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TOPIC

台湾では１月１６日、４年に１度実施され
ている台湾総統選挙及び立法委員選挙の投
開票が行われ、野党・民進党の蔡英文主席
が与党・国民党の朱立倫主席に約３００万
票という差をつけ当選。台湾初の女性総統
が誕生する事となった。民進党への政権交
代は８年ぶりで、副総統は蔡主席とペアを組
んだ中央研究院の元副院長、陳建仁氏が務
める。蔡主席の総統就任式は２０１６年５月
２０日で、任期は４年となる。

また、立委選でも民進党は定数１１３議席
のうち過半数の５７議席を大幅に上回る６８
議席を獲得。初めて非国民党系勢力が議会
の過半数を制した。一方の国民党は以前の
６４議席から３５議席にまで落ち込み、親民
党は変わらず３議席、小政党の台聯は議席
を失った。

２０００年から２００８年まで続いた民進党
の陳水扁政権では、立法院で国民党が過半

数を占めていたため、重要法案を通すのに苦
労が絶えなかった。今回、初めて民進党優
位の立法院が実現したことにより、蔡政権に
はスムーズな政権運営になると見られる。

見事、勝利を勝ち取った蔡主席は１６日
夜、台北市内の党本部前で、「台湾人は投
票によって歴史をつくった。神聖なる一票を
投じた人 に々深い敬意を表する。我 は々今回
の選挙を通じ、民主主義の価値が既に台湾
人の血液の中に深く入り込んでいることを国
際社会に改めて知らせた」と述べた。さらに、
２２日に党本部で中央選挙委員会から当選
証書を授与された際にも「権力は天から与え
られたものではなく、人民から借りてきたもの
だ」と語り、台湾の民意を尊重した。

なお、国民党の朱立倫主席は１６日、結
果を受け入れ敗北宣言を表明。「申し訳ない。
皆を失望させた。我 は々失敗した」と国民党
支持者に謝罪し、責任を取るため党主席を

辞任した。
このほどの総統

選挙の投票率は前
回（２０１２年）の
７４．３８％を大き
く下回る６６．２７％
となり過 去 最 低
だった。しかし、
蔡 主 席の得 票 数
６，８９４，７４４票

（得票率５６．１２）
は、２００４年の
陳 水 扁 氏 の ６，
４７１，９７０票（得
票率５０．１１％）を
上回り、民進党候
補で過去最高であ
る。この事を考える
と、今回の選挙で
は、国民党支持者

の投票意欲が低かったことが伺える。（２面に
関連記事）

昨年１０月に訪日していた蔡主席の総統当
選の知らせを受け、日本の安倍晋三首相は
１８日、参議院の予算委員会で、蔡英文主
席に対し祝意を表明。「日本と台湾の協力、
人的交流がさらに進んでいくことを期待する」
と述べるなど、日台関係の強化に意欲を表示
したほか、「台湾は日本の古くからの友人だ。
自由な言論のうえに、選挙によってリーダー
を決める総統選挙は、台湾の自由と民主主
義の証だ」と評価した。

また、菅義偉官房長官も同日に行った記
者会見で、同じく蔡主席の当選に祝意述べた
うえで、台湾がＴＰＰ（環太平洋戦略的経済
連携協定）への参加に意欲を示していること
については、「台湾がＴＰＰに参加すれば地域
の安定と繁栄に大きく寄与する。今後、台湾
と有意義な議論をしていきたい」と歓迎した。

蔡主席への祝辞はアメリカからも届いてお
り、アメリカ国務省のカービー報道官は１６
日、台湾の総統選挙に関する声明を発表し

「蔡氏の勝利とともに平和的な権力移行が
行われる強固な民主主義を体現した台湾の
人 を々祝う」とした。

蔡主席は総統選翌日の１７日、訪台してい
た交流協会の大橋光夫会長と会談し、今後、
経済協力を中心とした日台関係の強化に取り
組む考えを示し、FTA（自由貿易協定）の締

結にも意欲をみせた。民進党の発表によると
蔡主席は、継続した意思疎通と理性的な態
度は外交運営の鍵になると強調したうえで、
経済上の障害を取り除き、日台双方の関係
強化を目指したいと話したという。

これについて衆議院の秋元司議員は台湾
新聞の取材に答え、「FTA においては、今で
も貿易そのものは台湾との間で自由に行われ
ているという認識がある。ただ日本としては、
昨年、科学的根拠に基づかない一方的な日
本食品輸入規制をされてしまったことを非常
に残念に思っている。是非この問題を解決し
ていただきたい」と現状の改善を要求した。

なお、蔡氏は同会談で、両岸間の「一つ
の中国」の原則を巡って対立が予想される中
国の習近平政権との関係についても触れてお
り、「５月の政権発足後、誠心誠意話をして
いきたい。平和と安定の維持に力を注ぐ」と
も述べ、選挙中から掲げていた中国大陸と
の現状維持の体勢を改めて主張した。

◎写真提供：中央社

民進党の蔡英文主席（中央）が台湾初の女性総統に

日米からも祝辞
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強化に意欲
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生年月日： 1956年8月31日 (59歳)
出身： 中華民国 台北市
政党： 民主進歩党
現職：第15代民主進歩党主席

蔡英文

１９５６年台北市生まれ。李登輝政権時代に経済部貿易調査委員会委員などを歴任し、民進党が政
権を握った２０００年には台湾の対中国大陸政策を主管する大陸委員会主任委員となった。２００５
年には立法委員に、２００６年からは行政院副院長などを歴任した。
２００８年に陳水扁前総統の後任として民進党の主席に就任し、２０１０年には新北市長選に出馬し
たが、国民党の朱立倫氏に惜敗。２０１２年の総統選挙では、同党の馬英九氏に敗れ、再選を許した。
蔡氏は敗戦の責任をとって主席の座を降りたが、２０１４年に返り咲いている（民主進歩党HPより）。

外交－「新南向政策」　ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）とより深く、より多元的な関係を築く。
労働－年間労働時間の短縮を目指し、労働者の週休２日を実現する。「最低賃金法」の制定を主張。
兩岸－兩岸関係の基本原則である「両岸の現状維持」を保守。
食安－十分な人と資金を投入し、検査の頻度と強度工場、商品の有害物質のリスクアセスメントを施し、食品安全を保障。
財政－１、イノベーションにおける競争力の強化。２、国内産業を強化し、経済を活性化。３、ローカル都市経済の発展を重視。

政
策

2016總統大選得票數及得票率

31.04%

56.12%

12.84%

總統大選得票率

中國國民黨 朱立倫&王如玄

381萬3365
親民黨 宋楚瑜&徐欣瑩

157萬6861
民主進步黨 蔡英文&陳建仁

689萬4744
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台湾の立法院は全１１３議席で、小選挙
区比例代表並立制で議員を選出する。選挙
区７３議席、比例３４議席、原住民枠６議席
の内訳だ。このほどの結果を選挙区別に見て
みると、台北市では８議席中５議席を国民党
が獲得し、民進党の２議席を上回るなど善戦
した。また、桃園市では民進党が３議席で
国民党は２議席、台中市では民進党が４議
席で国民党は３議席獲得と、大差はない。

しかし、２０１４年の地方統一選で唯一国
民党候補が市長の座を守った新北市では、
民進党の９議席獲得に対し、国民党は２議
席獲得にとどまったほか、元々民進党の支持
者が多い高雄や台南などの台湾南部では民
進党が２３議席を独占し、国民党は議席ゼロ
となった。

一方、存在感を見せたのが２０１５年１月
に結党したばかりの「時代力量（＝時代の力、
New Power Party）」だ。同党は立委選で
３つの選挙区で現職有利の情勢を逆転して
勝利し、比例区でも２議席を獲得。民進党
と国民党に続く全５議席を獲得し、第３党に
躍り出た。

台湾総統選の投開票前日、昨年秋に誕生
した韓国アイドルグループ「TWICE」で活動
する１６歳の台湾人歌手・周子瑜さんを巡る
騒動が台湾で波紋を呼び、選挙結果に影響
を与えた可能性が指摘された。

周さんは昨年末に韓国のテレビ番組収録
中に中華民国（台湾）の国旗を、韓国の国旗
と共に振り、これに対し、台湾出身のタレント・
黄安が中国版 Twitter の「微博」で「台湾独
立を支援している」などと批判。たちまち中国
大陸のネット上などで騒ぎとなり、批判を浴
びた。これを受けて所属事務所は１月１４日、
中国ファン向けに周さん自らに「私は中国人と
して誇りを持っています。両岸は一つです」な
どと書かれた謝罪文を読ませた動画を公表し
た。このニュースは翌１５日に台湾全土で大
きく報道され、「中国側が圧力をかけたのでは
ないか」「１６歳の女の子にこんなことをさせる

１月１６日
に行 われ

た 台 湾
総 統
（ 大
統領）
選 挙
及び立

法 院 選
挙 結 果 に

ついて、世
論 で は 野
党・民進党

の圧勝が謳われているなか、平成国際大
学法学部長の浅野和夫氏は１月２３日、プ
レスセンターで行われたアジア問題懇談会
で「蔡英文 or 民進党の圧勝か、馬英九
or 国民党の大敗か」の題材で講演し、「国
民党の今の態度が変わらなければ、国民
党の将来は厳しい」と断言した。

浅野氏によると、今回の選挙の特色は
平年に比べ投票総数が低かった事をあげ
た。現に２０１２年の総統選の投票総数が
１３，４５２，０１６票だったのに対し、今回
の総統選は１２，４４８，３０２票と減少。お
よそ１００万人が投票しなかった事を指摘
する。これは、国民党支持者があえて投
票に行かなかった事が起因しているとし、
投票に行った国民党支持者のなかにも親
民党に鞍替えするケースもあり、結果、民
進党が与党国民党に約３００万票の差で
歴史的な勝利を勝ち取る結果となった、と
浅野氏は分析している。また、同時に行わ

とりわけ同
党の党 首を
務める黄 国
昌氏は新 北
市１２区に立
候 補、 運 動
を通して得た
高い知名度
などを武 器
に国 民 党の
ベテラン議員
の李慶華氏
を破った。さらに台北市第５区で立候補して
いた林昶佐氏も、現職の林郁方氏に挑み、
伝統的に国民党が強い選挙区での戦いに苦
戦したが見事当選。台湾ヘビーメタルバンド

「ソニック( ＣＨＴＨＯＮＩＣ、閃靈樂團 )」
のボーカル・フレディとしても知られている林
氏は１６日、議席獲得を受けて「アジアで初
めて立法院に入ったロック歌手だ。私は長髪
で刺青があるが立法院に入ったのだ」と喜び
をあらわにした。林氏は音楽活動の傍ら、長
年にわたって社会問題に取り組んでおり、過
去には国際人権団体アムネスティ・インター
ナショナルの台湾支部理事長などを務めた経
歴を持つ。

同党は、２０１４年の「ひまわり学運」から
の流れをくむ新政党で、「台湾の独立」を強く
主張している。民進党の蔡主席も「我 と々同
じく改革を志す候補者たちだ」と評価されて
おり、今回の選挙でも民進党と一部の選挙
区で協力していた。

　平成国際大学法学部長の浅野和生氏
は同党について、「通常の選挙区で国民党を

なんてかわいそうだ」などと反発が広がった。
　台湾メディアによると国民党幹部は１６

日、「（騒動が）敗因の１つになった」と記者団
に認めたとしているほか、民進党の蔡主席は、

「中華民国の国民が国旗を持ち、自国への
思いを表すのは国民の権利だ。その気持ち
を押し潰すべきではない」とコメントしたとい
う。

　同事件は中国側が関与したかは不明で
あったが、結果的に台湾アイデンティティを
強めることなり、少なからず影響は出たのだ
ろうと推測されている。

　私は、日本生まれの台湾人二世で、今
は大学院で「戦後日本華僑社会における中
台関係」などをテーマに台湾関連の研究をし
ています。政治的にも敏感な研究テーマでは
ありますが、なぜ、私がこのようなテーマを
選んだかと言いますと、それは「自分の祖国
はどこなのか」「自分はなに人」なのか混乱し
ていたことにあります。

幼い頃より日本と台湾を行き来し、自然と
自分のルーツは「台湾」だと強く想っておりま
したし、特に支持政党はありませんが「中華
民国」という国号や青天白日満地紅旗にも愛
着を持っています。今思えば仕方の無いこと
ですが、家の近くという理由から中国大陸系
の小中一貫の華僑学校に通ったため、台湾
に関して教師と衝突することがありました。

読書感想文で、小林よしのりの『台湾論』
を書いたとき別のものを書けと命じられたこと
もあれば、クラス新聞で台湾の選挙を記事
にしたら白く塗り潰されたことがあります。中
学2年生のときに、作文で「日本と台湾の架
け橋になりたい」と書いたら、「台湾」という字
を赤で消され「中国」と朱書きされていました。

「どうして台湾と言ってはいけないのか」「台
湾人ということはいけないことなのか」という
思いが、自分のなかで沸いてくるようになりま
した。

台湾や中華民国にルーツのある方、誇りを
抱いている方なら、その複雑な政治環境から
何処かもどかしい気持ちを感じる場面に遭遇
することは少なくないと思います。台湾では本
土化が進み、さらに多元化社会と言われて久
しいですが、現地で忘れられがちなのが中

