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蔡英文総統、 団結台湾、 自信前行
中華民国建国 109 年祝賀演説の概要
▼蔡英文総統（写真提供：総統府）

蔡英文総統は10月10日午前、総統府前 した。私たちは新型コロナウイルス収束後を
で行われた中華民国建国 109 年祝賀大会で 見据え、経済発展においても先手の対策を講
「団結台湾、自信前行（＝台湾を団結させ、 じます。台湾はいま「六大核心戦略産業」の
自信をもって前進する）
」と題する演説を行っ 推進に向けて積極的に取り組み、
「将来を見
た。概要は以下のとおり。
据えたインフラ建設計画」も段階に分けて特
新型コロナウイルス対策の成果と世界貢献
別予算を計上し、現在推進を加速していると
きょう
（10日）
は中華民国 109 年の
「国慶日 ころです。
（＝建国記念日）
」です。今年は新型コロナウ
最も私たちを奮い立たせたのは、数十年来
イルスの影響で式典の規模を縮小しましたが、 で最大の回帰投資を迎えることができたこと
すべての国民が、どこにいようとも心から中華 です。海外に進出していた台湾企業による対
民国台湾を祝賀し、そして挑戦に満ちたこの 台湾回帰投資はすでに１兆台湾元（約 3.7 兆
一年を過ごしていることでしょう。
日本円）を超えています。それに加えて数千億
2020 年という年は、新型コロナウイルス 台湾元規模の海外資金が続々と台湾に投資
の脅威が台湾のみならず、全世界に驚きと波 されています。多くの外資系企業や有名な多
乱をもたらしました。しかし、この世界的危機 国籍企業が対台湾投資を強化しています。こ
があったからこそ、国際社会は台湾という
「強 れらはいまも現在進行形です。
靭な島」の特性と忍耐力を目の当たりにするこ
国際経済・貿易分野の協力について見ると、
とになりました。
我々には少なからぬ進展がありました。台湾
我々はコロナ禍にあっても、適切な規制措 と米国はハイレベルの経済対話を通して、グ
置を実施しながら、プロ野球公式戦をスター ローバル・サプライチェーンの再構築、テクノ
トさせ、大型の芸術・文化活動を再開した ロジー協力、インフラ建設などの分野で、こ
世界で数少ない国の一つとなりました。さら れからも協力の可能性を模索していくことで
には誇るべきその国力をもって、感染症対策 一致しています。
のための医療物資を世界各地に無償提供しま
先週、台湾と米国の双方は「対インフラ建
した。
設融資の台米協力フレームワーク」の立ち上
今年 3月以降、台湾の新型コロナウイルス げについて協定を結んだと発表しました。双
対策について言及した海外での報道は3,300 方は米国やインド太平洋地域におけるインフ
件を超えました。国際社会における台湾の存 ラ建設計画で協力することになります。台米
在感はますます明確になり、過去のいかなる 経済協力の深化は、すでに実際の行動の段
時期よりも輝きを増しています。
階に入っているのです。これも、私たちが国
このような成果は、台湾の人々の団結と協 際的な経済・貿易協力において、全面的なブ
力のたまものです。最も大変だった医療・看 レークスルーを模索するためのスタートとなる
護、検疫関係者の皆さんに、私たちは感謝し でしょう。
なければなりません。製造業者の皆さんも手
今後を展望すると、さらに困難な道のりが
を取り合って協力し、感染症を予防するため 私たちを待ち受けています。コロナ後の世界
の医療物資を生産しました。ハイテク企業は 経済の回復で、人類の生活形態は大きく変わ
アプリを開発しました。薬局やコンビニで働く るでしょう。世界及び各地域の経済・貿易情
人々は、サージカルマスクの販売に協力しまし 勢は劇的に変化します。そして経済秩序の再
た。そして台湾のすべての住民が、
秩序を守っ 編成が行われます。どれも私たちの経済の耐
てこれに協力し、感染症対策を徹底しました。 久性、そして全体的な適応能力を試すことに
日本の森喜朗元首相、チェコのビストルジ なるでしょう。
ル上院議長、アメリカのアザー厚生長官、ク
過去数十年来で最大ともいえる国内外の情
ラック国務次官が相次いで台湾を訪問し、台 勢変化に向き合うため、中華民国政府は3つ
湾に対する敬意を示されました。これは多く の戦略で対応し、皆様が期待される新たな
の国民に無類の勇気を与えました。
台湾経済を作り出します。
新型コロナウイルスに立ち向かうことを通し
まず、私たちは全力且つ全方位的に、サプ
て、私たちはこの国が逆境の中でも生存能力 ライチェーンの再構築に取り組みます。現在、
を持つことを証明しました。そして国民の自信 世界のサプライチェーンは急速に崩壊し、そし
を確立しました。なによりも重要なのは、私 て再構築されています。これはすでに後戻り
たちが団結したことです。なぜなら私たちは、 できない趨勢です。世界各地を拠点に活動す
国家を守ることの重要性を、身をもって理解 る台湾企業もいま、市場の差別化、生産拠
したからです。だからこの一年は確かに苦しく、 点の移転、台湾への回帰投資などを加速さ
厳しい一年でしたが、収穫もあった一年とな せています。
りました。
私たちはすでに
「5+2 産業イノベーション」
、
新たな情勢下の経済戦略
「六大核心戦略産業」などの重点産業へのテ
新型コロナウイルスの封じ込めに成功したこ コ入れ、１兆元規模の投資計画、
「新南向政
とから、台湾は GDP 成長率がプラスを維持 策」
、台米経済協力、地域経済統合への参
できる、世界でも数少ない国の一つとなりま 与などを進めています。これらはすべてサプラ

イチェーンの再構築と密接に関係するもので
す。
私たちはこれらの関連する政策や計画をつ
なぎ合わせ、そして官民の資源を融合し、省
庁を越えてエネルギーを集約することで、全
力且つ全方位的に取り組み、台湾をグローバ
ル・サプライチェーンにおいて不可欠な存在
とするべく努力します。
第二に、私たちは台湾を世界から資本、
人材、デジタルテクノロジーが集約する拠点と
します。
第三に、私たちは経済と社会がバランスよ
く発展できるよう、全力で取り組みます。コロ
ナ後の経済や産業の発展は、バランスを失す
るリスクをはらんでいます。資金の供給が大
幅に増えることは、後遺症を残すことになりか
ねません。
ですから、これから政府は資源の合理的な
分配をより重視しなければなりません。経済
システムの転換によって衝撃を受ける弱者を
守り、若者の雇用促進を強化し、資金が最
も効果的に利用されるよう導く必要がありま
す。
台湾経済の再起によってもたらされるメリッ
トを、全国の国民が共有できるようにしなけ
ればなりません。
堅実な国防で国家の安全を維持
当然ながら台湾経済の前途は、大部分が
地域の平和と安定に依存しています。そして
私たちは明確に知っています。弱さを見せて
後退しても平和はもたらされないことを。準備
を十分に行い、防衛にかける強い決意と実力
を持つことによってのみ、台湾の安全を保障
し、地域の平和を守ることができるのです。
国防力を高め、戦争のリスクを減らすこと。
これは現時点におけるわが国の国防政策の
原則です。最近、対岸（＝中国を指す）の軍
用機や軍艦が台湾周辺に出没し、台湾海峡
両岸の情勢を緊張させていますが、私たちの
軍隊は随時状況を把握し、これに対応するこ
とで防衛を死守するという任務を達成してい
ます。
対岸の軍事拡張と挑発に対し、私たちはこ
れからも防衛戦力の近代化と「非対称戦力」
の強化を継続します。つまり、海外からの武
器・装備を購入すると同時に、これからも国
防自主（＝軍備の自主開発、国産化）の推
進を加速していきます。高等練習機や潜水艦
の国産化はすでに大きな成果が上がっていま
す。私たちは今後も、この二つを同時並行で
進めることで、私たちの防衛の実力を強化し
ていく考えです。
武器・装備の性能を上げるだけでなく、
国軍にはより素質の高い戦士が必要です。志
願制の職業軍人の専門的素養を高めるだけ
でなく、予備役に関する制度を改善し、国軍
のマンパワーの素質と戦力を強化する必要が
あります。
「常備軍と予備役の一体化」を原則
に、これから予備役動員制度の改革を急ぎた
いと考えています。
地域の平和と安定が脅かされているとき、
私たちは「戦いを恐れず、戦いを求めず」の原
則を貫き、一触即発の事態を避けなければな
りません。国防部（日本の防衛省に相当）は
適時、中国人民解放軍の動向を発表し、周
辺諸国と情報を交換し、安全のためのパート
ナーとしての役目を強化しています。国民に台
湾海峡の動きを明確に知らせることで、
「全民
国防」をより堅実なものにしています。
積極的に地域の協力に参加
最近、私たちは地域の安全保障に関わる
情勢の変化に高い関心を寄せています。それ
には南シナ海、東シナ海における主権問題、
中国とインドの衝突、台湾海峡情勢の変化、
ひいては各国が関心を寄せる香港版「国家安

全法」の実施などを含みます。インド太平洋
地域の民主主義、平和、繁栄はいずれも大
きな問題に直面しているのです。
私たちは、この変化による試練を、歴史の
転機に変えようとしています。主権を堅持し、
民主主義の価値を守るという私たちの原則に
変化はありません。但し、戦略上は柔軟性を
持ち、臨機応変に振る舞う必要があります。
情勢が変化する中、先手の政策を講じるこ
とで、未来を掌握できます。そうすれば変化
の波に流されたり、他人によって運命を決め
られたりすることがありません。
私たちは、これからの世界や地域の新たな
秩序の確立に、積極的に参与していきます。
私たちは「価値の同盟」を原則に、国際社会
と広く良い関係を作り上げ、近い理念を持つ
国々や、台湾に友好的な国々とのパートナー
シップを強化していきます。私たちはまた、地
域及び国際的な多国間協力や多国間対話
に、積極的に参与していきます。
平和を維持し、繁栄と発展を促進すること。
これが中華民国台湾の、地域における最も
重要な価値なのです。
私はまた、対岸の指導者（＝習近平氏を指
す）が最近行なわれた国連総会一般討論のビ
デオ演説で、
「中国は永遠に覇権主義を唱え
ず、拡張せず、勢力範囲の拡大を求めない」
と発言したことに注目しています。
この地域の国々、ひいては全世界の国々が、
中国の覇権主義に懸念を示しています。私た
ちは、これが本当の変化の始まりになることを
願っています。
とりわけ全世界がインド太平洋及び台湾海
峡両岸の情勢変化に高い関心を寄せているこ
の重要な時期、北京当局が台湾の声を受け
止め、両岸関係（＝中台関係のこと）
と向き合
う態度を変え、台湾と共に両岸の和解と平和
的対話を実現することができれば、この地域
の緊張状態を必ず解くことができると信じてい
ます。
両岸関係について、私たちが暴走すること
はありません。私たちは原則を堅持します。
両岸関係の安定の維持は、両岸共通の利益
です。私たちは両岸の安定を維持する決意が
あります。しかしこれは台湾が一方的に担うこ
とではなく、双方の共同責任なのです。
現在、両岸にとっての当面の急務は、互い
に尊重し、善意をもって相手を理解しようとす
る態度で、平和と共存の道や方法を共に議
論することです。北京当局に対立を解消し、
両岸関係を改善しようという意思があれば、
対等・尊厳という原則の下、私たちは有意義
な対話を実現したいと考えています。これが
台湾の人々の主張であり、与野党の一致した
見方です。
結論：団結と協力で共に挑戦を乗り越える
最近、私たちはより明確に感じています。
台湾の対外関係や国家安全の議題において、
台湾の人々の考え方が少しずつ近づきつつあ
ることを。台湾の人々は、地域の平和と繁栄
が、これからも永遠に続くことを願っています。
私は台湾の各政党に呼びかけます。一緒
に手を携えて努力しようと。国家の生存と発
展のために、民主主義の価値のために、私た
ちは対外的に一致団結して努力し、手を取り
合って国家がこの挑戦を乗り越えられるように
導くべきなのです。
過去 71 年間、台湾が経験してきたように、
苦境は私たちの強さを磨いてきました。挑戦
は私たちの士気を高めてきました。今回の新
型コロナウイルスは、台湾の人々の団結に対
する意識を固め、さらに前進しつづける勇気
を私たちにくれました。
私たちが新型コロナウイルスの侵入を防ぎ、
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経済発展のための戦略を練り、地域情勢の
安定と台湾の安全を守ろうとするのは一体な
んのためでしょうか？それはつまり、壮大な国
家を台湾の次世代に残すためです。
私たちがいまここで奮闘しているのはすべ
て、台湾の次世代、子々孫々に至るまでが、
自分たちの創作に自信を持ち、この土地の文
化や価値を誇りに思い、そして世界へ向かっ
て果敢に歩み出せるようにするためです。
中華民国の国慶（建国記念日）というこの
日、私たちは一緒に願いましょう。20 年後の
台湾人が 2020 年を振り返ったとき、あの年、
私たちが時代の転機をつかみ、変化の中で
勇敢に前進し、課題を克服し、足枷から脱し
たからこそ、
（20 年後の）彼らが真に自分の意
思で未来を選択する機会を持てるようになっ
たと思えるように。
中華民国、誕生日おめでとう！皆様、あり
がとうございました。
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李登輝元総統の遺骨、
新北市の 軍 人墓地に埋葬

蔡英文総統と頼清徳副総統は李登輝元総統の 遺骨埋葬の儀式 ( 写真提供：中央社、総統府 )
遺骨埋葬の儀式に参列 ( 写真提供：中央社 ) 「葬送行進曲」を演奏する中、隊列がゆっくり

蔡英文総統と頼清徳副総統は10月7日、
台湾新北市にある「五指山国軍示範公墓」
（軍
人墓地）で行われた李登輝元総統の遺骨埋葬
の儀式に参列し、最後の別れを惜しんだ。
キリスト教の儀式は、同日の午前9時20分
より始められた。蔡総統と頼副総統が先に会
場入りし、李登輝元総統の遺骨を乗せた霊柩
車の隊列を迎えた。
「移霊儀式」では、楽隊が

歩みを進め、蔡総統、頼副総統をはじめ参列
者が李登輝元総統の遺骨に対して敬礼を行っ
た。その後、全員が墓地まで徒歩で移動した。
墓地では「奉安儀式」が行われた。まず、遺
族を代表して張月雲さん（李登輝元総統の故
長男の妻）が李登輝元総統の遺骨に向かって
頭を下げ、その後、蔡総統、頼副総統がそれ
ぞれ献花と3回深くお辞儀をする「三鞠躬礼」

を行い、それに対して遺族が頭を下げる
「答礼」
が行われた。続いて台湾基督長老教会済南
教会による礼拝が行われ、礼拝終了後に納骨
が行われた。
また、
国軍兵士たちが弔銃発射
（ラ
イフルで3発の空砲を発射して弔意を表する礼
式）と安息のラッパで、李登輝総統への敬意と
弔意を表した。
一連の礼拝を終え、李登輝元総統は五指
山国軍示範公墓の「特勲区」
（軍における最高
クラスのエリア）で永遠の眠りにつくこととなっ
た。
台湾総統府の張惇涵報道官は同日、各方
面の協力と各界からの気遣い、そして多くの市
民たちの寛大な気持ちにより、李登輝元総統
の一連の葬儀が終了したことを報告した。張
惇涵報道官は台北賓館での献花会場の設置
から告別礼拝、そしてこの「奉安礼拝」に至る
まで、李登輝元総統が生前提唱していた「脱
古改新」や「誠実自然」の理念に沿って円満に
遂行することができたと説明。台湾社会が「台
湾の民主化のさらなる深化」と「台湾の人々の
さらなる団結」を基礎に一致団結し、前進して
いけるよう期待していると話した。

「 玉 山 論 壇 」閉 幕 、 台 湾 と 各 国 が 未 来 の 構 築 を 決 意

蔡総統の挨拶（写真提供：中央社）

財団法人台湾亜洲交流基金会が10月8
日、台湾台北市内のホテルで第4回「玉山論壇
（2020 Yushan Forum）
」
を開催した。リモー
ト会議及び事前に録画されたビデオメッセージ
などを組み合わせた方式で実施された。
蔡英文総統が開幕の挨拶を行い、豪州マル
コム・ターンブル前首相、スウェーデンのカー
ル・ビルト元首相、日本の超党派議員連盟・
日華議員懇談会の会長で衆議院議員の古屋
圭司氏が講演した。また、デンマークの元首
相で北大西洋条約機構（NATO）の事務総長
も務めたアナス・フォー・ラスムセン氏、米下
院外交委員会アジア太平洋小委員会における
テッド・ヨーホー委員長（共和党）が円卓会
議の「亜洲前瞻円卓対話（ROUNDTABLE
DIALOGUE：BUILDING RESILIENCE
TOGETHER FOR THE NEW ERA）で講演
を行った。
今年は「新南向政策」の対象国、及び日米
欧など10カ国あまりの政治家や学者、専門家、
オピニオンリーダーが参加し、地域の繁栄と安
定のためのビジョンに向けた戦略と行動を話し
合った。
蔡総統は挨拶で、台湾における感染対策の

