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日本・台湾における衛生行政の成立と近代の“現人神”たち 

山﨑 好裕 

 

概要 

 

 佐賀県唐津市肥前町田野高串という漁村に、日本では唯一、警察官を神として祀った巡

査大明神こと増田神社がある。この神社に祀られている増田敬太郎巡査は、明治 28（1895）

年、コレラ対策に赴任から 3 日従事した後、自らも感染して亡くなった。明治日本政府にと

ってコレラの病禍を抑え込むことは、近代的衛生国家を確立する試金石でなった。そこで警

察を管轄する内務省自らが衛生行政を担い、末端の警察官によって全国に清潔法が普及さ

せられた。 

台湾西南海岸の嘉義県東石郷に東石副瀬富安宮という廟がある。廟自体は清朝時代から

存在していたが、ここに森川清治郎巡査が義愛公という神として祀られている。森川巡査は、

村人のために税の軽減を訴えるも、それが容れられないと知るや、明治 35（1902）年、村

田銃で自決してしまう。その後、森川巡査は台湾の民衆から疫病を防ぐ義愛公として信仰さ

れている。この背景にあるのは、児玉源太郎総督の下で後藤新平が推し進めた台湾の衛生行

政である。後藤は台湾でも衛生知識の普及を警察官に担わせた。 

後藤は、国務即ち広義の衛生なり、という言葉を残している。後藤にとって伝染病を防ぐ

ことは台湾の社会秩序を確立することと同じであり、国家統治の根幹であった。臨床医療が

具体的な患者一人の命に関わることにすぎないのに対して、公衆衛生は国民すべての生命

と財産に関わってくる。こうした視点は、明治時代にコレラと戦った内務省が間違いなく持

っていた。 

 本稿では、神として祀られた日本人巡査、増田敬太郎と森川清治郎を取り上げて、彼らが

神に成っていく社会的背景と民衆意識を考えている。二人の若い警察官はその双肩に、社会

秩序を守り、人々を感染症から救うという国家的理念を背負って、命が尽きるまで戦い続け

た。彼らへの民衆の信仰を考えることは、新型コロナウイルス感染症と各政府が国家をあげ

て戦っている現在、公衆衛生を担う国家の役割を問い直すことに繋がっている。 

 

JEL 分類番号 B12, I15, I18. 

 

キーワード：衛生行政、国家神道、増田敬太郎、森川清治郎、内務省 後藤新平。 
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“God Incarnates” in Modern Era: 

Establishments of Public Health Administration in Japan and Taiwan 

 

Yoshihiro Yamazaki 

 

 

Abstract 

 

     There is an only shrine which deifies a policeman in Takakushi, Hizen-cho, Karatsu City, 

Saga Prefecture. Keitaro Masuda, whom the shrine deifies, died from Cholera during the 

activity of protecting people from this disease in 1895. Protection of people from Cholera is 

the most important challenge for Japanese government of Meiji Era. Ministry of Home Affairs, 

which control the police, was responsible for public health administration. 

     There is also a shrine called Fuan Gon in Dongshi Xiang, Jiayi Xian, Taiwan. This shrine 

deifies a Japanese policeman, Seijiro Morikawa as the god of justice and love. This policeman 

asked the reduction of a tax for the local people. The coronial government of Taiwan, however, 

rejected this requirement. Morikawa killed himself to protect against the rejection in 1902. 

Taiwanese people pray for him especially as a god of good health. Taiwanese public health 

policy was behind this episode. Shimpei Goto, the ministry of people’s livelihood, proceed the 

policy using the colonial police under Gentaro Kodama, the governor of Taiwan colony. 

     Goto said that government of a nation was the same thing as public health in a broad 

meaning. For Goto, public health was the most important purpose of politics. Medical 

treatment is no more than doing for just one patient. Public health is closely tied with the 

whole nation’s lives and property. 

     This paper focused on two deified Japanese policemen, Keitaro Masuda and Seijiro 

Morikawa. It discussed the background and people’s consciousness by which the two became 

gods. They continued to fight to death carrying the state’s responsibility of keeping social 

order and saving people’s lives against diseases. By considering people’s faith to the two 

policemen, we can reflect on states’ responsibility in public health. It is very useful thinking 

in the midst of coronavirus crisis. 