華民国にシンパシーを抱く華僑の存在です。
台湾が歩んできた複雑な歴史から、人々

の国家や国旗・国歌に対する思いも様 な々も
のですし、それぞれの思いは自由で民主的な
国家においては尊重されるべきものです。で
すが、台湾人／中華民国国民が一歩国外に
出ると自分たちの「祖国」はどこにあるでしょう
か？台湾にルーツはなくとも日本で中華民国
を背負った王貞治選手、かつて北京を支持
し天安門事件でそれに失望した作家の陳舜
臣先生、そして独立運動を展開した王育徳
氏。どこからが台湾の仲間で、一体どこから
が仲間じゃないと言い切れるのでしょう。

総統選挙の直前に突如としてわき起こっ
た「周子瑜事件」は、台湾国内でも国旗は
なにかを問わせ、そしてジレンマを浮かび
上がらせた出来事だと言えます。国際的な
場面で国旗 ( 青天白日満地紅旗 ) がほと
んど見られない中、私はそれを日本で目に
するといつも感動を覚えます。自分が「台
湾人」と主張すること、そして今、台湾で
はためいている自分の国の国旗を持つことが、
なぜ他者から非難されなければならないので
しょう。私は胸をはって「台湾人」だと言えま
す。また、中華民国国籍を堅持する親は私
の誇りですし、自分の祖国は中華民国・台
湾です。今回、「周子瑜事件」の報道を聞き、
いかなる場面でも政治的な袋小路に立たされ
てしまう台湾のジレンマを痛感し、筆を取ら
せて頂きました。25歳の私には、未熟で至
らない部分も多くありますが、かつて赤で消
された台湾と日本の交流のために日々精進し
ていこうと思うばかりです。

れた立法院選挙でも、全議席数１１３議席
のうち過半数を超える６８議席を民進党が獲
得。一方の国民党は選挙前の６４から３５ま
で議席を減らした。

では、国民党がこれほどまでに国民からの
支持を失ったのは何故なのだろうか。一般的
には、台湾人の「私は中国人ではなく台湾人
である」といった台湾アイデンティティの高ま
りが原因とも見られているが、２０１４年に起
こった馬英九総統が中国とブラックボックス
の中で進めてしまったサービス貿易協定の問
題や、昨年に歴史的な両岸トップによる首脳
会談を実現させ、中国に接近していた国民
党への警戒が強まった結果なのではないかと
いう例も挙げられている。しかし、浅野氏は、

「台湾の政治大学選挙研究センターが毎年
行なっている台湾アイデンティティに関する意
識調査を引用し、２００８年よ
り中国人の訪台者の増加と中
国で仕事をする台湾人の増加
が関係している。２００８年か
ら２０１２年にかけて、すでに

『私は台湾人だ』という人は
急激に増加していた。しかし、
２０１２年の総統選では、そ
の結果に関係なく国民党が勝
利。選挙に影響はなかった」
と分析した上で、国民党への
不信感は「組織原理の非民主
制が原因だ」と結論づけた。

さらに、国民党はここ数年、
馬総統と立法院の王金平院
長との間にある、あからさま

な党内対立があり、その背景からか、総統
選３ヶ月前の異例の擁立候補者の変更、国
民党の総統選候補者だった朱立倫氏の４ヶ
月間新北市長を休職しての出馬などの退路を
用意した生半可な態度など、国民党支持者
をしらけさせる一連の動きがあった。この結
果、浅野氏は「このような態度が続くならば
誰が投票に行くか、という民意が露骨に表れ
たのが今回の選挙結果」とも指摘した。

２０１６年、民進党から台湾初の女性総統
が誕生し、今後の民進党の動きに期待と不
安が集まるなか、国民党の再生に向けた動
きがみられるかどうか、台湾政治は世界中か
ら注目されている。

上回る票を獲得するという事は、老若男女の
支持がないと出来ない事である。さらに、同
党は SNS などを利用した PR や、街頭演説
で多くの人々を惹きつける事ができ、ノーマ
ルな政党としての力を持っていきつつある。
今後、扱いづらい党ともいえる」としている。
また、同講演に参加した同大学の台湾人留
学生も「中国と近づき過ぎるのではないかとい
う危機感をずっと持っていました。私は時代
力量を支持しています。時代力量は台湾独立
の考えが強く、私もそれに賛成します」と期
待を寄せていた。

林氏は、昨年９月に日本で講演会を行っ
た際に、現在の政治は討論だけに重きをお
き、実際の行動に移さない状況であるという
問題点を提示した上で「私たちは、３割は頭
を使って考え、後の７割は行動に移す」と述
べており、今後の時代力量の行動にも注目し
ていく必要がある。　 ◎写真提供：中央社

今、台湾では、台湾生まれ台湾育ちの若
い世代が自らの意思で、誇りとアイデンティ
ティをもって “ 国作りをしていきたい ”という
パワーがみなぎっていると感じている。このた
び、民主主義的な選挙を通じて民意が示さ
れ、その示された民意に基づき蔡氏が政権
を任される事となり、大変喜ばしく思う。両
岸関係においては、蔡氏は現状維持を訴え
られ選挙に望み、これを受けてこの選挙結
果が出ている。蔡氏は、まずはこの形をしっ
かりと構築していくと思う。その上で、台湾の
民意がどうなっていくかを含め、次の展開を
考えていくべきだ。我 日々本としてはどんな形
になろうとも台湾との関係は変わらない。（中
国からの圧力があっても）台湾とは今までもこ
れからもは変わらぬ友情関係でいたいと思っ
ている。

「 周 子 瑜 事 件 」 に 想 う こ と
－ 台 湾・ 中 華 民 国 の ジ レ ン マ

大阪大学大学院  岡野翔太 ( 葉翔太 )

大 敗 し た 国 民 党 に 与 え ら れ た 課 題 と は

８年間の間続いた国民党の馬英九政権下
では台湾経済の対中依存度が向上したほか、
中国大陸の自由旅行開放などを受け、訪台
する中国人観光客が増加したことから、自ら
を「中国人ではなく台湾人」と考える“ 台湾ア
イデンティティ” なる意識が広まった。

そして、２０１４年に起こった両岸のサービ
ス貿易協定においては、馬総統が中国大陸
側とブラックボックスの中で話を進めた事に対
し怒りをあらわにした学生らが、立法院を占
拠するなどのデモ活動「ひまわり学運」を巻き
起こし、若者の政治への関心を高め、馬政
権への不信感を強めた。その後の２０１４年
１１月に行われた台湾統一地方選挙では、こ
の一連の民意が露骨に結果に表れ、国民党
は６大直轄市長選で新北市のみの当選、台
北市や台中市でポストを奪われるなど完敗。
当時国民党主席だった馬総統は責任を取り
主席を辞任した。

さらに馬総統は２０１５年１１月、歴史的と
もいえる両岸首脳トップ会談を実現させ、中
国大陸の習近平国家主席と「一つの中国」原
則を中台間で確認したとされる「９２年コンセ
ンサス」の強化、敵対状態の緩和、交流の
拡大、両岸ホットラインの設置などについて
話し合った。このような状況下で台湾の民意
は、台湾と中国大陸との接近に危機感を覚
えざるを得ず、両岸関係の現状維持や民主
制度を重んじる政策を掲げていた民進党が
民意を代表する形で当選したとも考えられる。
「１つの政党が政権を握る期間が長すぎ

た。この８年間、馬政権下では優良な改善
が見られなかったので、今回は民進党に想
いを託し投票した。新しい総統と政府には、
さらに深く民衆の声を理解してほしい」（台湾
人女性・２９歳）。
「国民党は馬英九総統に潰されてしまっ

た。民進党と蔡総統に望むことは、“ 台湾と
いう国を世界に認めさせてほしい ”というこ
と。民進党に期待している」（台湾人男性・
２１歳）。

国民党が支持者の信頼をどのように取り戻
すのか、注目される。

このほど、国民党の朱立倫氏の総統選
における得票率は３１．０％で、国民党に
とっての分裂選挙となった２０００年の総
統選挙を除き、最も低い得票率だった。
党の大敗を認め、責任を取るため主席を
辞任した朱立倫氏。これに続き、当時行
政院長だった毛治国氏も１８日、自らの辞
任と行政院の総辞職を表明した。

馬総統は、行政院総辞職を認めず、民
進党の蔡主席に行政院長の指名を要請し
たが、蔡主席が２３日に要請を正式に拒
否したため、馬総統は民進党による組閣を
断念。２５日、毛氏の辞任を認め、後任
に行政院の張善政副院長を任命した。張
氏は今後、新政権と密接に意思疎通を行
うとしている。新しい内閣は、立法院の新
会期が始まる２月１日に正式に発足する。

なお、国民党の主席選は３月２６日に実
施されることになり、立法院の洪秀柱副院
長や現在、代理主席となっている黃敏惠
氏が出馬する。前台北市長の郝龍斌氏も
出馬を表明していたが、直前になり「今後、
私は党員として党内の全党員たちと共に国
民党の進む方向を探し、共に党の建て直
しを図っていく」と述べ、出馬しない意向
を示した。

一方、主席を辞任した朱氏は１８日、
総統選のために休職していた新北市長の
公務に復帰。約３カ月間の休職について
市民に謝罪するとともに、「今後は全力で市
政運営にあたる」と述べた。

第九回立法委員議席

113席

国民党35席 民進党68席 親民党3席 時代力量5席 無党聯盟1席 無党籍1席

浅野和生氏（中央）と台湾人留学生

平成国際大学法学部長の
浅野和生氏

敗北を宣言する国民党の朱立倫主席（右）

投開票当日の記者会見を行った党主席の黃國昌
氏と林昶佐氏

国旗騒動の
周子瑜さん

開票中、民進党本部前に集まった
民進党支持者ら

国 民 党、大 敗 認める 立委選と時代力量
変化する台湾の民意

韓 国 ア イ ド ル グ ル ー
プ の 周 子 瑜 事 件

       Voice

投稿

衆議院・秋元司議員
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照明器具を主体にした開発技術の展示
会「ライティングジャパン２０１６」が１月１３
日より１５日まで東京ビックサイトで開催され
た。台湾区照明灯具輸出業同業公会（以下：
同会）率いる台湾企業１４社は同展内の「第
８回ライトテックEXPO」に出展し、広くその
技術をアピールした。

同会は、ライトテックEXPO の開催時より
毎年台湾パビリオンに出展している。今年の
出展企業は、主に LED を使用した製品を数
多く展示し、各企業それぞれが独自技術によ
る台湾の品質の高さを PRした。同会の監
事会召集人の姚文氏によると、出展企業は
大手企業に加え、自ら出展を申し出た中小企
業からの出展が多数を占めた、と説明した。

台湾現地ではなく、日本と欧州を中心に
LED tube、天井灯、ダウンライトなどの商

東日本大震災と東京電力福島第一原発
事故により甚大な被害を受けた福島県南
相馬市の桜井勝延市長は昨年１２月に初
めて台湾を訪れた。震災後の同氏の海外
訪問は今回が初めて。訪問先の台北市の
国立台湾大学で同２７日 NPO 法人日台
学生交流会（和田健一郎代表理事）主催の

「感謝台湾交流会」に出席し、台湾の学
生たちに震災時の義援金への感謝の気持
ちとエールを伝えた。

交流会には台湾大生ら約８０人が出席
した。桜井市長は随行員らと共に会場に
現れて中国語であいさつし、「私は皆さんに
感謝の気持ちを伝えるために台湾に来た。
南相馬市民を代表して心から御礼を申し
上げたい。今後、台湾と日本、南相馬市
の関係がより親密になっていくように取り
組んでいきたい」と述べ、震災と原発事故
当時の体験や自身の学生時代の思い出を
語った。

学生たちの表情を見た桜井市長は「皆さ
んは若い。私も自分はまだ１８歳だと思っ
ている」とおどけてみせた。会場は和やか
な笑い声に包まれたが桜井市長の話は続

台北駐日経済文化代表処（沈斯淳代表、
以下：代表処）は１月４日、代表処内で新年
会を開催した。同会には交流協会の今井正
理事長をはじめ、在日台湾政府団体の代表
や在日台湾企業関係者、在日華僑団体の会
長など多くの出席者で新年を祝った。

沈代表は挨拶の冒頭で、「申年は勝負に勝
つ年、別の言い方で “ 勝る”（マサル）年」と
干支にちなんだ言葉を引用し、１年の安泰を
祈願。また、メディアの取材に対しては「今
年は挑戦の年であり、チャンスの年でもある。
代表処はもちろん全力で精進し、皆様からの
支持のもと、日台間でより高品質な相互交流
の機会を創り出したい。なお、全ての直面す
る議題にも適切な対応を獲得する」と抱負を
述べた。

さらに沈代表は TPP についても言及し、
「台湾は TPP 参加国と極めて密接な経済・
貿易関係があり、我々としましても早期に
TPP に参加したい」と述べ、日本各界からの

