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台 湾 T S M C が つくば 市 に 子 会 社 を設 立
〜半導体産業の 発 展 目指す
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●国民党最年少党首が米誌の
「次世代の 100 人」がスタート
に選出 2
2面
面
●一般社団法人
「日台ロータリー親善会議」
が発足 3
に加入要請、台湾も
「TPP への参加を検討」～なおも中国は牽制
●英国、TPP

て、目下、TSMC など各国の半導体製造の
一方、日本はこの理由から自動車を一部減
有力企業に対して半導体の増産要請を訴求し 産しており、産経省は「自給率が足りない」と
ている。また、並行してそれぞれの自国の半 半導体産業の現状を危惧している。しかし装
導体サプライチェーンを整えていく必要性を認 置製造及び材料などの部材の提供においては
識。さらに、海外勢との連携が必要不可欠と 「日本は有力な大国」
（台湾業界筋）と認識。
し「半導体政策こそが産業発展の共通の柱」 2019 年日韓貿易紛争で、日本が半導体材料
となっている。今回の TSMC の海外拠点進 の輸出制限を打ち出し、韓国の半導体産業
出による今後の動向には、世界中が注目して に大きな影響を与えた事も、それを裏付ける。
いる。
茨城県つくば研究学園都市は、東京の過
今年に入り、台湾メディアから「TSMC が 密緩和や科学技術の振興、高等教育の充実、
日本に新工場を設立する」との報道がなされ そして研究・教育機関等の拡充を目指し、つ
た。しかし実際には「生産拠点」ではなく「研 くば市に移転・建設された。現在、同市は
究開発拠点」だった。一部の台湾メディアは 日本最大の研究・教育機関の集積地域であ
「日本からの注文は多くないとの認識から」と り、国と民間の研究機関を合わせると160 所
報じた。
を超える。
台湾 TSMC がつくば市に子会社を設立（ウィキペディアから）
TSMC は世界最大の半導体受託製造会社
なお、つくば市は1月18日、政府の人工
世界最大手の半導体受託製造会社「台湾 べた。また、今後の半導体産業の発展につ であり、世界最先端の先進製程技術を持っ 知能（AI）やビッグデータといった先端技術
積体電路製造」
（TSMC）は、2月9日に行わ いては
「我が国が強みを有する材料、
装置メー ている。海外からの増産要請が殺到した事な を活用した「スーパーシティ」の申請に向けた
れた取締役会で「日本に先端半導体製造の カーとの連携が促進され、国内半導体産業 どから「半導体産業において自社の重要性を 基本方針案を表明。つくば市ホームページが
（TSMC）
。しかし一方で台湾 「スーパーシティ」について、
「
『誰一人取り残
研究開発拠点を設置する」と決議し、同日発 の活性化につながる事を期待している」
と述べ 認識している」
表した。投資額は186 億円で子会社とする。 た。TSMC が研究開発を目的として子会社 では、半導体の装置、材料の供給面での不 さない』包摂の精神のもとで、世界トップレベ
拠点は茨城県つくば市で、主力事業は高性 の設立した事ことは「日本政府の戦略とほぼ 足が深刻化している。TSMC が使う装置と材 ルの科学技術を結集し、デジタル、ロボティ
料は、現況では米国、オランダ、日本からの クス等の最先端技術の社会実装と都市機能
能な3 次元集積回路（IC）の「製造技術の開 重なっている」
と見られる。
発拠点」
となる。
自動車向けの半導体不足が叫ばれる昨今、 輸入に依存している事も一因。日本の子会社 の最適化を進めていく」と説明した。TSMC
これを受けて梶山弘志経済産業相は2月 現況では世界の自動車生産に影響が及んで を「研究開発拠点」にした理由も「日本から安 は、日本最先端の研究機関に携わることを
12日の記者会見で「歓迎する」
と表し「これか いる。現在、自動車メーカーは生産台数の 定的な供給を取得するのが一つの狙い」と理 考慮し、つくば市に拠点設立したと考えられ
る。また、長期化する米中の貿易、科学技
ら日本の半導体産業の発展に期待する」と述 減産などを余儀なくされている。この対策とし 解するのが一般的だ。
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術の対立を巡り、米国と日本は TSMC の進
出と連携し、サプライチェーンの構築に連動
させる事にも期待を寄せる。さらに TSMC は、
第 5 世代移動通信システム（5G）で日本企業
と協力を結び、自社の半導体の性能向上を
狙う。

日本の漫画家 100 人超が

日 本 台 湾 交 流 協 会 が「 日 台 友 情 」の 映 像 公 開 で

台 湾に感謝

永 年 の 継 続 願う

「日台友情」の映像（日台交流協会 FB から）

感謝の思いを表現した（写真提供：中央社）

「謝謝台湾（ありがとう台湾）
」
。東日本大
震災から3月で10年の節目を迎えるのを前に、
被災地に200 億円を上回る支援金を寄せた
台湾の人々に感謝の意とお礼をする。100 人
を超える日本の漫画家がイラスト色紙を制作
し、展示するもので、色紙は、2月4日に開
幕した「台北国際コミック・アニメフェスティバ
ル」で展示中だ。
色紙を寄贈した「島耕作」シリーズの弘
兼憲史さん、
「北斗の拳」の原哲夫さん、
「シ
ティーハンター」の北条司さんら。計 106 枚
の色紙は、今回の展示のために描き下ろされ
たもの。
「ありがとう台湾」
、
「ご支援ありがとう
ございます」
、
「台湾を愛しています」
、
「私たち
はみなさんのご厚意を永遠に忘れません」な
どの中国語のメッセージも書き込まれ、イラス
トと共にそれぞれ感謝の思いを表現した。
展示は対台湾窓口機関の日本台湾交流
協会の主催。企画・運営を担当した出版取
り次ぎ大手のトーハン現地法人によると、出
版社を通じて漫画家に制作を依頼したところ、
「想定以上の協力が得られた」
（担当者）
。い
ずれも無償という。このほか、
「進撃の巨人」
の諫山創さんや「タッチ」のあだち充さんらが

複製原画を提供した。
漫画・アニメの祭典「台北国際コミック・
アニメフェスティバル」は2月4日、台北市
内で開幕した。新型コロナウイルスの感染
対策が徹底され、会場内の人数は6000
人以下に制限。入場の際には1メートルず
つ間隔を空けて立つよう、待機する来場者
に要請して分散入場を徹底した。
なお、今年は55 社約 410ブースが出展
された。コロナ対策のため、一部業者は会
場展示と並行してインターネットでも商品を
販売。舞台イベントの生配信や事前収録、
オンラインでの交流なども取り入れられた。

日本の漫画家100人超が台湾に感謝（写真提供：中央社）

日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協
会は2月10日、日台の友情を示す映像をフェ
イスブック（FB）で公開した。同協会は「初の
『日台友情映像』
」としている。動画の最後に
は同協会の泉裕泰台北事務所代表が登場し、
「Always Teammates」
（ずっと仲間）と日
台の友情が末永く続く事を願った。
FB は旧暦の正月（2月12日＝春節）を前
に公開された。同協会は投稿で、
「昨年、哈
台族（台湾好きの人）と哈日族（日本好きの
人）はみんな第二の故郷に『帰れなかった』
」

11 面

泉裕泰台北事務所代表が登場
（日台交流協会 FB から）

（いつまでも一緒）など
とコロナ禍で訪台や訪日が叶わなかった人々 「Always Together」
を思いやった。そして、
「でも日台の気持ちが のナレーションや字幕も挿入された。
同協会は今年で東日本大震災発生から10
冷めることはない。会えない時こそかえって
相手を思うようになる」と絆の強さをアピール 年を迎えることから、当時多額の義援金を日
した。1 分間の映像では日本と台湾それぞ 本に寄せた台湾に感謝の気持ちを伝えるのを
れの地で同じ事をしている人々の姿が画面を 目的にさまざまな行事を行うとしている。1月
左右に二分割する形で写し出された。登場 23日には、台北市の超高層ビル「台北 101」
「日台友情」
などの文字を映し出すライトアッ
するのは、リモートで誕生日を祝う男女や公 に
園で遊ぶ親子、日本の居酒屋と台湾の熱炒 プを行った。また、震災後の日台の友情の
店でビールを飲む会社員、日台の野球少年 10 年を振り返ろうと、関連のエピソードや写
など。
「Always Tender」
（いつも思いやる）
、 真を募集している。3月14日まで。

奈 良さん 、 S N S で 台 湾 の コロナ 対 策 に 絶 賛

〜 蔡 総 統 から歓 迎 の 手 紙 届く
台北市内の美術館で、3月中に特別展を開
く予定の画家奈良美智さんが 2月14日、台
湾に到着した。奈良さんは、
自らの SNS で
「台
湾の新型コロナウイルス対策について」を発信
している事でも知られている人物。奈良さんの
ツイッターによると、そうした発信などで、台
湾の蔡総統より歓迎の手紙が届いたという。
台湾は現在、入国者に対し、2 週間の在
宅検疫と1 週間の自主健康管理を要求してい
る。出発前夜 13日のツイッターで「素晴らし
い対策です。甘んじることなく、謹んで隔離
を受け入れます」と発信。到着後も、自らが
体験した台湾の防疫対策を、次々と発信して

いる。検疫ホテルに到着後は「部屋に蔡総統
から歓迎の手紙が置かれていました」とツイッ
ターでシェアした。
奈良さんは、中華文化総会の誘いで3月
12日より国立台北芸術大学関渡美術館で展
覧会を開く。日本台湾交流協会主催の「東日
本大震災 10周年」の関連イベントの一環とし
て。東京の森美術館で2020年に初めて展示
した作品「Miss Moonlight」も今回の特別
展で史上初の海外展示となる。
奈良美智さんは1959 年青森県弘前市生
まれ、栃木県在住。日本の現代芸術のスター
として知られており、ドローイング、絵画、彫

刻などを制作している。2000 年まではドイツ
を拠点に活動していた。現在、欧米での評
価は確実なものにしているが、今後は東アジ
アからも注目が集まりそうだ。

奈良さん、SNS で台湾のコロナ対策に絶賛
（奈良美智さんの SNS から）
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国民党最年少党首が
米 誌の「次世代の 100 人」に選出
米誌タイムは2月17日、これからの活躍が
期待される「次世代の100 人」を発表し、台
湾からは最大野党・国民党の江啓臣主席が
選出された。江氏は同18日、自身が進めて
きた党内改革が国際メディアの目に留まった
事を「光栄に思う」と喜び、引き続き改革にま
い進する姿勢を強調した。
江氏は1972 年生まれで、同党の党首とし
国民党の江啓臣主席（写真提供：中央社）

京都市と台北市 の 動 物 園 が

「 連 携 と 協 力 」の 覚 書 を 締 結

締結式記念写真

京都市動物園（坂本英房園長）は台北市
立動物園（劉世芬園長）と生物多様性に係る
今日的課題をこのほど共有し、この解決に向
けた取組について協働していく覚書を2月8日
に調印した。覚書きは京都市動物園が掲げ
る「いのちかがやく京都市動物園構想 2020」
に基づいて実現されたもので、初の海外の動
物園との包括的な連携・協力となる。

オンラインで調印した

調印式は京都市動物園レクチャールーム
で、台湾側とはオンライン形式で行われた。
双方の園長はじめ、北村信幸（京都市文化
芸術政策監）
、陳素慧（台北市教育局副局
長）
、李世丙（台北駐大阪経済文化弁事処
処長）
、村嶋郁代（日本台湾交流協会広報文
化部長）
、周台竹（台北市市長室渉外事務

黄捷議員の
リコ ー ル 成 立 せ ず

黄捷・高雄市議会議員（写真提供：中央社）

台湾高雄市議会の黄捷議員（無所属）に対
するリコール投票が 2月6日に行われ、賛成
票がリコール成立に必要な有権者数の4 分の
１に届かず、反対が賛成を上回ったため否決
された。これにより、黄捷議員は引き続き高
雄市議会議員を務める。なお、任期中は再
び黄捷議員に対するリコール投票の発動はで
きない。
黄捷議員は、当選時は野党・時代力量の
所属だったが、その後離党して無所属に。今
回のリコール投票では、与党民進党が黄捷
議員を支持し、リコール投票で反対票を投じ
るよう呼びかけた。また、民進党主席である
蔡英文総統も黄捷議員がリコールされること
に「黙って見ているわけにはいかない」と発言
し、民進党員に対してリコールの反対に回る
よう動員をかけた。
一方、最大野党の国民党は、リコールに
賛成し、リコールに同意票を投じるよう呼び
かけた。国民党所属の韓国瑜（前高雄市長）
は、昨年 6月に行われたリコール投票でリコー

ルが成立し、失職している。黄捷議員は韓国
瑜・前市長に対して批判的で、市議会での
質疑の際に韓国瑜氏に対して失礼な態度を
見せたとして、韓国瑜氏の支持者から反感を
買っていた。
黄捷議員に対するリコール投票は、高雄
市議会議員という地方議会の議員に対するも
のだが、台湾の2 大政党である与党民進党
と最大野党の国民党がバックアップした「対
決構図」となり、世間から高い関心を集めた。
また、最近実施された民主進歩党所属の王
浩宇（前桃園市会議員）に対するリコール投
票が成立したことも話題に上り、黄捷議員に
対するリコール投票は、とりわけ高い関心を
集めていた。
議員に対するリコールが成立するためには、
総有権者数の4 分の1が賛成し、賛成票数
が反対票数より多いことが必要。黄捷議員の
選挙区である高雄市議会議員第 9 選挙区の
総有権者数は29 万 1566 人で、そのうち12
万 1110 人が投票した（投票率は41.54％）
。
有効投票数 12 万 652 票のうち、反対は6 万
5391 票で、全体の54.20％。賛成は5 万
5261 票で、全体の45.80％だった。無效票
は458 票。この結果、リコール成立の要件を
いずれも満たすことができず、リコールは否決
された。
この結果について、与党民進党のスポーク
スマンは、
「今回のリコール投票は、反対が賛
成を1 万票ほど上回っており、台湾の有権者
が、国民党が発動したこの種の正当性を持た

ては史上最年少。2020 年 1月の総統・立
法委員選で同党が与党・民進党に大敗を喫
した後、
「一つの中国」の解釈は台湾と中国で
異なるとする「92 年コンセンサス」の見直しを
訴えて党首選に勝利し、同3月に主席に就任
した。同誌には「若者が国民党の主要な意思
決定者になる」
とのコメントを寄せている。
同誌は江氏について、
「高齢化した支持層
を離れ、若い有権者を獲得する必要性があ
る事を知っている」と評し、問題点として、同
党が長期的に「一つの中国を原則的に支持し
てきた事」
と指摘。
このスタンスは「北京当局には歓迎される
が、独自路線を望む若い世代を遠ざけている」
とし、江氏の今後のかじ取りが地域の安定に
関わるとの見方を示した。

桃園医院のコロナ集団感染、

抑え込 みを完 了

桃園医院では春節後、通常の通院、入院が
再開された（写真提供：中央社）

総監）
らが参加した。
具体的には、①ニシゴリラの繁殖に係る相
互協力②グレビーシマウマの繁殖に係る相互
協力③当園のツシマヤマネコと台北市立動物
園のベンガルヤマネコの保全に係る相互協力
④国際的な生物多様性保全や SDGs 達成に
向けた連携と協力、などの四項目を取組事項
とした。
台 北 市 立 動 物 園は、日本 統 治 時 代の
1914 年に開園した台湾で最も歴史のある動
物園。165ha の広大な敷地に400 種以上
の動物を飼育するなど、世界十大都市型動
物園にも数えられている。東南アジア最大の
動物園でもある。近年では日本の動物園との
交流を積極的に進めており，令和 2 年 12月
には日本と諸外国との友好親善関係の増進に
功績のあった個人・団体を称える「外務大臣
表彰」を受賞している。
なお、覚書き締結に伴い、現在、京都市
動物園の図書館カフェ2 階で「台北市立動物
園」を紹介するポスターが掲示されている。

台湾の新型コロナウイルス感染症対策本
部「中央感染状況指揮センター」の指揮官
を兼務する衛生福利部の陳時中部長は2
月7日、コロナ集団感染が発生した台湾桃
園市にある「衛生福利部桃園医院」の院内

ない報復的なリコールに強い反感を持ってい
ることを示した。国民党の政治的な操作が、
逆に有権者の反撃を受けた」
と指摘。
また、
「特
定政治家の支持者による報復的なリコール運
動は、社会の資源を浪費するだけであり、民
主主義を歪曲し、台湾の多様な意見の成熟、
そして台湾の進歩を妨げるものだ」と解説し
た。
一方、リコールに対する賛成を表明してい
た最大野党国民党は、
「食品の安全を軽視し、
ラクトパミン残留豚肉の輸入解禁を支持する
議員を辞めさせることができなかったが、市
民は十分に不満を表明することができた」
と表
明。さらに、
「リコールを発動するための署名
集めは通過しており、黄捷議員の選挙区の有
権者は、
その政治姿勢に対する不満を示した。
しかし、リコール投票の段階では、与党のリー
ダーが国家元首として命令を下し、各方面の
政治的な資源を動員して民意を抑圧。リコー
ルの不成立は有権者の不満が十分でなかっ
たのではなく、資源がアンバランスだった状
況の下で、小市民が大総統に対抗した結果
だ。小市民は決して負けてはいない。政権の
各種の行為を市民は直視しており、反発の波
は止まることなく、次々にやってくる」と表明し
た。
なお、黄捷議員は、リコール不成立後の
挨拶で、
「選挙区の有権者、そして蔡英文総
統、多数の立法委員、議員の支持に感謝する。
今後、さらに努力を続け、選挙区の有権者を
失望させないようにしたい」
と話し、
「私の選挙
区の有権者は、行動によって恨みを制止した。
報復的なリコールをこれ以上、進めるべきで
はない」と表明した。一方、今回のリコール
運動を進めてきた団体は、現在も民進党所
属の高閔琳（高雄市議会議員＝民進党）との
関係が強い、台湾基進党所属の陳柏惟立法
委員に対する罷免運動を推進している。