頼清徳副総統は「亜洲前瞻円卓対話」の挨拶
（写真提供：中央社）

成果が「玉山論壇」を実際の会議とテレビ会議
を組み合わせた形で実現させたとし、
「台湾モ
デル」は台湾の民主的で透明かつ健全な政府
の体制による成功を際立たせたばかりでなく、
台湾の人々の粘り強い特質と、
「台湾がアジア
を助け、アジアが台湾を助ける」という価値を
示したと強調した。また、台湾の「新南向政策」
の目標と理念は「ASEAN のインド太平洋構
想」やインドの「ルック・イースト政策」と一致
するもので、台湾は地域に欠かすことの出来な
いパートナーとして
「環太平洋パートナーシップ
に関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）
」
に加わり、これからも世界と共に強靭な未来を
作っていきたいと意欲を示した。
「新南向政策」
とは、台湾が南アジア、東南アジアにオースト
ラリアとニュージーランドを加えた18カ国を対
象に幅広い関係強化を目指す政策。
一方、
頼清徳副総統は「亜洲前瞻円卓対話」
の挨拶で、台湾の堅実な公衆衛生能力、実
力に満ちた技術的基礎、及び開放的な民主制
度のいずれもが感染対策を成功させたカギだと
指摘した。
このほか、
豪州のターンブル前首相、
スウェー
デンのビルト元首相、日本の古屋衆議院議員

台湾バナナが今年も
茨城県 4 市町の学校給食に提供
台湾産バナナが昨年に引き続き、今秋も茨
城県内の小中学校などで、学校給食として提
供される。主要産地の一つ、台湾南投県で
10月21日、記者会見を兼ねた出荷式が行わ
れた。
日本市場開拓を目指す台湾行政院の農業委
員会農糧署は2019年7月、同県笠間市と
「食
を通じた文化交流と発展的な連携強化に関す
る覚書」を締結。同年11月には、笠間市と
出荷式の様子（写真提供：中央社） 大洗町の小・中・義務教育学校、水戸市の

はそれぞれ、オープニング講演で世界の政治
経済面での変化及び新型コロナウイルスの感
染状況に関心を寄せたほか、自由と民主を守
る台湾の努力と感染封じ込めの効果を絶賛し、
台湾との二者間及び多角的な協力関係の発展
を今後も後押ししていく考えを示した。
台湾行政院のオードリー・タン政務委員
（無
任所大臣）が議長を務めた「亜洲前瞻円卓対
話」には、頼副総統をはじめ、インドネシアの
モハマッド・ユスフ・カラ前副大統領、タイの
キティラット・ナ・ラノン元副首相、韓国の「峨
山政策研究院」の韓昇洲（Han Sung-Joo）理
事長、台湾の最高学術研究機関・中央研究
院生物医学科学研究所の何美郷兼任研究員
が参加。いずれもコロナ禍で各国が直面する
経済、産業、公衆衛生、医療、情報セキュリ
ティなどに対する取り組みに言及し、各国が経
験の共有とリソースの統合という精神を堅持し
て協力していけるよう期待した。
なお「玉山論壇」では、開幕セレモニーと
円卓会議、晩餐会のほか、2回のテレビ会議
も行われた。議題は「コロナ収束後における
協 力 の 実 践（Realizing Partnerships and
Collaborations in the Post-COVID-19
World）
」と「イノベイティブなアプローチ
に よ る 世 界 的 問 題 の 緩 和（Mitigating
Global Challenges through Innovative
Approaches）
」
。各国の政府関係者や産業代
表、NGO やシンクタンクの学者たちが集まり、
ポスト・コロナ時代の様々な問題に向き合う中
で協力する方向性や行動について討論した。
保育園で台湾バナナを提供した。同署による
と、
「台湾バナナは味が濃くて美味しい」と、子
供からの高評価を受けて日本側が再購入を決
定。11月6日の給食メニューに組み込まれる
見通しとなった。今回は3市町に加え、ひたち
なか市にも提供する。
出荷式では、日本の人々が動画を通じて、
新型コロナウイルス収束後の日台交流再開に
期待を寄せた。
南投県は、毎年10月より翌年2月の期間に
台湾バナナが収穫される品種の主要産地。目
下、秋冬に生産されるバナナは輸出に最適な
季節で、日本のほか、シンガポール、中東な
どへの出荷が予定されているという。今年は輸
出が好調で、今年9月末までの輸出量は3282
トン（昨年同期比27％増）と、直近5年で最
多を記録している。

討論演説で 12 カ国が
台湾を支持～国交締結国
国連本部（米ニューヨーク）で開催され
ていた国連総会一般討論演説が 9月29日
に最終日を迎え、中華民国台湾と外交関
係を有する15カ国中、12カ国が「台湾支
持」を表明した。支持数は昨年より1カ国
増えた。国交締結国の発言は、台湾の外
交の温度感を測る指標として関心が寄せら
れていた。
この日の演説では、中米ベリーズ、ニカ
ラグア、グアテマラ3カ国の外相が登壇。
このうち、ベリーズとニカラグアは台湾によ
る国連諸機関参加を支持する姿勢を示し
た。ニカラグアが台湾への支持を表明した
のは3 年ぶり。しかも単独でグテレス事務
総長宛てに書簡を出した。
一般討論演説で台湾への支持を表明し
たのは上記2カ国にパラオ、
パラグアイ、
マー
シャル諸島、ハイチ、ナウル、ツバル、エ
スワティニ、セントビンセント・グレナディー
ン、セントクリストファー・ネビス、セントル
シアを加えた12カ国だった。グアテマラと
ホンジュラスは今年、台湾についての言及
はなかったものの、国連諸機関が台湾を
受け入れるよう求める書簡をそれぞれグテ
レス氏に送付している。バチカンは宗教国
家であるため、例年どおり政治的な発言を
回避しており、台湾支持に関する明言は避
けた。
「台湾の完全な参加が必要」～米国連大使
米国ケリー・クラフト国連大使が 9月29
日、台湾について「善の力」
とした上で、
「世
界にとって台湾の国連システムへの完全な
参加が必要だ」などと訴えた。米国、台湾、
日本が共同で開催した、官民パートナー

シップ（PPP）関連のワークショップにオンライ
ン方式で参加した際に述べた。
台湾は、マスクの大幅増産を短期間で実
現させるなど、台湾の新型コロナウイルス対
策を称え、
「われわれはみんな台湾のノウハウ
や経験を必要としている」
と述べた。
一方で、中国共産党にも言及。
「自由で開
かれた社会を恐れるから、国際社会での台
湾の存在感を全力で抑えている」と批判した。
なお、クラフト氏は10月16日、マンハッタ
ンで米国連大使として初めて台湾の駐ニュー
ヨーク台北経済文化弁事処の李光章処長と
昼食を取りながら歓談。AP 通信によると、
同氏は、台湾の国連への関与促進に前向き
な姿勢を示したという。

中華民国台湾と外交関係を有する15カ国中、12カ
国が「台湾支持」を表明した（写真提供：自由時報）

米国連大使が「世界にとって台湾の国連システムへの完全な
参加が必要だ」などと訴えた（写真提供：自由時報）

香川日華親善協会の講演会で
李世丙處長が講演

記念撮影

香川日華親善協会（三矢昌洋会長）は10
月14日、
「令和2年度通常総会」に先立ち、
高松市西宝町のホテル花樹海で
「2020香川
日華親善協会講演会」と「懇親会」を開催し
た。講演会では台北駐大阪經濟文化辨事
處の李世丙處長が登壇し、
「台湾の最新情報
（新型コロナ対策と産業経済について）
」を
テーマに講演した。香川県浜田知事、高松
市大西市長、中華民国留日四国華僑総会
上島彩会長、金子苦琳副会長，秘書長，
顧問など総勢80人が参加した。講演の要
旨は以下の通り：
「新型コロナ感染症対策」について
台湾は世界中から注目されたが、台湾
政府としての取り組んだ施策は、①国産マ
スクは全て政府が買い上げ、転売や輸出
も禁止した。②マスク生産設備は国家チー
ムを結成し日産 1000 万枚の生産体制を
取った。③最新のテクノロジーを駆使し隔
離体制の徹底指導。④検疫対象者の行動
追跡調査を確実に実行し、違反者は360
万円の罰金を課した。
「産業経済」については2点に絞って説明

台湾の製造業競争力はランキングで世界 6
位。近年の輸出総額は約 35 兆円で、IT 関
係が約 30％ 12 兆円を占めている。この金額
は日本の自動車産業の輸出額とほぼ同額で
ある。参考までに日本の IT 関係の輸出額は
5 兆円である。
身近な製品としては電動アシスト自転車の
生産は世界一。今後の課題は、IT 関係の
電子部品などの割合が多くならないか？中国
への輸出量が斜傾化しないか？などがある。
2点目は日台相互間の訪問者数についてで
ある。日本は近年インバウンド政策が功を奏
し3000 万人を超えている。台湾からの訪日
者数は約 500 万人で、日本からの訪台者数
は約 200 万人。パスポート保有率は台湾が
高く約 80％で日本人は約 25％。台湾からの
出国者数は年間約 1700 万人で、訪問先は
日本、中国、香港、韓国の順位。日本の人
気が高くリピーターの割合が高い。
「青少年交流」について
台湾は次世代教育にも力を注いでいる。
学術や文化、スポーツなどで日本との交流が
盛んだ。香川では高松大学と開南大学（桃
園市）
、高松高校と武陵高級中学校が交流
協定を結んでいる。また、台湾への修学旅
行も推進をしている。最初の海外旅行で台湾
の良さや素晴らしさを体験していただき、将
来の交流の源になってほしい。台湾の若者も
日本のアニメ、ゆるキャラなどが人気で日本
を訪れる人が増加している。両国の関係をよ
り良く前に進めるために、これからも努力した
いと考えている。
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台 湾 、 米 国と協 力 枠 組 み 締 結

東 南アジアの インフラ建 設などで連 携

記者会見の様子（写真提供：中央社）

台湾と米国が 10月中旬に、インフラ融資
や市場構築に関する協力枠組みを締結した
ことが分かった。台湾行政院が 10月30日、
関連省庁のトップらとともに記者会見を開い
て発表した。今後は、対米州投資や東南ア

ジアのインフラ建設計画に共同で参加し、実
質的なパートナーシップの深化を目指すとして
いる。
台湾財政部によると、中華民国台湾は、
米ワシントンに置く駐米台北経済文化代表処

の薛美瑜公使と米国の対台湾窓口機関、米
国在台協会（AIT）のイングリッド・ラーソン
執行理事が現地時間 10月17日に署名した、
と報じた。
なお、協力分野にはインフラ建設のほか、
エネルギーや経済貿易、金融などが含まれる。
今後双方が 4つの担当チームを立ち上げ、詳
細が話し合われることになっており、台湾側
は同部のほか、台湾経済部、台湾金融監督
管理委員会、台湾交通部が各チームを主導
する。
台湾財政部は、東南アジアや南アジア諸
国との関係強化を目指す蔡英文政権の「新南
向政策」にも合致しているとの見解を示してお
り、この枠組みを通して世界における台湾の
存在感を高めることに期待を寄せている。一
方、台湾外交部は、台米関係がさらにステッ
プアップしたことの表れで、新たな里程標だと
歓迎した。
記者会見に出席した AIT 台北事務所のブ
レント・クリステンセン所長（大使相当）は、
米台のパートナーシップを物語る好例だと述
べ、インド太平洋地域の繁栄とより強靭なサ
プライチェーン構築に期待を示した。

異 業 種による開 発 連 合で

梱包材の競争力向上図る
台湾経済部工業局はこのほど、財団法人
工業技術研究院（ITRI）に委託して「二軸延
伸ポリアミド（BOPA）フィルムを機能性包装
材に応用する技術の研究開発連合計画」
を執
行した。これにより、国内の BOPA メーカー
を「国産化研究開発連合」として集約させる。
国内のメーカーがハイグレードな包装材を海
外からの輸入に頼っている現状の打破を目指
す。
台湾では近年、消費者が食品包装材を外
から目視するというニーズが高まっている。ま
た、環境保護意識の台頭で、食品の包装材
は透明性と共にリサイクル可能なことも重視さ
れるようになってきた。さらに今年は、コロナ
禍による影響で、飲食店のテイクアウト用包
装材の需要が急増しており、透明でリサイク
ルでき、加えて重複使用が可能で破れにくい
（穴のあきにくい）包装材が必需品となってい
る。

全世界での食品用包装材の年間生産額は
390 億台湾元（約 1,413 億日本円）以上で、
毎年平均 3％から5％の割合で成長している。
東南アジアの新興国と中国大陸での成長率は
さらに20％に達する。しかし、この材料はこ
れまで長期にわたって日本の企業（ユニチカ、
三菱ケミカル、宇部興産、旭化成、帝人な
ど）に独占しており、台湾の企業は輸送の遅
れやコストの高止まりといった問題に苦しんで
きた。さらにコロナ禍が重なったことで状況は
悪化。食品の安全性に対する人々の期待に
応えると同時に、プラスチックごみ減少のニー
ズを満たすため、国産化の推進が極めて重要
と見られている。
台湾の業者は、今回の計画を通じて「国産
化研究開発連合」
を立ち上げ、
業界の川上（中
紡科技実業）
、川中（力麟科技）
、川下（大全
彩芸工業）を結んだ異業種連携による生産と
マーケティングを行い、高付加価値化に向け

た産業の変革を図る。こうした生産ラインは
すでに1 本整備されており、現在の年間生産
額は約 11 億台湾元（約 40 億日本円）
。生産
ラインは今後 4 本増設する計画で、量産開始
後は台湾は世界上位 5 位の生産能力を持つ
ことになり、ナイロン包装材での国際的な競
争力を高められるという。

写真は2018 年に BOPA の生産に乗り出した力
麟科技股份有限公司。
（写真提供：自由時報）

台湾の電子政府

「 我 的 E 政 府 」がリニューアル

「我的 E 政府」サイト

出産手当金はオンライン申請が可能

台湾の電子政府総合サイト「我的 E 政府 れに沿い、セマンティック検索及びキーワー
（https://www.gov.tw）
」の 改 定 版 が 9 ド検索を利用しながら、人生のあらゆる段
月25日に公開された。改定版は市民のニー 階で人々が必要とするオンラインサービスに
ズを反映し、人生における大きな節目（出 焦点をあてた600 近い関連のサービスを提
生、入学、就職、定年後、晩年期）の流 供する。

公開後 19日経過した10 月13日までに、
プラットフォームの閲覧数は延べ 40 万回を
超え、閲覧者数は延べ 19 万人以上となり、
4500 項目余りの申請を受け付けた。なか
でも特に関心の高い項目は、育児休暇中の
所得補償、労保（労働者保険制度）による
出産手当金、低所得家庭や障害のある子ど
もの高等学校における学費やその他雑費の
減免及び就学費用の補助、会社登記、老
齢年金給付、死亡登記などだった。
「人生の重要な節目をエスコートします」
と謳う
「我的 E 政府」は、市民のニーズに合
わせて、 台湾国家発展委員会が人生の節
目を主軸にメタデータを設定し、申請内容、
申請資格、申請手順、準備項目、連絡窓口、
申請場所などのサービス情報を標準化し
た。さらに、閲覧者が検索しやすいように
手順をフローチャートによって紹介している。
例えば、出産後に「労保による出産手当金」
を申請する場合、デジタル身分証明書の「自
然人憑證」あるいは、健康保険カードと戸
籍謄本に記載された世帯番号によってオン
ライン申請が可能で、処理後、速やかに指
定口座に入金される。これは受付窓口に出
向いて申請を行うより、かかる日数が 3日か
ら5日ほど短縮できるという。
かつては、必要な手続きごとに各自が申
請すべき各機関のサイトを検索して調査する
必要があったが、
「我的 E 政府」はテーマ別
に組織間のサービスをリンクしているため、
閲覧者が一目瞭然でわかるようになった。
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I M D の ランキング で

