母体の錬成」を期す必要があった．また家の生活

も「日本的性格」に高めねばならないと佐藤は主

張した．そのために「必ず神棚を設けて日常礼拝

を怠らず，祭祀を行事として厳粛に執行し，敬神

崇祖の精神を具現せしめなければならない」と述

べている．こうして皇民錬成の上にもつ女子の地

位は「あまりにも大きい」ものとなり，女子の皇

だろうか．次章ではその検証を通して植民地統治

下における私的空間の意味を考えていきたい．
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国教育の振興が叫ばれた．その意図は佐藤の次の

文章に集約されている（佐藤　1943：220）．

思ふに女子は家庭文化の支持者であり創造

者である．而して家庭文化の母胎である以上，

本島女子の教育は此の意味で大いに振興され

なければならない．そして皇国文化を本島の

家庭に移植し，そこに豊かに結実せしめる為

に，皇国文化を受け入れる教虔と勤勉とを持

ち，而も想像力を併せ持つ女性を教育すべき

である（中略）所謂お嬢さんの教育ではなし

に，真の日本伝統の婦道の修練をなし，皇国

文化の創造者として逞しき戦士を養成しなけ

ればならない．

　佐藤は学校教育が刷新され，家庭教育の振興に

より「皇国的家庭文化が建設され，学校と家庭と

が一体的教育活動を開始することになれば，本島

皇民錬成は飛躍的進展を見るであろう」( 佐藤　

1943：221) と述べ，家庭教育と社会教育の連関

の必要性を説く．加えて台湾社会全体が皇民化し

ていくためには，学校・家庭・社会三位一体の教

化組織を確立しなければならない（佐藤　1943：

221）と力説した．こうして「聖域」であった家

庭への植民地権力の介入が進行していったのであ

る．

　2． 私的空間の重層性と権力への「抵抗」

前述のように，異文化の権力が支配する公的空

間と被支配者の生活の場である私的空間とはきわ

めて明確に分離していたが，同化政策によりその

様相は変容していく．公的空間のみならず私的空

間にも同化の影響が及んだのである．皇民化キャ

ンペーンの強化によって漢文欄の廃止や寺廟整

理，皇民奉公会の結成などが次々と展開し，否応

なく私的空間もその影響を受けたことも背景にあ

る．その影響を公的空間から私的空間へと伝達す

る媒体となったのが，教育を受けた若い世代であ

った．公的／私的空間の境界は当然存在するもの

の，両者を隔てる壁はしだいに薄くなり，日本的

な生活様式や思考様式が「国語常用家庭」ならず

とも台湾家庭に流入していった．公的／私的空間

の境界のあいまい化は，ジェンダー空間の境界も

希薄化していく．「聖域」はもはや「聖域」では

なくなった．上野が指摘するように，「ジェンダー」

の発見は「家族」という「もうひとつの社会」を

発見することになり，さらに，家族が国家や市場

から少しも自律的でないことを明らかにした（上

野 1998:24）．植民地の女性が私的空間に縛り付け

られていたとするステレオタイプ的な概念は，必

ずしも該当しなくなる．

女子教育の確立とともに，教育を受けた女性

は 1940 年代には 60％以上に達し，それらの女性

たちは学校の教師や医師，助産婦など職業婦人と

なって公的空間で活動するようになった．しかし

一方で，家庭にも同化が波及するなかで，教育を

受けず「同化」に影響されない人々がいた．教育

を受けなかった「封建的」世代＝旧世代の女性た

ちである．彼女たちも多くが政府の奨励に従い，

国語講習所に通って日本語を学んだが，「戦争が

始まりあまり行けなかった」「通い始めたらすぐ

に終戦になってしまった」16）などの理由により，

結局日本語を常用できるレベルには達しなかった

のである．国語の習得，常用化を同化の指標とす

るならば，彼女たちは最後まで同化しなかったこ

とになる．結果として，同化の進行とともに台湾

人家庭は，台湾と日本の文化が重なり合う複雑な

空間を成した．プラット (Pratt 1992) のいう「コ

ンタクト・ゾーン」は，公的空間だけに生まれた

のではなく，私的空間においても形成された．つ

まり台湾人の私的空間に漢文化と異文化である日

本文化がぶつかりあう空間が誕生したのである． 

台湾の植民地空間のジェンダー化を私的空間／

公的空間の分離ととらえるならば，同化によって

その境界はあいまいになっていった．あいまい化

した私的空間は多文化な重層的空間を形成した．
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こうして公的空間だけでなく台湾人家庭の私

