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TOPIC

今年１月の台湾総統選挙で初当選した民
進党の蔡英文主席は５月２０日午前、台北
市の総統府で就任宣誓を行い、正式に第
１４代総統に就任した。台湾の政権交代は
８年ぶり３回目であり、女性総統誕生は台湾
初。この日、台湾は新たな時代への幕を開
けたのだ。

全世界が注目していた同日就任式での総
統就任演説で蔡総統は、一切高ぶらず、淡々
と現状の問題点や新たな政策を提示。冷静
に、且つ沈着に台湾改革に向けての意欲を
世界に示した。

今回の演説で各界が特に注目していた台
湾と中国大陸の両岸関係については、台湾
を中国の一部とする「一つの中国」原則と、
それを確認したとされる「１９９２年コンセン
サス（九二共識）」について、「１９９２年に中
台双方の窓口機関が会談し、若干の共通の
認知と理解が得られた。私はこの歴史的事
実を尊重する」と述べるにとどめ、１９９２年
コンセンサスという言葉は用いなかった。そ
の上で、「この既存の事実と政治的基礎の上
に、引き続き両岸関係の平和的な安定と発
展を推進していく」と述べた。

また、その他外交関係については、「アメリ
カ、日本、ヨーロッパにおける友好的な民主
国家の関係を継続して深め、全ての面におい
て協力を進めていく」との意向を示した。

同演説について、衆議院外務委員長を務
める岸信夫議員は５月３０日、台湾新聞の取
材に対し、「蔡総統の演説は、バランスのとれ
た中で、新しい台湾を前進させるという様な
強いリーダーシップを感じた」と評価。さらに、
両岸関係についての蔡総統の発言について
は、「台湾にとって両岸関係が安定している事
が非常に大切だと思う。蔡総統の就任演説

を聴いても、（両岸関係について）相当配慮さ
れていると感じた」と述べたほか、「蔡総統の
演説に対して、中国大陸からも色 な々反応が
あるが、両岸関係については、ある程度の
時間をかけてでも乗り越えていってもらえるだ
ろうと思っている。両岸関係の安定と、日台、
米台の関係を中心にして、今後さらに経済面
での交流連携を強化していく事が次のステッ
プである」とエールを贈った。

快晴の中で行われた就任式では、国軍連
合楽儀隊によるパフォーマンスや台湾の歴史
を振り返るような舞踊劇、さらに「ひまわり学
運」の際にも話題となった若手台湾バンド「滅
火器」も登場し、「向前行」や「島嶼天光」を
披露した。滅火器については、蔡総統の演
説中で、島嶼天光の歌詞に含まれる「現在
是彼一工　勇敢的台灣人（今がその時だ、
勇敢な台湾人よ）」という言葉を引用し、「この
言葉は私を感動させた」と話す場面もあった。

蔡総統が若い世代を重要視している事は、
このほどの演説内容からも明確に見て取れ
た。蔡総統は演説で、年軽人＝若者という
言葉を多用していたほか、若者の低所得問
題についても強調し、「若者の未来は政府の
責任だ。（低所得の問題において）私は総統
の任期内に一歩づつ、根本的な国家の問題
を解決していく。すぐには全ての若者の所得
を上げる事は出来ないが、新政府はすぐに
行動に移していく。一つの国家の若者に未
来がなければ、この国家の未来もないのだ。
若者の苦境突破を手助けし、より良い国家を
次の世代へ引き継ぐ。これは新政府の重大
な責任だ」と語った。

同演説を聴いた２３歳の台湾人女性は「蔡
総統率いる新政府の準備は整っていると感じ
ている。新政府には経済や貿易、教育など
様 な々分野における国家の発展に向けて、全
力を尽くしてほしい」と話し、より良い台湾国
家へ期待した。

蔡総統の就任については各国から様々な
声が寄せられた。

日本側は、菅官房長官が５月２０日の記者
会見で、「台湾はわが国にとって基本的な価
値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来
を有する重要なパートナーであり、大切な友

人だ。政府としては、台湾との関係を非政府
間の実務関係として維持していくとの立場を
踏まえ、日台間の協力と交流のさらなる深化
を図っていく考えだ」と述べた事を日本メディ
アが報じている。また、両岸関係については、