台湾は過去最高の 世界 11 位に
スイス・ローザンヌに拠点を置く世界トッ
IMD による「世界デジタル競争力ランキン
プクラスのビジネススクール、国際経営開 グ」では3 大主要ファクター、9つのサブファ
発研究所（IMD）が 10月1日、今年の「世 クター、51の細目で、各国のデジタルトラン
界デジタル競争力ランキング」を発表した。 スフォーメーションに対する適応、探究、運
中華民国台湾は世界の主要 63カ国及び 用の力と整備の度合いを評価する。3 大主要
経済体の中で11 位。昨年から順位を2つ ファクターは、
「知識」
、
「テクノロジー」
、
「将来
上げ、IMD が 2017 年に同ランキングを発 への備え」
。
「知識」ではその国の新たな技術
表し始めてからの最高順位を記録した。ま に対する学習能力が反映される。中華民国は
た、人口2,000 万人を超える29の経済体 サブファクターの「人材（Talent）
」で順位を
の中では昨年から1 位上昇の3 位に。1 人 上げたほか、いくつかの細目でも好成績だっ
当たり GDP（国内総生産）が 2 万米ドルを た。
超える34の経済体の中では昨年から2 位
「テクノロジー」では主にその国のデジタル
上昇の11 位となった。
イノベーションの技術力が示される。中華民
台湾国家発展委員会によると、台湾 国は世界 5 位で、昨年から4 位上昇した。そ
は評 定 項目のうち7つの細目で世 界 上 のうち「IT ＆メディア関連企業の時価総額」
と
位 3 位に入った。そのうち「会社の機敏性 「モバイルブロードバンド加入者」はいずれも
（Agility of companies）
」
、
「モバイルブ 世界1位。
「ブロードバンド通信速度
（Internet
ロードバンド加入者（Mobile Broadband bandwidth speed）
」は昨年と比べて13 位
subscribers）
」
、
「IT ＆メディア関連企業 高い世界 5 位となった。上昇幅 13 位は「テク
の時価総額（IT & media stock market ノロジー」で最大。
capitalization）
」は 世 界 1 位。
「総人口
「将来への備え」
にはデジタルトランスフォー
に占める R&D 人員の比重（Total R&D メーションの程度が反映される。中華民国は
personnel per capita」
、
「商機と脅威に 8 位で昨年から4 位上昇。企業経営の面で
対する企業の反応速度（Opportunities は「会社の機敏性」が世界 1 位で、
「商機と脅
& threats）
」
、
「 スマ ートフォン 普 及 率 威に対する企業の反応速度」は世界 2 位。ま
（Smartphone possession」
」 は 2 位。 た、
「ビッグデータの運用と分析（Use of big
「 高 等 教 育 の 成 果（Higher education data and analytics）
」は昨年と比べて9 位
achievement）
」は3 位といずれも高く評 上昇の5 位となった。上昇幅 9 位は「将来へ
価された。
の備え」で最大だった。

意匠登録審査基準が緩和、
デジタル 産 業に福 音
ア業者もしくはデザイナーがアイコンや GUI
の画像で意匠権の保護を受けようとした場
合、意匠登録の出願時にそれらの画像が実
体のある特定の物品に使われることを明確に
しなければならなかった。しかし、新たな技
術の発展により、現在では、こうした画像の
全てがディスプレイなど従来型の製品を通し
て表示されるとは限らず、空中への投影、な
らびに VR（仮想現実）や AR（拡張現実）の
デバイスで使うことも可能となっている。
このため、今回、画像意匠は実体のある
物品に使用されなければならないとの制限を
改め、出願者が画像を「コンピューターのプ
画像の意匠権登録に関する一部審査基準の ログラム製品」など実体を持たないソフトウェ
改正が 11月1日に施行 アやアプリケーションに使用すると指定できる
（経済部智慧財産局フェイスブックより）
ようにした。
台湾経済部智慧財産局が 9月29日に発
智慧財産局はこれにより、現在の新技術の
表した「専利」
（特許・実用新案・意匠）の 発展と産業界のニーズに応じるとしている。画
一部審査基準の改正が 11月1日に施行さ 像意匠に関する規定を改めるほか、審査基
れる。従来、コンピューターで使用するア 準の改正では同時に意匠登録を出願する際
イコン（computer generated icons）と の明細書と図面の開示要件も緩和する。
また、
グラフィカルユーザインターフェース（GUI 建築物や内装も意匠の保護対象とすることを
＝コンピューターの画面上に表示されるイ 明確にする。さらに意匠の分割出願も可能に
ンターフェース）の画像の意匠権を登録す する。
るには、これらの画像が実体のある物品に
今回の審査基準の改正で、意匠登録の出
応用される必要があったが、今回これを改 願をより簡単かつ柔軟に出来るほか、より全
める。また、意匠登録出願時の開示要件 面的なデザインの保護が可能になると期待。
も緩和し、ソフトウェア業者がより全面的か 段階的に知的財産権の保護制度を見直して
つ容易に意匠権の保護を受けられるように いくことにより、業界による継続的なイノベー
する。
ションと台湾産業の競争力向上を後押しし、
智慧財産局では毎年 8,000 件近くの意 「デジタル国家・スマートアイランド」のビジョ
匠出願を受理している。これまでソフトウェ ンを実現するとしている。

今年 9 月の輸出受注は
5 0 0 . 3 億 米ドルに
台湾経済部は10月20日、今年 9月の
輸出受注が 500 億米ドルを突破し、500.3
億米ドルに達したと発表した。これは対前
月比 45.4 億米ドル（10.0％）の増加。PC
やスマホなどを含むコンシューマーエレクト
ロニクスの新機種在庫の積み増しや、在宅
勤務・リモートワーク関連製品の需要増加
が寄与した。このうち、ICT 製品の受注
額は139.3 億米ドルで、対前月比5.3％増
えた。エレクトロニクス製品はスマホやウェ
アラブルデバイスなどコンシューマーエレ
クトロニクスの新機種の在庫積み増しによ
り、1か月当たりとしては過去最多の受注
額 160.5 億米ドルとなった。対前月比では
14.5％の増加。

一方、国・地域別で見ると、米国から
の受注が最多の149.2 億米ドルで対前月
比 8.9 ％増 加した。 以 下は（2）中 国・ 香
港：143.6 億米ドル（11.4％増加）
、
（3）欧
州 88.1 億米ドル（8.5％増加）
、
（4）ASEAN
諸国 43.6 億米ドル（5.6％増加）
、
（5）日本
28.9 億米ドル（14.5％増加）の順。前年同月
比では45.0億米ドル
（9.9％）
の増加となった。
なお、第 3 四半期（今年 7 ～ 9月）の輸出
受注は1,410.8 億米ドルで、第 2 四半期よ
り226.6 億米ドル（19.1％）増えた。今年第
1 四半期から第 3 四半期まで（今年 1 ～ 9月）
の累計受注額は3,637.4 億米ドルで、前年
同期比147.8 億米ドル（4.2％）の増加となっ
ている。
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六 本 木 で 台 日 交 流 の「 ハ イブリッド・クラフト展 」が 開 催

国立台湾工芸研究発展センターと台北駐
日経済文化代表処台湾文化センターの協力
により、10月10日より14日まで、東京・六
本木にある AXIS ビル4 階のアクシスギャラ
リーで「ハイブリッド・クラフト展－クラフトの
新たな未来」が開かれた。
この展示会では、台湾文化センターが 9月
に開催した先行展示会からの派生作品やシ
リーズ作品が紹介されたほか、国立台湾工
芸研究発展センターの招きに応じ、慶応義塾
大学 SFC 田中浩也研究室、漆工芸と技術の
イノベーションに取り組む宮城大学の土岐謙
次研究室が参加した。作品を使った交流を
通じ、ポスト・コロナ時代に向けて従来とは

「ハイブリッド・クラフト展」

異なる国際交流を実現していた。
新型コロナウイルスによって派生した国と国
との壁を越えるため、台湾工芸研究発展セ
ンターは10月11日、台北当代工芸設計分
館（台湾台北市）の7 階と日本の会場とをオン
ラインで結んで講演活動を実施。まず台北の
会場で国立交通大学（台湾新竹市）応用芸
術研究所の教師・李建佑氏と日本の VUILD
株式会社でソフトウェア開発に携わる陳奕廷
氏が日本における工芸テクノロジーの発展経
験について対談した。続いて日本の会場をオ
ンラインでつなぎ、日本の会場では SFC 田
中浩也研究室の特任講師である益山詠夢氏
が「デジタルクラフト」と題する伝統とテクノロ

開催式

ジーが発展させる現代工芸に関する講演を
行った。
台湾工芸研究発展センターの許耿修主任
によると、
「27 点の展示作品の多くは伝統工
芸の既成観念を打ち破り、テクノロジー及び
工業の製作技術と製作プロセスにおける化学
反応を狙っている。その目的は現代工芸の価
値、ならびにコロナウイルスに対抗する中で常
態化した人々の暮らしの形を改めて考えるこ
と。また、台湾と日本が文化交流を推進する
努力はコロナ禍によって途切れることはなく、
感染収束後、1日も早くみなが日常生活と暮
らしのリズムを取り戻せることを願う意味も込
められているということ」などと話した。

日本統治時代の彫刻家の石膏像が一時帰国

外交部が台湾でのコロナ対策初の

V R 映 像を発 表

したリアルな映像体験が各界から好評を得た
と指摘、今年はさらに感染対策をテーマとし、
「カギとなった三つの取り組み」を VR で紹
介すると説明した。さらに、
「台湾が感染対策
で効果を上げている主な原因は、昨年 12月
31日に中国の武漢で非定型肺炎と疑われる
患者が 7 人見つかったことを政府が重視し、
ただちに乗り出したマスクの生産拡大や水際
対策などの措置が全て効果を上げたことだ」
と強調した。
コロナ対策初の VR 映像の体験
VR 映像ではまた、台湾行政院の唐鳳政
（写真提供：中央社） 務委員による「マスク・マップ」
（どの薬局に現
台湾外交部が 10月21日、新型コロナウ 在、どれだけマスクの在庫があるかを一目で
イルスに対する台湾の取り組みを紹介する 分かるようにしたアプリ）
、
「台湾モデル」の共
初の VR（仮想現実）映像を発表した。こ 有、陰圧隔離病棟でのケア、空港での疫学
の映像のカギとなるのは三つの取り組み。 調査や隔離管理、ウイルスの簡易検査キット
中国語版と英語版が作られ、紹介するのは 及びワクチンの開発なども紹介。加えて世界
「台湾モデル」がコロナウイルスを封じ込ん での感染状況、ならびにコロナ禍の中でも中
だ対応戦略などカギとなった取り組み。陳 華民国が自由民主と強靭な台湾精神を堅持
建仁前副総統が中心となり、台湾が取り していることにも触れている。
組んだ周到かつ慎重な態度、迅速な対応、
外交部は11月より総統府に「関鍵三布局」
及び前倒しの態勢づくりを説明する。
VR 体験エリアを設置する予定。総統府の参
同映像の発表会で外交部の曽厚仁政務 観者は VR ゴーグルを装着し、感染対策を
次長は、外交部が新技術に対応して昨年 紹介する台湾初の VR 映像を体験することで、
には「雙橡園」
（ツインオークス 中華民国 台湾における新型コロナ対策の成功、それ
が米国のワシントン D.C. で所有する施設） に政府と民間が力を合わせた感動的なストー
の VR 映像を制作、没入式の特性を生か リーに立ち会うことになるという。

「 台 湾 ロ ス 」に G o T o 対 象 の
「 日 本 で 台 湾 気 分 」が 人 気

石膏像

謝長廷代表が佐渡市を訪れて渡辺竜五市長に感謝を表した

日本統治時代の台湾の彫刻家、黄土水氏
が手掛けた石膏像（胸像）がこのほど、年内
に台湾に一時帰国することがわかった。作品
の現在の所在地は新潟県佐渡市で、台北駐
日経済文化代表処の謝長廷代表が 10月23
日、佐渡市を訪れて渡辺竜五市長に感謝を
表した。さらなる文化、観光分野に向け、日
台間の協力深化に期待を寄せた。
黄土水氏は1895（明治 28）年台湾台北生

まれ。台湾総督府の推薦を受けて東京美術
学校（現・東京芸術大学美術学部）に入学し、
1920 年に石膏像「蕃童（山童吹笛）
」が第 2
回帝国美術院展覧会（帝展）で入選。その後
も複数回にわたり帝展入選を果たして注目を
集め、皇室や財界人などから人物像の制作
を依頼されることが多かったという。
台湾に戻る作品は、佐渡出身の実業家で、
政治家としても活躍した山本悌二郎氏の胸

像。台湾製糖の創立にかかわり、1925（大
正 14）年～ 27（昭和 2）年まで社長を務めた。
また、政治家としては、衆議院議員に連続当
選し、田中義一、犬養毅内閣の農相を歴任
した。
なお、胸像の一時帰国に当たっては、台
湾文化部、国立台湾美術館（台中市）
、佐
渡市が今年 5月、すでに関連の協議書に署
名しており、台湾には年末までに運ばれる予
定。台湾側は修復とレプリカ制作を請け負っ
た後、本物を佐渡市に返却。レプリカは国立
台湾美術館に収蔵される。

世 界 グリー ン 旅 行 先 1 0 0 選 、
東 北 角と日 月 潭 が 前 年 に 続き選 出

台湾新北市「東北角及び宜蘭海岸国家風景区」
（写真提供：中央社）

社団法人台湾永続旅行協会秘書長の陳
盈 潔 氏 は10月6日、 台 湾 交 通 部 観 光 局
管轄下の台湾新北市「東北角及び宜蘭海
岸国家風景区」と台湾南投県「日月潭国家
風景区」が、昨年に続き、
「2020 年世界グ
リーン旅 行 先トップ 100（SUSTAINABLE
DESTINATIONS TOP 100）
」に選ばれた、
と発表した。同日の夜にオンライン開催となっ
た授賞式で賞が授与されたほか、新型コロナ
ウイルス感染症防止を踏まえた持続可能な環
境管理の経験も紹介された。
「東北角及び宜蘭海岸国家風景区」が同賞
に選ばれたのは2016 年から5 年連続。一方
の「日月潭国家風景区」は2 年連続となった。
東北角及び宜蘭海岸国家風景区管理処

は、持続可能な観光のための管理運営を積
極的に実施している。例えると、地域内の業
者に対して、サステイナブル・ツーリズム国際
認証の取得支援、節電・節水のためのモニ
ター制度の導入、廃棄物の削減、現地調達
の強化、異業種交流会の運営など。今後は
さらに、再利用可能な弁当容器を採用するな
どの課題にも取り組む計画だ。
また、台湾の防疫対策が国際社会で賞賛
されている。陳氏によると10月7日のオンラ
イン会議において、日月潭国家風景区管理
処による防疫対策に関する成功事例が紹介さ
れたという。例年 4月、日月潭国家風景区を
訪れる観光客は、一日延べ1 万 3,000 人と
いわれているが、今年は、わずか延べ2,914

人（83％減）まで落ち込んだ。この状況下で
も日月潭国家風景区管理処は、グローバル・
サステナブル・ツーリズム協議会（ Global
Sustainable Tourism Council、GSTC）
が推進しているモニタリング戦略を遵守し、
観光客が減少している時期を利用して、速や
かに感染症拡大防止のための環境構築を実
施した。この中には、スタッフの分散化、設
備の消毒・メンテナンス、現地の業者と協力
して新型コロナ感染状況を発表、ソーシャル
ディスタンスへの取り組みなどが含まれてい
る。
「世界グリーン旅行先トップ 100」は、国
際的にも権威があるサスティナブル・ツーリ
ズムのコンテスト。Green Destinations 基
金会が主催し、今年で6 年目を迎えた。今
年の授賞式はトルコで開催が予定されてい
たが、新型コロナウイルスの影響で中止とな
り、代わりに10月6日から8日にかけて、オ
ンライン形式による「2020 Global Green
Destinations Day Online Conference」
が開催された。陳氏によると、
今年は40カ国・
地域の150カ所が2020 年世界グリーン旅行
先トップ 100に名乗りをあげ、そのうち36カ
国・地域の100カ所に厳選された。アジアで
は12カ所が選出され、日本から6カ所、台
湾とタイからそれぞれ 2カ所が選ばれている。

