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1 ｢新刊図書紹介｣(�台湾

日日新聞�(1910.11.23).

台湾図書館所蔵は第7、

26~33号、41号が欠け

ている。

2 浜田四郎、遠藤弁二�新

撰商業要項問答�(博文

館,1904), p.166. また

ここには、｢台湾関税

に特別なるもの如何｣

という問いに対して、

台湾の税関では海外向

けの貨物に輸出税、日

本本国向けに出港税が

課せられる、という説

明もある(p.182)。台湾

の輸出税と 出 港税は

1910年に廃止され、翌

年の関税自主権完全回

復にともない新関税定

率法が台湾にも適用さ

れたため、台湾と本国

の関税制度は完全に一

致することになった

(谷ヶ城秀吉�帝国日本

の流通ネットワーク―

流通機構の変容と市場

の形成�日本経済評論

社, 2012, p.90-96.).
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1. はじめに

本稿で紹介するのは、日本統治期台湾の税関職員が編集にあたり、また読者

の大部分も税関関係者だった�台関�という月刊誌である。この雑誌は1906年5月3

日付で創刊された。いつまで発行されていたのかは不明だが、国立台湾図書館の

所蔵では1909年11月1日刊の第43号までが確認できる。ただ、台湾日日新報の記

事によれば、翌年11月に第55号が出ていることが分かる
1
。

税関というのは当時、外部からどのように認識される空間だったのだろう

か。1904年刊行のある書物の一節を引いてみたい。

問 税関の意義を述べよ。

答 税関は諸外国と国際貿易をなすに当りて、自国の福利を増進せしめんが為

に、経営する処の一機関にして、其制度は国家の財政、其他の施政の目的を

達せんとするものなり。

税関の制度は、各国其主義及組織を一にせずと雖も、要するに国家が生存の

目的の為に、又文化の目的の為に施こす処の設備の一にして、国際競争上の

須要機関の制度なりとす
2
、

税関は、他国と貿易をおこなうにあたり、自国の利益の増大のために設置さ

れる必要不可欠な機関であるとされている。税関職員に対する言及はないが、こ

の説明にしたがえば、かれらは｢諸外国｣と直接あるいは間接に向き合いなが

ら、｢自国の福利｣｢生存の目的｣｢文化の目的｣のために遂行される任務の前線に立

つ者であるということになる。

�台関�は植民地台湾における税関業務、またそこで働く職員たちの姿を知る

ことのできる重要な史料である。しかし、この雑誌がこれまでの研究で利用され
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ることはあまりなく、あったとしても、個別港湾の研究や台湾文学研究で、掲載

されている記事や作品が散発的に引用される程度であった
3
。
 

そもそも、日本統

治期台湾の税関については、その制度的側面をはじめとして先行研究が手薄であ

り、最近になってようやく、日本統治期の税関制度の確立や変遷、税関刊行物や

統計資料の全体的な把握、日本統治期と国民党政府来台後とのあいだの連続性/非

連続性などが論じられるようになっているというのが実情である
4
。
 
�台関�にこ

れまで光があたってこなかったこともむべなるかなである。

本報告ではまず、日本統治初期の税関制度の変遷を簡単に紹介する。次に�台

関�の前身にあたる雑誌に言及しながら、創刊当初の�台関�の編集体制および編

集方針について確認する。そのうえで�台関�の初歩的な分析をおこない、�台関�

という税関職員のメディアで展開されていた議論や情報の一端を紹介する。

2. 日本統治初期の台湾税関

1858年に清国が締結した天津条約および1860年の北京条約により、西洋列強

に対して台湾各地の港が開かれることが決まり、1862年に滬尾(淡水)、1863年に

鶏籠(基隆)、1864年に打狗(高雄)、そして1865年に安平と、税関があいついで設

立された。制度上は滬尾と鶏籠が淡水関、安平と打狗が台湾関となり、1895年の

日本統治開始までこの4か所の洋海関で税関業務がおこなわれていた
5
。

下関条約により台湾が清国から日本へ割譲され、5月24日に総督樺山資紀に随

行して広島宇品を出発した総督府職員のなかには、税関事務の責任者として野村

才二がふくまれていた。野村はもともと横浜税関の官吏で、1884年から1887年

にかけて｢税関鑑定改品ノ事務修行ノ為｣サンフランシスコへの留学を命じられて

いる。1893年には高等官に昇進して税関鑑定官となり、神戸税関の鑑定課長に就

いたが、1895年5月に非職となり総督府財務部関税課長心得に任じられた
6
。
 

野村

は広島から京都に移されていた大本営で、台湾にある清の洋海関の引き継ぎを命

じられていたという
7
。

なお内田真木によれば、野村が横浜税関に勤務していたときの税関長は有島

武郎の父、有島武で、野村の母親は有島家の家政に従事していたことがある。野

村と有島の交流は深く、野村は当時の国際情勢を有島に講じていた。また、有島

武が援助していた有島家本家の有島健助も統治初期に淡水税関に勤務している
8
。

 

有島健助については第4節でふたたびふれる。

1895年8月、軍政実施のために制定された台湾総督府条例で民政局が設置され
9
、

民政局分課規程で規定された局長部、内務部、殖産部、財務部、学務部のうち、

財務部には租税課と関税課が置かれた。関税課は｢海関税ニ関スル事項｣を分掌

し、野村が課長に就任した
10

。

3 楊惠琄｢清代至日治時期

梧棲港街的發展與貿易

變遷｣(暨南國際大學歷

史學研究所碩士論文 , 
2011)。林哲安｢日治時期

台灣花生栽培與花生油

產銷｣(政治大學台灣史

研究所碩士論文，2011)。
趙偵宇｢日治時期台灣現

代散文研究―觀念、類
型與文類源流的探討｣

(台灣大學台灣文學研究

所碩士論文，2014)。楊
は、これまであまり利用

されてこなかった�台

関�が、日本統治初期台

湾各地の港や税関にか
んする貴重な情報をふ
くむ史料であると指摘

している(p.13)。
4 林玉茹｢日据时期台湾的

税关资料及其运用｣(�国

家航海�16, 2016), pp.82- 
122. Lin, Yuju ‘Continuity 
and breakdown: Taiwan’s 
customs service during the 
Japanese occupation 1895 
-1945(�International 
Journal of Maritime History�
29(4), 2017.10).