新型コロナ感染拡大防止策として、台湾
では昨年の2月6日に「実名制」によるマス
ク販売のシステムを導入した。政府が買い
上げた国産マスクを、全国の特約薬局、コ
ンビニ、スーパーなどに設置された機器に
全民健康保険カード（= 保険証）を差し込
むことで決まった枚数だけ購入できるという
システム。この「実名制」の施行から１年を
迎えるのを機に、台湾行政院（蘇貞昌院長）
は今年 2月6日、台湾基隆市にある順易利
のマスク工場を訪れ、
「国民が心を一つにし
て力を合わせて新型コロナウイルスに対抗
した結果、危機を転機に変えただけでなく、
感染症対策で世界一にまで登りつめること
ができた」と感謝した。また「新型コロナウ
イルスはまだ終息したわけではなく、まだ少
しも気を緩めることはできない。一つ一つ
の感染症対策をさらにしっかり行うことで、
台湾はより良くなることができる」と呼びか
けた。

感染は「危機が解除された」と発表し、
「集団
感染の抑え込みに成功した」
と宣言した。
また、
コロナ対策を指揮するため桃園医院に派遣さ
れていた「前進指揮所」も、任務を終え病院
から退出した。
集団感染は20 人が確認され、4350 人を
隔離。なお、接触者への検査ではこれ以上
の感染者は確認されていない。陳指揮官は、
桃園医院では春節（旧正月）後、通常の通院、
入院が再開されると表明した。また、職員と
救急患者に対して行っていた健康保険カード
を使った追跡も解除される見込み。
蔡英文総統は、対応に当たった中央感染
状況指揮センターのスタッフ、病院関係者、
患者、家族などに対し、感謝の意を表した。

マスク「 実 名 制 」販 売 か ら 満 一 年 、
蘇行政院長が国民に感謝

台湾、マスク「実名制」販売から満一年（写真提供：中央社）

の輸入量は年間 4 億枚に達していた。昨年、
新型コロナウイルスの感染拡大が始まった当
初、台湾におけるマスクの生産量は１日188
万枚に過ぎなかった。政府は感染症対策が
急を要するものであると知り、昨年 1月末の
時点であらゆる国産マスクの買い上げと、輸
出の禁止を決めた。この政策は国民の協力を
得ただけでなく、マスクメーカーからの反響も
大きかった。昨年の旧正月、マスクメーカー
は次々と休みを返上して生産ラインを稼働し、
正月3日目からマスク生産に取り組んだ。
台湾は昨年 4月以降、国交樹立国やその
他の国々の医療従事者のため、国産マスクを
無償提供してきた。マスクを詰め込んだ段ボー
ルには「Taiwan can help（台湾がお手伝い
できます）
」のスローガンを印字した。いまは
さらに一歩進んで、世界のどの国からであっ
ても、要請さえあれば支援の手を差し伸べて
いる。現在世界のあちこちで台湾が存在感を
示している。台湾に対する印象は益々良いも
のになっている。我々の努力は、確実に実を
結んでいるのだ。
昨年のきょう
（2月6日）
、マスクの「実名制」
販売がスタートした。当初、1 人当たりの購
入枚数は3 枚、販売価格は1 枚 8 台湾元（約
30日本円）だった。現在では14日ごとに1
人 10 枚購入でき、販売価格は当初の半額で
ある1 枚 4 台湾元（約 15日本円）となってい
る。当初は国軍兵士たちを動員し、手作業で
袋詰めしていたが、現在は機械を使い、全自
動あるいは半自動処理を行っている。マスク
販売に協力してくれた特約薬局、薬剤師、マ
スクの配送を担った中華郵政の職員には大変
感謝している。現在はロボットがすべての袋
詰め作業を行っている。手作業からロボット
に至るまでの期間、生産ラインの増加、雇用
機会の創出、それに産業の高度化が行われ、
作業の自動化によってより競争力が高まった。
それと同時に、台湾の国際イメージが向上し、
マスクの輸出も増加している。

【蘇院長の談話の内容】
新型コロナウイルスの感染拡大は昨年以
来、世界に深刻な影響を与えている。発
生源である中国から最も近い台湾は当初、
新型コロナウイルスの感染拡大が世界で
2 番目に深刻な場所になると予想されてい
た。しかし、国民一丸となって感染症対策
に取り組んだ結果、台湾は新型コロナウイ
ルスの封じ込めに世界で最も成功したばか
りか、昨年の GDP 成長率は先進国トップ、
アジア四小龍（香港、シンガポール、韓国、
台湾）でもトップとなる2.98％に達した。こ
れはひとえに感染症対策がうまくいったお
かげである。
感染症対策をしっかりやること。その第
一となるのがサージカルマスクである。台
湾はこれまで海外からの輸入に依存し、そ 蘇行政院長が国民に感謝（写真提供：中央社）
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英国・TPP に加入要請、

台 湾 も「 T P P へ の 参 加 を 検 討 」～ な お も 中 国 は 牽 制

英国、TPP に加入要請、台湾も
「TPP への参加を検討」
（ウィキメディアから）

英国は2月1日、日本が主導する環太平洋
連携協定（TPP）への参加を正式に要請した。
同じくTPP への参加を狙う台湾外交部は、

同2日の記者会見で「時期を見計らい TPP 湾が日本食品の禁輸を維持している現況に日
への加入申請を行う」
と表明した。
本側が関心を持っている」
と話した。
英トラス国際貿易相はこのほど、今年の
なお、これを前に中国国務院台湾事務弁
TPPの輪番議長国を務める日本やニュージー 公室の朱鳳蓮報道官は、2020 年 12月16
ランドとオンライン会談を行い、意見を交換し 日の記者会見で、台湾の TPP 参加に対し
「一
た。欧州連合
（EU）
から離脱した英国は
「TPP つの中国の原則に基づいて処理しなければな
を通じて新たな貿易関係を築くことを目指す」 らない」
と述べ牽制した経緯がある。
とし、加盟交渉は年内に始まる見通し。
TPP は当初、アジア太平洋経済協力会議
一方、台湾外交部の歐江安報道官は「TPP （APEC）で米・オバマ大統領（当時）の提
への加入は台湾政府の重大な政策」と説明。 案によって成立された組織。日本の加盟は
台湾は目下、加盟各国との非正式な交渉を 2013 年から。当時は12カ国だったが、トラ
行っており、台湾行政院の鄧振中政務委員 ンプ政権時の2017 年に米国は離脱し、現
は、台湾加盟に関する主要な議題に関し「台 在 11カ国に至っている。

蘇院長が FB で
「 ワクチン 約 2 0 0 0 万 回 分 調 達 済 み 」と発 信
台湾行政院（蘇貞昌院長）は2月10日、
新型コロナウイルス感染症ワクチンの調達など
の契約内容をフェイスブックで明らかにした。
国際的共同購入枠組み（COVAX ＝ファシリ
ティ）を通じてワクチンを476 万回分購入した
ほか、英国の製薬企業、アストラゼネカ社と
1000 万回分、米国の製薬会社、モデルナと
も505 万回分調達する契約を締結した。
このほか、国内のワクチンメーカーも研究・
開発を着々と進めており、なかでも高端疫苗
生物製剤（メディゲン・ワクチン・バイオロジ
クス）と聯亜生技開発（UBI アジア）二社は、

第Ⅱ相試験（フェーズⅡ）の臨床試験（治験）
の段階に入ったという。蘇院長は、
「ワクチン
の研究開発と調達は常に進めている。政府は
交渉の内容をすべて公表することが出来ない
が、国民の健康確保のために常に努力してい
る。適切な時期に成果を公表する」
と述べた。
世界各国でワクチンの争奪戦が激化してい
るが、台湾内部では「台湾はワクチンを入手
するのが困難だろう」と疑問の声も上がってい
る。蘇院長の FB 発信は、民間からの疑念
を晴らすため、ワクチン調達の進ちょく状況を 台湾国内のワクチンメーカーも研究・開発を着々
と進めており（写真提供：総統府）
公表したものと見られる。

台湾の半導体設備の生産高は2012 年 開発を進め、台湾の大手企業からの受注に
以降、8 年連続でプラス成長が続いている。 成功している。これが台湾の半導体設備の生
2020 年１～ 11月の生産高はすでに594 億 産高の成長に大きく貢献している。2020 年
台湾元（約 2,240 億日本円）に達し、対昨年 1 ～ 11月の生産高は対前年同期比15.0％の
同期比 9.5％の増加となっている。2020 年 増加となった。一方、テスト装備及びその部
通年の生産高は650 億台湾元（約 2,451 億 品は、内需と輸出の比重は半々。台湾の半
日本円）を超える見込みで、これにより台湾の 導体メーカーが生産能力の拡充を進めるに
半導体設備の生産高は9 年連続で過去最高 伴い、テスト装備のニーズが増えたことから、
を記録することになる。
2020 年 1 ～ 11月は内需向けの生産高が対
特に5G（第 5 世代移動通信システム）
、モ 前年同期比11.0％増加し、内需の比重が全
ノのインターネット
（IoT）
、
高性能計算（HPC） 体の6 割を突破した。
など、新興技術の応用の加速化が主因とみら
台湾の海関進出口統計によると、2020 年
れる。半導体大手が積極的に生産能力の拡 の台湾の半導体設備の輸出額は15 億米ド
充を進め、さらに政府が積極的に国内の半 ルだった。最大の輸出相手は中国（全体の
導体設備及びその部品産業の高度化を促進 44.0％）で、輸出額は約 7 億米ドル、対前年
し、企業らがサプライチェーンのローカライズ 比 3.7％の増加となった。次いでシンガポー
を進めた結果、海外の大手企業の対台湾投 ル（18.0％）
、米国（14.4％）
、マレーシア
資が増えたものと分析される。
（6.9％）の順だった。
台湾の半導体設備は、
「製造装置」と「テス
一方、2020 年の台湾の半導体設備の輸
ト装置」の二分野に分けることができる。その 入額は230 億米ドルだった。最大の輸入相
大きな部分を占めるのが製造装置とその部品 手は日本（全体の23.7％）の55 億米ドルで、
だ。近年、
製造装置メーカーは積極的に研究・ 次いで米国（22.2％）
、オランダ（21.7％）の

順だった。
台湾は世界で最も完成度の高い半導体産
業のクラスターを持ち、分業化も進んでいる。
しかし、半導体の生産設備と半導体材料の
多くはいまだに海外からの輸入に依存してい
る。半導体産業のサプライチェーンの自給率
を高めるため、政府は、台湾を「半導体の先
端プロセス製造センター」にする目標を掲げ
る。半導体設備や半導体材料の海外大手を
台湾に誘致するとともに、台湾の業者の研究・
開発や技術レベルを高めることで、サプライ
チェーンの自主化と国産化を促進し、台湾の
産業の国際競争力を強化したいとの考えだ。

台湾元がこの3年で最大の値上がり( 写真提供：中央社 )

台北外国為替市場は春節（旧正月）前の
2月9日が最後の取引日となり、一時 1 米ド
ル＝27.97 台湾元にまで台湾元が上昇し
た。その後は中央銀行がドル買い介入し、
やや値下がりに転じた。終値は前日並みの
1ドル＝28.39 台湾元で引けた。ただ、台
湾元は依然として上昇傾向が続いている。
昨年の春節明けの最初の取引日だった
2020 年 1月30日以降、今年の春節前の
最終取引日である2021 年 2月9日まで、
台湾元は米ドルに対して1.616 台湾元、
5.69％の値上がりとなり、この3 年間で最
大の値上がり幅となった。

台湾の半導体設備の生産高は8年連続でプラス成長が続いている

各シンクタンクの予想は 3.2 ～ 4.3％の成長

新型コロナウイルスのパンデミックが 2020
年、世界経済に大きな打撃を与えた。しかし、
感染拡大を抑え込んだ台湾は、コロナショッ
クによる景気後退が見られなかったばかりか、
世界でも数少ないプラス成長を実現するなど、
世界に驚きを与えた。

外国為替取引銀行の関係筋によると、台
湾元は昨年 9月4日に1ドル＝29.5 台湾元に
値上がりした後、同12月3日には28.5 台湾
元を突破し、わずか2カ月間で1 台湾元以上
値上がった。こうした台湾元の値上がりは「こ
れまでにあまり見られなかった」
（関係筋）
とい
う。現況を見ると、春節後に台北株式市場
が活況を続けた場合、外資が引き続き台湾
に流入する事となり、加えて電子製品メーカー
業界の「輸出が好調」など追い風や、手持ち
の米ドルが増加傾向などの背景から、台湾元
は引き続き値上がり傾向を見せると予測され
ている。
ただし、中央銀行はここに来て「為替差益
を獲得するための投機的な行為を抑制する姿
勢」を示しており、これが一定の効果を上げ
ていると考えられる。この理由から、
春節後は、
春節前までのような急速な値上がりとなるとは
考えにくく、
「値上がりの速度はゆっくりとした
ものになる」
（関係筋）と見ている。なお、台
北外国為替市場は、春節後の2月17日から
取り引きを再開しいる。

「外国籍専用人材の誘致と雇用法」
～施行三年で就業ゴールドカード2000 枚

祝うレセプション（写真提供：中央社）

台湾国家発展委員会は2月5日、
「外国
専業人材延攬及雇用法」
（外国籍専門人材
の誘致及び雇用に関する法律）の施行 3周
年と「就業金卡」
（就業ゴールドカード）発
行 2000 枚を祝うレセプションを開催した。
「就業ゴールドカード」は、台湾の各分
野が必要とする特定の外国籍専門人員を
対象に発行するもの。レセプションには、
米国在台協会（AIT ＝米国の対台湾窓
口機関）台北弁事処経済部の Dannielle
Andrews 部 長、 欧 州 在 台 商 務 協 会
（ECCT）の Freddie Hoeglund 執 行 長
らが招きに応じて出席した。会場では国家
発展委員会の龔明鑫主任委員が 1998 ～
2000 枚目の「就業ゴールドカード」を申請
者に手渡し、各界と共に同法施行 3周年
の大きな成果及び同カード2000 枚突破の
マイルストーンを確認した。

「外国専業人材延攬及雇用法」は、外国籍
専門人材に対する査証、就労、居留に関す
る規制を緩和すると共に、保険や租税、定
年退職などの待遇を改善するもの。同法が
2018 年 2月に施行されて以来、中華民国台
湾は、多数の外国籍及び中華民国籍ながら
海外に滞在していた人材を呼び込むなど、
「台
湾へ U ターン」させる事に成功している。な
かでも労働許可、居留ビザ、外国人居留証、
再入国許可が一つになった「就業ゴールド
カード」は同法の目玉で、2021 年 1月時点
での発行件数は2000 枚を超えるなど、人材
誘致政策における極めて大きな成果をあげて
いる。
今回、同カードを受け取った三人は、いず
れも各国がこぞって獲得に動くほどの傑出した
人材ばかり。それぞれ背景が優れているほか、
台湾の産業がレベルアップするために必要な
専門能力を備えている。三人は、ドイツのコメ
ルツ銀行シンガポール支店における先物取引
のプロでシンガポール国籍の陳錦為（Calvin
Chang）さん、グローバルな電子商取引企
業の eBay でシニアリーダーとして様々な販
売を手 掛ける米 国 籍の張 棋 恵（Jennifer
Chang）さん、そして優れた番組司会者で俳
優、さらには作家でもあるイギリス国籍の呉
宇衛（George NG）さん。レセプションでは
台湾での仕事と生活に対する見方と経験を分
かち合った。

台 湾 の 生ごみ は 年 間 5 0 万トン、

2021 年の景気展望、

台湾の経済成長率を3.83％と予想している
（写真提供：中央社）
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台湾元が 3 年間で最大の値上がり

台 湾 の 半 導 体 設 備 の 生 産高 、
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IMF
（国際通貨基金）
調査会社の IHS マー 台湾の経済政策の策定などを担う台湾国家
「新型コロナウイルスの感染拡
クイット、OECD（経済協力開発機構）など 発展委員会は、
の機関は、新型コロナウイルスのワクチン接 大状況やワクチンの効果、主要国家の政策
種が今年より広く実施される事から「今年下 や方針などの不確定要因はまだ残る」と指摘。
期から世界経済が回復に向かう」と予想して 台湾経済の安定した成長を確保するためには
いる。世界的に商業活動が爆発的に成長し、「今後の発展を注視し、柔軟に対応する必
としている。
グローバル・サプライチェーンの再構築が行 要がある」
われる可能性もあり、台湾の経済成長にさ
以下は国家発展委員会がまとめた
らに新たな活力を注入する事とみられる。加
今年の景気展望の概要。
えて台湾政府は、今後も先手の対策を講じ、
民間より積極的に資金を導入し、実体のある
建設を行う事で新興産業のサプライチェーン コロナショックとサヨナラ、明るい景気展望
構築を加速し、台湾の産業のグローバルポジ ①今年は世界経済や貿易が徐々に改善する
だろう。新興技術の応用ニーズが高まり、海
ションを強化する構え。
台湾行政院主計総処は今年、台湾の経済 外進出していた台湾企業による回帰投資が今
成長率を3.83％と見込む。一部のシンクタン 後も続く。また、新型コロナウイルスの感染
クは今年の台湾の経済成長率について4％以 拡大をうまく抑え、国民がすでに「日常生活」
上と予想している。こうした成長のエネルギー を取り戻していることから、国内外のシンクタ
は、世界の多くの経済体を上回る。しかし、 ンクなどの機関は、台湾の今年の経済成長