品構成で展開する和正豐光電股份有限公
司は、台湾製と日本製の部品のみを使用し、
品質の高さを武器にその技術力を売りにして
いる。同社製品をPR する陳威丰氏によると、
中国大陸や台湾の他企業と比べ、製品の値
段は割高だが天井灯は故障時の修理代が高
くつくケースもあり、「最初から良いものを購
入し長く使用したい」という顧客から好評を得
ている、という。さらに陳氏は「２０年の東京
オリンピックで使用する競技場の天井灯に設
置していただけるようアピールを続けていきた
い。さらに、日本支社の設置を計画中」と日
本市場向けの目標を語っていた。

また、１２年前よりすでに台湾の明緯企業
股份有限公司（以下：明緯）と代理店契約し
ている協和の安川洋一氏は「LED、各種電
源を取り扱う明緯と代理店の契約を締結時
の頃は知名度が低かった。しかし、現在は
業界内でも有名企業になっており、明緯の商
品を使いたいという企業はかなり多い。やは
り低価格・高品質というのが人気の原因だ
ろう。日本の技術にはまだ及ばないが、海外
のメーカーと比べれば品質は１番だ」と評価
している。

一方の姚氏は、業界全体の日本市場に
おける現状について、「今までライトテック
EXPO に出展してきたが、我々台湾の業者に
とって日本の業者はライバル関係にあるため、
日本と台湾の協力関係はまだまだ薄いといえ

く、「私は１８歳の
ときに宮沢賢
治にあこが
れて、彼の
母校である
岩 手 大 に
進 み、 農
業を学んだ。
世界観が広が
り、新しい世
界をもっと知
りたいという
衝動からたくさんの人と会って、各国の農業
の現場を見て回った。ぜひ皆さんも今の新
鮮な気持ちを忘れずにいてほしい。原発は本
当に必要なのか？などの疑問にも、自分なり
に納得のいく答えを見つけていってほしい」と
語りかけると、学生たちは真剣な表情になっ
ていった。

最後に桜井市長は「皆さんもぜひ、南相
馬に来てほしい。そして、同年代の若者と語
り合って友達になってほしい」と結んだ。講
演後、桜井市長は学生らからの質問攻めに
も、終始にこやかに対話していた。

支援を求めたほか、文化面では今年１０月に、
先日プレオープンした台湾・嘉義の国立故宮
博物院南部分院で、東京と九州の国立博物
館所蔵の美術品の特別展を開催することを
挙げ、「文化交流は日台双方の相互理解を増
進し、人的往来の増加をもたらし、双方の新
しい関係を推進していくパワーが生まれる」と
述べ、さらなる日台交流に期待した。

一方、今井理事長は「これまで日台関係
は様々あったが、やはり一番忘れられない
のは東日本大震災の際、台湾の方々から思
いやり溢れる暖かい支援を頂いたこと。当時
の様々なエピソードを思い出すと涙が出てく
る」と台湾に対する感動の気持ちを再度表し、

「日台は現在、数年前では難しいと思われて
いた事柄が多方面で実現している。双方の
関係のさらなる発展に向けて交流協会も努力
する」と述べた。

なお、日本中華連合総会の毛利友次会長
は華僑を代表し、「我々華僑は２３００万人の

る。しかし、世界のマーケットに進出する事
を視野に入れると、将来的には日台の企業
が提携し協力関係を築いていく必要がある」
と課題を提示。その上で「日台はもともと有
効な関係にあるため、協力関係を築く際に大
きなトラブルはないだろう。日本の技術の高さ
と、台湾の生産力の高さを上手くマッチさせ
れば良い協力関係が生まれる」と期待してい
た。

同展初日の１３日、台湾パビリオンを視察
した台湾貿易センター東京事務所の呉俊澤
所長も、「日台の照明業界で企業間の提携例
は少ないため、台湾貿易センターでも日本企
業側の説得などの面で協力したい。ここ２～
３年来、同業界の景気は日本も台湾も良くな
い状況が続いている。この状況を打破するた
めにも日台は協力していくべき」と述べ、日台
の協力関係強化の必要性を改めて示した。

台湾人の幸せとアジアの平和、また、アジア
の経済交流、台湾の経済発展が一番大切だ
と思う」と今後の台湾における安泰を祈った。

目指すは日台の協力関係強化！
～ライティングジャパンに台湾企業１４社が出展～

目指すは日台の協力関係強化！
～ライティングジャパンに台湾企業１４社が出展～

南相馬市桜井市長、台湾初訪問で講演

沈代表、新年会で「今年は挑戦とチャンスの年」沈代表、新年会で「今年は挑戦とチャンスの年」

台湾では中国語の他に、台湾語も広く使用されて
います。台湾特有の言葉を覚えて台湾への理解を
深めましょう！

受け答え編

台湾語：スイ

日本語：すごい、綺麗
中国語：リーハイ（厲害）、ピャオリャン（漂亮）

台湾語：エンダオ

日本語：かっこいい
中国語：シュワイ（帥）

台湾語：ゴーズイ

日本語：可愛い
中国語：クーアイ（可愛）

※台湾語は地域により様々な言い回しがあります。
同コーナーでは一般的に良く使われる台湾語をカ
タカナで紹介しております。

台湾区照明灯具輸出業同業公会の監事会召集人
（左）らも各社を視察

台北駐日経済文化代表処の沈斯淳代表 感謝台湾交流会」にて

初訪台した福島県南相馬市の
桜井勝延市長（右）

日本と台湾の部
品のみを使用し
た和正豐光電股
份有限公司の天
井灯
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　中華民国留日
大阪中華総会が
毎年主催する「台
湾 春節祭」が２
月１４日の１０時
から１５時半ま
で、大阪中華学
校にて開催される

（雨天決行、入
場無料）。会場で
は、豆花、ねぎ
餅、豚まん、台
湾ソーセージなど
の台湾屋台料理
のほか、タピオカ
ミルクティーや烏
龍茶などのドリン
クが発売される。また、舞台では獅子舞、中華伝統芸、
二胡演奏、中華歌謡、民族舞踊、そして豪華商品が当
たる抽選会も行われる（枚数限定の整理券発行）。同春
節祭は今年で１６回目を迎える。昨年は生憎の雨模様だっ
たにもかかわらず約６０００人の来場者で賑わった。

問い合わせ↓
在阪華僑春節祭実行委員会　Tel：06-6271-3185

大阪中華学校で春節祭開催
　２００９年に「好去好
来歌」(すばる文学賞佳
作 ) でデビューした台
湾人作家の温又柔さん
は待望のエッセイ「台湾
生まれ 日本語育ち」の
刊行を記念して２月１２
日、ジュンク堂書店池袋
本店４F 喫茶コーナーで
日本人作家の中島京子
さんとトークイベントを行
う（１９時３０分～）。中
島さんは、台湾・北京・
上海が舞台の旅小説集

「のろのろ歩け」( 文春
文庫 )が台湾で映画化を予定されるなど、台湾に所縁の
ある作家。同イベントではお互いの共通テーマでもある「歴
史」と「コトバ」、「家族」などを切り口に、日本と台湾、そし
て文学の可能性について語り合う。トーク終了後にはサイ
ン会も予定している。参加には事前予約が必要で、１階
サービスコーナーもしくは電話で予約可能。入場料はドリ
ンク付きで1000円（当日支払い）。

問い合わせ↓
ジュンク堂書店池袋本店　Tel：03-5956-6111

刊行記念・温又柔さん×中島京子さんトークイベント
　日本と台湾で活躍する歌手
であり、あしかが輝き大使も務
める真氣さんのコンサートが３
月３日と５日、それぞれ恵比寿
と足利市で開催される。同コ
ンサートでは、真氣さんと台湾
をより深く繋ぐきっかけとなった
代表曲「サルルンカムイ～湿原
の神～」や、台湾へ感謝の気
持ちを込めて書き下ろした「從
心底 謝謝你」、そして、李
香蘭さんの名曲「蘇州夜曲」や

「夜来香」などの楽曲が披露される。３日は恵比寿のアー
ト・カフェ・フレンズで１８時会場１９時半開演（料金：
３５００円＋ドリンク代５００円）、５日は足利市のハマダ
ホールで１４時半会場１５時開演（料金：１ドリンク込み
３０００円）。チケット申し込みはいずれも、氏名、住所、
電話番号、希望チケット枚数を記載の上、真氣レーベル

（Mail:）まで。「今年で311東日本大震災から5年が経ち
ます。コンサートには台湾のお客様もよくお越しくださるの
ですが、今回、台湾の皆様へ『ありがとう』の気持ちが届
くよう、心を込めて歌わせていただきます。1人でも多くの
方に聴いていただければ幸せです」（真氣さん）

問い合わせ↓
真氣レーベル：makilabel@kind.ocn.ne.jp

　４会場を巡るゴー・ラ
ウンド・ イベント「 京 音
-KYOTO- 2016」が２月２７
日、２８日に京都府内で行わ
れ、２７日には台湾から２グ
ループが出演する。KYOTO 
MUSE で行われる２７日の
昼の部（１４時開場 /１４時
半開演、ライブハウス２ヶ所
通し券４５００円）には「落日
飛車」が、METROで行わ
れる夜の部（２２開場・開演、
当日券２０００円）には「森林」が出演予定だ。昼の部チケッ
ト購入者はドリンク代のみで夜の部への入場可能。チケッ
トは、ローソンチケット(0570-084-005/Lコード:57136)、
e＋(http://eplus.jp)、チケットぴあ (0570-02-9999/P
コード:285-140)、楽天チケット(http://r-t.jp/ky-o-to)
にて発売中。詳細はこちら→京音 -KYOTO-オフィシャル
HP<www.ky-o-to.com>

問い合わせ→ YUMEBANCHI 06-6341-3525
( 平日11:00～19:00、チケットに関する問い合わせ対応 )

　テレビ東京系旅バラエ
ティー「ローカル路線バス
乗り継ぎの旅」を映画化し
た「ローカル路線バス乗り
継ぎの旅 THE MOVIE in 
台湾」が２月１３日より新宿
ピカデリー他で全国公開さ
れる。同映画には、番組で
レギュラーを務める太川陽
介さんと蛭子能収さん、そ
してマドンナとして初訪台
だったという三船美佳さん
が出演している。３人は３
泊４日で台北から台湾最南端の鵝鑾鼻（ガランビ）灯台ま
で台湾の路線バスを乗り継ぎ、制限時間内でゴールを目
指すが、ヒッチハイク、高速バス、電車の使用が禁止と
いう厳しいルールに加え、台風２１号の台湾直撃や、言葉・
文化の壁が待ち受ける。笑い有り、ボケ有り、涙有りの
感動ロードムービーだ。由紀さおりさんが歌う主題歌「人
生という旅」も要チェック。

問い合わせ→アスミック・エース　Tel：03-5413-4355

　千葉ロッテマリーンズと台
湾のプロ球団 Lamigo モン
キーズは２月１３日と１４日、
石垣市中央運動公園野球
場でアジアゲートウェイ交流
戦を行う（１１時開場、１３
時試合開始）。チケットは内
外野フリーチケットで５００円

（大人・子供一律）、島内
のチケット取り扱いは、ロッ
テキャンプ会場内 総合案内
所、また、島外からの購入
希望者の購入予約についてはこちら→ http://ishigaki-
camp.com/ticket/　（受付期間２/１、１０時～２/１、
１７時）。また、同交流試合の開催を記念し、２月１３日
には石垣島新春花火とLamigoガールズをゲストに迎え
た街コン「Lamigoナイト」を開催する（会場：美崎町、
参加費５５００円）申し込みはこちら→ http://ishigaki-
jima.jp/info/6315

問い合わせ↓
千葉ロッテ石垣島協力会：supokou@city.ishigaki.okinawa.jp

　 台湾を
代 表する
室内楽ア
ンサンブ
ル Cicada

（ シ カ ー
ダ）が２月
に初 来日
し、福岡・北九州・東京の３都市でライブツアーを行
う。２月２６日は福岡のPapparayray（１９時開場 /２０
時開演、前売３５００円 /当日４０００円）、同２７日は
北九州の旧門司文化服装学院（１７時開場 /２０時半開
演、前売り３６００円/当日４１００円）、同２８日は渋谷
のVACANT（１６時半開場 /１７時開演、前売３５００
円/当日４０００円）で開催される。同ツアーでは、東京
のレコードレーベル flau からリリースした「Ocean」、２
月にリリースする初期ベスト「Farewell」の２作品を携え、
瑞 し々く叙情溢れるメロディーとポストロックのダイナミズム
が融合した美しいアンサンブルが披露される。詳細はこち
ら→ http://www.flau.jp/events/cicada2016.html

問い合わせ→ flau：event@flau.jp（ツアー全体）

真氣さんコンサート

「京音 -KYOTO- 2016」に台湾から２バンド出演 「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 THE MOVIE in 台湾」が全国公開室内楽アンサンブルグループ「Cicada」が日本初ツアー石垣島で千葉ロッテ vs Lamigo が交流試合