5 林玉茹�清代台港口的空

間結構�(知書房，1996), 
p.108. 台湾総督府税関

淡水税関�台湾税関十年

史�(台湾総督府税関淡

水税関, 1907), pp.25-26.
6 明治三十二年台湾総督

府公文類纂 ․乙種永久 ․

七(冊番号375、文番号19。
以下375-19のようにしる
す)。JACAR(アジア歴史
資料センター)Ref.A141 
10083600、公文雑纂 ․

明治二十年 ․ 第七巻 ․ 大

蔵省二。台湾総督府税関

淡水税関(1907), pp.37- 
38.

7 台湾総督府税関淡水税関

(1907), p.54.
8 内田真木｢�有島武郎事典�

補遺―御園千代他三名

について｣(�有島武郎研

究会会報�50, 2012.5), 
p.2. 明治四十一年台湾

総督府公文類纂 ․永久 ․

四(1369-21).
9 JACAR:A01200796100、

公文類聚 ․ 第十九編 ․ 明

治二十八年 ․巻七.

10 明治二十八年台湾総督

府公文類纂 ․甲種永久

․三(3-16)。台湾総督
府 税 関 淡 水 税 関

(1907), p.54.
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11 ｢勅令第九十二号｣(�官報�

第3823号, 1896.3.31). 淡

水税関長が基隆税関

長、安平税関長が台南

税関長と打狗税関長を

兼務するとされた。

12 台湾総督府税関淡水税関

(1907), p.57.

13 ｢勅令第三百六十五号｣

(�官報�第4923号, 1897. 

10.21).

14 台湾総督府税関淡水税

関(1907), p.57. もっと

も税関のみならず、

国語学校長、一等郵便

電信局長、燈台所長、

測候所長、製薬所長、

巡査看守教習所長も、

このとき総督直属になっ

ている。

15 1915年までは、淡水港

からの輸出額が基隆

港 か ら の そ れ を上

回っており、華南市

場への輸出も淡水か

らが主だった。しか

し、台湾と廈門、汕頭、

福州を結ぶ大阪商船

の華南航路の起点

が、1915年に淡水から

基隆に変更されて以

降、淡水の輸出港と

しての機能は失われ

た(谷ヶ城秀吉(2012), 

pp.93-104)。

16 ｢勅令第四十九号｣(�官報�

第5328号, 1901.4.11).

17 台湾総督府税関淡水税

関(1907), p.66.

18 台湾総督府税関淡水税

関(1907), pp.71-72.

19 台湾総督府税関淡水税

関(1907), pp.76-77.

20 ｢勅令第二百十四号｣(�官

報�第5772号, 1902.9.29).

21 �明治三十九年 台湾総

督府文官職員録�(台湾

日日新報社, 1906), pp.62 

-74.

1896年4月1日には民政に復帰して台湾総督府税関官制が施行され、淡水、基

隆、安平、台南、打狗に税関が設置された
11
。
 

ただその後、実質的には機能して

いなかった台南税関が外され、淡水、基隆、安平、打狗の4か所となった
12

。

1897年11月に台湾総督府官制の施行にともない税関官制も改正され、それま

で第6条で｢税関長ハ台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ税関ニ関スル諸般ノ事務ヲ掌

理ス｣となっていたものが｢台湾総督ノ命ヲ承ケ｣にあらためられた
13

。
 

すなわち、

税関長は総督に直属する官職となったのである。これについて、�台湾税関十年

史�は次のようにふりかえっている。

台湾税関カ初メニシテ財務部ニ隷属シ継ヒテ民政局ニ隷属シ終リニシテ総督

ニ隷属スルニ至リタルモノハ実ニ是レ層々階段ヲ踏ミ自己適当ノ位置ニ進ミタ

ルモノニシテ此ノ如キハ固ヨリ行政改善ノ結果ニ出ツト雖モ抑々亦局面ノ発展ト

共ニ台湾税関ノ位置自然ニ其重要ヲ認メラレタルニ由ラスンハアラサルナリ
14

淡水、基隆、安平、打狗の4税関は、1901年4月の税関官制改正で淡水税関と安

平税関に再編された。｢基隆打狗二関ノ輸出入額カ淡水安平税関ニ比スレハ頗ル少

額ニシテ関務亦従ヒテ繁重ナラサル｣ころのことである
15

。淡水税関長が安平税

関長を兼任することもさだめられたが
16

、�台湾税関十年史�はこれを2税関の設

置と合わせて、｢全島税関ノ統一ニ向ヒテ一歩ヲ進メタルモノ｣と評している
17
。

淡水税関と安平税関の管轄は、それぞれ｢西螺渓ヨリ北方富基岬ヲ繞リ南方花

蓮港ニ至ル沿岸｣および｢花蓮港ヨリ南方鵝鑾鼻ヲ繞リ北方西螺渓ニ至ル沿岸及澎

湖列島、小琉球島、紅頭嶼、火焼島ノ沿岸｣とされた
18

。
 
今日で言えば、西部は彰

化県と雲林県の県境、東部は花蓮市の北が淡水税関、南(澎湖、小琉球、蘭嶼、緑

島をふくむ)が安平税関の管轄ということになる。基隆、旧港、後攏、塗葛堀、

鹿港には淡水税関の、打狗、北港渓、東石港、東港、媽宮には安平税関の支署が

設置され
19

、�台関�の第1号が出る1906年5月時点でもこの体制が続いている。ま

た、台湾および澎湖の24か所に監視署が置かれていた。

1906年5月時点の税関長以外の職員の定員は表1のとおりであり、事務官、監

視官、鑑定官は奏任、それ以外は判任の職位である
20

。
 

同年4月現在の台湾総督府

の職員録によれば、監吏以外はほぼ定員を充たしており、監吏はそれぞれ20人程

度の欠員となっている
21

。また官制外の職員として嘱託と雇が配置されている。

台湾人と思われる名前の雇が数人いるほかは、すべて日本人職員である。

事務官 監視官 鑑定官 属 監視 鑑定官補 技手 監吏

淡水税関 1 1 1 37 15 16 2 118

安平税関 ― 1 1 28 11 11 1 96

[表1]1906年5月時点での淡水税関員、安平税関員の定員。｢訓令第二百五十二号｣�府報�号

外,1902.10.1および｢訓令第百八十八号｣�府報�第1814号, 1905.8.24より筆者作成。
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3. 創刊当初の編集体制および編集方針