～ バ イオガス発 電 の 建 設を推 進
台湾行政院環境保護署によると、現在
の台湾の料理の食べ残しなどの生ごみの回
収量は、年間およそ50 万トンを上回ってい
る。これは台湾のランドマークタワー「台北
101ビル」の1 万 1300 杯分に上る量。同
署では、こうした生ごみを有効利用する取
り組みとして「バイオガス発電の建設」を推
進している。
現在、生ごみバイオガス発電所は、台
中市で昨年末より稼働しており、桃園市は
今年 7月にも稼働する見込み。また、台北
市、新北市、高雄市でも順次建設が計画
されている。
この5カ所で、生ごみバイオガス発電所
が稼働すれば、発電量は年間 4000 万キ
ロワット時（kWh）が予想され、電気の売
率について3.2 ～ 4.3％に達すると予想してい
る。
②国内産業の高度化促進を強化し、民間か
ら積極的に資金を導入して実体ある投資を行
うことで、台湾の今年の経済成長率 4％突破
を目指す
③コロナ後に生じるグローバル・サプライ
チェーン再構築の契機を把握し、産業の高
度化を加速する。

却による収入は2 億台湾元（日本円およそ7
億 5000 万円）に達する見込み。処理できる
生ごみの量は23 万トン余りに上り、年間およ
そ2 万 2000トンの二酸化炭素排出を削減す
ることが可能となる。

生ごみを有効利用しようと、バイオガス発電の
建設を推進しています（ウィキメディアから）

④導入した資金を実体ある建設に投入する。
⑤保険資金の産業、公共事業、社会福祉へ
の投入を奨励する。
⑥創業天使投資方案」を修正してエジェル投
資の金額上限を引き上げ、台湾のスタートアッ
プビジネスの発展を支える。
⑦国家レベルの融資保証システムを確立し、
重大公共事業や再生可能エネルギーの資金
調達を支援する。
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日 本 のアニメ番 組 が Y o u t u b e で大 人 気

サクラの 成 長 に 環 境 整 備

～ 平 均 1 0 0 万 回 再 生される

～ 開 花 の 質と量 の 向 上 目 指 す

後よりすぐにブームが始まり、これまでの
再生回数も6百万を突破。その人気ぶりが
ソーシャルメディアで話題となり、台湾の
メディアに広く報道されていた。
『PUI PUI モルカー』の毎回の放送時
間は2分40秒余り。舞台はモルモットが車
になったファンタジーの世界を描く。クリ
クリした目と大きな丸いお尻、トコトコ走
る短い手足、モルカーたちの日常を送る
ショートアニメだ。視聴者からは「癒やし
アニメ」と評価されている。第6話「ゾン
ビとランチ」は2月9日の朝7時半より放送
され「ツイッターのトレンドで一位を占め
た」という。
木棉花国際は1992年の創業。毎年海外よ
日本アニメが Youtube で大人気（
『PUI PUI モルカー』ホームページから） り60作品程度のアニメを購入している。海
テレビ東京系列の番組「きんだーてれ 数が2月9日の発表で平均百万回を突破した 賊版に対抗する措置として、2019年より公
び」で、毎週火曜日に放送されているア ことが判明した。
式ユーチューブチャンネルにてアニメ放送
ニメ『PUI PUI モルカー』が今年の1月よ
木棉花国際は「PUI PUI モルカー」の を開始した。近々では『鬼滅の刃』『ワン
り、台湾のYoutubeチャンネルに放送され 放送権を購入し、無料で自社の公式ユー パンマン』『PUI PUI モルカー』などの名
ている。台湾最大手のアニメ著作権代理会 チューブチャンネルで台湾の地域を限定し 作をアップして人気を集めている。現在、
社「木棉花国際株式会社」の公式チャンネ て放送しているもの。今年の1月5日の第 台湾で人気を誇る「日系アニメ」に多大な
ルで放送されているもので、毎回の再生回 一話「渋滞は誰のせい？」のネット公開直 る貢献していると言えそうだ。

台湾当局首脳と静岡 県知事がオンライン対 談
～コロナ 収 束 後 見 据え意 見 交 換
組み、相互往来を回復させたいと意気込ん
だ。
張局長は、「双方に有益であればスポー
ツ観光、修学旅行など、分野を問わず協力
する」と約束。葉氏は、台湾最大級の旅行
台湾の観光当局、静岡県知事とオンライン対談 博「台北国際トラベルフェア」（台北国際
（交通部観光局から） 旅展、ITF）に毎年参加している静岡県に
就航したのをきっかけに交流が盛んにな 感謝するとともに、「コロナが早く終息
り、14年には台湾最高峰の玉山と日本の し、川勝知事が今年8月の台湾美食展に合
名峰富士山が友好山提携を、16年には台 わせて訪台して欲しい」と願った。
観光局の報道資料によると、2020年の
観光局の張錫聡局長（左）と台湾観光協会の葉菊蘭会長 湾中部の南投県の日月潭と静岡県の浜名
（交通部観光局から） 湖が友好交流協定を締結している。
台日相互訪問者数は96万7640人で、この
台湾交通部観光局（張錫聡局長）と台湾
川勝知事は、同県台湾事務所の宮崎悌 うち訪台日本人は26万9659人（前年比
観光協会（葉菊蘭会長）は2月4日、静岡 三所長が昨年末、台湾に駐在する日本の 87.56％減）、訪日台湾人は69万7981人
県の川勝平太知事とオンライン対談し、新 地方自治体職員らと自転車で台湾一周を （同85.79％減）。海外旅行が自由にでき
型コロナウイルス収束後を見据えた今後の したエピソードを紹介し、日台の友好深 るようになってからのインバウンド市場回
交流などについて意見を交換した。
化を願う同県の姿勢をアピールした。現 復を目指す同局は、これまでに三重、香
同局によると、台湾と静岡県は、2012 在はコロナ禍のため直行便が運休してい 川、岐阜、山口4県の知事とオンライン対
年に静岡－台北（桃園）を結ぶ直行便が るが、収束後は速やかに運航再開に取り 談を実施している。

コンテンツ振興機関、 映像業界 14 社・団 体と連 携
海 外 展 開 を 支 援

同製作ーの3つの要件を満たす場合、「コ
ンテンツ開発事業」と「国際合作投資事
業」の2つの支援を得られる。
文策院の丁会長（文策院から）
コンテンツ開発事業では、実地調査や脚
文化コンテンツの海外展開を支援する独 本などの開発に対して資金を提供。国際
立行政法人、台湾文化内容策進院は2月3 合作投資事業では、製作側がすでに資金
日、台北市内で記者会見を開き、台湾の映 の70％を調達済みという条件を満たした
像業界の14社・団体とパートナー関係を 上で、30％を上限に残りの製作費を投資
結ぶと発表した。コンテンツの企画開発や する、または、海外向けの宣伝や配給に投
海外配給などに投資し、台湾の映像コンテ 資する。文策院の丁曉菁会長は「映像作品
ンツの国際化を後押しする。
の開発案件ごとに覚書（MOU）を結ぶ形
文策院のパートナーは、サスペンスドラ 式を採用し、利益が上がれば分配し、赤字
マ「次の被害者」（誰是被害者）を手掛 の場合は共に負担する」としている。さら
けたグリーナー・グラス・プロダクショ に、「世界の投資家は台湾の作品について
ン（瀚草影視）や、第93回米アカデミー あまり理解していない可能性がある」と指
賞国際長編映画賞部門の台湾代表作品に 摘した上で、「少なくとも3割の資金が確
選ばれた映画「ひとつの太陽」（陽光普 定していると分かれば投資家が資金を提供
照）を製作したマンダリンビジョン（華 する可能性は高まる」との見解を示した。
文創）、公共テレビ（公視）など。パート
文策院は今後も引き続き映像関連企業や
ナー企業・団体の企画案が（1）台湾的要 団体とパートナー関係を結んでいく方針を
素（2）国際市場の流通経路（3）国際共 示している。

記者会見記念写真（文策院から）

台湾中南部の嘉義県に位置する阿里山
国家森林遊楽区（阿里山国家森林レクリ
エーションエリア）のサクラが近年衰え
を見せている。「詹鳳春日本樹医団隊」
（詹鳳春日本樹木医グループ）による調
査で判明した。その主因として「天狗巣
病」を上げ、土壌硬化や水はけの悪さも
影響している事と分析した。これによ
り、対応策として「成長に適した環境整
備を実施する」（台湾行政院農業委員会
林務局）とし、これらのサクラがこれか
らも元気に育っていけるよう整備を目指
す。
林務局嘉義林区管理処の李定忠副処長
によると、阿里山は台湾で最も早くから
サクラが大量に植えられた地区。1903
年には日本人によりソメイヨシノが試
験的に植え付けられたという。当初の
数は限定的で本格的な植林は1918年か
ら。その後ヤエザクラなどが導入された
ほか、さらに台湾のカンヒザクラも加わ
り、阿里山は国内外に知られるサクラの
名所となった。
阿里山国家森林遊楽区に植えられてい
るサクラは約2800株で、品種は30を超
える。毎年3月から4月の「お花見」イ
ベントは大勢の行楽客を引き付ける。
しかし近年、これらサクラの樹勢が衰え
ているのが見つかり、台湾政府は2019
年、「詹鳳春日本樹医団隊」に調査を依
頼。これら桜のデータとそれぞれの診断
書をまとめ「開花状況の改善を目指す」
となった。詹鳳春さんは台湾で唯一、日
本の「樹木医」の資格を持つ女性として

サクラがこれからも元気に育っていけるよう
期待されている（写真提供：中央社）

知られる。
「詹鳳春日本樹医団隊」によると、サク
ラの樹木根系は主に水平根か斜出根。養水
分の吸収は地表から下10～30センチメー
トルの層に集中しているが、阿里山では花
見客が繰り返し地面を踏み固めた事で土壌
の硬化が起こっており、樹木根系にとって
大きなストレスとなっている。
このため同団隊は、土壌のpH値（酸
性・アルカリ性の程度を表す）及び水はけ
を調整してサクラの成長に適した環境を整
えた。また、天狗巣病枝の除去や幹の腐朽
に対する処理などで病害の広がりを抑え、
樹木がしっかりと休みながら細根を成長さ
せ、葉を増やし、自ら養分を生み出せるよ
うにした。こうした努力が最終的には開花
の質と量を高める事になるのだという。
なお、同団隊が行ったサクラの一斉調査
の結果、一部の老木はやはり立地環境の問
題で樹勢が日ごとに衰えており、新たな苗
「二代木」の導入による世代交代が不可欠
であることも分かったという。

蔡明亮監督の VR 映画、

東京で初上映～撮影の経験語る

蔡明亮（ツァイ・ミンリャン）監督

台湾を拠点に活動する映画監督「蔡明
亮」氏のVR映画「蘭若寺の住人」（家
在蘭若寺）が2月11日、東京都港区内を
中心に同日に始まった文化イベント「シ
アターコモンズ'21」のプログラムの一
つとして日本初上映された。
蔡監督は同16日、日本上映に合わせ
て開かれたオンライントークに参加し、
作品に驚きを示す日本の観客の反応に胸
をなで下ろすとともに、VR作品の撮影
の経験や幼少期の生活について語ってい
た。
シアターコモンズは、都市にあらたな
「コモンズ（共有地）」を生み出すプロ
ジェクト。今回で5回目となる。台北駐
日経済文化代表処台湾文化センターが実
行委員会に加わっており、このほかの実
行委員会は、台湾文化センター、港区内
に拠点を持つドイツやフランス、オラン
ダの機関やNPO（非営利組織）法人芸

術公社など。
同作は蔡監督初のVR映画。2017年に台
湾のスマートフォン大手、HTCの出資に
より製作された。同年のベネチア国際映
画祭のVR部門に出品され、高く評価され
ている。
オンライントークで蔡監督は、身の幼
少期について「両親の多忙により3歳から
祖父母と暮らしていた」と話し、「父母
の影響で自身も映画に触れるようになっ
た」と説明した。1992年にデビュー作
「青春神話」（青少年哪吒）を発表して
以降、外的条件によって制限されること
なく映画を製作できているという蔡監督
は、自身の映画監督としてのキャリアに
満足している気持ちを示した。その上で
「今後も引き続き創作活動を続け引退は
しない」と明かした。「蘭若寺の住人」
は東京・六本木のアートコンプレックス
「ANB TOKYO」で同21日まで毎日5回
上映された。

映画「蘭若寺の住人」
（写真提供：台湾文化中心）

台湾鉄道で時間旅行へ
1 9 3 0 年 代 の 風 情 漂う山 佳 駅
日本統治時代に建設された古い駅舎が今
も残る台湾鉄路管理局（台鉄）の山佳駅
（新北市樹林区）。当時の面影をとどめる
和洋折衷の建物が好評で、結婚写真のロ
ケーション撮影に使われることもあるとい
う。
台湾文化部の資料によると、山佳はかつ
て炭鉱で栄えた集落で、山の麓にあること
から「山仔脚」「山子脚」などと呼ばれて
いた。1903（明治36 ）年、石炭を運搬す
るための「山仔脚停車場」（現・山佳駅）
が開業したが、現在残っているのは、28
（昭和3）年に改築した2代目駅舎。戦前
の駅舎が現存するのは台北－新竹間では同

山佳駅 ( 写真提供：中央社 )

駅のみで、2002年に市の古跡に指定さ
れた。
新駅舎の竣工に伴い、旧駅舎は2011
年にその役目を終えたが、建物は修復
を経て、1 7年に一般公開された。プ
ラットホームの張り出し屋根や駅構内
の天井、窓、タイルなど随所に1930年

山佳駅の切符売り場（写真提供：中央社）

代の風情が漂う。
旧駅舎の修復に当たり、駅から約200
メートルほどの所に石炭車などを展示する
鉄道公園が整備された。公園に至る道沿い
には、炭鉱夫が働く様子や農村風景、往年
の集落の様子などが描かれたトリックアー
トが並び、地元の歴史や文化を伝えてい
る。
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Feb.3 日本産牛肉の和牛を台湾で PR
日本畜産物輸出促進協議会はリモート トンと年々増加。さらに20年の輸出量は
。日本
形式による記者会見を開き、台湾に日本 815トンに上った（同協議会調べ）
産和牛を PR した。同協議会の木下良智氏 産和牛の PR は台湾の約70店舗の飲食店
は、コロナ禍で各国の飲食店が影響を受け や小売店を対象にした。期間は3月末ま
るなか「台湾はコロナの封じ込めに成功し で。内容は、参加店舗で「和牛統一マーク」
た」と話し、台湾での販売促進に自信を示 の表示がある牛肉を購入し、写真を撮って
した。牛海綿状脳症（BSE）問題を理由に 「Get Wagyu」のハッシュタグ（検索目印）
2001年より日本産牛肉の輸入を禁止して と共にフェイスブックやインスタグラムに
いた台湾は2017年9月、16年ぶりに輸 投稿した上でアンケートに答えると、和牛
入を解禁。台湾財務省貿易統計によると、 料理や記念品などがもらえる。景品は店舗
牛肉の台湾向け輸出は2017年に約211ト によって異なるという。
ン、18年に約628トン、19年に約633

Feb.4

震災復興の応援に「起き上がりこぼしプロジェクト台湾展」

東日本大震災の被災地の復興を願う「起
き上がりこぼしプロジェクト台湾展」が台
南市の台南市美術館で開幕した。このプロ
ジェクトは、何度倒れてもまた必ず起き上
がる福島県会津地方の伝統玩具「起き上が
りこぼし」に世界のアーティストらが絵付
けをするというもの。日本が誇るファッ
ションデザイナー、故・高田賢三さんが発
起人となり、
2013年3月11日にフランス・
リヨンで初展示が行われた。その後パリや
マルセイユ、スペイン・マドリード、イタ
リア・ローマなど世界各地に広まり、日本
では広島、長崎、東京、北九州、京都など
で開催されている。台湾では著名な音楽家

やデザイナー、漫画家らが絵付けした284
点。
これまでに台北市や高雄市で開催され、
後援している日本台湾交流協会は「台湾の
芸術家や漫画家、学生らが新たに絵付けし
た作品も加わっている」と、展示内容を話
した。期間は2月21日まで開催された。

福島県会津地方の伝統玩具「起き上がりこぼし」
（写真提供：中央社）

Feb.5 日本製ビタミン剤 90 万錠が自主回収
台湾衛生福利部食品薬物管理署は、日
本の製薬会社、小林化工（福井県あわら
市）が製造するビタミン B1主薬製剤「ビト
リック錠」の回収を発表した。日本での安
定性モニタリングで承認規格に適合してい
ないロットが見つかったため。日本側か
ら台湾の代理店に自主回収の連絡があり、
計90万錠が回収される見通し。回収の対
象となるロットは T8DS01、T8DS02、
T8DS3、T8DS04の計4ロット。3月2日
までに回収を完了させる必要があるとい
う。対象製品は薬剤師による指導が必要な

Feb.8

OTC 医薬品であるため、主に薬局で販売
されたもの。なお、回収対象ロットの購入
者は、購入した薬局で交換が可能。

小林化工が「ビトリック錠」の回収を発表した
（写真提供：食薬署提供）

台北市の総人口が260万人下回る～生活様式の変化に拍車か

台湾台北市の人口が今年1月末現在、
260万人を割り込んだ事が同市民政局の統
計で分かった。市は交通網の整備に伴い、
近隣市からのアクセス向上が人口流出の最
大の原因だとしている。1月末現在の台北
市の人口は259万7635人。2020年末現
在の市の人口は260万2418人で、1998
年以降で最低を記録した。同局人口政策
科の呉重信科長は「台北市に戸籍を置く人
口は減少したものの、台北メトロ（MRT）
の利用者数や通勤時間帯の交通量を見る
と、市内で仕事や生活する人口は減ってい