中華街にある台湾レストラン

新型コロナウイルスの感染拡大で海外旅
行ができないなか、日本で「台湾ロス」が
広がっているという。そのなかでこのほど、
「日本で台湾気分」と打ち出し、首都圏の
台湾にまつわるスポットを巡るツアーが人気
を集めている。現在は都内の台湾式豆乳
専門店には度々行列ができているほどだ。
この「台湾気分」が味わえるツアーを手が
けたのは台湾に本社を置く「KKday」
。ツ
アーではルーロー飯や小籠包を食すほか、
新宿区にある東京媽祖廟も訪れる。台湾
人がガイドを務め、参拝の作法も教える。
日本政府の観光支援策「Go To トラベル」
事業の対象でもある。
このツアーに協力した台湾観光協会東京

東京豆漿生活の朝ごはん

事務所の鄭憶萍所長は、
日本でこのような「新
市場」が生まれるとは思わなかったと驚きを示
し、
「台湾を訪れた事人もツアーを通じて台湾
文化に触れられれば」
と期待を寄せる。
いま、日本でタピオカに続き注目され始め
ているのは、台湾スイーツの「豆花」や台湾
式豆乳「豆漿」
。東京五反田にある「東京豆
漿生活」は、目下 SNS で話題を集めている。
千葉県から来たという女子大生 3 人は、豆乳
スープ「鹹豆漿」に舌鼓を打ち、笑顔を見せ
ていた。
さらに横浜中華街では「台湾唐揚げ」と書
かれた旗がはためく。訪れた人は、
「コロナの
影響で台湾に行けないから、この場所で雰囲
気に浸るしかない」
と語った。

中研院、 日本との提携で
東アジア最大の文字データベース開発

文字データベース

台湾の最高学術研究機関・中央研究院
（中研院）と日本の学術研究機関が提携し
て構築した、東アジア最大規模の文字の
画像データベースが 10月13日に公開され
た。これは5つのデータベースを統合した
もので、150 万点の文字が収録されており、
中研院は、データ公開と資料のデジタル化
によって歴史研究に便利なツールとなると
の自信を見せた。
中研院の歴史言語研究所（史語所）と
デジタル文化センターは、2019 年より史
語所が所蔵する「居延漢簡」データベース、
「簡牘字典」の開発を始めている。中研院
は今年、さらに日本の大学 5 校から成る研
究機関と協力し、東アジア最大規模を誇
る「史的文字データベース連携検索システ
ム」を開発、同日に正式に公開された。

中研院は同システムについて、ユーザーは
単一のデータベースを通じて、複数の国や所
蔵機関を網羅した数千年にわたる高解像度
の文字の画像を検索することができると説明
した。現在は CCライセンスで公開されており、
無料でダウンロードすることも可能だ。
「史的文字データベース連携検索システム」
は、史語所、デジタル文化センター、日本の
奈良文化財研究所、東京大学史料編纂所、
国文学研究資料館、国立国語研究所、京都
大学人文科学研究所らによって研究・開発さ
れた。中研院によると、同システムは中国や
日本の簡牘や紙、文書や古典、写本や印刷
本などの紀元前から19 世紀までの文字を網
羅し、画像をデジタル化したデータベースだと
いう。
データベース開発のリーダーを務めた中研
院史語所の助理研究員、劉欣寧さんは、
「こ
の検索システムは文字の画像を所蔵している
複数の研究機関による初めての協力モデルと
なった。
システムの公開はスタート地点。今後、
引き続きより多くの機関が研究に参加できるよ
う呼びかけ、さらなる研究を進めていきたい。
文字画像のリソースを共有するというコンセプ
トのもと、時間と空間による制限を打ち破り、
東アジアの漢字文化圏の起源や歴史的脈略
を再現したい」
との考えを示した。
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Oct.1

欧州議会の最大会派が台湾支持～外交部が感謝

台湾外交部はこのほど、欧州議会の最
大会派で中道右派の欧州人民党（EPP）グ
ループが、欧州連合（EU）と台湾の協力強
化及び台湾の世界保健機関（WHO）参加を
支持する立場を示したことに対し、
「歓迎
と感謝」を表した。EPP は9月28日、EU
と中国の関係を巡る立場に関する初の文書
を公式サイトに掲載した。内容は中国につ

Oct.1

いて、香港やチベットの人々に対する人権
侵害などに懸念を示したほか、中国が取り
うる台湾への軍事侵攻の脅威を増大させて
いることや、新型コロナウイルスの感染状
況を隠蔽したことを非難した。EPP はま
た、EU が台湾や日本、韓国など価値観を
共有するアジア太平洋のパートナーと連携
を深化させるのを全力で支援するとした。

日台合作映画の PR で縁結び神様「霞海城隍廟」再訪

台湾人俳優「姚愛寗」と「邱志宇」が、日
台合作映画「越年 Lovers」
（恋愛好好説）
の PR のため、撮影が行われた台北市の霞
海城隍廟を再訪した。同廟は縁結びの神
様、月下老人をまつることで知られ、出演
する2人は恋愛や仕事での良縁を願った。
作品は、岡本かの子が1930年代に発表し
た短編小説「越年」と「家霊」を翻案したも
の。日本、台湾、マレーシアの3つの地で
繰り広げられる3組の恋の物語が描かれて
いる。日本パートには峯田和伸と橋本マナ
ミが出演する。撮影は山形、台北、彰化、
クアラルンプールで行われた。監督は郭珍
弟さん。マレーシア出身の映画フィルム修
復師を演じたオスカー。かつて人生の低迷
期に、心を落ち着かせるためにマレーシア

に滞在したことがあるといい、マレーシア
での撮影は、故郷に帰ってきたような親
しみを覚えたと話した。台湾では10月23
日公開。日本では、12月18日に山形・仙
台で先行公開、
来年早春に全国公開される。

霞海城隍廟再訪（写真提供：中央社）

Oct.5 ドリンク一杯当たりの糖類含有量と総カロリー義務化
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア や ド リ ン ク 示する現行の方式に加え、含有量の最高値
チェーンの店頭でその場で入れて提供され を表示する方式も可能となる。
る飲料に対し、トッピングを含めた1杯当
たりの糖類含有量と総カロリーの表示が
2021年1月1日より義務化される。台湾
衛生福利部食品薬物管理署がこの日発表し
た。成分情報の透明化を図るためだとして
いる。現行の表示は飲料に添加した分の糖
分量とカロリーのみ。新規定の施行後は、
トッピングのタピオカやプリンなどの糖分
量、カロリーも計算に入れることが求めら
れる。なお、表示義務化の対象には、ファ
ストフードチェーンも含まれる。
また、
コー
糖類含有量と総カロリー表示義務化
ヒー飲料のカフェイン含有量表示について
（写真提供：自由時報）
は、含有量に応じて赤、黄、緑の区分で表

Oct.6

国民党の「米国外交積極案」の推進決議が可決

台湾国民党は、政府に「米国との国交回 ことになる」とも指摘した。台湾総統府は
復を外交目標に掲げ、積極的に推進する」 「この決議を尊重する」としている。張惇
と要請する決議案を立法院の院会に提出し 涵報道官は、台湾と米国は民主主義や自由
た。
「中国共産党に対抗するよう米国に協 などの価値を共有する堅実なパートナーだ
力を求める」案も同時に提出された。いず とし、その上で現段階の台米関係において
れも可決された。
「親中」イメージからの脱 最も重要なのは「一歩一歩確実に発展させ
却を図る国民党は、決議案の可決を受け、 ること」だとし、国防や経済、政治などで
この日の午後に出した報道資料で「蔡英文 実質的な協力関係の深化を重視する姿勢を
政権は実現させなければ国民を失望させる 示した。

Oct.8

輸入規制の撤廃を提言～台北市日本工商会

日系企業などで構成される「台北市日本 果の有効期限が来月の11月までのため、
工商会」
（台北市）はこのほど、蔡英文政 白書では輸入の早期解禁に期待を寄せた。
権に対する政策提言「白書」を発表した。
2011年以降、台湾が続けている、福島な
ど日本の5県産食品に対する輸入規制の撤
廃を求めたほか、日台間の協力深化や産業
競争力の強化、人材のつなぎ留めに向けた
政策の推進などを提言した。この白書の提
出は今年で12年目。この日、台北市内で
大恵修司理事長が国家発展委員会の龔明鑫
主任委員に白書を手渡した。なお、台湾で
は2018年11月、福島県、群馬県、千葉県、
栃木県、茨城県の5県産食品の禁輸継続に
大恵理事長が国龔主任委員に白書を
ついて賛否を問う国民投票が実施され、継
手渡した（写真提供：中央社）
続が賛成多数で可決された。だが、この結

Oct.12 今年の訪台客の推計135万人～1980年以降最低値
新型コロナウイルスの感染拡大で国を
またいだ移動が大きく制限される中、台湾
交通部観光局はこのほど、今年の訪台者数
が約135万人にとどまるとの見通しを明
らかにした。訪台者数が年間140万人を
割り込むのは1980年（約139万人）以来。
なお、昨年の訪台者数は約1186万人だっ
た。観光局の統計によると、今年1月から

8月までに台湾を訪れた旅行者は約129万
人。このうち、約125万人が1月から3月
までに訪台した。台湾は3月19日に外国
人の入境を原則的に禁止する措置を開始し
た。この影響で4月は2559人にまで落ち
込んだが、6月末に入境制限を緩和したの
を受け、7月には1万1748人にまで回復
した。

Oct.12 人体生物データベースが開設～アジア最大級を見込む
台湾衛生福利部は、台湾人の様々な疾
病に関する情報をまとめた「人体生物デー
タベース」をこのほど開設した。がんや慢
性病の検体など31万件余りのデータが収
録され、新型コロナウイルス患者の血液の
検体165件の情報も含まれる。衛生福利
部の石崇良常務次長はこの日、
「将来的に
は国民健康保険や死亡登録、がん登録など
と紐付けして運用する方針」との見解を示
した。また同日、データベースの運営を担
う事務所の除幕式が台北市内で行われた。
石次長は「これまで各医療機関にデータ
ベースが存在していたが、書式などが統一
されておらず、十分に利用されていなかっ

たためこれらをまとめ上げた」と説明。ア
ジア最大級のデータベースとなることも見
込まれるという。さらに、医療機器などを
手掛ける百欧生命科技の李彰威執行長は、
新型コロナ患者の検体が提供されることに
謝意を示し、製品の開発に役立つとの考え
を示した。

除幕式の様子（写真提供：中央社）

Oct.12 台湾の漫画家のジーンさんが大賞とダブル受賞
台湾の漫画家、ジーンさんの漫画作品
「案山子のお守り」が、日本の「京都国際
マンガ・アニメ大賞2020」で、全応募作
の中から最も優れた作品に贈られる大賞
に輝いた。イラスト部門でも最高位の優
秀賞を獲得し、ダブル受賞となった。同
賞は、2015年に始まった「京都国際漫画
賞」を規模拡大したもので、漫画、イラス
ト、CG アニメの3部門がある。クリエー
ター志望者の登竜門とされ、過去の大賞受

賞者が全てプロとなり、このうち台湾の
ANTENNA 牛魚さんは日本デビューを果
たしている。今年は日本や台湾、中国、米
国など87カ国・地域から1621作品の応
募があった。
「通知を受けた時、夢を見て
いるような気持ちだったと喜び、今後も創
作活動に励み、新しい作品を披露したい」
とコメントした。授賞式は11月21日に
受賞者を招き京都で開催される。

Oct.14 日本での登板 9 年ぶりで好投も勝利ならず
今年、ロッテに新加入したチェン・ウェ
イン投手が、本拠地、ZOZO マリンで行
われた楽天戦で初先発した。6回を投げ7
安打2失点、4奪三振と好投したが、チー
ムは1－4で敗れ、敗戦投手となった。日
本での登板は中日時代以来9年ぶり。試合
後にフェイスブックページを更新し、
「本
当にちょっと緊張したけど、でも楽しみ
だった」と話した。
「台湾からの熱い応援も
海を越えて届いた」とし、SNS を通じて
エールを送った蔡英文総統と頼清徳副総統
に感謝を伝えた。
「チームに勝利をもたら
せなかったのは残念」とし、
「ロッテや自身

を引き続き応援してほしい」と綴った。投
稿には翌15日正午時点で2万6千件の「い
いね」が寄せられた。

チェン・ウェイン投手（写真提供：自
由時報、ロッテフェイスブックｍ）

Oct.17 恒例の台湾デーに小林台湾観光親善大使が始球式
西武ライオンズは、本拠地メットライ
フドームで恒例の「台湾デー」を開催し、
始球式に、台湾観光親善大使を2011年
から務める演歌歌手の小林幸子を招いた。
2010年の紅白歌合戦で披露した「メガ幸
子」が、女神「媽祖」に似ていると台湾で話
題を集めた小林幸子。これを縁に観光親善
大使に任命され、この日も派手な衣装でマ
ウンドに「降臨」
。特製の輝くグラブで金
のボールを投げようとするも、結局投げず
に西武のマスコット、
レオにバトンタッチ。
そばで投球の動作に合わせて「疫病退散」
と書かれた大きな扇子を振った。捕手は呉
内野手が務めた。試合は台湾出身の呉念庭
内野手が出場し、対戦相手のオリックスか
らは張奕投手が先発登板するなど「同郷対
決」となった。なお、球場前の広場には特
設ブースが並び、渡航解禁に向けた観光

PR が行われたほか、来場者に先着4000
人に台湾製マスクなどが配られた。西武の
選手のなかには中華民国国旗のイラストが
入ったマスクをする姿も見られた。なお、
試合は張が6回無失点、8奪三振と好投。
オリックスが4－1で西武を下した。

小林台湾観光親善大使

Oct.20 台湾ライオンズクラブ、マスク12 万枚寄贈
国際的な社会奉仕団体「ライオンズクラ 越えた大きな愛が各地に届き、民間や都市
ブ国際協会」の台湾「300-D1地区」
（台湾 間の交流がさらに深まることに期待を寄せ
中・南部エリア）が、交流のある日本や香 た。
港のクラブに対し、マスク12万枚を寄贈
する、と発表した。台湾台南市（黄偉哲市
長）内の永華市政センター（市庁舎）でこの
日発表があり、立ち会った黄市長は「困難
時に助け合う精神であり、世界での台湾の
存在感が高まる」と称賛した。マスクの寄
贈先は、日本の大阪天王寺（大阪市）
、飯
塚（福岡県）
、水口（滋賀県）
、金沢（石川県）
、
香港の尖沙咀（チムサーチョイ）各クラブ。
寄贈式（写真提供：中央社）
300-D1地区の林江和ガバナーは、国境を

Oct.21 米国務省、台湾へ約1880億円の防衛用武器を売却
（SLAM―ER）
135発、
米国務省はこのほど、台湾への武器売却 空対地巡航ミサイル
計画3件を承認した。総額は推定約18億 F16戦闘機用の機外携行型センサーポッド
米ドル（約1880億円）
。トランプ政権下で （MS110）6台など。なお米国防安全保障
は8度目の承認となる。総統府は10月22 協力局は10月21日、売却計画を議会に
日、
「米国からの防衛用武器の提供は台湾 通知した。同局は報道資料で、武器売却は
が台湾海峡や地域の平和と安定を守る上で 台米関係の基礎となる「台湾関係法」に基
能力と自信の向上につながる」とし、歓迎 づくものだと言及し、台湾の安全を高める
と感謝の意を表した。売却されるのは高機 とともに、地域の政治的安定や軍事バラン
経済発展の維持に寄与すると強調した。
動ロケット砲システム（HIMARS）11基、 ス、

Oct.25 台北で香港民主化支援のデモ～ 3000 人が参加
台北市内で香港の民主化運動を支援す ま支援する声をあげなければ、台湾もいつ
るデモが行われた。民進党の関係者や台湾 か香港のようになってしまう」などと話し
人権促進会など複数の市民団体のほか、台 ていた。
湾在住の香港人ら約3000人が参加した。
デモ隊は、香港の窓口機関「香港経済貿易
文化弁事処」
前に集まり、
「香港を取り戻せ、
革命の時代だ」などとシュプレヒコールし
た。今年の8月下旬に台湾への密航を図り、
中国当局に逮捕された12人の香港人活動
家らの釈放を訴求したとみられる。台湾に
昨年亡命した元学生リーダーは「12人は香
港の自由を守りたかっただけ。中国に拘束
香港民主化支援のデモ隊
され、国家転覆罪で重い処罰を受ける懸念
（写真提供：自由時報）
がある」と話した。このほか参加者は、
「い