�台関�第1号の巻頭にある｢雑誌台関発行準則｣によれば、�台関�は｢台湾両税

関員｣が共同で発行する｢学術技芸統計官令貿易及物価報告等ニ関スル雑誌｣だっ

た。淡水税関官舎内に発行所が置かれ、税関長が総裁に就任、総裁が幹事、編輯

員、会計員を指名することになっていた。｢両税関員ノ投稿ヲ掲載スルノ外汎ク

寄稿ヲ歓迎ス｣とあり、南北税関職員などによる主張や作品の発表の場として期

待されていたことが分かる。職員は月15銭を負担して一冊の頒布を受け、｢有志

者｣にも同額で販売されることになっていた。この準則に続けて役員名簿が掲載

されているが、総裁には両税関長の宮尾舜治、幹事には事務官の岩政憲三(淡水税

関)、監視官の布施謙太郎(淡水税関監視部長)と山口利文(安平税関監視部長)、鑑

定官の三井栄次郎(淡水税関検査課長)といった幹部が就いている。また編輯員は

淡水と安平それぞれ5人ずつで、うち両税関庶務課長をふくむ属が5人、安平税関

検査課長をふくむ鑑定官補が2人で、中堅職員が編集作業の実質的なにない手と

なっていたようである。会計員3人はいずれも経理課の職員で、両税関の経理課

長が入っていた
22

。

なお編輯員には、淡水税関嘱託だった中西牛郎の名もある。中西は、その文

筆活動が明治中期からの仏教改良運動に大きな影響を与えたことで知られる人物

である
23

。
 

かれは、�台関�の前身(後述)の一つの�五十会�第13号(1906年2月11日

刊)から編集委員にくわわったが、誌上では他の一人とともに｢文学界の明星｣と

紹介されている
24

。�台関�には宗教論や哲学論など多くの寄稿をしている。

ところで、�台関�が創刊される前には、南北の税関職員の親睦組織がそれぞ

れ雑誌を発行していた。安平税関倶楽部の�安平�(1904年10月~1906年2月)と淡水

税関五十会の�五十会�(1905年1月~1906年3月)である
25

。�安平�は第18号、�五十

会�は第14号まで出たが、宮尾の強い働きかけで統合したようである
26

。宮尾は

創刊に際して次のように述べている。

(両誌の)趣味は主として文学に在りと雖も間々亦実用の文字に乏から

ず。南北対峙して偉観を呈したるは予の衷心欣喜に堪へざる所なり。然るに

近日に至り統一の主義に基きて南北部員協商を遂げ、両誌合併して�台関�と

改題し、各般の改善を実施して煥然面目を一新するに至りしは、則ち是れ百

尺竿頭一歩を進むるの盛事なりと謂はざるを得ず。

そして、税関職員の｢協同連結の手段によれる向上進歩の一方法｣として�台関�

の役割に期待する。この背景には、日本にかぎらず、本国から植民地に赴任する

官吏には｢堕落の淵に沈淪｣してしまう傾向があるという宮尾の見方がある。宮尾

は�安平�と�五十会�に対する若干の不満をもらしつつ、�台関�のあるべき姿を

提言する。

22 ｢雑誌台関発行準則｣｢役

員氏名(�台関�1, 1906), 

巻頭, p.1-3.

23 星野靖二｢熊本時代の中

西牛郎―その活動と論

説の検討｣(�駒沢大学

文化�33, 2015.3), pp.61 

-90.

24 ｢編輯委員｣(�五十会�13, 

1906), p.76.

25 五十会(ごとおかい)と

いう名称は、同会が

1900年5月10日に発会

式をおこなったこと

に由来している。皇太

子(後の大正天皇)の結

婚に合わせてこの日

が選ばれた。前述の

野村才二は、1899年3

月まで淡水税関の初

代税関長をつとめた

が(明治三十二年台湾

総督府公文類纂 ․乙種

永久 ․ 七(375-19))、

在任中すでに｢税関員

の社交的機関｣の設立

を構想していたとい

う。野村は五十会設

立に際して100円を寄

付し、発会式で名誉会

員に推挙されている

(鎌田安蔵｢淡水税関五

十会沿革略｣(�五十会�

2, 1905.2, pp.13-18).

26 ｢誌告｣(�安平�18, 1906), 

巻頭.
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27 宮尾舜治｢�台関�に望

む｣(�台関�1, 1906.5), 

p.1-2. 丸がっこ内は冨

田。

28 ｢創刊一周年の辞｣(�五

十会�13, 1906), p.11.

29 下線は原文でゴシック

体になっている部分、

スペースは改行され

ていることを示して

いる。さらに1908年1

月1日刊の第21号から

は投稿の呼びかけが

次のように変わって

いる。｢台関は会員諸

君の田園なり 台関は会

員諸君の文壇なり 台関

は会員諸君の舞台なり 

会員諸君の田園たり、

文壇たり 将た舞台たる

我台関をして 真に生命

あり、活気あり また光

彩あらしめんと欲せ

ば 会員諸君たるもの 

宜しく大に耕し、大に

書き、更に 大に遊ば

ざるべからず｣。

30 �府報�第1948号, 1906.

4.17.

