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摘  要 

目前的研究論文及資料皆指出後藤新平的治台政策其基本理念都是

根據「生物學原理」所擬定。但是以往的研究都沒有闡明「生物學原理」

的本質。所以本稿以後藤新平的「生物學原理」為中心，分析並研究其本

質。 

本稿以後藤新平在台灣實際施行的政策；「抗日份子招降政策」、「保

甲制度」、「饗老典與揚文會」「臨時台灣舊慣調查會」以及「鴉片漸禁政

策」來探求後藤新平其殖民政策的基本理念－「生物學原理」。 

整理上述結果，分析後藤新平根據「生物學原理」所實施的治台政策，

可以得到以下的結論。 

（1）「人體的國家」：在台灣殖民地經營時，後藤新平將「人體的國家」

之概念導入，維護國家的健全就如同維護人體的健康一般，打造台灣近代

化的基礎並將台灣建設成近代化的國家。 

（2）「重視舊慣」：後藤新平的「生物學原理」就是重視舊慣。將「重視

舊慣」概念應用在殖民地統治上，則是設置調查會來調查當地人民舊有的

風俗習慣，並且在理解之後，根據其舊有的風俗習慣再來施行殖民政策。 

（3）「自治概念」：後藤新平在台灣活用「生物學原理」推行近代化政策

的同時，也積極地採用中國以前的自治制度「保甲制度」。「保甲制度」最

先是為了維持治安，但之後在傳染病的預防、鴉片政策實施上，扮演了衛

生輔助機關，使政策的施行能更加順利。 
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Abstract 

 
Current studies and data all indicate that the basic concepts of Gotō 

Shinpei’s ruling policies in Taiwan are based on “Biological Principles.” 
However, the essence of “Biological Principles” is not clearly elaborated in 
former studies. Therefore, the focus of present study is analyzing the essence 
of Gotō Shinpei’s “Biological Principles.” 

 The researcher examines the basic concepts of “Biological Principles” in 
accordance with the policies that Gotō Shinpei executed in Taiwan, including 
“Summon Policy of Anti-Japan Members”, “Tithing System”, “Fiesta in 
Respect of Elder and Meeting of Praising Literati”, “Provisional Council for 
the Investigation of Old Habits of Taiwan”, and “Opium Policy.” 

 The researcher finalizes the results to analyze Gotō Shinpei’s ruling policies 
in Taiwan based on his “Biological Principles”, and comes up with the 
conclusion as follow: 

a. A Country is Human Body: Gotō Shinpei takes the concept of “A Country is 
Human Body” into his ruling policies during colonization, governs a country 
as if maintaining the health of a human body, and build up the foundation of 
modernization of Taiwan.  

b. Emphasis on Old Habits: Gotō Shipei employs the concept of “Emphasis on 
Old Habits” in colonization, establishes an investigation council to examine 
local Taiwanese old habits, and execute his colonization policies based on the 
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old customs and habits.  

c. The Concept of Autonomy: Gotō Shinpei executes his policy of 
modernization in Taiwan based on his “Biological Principles”; meanwhile, he 
also employs “Tithing System”, China’s former autonomous system, which is 
initially used for maintaining social security. The system later becomes the 
supplement of health organization, making the execution of infectious disease 
prevention and Anti-opium policy smoothly work.  

 

Keywords: Gotō Shinpei, Biological Principles, Country is Human Body, 
Emphasis on Old Habits, Concept of Autonomy 
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要旨 

 

従来の研究論文や資料は、いずれも後藤新平の台湾統治や実施した政

策の基本理念である「生物学の原則」を中心としていることが指摘され

ている。しかし、これまでの研究では「生物学の原則」の本質について

述べられてはいない。従って、本稿は後藤新平の「生物学の原則」にお

ける生物学の本質について考察した。 

本稿は、台湾では後藤新平が実施した政策を例として、「抗日ゲリラ

の招降策」、「保甲制度」、「饗老典と揚文会」、「臨時台湾旧慣調査会」及

び「アヘン漸禁対策」の政策実施から、後藤新平の植民政策の基本理念

という「生物学の原則」を探求する。 

以上の論述をまとめ、後藤新平の「生物学の原則」に基づく台湾植民

政策を分析し、以下のような結論に達した。 

（1）「人体的国家」：植民地台湾を経営した時、後藤は「人体的国家」

という概念を取り入れ、人体の健康を守るように国家の健全を守るため、

近代化建設の基盤を作り、近代化国家としての台湾を建設した。 

（2）「旧慣重視」：後藤新平の「生物学の原則」とは旧慣重視である。

旧慣重視の概念を植民地経営に取り入れ、調査会を設置し、当地の人民

の旧来の習慣を調査、理解してからその旧慣に応じて植民政策を実施し

た。 

（3）「自治の概念」：近代的な政策を導入すると共に、中国旧来の「自
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治制」の保甲制度も積極的に利用した。保甲制度は当初治安維持を目的

とする自治制度であったが、その後伝染病の予防、アヘン問題にも、保

甲制度は衛生の補助機関として円滑に施行された。 

 

キーワード：後藤新平、生物学の原則、人体的国家、旧慣重視、自治の

概念 
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