Information エンタメ／イベント／日台交流

　台湾文化センターでは２月１２日より２６日まで毎日、
台湾を代表する映像作家の陳界仁（チェン・ジエレン）
の最新映像インスタレーション「残響世界（２０１４）」を、
１１時、１３時、１５時、１７時より上映する（予約不要）。
これに伴いSHIBAURA HOUSEでは、２月１６日、１７
日、１８日の３日間（共に１９時開演）で、陳界仁によるレ
クチャーパフォーマンスと、ゲストを迎えた観客との対話
の場「コモンズ・トーク（ワンドリンクつき）」を行う。ゲス
トは、１６日が藤井光 ( 美術家、映画監督 )、１７日は港
千尋 ( 写真家、多摩美術大学教授 )、１８日に笠原恵実
子 ( 美術家、多摩美術大学教授 )を予定している。同作
は、１９３０年、台湾の日本統治時代に、台湾総督府が
設立したハンセン病患者収容施設「楽生院」をめぐる映像
作品。同企画は、日本およびアジア地域の芸術文化振興
に寄与することを目的に発足した日本の芸術公社が主催
するレクチャーパフォーマンス・シリーズの第１弾として行
われる。

問い合わせ→芸術公社　TEL：080-3936-6676

台湾アートの先駆者、チェン・ジエレン最新作、日本初上映！

陳界仁の作品

今年も開催！大阪で台湾春節祭

真氣さんのコンサート～
李香蘭を歌う～

台湾アーティストも主演
２月１３日より全国公開

Cicada が来日ツアー開催

石垣島で千葉ロッテと台湾
のＬａｍｉｇｏが交流試合

温又柔さん × 中島京子さん
トークイベント
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労働部職業安全衛生署は、今年1月1日
から実施された完全週休二日制度に伴い、
健康障害発症のリスクが高まるとされる時
間外労働時間「過労死ライン」を改正した。
健康障害が起きる直近1カ月間の100時
間、または2カ月間ないし6カ月間にわたっ
ては月80時間とし、日本と同基準となる。
改正前はそれぞれ、92時間、80時間だっ

た。過労死ラインは医師が労働によって健
康障害が起きたと診断する参考基準として
用いられるもの。実際に過労が認められる
かどうかは、医師の判断に任せられ、立証
の責任は雇用主が負う。

Jan5 台湾の「過労死ライン」が日本と同基準に
財政部は AIIB（アジアインフラ投資銀

行）の加盟を文書にて正式に申請した事を
明らかにした。4月にＡＩＩＢの新会員と
なる事に期待を寄せている。さらに財政部
は、「中華民国（台湾）は主権国家で、AIIB
加盟申請は平等と尊厳を前提にしており、
地位が矮小化され、またはオブザーバーに

しかなれない場合、参加を見送る」として
いる。名称についても、「チャイニーズタ
イペイ（中華台北）」が許容の限界としてい
る。台湾は昨年3月に、AIIB の創設メン
バーの加盟申請文書を送っていたが、最終
的に、創設メンバーに選出されなかった。

Jan17 台湾がＡＩＩＢ加盟を再度申請
台湾の窓口、桃園国際空港の搭乗待合

室に図書室が誕生した。室内には1200冊
ほどの書籍や雑誌、タブレット型パソコン
などが設置され、飛行機の待ち時間を有効
活用できるようになった。 付近には乳が
ん防止基金会などの慈善団体のブースも設
けられ、チャリティーグッズの販売も行わ

れている。桃園空港内には既に無料のシャ
ワー室、インターネット接続サービス、ス
ポーツジムのような運動が出来るスペース
などが設置されているほか、出国エリアで
は免税品店と協力してパイナップルケーキ
やソーセージ、ヌガー、台湾高山茶などの
試食試飲も提供している。

Jan27 桃園空港に図書室誕生！待ち時間を有効活用

経済部と中華民国観光工場促進協会は
台湾全土31ヶ所の観光工場で合同キャン
ペーンを12月31日から2月14日まで開
催中だ。北部の11ヶ所、中部の10ヶ所、
南部１０ヶ所の、衣料品、食品・菓子、日
用品、文化・芸術などをテーマとする観光

工場が参加しており、スタンプラリーによ
るプレゼントなども行われている。台湾メ
ディアによると、2015年に観光工場を訪
れた観光客数は延べ2200万人、消費規模
は40億元（約146億1935万円）となって
いる（元＝ニュー台湾ドル）。

Jan5 経済部、観光工場31カ所と合同キャンペーン 台南市の国立台湾歴史博物館と国立台
湾文学館、そして六然居資料室の三者はこ
のほど、日本統治時代に「台湾の人々にとっ
て唯一の言論機関」と呼ばれた日刊紙「台
湾新民報」を復刻し出版した。国立台湾歴
史博物館によると、「台南新報」、「台湾日報」
などの復刻に続き、日本時代の一般の人々

を研究するためのルートを新たに掘り下げ
るため、今回の同紙復刻を試みたという。
同博物館は、「台湾新民報」の復刻は日本占
領時代における台湾の歴史と文化の研究に
大きく寄与すると共に、台湾に関する研究
に新たなエネルギーをもたらし、新たな視
野を広げてくれるものだとしている。

Jan21 日本統治時代の日刊紙「台湾新民報」が復刻、出版へ
ハイヒールの形をした一見変わった教

会が嘉義県布袋鎮に誕生し、台湾で話題と
なっている。同教会は、風土病克服への願
いや将来への希望が込められており、青を
基調とした斬新な外観が特徴。高さは17
メートル幅11メートル。外面には青のガ

ラスを320枚使用している。同県の張花
冠県長は、「この教会は、貧困から抜け出し、
幸せに向けて歩き出すという意味が含まれ
ている」としている。 教会は旧正月前に部
分開放予定（1月29日現在）。

Jan27 嘉義にハイヒール型の教会　風土病克服の願い込め

交通部は満75歳以上の運転免許証（二
輪車および四輪車）所有者を対象に、体格
検査および認知機能測定検査を実施し、合
格した人のみに短期2年間の運転免許証を
交付する方針を決定した。現行の法令では、
運転免許証に年齢制限はなく終身有効。交
通部では今年上半期に関連法規を改正し、
6月から周知、指導を図り、来年から正式

に施行する。今回の決定は満75歳以上の
人の運転による車両の事故が増えている事
への対応措置。試験内容は、体格検査では
視力、色弱、張力、運動能力、夜盲症の有
無などを調べる。また認知機能測定検査で
は、試験時の時間や場所の確認、記憶力な
どをチェックする。

Jan11 75歳以上の運転者の検査実施、高齢者の運転事故防止へ
台湾では１月下旬の寒波の影響で少な

くとも60人が死亡した。死因の多くは低
温による心疾患の悪化だという。25日は
各地で記録的な低温となり、中部以北の小
中学校で休校が相次いでいた。また、中央
気象局によると、台北近郊の陽明山の2カ
所で24日、日本統治時代の1937年に観
測所が設置されて以来、79年間で最も低

い気温を記録した。なお、北東部・宜蘭県
の太平山では24日、降雪で山道が閉ざさ
れ、山荘の宿泊客が一時、下山できなくなっ
た。24日の積雪量は合歓山では30センチ、
拉拉山では20センチ以上、玉山では16セ
ンチだった。台北郊外の猫空や新北市烏来、
新店、坪林、基隆市郊外の姜子寮山などで
も降雪が観測され、台湾中が騒然となった。

Jan24 台湾に雪？！各地で大寒波、60人が死亡 台湾初の女性総統に選出された民進党
の蔡英文次期総統は日本の超党派の国会議
員で構成される日華議員懇談会の古屋圭司
幹事長らと面会した。蔡氏は面会時、日本
との経済協力を促進するため、新政権では
日本企業界との協力プラットホームを設置
するなどの考えを示した。また、蔡氏は、

経済発展と産業構造の転換が最優先課題だ
と説明。環太平洋経済連携協定（TPP）へ
の参加や日本との経済関係強化などを目指
すと語った。これを受け古屋幹事長は、日
本政府と日華議員懇談会のメンバーは台湾
の TPP 交渉への参加を支持すると語った。

Jan27 蔡英文次期総統が日華議員懇談会の議員らと面会

世界の航空会社の安全性を調査するド
イツの「ジェット・エアライナー・クラッ
シュ・データ・エバリュエーション・セン
ター（JACDEC）」は、2015年の世界で最
も安全な航空会社ランキングを発表。台湾
のエバー航空が優れた安全性を評価され見
事世界３位に選ばれた。上位1位と2位は

順に香港のキャセイパシフィック航空、ア
ラブ首長国連邦のエミレーツ航空だった。

Jan12 エバー航空、世界で最も安全な航空会社第3位の栄誉
台湾のレコード会社・相信音楽は、相

次いで女性関連の不良行為を起こしたとし
て、同社所属のバンド「マジック・パワー

（MP 魔幻力量、以下：MP）」のボーカル、
嘎嘎（ガーガー）を1月31日を最後にグルー
プから脱退させるとした。MP は24日、
ライブ「KKBOX MUSIC AWARDS」に

出演。メンバー6人全員が揃う最後の舞台
となった。台湾メディアによると、ガーガー
は昨年12月下旬、女性アイドルと屋外で
不適切な行為におよんだとされている。同
6月にも別の女性芸能人との親密な動画が
流出し、騒動となっていた。

Jan24 マジック・パワーの嘎嘎がメンバー脱退 馬英九総統は、関連省庁の関係者及び
専門家らを引き連れ、南シナ海にある南沙
諸島の太平島を視察した。台湾帰国後の同
日夜に行われた国際記者会見で馬総統は、
太平島視察の目的について説明。「旧正月
期間を前に、太平島に駐在している行政院
海岸巡防署の職員らの労苦をねぎらう事」、

「太平島が台湾の提起する『南シナ海平和

イニシアチブ』実践の起点のひとつとなる
よう説明する事」、「太平島が平和的救難の
島、生態の島、低炭素の島となるよう、平
和への各用途を推進する事」、「フィリピン
が中国大陸に対する仲裁案の中で、太平島
の法的地位を引き下げた事について、速や
かに厳正なる指摘と説明を行う事」とした。

Jan28 馬英九総統が南沙諸島の太平島を視察

台湾電力は再生可能エネルギーの開
発を積極的に推進する。今後15年間に
4000億元（約1兆3957億日本円）超を投
じる方針で、2030年には洋上風力発電
180万キロワット、太陽光発電100万キ
ロワット、陸上風力発電と地熱発電を合わ
せて70万キロワットとする計画だ。同社

再生能源（再生可能エネルギー）処の陳一
成処長は、今年下半期には試験的に井戸掘
削作業を行い、来年にも発電装置を設置し
て試験運転を開始する。初期段階では400
キロワット時規模の発電を、3年以内に
2000キロワットまで引き上げたい、とし
ている（元＝ニュー台湾ドル）。

Jan15 台湾電力がグリーンエネ開発の取り組み、15年で4千億元超投資
衛生福利部食品薬物管理署（以下：食薬

署）は、台湾が輸入を禁じている福島など
5県（福島・茨城・栃木・群馬・千葉）で製
造された疑いがある日本製菓子２種類を輸
入したとして、載来有限公司と向虹園貿易
有限公司の2社を捜索し、計1163袋を差
し押さえた。商品包装上に印字された製造

所固有番号から、福島県と茨城県で製造さ
れたとみられている。一部の商品はすでに
流通しているため、食薬署は直ちに売場か
ら回収するよう命じた。

Jan26 禁輸指定県の日本製菓子1163袋を回収 中華職棒は3月5日にナゴヤドーム、6
日に京セラドーム大阪で開催する、日本代
表と台湾代表による交流試合の台湾選抜
メンバーを発表した。リーダーは Lamigo
の洪一中監督、隊長は「台灣巨砲」と呼ば
れている陳金鋒選手が任命され、メンバー
は4チーム、26人のスター選手らが選ば
れた。投手は Lamigo の王溢正選手、中

信ブラザーズの謝榮豪選手などが務める。
世界一奪還を目指す2017年のワールド・
ベースボール・クラシック（WBC）へ向け
た強化の場となるとされており、日本メ
ディアによると、台湾代表と日本代表は
2013年11月に強化試合を行って以来の
対戦となるという。日本側のメンバーは2
月に発表される予定。

Jan29 日台プロ野球選手の強化試合、台湾側のメンバー発表
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台北駐日経済文化代表処の陳
調和副代表は１月７日、東京・
江東区の新砂運動場で開催され
たサッカーチーム「ブラジル佛光
山」国際親善サッカー大会に出席
し、挨拶で、「同大会は台湾、日
本、ブラジルとの友好の絆をつな
ぐものであり、意義のある活動だ」
と述べると共に、主催した国際佛
光会東京協会に対し、感謝の意を
表した。同大会には、ブラジルの
高校生チーム、日本からは都立東
高等学校、私立修徳高等学校の各
チームが参加した。当日は僑務委
員の何道台氏、東京台湾商工会の
陳慶仰会長らも駆けつけ、選手た
ちを応援した。日本メディアによ
ると、同チームは台湾の宗教法人