予や従来の雑誌を観るに、�安平�及�五十会�共に文学趣味は頗る豊富な

るが如しと雖も、調査統計若しくは事務上の参考に資すべきの文字比較的に

少なきの観あるは稍々遺憾なき能はざる所なり。然らば則ち今後�台関�編輯

の任に当るものは、此に留意し、楽益兼備の雑誌たらしめられんことは予の

切望に堪へざる所なりとす。而して更に予が得隴望蜀的の期望を忌憚なく明

言せしめば文学趣味も今少しく高尚に切実に多方面にして統一的ならんこと

を欲す
27
。

｢文学趣味｣も悪くはないが、税関職員に必要な教養や知識、実務に資する情

報などにさらに力を入れるべきだとしている。とはいえ、ここだけでは宮尾が

言う｢調査統計若しくは事務上の参考に資すべきの文字｣が具体的に何をさすのか

はっきりしないが、その3か月前、�五十会�が創刊1周年に際してかかげた｢改善

計画｣を見てみると、宮尾が言わんとしていたことが推測できる。

この計画では、以後｢税関事務に関係ある言議｣をできるだけ取りあげていく

という方針が示され、｢税関特得の材料及観察に基きて本島の貿易並に産業の進

歩、及本島と相互の影響を有する南清各省並に南洋諸島の貿易に関する消息｣を積

極的に掲載するとしている。この号は、宮尾がおこなった二つの訓示をわざわ

ざ巻頭に収録しているが、これもあらたな編集方針に沿ったものだとしてお

り、｢改善計画｣に宮尾の意向が強く反映していたことはまちがいない
28

。
 
だとす

れば、宮尾は職員に対して、台湾の産業や貿易の現状、華南や｢南洋諸島｣と台湾

とのあいだの貿易の動向に対する理解を要求していたということになる。

こうした考えが反映されているのが第2号および第3号の目次のページに付さ

れている投稿の呼びかけである。第2号には｢本誌は関税に関する寄書其他文芸。

思潮 の投稿を歓迎す｣、第3号には｢本誌は関税並貿易に関する論議、調査、統計、

其他文芸、思潮、等に関する投稿を歓迎す｣とあり、税関業務に関連する投稿を

推奨する姿勢が前面に出ている。

しかし、この呼びかけは1906年8月1日発行の第4号にいたって｢弘く江湖の 玉

稿を歓迎す関税に関すること可なり貿易に関すること可なり思潮に関すること可

なり文芸に関すること可なり我が台関はなるべく多様多趣ならん事を期し 何種

のものたるを問はず勉めて紙上に収録すべし｣と、｢関税に関すること｣｢貿易に

関すること｣をふくんではいるものの、多様な投稿の歓迎が明確になっており、

あきらかにトーンが変わっている
29

。

これは、同年4月14日付で宮尾が専売局長に転出し、税関事務官だった岩政が

淡水税関長兼安平税関長に昇格したことと関係があろう
30

。というのも、第4号

には一般会員からの�台関�への投稿が｢殆ど絶無｣であるとして、廃刊の可能性に

も言及しながら積極的な投稿を求める岩政の論が掲載されているのだが、ここ

では宮尾とは相反するような主張がなされているのである。岩政は｢投稿に関す
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る注意事項中投稿は何種のものたるを問はず成る可く多種多様なるに如かずとあ

り｣と、この号から始まった呼びかけを、あたかも以前からの方針であったかの

ように言いながら次のように述べる。

｢台関｣は我々会員の娯楽的機関雑誌にして、税関の機関雑誌にあらざる

こと是なり若し｢台関｣にして、税関の機関雑誌なりと仮定せん乎、其記載事

項の如き自然制限せられざるべからず、何となれば税関に直接関係ある事項

は必ず之を登載せざるべからず、而して其事の税関に全く関係なきものは、

努めて之れが登載を避けざるべからざるを以てなり、之に反し其然らざる

場合に於ては、税関に直接関係ある事項例へば貿易調査事項の如き、之を登

載する素より不可なしと雖必しも登載せざるべからざるの理由あることな

し、之を登載せずとも毫も不可なることなけん、随て税関に無関係なる事項

を登載するを妨げざる無論なり
31

税関業務と直接関係あるものを掲載しなければならないというわけでもなけ

れば、無関係な話題の掲載を避ける必要もないというが、�台関�は税関の｢機関

雑誌｣ではなく会員の｢娯楽的機関雑誌｣であるというこの岩政のことばが前任の

宮尾から出ることはなかったであろう。さらに言えば、岩政は�台関�のあるべ

き姿を思いつきで論じているのではない。前年、まだ事務官で五十会の副会長

だった際にも、｢我々会員の無形の運動場となり精神的娯楽の場所となれば｣�五

十会�刊行の目的は達せられると述べている。｢学術雑誌｣ではあっても｢専門雑誌｣

ではない以上、�五十会�への投稿の内容は｢極卑近の事柄で結構なり｣と言うので

ある。五十会設立以来、会の雑誌の刊行を強く主張してきた一人であると自負

し、投稿の呼びかけに対する会員の反応のにぶさを憂慮する岩政は
32

、税関職員

としての知識や教養を提供することを主目的とするメディアではなく、税関と

いう空間に勤務する者がだれでも気軽に出入りのできる、敷居の低い｢精神的遊

戯場｣としての�台関�が必要だと考えていた
33

。

とはいえ、これを境に掲載内容の傾向が大きく変わったわけではない。税関

業務関連のものも引き続き誌面を飾っているし、岩政自身も以後は｢北米合衆国

の政党事情｣｢保護国と関税同盟｣｢英領海峡殖民地｣といった論考や、翻訳、知人の

主張の紹介といった形で海外事情や貿易にかんする話題をたびたび提供してい

る。｢包種茶販路視察｣｢税関事務視察｣の名目で、1908年2月から6月までフィリピ

ン、仏領インドシナ、シンガポールへ出張した際にも
34

、マニラから、米国統治

のもとでの立法議会、税関およびヤシの栽培について記事を書き送っている。

宮尾と岩政のあいだでは�台関�の内容について見解の相違はあったものの、一般

の総督府官吏とはことなる専門性を有し、そして特殊な環境のもとで業務にあた

る職員集団のための雑誌が必要だという点においては認識が共有されており、

31 岩政憲三｢雑誌｢台関｣

発刊の主旨を忘却す

ること勿れ(会員各位

の精読を要求す)｣(�台

関�4, 1906.8), pp.2-3.

32 岩政憲三｢雑誌｢五十会

｣並五十会員に対する

予の希望｣(�五十会�4, 

1905.4), pp.1-2.

33 岩政憲三(1906), p.3.

34 �府報�第2370号, 1908. 

2.19. �府報�第2454号, 

1908.6.12. 明治四十一

年台湾総督府公文類纂

․永久 ․二(1419-10).
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35 岩政の無二の親友に、

明治大学予科でドイ

ツ文学を講じていた

登張竹風がいる。登

張は1907年にやまと

新聞で仕事をしてい

た折、連載小説の執

筆を泉鏡花に依頼し

た。その際、岩政か

ら聞いたすりの少年

の話を伝えたところ

泉は興味を持ち、そ

れをきっかけに｢婦系

図｣を執筆したとい

う。主人公の早瀬主

税はその少年、作中

に登場する｢其頃は台

湾の属官だつたが、

今ぢや同一所の税関

長、稲坂と云ふ法学士

で、大鵬のやうな人物｣

は岩政がモデルだと

いうことである(吉田

悦志｢登張竹風先生―

泉鏡花�婦系図�の隠

れたモデル｣(�Mstyle�

39, 2010.11), p.8. 登張

竹風�人間修行�(中央

公論社, 1934), pp.24-35. 

泉鏡花�婦系図(後篇)�

(新潮社, 1952), pp.178-182.

36 島田謹二�華麗島文学

志―日本詩人の台湾体験�

(明治書院, 1995), pp.218- 

221.