ない」説明。
「鉄道網の整備により台北市を
中心とした生活圏が形成された事で、台北
よりも生活コストが比較的低い周辺の新
北、基隆、桃園に居住し、活動の拠点は台
北とする。こうした生活様式が多数選択さ
れたため」と分析している。また、
「新型コ
ロナウイルスの影響で海外から帰国する市
民が減り、転入が減少したことも人口減の
一因」
と話した。さらに、
「国の首都として、
台北市は医療や交通面において、整備のた
めのコストをより多く負わなければならな
い」
と生活コストの高さの背景を指摘した。

Feb.8 中国に拘束されている人権活動家向けに天灯で願いを
旧暦のお正月（春節＝今年は2月12日）
を控えたこの日、台北市の自由広場で、中
国当局に拘束された人権活動家らの早期釈
放を願う集会が開かれた。発起団体の国際
人権団体アムネスティ・インターナショ
ナル台湾支部によると、2017年には台湾
の非政府組織（NGO）活動家李明哲氏が、
2020年には台湾への密航を試みた香港の
民主活動家ら12人や中国・武漢から新型
コロナウイルスの感染状況を伝えた市民記
者の張展氏が相次いで中国当局に自由を奪
われ、春節の家族との団らんもできずにい
る。類似のケースは計13件に上るという。
参加者は各自、各活動家の名前を記した
スカイランタン（天灯）を手に取り、
「これ

らの人々が一日も早く解放される様に」と
祈った。参加した団体の一つ「台湾人権促
進会」の施逸翔秘書長は「強権国家の拡張
主義的な行動は台湾にとって人ごとではな
い」と強調。
「今年開かれるアジア太平洋経
済協力会議（APEC）で、域内における人
権保障システムの確立を提唱するべきだ」
と蔡政権向けて訴えた。

天灯で願い（写真提供：中央社）

Feb.12 日本の駐台代表の泉氏がさらなる交流に誓い
日本の対台湾窓口機関「日本台湾交流協
会」は春節を迎えたこの日、フェイスブッ
クに同協会台北事務所の泉裕泰代表や職員
らが出演する動画を公開した。泉氏が餃子
を包み、正月飾りを書いたりするなど、台
湾の旧正月文化を体験した。さらに春節の
挨拶でわれわれは心を一つにして（新型コ
ロナウイルスを想定した）防疫新生活を続
けながら、日台間の交流を全力で進めて
いきたい」と誓った。また、
「東日本大震災
の発生から今年で10年となる。日本台湾
交流協会は、震災当時多額の義援金を日本
に寄せた台湾の人々に感謝の気持ちを伝え
ようとさまざまな行事を行う」とした。な

お、1月23日には台北市の超高層ビル「台
北101」の外壁をライトアップし、日台の
友情をアピールするとともに、東京五輪の
無事開催を願った。

泉裕泰代表（日本台湾交流協会から）

Feb.13 台湾にまれの林さんが再び国際宇宙ステーションへ
台湾生まれの米宇宙飛行士、林琪児さ
ん（48）が2022年、地球と国際宇宙ステー
ションを往復する任務に当たることがこの
ほど分かった。米航空宇宙局（NASA）は
2月13日までに発表した。林さんのステー
ション乗り込みは2015年以来2度目とな
る。NASA によると、林さんは船長とし
て、同僚のロバート・ハインズさん（46）
は操縦士として民間宇宙船「クルードラゴ
ン」に搭乗し、フロリダ州のケネディ宇宙
センターからステーションに向かう予定。

2015年の初飛行は科学研究が目的だった
のに対し、今回の任務は NASA の商業乗
員輸送プログラムの一環として行われると
いう。スウェーデン系米国人の父親と台湾
人の母親を持つ林さんは台北生まれ、
英国・
米中西部育ち。米空軍士官学校、コロラド
大出身。緊急医療に携わった後、2009年
に NASA の宇宙飛行士候補に選ばれた。
2015年の任務では、元航空自衛官の油井
亀美也さんらと共に国際宇宙ステーション
に約140日間滞在した。

Feb.15 全豪 OP8 強入り謝選手が大坂選手を「リスペクト」

Feb.19 車載用半導体をめぐり台湾に書簡～米政府
米国のサキ大統領報道官は定例記者会 て、正式に台湾側との交渉を開始したと報
見で、自動車用の半導体不足解決に向け、 じていた。サキ氏は「解決策がすぐ見つか
ディーズ国家経済会議（NEC）委員長が台 ることに期待する。その時は重要な1日に
湾に書簡を送ったと明らかにした。経済・ なるだろう」と話した。海外数カ国から増
安全保障問題を担当する高官がすでにメー 産の要請が相次いでいる台湾では、半導体
カーと直接連絡を取ったとしているが、具 受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造
体的な社名には言及しなかった。米メディ （TSMC）など国内大手数社が今年1月先
アは、ディーズ氏やサリバン大統領補佐官 月末、台湾経済部長の王美花氏との協議で
（国家安全保障問題担当）が、国内の自動 協力する姿勢を示している。
車メーカーやサプライヤーらとの会合を経

Feb.21 高速道路で20 台の玉突き事故～ 10 人が死傷
台湾西部を走る高速道路台61線の雲林
と嘉義の県境で、トラックや乗用車など車
両20台が絡む玉突き事故が発生した。こ
の事故で男女2人が死亡し、8人が負傷し
た。警察は濃霧による視界不良の上、適正
な車間距離が保たれていなかったことなど
が原因とみている。死亡した男性は嘉義か
ら雲林に向かっていた。霧の影響でガスボ
ンベが積まれていた前方の大型トラックに
ぶつかったとみられる。現場には約40本
のガスボンベが散乱していた。もう1人の
死者の女性は、息子が運転する車の助手席
に座っていた。同乗者の夫によると「当時
濃い霧がかかっており、前方で玉突き事故
が起きていたことに気付いたときにはブ

レーキが間に合わなかった」と話した。夫
と息子は脱出したが、女性が車に取り残さ
れ、後続車に追突された。

20台の玉突き事故（写真提供：中央社、嘉義県消防局）

台湾の小中高で始業式～コロナの影響で4日遅れ

Feb.22
化以降、初めて四大大会（グランドスラム）
の準々決勝に進んだ最年長選手となった。
台湾の小中高でこの日、新学期がスター 小を視察に訪れ、感染防止策の整備状況を
英テニス雑誌「tennis head」
（電子版）が
トした。新型コロナウイルスのクラスター 確認した。
同14日掲載したインタビューで謝は、大
（感染者集団）が今年1月に発生したのを受
坂の強さに関して聞かれ「あれこれ考えて
け、始業日が当初予定より4日間繰り下げ
気力を無駄遣いすることはない」とし、
「試
られた。台北市の吉林小の児童は、自分た
合ではやるべきことをやり、それで何が起
ちで振り付けした「手洗いダンス」を披露。
こるかだ」と気を引き締めた。一方の大坂
こまめな手洗いやマスク着用、検温、より
は、
「彼女とはいつも3セット戦っている」
多くの運動を呼び掛けた。各市は新学期開
とハードな展開になると予想。試合を「あ
始を前に、各学校の消毒作業を完了させた
まり楽しみにはできない」
とコメントした。
ほか、各学校の防疫物資を半年から1年分
備蓄した。登校する児童や生徒には校門で
検温を実施し、発熱状況を確認する。台北
Feb.17
市の黄珊珊副市長らはこの日の午前、吉林
学校の消毒作業（写真提供：中央社）
「TAIWAN」の表記が「法的
海洋委員会海巡署が保有する大小4隻の 官）と説明し、
巡視船の側面に「TAIWAN」の文字が追加 地位の定まらない地域をめぐるグレーゾー
と指摘。
されたことが分かった。台湾総統府の張惇 ン紛争を念頭に置いたものである」
Feb.22
涵報道官がこの日発信した FB（フェイス 台湾が堅持する「挑発も屈服もしない」立
ブック）で、
「指示を下したのが蔡英文総統 場を改めて示した。
中央感染症指揮センターはこのほど、 鑑賞施設▽ナイトクラブ、バー、カラオケ
である」と明かした。各国の船舶から、台
新型コロナウイルスの感染者が新たに確認 などレジャー施設▽寺や廟、教会など宗教
湾の巡視船艇であることを明確に識別で
されなかったと発表した。世界的な流行は 施設▽銀行、郵便局、行政機関など。従わ
きる措置。今年1月より塗装が始められて
いまだ収束していないため、
「公共の場で ない場合、最高で1万5000台湾元（日本
いる。これまで500トン級1隻、1000ト
のマスク着用要請などの感染予防策を継続 円約5万7000円）の過料が科される。さ
ン級2隻、2000トン級1隻で作業が完了。
する方針」とした。マスクの着用が求めら らに水際対策も続ける。入国者は原則とし
残り225隻も順次同様の塗装を施す。台
れているのは▽医療機関▽公共交通機関▽ て搭乗前3日以内の陰性証明の提出が求め
湾海峡の周辺海域には、各国の船舶が年間
百貨店・スーパーなどの商業施設▽図書館 られ、入国後は14日間の検疫（外出禁止）
延べ30万隻航行している。
「中国が一方的
や高齢者向け学習センターなど教育の場▽ を受ける。現在までの台湾内の感染者は累
に制定した、外国船舶への武器の使用を認 巡視船の側面に「TAIWAN」の文字が追加された
映画館、体育館、博物館など展示や試合の 計942人。
（写真提供：中央社、海巡署）
める海警法が今月1日に発効した」
（張報道
テニスの全豪オープンで、女子シング
ルス8強入りを果たした台湾の謝淑薇（35
＝世界ランク71位）が、2月16日に対戦
する大坂なおみ（23＝同3位）との準々決
勝について、
「ズタボロにされると思う」と
冗談めかして予測し、深く考えず「自分の
試合をするだけ」と自らを鼓舞した。豪州
メルボルンで2月8日に開幕し、ノーシー
ドから勝ち上がった謝は、同14日の4回
戦でマルケタ・ボンドロウソバ（チェコ）
をストレートで下し、1968年のオープン

巡視船に「TAIWAN」の文字表記を追加

新規感染ゼロも「マスク着用継続」呼びかけ

Feb.18 軍用大型無人機が墜落～台東市の郊外 1キロ地点
政府系研究機関、台湾国家中山科学研
究院が空軍向けに開発した大型無人機「騰
雲」がこの日の午後18時頃、台湾台東市
街地より約1キロの地点に位置する湖に墜
落した。軍関係者によると、同機は性能評
価のための試験飛行を終えて空軍台東志航
基地（台東市）に戻る途中だった。けが人
はいなかった。同機が墜落したのは台東森
林公園内の「活水湖」
。同日の夜、
「低空飛
行をしていた飛行機が湖のそばに墜落し
た」との通報が市民から警察や消防に寄せ
られ、現場に駆け付けた消防隊員が無人機
だと確認し、軍に連絡した。無人機から火
は出ていなかった。騰雲は2018年4月に

初飛した。米軍用無人航空機「MQ-9リー
パー」に似ており、昼夜問わず情報収集や
監視、偵察、環境研究などが可能。昨年
10月初旬より志航基地で3機の性能評価
が行われている。

軍用大型無人機が墜落（写真提供：中央社）

Feb.22 蔡総統がプロ野球選手の労をねぎらう
蔡英文総統はこの日、台湾プロ野球の年 みがますます速くなることを信じている。
とエールを送った。
間王者を決める台湾シリーズで昨年優勝し 一緒に頑張りましょう」
た統一ライオンズの選手やチアリーダー、
関係者らと台湾総統府で面会した。蔡総統
は選手一人一人と拱手（こうしゅ）で挨拶
し、昨シーズンの活躍をねぎらった。3月
に開幕する21年シーズンから5チーム目
の球団として味全ドラゴンズが参入する台
湾プロ野球。今年1月に中華職業棒球大聯
盟（CPBL）の新会長に就任した蔡其昌（さ
いきしょう）立法院副院長（国会副議長）が
球場の視察を積極的に行い、6つ目の球団
設立に向けて働きかけを行っている事を踏 統一ライオンズと台湾総統府で面会した
まえ、蔡総統は「台湾プロ野球の前進の歩
（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。

新米記者メモ

日 本 国 内 で 感じた 深 い 台 湾

初 め て の 取 材！

▼石井さんご指導のもと美味しく出来上がった角煮

その 記事には書けない裏側の 話

初めまして、台湾出身の王宣堯と申し
ます。今年の春休みに、インターン記者
として台湾新聞社で働いています。最初
の頃は、先輩たちと同じ仕事をしっかり
できるかという心配もありましたが、周
りからの指導などにより、何とか慣れて
きました。
今でも多いとは言えませんが、できる
限り記事を執筆しています。政治、経
済、文化、そしてエンタメなど、たくさ
んの領域に触れる事ができました。残念
だったのは、「緊急事態宣言」の影響
で、取材しに出かける機会がなかなかあ
りません。しかし、先週、やっとチャン
スが巡ってきました。
ドン・キホーテ社を取材できた事で
す。ご存知かもしれませんが、長年にわ
たって台湾人に愛されているドン・キ
ホーテは、先月に台北の西門町で海外一
号店をオープンしました。新型コロナ
ウイルスはまだ収束しないにもかかわら
ず、その前日から店の外では既に長い行
列ができており、最初の日から大人気を

博しています。その人気が止まらない
理由は簡単です。SNSで調べてみると、
「早く日本に旅行したい」「日本の商品
が頼もしい」など、日本への思いを寄せ
る答えが出てきます。やはり台湾人とい
えば「親日」であるわけです。
では今回の件はなんなんだろう。2月
13日、ちょうど台湾が旧正月で連休に
入ったところ、フェイスブックである情
報が流されています。「ドン・キーホ
テ中目黒本店で売っている台湾商品が、
『チャイナフード』として陳列されて、
棚の上では中国国旗が貼られている」と
いう発信があります。投稿に付けられて
いた写真が、多くの利用者にシェアさ
れ、台湾で一時話題となり、台湾メディ
アから報道されました。
情報を受けた時「マジ？」と思ってし
まったのですが、念の為取材しに中目黒
に行ってみました。中目黒本店では、最
近輸入食品の販売を手がけており、今回
の問題となった棚が一階の奥にあると
いう。近付いて見ると、「チャイナフー

稅 制 改 革中 與 住 宅 有 關 的變更點
去年的12月10日，政府與在野黨訂定了
「2021年度稅制改革大綱」。透過現在會
期中的通常國會進行審議並立案，如果進
展順利，將按照原定計畫於4月1日開始實
施。
在2021年度的稅制改革中，與住宅相關
的最大議題便是住宅貸款扣除額特例措施
之延長以及擴大適用對象物件之範圍。下
文將對此進行簡單的説明：
一.住宅貸款扣除額特例措施之延長
原本作爲消費稅增稅對策而導入的，住
宅貸款減稅扣除期間從10年延長至13年的
延長措施，有鑒於新冠病毒感染症擴大的
現況，並為支援住宅取得，可將其適用期
限進行延長。
在下述規定期間内簽訂合約的情況下，
並於2022年12月31日前入住，便可成為適

ドン・キホーテ中目黒本店の外観

ド」のスローガンと中国国旗は既に撤去
され、ただ「輸入食品はココ」の文字が
貼られていました。正直、ドン・キホー
テの対応の速さに驚きました。これはメ
ディアの力というものなのでしょうか
（笑）。もちろん台湾人としてドン・キ
ホーテの対応に対し「ありがたい」の気
持ちもありますが、どうして最初からこ
うではなかったのか、という疑問も残り
ますね。
つまらない事案かもしれませんね。で
もやはり日本人の皆さんになぜ台湾人が
納得できないのかを理解してもらえば幸
いです。

今回問題となった陳列棚

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

用對象，將扣除期間13年的特例再延長2
年。
①新建居住用住宅：2020年10月1日起至
2021年9月30日止的契約。
②待售房屋、建築業者賣主的既有住宅
以及擴建、改建：2020年12月1日起至
2021年11月30日止的契約。

住宅貸款扣除額的情況下，一般來説在平
面圖中採用的牆壁面積至少需42㎡以上，
且根據房子的形狀，也有需要44㎡左右的
可能性。
如果預定購買的公寓之專有部分面積僅
超過40㎡的情況下，請務必在購買前確認
是否為適用對象。

二.擴大適用住宅貸款扣除額之對象範圍
①現行制度要求樓地板面積需有「50㎡以
上」，將調降至「40㎡以上」。
②合計所得金額在1,000萬日圓以下者，
樓地板面積40㎡以上50㎡未滿之居住用住
宅也可適用。

若以住宅貸款扣除額作爲目的而購買超
出預算的物件，理所當然地，因專有部分
面積增加，不僅購買時的交易金額會增
加，管理費、修繕準備金、固定資產稅、
都市計畫稅的金額也會隨之增加。因此誠
心建議您，請仔細考慮相關成本後再進行
購買。