的空間にも同化政策が巧妙に浸透していく中で，

台湾の伝統的漢文化や慣習は，日本植民地時代を

通じて保持され続けた．近隣ネットワークは私的

空間における漢文化的生活様式の保持と継承に重

要な役割を果たした．伝統や慣習の維持において，

近隣ネットワーク，すなわち日本語を話さない「非

同化」の旧世代の女性同士のネットワークが機能

した．台湾人居住区では近隣ネットワークによっ

て女性たちが協力しながら，娘たちも動員し家庭

での祭礼や先祖崇拝の行事，季節行事などを執り

行っていた．台湾人居住区の近隣空間では，昔か

らの寺廟は維持され，中国的景観が残存し，旧

世代の女性たちが安心して生活できる空間であっ

た．こうした中国的慣習の維持と実行は，日本に

よる権力的支配と同化の推進の中で，ある意味「抵

抗」として機能した．しかし実行していた当の旧

世代の女性たちは，抵抗と意識していたわけでも

なく，生活のルーティーンを守り慣習行事を執り

行ったに過ぎなかった．Huang と Yeoh(1996:110)

は次のように述べている．

　　女性は彼女たちに対する構造的・社会的圧

迫の受動的な犠牲者ではない（…）ほとんど

の女性は，その抵抗を試みるための複数のそ

して臨機応変な方法を見出す．彼女たちはさ

ほど伝統的枠組みやプロセスに明白な抵抗や

破壊を行うわけではないが，しかし限定され

た空間の中で，巧妙な交渉や働きを行うので

ある．

若い世代が男女を問わず同化されていく中で，

日本教育を受けなかった旧女性たちは，あくまで

も「漢文化」の空間に生活していた．私的空間に

おいて伝統を維持し実行していた旧女性は植民地

社会・都市空間の中で確固とした自己意識を持ち，

自らの場所を築いていた．同化することなく，あ

る意味で植民地社会のマージナルな位置にあった

彼女たちが，自らの家庭と近隣空間で守り続けた

漢文化的生活様式は，植民地社会における植民地

権力に対するゆるぎない抵抗だったといえよう．

しかし旧女性たちは，植民地権力を通じてでは

なく，家族を通じて植民地支配の現実と向き合わ

なければならなかった．学校や職場で日本語を習

得し，家庭でも日本語を使用する家族のなかで，

日本語を話さない彼女たちは孤独であった．ある

台湾人女性は次のように語った．

子供たちはいつも学校から帰宅すると父

親のところに行って親しそうに日本語で話

していたけれども，私はその会話に加わる

ことはできなかった．そんなときとても寂

しかった 17）．

彼女以外の家族同士は日本語で会話し，彼女に

話す時には台湾語を使用した．日本語が話せない

ことにずっと引け目を覚え，半世紀以上経っても

その意識は消えていなかったのであろう．98 歳

の時，彼女はこう言ったのである．「日本語が話

せると尊敬されるのよ．」

このように植民地権力は，私的空間にも巧妙に

日本化を浸透させ，教育を受けていない「非同化」

世代の人々に，心理的な傷跡を残した．旧女性た

ちは，家族に囲まれて生活しながらも疎外感を味

わっていた．旧世代の女性たちと次世代の子ども

たちの間には越えがたい溝が形成された．「近代

化」から取り残されたこれらの女性たちは，従来

の研究で主張されてきたように，植民地支配と家

父長制の中で抑圧された「犠牲者」であろう．し

かし本当の意味での彼女たちの「犠牲」は，家族

が「他者」となってしまったことである．

それでも旧世代の女性たちは家事一切を取り仕

切り文化や慣習を維持する役割を一手に引き受

け，植民地支配と相対していた．植民地支配下に

おいて，私的空間はたしかに同化や皇民化の波に

浸食され「聖域」ではなくなっていた．しかし私
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的空間が「最後の砦」でもあったことも事実であ

る．彼女たちは漢文化をそこで維持し，自らのア

イデンティティをも保持し続けたのである．その

姿は日本人の目にも明らかだったのであろう．あ

る教育者は次のように台湾女性を評した 18）．

本島の女子は余程母国人の想像だも及ばぬ

程の勢力を家庭に振るって居る．

　