37 �明治四十二年五月 台

湾総督府文官職員録�

(台湾日日新報社, 1909),

pp.102-112. ｢勅令第百

三十六号｣(�官報�第

7760号, 1909.5.11).

それが誌面にも反映していたと言うべきだろう
35

。

ところで、第1節で�台関�が研究の対象となることはこれまであまりなかっ

たと書いた。たしかにそのとおりなのだが、実は比較文学者の島田謹二が、台

北帝国大学で教えていた際に上梓しようとしていた�華麗島文学志�の一章として

1939年に書いた論文が、�台関�および当時の税関の様子に触れている。島田は山

田義三郎という歌人を論じているのだが、この山田が淡水税関に勤務して�台関�

の編集にたずさわっていたことがあり、島田は岩政など山田と関係のあった多

数の税関関係者のことを詳述している。岩政が主導して発行された�五十会�は�

安平�にくらべると｢文芸的なやわらか味が多｣く、それは�台関�でも同様だった

というのが島田の評価である
36

。

4. 掲載記事の初歩的分析

第1号にかかげられている｢雑誌台関編集規程｣の第2条には、｢本誌ハ論議。寄

書。談叢。調査。芸術。雑録。彙報ノ各欄ヲ設ク但編輯上ノ都合ヲ以テ増減スル

コトアルベシ｣とある。そして第6号までは、この条文のとおりに｢論議｣｢寄書｣｢談

叢｣｢調査｣｢芸術｣｢雑録｣｢彙報｣といった各欄ごとに寄稿がならべられている。た

だ第8号から第12号には｢雑纂｣｢漫録｣、そして｢文芸｣(｢芸術｣の代わりにもうけ

られたものらしい)といった上記規程にはない欄がもうけられている号がある。

もっとも第12号から第20号までは欄の区分がなくなっているのだが、第21号か

ら第25号、そして欠号をまたいだ第34号以降では区分がある。ただ、以前なら｢論

議｣や｢調査｣に分類されていたであろう記事は、この時期にはそれぞれ｢論説｣｢資

料｣という欄にカテゴライズされており、｢論説｣｢資料｣｢文芸｣｢雑録｣｢彙報｣とい

う構成になっている号が多い。

国立台湾図書館が所蔵する号については、同館の｢日治時期期刊影像系統｣でデ

ジタル資料を閲覧することができる。以下では、それらのうち筆者が注目した

三つの話題について、掲載記事を紹介しつつ、初歩的な分析をおこないたい。

4.1. 台湾の港湾―淡水、基隆、安平、打狗

1906年から1909年といえば、台湾北部においては基隆港の第二期工事のさな

かだったが、上述のように淡水と基隆の地位が入れ替わるのはまだ数年先のこ

とであった。1909年5月の官制改正で全台の税関組織が一本化される直前の台湾

総督府職員録によれば、支署をのぞいた淡水税関の職員数がのべ138人であるの

に対して(嘱託、雇までの人数、以下同)、基隆税関支署は25人にすぎない
37

。一

方、南部でも1908年から打狗港の第一期工事が始まっているが、支署をのぞいた
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安平税関の職員数が67人なのに対して、打狗税関支署は26人のみである。基隆港

や打狗港の規模は淡水港や安平港にくらべればまだ小さいものだった。

表2は台湾各地の港湾について論じた記事の一覧である。清朝期の史料の紹

介、日本統治期の各税関や全台湾の貿易量などといった統計、｢彙報｣にある各税

関、支署などからの短信は除外してある。

号 発行年月日 掲載欄 作者 題名

1 1906.5.3 論議 煙翠生 台湾の活動

寄書 佐藤源平 打狗築港を論ず

9 1907.1.1 ― 有島健助 輸入港としての基隆港の位置

12 1907.4.1 論議 有島健助 基隆港の石炭

17 1907.9.1 ― 一記者 岩政税関長の本島貿易談

21 1908.1.1 論説 OS生 安平港と世人の誤解

23 1908.3.1 調査 山田義三郎 台湾に於ける通商港貿易の変遷

25 1908.5.1 調査 山田義三郎 淡水港に於ける輸入銀貨の激増に就て

雑纂 林旅生 論鹿港之沿革及挽回良策

36 1909.4.1 資料 痴蛙生 後壠港の貿易

37 1909.5.1 雑録 南柯生 台湾内外貿易夢物語

38 1909.6.1 雑録 南柯生 台湾内外貿易夢物語

42 1909.10.1 雑録 床之人 基隆行

雑録 湛水 予の觀たる塗葛堀及塗葛堀港

[表2] 台湾各地の港湾にかんする論考の一覧。筆者作成。｢―｣は当該号では欄の分類がな

されていないことを示している。

まず山田義三郎｢台湾に於ける通商港貿易の変遷｣から見てみよう。山田はこ

の年の9月に職を辞するまでおよそ8年間、監吏および属として淡水税関に勤務し

た人物で
38

、上述のとおり�華麗島人物志�が論じている歌人である。

この文章では台湾各地の大小の港が紹介されているが、山田は紙幅の多くを

基隆、淡水、安平、打狗の｢通商開港｣やその貿易状況の解説についやしており、

華南との間を行き来するジャンク船に対して開かれていた｢特別開港｣(特別輸出

入港)の説明は少ない。4港のうち、淡水と安平は土砂の堆積により、また打狗は

海底の地形や水深の面で難があることを指摘する一方で、基隆は海運に接続する

鉄道が発達し、近隣でも石炭が産出されることで船舶の出入りが増加しており

(この点は有島健助｢基隆港の石炭｣が詳述している)、今後の発展を見通してい

る。ただ淡水と安平の浚渫工事や、まもなく始まる打狗の築港工事にも期待を寄

せている。

基隆港整備のメリットとして、第1号の煙翠生｢台湾の活動｣は｢内地と南清間

38 明治四十一年台湾総督

府公文類纂 ․ 永久 ․ 九

(1441-50).
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39 島田謹二によれば、こ

の煙翠生は｢有馬健助｣

だという。おそらく

有島健助のことであ

ろう(島田謹二(1995), 

p.219)。

40 明治四十一年台湾総督

府公文類纂 ․ 永久 ․ 四

(1369-21). �明治四十

年五月 台湾総督府文官

職員録�(台湾日日新報

社, 1907), p.93.