 

JEL classifications: B12, I15, I18. 

 

Keywords: public health administration, State Shinto, Keitaro Masuda, Seijiro Morikawa, 

Ministry of Home Affairs, Shimpei Goto. 
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はじめに 

 

佐賀県唐津市肥前町田野高串という漁村に、日本では唯一、警察官を神として祀った巡査

大明神こと増田神社がある。この神社に祀られている増田敬太郎巡査は、明治 28（1895）

年、7 月 21 日に赴任先の高串に入った。当時、高串ではコレラが蔓延しており、新任の巡

査もこのコレラ対策のために派遣されたのである。増田巡査は感染予防のために患者の発

生した家を縄で隔離し、自らそうした家の消毒を行った。また、患者が亡くなると遺体を自

ら背負って埋葬も行っている。こうして不眠不休で働いた巡査は、2 日後に自分もコレラを

発病して、7 月 24 日午後 3 時に死亡した。享年 27 歳であった。増田巡査は臨終の折、「高

串のコレラは自分があの世に背負っていく。また、将来もこの村に伝染病が蔓延しないよう

に守護する」と言い残したと伝えらえている。 

同じように、神として祀られた日本人警察官は台湾にも存在した。台湾西南海岸の嘉義県

東石郷に東石副瀬富安宮という廟がある。廟自体は清朝時代から存在していたが、ここに森

川清治郎巡査が義愛公という神として祀られている。森川巡査は職務に忠実な警察官であ

ったが、重税による村人の窮状を訴えたことで台湾総督府から訓告処分を受ける。森川巡査

は明治 35（1902）年 4 月 5 日、一人慶福宮という廟を訪れて村田銃の引き金を自ら引いて

自決してしまう。42 年の生涯であった。この森川巡査も伝染病との深い繫がりにより、死

後 20 年してから神に祀られることになった。大正 12（1923）年 2 月、台湾南部に流行性

脳髄膜炎が蔓延した。2 月 7 日に副瀬村の保甲の長であった李九の夢に、黒マントを羽織っ

た森川巡査が現れ、病魔を避ける方策を教えて消えた。保甲というのは、台湾総督府警察の

末端機関として置かれた隣組組織のことである。李九は翌朝村人を集めて、夢のなかで森川

巡査から教えられた対策を施した。結果、副瀬村は病気の蔓延を免れた。村人は森川巡査に

感謝するために、朴子に居住する名工・周啓元に依頼して巡査の神像を造り、祀ったのであ

る。 

日本と台湾で共通に見られる、警察官が神に祀られるという事例は、偶然の一致ではない。

この背景にあるのは、明治時代の日本が衛生行政を確立していくなかで、警察組織と警察官

が大きな役割を果たしたという事実であり、そうした事情は日本の植民地として台湾総督

府が同様の政策を実施していたという歴史である。両国で警察官が神として祀られるとい

う事態をその時代背景とともに審らかにすることは、宗教学的研究であると言える。しかし、

二つの点を結び付けて探究するなかで、面としての経済社会的背景が浮かび上がってくる

ならば、それはまた同時に衛生制度の歴史的研究とも同時になりうる側面を有している。現

在、世界中が新型コロナウイルスの感染拡大との戦いにあるなか、日本・台湾両政府の衛生

行政のルーツが那辺にあるかを明らかにすることは、大いに現代的意義を持つ営為であろ

う。神となった二人の巡査は、コロナ禍のなかで私たちがどのような精神性で取り組むべき

かを暗黙の裡に教授しているのかもしれないのである。 
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1．現人神の系譜と近代 

 