需注意的是，此處的「40㎡以上」乃指
建物謄本上記載的面積，也就是專有部分
測得的內部區域之面積。因此，為了使用

本文作者：黑澤聯合事務所
稅務部門

埼玉台湾総会
「日台料理交流会」の思い出
2018 年のこと。以前『台湾新聞』
に勤め
ていた高橋友梨香さんから「松田さん、こ
ういうの好きじゃないですか？」と LINE を
いただきました。その内容は、埼玉台湾総
会で行われるという「日台料理交流会」の
お誘い。なんでも台湾人の先生指導のもと、
本場仕込みの台湾料理をみんなで作るとい
うものだそうです。
当時、僕は料理にドハマリしていたことも
あり、
「これは絶対行きたい！」と思いました
が、高橋さんは行けないそう。誰も知らな
いところに、僕のようなオッサンが一人で
入っていく勇気はなく、友達の台湾人の女
の子、そしてその友達の、長らく台北に住
んでいた主婦の方を誘い、3 人で参加させ
ていただくことにしました。
会場となったキッチンのある埼玉の施設
に着くと、すでに何やら良い香りが……。
それと合わせて、いかにも台湾特有のワイ
ワイガヤガヤとした楽しそうな雰囲気があ
り、台湾人の女の子は「台湾に帰ってきた
みたいだ」
ととても喜んでいました。
参加されたのは合計下は小学生から大
人は年配の方までの30 名ほどだったでしょ
うか。参加者は班に分けられ、
石井さん
（台
湾人・料理の先生）に教わりながら、おの
おの台湾料理（角煮と割包）を作っていきま
した。ここで勝手な作り方をしていると、石
井さんから
「違う！」
と厳しく指導を受けます。

しかし、指導の通りうまくできると石井さんは
ニッコリ。
「絶対に美味しくなるよう覚えていって
欲しい」
という石井さんの優しさを感じました。

気になる今年の
「日台料理交流会」は…？
「日台料理交流会」では、料理を作ってい
る間も、台湾にまつわるクイズコーナーがあっ
たり、プレゼントコーナーがあったりの至れり
尽せり。本当に台湾にいるかのような時間で、
とても楽しく過ごさせていただきました。
埼玉台湾総会は、埼玉地域の台湾人同士
の交流団体でありながら、同時に日本人とも
交流を深め日台の文化・経済交流を行う活
動を行っています。会長の紀秋美さんによれ
ば、新型コロナウイルス感染拡大の影響など
もあり、今年の「日台料理交流会」は未定と
のことですが、日本にいながら「深い台湾」を
感じられるこういったイベントは実に有意義で
貴重なもの。感染防止は最優先ですが、是
非またいつかやっていただきたいと思いまし
た。
まだまだしばらく続くと思われるコロナ禍。
あれだけ近く感じた台湾が遠い国になってし
まったようにも思える今ですが、よく調べてみ
ると、意外と身近に「深い台湾」を感じられる
場所、イベントはまだまだあると思います。日
本国内で「台湾ロス」を感じている方、是非
こういったイベントや情報を探し、日本国内
の台湾人と接し交流を深めてみてはいかがで
しょうか。台湾本国の旅行とはまた違う体験
ができるはずです。
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日 台 航 空 路 線 ・ 時 刻 表（２０２１年 3 月 ）
東京羽田－台北松山
便名

運航日

台北桃園－東京成田
日付

日本航空 JL097（CI9221） 月、水、金、土、日

03/01〜

全日空 NH851（BR2175）

03/01〜

月、金

便名

運航日

日付

ピーチ MM620

日

03/01〜

スクート TR898

台北松山－東京羽田
便名

運航日

日付

日本航空 JL098（CI9222） 月、水、金、土、日

03/01〜

全日空 NH852（BR2176）

03/01〜

月、金

東京成田－台北桃園
運航日

日付

日本航空 JL809

火、木

03/01〜

スクート TR899

土

03/01〜

エバー航空 BR197（NH5807、NZ4937、
HA5404、TG6351）

日

03/01〜

チャイナエアライン CI101（JL5047） 金

03/01〜

スターラックス・エアラインズ JX801

水

03/01〜

ピーチ MM627

土

03/01〜

日本航空 JL809

水、土

03/01〜

03/01〜

スターラックス・エアラインズ JX800

水

03/01〜

エバー航空 BR198
（NH5808、NZ4934、TG6346）

日

03/01〜

チャイナエアライン CI100

金

03/01〜

日本航空 JL802

便名

土

火、木

03/01〜

03/01〜

03/01〜

金

03/01〜

スターラックス・エアラインズ JX821

火

03/01〜

チャイナエアライン CI117（JL5127） 木

03/01〜

ピーチ MM29

土

03/13〜

チャイナエアライン CI173（JL5107） 火

03/01〜

台北桃園－大阪関西
エバー航空 BR132
（NZ4914、NH5812、TG6356）

台北桃園－福岡
エバー航空 BR106（NZ4906、
NH5802、TG6362、TK9472）

日

03/01〜

ピーチ MM22

土

03/13〜

スターラックス・エアラインズ JX820

火

03/01〜

チャイナエアライン CI172（JL5106）

火

03/01〜

金

03/01〜

チャイナエアライン CI116（JL5128） 木

03/01〜

北九州空港－台北桃園
スターフライヤー 7G881

水

03/01〜

スターフライヤー 7G801

毎日

03/01〜

スターフライヤー 7G811

毎日

02/01〜

チャイナエアライン CI155（JL5113）

木

03/01〜

台北桃園－北九州空港
スターフライヤー 7G880

金

03/01〜

スターフライヤー 7G800

毎日

03/01〜

台北桃園－名古屋中部

高雄小港－東京成田
日本航空 JL812
土
（HA5406、CI9912、AA8460）

日

エバー航空 BR105（NZ4905、
NH5801、TG6363、TK9471）

名古屋中部－台北桃園

東京成田－高雄小港
日本航空 JL811
土
（HA5405、CI9911、AA8459）

福岡－台北桃園

大阪関西－台北桃園
エバー航空 BR131
（NZ4917、NH5811、TG6357）

03/01〜

スターフライヤー 7G810

毎日

02/01〜

チャイナエアライン CI154（JL5112）

木

03/01〜

※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 。

（オンライン）台湾留学フェア

二 二 八事件の真 相と移 行期正義
台湾で過去に起きた
「2・28事件」
。1947年2月27日、
官憲が台北市内の路上で闇たばこを販売していた女性に
暴力を振るったのを発端に、同28日以降、抗議デモが
台湾全土に広がり、その後、軍隊がデモ隊を武力鎮圧し
た。これにより、多数の死傷者・行方不明者が出た大規
模な人権侵害事件である。
その「2・28 事件」の真相を探り、自由・民主主義・
人権の価値を現代に問い直しているのが本書。
「2・28 事
件」の真相と移行期、さらにそこでの正義が解説してある。
なかでも移行期の正義は、この事件で最も重要とするが、
一方で序章に過ぎないとも。
歴史の真相の探求、責任の所在の明確化、そしてさら
に「歴史の教訓を記憶し、悲劇が再び起きることを防ぐた
めには、この仕事を続けていかなければならない」と力説
しているところが本書の特徴でもある。
第一章は二二八事件の原因についての論述。第二章
は第二次世界大戦後の台湾の国際的地位および二二八
著者編者＝陳儀深／薛化元／
二二八事件紀念基金会
本体価格＝ 3,000 円＋税
体裁＝ A5 判上製 全 538 頁
発行＝ 2021 年 2 月刊

台湾新聞２８6号 読者プレゼント

事件前後における国際社会の視点─英米両国の公文書
と世論を中心に。第三章は二二八事件における軍事的
展開と鎮圧。第四章は二二八事件における県市長とその
役割。
第五章は二二八事件における情報機関とその役割。
第六章は二二八事件のマスコミ業界への衝撃。第七章は
二二八事件をめぐる「正義と和解の追求」─名誉回復運
動の歴史的考察（一九八七年─一九九七年）
。そして第
八章は歴代総統の二二八事件に対する移行期正義として
の貢献。

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1 名様に本書「二二八
事件の真相と移行期正義」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
。締切り：3月15日（消印有効）
頂きます（3月中に発送予定）
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：オンライン
時間：3/12 ～ 14
主催：日本台湾教育センター

（オンライン）台湾茶無料商談会
場所：オンライン
時間：3/24
主催：台湾貿易センター

（東京）
「習近平の中国と香港、台湾の情勢」 （大阪）緊迫する台湾情勢と「台湾民主化の父」李登輝
氏に学ぶ河崎眞澄氏リアルタイムトーク
場所：渋谷フォーラムエイト
時間：3/13
主催：日台関係研究会

（オンライン）台湾国際放送リスナーの集い
場所：オンライン
時間：3/13
主催：玉山会

場所：大阪府社会福祉会館／時間：3/27
主催：NPO 法人国際生涯学習文化センター

（オンライン）台湾国際機械調達商談会
場所：オンライン
時間：3/31
主催：台湾貿易センター

（東京）「藤重太先生『親日国・台湾の本当の姿 - 今後の日本と台湾』 （オンライン）2021 年台南熱帯フルーツ
及び加工品オンライン商談会
場所：としま区民センター
時間：3/21
主催：千田会

場所：オンライン／時間：4/27
主催：台湾貿易センター

※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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東京 台商會交接儀式

四國華僑總會會長贈蘿蔔糕

藤田礼子接任新會長

與會員賀新年

藤田會長自我期許要盡全力服務大家

交接儀式紀念合影

在謝組長和（右１）詹主任委員（左２）的見證下交接印信

【東京／採訪報導】東京台灣商工會於一月
三十日舉行會長交接儀式，由第二十二屆會
長陳五福交接給第二十三屆會長藤田礼子，
但礙於新型冠狀病毒疫情的影響，僅能由兩
屆幹部交接，無法舉行盛大儀式，新會長藤
田礼子也自我期許能盡全力服務大家。
東京台灣商工會原本要於一月三日舉辦隆
重的交接典禮，但因為日本仍處於警急事態
宣言期間，再加上新團隊二月一日就要開始
運作會務，所以只能舉辦簡單的交接儀式，
讓第二十三屆的執行團隊能正式上路為大家
服務，駐日代表處組長謝延淙、副組長宋惠
芸也出席見證。
第二十二屆會長陳五福表示，這兩年來很
感謝理監事的支持和執行團隊戰戰兢兢服務
大家，才能有今天的成果，並畫下完美的句

點。也因為疫情的關係，有些活動無法舉
辦，要請大家見諒。雖然這次的疫情是人類
未曾有的打擊，但相信在大家的團結下，一
定能戰勝疫情。
第二十三屆會長藤田礼子表示，在這個疫
情當中，很高興大家能夠撥空出席交接儀
式，承蒙大家的支持，才能讓她有這個機會
來為理監事們服務，會秉持著以往各會長走
出來的路，繼續努力，盡自己的能力來做好
會務，但因為也是她第一次擔任會長，所以
也請理監事們多多給予指教與指導。
組長謝延淙則說，藤田會長不論是人旺或
能力，都是有口皆碑，受到大家肯定的，而
陳會長這兩年來的成果也是大家有目共睹，
特別是去年捐贈許多防疫物資，也舉辦了很
多活動，卸任後也要用經驗來幫助新會長，

陳會長感謝大家一直以來的支持

代表處則會繼續做為後盾，再加上新到任
的宋副組長的構想，未來會請經濟政治相
關的專家替大家做簡報，提供知識交流給
大家，讓彼此一同成長。
選務委員會主任委員詹德薰表示，很感
謝第二十二屆的會長和幹部，特別是找了
很多新的理監事進來，也預祝陳五福會長
接任亞總和世總會長，而新任的藤田會長
能夠繼續接任陳會長的工作，特別是在招
募新會員，並且拉拔更多年輕人，陳會長
已經建立好的基礎，未來在執行上會比較
簡單。

世華關西分會創會長俞秀霞

捐贈 台 製 口 罩給 大阪 中華 學校及僑團

世華關西分會捐贈台製口罩給大阪中華學校及僑團

會長洪麗華 ( 左 ) 代表世華關西分會
捐贈 5000 片口罩給大阪中華學校

【大阪／採訪報導】世界華人工商婦女企管
協會日本關西分會創會長俞秀霞愛心協助僑
校及僑團防疫，從台灣寄贈5000片台灣製口
罩給大阪中華學校，同時寄贈大阪中華基督
教長老會、以及光明文化交流會各1000片，
並於二月五日在大阪中華學校舉行捐贈儀
式。
世華關西分會一向熱心公益不落人後，創
會長俞秀霞女士目前雖然人在台灣，仍心繫

僑居地，聽聞大阪中華學校防疫物質短缺，
立即慷慨解囊相助，寄贈5000枚台灣製口
罩。
大阪中華學校校長陳雪霞表示，台灣製造
口罩品質精良，由於疫情長期持續，校內的
口罩庫存所剩無幾，老師們長時間戴著口罩
上課十分辛苦，校方需要補充一批品質良好
的口罩，在一次機會向俞秀霞創會長提及此
事，俞會長立刻二話不說，表示要捐贈校方

因應防疫政策

5000片台灣製口罩，讓她十分感動。
由於俞創會長現在台灣，捐贈儀式由世
華關西分會會長洪麗華率領副會長劉雯
玲、林伊曼、川野栄子和理事東良華珠等
人代表出席捐贈，並由大阪中華學校理事
長連茂雄代表接受，連理事長並代表校方
頒贈感謝狀給世華關西分會，駐大阪辦事
處僑務組課長楊慧萍也蒞臨出席見證捐贈
儀式。
會中也捐贈1000片口罩給大阪中華基督
教長老會，由連茂雄先生代表接受；以及
捐贈1000片口罩給光明文化交流會，由陳
寶琳女士代表接受。
洪麗華會長表示，俞創會長的善心義舉
值得學習，也希望透過此善行能拋磚引
玉，讓世華姐妹在這疫情擴散不安的情
況下，能發揮人溺己溺精神，多多關懷社
會，一起為社會盡一份心力。

會長上島彩親手製作蘿蔔糕

蘿蔔糕有好彩頭和步步高升的含意

【高松/綜合報導】四國華僑總會會長上島
彩在春節將近之際，親手製作贈送象徵好彩
頭的手工製蘿蔔糕給四國華僑幹部和會員賀
年，會員收到蘿蔔糕並知道是由會長親自手
作，均表示「吃在嘴裡暖在心裡」。
上島彩表示，蘿蔔糕在早期華人社會是很
常見的米食料理，軟嫩又香氣四溢，不僅乘
載許多人共同記憶，因為「糕」與「高」同
音，有「步步高昇」含意，而且蘿蔔取臺語
「菜頭」諧音，有「好彩頭」寓意，透過一

條小小的蘿蔔糕，希望能一解四國僑胞思鄉
情愁並且新的一年都有好彩頭。
四國華僑總會成立迄今70餘年，期間30餘
年曾處於休會狀態，近年因臺日通婚、臺籍
新世代旅居四國者漸增，在僑務委員會及駐
大阪辦事處輔助下，該會在上島彩會長的努
力下，於近年復會並積極辦理各項活動，去
年更於雙十節首度辦理盛大的國慶升旗典禮
及中秋月餅教學，對四國地區的台日交流貢
獻良多。

四國華僑總會贈橘子

與 大 阪中 華 學 校 喜 迎 新 年
【大阪／採訪報導】四國華僑總會會長上島
彩近日寄贈100公斤象徵大吉大利的四國產
橘子給大阪中華學校師生賀年，大阪中華學
校校長陳雪霞表示，收到這批充滿愛心的橘
子，師生都感受到年節吉利的氛圍。
上島彩表示，自去年爆發新冠肺炎以來，
影響日常生活及人際往來，新的一年希望疫
情儘早結束、大家都能大吉大利好彩頭，因
此才發想寄贈年節應景水果。大阪中華學校
為西日本地區唯一教授繁體字的正規僑校，
是傳揚正統華文教育的重要據點，因橘子有
「大吉大利」的寓意，希望師生吃了橘子都
能平平安安、吉祥如意。
大阪中華學校校長陳雪霞表示，非常感謝
上島彩會長人在四國，心繫僑校，往年這個
時候，上島會長都會來支援大阪中華學校的
春節祭，對僑校和僑團的支援不遺餘力，今

年因為疫情春節祭取消，師生都感到很遺
憾。在這個時候收到從四國來的這批象徵吉
利好彩頭的橘子，師生都感受到來自四國的
溫暖和年節吉利的氛圍，她也衷心祝福四國
華僑總會新的一年，會務蓬勃發展。

四國華僑總會寄贈橘子給大阪中華學校賀年

四國華僑總會春節健行

運動佳餚舒緩思鄉情

慈濟日本分會

首度舉辦線上祈福感恩法會
【東京／採訪報導】慈濟日本分會每年都會
舉辦祈福感恩法會，但因為今年受到新冠疫
情的影響，配合日本政府政策，首度以線上
的方式舉行法會，並邀請到大阪和東北分會
一同參與，同時也希望藉由祈福，期望這次
的疫情能早日結束。
因為日本政府宣布緊急事態宣言，為了落
實防疫、避免三密，慈濟日本分會特別以線
上的方式進行祈福感恩法會，同時今年也是
大阪分會成立十周年和東日本大地震十周
年，因此也邀請到兩地的分會一同舉行，大
阪辦事處處長李世丙也出席見證，對此慈濟

日本分會也十分感恩李處長。
慈濟日本分會執行長許麗香表示，為了配
合政府的政策，減少三密，疫情後許多讀書
會、活動等都是以線上的方式舉行，去年的
吉祥月就辦過一次，獲得不少好評，才決定
繼續應用科技的方法，舉辦線上祈福感恩法
會，許多參加完的志工或民眾都表示很感
動，並沒想到在疫情之中還能以線上的方式
舉行。
許執行長也說，東北分會位於宮城縣石
卷，今年剛好也是東日本大地震十周年，當
初慈濟除了走片東北二十五個縣市外，還有
送出竹筒存錢筒，讓大家可以從平時開始做