の船舶が同時に寄港｣できるようになることをあげている
39

。
 

すなわち、華南各

地に近い台湾が｢内地｣と｢南清｣の中継貿易地として利益を享受できるというので

ある。事務官で基隆税関支署長だった有島健助の｢輸入港としての基隆港の位置｣

も
40

、築港の進展により、今後は輸出のみならず、台湾へ直接の、あるいは｢内

地｣経由の輸入の拡大もみこめるとしている。

だとすると、これまで淡水がになってきた華南との通商は大きな影響を受け

ることになるが、両論に直接の言及はない。ただ、有島は基隆港の拡大がすで

に｢年々厦門より茶を奪ふて、併せて其の繁栄を奪ひつゝあるは事実｣であり、

将来的には香港の地位をおびやかす可能性すらあると認識している。いずれ基隆

港が淡水港に取ってかわり、華南や｢内地｣、そして世界各地と台湾を結ぶ台湾北

部隋一の拠点として成長していくことは自明だったのかもしれない。

ところが税関長の岩政は、これとは対立する見方を展開している。総督府は

基隆港よりむしろ淡水港の整備拡大に注力すべきだというのである。｢岩政税関

長の本島貿易談｣で岩政は次のように持論を語っている。

外国貿易の振興策として現在大阪商船航路の淡水香港線を基隆に延長して

同港を起点にしたら何うかと云ふ説もあるそうだが果してそう云ふ説があ

るとすると実に笑止な心地がする何となればだ基隆と云ふ土地は本島北部の

貨物集散地かと問ふ者があつたら決して然りだと答へることが出来まいそれ

も其筈だ貨物の集散地と云ふのは本島北部では台北を措いて外にはないと云

ふことは何人も異論はあるまいソコで基隆から台北の間は十八哩の距離で一

條の軌道がある計りだが翻つて淡水は何うかと云ふと陸で十三哩河で約七海

里水陸共に交通の便があるから運搬力に於て運賃率に於て到底基隆は淡水の

敵でないとすると人為的に淡水港を破壊して船舶の出入を閉塞することにな

ればイザ知らず苟も現今の状態で淡水港が存在する以上は対岸貿易は依然淡

水港で行はれて基隆に出入する貨物は殆んどゼロであることは観易い道理で

はあるまいかシテ見ると淡水香港線を基隆迄引延ばして見ても基隆淡水間は

唯空船で往復するばかりで結局骨折損の草臥儲となるに過ぎないではあるま

いか。

岩政が淡水の優位性を強調する根拠は、台北が北部の｢貨物の集散地｣になっ

ていること、そして台北と淡水の間の交通の利便性、コストの低さである。大

阪商船の淡水香港線の起点を基隆にしても華南貿易における淡水港の絶対的な優

位性は揺るがないという。

さらに、岩政の話は華南貿易の拠点というにはとどまらない。台湾の貿易を

発展させる唯一の方法が淡水港の整備だと声高に主張している。護岸工事や浚渫

工事をおこない、数千トンの汽船の停泊や台北までの遡航が可能になれば、自然

｢内地｣と｢対岸｣が連結され、欧米航路の船の寄港も増え中継貿易が拡大するとい
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う壮大なイメージをえがいている。

もちろん基隆の築港工事が進むなかで、必要な予算が淡水に振り向けられる

とはかぎらず、こうした構想は｢一片の理想談｣と受け止められるかもしれない

とも述べている。実際この8年後の1915年5月、岩政が長崎税関長に転出する直前
41

、

総督府は台北の集散地機能よりも基隆港の中継貿易港としての機能を重視し、華

南航路の起点を基隆に変更している
42

。
 

しかしながら、まだこの時期、税関トッ

プのこうした発言が�台関�に掲載される程度には、基隆と淡水の将来の位置づけ

は不透明だったようである。

一方南部だが、1905年4月から翌年3月まで安平税関打狗税関支署長だった佐藤

源平は｢打狗築港を論ず｣で
43

、打狗港と基隆港は｢南北相応じて本島貨物の呑吐港｣

であるとしている。現状では安平と淡水に税関がおかれ、打狗と基隆は税関支署

にとどまってはいるものの、築港工事が進む基隆の繁栄は、｢殆んど将さに淡水

港を凌駕せんとするの勢を示｣しているという。ところが、将来性で基隆とくら

べても何ら遜色のない打狗で築港工事がまだ始まっていないのはなぜかと不満

を述べる。南部の豊富な農林作物の輸出も有望であり、｢内地｣とつながる基隆港

に対して｢南清｣や｢南洋｣に向かって発展する打狗港、というのが佐藤の見立てで

ある。淡水から基隆への新旧の交代を打狗と安平の関係にかさねあわせているこ

とはあきらかである。

しかし、OS生｢安平港と世人の誤解｣は、打狗港の発展＝安平港の衰退という

図式に異を唱えている。まもなく始まる打狗の築港工事が進めば、現在安平から

輸出入されている貨物は打狗に移ってしまい安平港は用済みになるのではない

かという声に対して、｢台南なる一大市場｣を背後に持つ安平港は打狗港にくらべ

て優位にあり、さらに安平運河の改修により台南までの運搬はますます容易にな

るので、安平港衰退論は杞憂に過ぎないとしている。

4.2. 1906年関税定率法改正

当然のことながら、関税は�台関�で頻繁にとりあげられる話題であった。論考

のみならず｢彙報｣にも、国内外の関税についての短信が頻繁に掲載されている。

このうち1906年10月1日から施行された関税定率法の改正にかんする記事を見て

みよう(表3)。1905年に日露戦争の戦費調達のために輸入税の増徴がおこなわれた

が、増徴の有無により品目間で不均衡が生じていたこと、また日露戦争後に輸入代

替から輸出に進む産業もあったことを受けて輸入関税の改定がおこなわれた
44

。

囲みコラムの形をとっている▲▼生｢汚白録｣は、1906年3月末の改正公布後に

書かれたものと思われる。改正に冷静に対処し遺漏なきようしなければならな

いとしており、施行を不安視する雰囲気が税関内にあったのだろう。そのうえ

で筆者は、｢関税戦争｣がすでに世界各地で始まっている、関税問題は財政や経済

41 JACAR: A10112851700、

叙勲裁可書 ․ 大正七年 ․

叙勲巻三 ․ 内国人三.

42 谷ヶ城秀吉(2012), p.101.

43 明治四十四年台湾総督

府公文類纂 ․ 永久 ․ 五

(1771-14).

44 ｢勅令第五十二号｣�官報�

第6823号, 1906.3.31. 