 明治以降の日本で「現人神」と言えば、日本の統治権者としての天皇を指すのが普通であ

る。しかし、長い歴史のなかでこうした用例が強調されたのは、大日本帝国憲法成立から第

2 次世界大戦終結に至るごく短い時期であったと言ってよい。狂信的な天皇崇拝と言ってよ

いが、とりわけ、大日本帝国憲法第 3 条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」とあることが

決定的な契機となったように思われる。 

 天武天皇以降の律令国家成立期にも同様の呼称が見られなくはないが、天皇への呼称と

しては「現御神」の方が一般的であった。ほぼ同時期成立の『日本書紀』では、日本武尊が

父君である景行天皇のことを指して「吾是現人神之子也」と述べているのが唯一の用例であ

る。『万葉集』の長歌で、天皇の崇高さへの修辞として「大君は神にしませば」と詠われる

ことがあっても、「現人神」と天皇は一対一に結び付いていない。 

 それでは、どういうときに「現人神」という語が使われるかと言うと、『日本書紀』では

雄略天皇が葛城で自分とそっくりの行列に会い、その相手である一事主神が自らを「現人之

神」であると答えている。つまり、ここからは、「現人神」という語で、天皇というよりは

人の姿をした神一般を指していることが窺えるのである。 

 『万葉集』には住吉大神を「現人神」と呼ぶ、有名な長歌がある。それは雑歌 1020 と 1021

という複数の番号が振られている歌で、石上乙麻呂が土佐の国に配流されるときに妻が詠

んだ歌である。 

 

王
おおきみ

の 命 恐
みことかしこ

み さし竝ぶ 國に出ますや わが夫
せ

の君を 懸けまくも ゆゆし恐

し 住吉
すみのゑ

の 現人神 船の舳に 領
うしはき

き賜ひ 著き賜はむ 島の埼埼 寄り賜はむ 

礒の埼埼 荒き浪 風に遇はせず 草つつみ 疾
やまひ

あらせず 急
すみや

けく 還し賜はね 

本の國邊に 

 

 この長歌で詠っている、住吉大神が「現人神」として船の舳先にいる、という描写だが、

当時の習慣に思いを馳せなければ、意味を理解しがたいであろう。実際、この長歌の正確な

解釈を寡聞にして知らない。 

 卑弥呼の治める邪馬台国が登場する魏志東夷伝倭人条、俗に言う魏志倭人伝には、倭人の

習慣として船に必ず持衰と呼ばれる男を乗せるとある。この男は髪を梳らず、虱を取らず、

衣服は汚れたまま、肉を食べたり、婦人と交わったりということもさせない。そして、航海

がうまくいけば褒美を与えるものの、船内で病人が出たり、暴風雨に襲われたりすれば、こ
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の持衰を殺害したのだと伝えている。また、奈良時代や平安時代でも遣唐使船に必ず主神と