「佛光山」が2004年にブラジルの

貧困地域の子どもたちのために立ち上げた高校男
子サッカーチーム。主に、サンパウロ州のコチア
市から２１キロ離れた団地のコートで練習を行っ
ている。同州の各市から６０チーム、１５００人
以上の選手が集まった「VGP（ヴァルジェン・グ
ランテ・パウリスタ）サッカー大会」では２度優
勝を経験する強豪であるという。

サッカーを通して台湾・日本・ブラジルの友好交流が深化
駐日経済文化代表処

国立大学法人琉球大学は１月
２３日、国際討論会を行い、那覇
分処の蘇啓誠処長が「日台漁業取
り決め」について講演した。蘇処
長は講演で、「１９９６年６月に
国際海洋法が誕生してから、領海
基線から２００海里までの水域を
排他的経済水域とされた。日台は
経済水域が重なるため、双方は同
年の８月に初の漁業会談を行い、
２００９年までに計１６回の会談
をするも合意に達しなかった。こ
のため、２０１２年９月に日本政
府が尖閣諸島の国有化を提示し、
東シナ海の情勢は緊張感を増し
た」と説明した上で、馬英九総統
が２０１３年８月５日に、“ 関係
国が自制し、争議を棚上げにし、
平和的手段で争議を処理し、並び

にコンセンサスを求め、東シナ海行動規範を作り、
資源を共同開発するためのメカニズムを構築し、
東シナ海の平和を確保するよう呼びかける ” とし
た「東シナ海平和イニシアチブ」を提起した事を
挙げた。さらに、「これにより同年４月１０日に
開催された第１７回漁業会談の際、双方が同意し
たうえで『台日漁業協定』に調印し、長年の議題
を解決するに至った」と成果を述べた。

蘇処長、「日台漁業取り決め」について講演
駐那覇分処

大阪分処の処長を務めていた
蔡明耀氏が任期を終え退任し、１
月２０日、新たに張仁久氏が処長
に着任した。

張処長は１９８４年に外交部
に入省し、東京の台北駐日経済文
化代表処で秘書官や次長、部長
を歴任したほか、大阪分処でも
２００１年から３年半の間、副処
長を務めるなど、日本での業務を
中心に実績を残してきた。また、
張処長にとって大阪は生誕の地で
もある。
「故郷とも言える大阪で再び仕

事ができることを本当に嬉しく
思っています。担当する2府１８
県の人々と、経済、文化、教育な
ど様々な分野で交流を進めていき
たい」（張仁久処長）。

一方、任期を終えた蔡氏は１月１９日に帰国。
亜東関係協会の秘書長に就任する。なお、同協会
の秘書長の前任は張処長が務めており、お互いに
交代する形での就任となった。

大阪分処の処長に張仁久氏が着任
駐大阪弁事処

札幌分処は１月１５日、札幌
市内のホテルで「北海道日台親善
協会連合会新年交流会」を開催し
た。同会には、成立予定の協会を
含め、道内の日台親善協会全１８
団体の会長ほか、大樹町の酒森正
人町長、アイヌ民族博物館の野本
正博館長らが出席し、交流を深め
た。札幌分処の陳桎宏処長は挨拶
で、北海道日台親善協会連合会が
道内各地の日台親善協会の取りま
とめ役として広く北海道と台湾と
の友好交流拡大のため尽力頂いて
いることに対し、謝意を表示。ま
た、「同処開設の２００９年頃か
ら北海道と台湾との人的交流が拡
大、２０１５年推計値で来道台
湾人観光客数が年間５０万人を
突破するだろう」と述べ、このほ

か、経済、文化、スポーツ、青少年等多方面で交
流が飛躍的に進展している現状について言及し、
２０１６年も引き続き関係を強化したいとした。
なお、同会に参加した北海道各地の日台親善協会
の会長らは活動報告を実施した。

札幌分処が「北海道日台親善協会連合会新年交流会」を開催
駐札幌分処

福岡分処の戎義俊処長は１月
２３日、平和楼で行われた日華
( 台 ) 親善友好慰靈訪問団帰朝報
告会で「暗黙知と日本精神」と題
する講演を行った。講演者の戎処
長ははじめに、東日本大震災につ
いて、「日本人は秩序を失わず整
然と行動し、あの悲惨な混乱の中
においてさえ、他人を思いやる心
を失わなかった。これが他の国で
あれば略奪や暴動が起きても不思
議ではない状況であり、世界は日
本人の品格の高さに驚かされた。
昔から日本社会においては「暗黙
知」が出来上がっており、言われ
なくてもしっかり社会秩序を守
る潜在意識が身に付いている」と
語った。その上で「暗黙知、日本
精神、芝山巌精神の根源は、『心

のあり方』にある。現代においては見えにくくなっ
ているかもしれないが、日本人の長い歴史の中で、
父母・祖父母から子や孫へ、それらは脈々と日本
人の中に確かに受け継がれているものであると思
う」と評価した。同会には同団会員や筑紫野市議
会の橫尾秋洋議員、宮崎県議会の中野一則議員ら
計７０人が参加し、戎処長の講演に耳を傾けた。

戎総領事が講演で日本の「暗黙知」を評価
駐福岡弁事処

台湾貿易センターと国際企業
人材育成センターは１月２０日、
ホテルオークラ東京で台湾国際
企業人材育成センター（ITI) イン
ターンシップ開幕式を開催した。
同式には中華民国対外貿易発展協
会の黄文榮秘書長が会場に駆けつ
けたほか、交流協会の舟町仁志専
務理事、橫濱企業経営支援財団

（IDEC）の牧野孝一理事長、横浜
分処の粘信士処長、本年度の日本
研修生５２人など、約１２０人が
参列した。粘処長は挨拶で、「日
本と台湾は１９７２年以降、すで
に６１の協議及び協定を締結して
きた。また、人的交流も盛んで、
昨年の外国人訪台客数は過去最高
を記録している」と述べたほか、
研修生らに対しては、「この機会

に多くを学び、その力を発揮して、日台の経済的
協力へ貢献していただきたい」とエールを送った。
また、黄秘書長は、「ＩＴＩの研修生は１１年間
で２４６人に達している。日台の経済交流に新し
い風を吹き込んでほしい」と述べた。

国際企業人材育成センター（ITI）インターンシップ開幕
駐横浜弁事処

台北駐日経済文化代表処・各分処
〜活動内容情報〜

日本にある台湾の代表機関である台北駐日経済文化代表処では、在外邦人の保護、ビザの発給、
貿易推進、学術・科学技術・文化・スポーツ交流など、大使館や総領事館並の業務を推進しています。
ここでは代表処及び各分処の最新情報を毎月お届けしていきます。

※資料提供：駐日経済文化代表処・各分処※

サッカー少年らにエールを送る陳副代表

日台漁業取り決めについて説明した蘇処長

張仁久処長（左５）を空港で送迎

北海道日台親善協会連合会新年交流会にて

戎処長は講演で日本の「暗黙知」を評価

粘処長（左１）がインターン生にエール
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日本のタレント、太川陽介さんと蛭子能収
さんが出演するテレビ東京系旅バラエティー

「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」がこのほ
ど、台湾を舞台に映画化した。同バラエティー
が海外で撮影を行ったのはこれが初めて。
タイトルは「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 
THE MOVIE in 台湾」とされ、番組レギュ
ラーの太川さん、蛭子さんに加え、今回のマ
ドンナとして三船美佳さんが出演した。

１月２０日には、同映画の完成を記念して、
完成披露試写会が新宿ピカデリーで行われ、
主演の３人のほか、主題歌を担当する由紀さ
おりさんが出席し同映画を PRした。太川さ
んによると、同試写会には２０００人以上の
応募があったという。

太川さんは映画製作を聞いたときの心境に
ついて、「テレビ東京、何を考えているのか。
無謀としか思えなかったですね。映画として
成立するのかと思ったけど、面白くなりまし

“ 朝ごはんを通して世界を知る” をコンセ
プトに、２ヶ月毎にメニューを変更しながら
各国の朝ごはんを提供している東京・外苑
前のカフェレストラン「ワールド・ブレックファ
スト・オールデイ(WORLD BREAKFAST 
ALLDAY)」は１月５日から２月２８日まで、
台湾の朝ご飯をテーマにしたワンプレートメ
ニューやドリンクなどを提供中だ。

今期間の台湾のメーンメニューのワンプ
レートは、台湾朝ごはんの定番「蛋餅（ダン
ビン）」と台湾風おにぎりの「飯糰（ファントゥ
アン）」、そして塩気のある豆乳スープに油
條（ヨウティァオ）という揚げパンなどを浸し
た「鹹豆漿（シェンドウジァン）」が盛りつけさ
れている。さらにサイドメニューは大根餅やデ
ザートの豆花、ドリンクはタピオカミルクティ
や台湾人が大好きな米漿（ミージャン）や台
湾版コカ・コーラの黑松沙士（ヘイソンサー
スー）、台湾ビールなどなど。豊富に取り揃
えられた台湾バージョンは、店内も台湾の食
材やお正月飾りなどを用いた台湾風が装飾さ
れるなど、演出面にも工夫が凝らされている。

一級建築士であり、同店のオーナーであ
る日光デザインの木村顕社長は、「２０１３年
にこの店をオープンして、今回の台湾で１７
カ国目の朝ごはんになりました。台湾の２月
の春節に合わせたこの時期に台湾の朝ごは
んを紹介したいとの考えから、店内の飾りも

第二東京弁護士会と台北律師公會は１月
１１日と１２日の２日間、台北にて「日台弁

台湾人アーティストのライアン・スー
（蘇修賢）の新作個展「The honorable 
visitor−new paintings−（中国語題：光
榮之訪者、日本語題：誇り高き訪問者）」
が２０１６年１月１５日から１月３０日まで、
銀座の MEGUMI OGITA GALLERY で
開催された。ライアンは昨年も同ギャラリー
が運営するshowcase で個展を開催して
おり、展示した８作品全てに買い手がつく
ほどの好評を得たことを受け、このほど２
回目の個展開催に至った。

同展にライアンが台湾から持ちこんだ作
品は、１年弱の期間で制作した１５点。ギャ
ラリーの真っ白な壁に黒地のキャンバスに
描かれた白い１５匹の愛くるしい動物達を
展示した。
「僕はモノクロで動物を描いている。この

作風で描き始めたのは２０１３年の頃。そ
れまでは色味のある絵を描いていたが、よ
り内面を表す方法を探る中で黒地に白で
描くという独自のスタイルが出来上がった」

（ライアン）。
ライアンは以前より、動物やモノなどに

意味を持たせる東洋的な考えを重んじてお
り、自身が描く動物たちにも１匹ごとに異
なる意味を持たせることで内面を表現して
きた。ライアンの描く動物は、見た目の可
愛さで人を引きつけるが、よくよく鑑賞す
ると動物の頭に角のような尖りがあったり、
身体に小さな星のような光の集積が描かれ
ていたりと、神聖な雰囲気が醸し出されて
いるのも特徴の一つとされる。
「僕の絵にはモデルはいない。僕が描く

た」と話し、続いて蛭子さんが「日本より面白
くなったと思います」と発言すると、太川さん
から「より、じゃないでしょ、更に、でしょ！！」
と指摘される場面もあり、番組さながらのコ
ンビネーションを見せていた。

今回が始めての台湾だったという三船さん
は「私も来年で芸歴２０年になるのですが、
ここまで台本がなくて筋書きがないのは初め
てでした。打ち合わせでも行きと帰りの飛行
機の時間と台湾の地図しか渡されなかったの
で不安もありました」と話したが、「困っている
私たちを見ると寄ってきてくれて、自分の時間
も惜しまず手を差し伸べてくれる現地の方の
温かさに助けられました」という。

また、３人が１番大変だったと口をそろえ
たのが、言葉の問題だ。「言葉がどうしても通
じなかった。（中国語の）カードを用意していっ
たがそれを見せて通じても、それに対する答
えがわからなくて大変でした」（太川さん）。

事前に言葉を勉強したとい
う蛭子さんは、劇中で「公
車站在那裡」（バス停はど
こですか？の意）と問いかけ
る場面があったが、試写会
では「（言葉の勉強は）した
ような、しないような・・・
あまり覚えてないです」、「そ
れより印象的だったのは中
華料理のお店が多かったこ
と」などと独自の蛭子ワール
ドで奇想天外なコメントを
連発し、会場には終始笑い
が巻き起こっていた。

台湾の春節を意識し、賑やか
な雰囲気にしました。普段
は女性客が多くを占めます
が、台湾をテーマにして
からは男性客の方が多
く訪れていますね」と
話す。また、これま
で他国の朝ごはんを
提供した際、各国の
在日観光協会などか
ら意見を聞いていると
いうが、今回の台湾
メニューは木村さんが
自らが１ヶ月の期間をか
け、自身の友人の台湾人
など、本場を知る人たちに
聞き込みを行い、意見を取り入
れながら生活に密着した親しみ易い
ものを考案したという。
「台湾の朝ご飯の特徴は、外で食べる事

が多い事だと思う。そして好きなものを自分
でチョイスして食べることが出来るからバリ
エーションも豊富でいいなと思います。ベー
スは中国の文化ですが、チーズやハムを使っ
てヨーロッパ風にも見立てたところもあり、そ
のミックス感がありますよね。僕のおすすめは
鹹豆漿。台湾では年配者に好まれ、若い人
はあまり食べないと聞きましたが、伝統的な
朝ごはんを重んじている同店では、これこそ
日本人に紹介したいと思い、メニューに入れ
ました」（木村社長）。