奥和義｢明治後期の日

本の関税政策―明治

32年、明治44年の関税

改正をめぐって｣(�山

口経済学雑誌�394(3、 

4), 1990.11), pp.153- 

155.
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45 奥和義(1990), pp.157- 

159.

46 大正六年台湾総督府公文

類纂 ․永久 ․ 五(2642-1).

47 ｢其他貿易の消長に関し

参考となるべき事項｣

は、節そのものが設

けられていない報告

が多く、あったとし

ても基隆のように特記

事項なしとなってい

る。打狗の報告には、

他には見られない輸出

貿易に対する影響を論

じる節がある。

にとどまらず、｢一国の消長生死に関する大問題｣であるとする。たしかに当

時、保護主義が世界的な潮流となっており、各国が高率関税の導入にかたむいて

いた
45

。
 
施行直前には鹿港税関支署長だった梅津清寿が｢新関税の台湾産業に及ぼ

す影響如何｣で
46

、台湾の産業がこうむる影響を税率が上がる品目ごとに予想し

ている。

改正が施行されると、各税関あるいは税関支署からの報告が次々と掲載され

ている。その嚆矢である第10号の基隆港の調査は、｢新関税率の輸入外国品に及

ぼせる影響｣｢新関税率の移入内地品に及ぼせる影響｣｢新関税率の本島生産品に及

ぼせる影響｣｢其他貿易の消長に関し参考となるべき事項｣の4つの節からなってい

る。この形式は他の報告でもおおむね踏襲されており、一定のフォーマットの

もとに各港における新関税率の影響を追跡しようとしていたようである
47

。
 
これ

らはもともと税関業務の一環として作成されたものであろうが、それほど時を

置かずして�台関�によって読者のあいだでの共有がはかられている。

号 発行年月日 掲載欄 作者 題名

1 1906.5.3 論議 ▲▼生 汚白録

5 1906.9.1 寄書 梅津清寿 新関税の台湾産業に及ぼす影響如何

10 1907.2.1 論議 基隆税関支署 新関税率の基隆港貿易上に及ぼせる影響

12 1907.4.1 調査 淡水税関 明治三十九年自十月至十二月新関税率の淡水港貿易上に及ほ

せる影響

調査 安平税関 明治三十九年安平税関事務成績概要

15 1907.7.1 ― 淡水税関 四十年自一月至三月新関税率の貿易上に及ぼせる影響

16 1907.8.1 ― 淡水税関 四十年自一月至三月新関税率の貿易上に及ぼせる影響(承前)

17 1907.9.1 ― 安平税関 四十年自四月至六月新関税率の貿易上に及ぼせる影響

― 後攏税関支署 四十年自四月至六月新関税率の貿易上に及ぼせる影響

― 塗葛堀税関支署 四十年自四月至六月新関税率の貿易上に及ぼせる影響

18 1907.10.1 ― (記載なし) 明治四十年自四月至六月新関税率の旧港貿易に及ほせし影響

調査報告

20 1907.12.1 ― 打狗税関支署 新関税率の打狗港貿易に及ぼせる影響

― 基隆税関支署 新関税率の基隆港貿易に及ぼせる影響

― 旧港税関支署 明治四十年自七月至八月新関税率の旧港貿易に及ぼせる影響

― 東石港税関支署 新関税率の東石港貿易に及ぼせる影響

21 1908.1.1 調査 安平税関 四十年自七月至九月新関税率の安平港貿易に及せる影響

調査 塗葛堀税関支署 新関税率の塗葛堀港貿易に及せる影響

22 1908.2.1 調査 後攏税関支署 四十年自七月至九月新関税率の後攏港貿易に及ぼせる影響

[表3] 関税定率法の改正にかんする論考の一覧。筆者作成。｢―｣は当該号では欄の分類がなされていない

ことを示している。
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4.3. 税関職員の余暇活動

島田謹二は、岩政が｢名だたる運動家で、庭球、端艇、玉突等の外に山岳の登

攀を好｣んだとしているが
48

、これらはまた、税関職員が熱心に参加していた余

暇活動ともかさなる。｢彙報｣には毎号、税関でのビリヤード、テニス、ボー

ト、剣道、柔道、囲碁、活動写真などの活動の詳報が踊っている。

登山と言えば、岩政は1906年11月に淡水税関の高木隆次、中野金太郎、山田義

三郎とともに、斗六庁長荒賀直順の一行にくわわって、日本帝国最高峰の新高山

に登っているが、岩政や山田などが第8号から第12号にその体験を寄稿してい

る。また第9号の巻頭には登山時の写真が掲載され、｢彙報｣でも、帰淡10日後に

税関長官邸で｢各掛主任以上｣を集めて｢新高登山談話会｣が、そしてその約1週間

後には、淡水河をはさんで淡水の対岸に位置する観音山上で｢新高登山者慰労会｣

が開かれたことが報じられている。

さて、�台関�が報じている各種余暇活動のなかで、いちばん力が入っている

のが｢玉突｣、すなわちビリヤードである。｢彙報｣には毎号のように記事が掲載

され、月例会、転勤する職員の送別会、年末など、何かにつけてビリヤードの大

会が開かれていたことがわかる。この時期のビリヤードの概説書をひもといて

みると、肉体的、精神的健康の観点からビリヤードが推奨されていたことがう

かがえる
49

。
 
税関内でさかんにおこなわれていたのも、岩政ら上層がそうした功

能を重視していたからだと考えられよう。もっとも岩政が税関長になるよりも

前、淡水税関では1900年、安平税関では1901年には、会員が集まる税関内のクラ

ブにすでにビリヤード台が設置されていたという
50

。 数あるなかから、第3号に

ある淡水と安平の記事を引用する。

六月二十三日及二十四日両日五十会倶楽部に於て開催せんとする球突競技

大会は五十会倶楽部員は固より商船倶楽部、淡水倶楽部の有志者等にして、

加入者四十名会費一円、競技の方法は二回権利毎回勝抜五人止め勝星得点は

二回分を通算することゝし、商品は一等より七等迄に別たれ尚ほ岩政五十会

長、山口五十会副会長商船倶楽部及同倶楽部武藤氏、小倉営造氏、谷商店主

人、国吉東洋館主人、五十会倶楽部酒保、西材商店主人、川口屋主人等より

特別賞品として多大の金品寄贈あり、

淡水より続々斯界の豪物来り玉台の修復も出来て景気つきたる今日此

頃、競技大会の発起されたるは当然なるべし、果然名は春季玉突競争大会四

月二十八日午后六時より開催、会費は五十銭一回権利とし、最初より数回権

利を申込みたる者は各権利に付受賞の権を有す、改元は一権利に付一回限り

とし、加入者の資格は三十点以上とすなど、いろいろの条件回章に案内書に

我も我れもと申込む者部員二十九名、斯界の名人中村先達来安したりとの評

判は、既に普く響き亘り居れば、台南球友連は同じく我も我もと申込み来り

48 島田謹二(1995), p.220.