善心，會中大家也一同搖動竹筒存錢筒，
傳遞愛心，同時也希望疫情能早點收束，
並祝福天下無災無難。而東北分會預計三
月份也會再舉辦一場線上的祈福感恩會。
日本剛邁入今年就宣布緊急事態宣言，
導致許多活動等都取消，去年慈濟除了捐
贈口罩給東京都廳等外，也會上街發放溫
暖給街友，但因為目前疫情不樂觀，許執
行長提到，目前會持續配合政府政策，發
放食物保暖衣物等的活動要等到宣言解除
後才會進行，但因為有很長一段時間沒前
往探訪街友，若之後要發放前，也會特別
規劃，希望能讓他們感受到滿滿的溫暖。

日本台灣後援會陳天隆會長夫人逝世

李世丙處長前往弔問
大阪辦事處處長李世丙受邀出席見證慈濟大阪分會十周年

東北分會也一同參與這次祈福感恩法會

【大阪／綜合報導】日本台灣後援會會長陳
天隆的夫人陳美樹惠女士於一月二十日逝
世，享年七十歲，因為新型冠狀病毒疫情的
影響，告別式僅由親人執行，一月二十七日
大阪辦事處處長李世丙和僑務秘書楊慧萍一
同前往弔問，並關心問候陳會長及其家人。
也因陳會長一直以來積極協助促進台日交流
和推動僑務活動，總統蔡英文、副總統賴清
德等國內政府機關、駐日代表處代表謝長廷
等人都贈與蘭花表達哀掉之意。

李世丙處長與楊慧萍僑務秘書前往弔問
（大阪駐處提供）

活動紀念合影

【四國／綜合報導】中華民國四國華僑總會
於二月十三日舉行「春節健行慶團圓 年節
美食解鄉愁」活動，首次透過健走爬行1368
層階梯到金刀比羅宮參拜，下山後也準備了
年菜，讓大家一同品嘗，添增滿滿的新年氣
氛，舒緩大家沒辦法返鄉過年的思鄉情。
因為新型冠狀病毒疫情爆發後，導致今年
許多旅日的僑胞都沒辦法回台灣過農曆新
年，四國華僑總會特別舉辦健走和品嘗美食
的活動，邀請大家一同前往日本人一生一定
要前往的金刀比羅宮，挑戰高達1386層的階
梯，也配合農曆新年期間，準備年糕、蘿蔔
糕、長年菜雞湯等年菜，大家聚在一起品
嘗，就像是過年圍爐，讓現場充滿溫馨，大
阪辦事處僑務秘書楊慧萍也一同出席活動，
並代替僑務委員長向大家拜年，並推廣邀請
僑胞辦理僑胞卡。
會長上島彩表示，這次除了考慮到大家無
法返台，也考慮到疫情關係，特別透過戶外
的健行活動，讓大家能在春節期間，能聚在
一起閒話家常，團圓在一起品嘗年菜渡過新
年。另外這次準備的年菜特殊含意，像是
「長年菜雞湯」就是俗稱的「卦菜雞」，全
雞與「全家」同音，象徵全家相聚、全家

福；年「糕」與「高」同音，年糕代表步步
高升，祝事業、運氣等高升順利。
四國華僑總會近年來積極辦理各項活動，
不僅去年首次舉辦中秋月餅美食教學、國慶
升旗典禮，這次再首度舉辦春節健行活動，
希望讓更多人可以藉由活動外出活動，享受
新年氣氛，也能讓大家四國僑胞認識總會，
並讓更多日本友人認識台灣，促進台日交
流。

為了做好防疫措施，活動在室外舉行
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面 對中 國 打 壓 台 灣

玉山法 律相談 所

日 自 民 黨 擬 成 立「 台 灣 小 組 」

召集人由自民黨外交部會的部長、參議員佐藤正久兼任
（截自佐藤まさひさの国会教室 YouTube）

【東京／綜合報導】據日媒報導，擔任自民
黨外交部會長的參議員佐藤正久在上週五，
宣佈將設立一個有關台灣外交與安全保障政
策的專案小組，由他本人兼任這個小組的組

長。該專案小組主要研議日本在台灣議題扮
演的角色、國會議員的外交作法等，其目的
在於應對中國對台灣日益增強的外交施壓。
佐藤正久指出，美國一月舉行政權交接
後，中國軍機仍然有侵入台灣防空識別圈的
行動，並批評中國的行為對降低區域緊張關
係毫無助益。台灣小組將會討論美日同盟在
台灣安全議題所能扮演的角色。他指出：
「對台政策是日本政府極為棘手的議題，在
這個部分，國會議員也必須承擔起外交交流
的責任」。
出席此次外交部會議的議員也提議日本仿

效美國制定如「台灣關係法」的類似法案，
以及推動台日雙方外交、國防內閣的「2加2
會議」推動台日雙方交流。除此之外，自民
黨外交部也在3日成立「人權專案小組」，
針對新疆維吾爾族問題與香港情勢發展，以
及上週緬甸發生的軍事政變提出關切。
1970年代台日斷交後，日本國會議員與台
灣交流的管道，主要來自國會中跨黨派聯盟
「日華議員懇談會」。該懇談會在全盛時期
曾有40%的國會議員加入，人數約300人左
右。目前擔任懇談會會長的是曾任小泉內閣
經濟產業副相、自民黨眾議員古屋圭司。

台積電宣布赴日設研發中心
日政府期待推動半導體發展

台積電 ( 照片提供：中央社 )

【東京／綜合報導】世界最大半導體代工
廠商台積電在2月9日的董事會上，宣布將於
日本設立研發中心，主要研究3次元IC（3D
IC）的材料及相關工程。根據日媒報導，預
估台積電將出資186億日元成立完全持股的
子公司，據點則預計設立在茨城縣筑波市。
日本政府對台積電赴日投資抱持樂見其成的
態度，經產相梶山弘志則在12日的記者會上
對台積電表示歡迎之意。
從1月起，台灣媒體開始報導台積電有意
赴日設廠的新聞。2月9日的董事會上，台積
電正式定調在日本成立研發中心。為什麼並
非預先設想的先進封測廠？有媒體推測在日
本晶圓代工下單量不多的前提下，以成本角
度分析，沒理由赴日另外設立一座先進封測
廠，是台積電做出最終決定的重要考量。
近來受到車用晶片供應不足的問題，世界

各大車廠面對減產危機，紛紛向台積電等
晶片大廠提出增產要求。除此之外，世界
各國也開始重視建立本國半導體供應鏈的
必要性，尋求與各大晶片供應商進行產業
合作。在此前提下，台積電的海外投資動
向成為世界注目的焦點。作為全球晶片供
應龍頭的台積電，可以說在這次危機中證
明自己在產業供應鏈的重要性。
儘管台積電在先進製程上具有優勢，但
是受限於台灣對半導體設備與材料面上的
不足，台積電現階段仍須從日本、荷蘭與
美國等地引進相關器材，成為台積電的硬
傷。透過在日本設立研發中心的發展戰
略，也被視為與日本合作，在設備與材料
供應上取得穩定的供貨來源。
另一方面，在本次車用晶片不足中深受
影響的日本，也認識到了發展半導體生產
線的重要性。經產省官員對日媒表示，目
前日本本國的半導體產量「自給率完全不
足」。然而日本在半導體設備的生產以及
材料的提供上具有領先優勢。2019年開始的
日韓貿易紛爭中，日本就透過禁止輸出半
導體材料，對韓國半導體產業造成了極大
的打擊。

對未來的產業發展，經產相梶山表示：
「日本將以自家強項的半導體設備生產與材
料供應，促進與國際大廠的合作，帶動本國
半導體產業的發展。」他並對台積電赴日投
資表達歡迎之意，期待透過與台積電的交流
合作，完成日本半導體產業的發展目標。
被推測為台積電未來在日據點的茨城縣
筑波市，是日本規模最大的「研究學園都
市」。為避免高科技產業過度集中在東京，
日本政府選擇筑波市作為日本研究與教育機
關的新興基地。目前為止，設立在筑波市的
研究機構已超過160所。上月18日，筑波市
政府宣布將推行「超級城市」計畫，結合高
科技打造最先進的都市發展。台積電有意在
此設立研發中心，也有與位在此地的日本研
究機構進行技術合作的考量。
從地緣政治來說，受到美中貿易戰長期化
的風險，台積電勢必得分散風險，而日本則
成為台積電優先考量的地區。美日同盟則是
期待透過與台積電的合作，建立起本國半導
體產業供應鏈外，也藉此打造對中國的「產
業包圍網」。而台積電則是企圖與日本廠商
在即將到來的５G時代深化合作，進而強化
公司的半導體技術優勢。

高雄與三菱 UFJ 銀行聯手

盼獲得日商投資

高市府經發局王宏榮副局長 ( 右三 ) 出席台灣愛德克
股份有限公司和發工廠竣工典禮 ( 高雄市府提供 )

高雄市政府羅達生副市長 ( 左二 ) 出席台灣華爾卡
國際股份有限公司動土典禮 ( 高雄市府提供 )

【東京／綜合報導】台灣高雄市經濟發展局
在二月十七日於官網上發表，高雄將與日
本第一大金融集團三菱UFJ銀行締結合作關
係，吸引日本資金到高雄投資。三菱UFJ銀
行將會在網路平台架設相關專區，向日本企
業宣傳高雄市的投資環境。
對於此次與高雄市府合作，三菱UFJ高雄
分行的負責人清澤達郎表示：「本社與高雄
市政府締結合作關係後，會在銀行網路平台

上設置專區向企業主宣傳高雄市，盡可能
為高雄爭取來自日本的投資。」而經發局
局長廖泰翔則提到，自陳其邁市長就任以
來，就大力推動外資企業赴高雄投資，並
改善高雄投資環境。
廖局長也提到，先前世界半導體製造龍
頭「英特格」曾拜會陳其邁市長，雙方就
英特格在高雄擴大投資60億新台幣達成共
識。在橋頭科學園區與仁武產業園區建設

台 6 月有機會接種疫苗
最快年底開啟台日往來
【東京／綜合報導】台灣防疫指揮中心指揮
官陳時中昨天接受台灣蘋果日報專訪，表示
台灣6月有機會開始接種疫苗。對於記者關
心何時國境管制鬆綁，以及台灣何時與日本
恢復交流，陳時中表示如果台灣接種率達六
成，以及日本控制疫情得當，台灣就會考慮
鬆綁目前嚴格的管制措施，最快年底可以期
待台日雙方展開往來。
全球新冠肺炎疫情持續延燒，各國視施打
疫苗為防疫重要工作。在歐美各國逐步施打
疫苗的同時，台灣面臨難以取得疫苗的嚴峻
考驗，政府防疫措施受到輿論大量壓力。昨
天下午的防疫指揮中心記者會上，發言人莊
人祥宣佈台灣自COVID-19「疫苗全球取得
機制」（COVAX）採購476萬劑疫苗，目前
正在積極與COVAX洽談疫苗進口事宜。

根據去年11月22日記者會上公佈的疫苗優
先接種順序，台灣九大優先對象分別為：
醫事人員、中央與地方防疫人員、警察與
憲兵、長照機構人員、軍人、64歲以上長
者、重症高風險者、罕病及重大傷病者，
以及50至64歲成年人。
陳時中透露，在疫苗接種率達到六成，
符合群體免疫的狀況後，會視情況逐步鬆
綁國境管制力道，搭配入境旅客PCR普篩，
就能推動檢疫天數縮減。之所以採取這樣
的方式，他表明是因為尚未能確認疫苗的
保護力、接種後是否有傳染力等未知數。
當全球疫苗普遍接種後，台灣仍會堅持要
求入境旅客提供PCR陰性報告，不會將疫苗
接種視為入境的通行證。
對於蘋果記者關心何時開放台灣人重新

完成後，高雄市期待與南部科學園區完成整
合，打造台灣最大規模的半導體產業供應
鏈。
根據經發局資料，目前在高雄市的外商投
資比重中，日商佔最大比例。日商在1960年
代即赴高雄投資，多年來為高雄市開發做出
極大貢獻。近年來日資企業如台灣華爾卡國
際、台灣愛德克、台塑德山精密化學等紛紛
加大在高雄市的投資。高雄市政府希望打鐵
趁熱，透過與三菱UFJ銀行的合作，進一步
擴展日商在高雄市的投資額。
三菱UFJ銀行是日本最大金融集團三菱日
聯金融集團的子公司。該集團總資產與企業
規模均為日本金融業之冠，是世界級的大型
綜合金融機構。根據2020年標普全球公布的
世界銀行資產規模排名，三菱日聯金融集團
位居世界第五。
赴日旅遊，陳時中表示無法保證。他認為日
本日前宣布延長緊急事態宣言的決定，能
夠使防疫維持緊繃，讓一些沒浮現的病例
浮現。根據日本政府統計，日本的新冠肺
炎感染者每日新增人數，從1月8日破紀錄的
7,882人，到昨天已降至2,576人，未來可望
進一步降低。
陳時中進一步指出，要滿足開放台灣人赴
日旅遊，除了九大優先族群外，多數台灣民
眾接種疫苗也是條件。至於何時一般民眾有
機會施打？他給出「年底前有機會」的謹慎
答案，如果疫情控制得宜，台灣也會縮短從
日本入境的檢疫
天數。日本為了
順利舉行東京奧
運，目前正積極
推動疫苗施打日
程。如果日本未
來能迅速控制疫
情，那麼年底台
日雙方有望恢復
往來。
部長陳時中 ( 中央社提供 )

法律與道德
法律為次級道德嗎？
曾見有人因被告知「違法」而過度沮
喪。也常有人（特別是政客）因被判「適
法」就自行得意。世間會有這個現象，
可能是因為有人說「法律是最低限度的道
德」、「法律是道德的最低標準」等等。
其實這種將法律視為次級道德的看法是不
正確的。
近代國家的「法律」的意義
近代國家禁止一切的民間暴力。不只打
架、械鬥等凶暴的行為被全面禁止，連所
謂的「自力救濟」也全面禁止。（拳擊、
跆拳道等競技必須在競技規則中進行，明
顯的犯規行為也會觸法。）近代國家禁止
一切民間的暴力行為，將「實力行使」的
權力集中於國家機關。如民間有需要「實
力行使」之時，可請求法院或透過警方、
市區公所等公家機關，讓公權力出動。
舉例來說，如果ａ先生欠你５萬元不還
時，你也不能逕行拿取ａ先生的５萬元。
逕行拿取他人財物則犯「竊盜罪」，依日
本刑法２３５條是會坐牢的。你必需透過
法院請ａ先生還錢。如果ａ先生頑固不
還，就請法院強制執行。法院可直接提
取ａ先生銀行戶頭的錢、也可請執行官破
門抄家、甚至變賣ａ先生的家當以回收現
金。總之，不能自行動用實力，行使實力
需要透過公權力。
更極端的例子是，假設ａ先生「偷」了
你金庫裡的１０萬元。你的金庫設有錄影
系統，ａ先生犯了竊盜罪一事罪證確鑿。
但這時你也不能自行去把錢偷回來。即使
偷了回來，也是犯了竊盜罪。到時候是兩
個人都犯了罪，最壞的狀況是兩個人都被
抓去關。錢被偷的時候，可向警方檢舉ａ
先生的罪行，請警方執法。日本的刑事程
序之中有不少可回復民事被害的手續，通
常在警方出動之後，ａ先生就會趕緊還錢
了。
如此，近代國家禁止一切民間的實力行
使。當民間有強制執行等實力行使的必要
之時，則需透過法律明定的強制執行或刑
事捜查等相關程序。
法律的女神泰美斯（希臘神話的
Themis，テミス）一手持天平，而另一手
卻持劍。是因為秤出結果之後就要動劍行
使實力的意思。動用法律，也就是請女神
動劍，因其結果重大，所以必須以嚴謹的
程序進行。

由」。道德水準高的思想當然受到憲法
的保障。但道德水準低的思想也同樣受
到保障。日本過去曾有軍國主義暴走的
歷史，因此知道如以國家的立場支持特
定的道德立場的話，反而封殺社會的活
力、導致國家整體的失敗。日本的法律
鑑於歷史，特別重視道德的中立性。
在其他國家也是一樣，法律獨立於任
何道德體系的理由如下。通常成熟的社
會中會同時存在幾種互相衝突的道德立
場。舉例來說，佛說不可殺生，阿拉說
向神明請示後即可殺生，而基督卻說人
可管理並處分（包括殺傷）萬物，到底
誰說的對？有人說，有國才有家，所以
我們該遵循政府的指令。但也有人說，
國權出於民權，人民需監控政府，不可
輕信上層指示，以防止國家機器的暴
走。我們該聽誰的？宗教家要我們相
互分享互相幫助。但自由主義的經濟學
者卻說自營其利才能創造全體的最大利
益。我們該怎麼辦？
法律因為使用「實力」，如果法律暴
走的話，可能就像昭和初期的日本陸軍
一樣，導致國家甚至世界的危機。且近
代社會同時存在多元的價值，如果法律
支持或反對特定的道德價值的話，反而
導致社會的傾斜。因此，不只日本，近
代國家的法律體系，皆十分強調其道德
中立性。
法律與道德的關係
如此，法律為支持社會的多元性，以
道德中立的立場來維持、並增進社會的
整體活力。但法律並不鼓勵任何不道德
的行為。法學界的道德原理很簡明。是
嚴以律己、寬以待人。也就是嚴守自己
的約束，但尊重他人的不同想法。如果
有人走的太偏激，只好請求泰美斯女神
動劍。動劍的準則，不是依照任何世間
的道德原理，只是依據道德中立的法律
而已。
（本文由玉山法律事務所提供）