彼女たちを変えなければ，夫や子どもたちを同化

していくことはできないと彼は指摘した．

台湾の私的空間において女性はたしかに強い影

響力を持っていた．植民地空間では支配者の抑圧

とそれに対する被支配者の抵抗や受容，妥協とい

った権力のせめぎ合いがみられた。植民地におけ

る私的空間においては，異文化を押し付ける支配

者と自文化を保持しようとする女性との間で、権

力のせめぎ合いが展開していたといえる．

Ｖ　結語

　植民地統治時代の 1895 年から 1945 年は，日本

にとっても，また台湾にとってもいわゆる近代化

の時代であった．台湾にとっての近代化の過程は

「日本化」の過程でもあった．この時代，女性を

めぐる社会的環境・生活環境は一変した．植民地

空間には育った時代によって，行動範囲も使用す

る言語も生活様式も異なる女性がともに生活して

いた．旧世代の女性は，家庭において自分以外の

家族が「日本化」し，しだいに自分とかけ離れそ

の結果，家庭という私的空間で疎外されていくこ

とを感じながら生活していた．それが彼女たちに

とっての「日本植民地支配」の記憶であった．

本稿は，日本による「近代化」の功績を評価す

るものでもなければ，台湾の人々の「犠牲」を訴

えるものでもない．植民地支配下でも人々は生活

していかなければならなかったのである．それぞ

れの時代において人々はその環境に適応して生き

てきたが，日本の植民地統治の痕跡は建造環境や

社会的経済的システムよりむしろ人々の記憶に深

く刻まれたことを，植民地台湾に生きた女性から

読み取ることができる．しかし彼女たちが粛々と

実践してきた伝統は，戦後もそして現代にも生き

残った．母親のことを封建的・迷信的と批判して

きた娘たちは現代の台湾で，母親たちが守ってき

た文化や風習を受け継ぎ忠実に実践している．

　本稿では植民地における「被支配者」である台

湾女性に焦点をあて，権力支配とジェンダーと女

性の変容，空間の重層化について考察を行ったが，

いくつかの課題が残されている．ひとつはジェン

ダーについて考える場合，「男性」との関係性か

ら私的空間をとらえる必要があるということであ

る．もうひとつは植民地における「支配者」であ

る日本女性と「被支配者」である台湾女性とのか

かわりである．植民地空間の権力とジェンダーの

関係を考察する上で，これらの視点を加えた検証

が必要である．植民地の女性たちが織りなす空間

の様相を明らかにすることを今後の課題とした

い．

注
１）　 解纏足運動については，洪（2001： 23-72）参照．
２）　 植民地統治において，日本は「日本語」とい

う用語ではなく「国語」という用語を用いたので，
本稿においても「国語」を使用する．

３）　公学校の設立に伴い，国語教習所は同年，廃止
された．

４）　この詩は四番まで歌詞があり，ここで引用した
のは四番の歌詞である．一～三番は台湾の美しい
風景を称えた歌詞が並ぶ．

５）　游（1999：102-103）参照．
６）　芳賀が台湾総督府の招へいにより小・公学校教

員講習会の講師として訪問した際に行った講演の
内容が雑誌『台湾教育』135 号（1913 年 8 月号）に「台
湾通信」として記載されている（陳 2001:161）．

７）　このような伝統的規範に生きる女性のことを洪
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（2001）は，「旧女性」と称した．
８）　植民地政府は，纏足を「悪習」として問題視し，

統治 5 年目ごろから各地で台湾士紳による解纏足
運動や天然足会が展開 された．1915 年にはかなり
その数は減少した（洪　2001：23-30）．

9）　台湾在住 84 歳の台湾人女性への聞き取り調査
（2007 年 4 月実施）による．

10）　このような女性を洪（2001）は，「新女性」と
称した．

11）　手芸科の卒業生が教員になったのは，その上の
女子教員養成機関がなかったためである（教育資
料調査会　1939：66）．

12）　1919 年発布の台湾教育令によって台湾人のため
の教育制度が初めて確立されることになったが，3

年で改正された．
13）　ただしこれはあくまでも原則であって，日本語

を常用する者は「小学校」に，日本語を常用しな
い者は「公学校」に入学することが定められた．
必然的に日本人は小学校に，台湾人は公学校に通
うこととなったのである．

14）　台北には第三高等女学校のほかに第一高等女学
校と第二高等女学校があったが，いずれも日本人
子女のために創立された学校であった．そのため
第一，第二高等女学校では，台湾人の女子学生は
ひとクラスに 1 ～ 2 人しかおらず，優秀なだけで
なく台湾人のエリート層家庭の子女しか入学でき
なかった．

15）　2007 年 12 月台北にて実施．
16）　当時 97 歳女性と 95 歳女性への聞き取り調査

(1997 年 7 月実施 ) による．
17）　1900 年生れの台湾人女性への聞き取り調査
（1997 年 6 月実施）による．

18）　高木（1908：32）より引用．
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