Oct.26 星宇航空が12月より東京、大阪向けの路線を開設
台湾のスターラックス（星宇）航空はこ
のほど、12月より桃園空港と東京（成田）
、
大阪（関西）をそれぞれ結ぶ路線を開設す
ると発表した。当面は2路線ともに週2往
復運航する。新型コロナウイルス収束後の
市場回復に照準を合わせ「先立って準備を
整えることで乗客のニーズと期待に応えた
い」としている。同航空は今年1月に3路
線で運航を開始。しかし新型コロナの感染
拡大の影響で、3月下旬には全線が全便運

休に追い込まれ、フィリピン・セブ線、沖
縄線への就航も延期された。現在はマカオ
とマレーシア・ペナンの2路線のみ運航し
ている。路線開設は、12月15日より大阪
線、同16日に東京線が就航する。大阪線
は毎週火、金曜、東京線は水、土曜に運航
する。予約開始は大阪線が11月2日、東
京線は11月中旬を予定。公式サイトや大
手旅行会社各社で受け付ける。12月1日
にはタイ・バンコクにも就航する予定。

Oct.26 駐台特命全権大使、蔡総統に信任状を棒呈
蔡英文総統は台北市の総統府で、新た
に着任したニカラグアのミルナ・マリエラ・
リベラ・アンディーノ駐台特命全権大使よ
り信任状を受け取った。リベラ大使は台湾
外交部が優秀な外国人留学生を対象に支
給する「台湾奨学金」の元受給生で、台湾
の銘伝大学（台北市）国際ビジネス学科を
卒業（2018年卒）した経歴を持つ。蔡総統
は挨拶で「リベラ大使は両国の協力事業の
素晴らしい立会人」と述べ、各協力事業が
実り多きものになるよう期待を寄せた。こ
れを受けリベラ大使は「ニカラグアと台湾
両国は長年にわたって友好関係を育んでい
る。両国が文化や教育、外交を重視してき
たことを具現化するものだ」と述べ、さら

なる協力関係の深化と相互利益の未来の創
出に意欲を見せた。リベラ氏はさらに中国
語で
「謝謝蔡総統、
謝謝台湾」
（蔡総統、
台湾、
ありがとうございます）と感謝を表した。

ニカラグア駐台特命全権大使
( 写真提供：中央社 )
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松田義人
（deco ／編集者・ライター）

今月の『ドキュメンタリーのきっかけ』は休載いたします。
▼屏東・佳冬にある220 万円の巨大筒住宅。

書 籍 紹 介

「 中 国 癌との 最 終 戦 争 」
～人類の未来を賭けた一戦

著 者＝林建良
発行者＝池崎洋次
体 裁＝全236頁 A5版変形
定 価＝1500円＋税
台湾出身の医師でもある著者は、本書
の題名にもある「中国癌」を完全に無害
化できる矛を持っているのが日本であり
日本人にその能力がある、と指摘する。

しかも副題には
「人類の未来を賭
けた一戦」と記
し、「戦い」で
もある、と警鐘
を鳴らす。中国に
関する批判や問題
提起する書物を、
これまでに幾度と
なく刊行してきた
著者は、中国こそ
が「新型コロナウ
イルス」の発生源
であり、著者曰く
「武漢肺炎の大流
行で世界が一変し
た」と論じてい
る。
コロナ禍である
現在、世界各国
が感染拡大防止に
躍起の真最中で、
収まる気配すらな
い。将来的に「ウ
イズコロナ」と認
識される見方も強
い。偏るが「中国
に対する世界から
の不信感」を感じ
ている人民は決し
て少なくない、とも。著者は「断末魔の
抵抗の凄まじさは計り知れない」と本書
で中国を揶揄する。しかも、速やかに摘
除しなければ「人類の将来はない」との
強烈な持論が、執筆を奮い立たせたのに
他ならない。
第一章では、中国を「癌細胞体質」と
表現し、その中国の経済を癌細胞に置き
換えて比喩的に解説。体質全般を網羅し

購買房屋時的兩種優惠制度
購買房屋時，不僅要仔細檢查欲購買的
物件，備妥資金也是必要的。這次將為您
介紹購屋時需知道的兩種優惠制度，換言
之，將簡單介紹「住房貸款減稅」及「生
活補助金」等制度。
什麼是「住房貸款減稅」
住房貸款減稅是指，購房時使用抵押權
購置房屋之購房者，可用來減輕利息負
擔的制度。每年年底會從房屋貸款剩餘
金額，或是住房取得對價金額中，將較少
者的1%作為10年間所得稅的扣除額。此
外，在計算購置房屋的對價時，將扣除
「生活補助金」。 如若不能完全從所得
稅中扣除時，則將從住民稅中部分扣除。
除此之外，如果您購買了適用10％消費
稅稅率的房屋，並於2019年10月1日起
2020年12月31日止期間作為居住使用，
可扣除的期限將延長至三年。

ている。なかでも社会主義市場経済を
「公権力による富の略奪と独占の経済」
と糾弾し、これこそが癌細胞であると結
ぶ。日本の社会全体が感じている「中国
を刺激するな」とは、「事なかれ主義」
の象徴として、勘違いせずに「中国癌」
を退治しなければならないと結論付けて
いる。拡散の手助けをしてはならない、
とも。
第二章は「中国癌が生み出した世紀の
ウイルス」。冒頭、コロナ禍は中国の本
質を暴露したと表し、新型コロナウイル
スの発生から経過をたどる。発症初期に
防疫活動でなく隠蔽工作を図っていたと
の記載には驚く。WHOにも働きかけ、
名称を「武漢」から「新型」に改称させ
た、とする。全般にわたる情報操作が詳
細に解説されているのが面白い。「生物
兵器」との憶測も払しょくできないウイ
ルス発祥の根源を、独自の目線で記述し
ている所が本書の見どころであり、著者
の論じる真骨頂でもある。
そして第三章では米国を本気にさせた
「世界中に転移する中国癌」がタイトル
だ。続く第四章のタイトルは「必ず破滅
する癌の宿命」。そして最終章の第五章
は「選択を迫られる日本」。台湾の親日
であるその理由を「日本精神」とし、そ
れは「武士道」と「独立自尊の気概」で
あるとし、台湾独立建国運動の原点でも
あると解説する。
中国の経済を癌細胞に置き換え、細胞
の分裂や分化の軌道修正がなされず、さ
らには原理原則に従わない癌細胞を放置
してはならない。そのがん細胞を駆逐す
るすべを網羅させている本書は、中国そ
して権力利益名誉全てをほしがる中国人
の気質にも迫っている。
「中国はまさにリスクの渦中にある」
とする本書は、過激な表記が数多くある
が、あくまでもいわゆる「癌細胞の摘
出」が刊行の主旨であると推察する。ア
ジアの大国とする日本に、そして日本人
に奮い立ってもらう一心からではない
か。「14億人を救う方途を探る」とす
る気概が本書の魅力でもある。

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

適用住宅
住房貸款減稅不僅適用於新建住宅，中
古住宅也列為適用對象。除此之外，擴
建、一定規模以上的修理、大型改建、
節能整修、無障礙整修等需要100萬日元
以上的建築費，也可以適用房貸減免。但
是，在節能整修或無障礙整修的情況下，
使用別的整修節稅制度可能更為有利，還
請自行確認。
什麼是「生活補助金」
生活補助金是為了減輕由於消費稅率上
升，而給購房者帶來的負擔所建立的制
度。住房貸款減稅是由您所支付之所得稅
中扣除的機制，因此收入越低，補助金就
越少。生活補助金制度是通過擴大針對住
房貸款減稅裡不足以減輕負擔的族群，
除住房貸款減稅以外，還提高消費稅率來
減輕負擔。因此，補助金的金額因收入而
異，但最多可支付50萬日圓。

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

適用住宅
★適用增加後的消費稅稅率的房屋。
★樓地板面積必須在50㎡以上
★房屋必須經過第三方機構的檢查等。
根據您使用的是新屋、中古屋，或是是
否有抵押貸款等情況下，適用條件會有所
不同。
綜上所述，以上兩種優惠制度，最初制
定的背景是在為了減輕由於消費稅增加所
帶給購房者負擔的制度之下，對於即使利
用了「住房貸款減稅」制度但仍然有負擔
的購房者，給予「生活補助金」。因此，
這兩個制度基本上可以一起使用。
對於正在考慮購房的人，現正因新冠肺
炎造成的家庭財務等影響，正在討論放寬
適用條件，因此上述優惠制度可能會改
變，因此請事先調查並活用該系統。
本文作者：黑澤聯合事務所 稅務部門

台湾地方部には、
不 思 議 な 建 造 物 が いっぱ い
依然渡航ができないので、
過去の写真を見返すばかり
相変わらず新型コロナウイルスは収束の
兆しが見えず、台湾はもちろんあらゆる外
国に行きにくい状況が続いています。厳密
には様々な条件さえクリアすれば台湾に行
けなくもないですが、よほどの事情がない
限り渡航はしない、できないというのが現
状です。
自分の立場で言うと、この影響で今年は
秋以降に決まっていた数冊の台湾にまつわ
る本の刊行が中止、または延期となりまし
た。もちろん僕自身今年は一度も台湾に行
けておらず、せいぜい台湾各地の友達から
現地の様子を聞いたり、制限あるお互いの
環境を労ったりするだけでした。正直を言
えば、もどかしくないわけではなく残念な気
持ちがないわけでもないですが、こればか
りは仕方がありませんね。今はグッと堪え
て、事態収束の日がくることを待つばかり
です。
一方、だからこそ台湾のことを思う時間
が増えたことも事実で、これまで台湾現地
で撮ってきた無数の写真を見返しては、思
い出にふけったり、
「よく考えてみるとどうし
て台湾はこんな感じのこと、モノが多いの
だろうか」と「台湾の慣習の不思議」を考え
たりするこの頃です。
そんなときにふと思ったのが、台湾、特
に地方部で見かける「不思議な住宅」につ
いてでした。

誰がどんな理由でこの住宅を……

台湾の地方部を巡っていると、自然豊かな
環境の中に突然巨大なお城風のマンションが
現れたり、外壁一面にタイル画があしらわれ
た派手な学校が現れたり、モチーフとなる商
品を看板代わり巨大化したオブジェが現れた
りします。また、案内表示などはたいていデ
カく、これらがまたいかにも台湾的で大好き
な景色です。どうしてこのような建造物や看
板が多いのか理由はわかりませんが、きっと、
何かを取り組む際まずネガティブなことを考え
る日本人と違って、台湾人の発想は柔軟でな
んでも楽しく、わかりやすくしてしまうからから
じゃないかと思います。
見返した無数の台湾での写真の中で、屏
東・佳冬で撮った不思議な家がありました。
すっかり忘れていましたが、車で通りがかっ
て見つけたとき、わざわざ車を停めて撮った
ものです。
土管のような巨大な筒を、家に改造したも
のでどうやら55 万元（日本円で約 220 万円）
で販売しているようです。敷地内には同様の
巨大な筒住宅が 3つほどありましたが、どれ
も人が住んでいる気配はありませんでした。
海に面する佳冬ですが、この物件は内陸部の
街道沿いにあり、別荘にしては不便だし、何
故このような住宅が存在し販売されているの
か不思議に思いました。しかし、
「とにかく不
要となった土管があるのだから、住宅にして
売ってしまえ！」という勢いで台湾人がこの家
を作ったのだとしたら、いかにも台湾らしいセ
ンスを感じてシビれてしまいますね。
普通の観光地巡りももちろん楽しいですが、
その移動中などでたまたま見かける、こういっ
た台湾らしい景色、物件も僕は大好きです。
1日も早く再び台湾各地を巡れる日が戻ってく
ると良いなと思っています。
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日 台 航 空 路 線 ・ 時 刻 表（ 十 一 月 ）
便名

台北桃園－東京成田

東京羽田－台北松山
運航日

日付

台北桃園－大阪関西

高雄小港－福岡

福岡－台北桃園
台北松山－東京羽田

名古屋中部－台北桃園
東京成田－高雄小港

東京羽田－台北桃園

台北桃園－福岡

台北桃園－名古屋中部
高雄小港－東京成田

台北桃園－東京羽田

北九州空港－台北桃園
大阪関西－高雄小港

東京成田－台北桃園

大阪関西－台北桃園

台北桃園－北九州空港

※新型コロナの影響に伴い、欠航・減便が発生して
います。必ず航空会社・空港のホームページ等で
事前確認をお願いします。

高雄小港－大阪関西

福岡－高雄小港

I nf o r m a t i o n
( 東京 ) カルチャーミーティング文活 in 台湾「台湾
正体字華語書籍コーナー」及び「台湾文学祭」

お いしい台 湾レシピ
「クックパッド 世界の台所」シリーズの「クックパッド台
湾」の評判のレシピの初の日本語版。台湾の地元の料理
上手がレシピを集め、台湾で人気の品々全 66 品が網羅
されている。しかも使用する食材は日本の食材と調味料。
「これっ、台湾で食べるのと同じ味」を目指した。日本の
食材を使用してもレシピは本場台湾。
「何かひと味違う」
台湾が料理を楽しめる。
料理の品々は、この本が B5 版サイズを少しワイドにし
た誌面一杯に描写されているため、
「見て美味しい」
。本
書は、
全3のパートから構成されている。最初のパートは、
台湾の料理上手な人のコメントから始まる「料理上手の
キッチンから」
。
「台湾料理は、
家族の味です」
と
「野菜たっ
ぷり、が元気のもと」をコメントした二人の台湾女性の声
を元に、普段食する台湾料理の成り立ちや家庭の味を
中心に紹介されている。
次のパートは「毎日の台湾のおかず」
。シンプルな炒め
もの、煮込み、鍋やスープ、麺やご飯など、日々真似し
たい料理の数々を紹介している。パートの途中に「電鍋」
監 修＝クックパッド
発行者＝秋山 和輝
発 行＝世界文化社
体 裁＝ B5 版変形 全 96 頁
定 価＝ 1200 円＋税

台湾新聞２８2号 読者プレゼント

という台湾で馴染み深い、日本の電気炊飯器を複合化さ
せた機能を持つ電化製品も紹介されている。正式には
「大
同電気釜」
。シンプルなボタンを押すだけで、炊飯器とし
てはもちろん、蒸し物や煮込み料理がほったらかしで作
れる優れもの。台湾の家庭には必ず 1 台はある代物だ。
そして最終パートは「街角で人気の粉料理とスイーツ」
。
台湾には気軽に入れる軽食の店やスーツ店が、あちらこ
ちらにある。その小腹が空いたときのメニューが気軽に家
で作れるレシピが紹介されている。さらに、巻末には「料
理で旅する台湾一周」
と題し、台北、新竹、台南、高雄、
台東、花蓮など六カ所の名物料理も紹介されている。本
書は、日本食材を使用して台湾の家庭料理から本番の
味が楽しめるレシピを確実に享受できる。それが特徴で
ある。
なお、クックパッド台湾とは、
「毎日の料理を楽しみにす
る」のミッションの元、料理レシピ投稿・検索サービスな
どの事業を行う「クックパッド」が台湾で運営するサイト。
台湾人向けに中国語で投稿されている。

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1 名様に本書「おいしい
台湾レシピ」をプレゼント致します！応募方法は、ハガキに応募
券の切り抜きを貼り付け、お名前、
ご住所、お電話番号及び台湾新聞へのご意見ご感想を明記のうえ、
台湾新聞編集部までお送りください。当選のご連絡は発送をもって代えさせて頂きます（11月中に
発送予定）
。締切り：１1月15日（消印有効）
株 式 会 社 臺 灣 新 聞 社 編 集 部 〒171-0021東 京 都 豊 島 区 西 池 袋4-19-4 / tel:03-5917-0045

読者プレゼント企画

場所：誠品生活日本橋
時間：10/7 ～ 11/15
主催：台湾文化センター

( 東京 ) 第33回東京国際映画祭「台湾電影ルネッサンス」
場所：六本木ヒルズ、東京国際フォーラム、東京ミッドタウン日比谷等
時間：10/31 ～ 11/9
主催：東京国際映画祭事務局

（オンライン）超高齢化社会を見据えた技術開発セミナー
場所：オンライン
時間：11/04
主催：工業技術研究院、三井住友銀行

（オンライン）台湾エクセレンス - 二輪車 - オンライン発表会
場所：オンライン
時間：11/05
主催：台湾貿易センター

（オンライン）台湾プラスチック・ゴム機械発表会
場所：オンライン
時間：11/18
主催：台湾経済部、台湾貿易センター

（オンライン）台湾オンラインマッチング商談会
場所：オンライン
時間：11/20、27、12/17
主催：台湾経済部、台湾貿易センター

（オンライン）台湾国際ファスナー関連商品オンライン商談会
場所：オンライン
時間：11/25
主催：台湾経済部、台湾貿易センター

（愛媛）台湾ビジネスセミナー（日台パートナーシップ強化セミナー）

場所：西条市総合文化会館
時間：11/26
主催：ジェトロ愛媛、西条市、( 公財 ) 日本台湾交流協会、
台日産業連携推進オフィス

※新型コロナウイルスの今後のまん延状況等の社会情勢については、開催を延期する場合もあるかもしれません。
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國慶活動
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無 畏 疫 情