呼ばれる男を乗せていた。この人物は航海の神である住吉大神の化身であるとされ、住吉大

社の宮司家である津守氏の男から選ばれた。つまり、この長歌で言われているのは、この主

神のことであり、生身の人間が同時に神であることを「現人神」と呼んでいるのである。 

 これに対して、平安時代には人間を死後に神に祀るということも行われるようになる。い

わゆる御霊信仰の普及である。たとえば、菅原道真が死後天満大自在天神として祀られたこ

とは有名であるし、その他にも複数の事例が見られる。これには悲惨な死を遂げた人間を、

祟られる恐れのある側が低調に神として祀り、祟りを避けるという目的がある。 

 こうした祟りへの恐れではなく、生前に偉大な業績を上げた人物を死後神として祀るよ

うなことが行われるようになるには、戦国時代末期まで時を待たねばならなかった。豊臣秀

吉は、吉田神道の流儀に従って豊国大明神に祀られた。徳川家康が東証大権現として祀られ

た際は、天海が自ら山王神道を発展させて作った山王一実神道に依拠して行った。いずれに

しても、江戸時代初期以降の神道は、死んだ人間を神に祀るという作法をかなり普遍的に発

展させていったのである。 

 こうして江戸時代に死んだ人間を霊神として祀ることがかなり頻繁に行われた。大名家

が藩祖を霊神として祀る神社を建立した例は各地に見られる。また、木曽御岳山を信仰の対

象とする御嶽講では、登山の先達である行者たちが死ぬと霊神として祀った。現在でも登山

口に霊神碑が林立する光景を見ることができる。 

 もっとも、こうやって人間を死後神に祀る場合、「現人神」という言い方がなされること

はなかった。しかし、おそらく江戸時代初期に、死者を「現人神」として祀ったのではない

かと思われる事例を発見したので、ここで報告しておきたい。 

 豊臣秀吉によって柳川の地を領地として与えられていた立花宗茂は、関ヶ原の合戦の起

こった 9 月 15 日に先駆け、豊臣秀頼の命を受けて、自ら 2500 名の将兵を率いて、筑紫広

門、毛利秀包・秀秋とともに東軍の大津城を攻めていた。しかし、西軍敗北の報を受けて、

島津義久とともに京都、大阪を経て、海路柳川を目指して 9 月 17 日に帰還した。 

 肥前の鍋島直茂の嫡男である勝茂も西軍として桃山城を攻撃していたため、直茂は徳川

家康に謝罪して許しを請うた。家康が総力を挙げて柳川を討つことを条件に出したため、直

茂と勝茂は、併せて 3 万 2000 の大軍を引き連れ、佐賀から柳川に向けて 10 月 14 日に出発

した。柳川側は、宗茂を城に残し、1 万 3000 の軍勢が城を出て防備を固めた。 

 10 月 20 日、鍋島軍は大軍を 12 陣に分けて八院へと一気に攻め込み、立花軍は 3000 の

兵で奮闘し、これをよく防いだ。しかし、兵力の差は如何ともしがたく、最後は加藤清正が

仲介することで宗茂の柳川開城を条件に鍋島勢が引くことで収まったのである。この江上

八院合戦で命を落とした両軍の多くの将兵の御霊を祀る石祠が、激戦で多くが落命した地

獄橋の近くに建っている。おそらく、江戸時代初期の建立と思われるが、地元ではこの石祠

を「現人神」と呼んで礼拝してきたという事実があるのである。 

 「現人神」とは元々、生きている生身の人間がそのままに神であるということである。し
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かし、江上の「現人神」は江上八院合戦で命を落とした名もなき将兵たちのことである。こ

こには生きているのか、死んでしまっているのかという決定的な違いがある。だが、地元の

人々が彼らの御霊を「現人神」と呼ぶに至った経緯を考えたとき、時代と状況のなかで精い

っぱい生きた人々のことを思い、そこはかとない尊敬の念で見つめる視点が生まれている

ことに気付くのではないだろうか。ここで「現人神」の意味は、人として実際に生きて、今

は神と祀られるという意味に転じているのである。 

 死んだ人間を生前の功績によって神に祀るという、神道の新しい伝統は、明治維新後、国

家神道が形成されてくるなかで、歴史的な天皇や忠臣、戦没者を国家が神に祀るという方向

で定型化されていくことになる。明治神平安神宮、さらに南北朝の親王や忠臣を祀る神社が

国家の手によって建てられていく。 

 そして、日本が多くの戦争を経験し、戦死者が多くなっていくなかで、軍神という概念が

登場していった。軍が軍神を認定するようになるのは、日中戦争のなか、昭和 13（1938）

年に戦死した西住小次郎中尉が最初である。しかし、それをかなり遡る時代からマスコミが

軍神という言葉を用いるようになっていた。 

 その嚆矢は、日露戦争で明治 37（1904）年に砲弾の直撃を受けて死亡した廣瀬武夫海軍

少佐1である。同年、同じく日露戦争で壮絶な最期を遂げた橘周太陸軍中佐2も軍神と称され

た。3 

 増田敬太郎巡査を指す警神という呼称も、この軍神に倣って創造されたものであること

は疑いない。増田巡査がコレラに感染して殉職して 1 カ月後、赴任地の高串には高さ 40 セ

ンチメートルほどの顕彰碑が建てられ、1 年後には参詣者が口コミで集まったという記録が

ある。この参詣者のために、大きさが 2 間×2 間半の拝殿が建てられたのが、増田神社の起

源と伝えられる。日露戦争後の明治 38（1905）年には社殿の増築がされて 10 坪ほどの大き

さになり、戦勝記念の鳥居が建てられた。このことからもわかるように、増田巡査への注目

が日露戦争の推移と重なっていることは間違いないのである。この流れで、大正 12（1923）

年には、社殿が再度増築されて、玉垣や狛犬も設置されたのであった。 

 ちょうどこの時期、たまたま増田神社祭礼を訪れた唐津警察署の横尾左六警部補がこの

事実を佐賀県警の警察部長に伝えるということがあった。佐賀県警は早速『嗚呼警神増田巡

査』と題するパンフレットを印刷し、県下全警官に配って鼓舞した。警神の語が初めて使わ

                                                        