49 たとえば、三宅鉄骨�玉

突術�(博文館, 1900), 

pp.1-2。愛球会�玉突

全書�(文泉堂, 1906), 

pp.2-6.

50 鎌田安蔵｢淡水税関五十

会沿革略(承前)｣(�五

十会�3, 1905.3), pp.26- 

27.｢本倶楽部の沿革｣

(�安平�1, 1904), p.75.
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51 ｢五十会倶楽部に於ける

球突競技会｣｢安平税関

倶楽部春季球突競技大

会｣(�台関�3, 1906), pp.62 

–63.

52 ｢忘年玉突会｣｢森中村二

名手の試合｣｢鉄道ホ

テル球突競技大会｣(�台

関�34, 1909), pp.72-74. 

ただし、総督府職員

録には中村の名前が

みあたらない。

53 1909年6月、淡水在住の

｢内地人｣一般の交誼

のための組織として｢淡

水倶楽部｣が設立され

たのにともない、五十

会は解散し｢財産の全

部｣を｢淡水倶楽部｣に

引き継いだ(棟雨｢五

十会の解散と淡水倶

楽部の設立｣(�台関�

38, 1909.6), pp.1-2. 

｢淡水倶楽部｣(�台関�

39, 1909), p.61.

54 ｢布施事務官の出発｣�台

関�24, 1908, p.74. 明

治四十一年台湾総督府

公 文類纂 ․ 永久 ․ 七

(1424-1).

55 野村喬｢偉大な読書人の

晩年 ― 内 田魯庵伝

ノート(十五)｣(�青山学

院女子短期大学紀要�

47, 1993.12), p.49. 野

村は�内田魯庵全集�

の編者、�内田魯庵伝�

の著者である

56 船田弘道｢我台関に就

て一言す｣(�台関�17, 

1907.9), pp.49-50.

て正さに二十四名、総計五十三名、一人にて数回権利を申込みたる者もあ

り、改元を申込みたる者もあり、結局競技権利人員は九十二名と註せられ、

茲に南部台湾否全島空前の大競争会は催されぬ
51
。

いずれも税関内で開催されたものだが、税関外からも同地在住の日本人を集

め、盛大なイベントとなったようである。また両税関のあいだでビリヤードに

かんする情報の交換や人の交流がさかんだったこともうかがえる。安平の記事

に出てくる｢斯界の名人中村先達｣というのは、淡水税関倶楽部にいたという中村

仙吉のことだろうか
52

。
 
税関職員さらには同地在住日本人の社交の媒体としてのビ

リヤード、そして社交の場としての税関倶楽部の機能については、さらなる考

察が必要である
53

。

なお、第34号と第35号には｢布施氏の玉突談｣というビリヤード論がある。第

35号は｢布施氏の玉突談(八)｣となっており、所蔵が欠けている第26号から第33号

のあいだに連載が始まったようである。｢布施氏｣というのは布施謙太郎で、連

載開始の直前に安平税関事務官から淡水税関監視官(事務官兼任)に転じている
54

。

布施は内田魯庵の妻の兄で、布施と内田は親しい友人どうしでもあったという。

｢テニス、ボートなどスポーツを何でもこなす快男児｣という内田魯庵研究者に

よる布施評が正しければ、それは岩政の人物イメージともかさなる
55

。

5. おわりに

�台関�は月刊で少なくとも50数号は続いた。一貫して税関上層の支持を受け

ていたし、経済的な理由で発行が困難になっていたような形跡も見受けられな

い。�台関�がかかえる最大の問題は、会員の参加の度合いがきわめて低調なこと

にあった。第3節に引いた岩政の文章にあるように、創刊当初から編集担当者が

誌面を埋めるのに苦労するような状況が続いていたようである。岩政の約1年後

にも、編集委員の船田弘道(属、淡水税関庶務課長)が、400人あまりの会員を擁し

ながら一部の常連以外の�台関�に対する関心が低いことをなげいている
56

。

それゆえ、�台関�に掲載されている論考の分析をとおして、広い範囲での税

関職員たちの言論空間をうかびあがらせようとするのは難しそうである。で

は、今後の研究の可能性としてどのような視点が考えられるだろうか。

岩政をはじめとする税関上層の�台関�に対する関心や寄稿などの協力を見る

と、台関会の税関職員たちとのあいだには密な連絡があり、上層の意向が編集に

反映することも少なくなかったと思われる。だとすると�台関�の分析には、読

者がそこで何を語っていたのかという以上に、税関上層をふくめ発行にかかわ

る側がそれをどのような雑誌たらしめんとしていたのか、また読者に何を提供
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しようとしていたのかという視点が求められる。

また、�台関�には税関職員の日常を知ることができる情報が豊富におさめら

れている。｢彙報｣には、淡水、安平、基隆、打狗、さらには支署や監視署からの

通信があり、職員の勤務や生活、余暇活動の様子がえがかれている。台関会、五

十会や安平税関員倶楽部、職員の信用組合や購買組合などの会計報告も掲載され

ている。総督府の官吏でありながら他とは区別される専門的職能を有する(ある

いは有するべきであるとされる)税関職員の集団の日常は、｢内地｣や日本帝国他

地域の税関の職員組織の状況とも対照して考察する必要があろう。

冨田哲 Akira TOMITA

(台湾)淡江大学日本語文学系副教授。台湾史、社会言語学。�植民地統治下での通訳 ․翻訳

―世紀転換期台湾と東アジア―�(台北:致良出版社，2013年)、｢ある台湾語通訳者の活動空

間および主体性―市成乙重と日本統治初期台湾―｣(楊承淑編�日本統治期台湾における訳者

及び｢翻訳｣活動―植民地統治と言語文化の錯綜関係―�台北:台湾大学出版中心，2015

年)、｢蔡培火―台湾 ․日本 ․東亜 ․中国―｣(和田博文 ․ 徐静波 ․ 兪在真 ․ 横路啓子編�<異郷>

としての日本―東アジアの留学生がみた近代―�(東京:勉誠出版，2017年)。