日 本 僑 界 賀 國 慶
京都華僑總會 舉行雙十國慶祝賀晩宴

▼李世丙處長與參加國慶晚會僑胞合影

大阪辦事處於四國地區舉行慶祝國慶晚會
京都華僑總會雙十國慶祝賀晚宴全體合影

【香川／綜合報導】駐大阪辦事處十月九日於香川縣
「琴參閣」舉行國慶前夕慶祝晚會，由李世丙處長主
持，晚會中四國地區貴賓雲集，有日本眾議院大野敬太
郎議員、香川縣濱田惠造知事、高松市大西秀人市長、
當地各地方自治體首長、議會議員、香川縣日華親善協
會三矢昌洋會長、各團體代表、大阪中華總會洪勝信會
長、四國華僑總會上島彩會長等各會僑領、僑胞及四國
地區留學生約60餘名參加。

李世丙處長致詞感謝四國華僑總會及關西僑界一
直以來對政府的支持，並強調台灣透過一月的總統
選舉，向全世界展現了台灣對維護自由民主人權的
堅持。另外台灣在新冠肺炎防疫的傑出表現，以及
疫情期間經濟維持正成長，受到國際的關注及高度
評價。台灣有能力也願意為國際社會做出更多貢
獻，未來希望在各界的協助下，進一步深化臺灣與
四國及日本的交流合作。

東京華僑總會與留日東京同學會

升 旗 典 禮 慶 雙 十

▼升旗典禮後的紀念合影

【東京／採訪報導】中華民國留日東京華僑總會與留日東
京同學會於十月四日舉行慶祝國慶的升旗典禮，今年因為
疫情的關係，取消往年都會舉辦的園遊會，但仍不減眾人
參加的心，駐日代表處副代表張仁久、橫濱辦事處處長張
淑玲、僑務組組長謝延淙、副組長文君妃、教育組組長黃
冠超，以及許多關東地區的僑領、僑胞都一早前往東京中
華學校，參加升旗典禮。

留日東京華僑總會會長張春美表示，今年雖然沒辦
法舉辦活動，沒辦法和大家好好聯繫感情，但是我們
的緊連在一起的心未曾改變，身為中華民國留日東京
留日華僑總會的會長，也會繼續兼負起責任和義務，
在這個動盪不安的時代中，團結僑胞為祖國貢獻，全
力協助政府和駐日代表處促進台日交流、協助僑務委
員會拓展僑務，讓台日的關係更加緊密。

大阪中華總會 舉行雙十國慶祝賀晩會

大阪中華總會舉行雙十國慶祝賀晚會

【大阪／綜合報導】大阪中華總會十月五日於大東洋餐
廳舉行雙十國慶祝賀晚會， 今年受到疫情影響，晚會
規模比歷年縮小，除了總會會員及所屬婦女會幹部理監
事出席外，僅邀請駐大阪辦事處李世丙處長及辦事處同
仁，神戶華僑總會陸超會長，及京都華僑總會魏禧之會
長等人參加，計約60餘人出席。
會長洪勝信表示，往年的國慶晚會都是在大飯店盛大

舉行，僑界也會組團回國參加國慶慶祝活動。今年
受到疫情影響，國慶慶祝活動規模縮小，但是看到
台灣的防疫措施非常成功，年輕的政府閣僚提出許
多有效的振興經濟的方案，有很多地方值得日本學
習。洪會長並再次強調大阪中華總會最大的目標，
是成為台日橋樑，待疫情平息之後，也會繼續努
力，協助台日交流更加密切。

風 雨 無 阻

橫 濱 僑 界 齊 聚 賀 國 慶
【橫濱／綜合報導】每年雙十國慶時，橫濱中華街
都會青天白日滿地紅國旗高掛，再搭配熱鬧的遊
行，但今年不僅因為新冠肺炎疫情中止遊行，原來
預定舉辦的升旗典禮也因為颱風被迫取消，但仍擋
不住橫濱僑界展現堅毅的愛國心，不畏風雨在室內
舉辦餐會慶祝活動。
橫濱華僑總會會長張儀帶領執行幹部團隊，以及
駐橫濱辦事處處長張淑玲、駐日本代表處僑務組組
長謝延淙、橫濱中華學校長馮彥國、理事長羅鴻
建及橫濱市議會議員友人約40人共同慶祝。張儀表
示，很感謝貴賓風雨中蒞臨橫濱，也非常遺憾橫濱
華僑界各界慶祝雙十國慶大會因為新冠肺炎疫情而
縮小辦理規模，但是不論是任何困境，都不會影響
橫濱僑界熱愛中華民國的決心，將續團結一致，支
橫濱僑界不畏懼疫情和風雨慶祝國慶 持政府，協助促進台日各項交流活動。

【京都／綜合報導】中華民國留日京都華僑總會十月
十三日於京都市舉辦「慶祝中華民國(台灣)109年雙十
國慶祝賀晚宴」，由魏禧之會長主持。今年因新冠疫情
影響，晚會規模比往年縮小，參加貴賓有駐大阪辦事處
李世丙處長偕楊慧萍僑務秘書，京都府議會日台親善議
員懇話會會長秋田公司、京都市議會日台親善議員連盟
會長寺田一博、京都日台親善協會會長小島裕史、京都
華僑總會幹部及理監事等約20餘人出席。

魏禧之會長致詞表示，今年的國慶慶祝活動，很
遺憾受到疫情影響，不是取消就是縮小。這次的新
冠疫情衝擊全世界，可是台灣在優秀的政府團隊領
導下，卻成功的抵擋疫情的擴散，他邀請大家一起
起立為台灣政府及偉大的醫護人員鼓掌致敬。他希
望等疫情平息過後，明年可以擴大的慶祝雙十國
慶，京都華僑總會計畫明年舉辦一個數百人規模的
國慶活動，屆時希望各界給予大力支持。

四國 華 僑 總 會

首辦戶外國慶升旗典禮
【香川／綜合報導】四國華僑總會於十月十日上午在
香川縣善通寺前廣場舉行慶祝雙十國慶升旗典禮，由
會長上島彩主持，駐大阪辦事處李世丙處長、日本眾
議院大野敬太郎議員、香川縣西原義一副知事、愛
媛、德島、高知等縣代表、地方自治體首長、日華親
善協會會長三矢昌洋、日台親善協會全國聯合會副會
長有田憲一及大阪中華總會會長洪勝信等各地僑胞約
一百餘人參加。
上島彩會長致詞表示，台灣在一月舉行的總統大選
中，蔡英文總統以高票當選，台灣的民主自由制度受
到國際肯定。選後不久，發生新冠疫情，台灣根據以
往SARS的經驗，成功的遏止疫情的擴散。受到疫情
的影響，目前四國地區與台灣之間的交流暫停，期望
疫情早日平息，台日之間的交流盡快恢復。

貴賓紀念合影

山 梨 台 灣 總 會
舉 辦 餐 會 賀 雙 十
【山梨／綜合報導】山梨台灣總會於十月十一日舉行
小型餐會，慶祝雙十國慶，雖然因為疫情的關係，不
能與往年一樣舉辦台日交流活動，但大家還是拿出家
常料理互相分享和閒話家常，駐日代表處僑務組組長
謝延淙、副組長文君妃也受邀出席，共享溫馨時光。
會長黃碧霞則報告，山梨縣議會35名議員一致通過
「要求日本政府協助台灣參與世界衛生組織(WHO)」
的意見書，並會將意見書提交首相菅義偉，盼日本政
府能幫助台灣加入世衛組織，與國際共同對抗新型冠
狀病毒。也感謝理監事及會員們在各自的居住地，敦
親睦鄰，提升日本民間對台灣的了解與認識，除盼會
員們宣傳總會，招募更多台灣同胞加入，並表示山梨
台灣總會將與大家共同努力，在民間互動熱絡的基礎
紀念合影 上，協助代表處推動地方政府交流。

新廣島中 華總會

舉 辦 慶 祝 雙 十 節 祝 賀 會

新廣島中華總會雙十節祝賀會參加者合影

【廣島／綜合報導】新廣島中華總會十月十一日中午
於廣島國際飯店舉行慶祝雙十節祝賀會，活動由新任
會長楠田季美主持，有駐大阪辦事處李世丙處長偕楊
慧萍僑務秘書、廣島日華親善協會山木靖雄會長、廣
島市日台友好議員會連盟山路英男會長、前會長同時
也是廣島縣日華親善協會太原武夫副會長、廣島縣市
議會議員、廣島大學教授以及廣島地區僑領、僑胞、

留學生等約50人出席。
新任會長楠田季美表示，感謝各位貴賓百忙之中參
加國慶祝賀會，很榮幸今年接下具有悠久歷史的新廣
島中華總會會長的職務，深感責任重大，她將與副會
長及理監事們一同努力，積極拓展會務，希望各界給
予支持和鼓勵，一同增進台日交流。
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東京台商會理監事會

完 善 會 章 建 立 準 則

謝延淙組長致詞
陳五福會長致詞

【東京／採訪報導】東京台灣商工會於十月
十七日舉行理監事會議，除了宣布成立第
二十三屆選務委員會外，也在章程上進行調
整，讓會章變得更加完善，並有準則性的實
施，同時也新制定青商部的補助條件。
會長陳五福於時表示，本屆最重要的任務
就是將會章完成，這次很謝謝大家排除萬難
來參加理監事會，並積極參與細節的討論，
讓會務能有準則性的運作，也謝謝章程委員

會一直以來的辛苦，也成立第二十三屆的選
務委員會，為下一屆的會長選舉做準備。
僑務組組長謝延淙則藉此感謝陳五福會長
在之前日本疫情嚴重時，無法買到口罩的時
候仍做了很多貢獻、特別是陳會長自費捐贈
大約有五萬片以上的口罩給日本地方政府和
僑界也促進台日友誼、因此謝組長也代表駐
日代表處向陳五福會長和東京台灣商工會的
副會長、監事長，以及全體理監事致上最深
的感謝。

理監事會上理監事們也討論熱烈，為了讓
會章更加完整，過去許多存在爭議的部分這
次都被提出來討論，像是參加會員大會的權
益等，另外針對不繳會費的會員，以及越級
越權直接報名亞總日總的問題，因為礙於時
間的關係，會留在下次的理監事會上做更詳
細的討論。
這次理監事會也決議通過，未來若東京台
商會青商部要母會支援經費，就必須在活動
開始前三個月提出預算書，也要製作自己的
年度計畫，對此陳五福會長表示，這個目的
是希望能讓青商有做預算的概念，並且訓練
他們如何利用自己的預算。
今天紀律委員會也發表收到具名投訴書，
該投訴書指出副會長大川佳那的一些行為，
有傷害到商會的名譽及偽造文書等，經紀律
委員會查證當埸也由被投訴人的陳述後坦承
自己的疏失，經理監事投票後決定除去大川
佳那的會籍，但陳會長為維護當事者的申訴
權，東京台商會也將再度發函求證，以求公
平，若最後經求證為屬實時即執行表決通通
的除名懲戒。

際民航組織(ICAO)之公開聲明文及議會決
議意見書，近日日本政府放寬管制，台灣等
疫情相較輕微地區民眾得以商務、醫療、教
育等理由入境日本，因新冠肺炎疫情中斷之
交流可望逐漸恢復。
橫山議長表示，新冠肺炎肆虐全球，各
地災情嚴重，而台灣迄今僅出現527名感染
者，7名死亡，防疫經驗殊值參酌，備受國
際矚目，美國衛生部長、捷克參議院議長、
布拉格市長等人亦專程訪台。渠亦將以橫濱
市議會議長及議連會長身分帶領議連成員促
進台日友好關係，加強日台議員聯盟橫向連
張處長與出席「台灣新冠肺炎專題」讀書會議員合影 結。
讀書會同時也邀請到作家野嶋剛一同參
【橫濱／綜合報導】橫濱辦事處處長張淑玲 人會長、副議長谷田部孝一副會長等約45
於十月十三日受「日華親善橫濱市會議員連 名議連成員出席，與會議員反應熱烈並踴 與，會中多位議員踴躍發言，稱對台灣口罩
政策印象深刻，贈醫療用品予國際社會，疫
盟」邀請，於議會舉辦之「台灣新冠肺炎防 躍提問。
處長張淑玲表示，感謝議連在今年三 情時代不僅台日關係更加緊密，國際社會也
疫專題」讀書會。針對台灣這次防範新型冠
狀病毒疫情的成功，橫濱市議會議長橫山正 月、四月相繼通過支持台灣參與WHO及國 將加深與台灣友好關係。

張淑玲處長受邀至橫濱市議會演講
分享台灣防 疫 成 功 關 鍵

東京媽祖廟歡慶七周年
盼 未 來 打 造 媽 祖 街
詹董事長致詞

駐日副代表蔡明耀賢伉儷也一同出席參拜
媽祖廟舉行七周年慶典

【東京／綜合報導】東京媽祖廟從建廟至
今，已經邁入第七年，為此東京媽祖廟於
十月二十五日，九九重陽節當天舉行七周
年慶典。做為東京地區僑胞信仰中心，媽
祖廟的香火鼎盛，就連不少日本民眾也都
專程前訪參拜，董事長詹德薰表示，最大
的心願是將媽祖廟這條街改成媽祖廟街，
目前已經買了三棟，希望未來能持續增
加，讓媽祖的慈悲能受惠更多人，也讓僑
胞有心靈寄託的地方。
這次的七周年慶祝活動，包括台北駐日
經濟文化代表處副代表蔡明耀賢伉儷、僑

務組副組長文君妃、世界華人工商婦女企管
協會日本分會會長錢妙玲、副會長郭惠儷、
東京華僑總會會長張春美、東京台灣商工會
副會長藤田礼子、東京婦女會事務局局長楊
淑珍、埼玉台灣總會副會長石井許子，以及
來自各地的媽祖廟信徒參加。
東京媽祖廟董事長詹德薰也向信徒表示，
建廟至今七年以來，最大的願望是希望能夠
把媽祖廟所在的街道，打造成媽祖廟街，目
前已經買了附近三棟房屋，希望未來還能繼
續增加，也歡迎大家常來媽祖廟拜拜。另外
除了僑胞以外，媽祖廟的名聲也逐漸在日本

洪 麗 華 捐 一萬 美 元
助僑委會挹注艱困地區僑校師資

洪會長無私捐出一萬美金，由童委員長代表受贈

【大阪／綜合報導】大阪僑務促進委員、世
華日本關西分會會長洪麗華於十月二十二日
捐贈一萬元美金給僑務委員會，希望能幫助
艱困地區的僑校師資補助金，由委員長童振
源代表受贈，並感謝洪會長的善舉，對提升
僑教教育有很大的幫助。
僑務委員長童振源表示，洪麗華僑居日本

大阪，事業有成，熱心參與僑界活動，同
時也擔任世界華人工商婦女企管協會日本
關西分會會長，多年來積極協助僑委會推
動政策，出錢出力，除了這次捐助艱困地
區僑校師資輔助金，過去也曾捐助僑生獎
學金幫助僑生在台就學、捐贈大阪中華學
校電子書，協助僑校發展。