1 広瀬少佐が生まれ育った大分県竹田市では、昭和 10（1935）年に少佐を祀る広瀬神社が

落成した。 

2 長崎出身の橘少佐に因んで、大正 7（1919）年、長崎県雲仙市千々和町に少佐の銅像が建

てられると、目の前の千々和湾は橘湾と改称された。また、昭和 15（1940）年、銅像の敷

地に少佐を祀る橘神社が創建され、少佐の長男で陸軍大尉となった橘一郎左衛門が宮司に

就任した。 

3 この 2 軍神を含め、軍神自体の歴史と詳細は山室（2007）を参照されたい。 
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れたのもこのパンフレットにおいてである。 

 昭和 15 年はいわゆる皇起 2600 年であり、これを記念して神社に新たな鳥居が奉納され

た。そして、その扁額には巡査大明神の神名が記されている。そのさらに 2 年後に社殿の改

築が行われた際、それまで秋葉社に間借りしていた増田神社が主となり、秋葉神がそこに合

祀されるというかたちがとられて現在に至っている。4 

 

 

2．内務省と公衆衛生：巡査大明神の成立 

 

 日本におけるコレラの流行については、江戸時代に長崎から始まり、全国に広まった記録

が残されている。最初は文政 5（1822）年の流行では、十数万人が亡くなったと考えられて

いる。続いて、安政 5（1858）年の流行があり、このときの死者は数十万人に達したと推計

されている。 

 明治時代に入ってからは、明治 6（1873）年の流行が最初である。神奈川、神戸、長崎な

どからコロナが広まり、死者数 13,816 人と記録されている。続く明治 12（1879）年の流行

は被害甚大であり、愛媛県から広まったコレラで 105,786 人が死亡した。 

 その後も、明治 15（1882）年に神奈川県で発生したコレラでは全国で 33,784 人、明治 18

（1885）年に長崎県から侵入し、明治 19（1886）年に全国で流行したコレラで 108,000 人

あまりが死亡している。明治 23（1890）年に長崎県から侵入したコレラでは被害が甚大で、

死者は 35,227 人に及んでいる。 

 明治 28（1895）年のコレラによる死者数も大きく、40,154 人が亡くなった。明治時代の

最後の流行は明治 35（1902）年のもので、全国で 8,012 人が死亡している。 

 増田敬太郎巡査が殉職したのは、明治 28（1895）年の流行のときであるが、全国ではそ

れに先立つ流行のときにも警察官が殉職し、顕彰碑が建てられるなどして現在まで功績が

語り継がれている例が、筆者が調べただけでも数件ある。継続的な調査でさらに数が伸びる

ものと考えられる。 

 まず、明治 12（1879）年の大流行では、神奈川県横浜市戸塚区に勤務していた西岡駿吉

5一統巡査の事績が伝えられている。西岡巡査は 28 歳で殉職した。明治 19（1886）年の大

流行での殉職者は多く、調べた限りでも 3 名に及んでいる。 

 北海道江刺市でコレラの対応にあたっていた熊石分署長の中原宗三郎警部補代理も 29 歳

で殉職している。中原巡査を顕彰した巡査中原君紀功碑は彼が署長を務めた八雲町熊石に

                                                        

4 増田巡査の遺体は小松島という小島に運んで荼毘に付された。現在、この島には警神火葬

の碑が建てられているが、漁師が船で海に出る際、大漁や安全を島に向って祈るという習慣

が定着している。 

5 越前国丹生郡に生まれたと警察協会神奈川支部（1916）にある。 
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あるが、そこには中原巡査が会津藩士・中原敦俊の第 3 子であったと刻まれている。当時の