法律的道德中立性
法律不承認也不否定特定的道德原理。
日本國憲法第１９條保障「思想的自

物 業管理公司帶您了解日本房市

日本 房 地 產 近 況
２０２０年新冠肺炎對所有的產業都造
成的不少的影響，對於日本的房地產又是
如何呢？去年日本政府發布緊急事態的３
月開始到６月，整個不動產市場交易量大
減，但於７月開始有逐漸回溫，但整體來
看還是少了約２２％。
交易量減少，但房產價格的變化又是如
何呢？下面是日本知名房產刊登平台統計
的數字，分類透天、大樓一棟和公寓，當
中公寓的價格一路上漲來到歷史新高點。
可能是因為疫情導致大家在家上班的時間

增加，造成自有住宅的需求增加。加上
日本自用住宅的貸款利息可以扣抵所得
稅的門檻由之前50平方公尺的住宅，有
可能調降到40平方公尺，所以空間較小
的單身公寓在市場上應該會愈來愈搶
手，因為與其租不如買，又可以減稅。
今年１月又開始為期兩個月的緊急事
態，這次又會造成什麼樣的變動呢？不
管什麼樣的變動唯一可以確認的是，東
京的房產價格在疫情下依然沒有受到太
多的影響。

W e a l t h Pa r k 日本房產管理公司
官方網站：https://wealth-park.com/tc/
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。
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專訪大阪中華學校理事長連茂雄
「 多 走 一 里 路 」的 奉 獻 人 生
【大阪／專訪報
導】每次參加大阪
中華學校活動，都
可以看見大阪中華
學校理事長連茂雄
和藹可親的身影，
獻身僑校事務多年
的他，深受校長及
大阪中華學校理事長連茂雄 師 生 的 尊 敬 和 愛
對關西僑務貢獻良多 戴，同時兼任僑務
諮詢委員及大阪中華總會顧問。在旅日55年
的生涯中，他曾參與創立大阪台灣同鄉會及
興建大阪中華基督教長老會，對關西僑界貢
獻良多。但是許多人不知道，原是教師出身
的他，曾跨足金融、貿易、不動產等行業，
還是日本養殖珍珠的進出口大盤商，目前仍
是現役的兩家公司的社長，分別是醫藥品進
出口，及不動產管理公司。記者特別拜訪他
的辦公室，傾聽他的精彩故事和智慧人生。
連茂雄理事長的家鄉是改制前的台北縣雙
溪鄉，畢業於國立師範大學的他原是中學教
師，於1966年(26歲)決定赴日深造，以半工
半讀方式，一邊在一家貿易公司工作，一邊
修完教育心理學博士學分。畢業後受到當時
社會風潮的影響，原本已決定全家移民美國
的他， 到了美國才發現當地的治安和日本
相差甚遠，經常有槍擊事件發生。已辭去日
本工作的他陷入進退兩難的局面，幸而遇見
在日本的銀行工作的韋姓友人，在了解他的
狀況後，鼓勵他留在日本發展，並介紹他進
入「中國信用組合」擔任銀行員，開啟了他
在金融業的職場生涯。
進入銀行後，連茂雄努力工作，其傑出表
現很快受到重用，一年後升主任(係長)， 二
年後晉升課長，三年後被調派到支店擔任副
行長，主管放款借貸業務。當了9年的銀行
員後，1984年，連茂雄又迎來另一個人生轉
折點，一位朋友邀請他投資日本養殖珍珠的
進出口貿易，他答應拿出積蓄投資，但是沒
想到朋友竟在中途捲款逃走，讓他損失兩百
多萬日圓，但是客戶等著交貨，為了維持公
司信用，不得已他只好跳下來自己做，沒想
到卻意外闖出一片天。
他表示，當年韓國人出國不易，且很喜歡

日本養殖珍珠，並且受到1988年漢城舉辦奧
運的影響，韓國市場對珍珠飾品的需求量極
大，於是公司快速成長為日本養殖珍珠批發
的大盤商，這個榮景持續了將近十年。
1993年，連茂雄看出珍珠市場已逐漸消
退，於是他將賺來的錢轉為投資房地產，先
後買下三間大樓物件作為出租用，並成立不
動產管理公司管理這些資產。他指出賺錢固
然重要，守財也很重要，他見過不少在日本
泡沫經濟時期日賺斗金的友人，最後因為不
善投資理財導致破產。
連茂雄有一個人人稱羨的家庭，夫人連李
娟娟原是大阪中華學校教師，兩名子女都曾
就讀大阪中華學校，說得一口流利中文。連
茂雄目前的在日身分是永住，他表示從未想
過放棄中華民國國籍，也不擔心子女會因為
是台灣人的姓名在學校遭到欺負。他一直鼓
勵子女只要認真學習好一門專業，自然會受
人尊敬。很幸運地兒子和女兒都很努力，兩
人都順利畢業於醫科大學，成為牙醫師；長
男目前在滋賀縣彥根市開業，長女則嫁到台
灣，目前在台中市經營牙醫診所。
近幾年大阪中華學校在連茂雄理事長和陳
雪霞校長的領導下，招生人數及教學口碑持
續上升。陳雪霞校長表示，連茂雄理事長自
從接任理事長後，幾乎天天來學校幫忙，要
知道理事長是無給職，其不求回報的奉獻精
神令人感動。
連茂雄理事長表示， 自2001年起參與學
校經營之後，剛開始以為自己只是永久義
工，卻在不知不覺之中，被推選為理事長。
除了盡力為學校穩固財務之外，因為現有校
地狹窄，未來希望可以改換成面積更大的校
地。他表示大阪中華學校與一般私立學校不
同，雖然是私立，但實際上是所有華僑的子
弟學校，所有的理監事都是義工；為著讓華
僑子弟容易受教育，多年來堅持低廉的收
費；也為著讓華僑子弟有機會接觸民族教
育，對入學學生的學力並不設限。幸好這十
多年來，在理監事及全體師生的努力下，學
校的風評和口碑都不錯，不少日本當地及非
華語圈國家的家長也希望送小孩來學中文。
財務狀況也因近幾年不動產的經營順利，學
校收支已轉虧為盈。

交流不受疫情中斷
台灣學校古典藝術作品日本巡迴展出

大阪辦事處處長李世丙到場支持

【大阪／綜合報導】雖然因為疫情的關係，
台日來往暫停，但交流還是未曾中斷，來自
台灣雲林縣蔦松藝術高中、嘉義市精忠國
小、新竹縣錦屏國小及新豐國小的藝術作品
在各界的協力下，於二月二十三日起至二月
二十八日止在大阪府岸和田市立文化會館展
出，讓日本民眾能感受到台灣孩子的執著認
真和純真。
日台文化藝術交流會名譽會長林慧諭女
士，自2018年拜訪千葉縣館山市後，即思考
如何讓兩國透過藝術作品來進行文化交流與
傳承，經過林名譽會長與會長蔡欣珊一年多
的籌備奔走，卻又遭逢新冠肺炎疫情的影

響，終於讓「第一屆台灣學校古典藝術作
品展」順利在2020年9月於千葉縣館山市舉
辦，展出後隨即受到來自各界的好評，當地
媒體也報導這場藝術展覽在疫情期間，為千
葉縣館山市帶來了祝福與活力。
作品展出期間，日台文化藝術交流會對持
續蔓延的疫情，造成民眾無法正常生活深感
痛心，但看到觀展的民眾於留言簿寫著「這
些作品為大家帶來了希望與愛！」 讓他們
決定2021年繼續舉辦巡迴展來鼓舞更多日本
友人。
今年的展覽首站於今年一月在京都市堀川
御池藝術中心展出，再次獲得市民好評。台
灣孩子們秉持著純真、純善、純美的創作精
神，將傳統美學與古典藝術表現得淋漓盡
致，展現的藝術涵養與創作能力，讓人肯定
這些孩子未來一定會用藝術為台灣發光發
熱。
巡迴展的第二站在大阪府岸和田市立文化
會館登場。此次展出除了雲林縣蔦松藝術高
中的古典藝術作品，與嘉義市精忠國小的兒

八田與一紀念活動

烏 山 頭 舞 樂 再 現

因為疫情的關係，紀念活動僅能少數人出席

【金澤／綜合報導】今年適逢八田與一誕生
135周年，配合當初八田與一作詞「烏山頭
舞樂」的舞蹈也在金澤當地的民謠舞蹈舞者
的協力下重新再現，並於二月二十一日的生
誕祭發表，原本舞蹈要在去年烏山頭水庫完
工一百週年時發佈，但因為疫情延期，將來

也有望在烏山頭水庫演出。
「烏山頭舞樂」是藉由八田與一在興建烏
山頭水庫時所創作的詞，再加上民謠加賀山
流家元的加賀山昭作曲，民謠舞蹈間生會總
師範的兼生千柳編舞。加賀山昭提到，能感
覺到八田與一作詞的才能，再加上簡單易懂
的歌曲就完成了。而兼生千柳在編舞時，為
了表現出感謝八田與一，也加入用兩手展示
出八字。這原本是預定去年九月在台南市舉
行的紀念典禮企畫，但因為疫情的關係延
期，而能否參加今年五月將舉行的活動還不
明朗。
這次的活動大阪辦事處涉外課課長李碧
娟、石川縣台灣華僑總會名譽會長陳文筆與
會長高仙桃也一同受邀出席，名譽會長陳文
筆表示，由思慕八田技師伉儷暨臺灣友好

問到熱心服務社會的原動力，連茂雄
回答，他是基督徒，馬太福音有一句話
「有人強逼你走一里路，你就同他走二里
路。」 他認為人生在世不要太計較比別
人多花時間，多做一點事，只要你還有力
氣，不要計較「多走一里路」，多做一些
「傻事」，因為「天公疼憨人」，傻人往
往有傻福。
記得當年他離開美國時，他很尊敬
的美國牧師魏理信牧師（Rev Kenneth
Wilson），曾送他一句話“Take Your
Responsibilities”(完成你的使命)，他一直
將這句話謹記在心。尤其在經營事業時，
他最重視的是誠實和信用，例如從事珍
珠事業時，因為信用好，有兩家珍珠加工
廠，願意將商品先交給他，等賣完了才付
錢，沒賣出的可退回。即使在市場行情最
好的時候，他也不會隨意哄抬價格，只賺
取合理的利潤，顧慮對方的立場及利益。
「不要單顧自己的事、也要顧及他人的
事」，如此就可以得到客戶的長期信賴，
這些都是從聖經中得來的教導。
連理事長建議有意在日本留學或工作定
居者，首先應把日文學好，即使將來沒有
找到好工作，至少也可以回台灣當日文老
師。第二是敬業，「幹一行像一行」，他
跨足過許多行業，每進入一個行業時他都
認真學習，全力以赴。在舊約聖經中的約
瑟也是一個好例子，他當過奴隸、管家、
囚犯、最後當上埃及宰相，每個階段都非
常稱職。當然保持健康的身體也很重要，
年輕時就喜愛運動的他，至今仍保持每日
鍛鍊的習慣，剛剛度過八十一歲生日的他
依然精神抖擻，體力充沛，可以輕鬆打完
十八洞的高爾夫。連理事長表示，日本是
一個文化、經濟發達的國家，環境衛生良
好，治安良好，四季分明。台灣是他的故
鄉，而且還有很多親朋好友，他對日本和
台灣都抱有深厚的感情，只要還有體力，
他都願意「多走一里路」，繼續為僑校、
僑胞和社會服務。
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山形市市長賀年影片

感謝台南市支援防疫

山形市佐藤市長錄製賀年影片給台南市 ( 台南市府提供 )

台南市與山形市保持友好互動 ( 台南市府提供 )

【東京／綜合報導】農曆年後的開工第一
天，台南市政府就收到來自日本友誼市山形
市佐藤孝弘的賀年影片，向台南市長黃偉哲
及台南全體市民拜年，影片中特別感謝台南
在去年贈送護目鏡及口罩墊片，即時的溫暖
援助讓山形市深深感動，也希望能繼續與台
南進行物產交流。
台南市長黃偉哲表示，防疫是全世界各城
市的第一要務，台南在守護自己市民的同
時，也時刻關心著國際友人們的疫情狀況，
因此去年在日本疫情初期，在確保台南防疫
物資充足的情況下，向有需要的友誼市伸出
援手。

黃偉哲表示，十分感謝山形市，去年山形
市議會曾在6月26日第二次定期會議中，通
過呼籲日本政府支持台灣參加世界衛生大會
(WHA)之意見書，在台南、台灣有需要時，
在國際上發聲。
山形市於2017年由佐藤孝弘市長與台南締
結為友誼市，近年積極與台南進行交流，除
派遣農業交流團及少棒隊來台南切磋，也曾
接待金城國中棒球隊赴山形交流。2019年佐
藤市長更帶領近60位山形市民組團遊台南，
當時黃偉哲精心送上印有兩市市徽的椪餅抱
枕作紀念，這兩個抱枕至今仍珍藏於佐藤市
長的辦公室中。

歡喜迎新年

台觀光局推出

「 認 識 台 灣 領 紅 包 」抽 獎 活 動

觀光局推出「認識台灣領紅包」活動（截自活動官網）
連茂雄理事長 ( 左 ) 與陳雪霞校長 ( 右 ) 致力推動校務

童版畫作品以外，也一併邀請了新竹縣錦
屏國小及新豐國小加入《特別展》，呈現
台灣原住民泰雅族元素的作品與傳統客庄
文化的純樸特色。
在這次的巡迴作品展中，最大的困難是
經費不足，以及畫作的運送與保管，除了
來自學校家長會的支持外，日台文化藝術
交流會也募款到不少贊助，因此主日台文
化藝術交流會也感謝大阪府岸和田市政府
全力協助作品展出，以及世界華人工商婦
女企管協會日本關西分會共同主辦，同時
也感謝大阪辦事處、大阪日台交流協會、
館山市天理教富崎分教會、台灣大阪同鄉
會、信利工業株式會社、中華民國留日京
都華僑總會及中西美姬女士等海外僑胞僑
團的全力支持與贊助，讓這次古典藝術作
品展日本巡迴展才得以順利開展。
日本近日疫情依然嚴峻，交流會誠摯希
望透過台灣孩子的古典藝術作品，用愛帶
給大家希望與溫暖，期待日本民眾在觀賞
作品時，也能感受到孩子們沉浸於藝術的
執著認真，以及翱翔於想像空間的純真。
祈禱疫情盡快結束，全球恢復正常生活，
在疫情結束後，也歡迎日本學校來台灣舉
辦作品聯展，使兩國人民的情誼更加深
厚。
會主辦的「八田與一誕辰135周年紀念活
動」於金澤故鄉偉人館舉行。會場中以山
野市長為首，臺北駐大阪經濟文化辦事處
李課長、及當地相關人員等參加了此次活
動，共同來緬懷八田技師的崇高遺德。由
於受新冠肺炎疫情的影響，台日之間各式
交流無法自由往來，能通過舞蹈進一步加
深台日間的文化交流和友好關係，實令人
感到開心
會長高仙桃表示，每年在金澤偉人館都
有舉辦生誔祭、今年因為疫情的關係所以
只有邀請關係者參加。今年「八田與一誕
辰135周年紀念活動」因為疫情的問題，
只限少數人的參拜，雖然人少但意義非常
重大。因為八田技師豐功偉業一直都沒有
讓我們後世的人給忘了。烏山頭水庫為嘉
南平原帶來的豐收、豐富的源水、電力等
等，我們真的是感謝和感恩，所以偉人八
田與一技師是永遠無法難忘的，也是台灣
和日本的絆。所以每年的生誔祭、我們都
一定參加。

【東京／綜合報導】適逢農曆春節，台灣觀
光協會東京事務所自2月11日除夕起在線上
推出「認識台灣領紅包（台湾を学びながら
お年玉ゲット）」活動，以過年必玩的刮刮
樂為概念，向日本友人介紹台灣觀光景點的
同時，還能參加抽獎，每週都有不同的獎品
吸引訪客共襄盛舉。活動期限自除夕起計劃
持續一個月到3月12日為止。
台灣人每逢春節，在闔家團聚的同時，總
會手癢購買彩券或刮刮樂試試手氣。本次活
動的設計發想即由來至此，每位點入活動網
站的訪客，在遊戲開始後可以如玩刮刮樂一

般，用滑鼠操作將畫面劃開，便會出現台灣
各處知名的觀光景點與相關介紹，如野柳女
王頭、愛河以及七股鹽山等。刮完五張刮刮
樂後即有資格參與抽獎，每人僅限參加一
次。
本活動每週將抽出25位幸運得主，能夠獲
得當週準備好的豐富獎品。獎品內容包含吉
祥物台灣喔熊的毛巾、開運天燈吊飾、環保
袋以及旅行包等。元宵節當週更加碼送出牛
年燈籠與燈會大富翁等禮物，期望能吸引日
本網友參加。第一週的抽獎截止日是本週星
期三。

張文明牧師

就任大阪台灣教會牧師

大阪台灣教會新任牧師就任感恩禮拜會後合影

【大阪／採訪報導】位於大阪市淀川區的大
阪台灣教會，於二月二十一日舉行新任牧師
就任感恩禮拜，來自台灣高雄，畢業於台南
神學院的張文明牧師，成為大阪台灣教會的
新任牧師；大阪中華基督教長老會牧師李智
仁，與神戶基督教改革宗長老會牧師郭世宗
均率領會友前往觀禮祝賀。
就任感恩禮拜由李智仁牧師主持，他以聖
經中馬太福音的章節「你們中間誰為大，誰
就要作你們的用人。凡自高的，必降為卑；
自卑的，必升為高。」勉勵張文明牧師謙卑
服事。大阪台灣教會成立於1990年，是一個
很有特色，堅持以台語敬拜，唱台語詩歌的
基督教會。來到這裡聚會，可以聽到親切道
地的台灣話，聚會中並安排有日文同步翻
譯。由於教會位於阪急線十三車站附近，所
以也被簡稱為十三教會，會友以在日定居的
台僑及其家屬，在日工作者，和留學生等為