傳開，不少日本民眾也都專程前來參拜，當
然媽祖廟不會只為了觀光，還是秉持發揚媽
祖慈悲理念，盡身為信仰中心的責任，為了
當地僑民提供心靈寄託的地方。
連昭惠代表也表示，今年是第二年的梁皇
寶懺法會，有很多年輕虔誠的信徒參加了五
天的法會，大家都感動到痛哭流涕。而這次
的從早上十一點開始舉行團拜慶祝儀式，在
團拜過後，東京媽祖廟特別準備餐會，提供
各式各樣的佳餚讓信徒們享用，讓大家吃了
以後能保平安，並與參加的信徒分享交流，
信徒們也紛紛感謝媽祖廟準備了這麼豐富的
餐會，讓大家能夠感受到有如在家鄉一樣的
溫暖。
童振源表示，洪麗華多年來熱心公益，今
年疫情期間也號召世華關西分會捐贈駐大阪
辦事處雨衣及手套，對於外館的防疫工作有
相當大的幫助，另外，近年國內高雄氣爆、
台南地震及花蓮地震等災害發生，洪麗華也
均踴躍捐輸，回饋家鄉。
洪麗華則感謝僑委會給予的肯定，她認
為，有機會就要對社會付出關懷，這是她個
人小小的一份能力。
捐贈儀式，包括僑委會副委員長徐佳青及
呂元榮、主任秘書張良民、越南河內台商會
副會長鄧明敦及胡志明市台商會副會長陳明
政等人均出席觀禮見證。
僑委會多年來致力海外僑教發展，鑒於師
資攸關僑校教學工作的品質，近年積極推動
多元師資充實方案，包括補助僑校自聘台灣
籍教師、媒合國內退休校長赴緬甸僑校擔任
校長，協導青年志工赴東南亞僑校支援教
學，以及協輔清萊、清邁成立教師退休撫卹
基金，鼓勵泰北建華高中開辦簡易師範班，
就地培訓當地教師，並鼓勵泰緬地區留台畢
業僑生返回僑居地任教等。由於僑委會預算
有限，這些方案的推動，仍須仰賴各界資源
共同挹注。

玉山法 律相談 所

株式會社名義的締約相關問題②
＜以ａ株式會社代表取締役ｂ花２０００ 公司，而且依日本民法704條需加付利
萬日幣請ｃ（個人）蓋房之相關締約問題 息。
為例＞
如此，ａ公司既可從ｂ處回收，也可
１.法人問題的兩面性
從ｃ處回收。在此狀況之下，通常代表
（對外的效力問題，對內的責任問題）
取締役ｂ已經破產或是夜逃，因此無法
從ｂ處回收全額。法律實務上也常以同
２.對外的效力問題
①責任主體
時追究ｂｃ雙方的共同不法行為責任
（民法719条）的方式，以提高回收可
②締約權限
能的額度。
③權限的瑕疵
②締約過程違反內部程序之例
（續上期）
３.對內的責任問題
假設ａ公司內規明訂：「總額1000萬
對內問題的類型不勝枚舉。著名的「戰 日幣以上的契約，需通告總務室，並經
場」就有法院（例如：株主代表訴訟）、 取締役會同意」。而ｂ未遵守上述流程
取締役會（例如：代表取締役的解職處 而擅自與ｃ締了約。
代表取締役ｂ擁有ａ公司的代表權
分）、株主總會（例如：取締役解任決
議）等。且還有職務停止假處分、由監查 （会社法349条1項本文）。不過法令上
役提起的取締役違法行為差止訴訟以及假 明訂許多的決定事項屬取締役會的專權
處分等較為不為人知的法律程序。本文礙 （会社法362条4項）。而且ａ公司內部
通常訂有內部決策的流程等內規。如果
於紙面，以事例方式介紹以下的數例。
代表取締役ｂ未遵照ａ公司的內部流
①濫用締約權限之例
假設實際上只需2000萬就可蓋好的房 程，雖然不會造成契約締結上的瑕疵，
子，代表取締役ｂ與ｃ勾結，讓ｂ以ａ公 卻會發生一些公司內部的責任問題。
締約過程違反公司內部程序的原因，
司名義與ｃ締了5000萬的契約，並付了全
額。如此，在房子完工之前，ａ公司花了 可能是因為重視締約過程的效率與機動
5000萬；在房子完工之後，ａ公司雖付了 性，或是出於單純的過失。程序違反通
5000萬卻只換來個價值2000萬的房子，白 常不會立即成立損害賠償責任，不過程
序違反的行為因影響公司決策的透明
花了3000萬日幣。
代表取締役ｂ會背叛ａ公司而濫用權限 性，常引起不必要的紛爭。因此日本的
的理由不多，想的到的有ｂ本身的財務危 法律明訂取締役會可隨時「解職」代表
機、ｂ對薪水太低而不滿、或是出於b與 取締役（会社法362条2項3号），以確
ｃ之間的個人情誼等。不管理由為何，當 保代表取締役遵守公司程序。而且遵守
然可以開除這位濫用權限的代表取締役 程序一事並無過大的實質負擔，無視程
ｂ。問題是ａ公司該如何回收ｂ所造成的 序可換來的「效率」或「機動性」之類
利益也極為抽象、無明顯的益處。建議
損失？
方法１（從ｂ處回收）：ａ公司可以 讀者不要輕視程序上的問題。
另外，公司法務上最常見的程序問題
追究代表取締役ｂ的5000萬的損害賠償責
任。理由如下：取締役與株式會社之間的 為以下的兩點：
法律關係依民法的委任關係來判定（会 ①会社法362条4項1号：「重要な財産
社法330条）。委任契約上，受任者（代 の処分及び譲受け」
表取締役）需負善良管理人之注意（民 ②会社法362条4項2号：「多額の借
法644条），如有義務違反之事由即屬違 財」
簡單來說，重要財產的出與入、還有
約，需負委任契約上的違約責任（債務不
履行責任。民法415条）。本例的代表取 多額的借款，皆為法定的取締役會專權
締役ｂ，依日本民法的644, 415兩條，需 決定事項。如果代表取締役未上呈取
締役會的話則屬犯規。至於何為「重
承擔ａ公司受損的5000萬日幣。
如果房子已經完工交屋，則ａ公司因已 要」，何為「多額」，依各公司的業務
確保了價值2000萬的受益，則其實質上的 內容及財務狀況可有不同。實務上，為
損害額則降為3000萬。此時可從ｂ處回收 了減少公司內部無用的磨擦，常以內規
明訂取締役會專權決定事項的基準。
的金額為3000萬日幣。
方法２（從ｃ處回收）：ａ公司可否認 例如，明訂「單件1000萬以上的借款，
ｂ所締結的ａｃ間契約的效力、追究ｃ的 或月內總額5000萬以上的借款則屬『多
額』的借款。屬取締役會的專權決定事
5000萬的損害賠償責任。理由如下。
代表取締役ｂ代表ａ公司與ｃ締結的 項。」等。如有這類的內規，需上呈取
契約之時，如ｂｃ相互勾結加害ａ公司 締役會的範圍則足夠明確，可減少代表
的話，則可依日本民法107條否認該契約 取締役與取締役會之間的緊張關係。
的效力。該契約無效的話，ｃ收取的5000
（未完。見下期）
萬則失去了法律上的根據，需返還給ａ
（本文由玉山法律事務所提供）

物 業管理公司帶您了解日本房市

日本 房 產 持 有成 本 說 明
日本房產從購買到出售，會有哪些固定的成本呢？
這邊簡單列表跟大家介紹。
除了上述的固定成本之
外，出租期間的修繕、租
客退租後的原狀回復、招
租的仲介廣告費等非固定
支出大家也別忘了唷！在
投資房產時務必先詳細計
算成本和利潤，詳細分析
後再做決定。
WealthPark日本房產管理公司
在日本超過百年的房產管理
經驗，招租管理或新房/中
古屋購買等相關問題都歡迎
免費諮詢。
歡迎掃描QR碼線上諮詢。

官方網站：
https://wealth-park.com/tc/
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俞秀霞事業有成無私奉獻
獲世華華冠獎肯定

俞秀霞從賴副總統手中接下獎杯

【台北／綜合報導】世界華人工商婦女企管
協會於十月二十日舉辦第八屆「世界十大傑
出華商婦女華冠獎」頒獎典禮，並邀請到蔡
英文總統親臨嘉勉，以及由賴清德副總統頒
獎，其中來自日本的世華日本關西分會創會
會長俞秀霞榮獲華冠獎，讓僑界歡欣不已，
並將此視為日本僑界的大喜事。
「華冠獎」選拔每一屆都是競爭非常激

烈，在駐外單位和僑社的推薦之下，全球各
地的華裔女企業家紛紛踴躍報名參選，爭取
這個人生至高的榮耀獎項。經過再三的審查
後，選出10位得主。
日本僑界對於每屆都很積極積極爭取，過
去近已有鄭玉蘭、謝美香、新垣旬子三位得
主，今年第四位得主由世華日本關西分會創
會會長俞秀霞獲獎，消息傳來，讓僑界歡欣

不已，並將此視為日本僑界的大喜事。
俞秀霞是「株式會社琵琶湖興業」社
長，在日本經商20餘年，旗下事業在日本
有商業辦公大樓、學生宿舍、停車場、富
士山麓山坡地與高爾夫球場；在台灣也有
投資商辦土地、農地開發、長照機構，目
前已經有二間護理之家開業，一塊在台中
市精華地段的商辦用地正在規劃興建。
在事業方面，俞秀霞經營得有聲有色，
可以說是深耕日台兩地，而其在慈善公益
方面的貢獻更是有目共睹。除了創辦世華
日本關西分會，凝聚關西地區華商婦女向
心力與發揮影響力之外；同時也正擔任中
華民國僑務委員會僑務諮詢委員、世界台
灣商會聯合總會顧問、日本台商聯合總會
副總會長、日本關西台商協會會長、大阪
台灣同鄕會副會長等僑社職務，為僑界做
出很多貢獻。
對於台灣的回饋，俞秀霞則更秉持「飲
水思源，吃水果拜樹頭」的心念，獨立出
資成立「財團法人小米穗原住民文化基金
會」、「俞秀霞原住民族獎學金」，並且
在急難事故、醫療救護、教育文化、撫孤
恤貧等方面都有長期的用心付出。
對於這次得獎俞秀霞表示，得獎對她來
說是非常大的光榮，很高興自己為日本華
商婦女再爭取到「華冠獎」的獎盃，也很
感謝一路走來許多人的成全與幫助。未來
將期勉自己，為僑務和祖國持續奉獻，讓
日本華商婦女的努力和成就，能夠被世界
看到。

僑界動態
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四國台灣留學生會烤肉大會
慶 雙 十 解 鄉 愁

烤肉大會紀念合影，下排左三位是文敎課
林育柔秘書，下排右二是林文琳會長

【香川／綜合報導】四國台灣留學生會首次
於十月十一日在香川縣善通寺大麻山露營活
動中心舉辦烤肉大會慶祝雙十國慶活動，大
阪辦事處文教組組長林育柔、秘書李碧娟等
同仁應邀出席，四國華僑總會會長上島彩亦
偕多位理事到場與同學們同歡。盼透過這次
的烤肉活動舒緩大加防疫的生活，同時也一
解思鄉愁。

留學生會會長林文琳表示，感謝四國華僑
總會上島彩會長的幫忙與協助，在全球如此
艱辛的一年之中順利的成立了四國台灣留學
生會，讓四國的台灣留學生擁有了意見交流
的平台，希望這次戶外烤肉活動，讓大家小
心防疫的生活得到舒緩，也避免三密，並感
謝駐大阪辦事處長官們的參與，為活動增添
熱鬧的氣氛。
四國華僑總會會長上島彩特別準備油飯和
麻油雞來給孩子們加菜。她表示，因疫情影
響許多僑胞和留學生都想家卻回不了家，中
秋剛過，大家能聚在一起烤肉實在是很開心
的一件事，也彌補了不能回故鄉團圓的遺
憾。
四國留學生會目前以德島文理大學的留學
生為多數，文教組長林育柔期勉學生會以後
能持續的增加四國其他三縣的台灣留學生人
數，讓往後的活動更加熱鬧及有更多更深更
廣的交流。

橫濱台商會捐體溫檢測器
助橫濱中華學院防疫

世華日本關西分會熱心捐贈
助 NPO 組織疫情中送暖

【大阪／綜合報導】因為新型冠狀病毒疫情
的影響，對許多社福團體、機構也帶來嚴重
的衝擊，位在大阪市西成區的NPO法人釜ケ
崎支援機構也是受到影響的其中之一，為此
世華日本關西分會特別捐贈愛心便當給該機
構，希望能讓需要受到幫助的人，也能在疫
情中獲得溫暖。
新冠病毒席捲全日本，嚴重衝擊日本的經
濟，連帶著影響到日本的社福機構，不僅志
工減少，活動被限制，獲得的善款也有所減
少。位在大阪市西成區的NPO法人釜ケ崎支

世華日本關西分會捐贈便當給 NPO 組織

世華日本關西分會提供豐富的便當

援機構，平時除了提供住宿、餐點以外也協
助工作媒合讓沒有固定居住地的市民能獲得
一些實質上的幫助，即便在疫情中，該機構
還是盡力協助無家可歸的市民們。
世華日本關西分會洪會長麗華向來對社會
公益熱血奉獻，這次直接聯繫機構表達協助
意願。洪會長麗華因故返台無法親臨活動現
場，此次世華日本關西分會敬邀台北駐大阪
經濟文化辦事處僑務秘書楊慧萍，並由世華
日本關西分會秘書長鄭雅馨、副會長劉雯
玲、監事長江東優、財務長葵秀子、理事真

鍋慶子等人代表致贈愛心便當給該機構，
希望透過世華日本關西分會成員愛心善舉
讓社會多一分溫暖。因為配合機構防疫要
求無法一一發放便當，但是關懷之意彼此
都能感受。
世華日本關西分會表示，我們秉持世華
總會宗旨團結各位力量、關照社會需要協
助的角落，集結姐妹們的愛心發揮最大效
益，也讓大家看見世華人充滿愛心的一
面，也讓無家可歸的民眾也能在嚴峻的疫
情中，獲得滿滿的溫暖。

留 日台灣同鄉會理監事會暨秋季之旅

捐贈儀式紀念合影

橫濱台商會捐贈體溫檢測器給橫濱中華學院

【橫濱／綜合報導】為了協助橫濱中華學院
防疫，橫濱台灣商會名譽會長洪益芬、會長
林隆裕特別捐贈體溫檢測器給橫濱中華學
院，讓他們能確保所有教職員、學生進入學
校時的健康，以便落實防止感染擴大，橫濱
辦事處處長張淑玲也一同出席捐贈儀式。
橫濱台商會名譽會長洪益芬表示，雖然疫
情雖有緩和，但還是不能掉以輕心，若是發
生感染，學校就必須全面停課，讓許多家長
和學生都不能放下心，因此身為旅居橫濱的
華僑，盡一份小小的心力捐贈體溫檢測器，
讓學校能有效維護所有人的健康，進而使學
生能夠安全的念書，家長們也會比較安心。
橫濱中華學院校長馮彥國表示，在這疫情
的非常時期，很感謝洪名譽會長和林會長的
慷慨解囊，嘉惠僑校。未來會將體溫檢測器
設置在學校大門，對全校師生實施體溫測

量，此紅外線體測器，可同時測量20至30名
學生。未來新校舍落成啟用後，在舉辦各種
大型活動時，將可以有效維護校園防疫工
作。提供安全安心的學習環境。
橫濱辦事處處長張淑玲表示，非常感謝洪
名譽會長和林會長，也很高興在場見證，不
論是之前的口罩捐贈或是這次的體溫檢測器
捐贈，都多虧有僑界的參與，讓學生能更加
安全的學習，家長也能有所放心，同時也要
感謝僑界和台灣各界對於橫濱中華學院改建
的支持。
捐贈儀式在處長張淑玲見證下，由名譽會
長洪益芬和會長林隆裕將體溫檢測器交給橫
濱中華學院，橫濱中華學院理事長羅鴻健也
特別致贈感謝狀給橫濱台灣商會，儀式結束
後，眾人也一同前往正在興建的新校舍參
觀，了解目前的施工進度。

日本世界和平華人聯合會滿周年
盼 持 續 推 廣 孝 道 文 化
▼紀念合影

舒 緩 眾 人 苦 悶 心 情

蕭會長致詞

秋季之旅紀念合影

【山梨／採訪報導】中華民國留日台灣同鄉
會於十月十一日在山梨縣石和飯店舉行第
二十二屆第五次理監事會聯席會議暨秋季之
旅，今年因為疫情影響，許多人都被迫長期
待在家裡，會長蕭玉蘭趁疫情緩和時，也特
別安排兩天一夜的旅行，緩減理監事們苦悶
的心情，同時也請大家支持明年的懇親大
會。
會長蕭玉蘭表示，因為疫情的期間，許多
理監事們為了配合政府政策，避免傳染，只
能一直待在家裡，這也讓大家的心情都悶壞
了，因此想透過理監事會聯席會議時，同時

舉辦旅遊活動，讓大家可以出來走走，心情
也比較好，不過疫情還是很嚴重，大家也需
要繼續注意。
僑務組組長謝延淙、副組長文君妃也受邀
出席，謝組長表示，原本早上天氣還普通，
但是到下午後太陽都出來了，相信大家會有
很好的收穫，這次聽完蕭會長報告後，明年
一月底兩年一度的懇親大會有很多細節要討
論，特別是現在還在疫情之中，要持續勤洗
手、戴口罩，可以有效減少傳染的機會，也
謝謝蕭會長的大力號召，這是非常好的活
動。