北海道は三県一局時代と呼ばれるように、札幌県、函館県、根室県の 3 県と北海道事業管理

局に分けて行政を行っていた。熊石は函館県に属していて、熊石の警察は江差警察署乙部文

書の出張所に過ぎなかったが、明治 17（1884）年、江差警察署熊石分署に昇格して、中原

巡査がその初代署長となっていた。 

 三重県鳥羽市出身の江崎邦助巡査も、愛知県田原市堀切町のコレラ対策に従事していて、

同年 25 歳で殉職している。6 月 15 日に巡察中にコレラ患者を確認し、パニックに陥った住

民を説得した上で近隣の消毒作業を行った。一応の対応を済ませた巡査は、6 月 22 日、堀

切村を出発し、所属する豊橋警察署田原分署に状況報告のために向う。しかし、途中発病し

て、妻のじうが看病を行ったものの翌日の午後 2 時に亡くなった。じうも 25 日にコレラを

発症して、その翌日午後 5 時に 19 年の生涯を閉じた。江崎巡査が隔離された小屋のあった

加治町稲場には「江上巡査夫妻殉職の地」と刻まれた碑が建てられている。 

 高知県出身で石川県滋賀町富来において、住宅の消毒や病人の隔離、死体の火葬などを行

っていた斎藤実道巡査も、やはり明治 19（1886）年に 33 歳で殉職している。 

 このようにコレラ対策を警察官が行い、彼らが若くして殉職している例が多いことには

理由がある。明治時代には、衛生行政は警察が担っていたのである。 

 公衆衛生を確立してコレラを克服することは、単に衛生面だけに限定される話ではなく、

明治時代にあっては、近代国家としての日本を建設できるかどうかという根幹にかかわる

問題であった。それだけ伝染病への対応は国家の根本的使命を構成していたのである。した

がって、内政の根幹を握る官庁である内務省が衛生行政にあたることは必然であった。ここ

にこそ、国家の秩序を担う内務省が警察組織を管轄していたところから、衛生行政と警察と

の結び付きが生まれてくる。 

 内務省は明治 6（1873）年 11 月 10 日に設置された。その後、官制の変更を経て、明治

18（1885）年 6 月 25 日制定の内務省処務条例によって、内務省が官房、総務局、県治局、

警保局、土木局、衛生局、地理局、戸籍局、社寺局、会計局から構成されることが確定した。

こうした内務省の行政内容から来る帰結として、警察行政と伝染病の予防行政は大いに関

連を持たされながら進行していくことになる。 

 まず、明治 12（1879）年のコレラ流行で内務省が行った防疫策は隔離の徹底であった。

その手段として病名票を患者に添付したり、隔離病院の設置を行ったりしたが、これに過度

に依存することには住民からの反発が大きいということがわかった。コレラの流行のたび

に住民の擾乱騒動が見られたが、その原因は隔離の強制に対する反発にあった。 

 そこで内務省が力点を移動させたのが、隔離ではなく他地域との交通を絶つ方法であっ

た。明治 19（1886）年の大流行では、交通遮断法によって住民移動の規制を行うことが試

みられた。しかし、交通の遮断は経済活動を阻害し、住民生活へ過度に干渉するものである

ため、内務省は多くの批判を浴びることになった。こうした対策に多くの現場警察官が動員

されたことによって、同年の殉職者が多くなっているのだと推定される。 
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 こうして重視されるようになるのが、コレラの流行自体を未然に防止するために、住民の

衛生意識を高める方法であった。明治 23（1890）年、中央衛生会において、後藤新平の後

を受けた内務省衛生局長・長谷川泰が建議を行い、内務省は全国の主要都市に清潔法を行う

よう訓令を発した。加えて、大阪や神戸といった関西諸都市に海軍軍医大監・実吉安純を派

遣したほか、他地方に陸軍軍医総監・石黒直悳
ただのり

を送って知識の周知徹底を図った。とりわけ、

貧民たちの非衛生的な生活がコレラの温床になるという認識から、こうした地域での啓発

や清潔の徹底が強調されることになる。6増田敬太郎巡査が高串で活動した背景には、こう

した内務省衛生行政の転換があったのである。内務省は衛生的近代国家確立のために、法的

強制力だけでなく、警察という具体的強制力を使いながら、民衆に清潔な生活を強制して言

った面があったことは否定できないのである。 

 熊本県泗水村の豪農・増田家の長男として生まれた敬太郎であったが、明治 23（1890）

年に近隣の農民たちとともに開拓のために北海道へと渡る。しかし、開拓事業はうまくいか

ず、帰郷して役場の書記、養蚕、貿易事業などを試みるが借金を抱えてしまう。こうして敬

太郎は借金の肩代わりを条件に家督を弟に譲って、自らは佐賀県巡査教習所に 10 日ほど通

い、明治 28（1895）年 7 月 17 日に佐賀県巡査を拝命している。このように、増田巡査の警

察官としての経歴が、まさに内務省の衛生行政が清潔法の徹底に転換した時期に重なって

いることがわかるのである。 

 