主。
張文明牧師在台灣有多年牧會經驗，巧合
的是他與大阪中華基督教長老會的李智仁牧
師，神戶基督教改革宗長老會的郭世宗牧
師，都是台南神學院86期畢業的同班同學。
這三間教會的牧師歷來都很熱心公益，參與
各種緊急救助活動。張文明牧師表示，他希
望大阪台灣教會成為所有在大阪地區的台灣
人的第二個家，提供在日台灣人及留學生心
靈上和生活上的幫助，歡迎大家有機會到教
會找牧師喝茶談心。

李智仁牧師 ( 右 ) 主持張文明牧師 ( 左 ) 就任感恩禮拜
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台日首發觀光視訊會談
觀光局與靜岡縣交換疫情後合作意見

台日雙方互贈紀念品 ( 觀光局提供 )

【東京／綜合報導】交通部觀光局局長張
錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭特別安排
在農曆年前的2月4日與「日本富士之國-靜
岡縣」川勝平太知事進行視訊會談，就未
來雙方合作交流等交換意見，希望再於邊
境開放旅遊重啟後即能加速恢復日本來台
市場規模。
交通部觀光局局長張錫聰以介紹日台友
情LOGO製作的口罩為開場，期許台日交
流既深且長。川勝知事特別讚許台灣的成

功防疫可做為全球典範，而作為日本2021
東京奧運自行車項目賽地的靜岡縣，其駐
台辦事處宮崎處長在2020年底號召日本8縣
市駐台人員以自行車環島親近台灣這片土
地，深化台日交流，為2021台日友情年揭
開序幕，也為交通部觀光局「2021年自行
車旅遊年」先行暖身。
張局長承諾不論是推動運動觀光、高中
生修學旅行、地方交流等，只要是有助
於台灣與該縣間雙贏雙利的事，將樂於協
助；葉會長對於靜岡縣豐富的自行車旅遊
資源印象深刻，也表示2020年平安與成功
舉辦實體的「ITF台北國際旅展」，感謝靜
岡縣每年都不缺席，期盼疫情儘速過去，
歡迎川勝知事能夠親自前來參與2021年8月
份的「台灣美食展」，台日雙方都對「日
台友情年」提出具體回應。
川勝知事則表示，目前雖因全球疫情中
止靜岡-桃園航班，但他仍會持續爭取在疫
後儘速重啟兩地航線，吸引台灣民眾再度
前往體驗靜岡的美，且能早日恢復雙向往

疫情中逆勢成長
快樂檸檬入駐城品生活日本橋

台貿中心東京事務所所長陳英顯也前來為台灣品牌打氣
快樂檸檬誠品日本橋分店引進濾茶器

【東京／採訪報導】日本的餐飲業因為受到
疫情的影響，許多餐飲業者紛紛倒閉，但快
樂檸檬卻逆勢成長，於一月二十九日在誠品
生活日本橋開設新分店，並且與當天上映的
日本電影＜花束般的戀愛＞合作，不僅在電
影中出現，也推出限量商品和活動，增加買
氣。
快樂檸檬從2018年進軍日本後，因為與京
王電鐵合資，就在其沿線上開設四家分店，
在沖繩也有三間加盟店，這次不同以往入駐
誠品生活日本橋開設新分店，並配合誠品的
風格，推出店鋪限定的金萱烏龍茶，並引進
濾茶器，讓茶上漂浮著密而不散的泡沫，為
喝茶帶來不同感受。

快樂檸檬總監林太一表示，這次跟誠品合
作是希望能夠在品牌做一個升級，如果是快
樂檸檬本身的產品，對於誠品這樣的品牌公
司他們不一定希望我們進駐，可是這次我們
從其他的連鎖品牌、高端品牌帶來濾茶器，
也是希望在日本做第一次投放，讓客人有更
好的體驗，所以才會進到誠品。
林太一也說，而我們進到誠品也是希望有
互動效果，讓客人更能夠去知道怎麼樣去喝
茶，並讓客人能夠更容易去接觸台灣茶，將
來也是希望這樣子嘗試的機會，如果這個效
果不錯，可能在其他店也會推出濾茶器。
另外由日本知名女星有村架純、菅田將暉
所主演的電影＜花束般的戀愛＞也在同一天
上映，上映前就引起不少關注，並且是與京

台北國際動漫節開跑

日本漫畫家齊謝台灣東日本大地震援手
待城市的互動活動等。
為了在這次動漫節上表達當初東日本大地
震時，台灣給予的援助，日本台灣交流協會
另外也收集了上百位日本知名漫畫家的感謝
簽名板，裝飾在攤位四周的牆面上，其中包
括人氣漫畫《天使心》的北條司、《第一神
拳》森川讓次、《島耕作》弘兼憲史、《抓
狂一族》浜岡賢次、《工作細胞》清水茜等
人。
另外值得注意的是，在東京奧運將成為台
交流協會展示知名漫畫家感謝簽名
（圖片來源：日本台灣交流協會臉書） 灣的「感謝復興接待城市」：岩手縣大槌
【東京／綜合報導】2021年第九屆台北國際 町、野田村，福島縣南相馬市、北鹽原村，
動漫節從二月四日起連續五天在世貿一館盛 帶著東日本大地震受到台灣全力支援順利重
大舉辦。其中今年適逢東日本大地震十周 建的感謝之意，這一次將攜帶擔任感謝復興
年，在展場中呈現出超過一百位日本漫畫家 接待城市的寶可夢宣傳大使「小拳石」、
手繪感謝台灣的簽名板，另外也有與東奧接 「吉利蛋」以及「拉普拉斯」，透過日本台

來。
觀光局表示，日本向來是國人旅遊目
的地首選，靜岡也是國人所喜愛的旅遊
目的地之一，自2012年桃園－靜岡航線
開航更是密切交流；2014年玉山和靜岡
縣境的富士山締結友好山脈；日月潭和
靜岡縣的濱名湖也在2016年締結友好交
流協定。而2021年是東日本大地震10周
年，台日雙方共識2021年為「日台友情
年」，日本台灣交流協會特別為友情年
設計LOGO和主視覺，運用在各種台日交
流活動文宣、活動上。
觀光局也提到，在全球疫情仍然嚴峻
的情況下，為維持台灣觀光熱度，並及
早佈局疫後來台旅遊市場，除持續全球
爭取旅遊合作外，更積極與來台最大客
源國之一的日本各地方政府進行互動交
流；繼109年與日本三重縣、香川縣、岐
阜縣、山口縣等4縣知事進行視訊後，再
次與日本地方政府對談研商疫後振興互
訪觀光作為。
王電鐵合作，在京王沿線上拍攝，在片中
就有出現來自台灣品牌的快樂檸檬，為了
配合電影宣傳，快樂檸檬也推出購買片中
出現的珍珠奶茶或草莓可可拿鐵、草莓抹
茶拿鐵，就參加京王舉辦的抽獎活動。
林太一表示，草莓可可拿鐵本來是情人
節的特飲，最下層是草莓，中間是可可，
最上面芝士，所以喝起來是甜甜蜜蜜的，
於是拿這個飲料跟電影一同宣傳，當有客
人點到珍珠奶茶或是點支飲料，提供抽
獎券給客人去使用，讓客人更主動去看電
影，也讓客人更了解電影的訊息，並能知
道快樂檸檬的品牌，是正規的公司，能夠
去跟電影等合作。
台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表
示，疫情期間特別開店很不簡單，現在是
不景氣的時候，對於有競爭力的廠商而言
是很好的展店的商機，我們台灣產業界在
日本，去年業績成長算滿好的，雖然景氣
衰退，但我們對日本出口成長，我們在日
本整體進口市場，從前年的第6位，提升
到第4位，我們在日本市場的競爭力愈來
愈好。我們希望有更多的廠商來拓展日本
市場。對於被問到珍奶退燒的問題，陳所
長表示，應該不能這樣說，應該說珍奶是
新的領域，已經成長為很大的規模，會稍
微調整一下內容，在飲料市場有一定的定
位，所以應該會和咖啡一樣，長期的佔有
一席之地。
灣交流協會牽線，特地來到動漫節與台灣
民眾共襄盛舉，歡迎大家來攤位前與日本
朋友及可愛的寶可夢們交流合影。
雖然疫情嚴峻，仍有超過4、50家的廠
商共襄盛舉，舞台活動部分則縮限為主舞
台與日本館舞台。這是日本館舞台首次挑
戰「直播舞台」，跨海連線9組偶像團體
接力上陣表演，透過網路直播與現場觀眾
進行互動。此外還加碼邀請人氣動畫「名
偵探柯南」的主力聲優山口勝平，以及動
畫製作人諏訪道彦來一場精彩訪談。
為了令所有入場者能夠安心的享受活
動，主辦單位全面落實入場實名制、測量
體溫、手部消毒、保持安全社交距離、場
內禁止飲食，以及限制最大容納6千人等
相關措施，盡可能遵守指揮中心的防疫
指示。過往每屆動漫節總是吸引數十萬人
流參加，拼搶人氣漫畫家簽名以及限量商
品，本次受到新冠肺炎疫情影響，儘管不
如往年人潮，開幕首日仍吸引許多粉絲到
場熱情相挺。

台北市立動物園和京都市動物園
簽署保育合作備忘錄

雙方簽署保育合作備忘錄

【京都／綜合報導】台北市立動物園與京都
市動物園於二月八日以線上方式，簽署「台
北市立動物園與京都市動物園保育合作備忘
錄」，合作內容包含保護生物多樣性的相關
研究調查、稀有動物的交換保育繁殖、動物
生態及自然保育的教育與傳播，以及職員相
互交流培訓等。
由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，本次簽署採
京都與台北同步的「線上會議方式」，由雙
方簽署人台北市立動物園園長劉世芬與京都
市動物園園長坂本英房代表簽署，並在雙方
見證人台北市教育局副局長陳素慧與京都市
文化藝術政策監北村信幸的見證下，於二月
八日上午完成簽署。台北駐大阪經濟文化辦
事處李世丙處長特地前往京都觀禮。
京都市動物園長坂本英房指出：「京都市

動物園在日本國外尚未與任何一座動物園簽
署合作友好備忘錄或姊妹園，台北市立動物
園規模是目前東南亞最大動物園，離日本又
近，園內規劃和保育技術非常好，因此選擇
與台北市立動物園締結友好關係。」
這次簽署，京都市動物園計畫將贈一匹不
到一歲的「格列威斑馬」給台北市立動物
園，「格列威斑馬」為瀕臨絕種動物，這匹
雄性小斑馬是在去年於京都市動物園出生，
由於檢疫和保育細節有待協商，贈送的日
程尚未確定。另雙方將針對國際自然保育
聯盟（IUCN）列為極度瀕危等級的「金剛
猩猩」的照養繁殖技術，進行培訓合作與交
流。
台北駐大阪經濟文化辦事處李世丙處長表
示，目前因檢疫程序較複雜，日方雖說日期
未定，但雙方都希望儘快將這匹小斑馬送達
台北。期望未來在雙方市政府支持及動物園
的努力下，共同為瀕危野生動物保育作出更
多的貢獻。
台北市立動物園近年來與日本動物園界互
動良好，繼東京多摩動物園、北海道的釧
路、円山、旭山動物園、大阪天王寺動物
園、橫濱動物園、上野動物園及豐橋綜合動
植物公園，京都動物園已是第九個與台北市
立動物園簽署保育友好協定的日本主流動物
園。台北市立動物園對於京都市動物園而
言，則是第一座簽署合作的國外動物園。

蔡 明 亮《 家 在 蘭 若 寺 》日 本 上 映
現身線上論壇談創作歷程

本次於兼顧防疫控管與推廣效益的前提下促成
《家在蘭若寺》在日首映 ( 台灣文化中心提供／佐藤駿攝影 )
蔡明亮導演參與線上論壇分享《家在蘭若寺》創作歷程

【東京／綜合報導】文化部駐日台灣文化中
心與日本藝術公社攜手推動蔡明亮導演與
HTC共同合作之華人首部VR劇情長片《家
在蘭若寺》於二月十一日至二十一日在日首
映，並於二月十六日晚間邀請蔡明亮導演參
與線上論壇分享VR電影製作歷程。
台灣文化中心表示，文化部近年來積極協
助產業在文化及科技的應用與開發，尤其是
在5G、VR的應用上更是希望結合民間力量
共同推動，《家在蘭若寺》就是一個成功的
案例。為了突破因疫情導致跨國移動與藝文
交流的諸多限制，本次在兼顧防疫控管與推
廣效益的前提下，積極促成獲得第74屆威尼
斯影展VR競賽單元入圍肯定的《家在蘭若
寺》在日首映，共放映45場次，希望將台灣
文化科技領域的成果亮點介紹予各國。
本次線上論壇由蔡明亮導演和長期關注其
作品的日本電影導演中村佑子進行對談，蔡
導演在論壇中揭露VR技術結合電影美學的
拍攝初衷，並針對製作過程、場景設計、創
作概念等面向進行詳細解說，分享本片呼應
疫情下對於人生與疾病的重新思考，也對於
日本在地觀眾初次觀賞VR電影感到震撼與
驚艷的迴響表示欣慰。
線上論壇中，蔡導演表示，拍攝VR電影
與一般電影的不同之處，以及過程中面臨的

各種挑戰，他也回顧自己在馬來西亞的童
年，因為父母務農種植胡椒也兼營小本生
意，兄弟姊妹眾多，他從三歲起跟隨外公外
婆生活，也因為兩老愛看電影，耳濡目染之
下開始接觸電影的世界，度過了快樂的一段
時光。相較於在馬來西亞時期觀賞的電影都
是商業片，來台之後適逢解嚴，在政治局勢
和言論自由鬆綁的情形之下接觸了各國的藝
術電影，如黑澤明和小津安二郎的作品，台
灣這樣自由的氣氛也影響他日後電影拍攝的
方向，依循自由意志而非受市場或票房左右
進行創作。
最後蔡導演提到，從1992年拍攝處女作
《青少年哪吒》以來，從未受外在條件限制
或操控自己的電影創作，能隨心所欲拍攝自
己想拍攝的電影，對自己的導演生涯十分滿
意而沒有遺憾。最終他感性宣告自己不會引
退，將持續在電影創作的道路上前進。
台灣文化中心自2017年起與東京都港區
公所、德國、法國文化中心、荷蘭大使館
及日本藝術公社以「Theater Commons」的
概念形成文化夥伴體系展開合作。本屆以
「Bodies in Incubation孵化／潛伏的身體」
為策展主題，並選擇VR及AR為核心體驗，
邀請各國具代表性之藝術家共同探討後疫情
時代活用VR與AR拓展現今藝術表現形式的
可能性。

觀光局與日本青森縣線上會議
力邀睡魔祭大燈籠參加台灣燈會
【東京／綜合報導】交通部觀光局局長張錫
聰與台灣觀光協會會長葉菊蘭於二月八日與
素有日本蘋果王國之稱的青森縣三村申吾知
事透過視訊會議，討論雙方未來的合作交流
交換意見，希望等到疫情結束後、邊境重啟
開放時加速爭取日本各地民眾來台旅遊，並
極力邀請青森睡魔季參加台灣燈會。
日本青森蘋果遠近馳名，更受國人喜愛，
自2019年桃園–青森航線開航促進雙方交流
更為密切；三村知事則分享青森縣豐富觀光

資源、暖爐火車與台灣教育旅行的交流，同
時運用陸（鐵道）、空（飛機）與海（船
舶）模式拉進國際旅客的策略，讓青森縣的
海外遊客住宿人次年年成長，也將在3月20
日飛航桃園-青森的類包機。
局長張錫聰則表示，台灣將推動觀光圈計
畫建立資源整合平台，盤點各個區域食宿遊
購行元素，規劃國內與國際旅客旅遊路線，
未來雙方可進行結盟，就台日間以地方創生
與觀光圈的運作與成果相互學習。

張局長也說，受到疫情影響兩國的互訪交
流，而為全力配合政府的防疫今年不得不停
辦「2021台灣燈會」，雖然是極為艱難的決
定，但相信台灣在官民齊心共同抗疫下，仍
將會是成功的典範，張局長也邀請青森縣知
名的睡魔祭大燈籠能於2022年來台參加「台
灣燈會in高雄」展示祈福。
葉會長表示，因為疫情無法面對面交流，
但透過視訊可拉近彼此關係，台灣的防疫措
施相當嚴謹，國人仍能保持正常作息及旅遊

雙方互贈紀念品（觀光局提供）

活動，目前規劃於8月6日〜9日舉辦「2021
台灣美食展」與11月份「ITF台北國際旅
展」活動，歡迎青森縣三村知事親自前來參
加，讓許久無法前往日本旅遊的台灣民眾，
從青森縣的蘋果味道開始，也能認識青森的
壯麗風景、美術氣息和祭典文化。
觀光局表示，台灣與日本互為國際旅遊市
場重要夥伴，2019年互訪達708萬人次，居
全球市場之冠。今年適逢東日本大地震10周
年，「日本台灣交流協會」為感念台灣當年

熱愛台灣的三村知事介紹西裝內有台灣的元素（觀光局提供）

的協助，特將2021年訂為「日台友情年」。
觀光局也提到，全球在2021年起始即面對
COVID-19疫情再度嚴峻之情勢，各國邊境
尚無法如常開放，交通部觀光局為維持台灣
的觀光熱度與關注，並提前為疫後日本來
台旅遊市場進行佈局，繼2020年持續與三重
縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等4縣知事進
行視訊會談後，二月四日與靜岡縣川勝平太
知事會談後，第二場與日本視訊會議。