留日台灣同鄉會每兩年都會舉辦一次盛
大的懇親大會，但因疫情受到影響，為了
避免傳染擴大，眾人也詳細討論舉辦的細
節，像是座位的間隔安排等其他防疫措
施，蕭玉蘭會長也請大家多多支持這兩年
一度的活動，同時也感謝這次執行部盡心
盡力理監事會和旅遊活動。
這次旅遊行程的安排上，留日台灣同鄉
會特別安排前往山梨縣採葡萄，也前往清
里高原欣賞曾獲日本許多電視劇取景的
「吐龍瀑布」，以及前往附近美麗森林散
步，最後也前往知名販售信玄餅的金精軒
等購物，讓理監事們在親近大自然的同
時，也能品嘗美味的食物，同時舒緩苦悶
的心情。

【東京／採訪報導】日本世界和平華人聯合
會於十月十七日在橫濱舉行一周年的紀念大
會，原本一周年的活動打算邀請台灣全球和
平華人聯合會的理事長張京育赴日演講，但
因為疫情的關係改為線上演講的方式，但仍
吸引157人參加，理事長李炳南也說，會持
續在日本推廣孝道文化。
這次的日本世界和平華人聯合會除了慶祝
一周年外，也邀請到台灣全球和平華人聯合
會的理事長張京育以「華人文化與世界和平
的貢獻」為題演講，以及請到生命之眼身心
靈中心執行長王中和以「華人文化與理想家
庭」為題分享倫理的重要性，為了預防疫情
擴大，有限制入場人數，但還是吸引不少人
報名，最後同時加開網路參與的方式，滿足
所有人的求知慾。
理事長李炳南表示，當初華人會創立時，
目的是想宣傳華人文化，但是華人文化一說
起來是很龐大的內容，因此選擇與社會緊密
的內容推廣，就想到孝的思想，因為目前日
本的離婚率高，家庭孝道觀念薄弱，所以想

李理事長贈送感謝狀給兩位講師

邀請張京育博士來日本演講，但卻碰上新冠
疫情不得不延期。
李炳南也表示，這次來參加的人一半是華
人、一半是日本人，很多人在聽完演久後，
都對華人文化改觀，不知道原來華人文化的
內容很豐富，所以未來想從舉辦推廣孝的小
活動開始，像是下個月就預定在橫濱的茶餐
廳舉辦交流活動，未來可以的話，希望能舉
辦大型的孝道文化活動，將孝道的思想推廣
到全日本。
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日台 和平 基 金 會 辦 慰 靈祭

第六屆「台日交流高峰會」通過「加賀宣言」

推 動 制 定「 台 日 交 流 基 本 法 」

弔念二戰台籍戰歿者
台灣戰歿者英靈。
台灣之塔於2016年落成後，每年均配合
沖繩縣慰靈之日於六月二十三日前後在台
灣之塔前舉行悼念慰靈儀式，紀念於二次
大戰期間在南洋等地因戰火而犧牲的台灣
籍士兵。今年因受到新冠病毒疫情影響，
台日間尚未開放國民自由旅行，以致台灣
老兵協會等相關團體無法前來沖繩參與活
動，加上整修台灣之塔周邊慰靈祭場地設
施，因此將今年的慰靈祭日期延至十月舉
辦。
祭典後舉辦的交誼會中，范處長應邀致
詞表示，欣見台灣之塔周邊環境在大家共
慰靈祭現場 同努力下獲得修繕，讓儀式場地更加完
【沖繩／綜合報導】一般社團法人日本台灣 大山晉吾擔任祭主，該基金會西田健次郎 善，願台灣籍戰歿者得以獲得安息，庇佑
和平基金會於十月十八日在沖繩和平祈念公 理事長邀請駐那霸辦事處范振國處長、琉 台日兩國永享和平，同時也希望疫情盡早
園內台灣之塔前舉辦第8回「台灣出身戰歿 球華僑總會會長張本光輝及各界相關人士 得到控制，使台灣相關團體能夠如同往年
者慰靈顯彰祭」，祭典由那霸波之上宮禰宜 約30餘人與會，悼念二次大戰期間犧牲的 共同造訪沖繩參與慰靈祭。

活動也邀請前國策問金美齡到場演講

這次高峰會吸引超過三百人參加

因疫情睽違超過半年

東京台灣教會松年會聚會再開
旅日僑界也一同參加高峰會

陳會長教導大家唱詩歌

插花教學

【東京／採訪報導】東京台灣教會松年會於
十月二十四日舉辦十月份聚會，因為今年受
到新型冠狀病毒疫情的影響，松年會從二月
聚會以後，就未能再舉辦其他活動，這次的
聚會也是睽違半年以後首次的活動，為此松
年會也安排多項活動，讓大家度過充實的假
日。
活動首先由會長陳素蓉教導眾人高唱聖
歌，再由李明智長老帶領眾人一同讀舊約詩
篇和唱詩歌，會後也準備肉包和草仔粿供眾
人享用，並幫十月出生的會員慶祝生日，另
外也特別安排了插花教學。前駐日代表許世

楷、世華日本分會會長錢妙玲也都出席這
次的活動。
會長陳素蓉表示，過去除了固定時間的
禮拜外，還會舉辦新年會、每月聚會，以
及和其他教會交流或一同旅行等，但因為
今年碰上新冠病毒疫情的影響，從二月的
聚會後，就沒再舉辦其他活動，這次的活
動是疫情後首次舉辦。
陳會長也提到，因為目前疫情有比較趨
緩，所以松年會有計畫在十一月底時舉辦
一日遊打算前往神奈川縣的三浦半島一日
遊，去吃吃美味的海鮮、欣賞風景等，主

▼桃太郎故鄉 - 日本岡山縣

會後的紀念合影

要是因為疫情的關係，很多人都不得不待
在家裡，讓不少人都悶壞了，因此想藉由
這次的旅遊帶大家出去走走、散散心。
東京台灣教會松年會是屬於基督教長老
教會，除了在杉並區的東京台灣教會外，
池袋、高田馬場、川越、千葉都有長老教
會的教堂，與一般教堂不同的是長老教會
教堂都是以台語傳道，且非常歡迎非會員
的成員參加活動，並在活動後一同品嘗美
食，對於旅居海外的僑胞而言，是非常適
合懷念家鄉的好去處。

【石川／綜合報導】由日本各地支持台灣的
議員們發起的「台日交流高峰會」，於十月
二十六日在石川縣加賀市舉行第六屆高峰
會，會後由本屆峰會執行委員會副會長稻垣
清也宣讀「加賀宣言」。宣言中指出，為促
進台日外交及安全保障政策，建議日本應及
早制定「台日交流基本法」，並支持台灣加
入WHO（世界衛生組織）以及CPTTP（環
太平洋夥伴全面進步協定）等國際組織。
駐日代表謝長廷致詞時表示，台日交流高
峰會自2015年起每年定期舉辦，成功深化台
日雙方友好關係，去年峰會通過「富山宣
言」支持台灣參與WHO，期盼本次峰會在
場各位友人繼續支持台灣參加CPTPP等國際
組織，讓台日攜手推動疫情後時代之經濟復
甦。
會中除蔡英文總統、桃園市市長鄭文燦、
台南市市長黃偉哲及高雄市陳其邁市長以賀
電祝福外，賴清德副總統以及前高雄市議會
議長康裕成及高雄市議員等人特地錄影預祝

活動成功。駐日本代表處副代表蔡明耀、
駐大阪辦事處長李世丙、石川縣知事谷
本正憲，日本中華聯合總會會長林月理、
大阪中華總會會長洪勝信等貴賓也出席盛
會。
今年高峰會還邀請前國策問金美齡到場
演講，金美齡表示，推動自由民主不是口
號，而是行動，她為推動台灣民主和台日
交流奮鬥數十年，直到今天仍做好準備，
繼續奮鬥中。台日關係正要迎接最盛黃金
時期，期望每位地方議員都能盡力在各個
領域發揮最大的影響力，深化台日關係。
「台日交流高峰會」的主旨在建構台灣
地方議員與日本各地方議員的橫向聯繫與
交流，首屆於2015年召開，今年為第6屆，
雖受新冠肺炎疫情影響，台灣各議會議員
雖無法赴日與會，日本各地方議會及各界
貴賓仍踴躍出席，現場共計超過300位貴賓
共襄盛舉。而過去5年舉辦的城市分別為石
川縣金澤市、和歌山縣和歌山、熊本縣熊
本市、高雄市、富山縣富山市，明年第7屆
台日交流高峰會預定將在兵庫縣神戶市召
開。
「加賀宣言」全文如下：
日本和台灣之間的關係是建立在深厚的
信任和友誼之上的。
特別是在新型冠狀病毒感染疫情中、許多
救濟物資從台灣運至日本，讓我們再次的
確信臺日之間堅固的友情。
全國日台友好議員協議會為促進經濟、
觀光、文化等各個領域的官民交流，進一
步加強臺日友好關係，針對以下的政策支
持並提議：①為了推進臺日的外交、安
全保障政策，應盡早制定「日台交流基本
法」。②日本應加強努力推進在保健衛生
領域中擁有豐富的知識和經驗，並且成功
地抑制了新型冠狀病毒傳播的台灣，参加
WHO（世界衛生組織）。③對於CPTPP
（環太平洋夥伴全面進步協定）在擴大參
加國數的交渉時，日本應支持台灣的参
加。
為實現以上目標，在此宣言，今後透過
各議會的議員連盟進行更深一層活動的同
時，加強促進台灣各城市與有友好關係的
日本各自治體之間更加密切的合作，使日
台之間的友好關係在未來永續發展。
令和２年１０月２６日

▼來到倉敷美觀地區可以乘著船漫遊老街

日本第一的庶民零嘴賣場有五千種糖果餅乾

桃太郎的故鄉岡山縣
在歷史文化中邂逅文青
許多人對於日本的童話《桃太郎》不感到
陌生，卻不一定知道岡山縣是桃太郎的故
鄉，岡山縣擁有濃厚歷史文化，但走在街上
時卻能意外發現充滿文青的店舖，即便對於
多次訪日的旅人而言，來到被譽為「晴天之
國」岡山縣，也能找到如初次來到日本時，
四處有著驚喜的感覺。
搭桃船眺烏城 到桃太郎神社求個好姻緣
岡山縣過去是西日本的交通樞紐之一，留
下不少歷史建築，像是由戰國時代大名宇多
喜秀家建立、因為黑色外牆而有烏城之稱的
岡山城，除了近距離探訪外，也能在一旁的
咖啡廳兼租船店「碧水園」租借桃子造型的
小船遠眺古城。另外還有緊連岡山城的日本
三大名園之一－岡山後樂園，園中有著開闊
的草坪、水池、造景、古色古香的茶室，以
及依季節不同盛開的花卉可以欣賞。
提到桃太郎，當然也不能錯過「吉備津彥
神社」，神社中供奉著桃太郎的原型「吉備
津彥命」，而吉備津彥神社也是有名求姻緣
的神社之一，推出的桃子御守也擁有高人
氣，不僅因為桃子能開運除厄，藏在桃子中
的詩籤也是以靈驗聞名。

要到「倉敷美觀地區」，當地保留大量江
戶時期白壁土藏的建築，來到這可以穿著
和服，漫步在古色古香的街道上，也能到
兩岸楊柳依依的舊運河「倉敷川」搭乘遊
船，享受當地悠閒的氛圍，到晚上也有不
同於白天的夜間點燈，寧靜的街道會帶來
不同的感受。
在倉敷美觀地區的街道中，還藏有著一
間過去由紅磚建成的紡績所，曾經是奠定
日本產業近代化的紡織工廠，但隨著時代
遷移已經功成身退，目前被認定為日本近
代化產業遺產，在保留原本外觀與構造
下開發為常春藤廣場，是住宿、餐飲、店
家、宴會集結的複合式文化設施，因此走
在裡面能感受到充滿幾何圖形、挑高天花
板的英式工廠設計。
來到倉敷美觀地區的話，就一定要品嘗
必吃的水果甜品名店「倉敷桃子」，會隨
著季節變化，推出使用當地產的水果聖
代。同時當地也有台灣人最喜歡、有數百
種的紙膠帶店和各式各樣的現代手工雜
貨，以及展出視覺差異設施的桃太郎機關
博物館，不知不覺就會讓人逛上一整天。

不是只有水蜜桃 岡山還有這些必買必吃
日本最早國產的牛仔褲也是源自於岡
倉敷美觀地區美如畫 彷彿走入時光膠囊
若想深度探訪岡山的歷史文化，就一定 山，有別於一般的牛仔褲，岡山牛仔褲的

最大的特色是使用日本傳統藍染技術所染出
的深色系，以及職人的感性與技術結合而成
的加工技術，因此產出的牛仔褲都是獨一無
二。除了逛兒島牛仔褲街外，也能到「貝蒂
史密斯牛仔褲博物館」了解牛仔褲的歷史發
展，還能客製牛仔褲和製作牛仔褲的吊飾體
驗。
岡山也是著名的水果產地之一，不僅與桃
太郎相關的桃子，岡山也盛產亞歷山大麝香
葡萄，像是在「林葡萄研究所」就可以體
驗採葡萄的樂趣，還能認識超過100種的葡
萄。除此之外，岡山的盛產「千屋牛」據說
是日本和牛品種的起源，因為一直維持單一
血親，再加上精心打造的飼養環境和飼料，
讓千屋牛有著甘甜獨特的肉質，會讓人忍不
住想配上紅酒細細品嘗。

「HARE MACHI365」推出不少與岡山和桃
子相關的商品，其中也包含不少桃太郎的造
型商品。
而在靠近瀨戶內海的地方，還有一間「日
本第一的庶民零嘴賣場」，裡面集結日本各
地五千種點心，且價格都是從日幣十元起
跳，即使買到失心瘋，結帳時還是會驚呼好
便宜。而賣場最主要的目的是希望不僅是賣
東西，而是透過提供更多娛樂性、體驗性消
費方式，讓大家能充滿著喜悅和溫暖。
此外，到岡山還能搭乘「La Malle de Bois
觀光列車」，La Malle de Bois是法文中的木
製行李箱，車身以白色為底，再由黑線條畫
成一個個箱子，車內還有許多展示品和特色
販賣店，可以通往宇野、尾道、琴平，是前
往瀨戶內海地區的選擇之一。另外在岡山
市還有與「恰恰特快車」合作推出的路面電
車，除了有可愛的卡通外觀外，隨車人員還
不論文青小旅或大買特買 在岡山一次滿足
若是文情迷遊岡山，在岡山還有很多文青 會帶動唱和與孩童互動，適合親子同樂。
會喜歡的店，像是「CIFAKA」旗下的文青
小物和咖啡店，能一邊品嘗美味的咖啡，一
來去岡山住一晚 絕景飯店傳統老屋任你選
邊選購文青商品，店內還有販售Noritake的
在住宿方面，若是到岡山縣的兒島附近，
商品，還能騎上步行自行車漫遊岡山城附 可以選擇入住「瀨戶內兒島飯店」，在兒島
近，不少文青迷來岡山時都會專程造訪。
站搭車十分鐘的距離，就可以輕鬆欣賞到瀨
想購買伴手禮的話，在岡山還有西日本 戶大橋，白天天氣好還能看到遠方的四國。
最大的永旺商場（AEON），商場有提供免 另外在岡山站走路十五分鐘的路程內，有間
稅服務可以買到手軟，特別是在商場中的 可將超過80年的古民家改造而成旅館「紬屋

La Malle de Bois 觀光列車

岡山縣也是亞歷山大麝香葡萄的產地

旅館」，從內到外都充滿著日本傳統住宅特
色，想要深度體驗日本文化的遊客不妨可以
入住看看，該旅館也推出包棟服務，三五朋
友們可以一起在和室的榻榻米感受老屋魅
力。
根據資料指出，岡山近年來外國訪客大幅
上升，其中台灣旅客占外國旅客中最多，再
加上在疫情之前岡山能直飛桃園，讓台灣觀
光客訪岡山的人數已經連續七年最多。岡山
縣府人員也提到，有許多景點都是透過台灣
人發的文章或照片，才知道這些景點很受歡
迎，雖然因為疫情的關係目前無法來岡山，
直飛航班也暫時中斷，但若疫情結束後，希
望大家能繼續來岡山旅遊。