 

3．台湾総督府警察と衛生行政：義愛公への信仰 

 

 前章で見たように、長谷川泰の前の内務省衛生局長であった後藤新平は、明治 31（1898）

年、児玉源太郎が台湾総督になると、その右腕として台湾の民生局長に任命された。後藤が

内務省民生局員だったときの上司が石黒直悳であるが、石黒が児玉に後藤を推薦したこと

で陸軍検疫部事務官長に後藤が就任していたという経緯がある。後藤は広島宇品港似島検

疫所で防疫行政に刮目すべき手腕を発揮し、児玉から高く評価されるようになったのであ

る。 

 後藤が目にした台湾は、伝染病が蔓延する瘴 癘
しょうれい

の地であった。こうした疾病を抑え込む

ことは、治安を悪化させている土匪と呼ばれる犯罪者集団を鎮圧することと並んで、いわゆ

る児玉・後藤政治の大きな課題であった。これら二つの課題を解決すべく、台湾総督府警察

が整備されていく。台湾においても警察と衛生行政は分かちがたく結びついていた。後藤は

民生局を民生部に改組して、明治 34（1901）年、民生部内に警察本署を置いた。そして、

                                                        

6 小林（2001）、30 ページ。 
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このとき、後藤自身の手によって、それまで民生部にあった衛生課が警察本署の直属とされ

ている。 

 こうした警察と衛生行政を一体とした秩序維持機構を台湾で機能させるために、後藤は

清朝時代からある地方民衆の自治組織である保甲制度を徹底的に活用した。7民生局長に就

任直後、保甲条例を発布して、警察の末端に現地人の保甲を位置づけた。保甲の名は、10 戸

を 1 甲として甲長を置き、10 甲を 1 保として保長を置くことに由来する。保甲内での相互

監視と連帯責任を活用することで、総督府は戸籍調査、移出入者管理、伝染病予防、道路や

橋梁の建設、土匪の摘発などを順調に行うことができるようになった。 

 森川清治郎巡査もまた、台南県において保甲との密接な協力関係のなかで警察業務を行

ったことは言うまでもない。森川巡査は久良岐軍戸太町戸部、現在の横浜市西区戸部本町に

生れた。明治 30（1897）年に台湾に渡り、5 月 4 日、現地の警察官に採用されて、6 月 3 日

には台湾県に赴任した。打猫、大埔林、新巷などを経て、明治 33（1900）年、大坵田西堡

副瀬庄、現在の嘉義県東石郷副瀬村の鰲
ごう

鼓
こ

派出所勤務となった。 

 明治 35（1902）年、台湾特別会計法改正により漁業税が新設されたが、竹筏にまで税が

課されるという苛烈さで、漁民の生活は危機に瀕した。森川巡査は村人たちの窮状を嘉義庁

東石港支庁に訴え出たが、村民扇動の嫌疑を掛けられたのであった。自決した巡査は神に祀

られたが、病魔退散の信仰が厚いのは、後藤新平らによって警察組織をあげて推し進められ

た衛生行政が巡査の姿に集約的に表現されているためだろう。つまり、森川巡査は日本が行

った善政を象徴しているのであり、神となった巡査を義愛公以外に日本王翁と呼ぶことも

それを証している。 

 台湾において篤い信仰を集める道教の神の多くが、かつて人間であった「現人神」である。

たとえば、商売の神である関羽は、言うまでもなく三国時代の英雄である。台湾で多くの民

衆が信仰している媽祖神も、福建省に暮らしていて若くして亡くなった女性・林黙娘である

と伝えられている。こうした伝統のなかで、森川巡査が地域住民によって神にされたのは自

然なことだったかもしれない。 

 現在、嘉邑小副瀬富安宮の他、そこから分霊された義愛公は多くの廟で信仰の対象となっ

ている。近隣では、龍港村三太子檀に巡査が合祀されている。また、嘉義駅の裏手には嘉邑

小副瀬富南宮、嘉邑小副瀬富義宮8、嘉邑小副瀬富南宮の 3 廟があり、嘉義市内に嘉邑西安

宮もある。やはり、嘉義県内の朴子天旨堂9に巡査が祀られている。さらには、彰化県和美

                                                        