店内でテーブルの上に目を向けると、そこ
にはお持ち帰り自由の可愛らしい三角のリー
フレットが用意されており、メニューの説明
や台湾のプチ情報が書かれている。その台
湾情報の内容は、台湾にはまだ行った事が
ないという木村さんが知人に聞いたり調べた
りして、時間をかけて制作したもの。木村さ
んは、「調べているうちに段々台湾に行きたく

護 士 交 流
会」を開催
し た。 同
交流会は、
２０１０年
３月に双方
間 で 友 好
協定が締結
された翌年
より、相互
の 交 流 促

進を目的に、年に１回の頻度で行われている。
初日には共同公開セミナーが開かれ、午

なってきましたね。歴史や文化など知る事で、
それをベースに今日の台湾があると解りまし
た。お客様にも、朝ごはんを通じてその国の
事を理解して頂けたら嬉しいです」と話してい
た。同店では、より多くの人に台湾の朝ごは
んを伝えるべく、２月には、台湾の朝ごはん
料理教室やパーティーなどのイベントも開催
予定だ（詳細は未定）。

前の部には、鈴木由里弁護士による「日本の
不動産投資および管理に関する法律実務」、
高志明律師による「台湾の不動産投資および
管理に関する法律実務」などの報告と討論が
行われた。午後の部には、藤原宏高弁護士
による「日本個人資料保護実務紹介」と張菊
芳律師による「台湾個人資料保護実務紹介」
など、両国の時事法律実務に関する紹介と
討論が行われた。また、翌日には台湾高等
裁判所、科技法廷と憲法法廷を見学。その
後、司法院の頼浩敏院長を表敬訪問するな
ど、有意義な弁護士間の日台交流となった。

動 物たち
は、 想 像
の中で出
来上がっ
ていく空
想の生き
物だ。 描
く動 物 そ
れぞれの
もつ個 性
や 輝きを
表現しており、東洋文化に倣って幸運の意味
も込めている。今回は１５匹の幸運を台湾か
ら連れて来た」（ライアン）。

ライアンの作品に魅力を感じているという
同ギャラリーの荻田徳稔氏は、初日の１５日
に行われたレセプションで「昨年もライアンの
個展を開催し好評を得たが、たった１度の個
展ではすぐに皆に忘れられてしまう。何度も
同じアーティストの個展を開催することで、観
て頂く方々の中でそのアーティストの描写を
観賞して自分の中に刻んでもらいたい」と話し
た。ライアンの個展も３回４回と続けていきた
い意向だという。同レセプションには台湾文
化センターの朱文清センター長らも訪れ、ラ
イアンから絵画の持つ意味について説明を受
けた。
「僕の夢は描いた動物たちを世界中に連れ

て行き各地で個展を開く事。今までに日本、
上海、ニューヨークでも開催してきた。また、
日本も大好きな国。来ると大体１ヶ月は滞在
している。今後は絵を通じた日台交流もして
いきたい」（ライアン・スー）と抱負を語った。

一方の由紀さんは「ちょうどバスが揺れるく
らいの軽やかなテンポ感のある歌にしました。
これから人生の旅をしていく若い方にもわ
かってもらえるようなテーマ曲になったんじゃ
ないかな」と語った。
「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」は、

２００７年から放送されている人気シリーズ
で、リーダーシップと計画性がある太川さん
と、自由すぎる蛭子さんに、マドンナ１人を
加えた３人が、路線バスを乗り継いで日程内
に目的地への到達を目指すという番組。ヒッ
チハイク、高速バス、電車の使用が禁止と
いう厳しいルールと、失敗してもそのまま放
送する“ ガチ旅 ” 感が好評を得ている。同
映画ではそのルールを変えずに日本を飛び出
し、路線バスが普及している台湾を舞台にバ
スの旅を繰り広げるが、台風２１号の台湾直
撃や、言葉・文化の壁と戦いながら、台北
から台湾最南端の鵝鑾鼻（ガランビ）灯台を
目指し、ガチで過酷で時々ゆるい旅を展開し
ていく。内容となっている。（本紙４面に上映
情報有り）

「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」が台湾を舞台に映画化！横 浜 で ｢ 台 湾 の 鉄 道 展 ｣ 開 催
１９６８年の阿里山森林鉄道の貴重なカラー映像初公開

外 苑 前 で“ 台 湾 の 朝 ご は ん ”を！

日 台 間 で の 弁 護 士 に よ る 交 流 会

ライアン・スーの描く幸運の動物たち

横浜の原鉄道模型博物館では１月１６日
より３月１７日まで、「台湾の鉄道展」を開
催している。同展の目玉は、世界的に著
名な鉄道模型製作及び収集家の故・原信
太郎さんが１９６８年に１６mm カメラで撮
影した阿里山森林鉄道をはじめとする貴重
な鉄道映像。このほか、台湾各地の鉄道
の写真及び資料、シェイ式蒸気の模型な
ども展示されている。同博物館で他国の
鉄道特別展示を行うのはこれが初めて。

開幕初日の１６日にオープニングセレモ
ニーも開催され、台北駐日経済文化代表
処横浜分処の粘信士処長や横浜市文化
観光局の中山こずゑ局長、横浜華僑総会
の羅鴻健会長らが来賓として出席した。原
信太郎さんのご子息で同館の原建人副館
長と来賓者がともに開幕を祝したテープ
カットを行い、展示会視察及び鉄道映像
を観賞して台湾鉄道への理解を深めた。
このほか同セレモニーには多くの横浜地区
における台湾関係者が招待された。なお、
原副館長の挨拶の通訳は中華学校卒業の
原館長の三女が務め、長女と二女もテー
プカットの補佐役としてサポートした。

原副館長は挨拶で、「父、原信太郎は小
学校の頃から、日本国内に留まらず海外
の鉄道雑誌を熟読し、自由に旅行が出来
るようになった頃からは世界中を旅して世
界の鉄道を勉強し、模型にしてきた」と回
顧したうえで、「このたび父の愛した台湾の
鉄道をテーマに企画展を開催する事になっ

たが、父は生前何度も台湾に足を運んでい
る。その際に撮影した台湾鉄道の貴重な映
像には、かつての台湾の姿が明確に残ってい
るので是非ご覧頂きたい。同展が日本の方
のみならず、台湾の方の心に残るものになれ
ばと思ってやまない」と述べた。

このたび上映されているカラーで残された
阿里山森林鉄道の映像及び台東線などの写
真は、台湾国内でも稀少性が高く貴重なも
の。原副館長によると、当時の鉄道は、大
砲などの兵器を運ぶ役目もあり軍備の１つと
して考えられており、台湾国内でも写真撮影
が堅く禁じられている鉄道も存在したという。
それでもお構いなしで夢中になって鉄道の記
録に務めた原信太郎さんは、当時、台東線
の写真を撮った際にスパイ容疑で捕まり１日
刑務所に入った経験もある。

それほどまでして鉄道の記録を残したかっ
た原信太郎さんについて、当時一緒に訪台
し、阿里山森林鉄道に乗合ったという鉄道
著作家の松本謙一さんは「彼は１６mm カ
メラとスチールカメラを抱えて朝から晩まで
四六時中駆け回り、非常に精力的だった」と
述懐していた。なお同博物館では１月３１日
に多目的ルームにて松本さんによる鉄道映像
解説イベントも行われた。
「鉄道の世界は国境のない平和な世界であ

る、とよく父から聞いていた。父の想いを台
湾のみならず、世界中に向けて謳っていきたい」

（原副館長）と喧伝していた。

「Like a river」「Lion and peony」 「Blowing in the Wind」

ライアン・スーさん

メニューはイラストでわかりやすく

日台間での弁護士による交流会にて

オーナーの木村顕社長

横浜における台湾関係者らが
「台湾の鉄道展」を観賞

言葉が通じず四苦八苦

左から試写会に登壇した太川陽介さん、蛭子能収さん、
三船美佳さん、由紀さおりさん

生涯にわたり世界中の鉄道を愛した
故・原信太郎さん

台湾の朝ごは
んワンプレート
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金 門 島は台 湾の最 前 線の島である。
1958年8月23日から中国人民解放軍が一
斉砲撃を始め、実に50万発の砲弾を撃ち
込んだ（823砲戦）。

1942年10月生まれの荘永才さんは16
歳。この日は午後、叔父さんと山に農作業
に出かけていた。夕方、大根に水をあげて
いた時、大きな音がした。「演習？」と叔父に
尋ねるや否や砲弾が飛んできた。「黒い雨の
ようだった」と荘さんはいう。近くに通信兵
がいたが10人全員が死亡した。砲弾の中
を村に向かって逃げた。途中、沢山の雀の
死骸を見た。「破片と爆音で死んだのだろう」

（荘さん）。
3時間程続いた砲弾が一旦止んだ夜９時

半頃、村に戻った。家が破壊された人や、
亡くなった人もいたが、荘さんの家は無事
だった。ほっと一息つくと、頭に怪我をし
ていた事に気づき軍の衛生兵に治療しても
らった。その日から砲撃は一ヶ月以上続い
た。

その９年前、荘さんが７歳の時だった。
1949年10月。中国大陸で敗走を続けて
いた国民党軍は台湾へ退避すべく金門島に
集結していた。進撃を続ける共産軍は一挙
に金門島を攻略する構えを見せていた。24
日の深夜、共産軍は小さなジャンクに分乗
して金門にやってきた。第一陣は1000艘
のジャンクに約9000人の兵士という大軍で
あった。一方、国民党も金門を最後の砦と
して布陣をはっていた。金門で陣地を作る
時、材料が乏しく寺や建物、墓碑も徴用し
て築陣していった。

戦闘が始まり、激戦地となったのは金門
島の北西の一帯だった。荘さんの村はその

中にあった。砲撃の音を聞いた荘さんはベッ
ドの下に隠れた。

叔父が荘さんをおぶり避難する途中、こ
わごわ周りをみる荘さんの目に写ったのは兵
士か村民か判らない、沢山の死体だった。
「25日の朝、戦車の音が聞こえ村に敵軍

がやってきた。共産軍の兵士は黄土色の服
で赤い軟らかいタイプの帽子をかぶり、腕
に朱色の腕章を着けていた。国民党軍は
青緑色の服で腕に白のタオルを巻いていた。
やはり一番忘れられないのは沢山の死傷者
を見たこと。共産軍もいたし、国民党軍も
いた」。

25日の戦闘が始まる前は、荘さんの村に
は国民党軍の青年軍の兵士が数人いただ
けだった。青年軍は10代の兵士ばかりで、
装備も簡単なものでしかなかった。3人に一
丁の銃しかなかったという。また、金門の
国民党軍は、対岸に大量の共産軍が集結し
ていることは判っていたがいつ来襲するかは
察知できなかった。村にいた青年軍の兵士
の中に李光前という将校（団長）がいた。李
光前たちは村で見張りの役目を担っており、
部隊本隊は後方の町にいた。そして、村に
共産軍が押し寄せた時、李光前は反撃し、
身体に銃弾を受け戦死した。「戦死者第一
号だった」。

その後、町から国民党の部隊がかけつけ
激戦となる。古寧頭戦は、共産軍が戦術的
誤算（海の流れを見誤り、小さなジャンクに
兵器を分散して乗せたり、上陸後、国民党
軍がジャンクを焼き払い退路が絶たれるな
ど）で敗北する。

わずかな人数で敵にむかって行った李光
前の勇姿を賞賛する声に押されて李光前を

祀る廟が作られ、李光前将軍廟と名づけら
れた。荘さんは戦火を生きながらえたのは、
李光前のおかげだと思っている。公務員の
人生を経て、その廟で働いていたが、管理
者が変わり解雇されてしまった。李将軍に
思い入れのあった荘さんは別個に、自ら李
光前をまつる「昭忠堂」を作り、いま管理を
している。昭忠堂には荘さんを知る昔から
の島の人々がやってくる。ここに来ると不思
議なパワーをもらう事が出来ると島の人は言
うという。荘さんの語る、李光前将軍の廟
の不思議な力。

① 隣町の精神の病を患ったお婆さんが
廟に来たら３日で治った。

② 金門の診療所で癌と診断され、台湾
本島に治療に行く患者が、ここに来たら元
気になり、その後、治った。

③ 荘さんの妻が病気で台湾人精密検査
に行くことになったが、予定していた飛行機
の便を変更した。その予定していた便は事
故に遭った。また妻は単なる風邪だった。

金門島の古寧島の戦いと823砲戦を生き
抜いた荘さんは、これらも李将軍のおかげ
だと信じている。

新年快樂！今回は旧正月ということで初心
に戻り、私が “ 台湾 ” を好きになるきっかけ
になった、台湾留学時代の話をしたいと思い
ます。

当時大学生だった私が１年休学し、留学
先に選んだのは台湾の最高学府と言われてい
る「台湾大学」。台湾大学のシンボルとも言え
るあの椰子の木の並木道が気に入って台湾
大学の語学センターに通うことを決めました。
台湾最高学府ということで一般の生徒たちは
秀才ばかりですが、語学センターは普通の人
でも大丈夫！簡単な手続きと入学金さえ支払
えば入学できます。しかも授業料が他の国に
比べて安いんです！１週間に５日、毎日３時
間の授業があって、なんと３ヶ月で３５０００
元（約１２万円）。半年でも約２４万円位です。
お得！！ 

そして始まった留学生活。最初に気になる

のがクラスメイトですよね！台湾大学語学セ
ンターのクラスは最高でも６人までの少人数
制。私のクラスは、英語ペラペラの日本人男
性、日台ハーフの大阪人男性、ベルギー人
のイケメン、アメリカ人の紳士、韓国人のお
ばさん、という組み合わせ。こんな様々な人
種に中国語の授業をしてくれるのは台湾人女
性の許先生。このメンバーで私の台湾留学
生活はスタートしました。

クラスはレベル別に分かれているのですが、
私のクラスは初心者クラス。クラス全員、中
国語はまったくの素人でした。なので授業は
英語で行いますが、英語が得意でない私に
とって最初は苦労の連続…。それでも授業が

「楽しい」と感じられたのはクラスメイト達の
おかげ。違う国の人と同じ言語を学ぶという
のはとても不思議、且つエキサイティングな
経験で、毎日色 な々刺激をもらっていました。

たとえば “ 漢字 ”。日本人は漢字を普段か
ら用いているので、中国語も文字を見ればな
んとなく理解出来ますが、ベルギー人やアメ
リカ人にとって “ 漢字 ” は “ 絵 ” を見ている
のと同じ感覚なのだそう。授業で漢字をホワ
イトボードに書くときも、本当に絵を書いてい
るのと同じ要領で線や点を組み合わせていま
した。また、私たちは何の違和感もなくサラッ

と書いていても、「なぜこの部分はこのような
形になるんだ？」と、いちいち先生に質問。“漢
字 ” を違った観点から見ている彼らから、漢
字の面白さに気付かされました。

文字を書くことは日本人が優れていました
が、一方で彼らの方が優れていたのは発音。
もともと“ｒ” など、下を巻く発音の言語を
使っている欧米人にとって中国語の発音は難
しくないそうです。でもやっぱりその国その
国の個性があって、どうしても英語風、韓国
風、日本語風の発音になります。聞いている
とちょっと面白いのですが、頑張って覚えた
ての中国語で台湾人に話しかけると、台湾人
は決して笑わず、ちゃんと理解しようとしてく
れます。台湾人、やっぱり優しいですよね！

少し話がずれましたが、私は半年間、クラ
スメイトと一緒に中国語を勉強し、授業以外
でも色々な場所に遊びに行ったりして楽しい
留学生活を過ごしました。最近、なぜこんな
に台湾が好きなのか考えたのですが、台湾
に素敵な思い出が沢山あって、素敵な人達
に沢山出会えた場所だからなのではないかと
思います。今年はもっと台湾を好きになれる
ように、まだ行ったことのない台湾の地方に
足を運び、色んな人と出会い、色んな経験を
してみたいと思います☆

台北市内から中山北路を北上し中山北
路六段、アメリカンスクールの真向かいに
立地する場所に台北日本人学校がある。
年明けの１月、私は、在校生に向けて１月
２９日に行なう特別授業の打ち合せをする
ため、久しぶりに日本人学校を訪れた。中
山北路でタクシーを降りると、何年経って
も変わらないグランドや校舎が見え、生徒
達の元気な会話や笑い声が聞こえてくる。
スポーツは国境を超えると言うが、あの赤
土のグラウンドでサッカーに明け暮れ、現
地校の生徒とサッカーの試合をして友情
を育んでいた日々を思い出す。２０年経っ
た今でも「自由」な校風や、生徒達の目の
輝きを見ると、あの頃から時間が止まって
いるかのような錯覚に陥る。そして、大人
になってそんな感動が出来る事を贅沢に
思う。さて、１月２９日、日本人学校の在
校生に向けて行なう「特別授業」では、私
がこれまで先輩方から教わってきたこと
や、私が現在経験していることを伝えよう
と思う。その中で在校生達が「台湾で暮ら
している今」から将来へのヒントが見つか
れば良いなと思う。そして、今月の若者紹
介では、学生時代にテニスで日本と触れ
合ったことがきっかけで日本に興味を持ち、
現在は台湾と日本を行き来し働いている台
湾出身の２０代女子を紹介したいと思う。

彼女の名前は賴文慈(ライ ウェンツー)。

離島に行くためのフェリーの中でのこと。
複数の座席中央に設置されたテレビで、
一般人の歌唱力を競う番組が流れていまし
た。当時こういった番組が台湾で人気だっ
たこともありましょうが、フェリーの乗客（僕
以外、全員台湾人）は皆、船酔いそっちの
けで画面に釘付け。出場者の誰かが歌い
終わると、全員が逐一歌唱力の批評をし、
一見だと思われる団体同士でも「歌」の話
を通して、何やらゲラゲラ笑っていました。

さらに、南部をクルマで走っていたとき
のこと。たまたま付けた FMラジオでは、
どういうわけかプロのアナウンサーではな
い市井のオジサンとおぼしき方による、台
湾語の放送が流れました。オジサンは一通
り話をした後、「それではこの辺で1曲、音
楽でも」と言います。

僕は旅行中なので「情緒ある台湾音楽
が聴きたい！」と期待していたのですが、流
れてきたのは、そのオジサンによるアカペラ。
自分で歌うとは……。オジサンは、3～4
分という長尺を贅沢に熱唱した後「という
わけでですね」と、普通にまた何かを話し
ていました。

日本人の間では、カラオケに行っても歌
わない、またはカラオケ自体を嫌がる人も
多いですが、このように台湾では「歌」「音
楽」が、割と身近にあるように映ります。そ
して、歌や音楽を通してみんなで一緒に楽
しく過ごすということも、台湾人のコミュニ
ケーションの一つにも思います。

台湾の音楽は、台湾新聞でもよく紹介
されるアイドルもの、シンガーもの、ロック
バンド、電子音を多用したハウスミュージッ
ク、台湾語の演歌、原住民の音楽まで実
に様々。

どのジャンルも台湾らしさ満載で僕は大
好きなのですが、まだあまり知られていな
いのがインディーズ（自主制作）で表現する
若手ロックバンドたちです。その多くは、台
湾音楽をルーツにしながらも、柔軟に海外
の手法を取り入れたオシャレなサウンドば
かりです。ただし、台湾国内でこういった

音楽を発表する場は限られているようで、ま
だあまり知られていないのが現状のようです。
こういった事情を反映してか、近年、台北で
はインディーズ専門の CD ショップの開店が
相次いでいます。

自分たちもロックバンドとして活動しなが
ら、台湾国内外でリスペクトする音楽作品
を扱うのが、台北駅からほど近い「Waiting 
Room」というCD ショップ。わずか8帖ほど
の店内には、所狭しと台湾のインディーズの
作品を並べ販売している他、自分たちの表現
を少しでも多くの人に知ってもらおうとネット
ラジオも展開しています。サロン的な側面も
あり、夜帯にお店に行くと、「一緒に飲もう」と
ビールを出してくれることも。いつももらいっ
ぱなしは悪いので、僕が行くときはお酒をし
のばせて行くこともあります。

さらに、台電大楼駅付近の小さなビルの
地下にある「Mangasick」というお店では、
国内外のアンダーグラウンドミュージック、コ
ミック、アートなどの、いわゆるサブカルチャー
全般が扱われてます。運営するのは、日本語
が堪能な気さくなご夫婦で、質問すればいろ
いろ教えてくれるはずです。

そして、師大駅付近にある「小白兎唱片」は、
インディーズ音楽を台湾で一番多く扱うお店
です。特に台湾語詞による、激しいオルタナ
ティブロックバンドの音楽などは、台湾好き・
ロック好きには必聴です。

こういった作品群は、台湾の若者たちによ
る音楽表現の意欲がピュアに詰まっている反
面、流通量が圧倒的に少ないので気にいっ
たものがあれば即買いをお勧めします。まだ
あまり知られぬ、そういった音楽作品から、
一般メディアではなかなか伝わってこない「今
の台湾の若者たちの表情」がうかがえるかも
しれません。

台北生まれの２７歳。東京に暮らし日本語を
流暢に話す容姿端麗な台湾美女！現在は、
スポーツだけでなく、音楽や映画などのエン
ターテインメントを通じて台湾と日本の架け
橋になる仕事をしている。彼女が日本に興味
を持ったきっかけは、彼女がテニスのジュニ
アプロとして活動していた１２歳のとき。世界
ツアーで出会った日本人が彼女にとって初め
ての日本体験。その日本人に優しくしてもらっ
たことが忘れられず、日本への興味や「日本
に行ってみたい」という想いを持つようになっ
たという。

そして彼女の転機は、台北で暮らし、テニ
スをしていた高校時代。台湾に遠征に来てい
た日本の高校チームからのテニススカウトの
話で、悩んだ末に人生の大きな決断をしたと
いう。日本に来てからは日々テニスに打ち込
み、台湾人でありながら日本の高校生として
インターハイへの出場や、大学ではインカレ
などで全国的に活躍していた。そして卒業後
も日本に残り、テニスプレイヤーとしてだけで
なく、日本から台湾へのテニス遠征などのイ
ベントを企画するようになっていった。さらに、
現役を終えた現在では、台湾と日本の架け
橋となる活動に力を入れ、テニスというスポー
ツだけでなく、音楽アーティストの台湾コン
サートの企画や、映画・テレビ番組の日台
合作制作など幅広い分野で活躍している。さ
らに、台湾から日本に来る留学生向けに、自
身の体験や経験で学んだ「日本で楽しく生活
するために知っておくと良い日本文化や、日
本人の性格や考え方」を伝えていくことにも積
極的に取り組んでいる。「日本で生活し働くこ
とは、正直、疲れます」と笑いながら話して
いたが、それでも「台湾人の性格や慣習を日
本人にもっと知ってもらいたいし、台湾人に
も日本をもっと知ってもらって、台湾と日本が
もっと理解し合えるファミリーな関係になって
いければ良いなと思っています」と語ってくれ
た。

李光前将軍を祀る−金門島、荘永才さん

“台湾好き”のきっかけは台湾留学

第十四回 松田義人（deco／編集者・ライター）

イ ン ディーズ 音 楽 か ら、 台 湾 の 若 者 の 素 顔 を う か が う

台湾人にとって「歌」はコミュニ
ケーションの一つ？

インディーズ音楽専門店が数々
オープン！
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本書「台湾旧神社故地への旅案内- 台湾を護っ
た神々-」は、１３年間に渡り、台湾に造営された
３８０箇所以上の神社跡地を廻り、纏め上げた台
湾の神社に関する唯一のガイドブックであり、また
研究書ともなり得る１冊である。本書では、一般
の訪問者が比較的容易に訪問できる６１箇所を往
時の写真および遺跡の写真とともに、細かく丁寧
に紹介している。また、神社跡地付近の遺跡の数々
を「歴史散歩道」として掲載しており、これまで余
り知れ渡っていないスポットも取り上げられてい
る。さらに、巻末には「神社一覧表」が添付して
おり、台湾に造営された神社４０３箇所を掲載し

「台湾旧神社故地への旅案内 -台湾を護った神々-」

著者：金子展也
刊：神社新報社
頁：２４７ページ
定価：２４００円＋税
発売日：平成２７年９月１日

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で１名様に同書「台湾旧神社故地への
旅案内 -台湾を護った神々-」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（2月中に発送予定）。
締切り：2月15日（消印有効）
台湾新聞社編集部〒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

台湾新聞226期読者プレゼント

ている。神社に関心の無い読者でも、台湾の歴
史にこれまで埋もれていた史実を知り得ることがで
きるだろう。本書を片手に “ 台湾の神社巡り”と
いうのも、新しい台湾の楽しみ方としてお勧めした
い。

著者の金子展也氏は昭和５０年に小樽商科大
学小学部を卒業。その後、日立系の商社に勤務
し、平成１３年より１８年まで台湾に駐在。現在
は神奈川大学非文学資料研究センター研究協力
者として海外神社の調査・研究、及び一般財団
法人台湾協会評議員として日台交流の活動をして
いる。

（文：You Li Xiang）

日本と台湾をまたいで働く若者達の過去・現在・未来！

文：林 雅行（映画監督）

漢字ゲーム中のクラスメイト

金門島、荘永才さん

小さなビルの地下にある「Mangasick」

エンターテインメントを通じて日台の架け橋を
目指す賴文慈さん
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なお、同社はア
ンテナショップの
開設にあわせ、国
土交通省北海道開
発局と北海道テレ
ビ放送（以下：Ｈ
ＴＢ）と手を組み、
北海道産品の情報
発信のために放送
とウェブのクロスメディア展開を行う。同
サイトとＨＴＢの海外向け番組「ＬＯＶＥ 
ＨＯＫＫＡＩＤＯ」が連携し、台湾と北海
道双方のテレビ放送及び同サイト記事配信
で商品ＰＲを実施する計画だ。