7 矢内原（1988）、170 ページ。 

8 大日本製糖株式会社が敷設した鉄道廃線跡の脇に鎮座する義愛公だけを祀った廟である。

巡査の像が 30 体あまりあって、近隣の人家に貸し出されたりもする。 

9 故・李託生氏が自宅の屋上に設置した私檀である。生前、同氏は膀胱癌から信仰によっ

て生還したと語っていた。 
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鎮の和美平安宮、高雄市の徳安宮10、新北市新荘区の新荘北巡聖安宮11といったところまで、

義愛公の信仰が広がっているのが確認できる。 

 

 

おわりに 

 

 新型コロナウイルスの感染対策で大きな成功を収めて、封じ込めの成功事例とされてい

る台湾は、日本と何が異なっていたのだろうか。大きな違いは、台湾では公衆衛生の実務経

験を積んだ政治家と官僚が中心となって、中央集権的に対策を進めたということである。こ

れに対して、日本では公衆衛生の専門家が前面に出ることが少なかっただけでなく、政府の

リーダーシップにも弱さが目立った。 

 台湾のコロナ対策を強いリーダーシップを以って主導したのは、陳建仁副総裁や陳其邁

行政院副院長であるが、彼らは SARS 対応などで公衆衛生のキャリアを積んだ実務家であ

った。これに対して、すでに廃止された日本の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の

メンバーは、座長の脇田隆字国立感染症研究所所長が C 型肝炎の専門家、副座長の尾身茂

地域医療機能推進機構理事長が地域医療の専門家といった具合である。他のメンバーも 12

人中 9 人までが感染症の専門家であって、公衆衛生の専門家は武藤香織東京大学医科学研

究所教授だけであった。 

 感染症の専門家と公衆衛生の専門家では基本的な発想が違う。前者は医療の臨床現場を

問題にしており、病気は患者一人一人の問題として考える。しかし、公衆衛生は伝染病の感

染拡大を社会や国家の存続にかかわる問題であって、国の興亡を掛けた戦いであると考え

るのである。この視点は、台湾総督府の民生長官として公衆衛生を統治の問題と同一視して

いた後藤新平が堅持していたものであった。 

 後藤は、国務即ち広義の衛生なり、という言葉を残している。後藤にとって伝染病を防ぐ

ことは台湾の社会秩序を確立することと同じであり、国家統治の根幹であった。今回の新型

コロナウイルス対策でも、台湾には後藤と同じ視点が生きていたのに対して、日本の政治家

たちはそのように根本的なところから考えることができなかったのではなかろうか。 

 極論を述べれば、公衆衛生は臨床医療より遙かに重要なのである。臨床医療は具体的な患

者一人の命に関わることにすぎない。しかし、公衆衛生は国民すべての生命と財産に関わっ

てくる。だが、こうした視点は、明治時代にコレラと戦った内務省が間違いなく持っていた。

それを現代日本の政治家と政府は忘却してしまっている。台湾と日本の違いは、結局この一

点に尽きるのである。 

                                                        

10 主神として媽祖を祀る廟だが、媽祖自体が副瀬村に近い港口宮からの分霊である。 

11 副瀬村出身者が自宅で祀っていた義愛公だが、霊験あらたかであると評判になり、現在

の廟が建立された。 
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 本稿では、神として祀られた日本人巡査、増田敬太郎と森川清治郎を取り上げて、彼らが

神に成っていく社会的背景と民衆意識を考えた。二人の若い警察官はその双肩に、社会秩序

を守り、人々を感染症から救うという国家的理念を背負って、命が尽きるまで戦い続けた。

彼らへの民衆の信仰を考えることは、公衆衛生を担う国家の役割を問い直すことに繋がっ

ている。 
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