また、同店での北海道産商品の販売も開
始。北海道国際輸送プラットホーム推進協
議会が北海道食品の輸出拡大や物流活性化
を目的に取り組む「ＨＯＰ１サービス」を
利用し、直送された道産品の購入を可能と
した。同サービスは、輸出手続きも含まれ
ているため、為替リスク、代金回収リスク
も発生しない利点があり、ダンボール１箱
から航空輸送出来る
「ラーチーゴー（樂・吃・購）！日本」

は、台湾人向け日本観光情報サイトとして
２０１１年にサービスを開始し、現在まで
に北海道をはじめ、東北、東京、大阪、京都、
九州、沖縄など１１のエリア版を開設。各
地域で訪日台湾人観光客を呼び込みたい店
舗や自治体・公共交通機関・北海道日本ハ
ムファイターズなどのプロ野球球団等と連
携し、地元の魅力を紹介。台湾人ライター
が執筆する台湾人目線の記事が受け、毎月
７０万人以上に利用されている。

台湾人向け日本観光情報サイト「ラー
チーゴー！日本」を運営するジーリーメ
ディアグループ（本社：東京都渋⾕区、
代表取締役：吉⽥皓一）は１月２７日、
台北の流行発信基地として知られる東区
に日本をテーマにしたアンテナショップ

「MiCHi cafe」をプレオープンさせた。
同店は、日本各地の魅力を積極的に発

信し、日本商品の販売促進、台湾人観光
客増加を目的に開設。２月１８日にグラ
ンドオープンとなる。

事業としては、日本の地域で期間限定
販売されている台湾未発売の雑貨や化粧
品、文具などの「日本製品の販売」、チ
ラシやクーポン、サンプリング配布な
どを用いた「観光情報の発信」、北海道、
沖縄など日本各地をテーマにしたオリジ
ナル料理と個性的なドリンク、夜間には
日本酒の提供をするという新しい「カ
フェ運営」、日台のビジネス活性化・文
化交流促進を支援した「イベント・セミ
ナー開催」の４つを中心に運営していく
予定だ。同店で販売する商品は台湾には
まだ流通していない、こだわりの限定品
などを取り扱い、他のアンテナショップ
との区別化を図る。

同社によると、近年、台湾で商品を販
売したいという日本企業や、台湾人観光
客を呼び込みたい自治体が増加傾向にあ
り、一方の７０ 万人を超える同サイト
の台湾人ユーザーからは、サイトで紹介
された商品を「台湾で買いたい」という
声が上がっていたことを背景に、実店舗
のオープンを決定。今後は、同サイトと
実店舗が連動し、現地台湾人に向けて日
本の魅力を様々な形で発信する。

日本で堪能できる台湾料理のお店を
厳選して掲載しました｡

店頭で使える
おトクな

クーポン付き

家庭で作れる
かんたん
台湾料理

レシピ付き

絶賛発売中!!

お問い合わせ：台湾新聞社　台湾新聞美食部門
Tel:03-5917-0045　Mail:info@taiwannews.jp：¥1,500＋税定

価

北海道との連携で道産品ＰＲ

日本語で台湾を歌い伝えるシンガーソングライター
日本を拠点に活動している日台ハー

フのシンガーソングライター・洸美 -hi-
romi- さんは１月１５日、３枚目のアルバ
ム「ラムネの向こう側」を発売した。同ア
ルバムには全１１曲が収録されており、そ
の半分は台湾の九份や十份の景色を歌った
曲や、中国語を織り交ぜた曲など、台湾に
関する事柄を日本語の歌詞にしたためた歌
曲の構成となっている。また、今回はタピ
オカミルクティを題材にした歌曲「珍珠奶
茶～タピオカミルクティ～」の日本語版と
中国語版も同時収録されている。洸美さん
がアルバムに中国語歌詞の曲を収録するの
はこれが初めて。ＦａｃｅｂｏｏｋなどＳ
ＮＳのファンページに台湾人ファンからの
書き込みが増えたことなどを意識しての挑
戦だ。

洸美さんは、同アルバム発売について、
「これからは台湾でも活動していきたいと
想い、今回のアルバムには中国語の曲を入
れました。タピオカのもちもち感を表す中

国語の『キューキュー』などの擬音も取り
入れていて可愛い曲になっています。日本
の人にも、台湾の人にも聞いて頂きたいで
す」とコメント。

洸美さんは台湾で生まれ、中学校まで台
湾の日本語学校に通っていたため母国語は
日本語。１８歳の頃に単身で来日し、「音
楽を通じて日本語で台湾のことを日本人に
伝えたい。日台の架け橋になりたい」との
想いからシンガーソングライターになっ
た。現在はライブハウスでのライブ活動を
中心に、ラジオのパーソナリティなども務
める。
「これからは台湾でも活動を開始し、い

ずれは日本と台湾を行き来してライブなど
を行っていきたい。おばあちゃんになって
も今より劣らぬ歌声で歌うことが目標で
す」（洸美さん）。

なお、洸美さんは同アルバムの発売を記
念し２月２０日、東京豊島区の「大塚 All in 
Fun」で全国発売記念ワンマンライブ「ラムネ

の向こうの裏側」を開催する。限定３０席で、
同アルバム収録曲を披露するほか、台湾につ
いてのトークやアルバム制作時の裏話などを
語る。

詳細はこちら↓
http://hiromi629.wix.com/hiromi  

阿妹（アーメイ）の愛称で知られる、
台湾原住民のプユマ族出身の歌手・張惠
妹は１月２４日、Zepp Tokyo でライブ

「烏托邦世界巡城演唱會／ UTOPIA 2016 
WORLD TOUR 東京スペシャルライブ」
を開催し、力強くも透明感のある歌声を東
京に響かせた。会場は満席、１階と２階の
立見席もこの日を楽しみにしていたファン
たちで満員状態となった。

アーメイは最初のトークタイムで「今回
のライブは特別。（ファンのみんなと）こ
んなに近いなんて！みんなも（舞台に）上っ
て来れそうだし、私も舞台を降りちゃうか
もしれない！」と大胆発言し会場は大盛り
上がり！ライブ中、実際に会場に降りる
事はなかったが、ファンたちの「アーメイ
愛してる」などの掛け声に頻繁に反応し、

一緒に歌ったり踊ったりするよ
う促すなど、会場全体でライブ
が創り上げられているようだっ
た。

今回のライブでアーメイは、
「你想幹什麽」「跳進來」のよう
なアップテンポの曲のほか、「我
可以抱你嗎？」「聽海」「三月」
などのバラードを披露。「今日
はライブの時間が短いから、み
んなのテンションがハイになっ
たと思ったら次は悲しいバラー
ドを歌わなきゃいけないね、み
んな準備は大丈夫？」（アーメ

イ）とファンを気遣う場面もあった。
また、日ごろより同性愛イベントなどを

支援してきたアーメイだが、今回のライブ
でも LGBT のシンボルとなっているレイ
ンボーを象徴する楽曲「彩虹」を、“Tokyo”
と書かれたレインボーの大きな旗を掲げて
熱唱し、「愛は平等」と訴えた。さらにアー
メイは同曲を歌唱する前に、「画面に映っ
たら、あなたの隣にいる愛する人にすぐに
キスしてね！恥ずかしがらないで」と呼び
かけており、大画面に映った観客がキスを
するたびに会場は沸いていた。その後、終
盤で人気曲の「三天三夜」が披露されると
会場はこの日一番の盛り上がりをみせてお
り、ライブ終了後もアンコールの声が止ま
らなかった。

ライブをみた台湾人女性は「私は日本で

働いていますが、今日を楽しみにしていま
した。アーメイの歌声は本当に綺麗。時間
の都合でアンコールがなかったのは残念。
またライブに行きたいです」とコメント。
大阪からわざわざライブに来たという日本
人男性は「アーメイは前から大好きで、日
本でのコンサートにも３回ほどいった。彼
女の歌声は心に沁みる。東京だけじゃなく
て大阪でもライブをしてほしい」と話し、
アーメイの更なる日本での活動に期待を寄
せていた。

　台湾の格安航空 (LCC) の V-Air は１
月２５日、「台北 / 桃園～福岡」間に初
の定期便を就航させ、一番機が飛来した
福岡国際空港ロビーで歓迎式典を開催し
た。同２８日には、タイガーエア台湾も
参入したため、これにより LCC ２社が
福岡に就航する事になった。V-Air は毎
日１往復、タイガーエアは月、火、木、金、
日曜の週５往復を運航する。
　両社は、日台の若い世代をターゲット
に就航先を模索していたが、若年世代が
活発で、しかも人口が増え続けている福
岡市を選定したとみられる。
　１月２５日の V-Air 就航式典で台北駐
福岡経済文化辦事處の戎義俊處長 ( 総領
事 ) は開口一番、「待ち遠しかった九州
と台湾の間の LCC 就航が今日実現した」
と喜びをあらわに。さらに昨年の日本の
流行語大賞を獲得した「爆買い」と「ト
リプルスリー」を引き合いに出して挨拶
した。「爆買いは中国の観光客の得意芸
と思われているが、昨年は台湾からの観
光客３６７万人が１人当たり２４万円を
消費するなど、日本経済に大いに貢献し
た」また「昨年の台湾人訪日観光客が初
めて３００万人を超え、このうち３０万
人以上が福岡県内のホテルに宿泊。熊本

～高雄便に LCC ２社と福岡
～台北の就航など、台湾と
九州を結ぶ定期便が３路線
増えたのは、我々にとって
のトリプルスリー」と解説。
これをベースに日台のウイ
ン・ウイン関係の一層の発
展に期待感を示した。
　続いて挨拶に立った V-Air
の隆章琪 CEO は､ 同社が福
岡～台湾の初の LCC である

事を喜び「この実現に協力と指導を頂いた
国交省、辦事處、観光局、日本旅行業協会
など、関係各機関へ感謝します」との意を
表した。さらに福岡を選んだ理由について
は「福岡は日本で一番住みやすい都市に選
ばれたと聞き、さらに台湾の観光客にも人
気が高い」とし、「日台の若者が LCC を
利用する事で往来頻度を増加させ、相互理
解を深められる様､ 低料金で質の高いサー
ビスを提供するつもりです」との決意も表
明した。
　なお、式典では国土交通省福岡空港長、
福岡県空港対策課長、福岡市経済観光文化
局理事、福岡空港ビルディング社長、台北
駐福岡経済文化辦事處長､ 台湾貿易セン
ター福岡事務所長と V-Air の CEO､ COO
の 8 人が壇上に上がり､ お祝いのテープ
カットをして記念式典に華を添えた。

「ふるさと名物発掘・連携促進事業」として
日本の優れた地方産品の一部商材の展示販
売が1月22日、台湾の誠品生活（誠品書店
＝台北市松高路）ほか有名ショップで開かれ
た。運営先のリヴァンプ（本社＝東京都千代

田区、澤田貴司社長）が経済産業省の執行
事業者として「The Wonder 500 TM」の名
称で総括事務局を担っているもので、地方の
名産品の発掘と一部の商材の販売と広報を
主力事業に、全国各地で展示している。昨
年5月より「地方創世総合戦略」の一環として
これまで約500のアイテムが発表・公開され
ている。

海外への発信は15年9月のパリ皮切りに
ロンドン、香港などで行っている。今回の台
湾では、同22日より24日までの期間、台湾
カルチャーの発信源として知られる誠品書店
でコラボした企画を展開した。初日にオープ
ニングイベントが開かれ、名産品の製造元、
藍色工房の坂東未来社長が訪台し、実務を
兼ねたワークショップを実施した。このほか
好様、小器、FUJIN、TREE など台湾で有
名なショップでも展開され、FUJIN、TREE
ではプレスルームも開設され、メディア及び
インフルエンサー、バイヤー関係への取材対
応や商材貸し出しを行うなど積極的な展開に
終始した。

リ社は海外展開先として1月下旬に米国で
実施したほか、2月にタイ王国での実施を予
定している。なお、リ社のほか、パートナー

企業として枻出版、凸版印刷、アイディーテ
ンジャパンが努めている。

原住民歌姫・アーメイが東京で“近距離”ライブ 台 湾 Ｌ Ｃ Ｃ の 福 岡 便 が 続 々 就 航

訪 日 台 湾 人 向 け 観 光 サ イ ト が
台北にアンテナショップ・カフェを開設

台湾新聞226号 CD プレゼント
台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で3名様に同書「洸美�３rd�Album「ラムネの向こう
側」」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
（2月中に発送予定）。
締切り：2月2０日（消印有効）
台湾新聞社編集部〒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

台 湾 で 日 本 地 方 産 品 が 展 示 販 売

記念式典にて（写真提供：福岡空港）

福岡空港ではＶ ‐ Ａｉｒの乗客に記念品が授与さ
れた（写真提供：福岡空港）

台湾での展示の様子

洸美　３rd Album「ラムネの向こう側」

有限会社藍色工房の藍染め石けん
（いつまつ・ふたえ・紙ふぶき）

歌手のアーメイが東京ライブ

透き通るような美声でファンを魅了した

山田繊維株式会社の福コチャエ

《販売商品 in 台湾》