「両岸の関係は、当事者間の直接対話によっ
て平和裏に解決される事、また、地域の平
和と安定に寄与していくことを期待したい。日
中関係についての影響は全くないと思う」（菅
官房長官）としたという。さらに、岸田外務
大臣も同日の閣議後、「蔡英文氏の総統就任
を歓迎する。台湾はわが国にとって、基本的
な価値を共有し、緊密な経済関係や人的往
来を有する重要なパートナーであり、大切な
友人だ。日本と台湾の協力と交流のさらなる
深化を図り、さまざまな課題に取り組んでい
きたい」と述べた。

一方のアメリカは在台湾窓口機関である米
国在台湾協会（ＡＩＴ）が同日、声明で「米
台双方の人々の結びつきのさらなる強化に向
け、台湾のあらゆる政党や市民団体とともに、
新当局と協力するのを楽しみにしている」と表
明し、蔡英文氏の台湾総統就任に祝意を示
した。

台湾メディアによると、中国大陸からは、
中国国務院（政府）台湾事務弁公室が同日、
蔡総統の就任演説について、「１９９２年コン
センサス」を明確に認めておらず、不完全な
答案だと指摘し、蔡政権に対して「実際の行
動で明確に回答するべきだ」と要求する談話
を発表したという。さらに、習近平指導部は
演説に不満を示しながらも、談話では「（蔡
氏は）１９９２年コンセンサスを認識している
と述べた」と話したという。

一方で、常葉大学法学部の林成蔚教授
は５月２３日、記者クラブでの講演会で、こ
のほど発足した新政権及び蔡総統について、

「政権経験が少ない党が政権をとってしまう
と、パブリックディスコースが混乱するという
現象が多くある。陳水扁政権はまさにこの現
象が続いていた。だが、今の蔡英文政権を
見ると、蔡英文本人は、パブリックに対する
発言をとても気にしているため、その意味で
は混乱する可能性が極めて少ない」と学者目
線で分析した。また、台湾国家の位置付け
に関しては既存の法体制を尊重しながらも、
台湾という政治体の帰属をめぐる選択権を放
棄していない新政権の両岸関係策については、

「この策が本当に上手くいくかどうかはわか
らない。台湾側が黙って両岸関係をどうとも

民意が生んだ台湾の新リーダー
蔡英文が総統に正式就任！

日本語版

●亜東関係協会トップに民進党の重鎮、邱義仁氏が就任�２面
●日台観光サミットが宜蘭で開催� ３面

中国語版

●日本各界齊賀新任總統蔡英文就職��� １面
●京都華僑總會率團訪台　盼促兩地多元交流 � ５面
●室內五人制足球台日好手切磋球技　以球會友� ７面

動かさないからといって、中国が果たしてじっ
としているのかどうかは今後の展開を見てみ
ないと解らない」とも述べていた。

蔡総統率いる新政権が、どのように台湾を
改革していくのか。今後も国内及び国外から
高い関心が寄せられると見られる。

蔡総統就任に寄せられた
各国からの声

蔡英文政権始動、
台湾の改革に意欲

蔡総統、「若者の未来は
政府の責任」

多彩なパフォーマンス

台湾初の女性総統誕生

馬英九前総統（左）と握手を交わす
蔡英文総統（右）

蔡英文総統・陳建仁副
総統就任国宴が５月２０日
夜、萬豪飯店で行われ、海
外からの来賓約３００人以
上、華僑約４０人、その他
台湾の各界の重鎮らおよそ
１１００人以上が参加し蔡
総統と陳副総統の就任を祝
した。同会では、宜蘭の三
星葱や雲林西螺の蒜頭の
ほか、澎湖海域の伊勢えび
など、台湾特産の旬食材を
使用した８皿が振る舞われ、
出席者は台湾の美食に舌鼓
を打った。   （提供：籌委會）

台湾特産食材使用！おもてなし国宴メニュー

三小福

蔥蒜蒸龍蝦

福爾摩沙之春

爐烤快樂豬
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立法院の蘇嘉全院長は５月１９日、５月
２０日に行われる総統・副総統就任式に合
わせて訪台した３８ヶ国６７人のメディア関係
者らによる記者団を立法院に招待し、面会し
た。蘇院長によると３８ヶ国のメディア関係者
らを一同に招き入れるのはこれが初めてとい
う。

蘇院長は面会時、「新たな立法院では、太
陽が差し込むような議会を目指す。国会メン
バーの力を強化し、国民と国会の距離をゼロ
にしたい。民意の期待とニーズを考慮し、知
恵を出し合い、最も良い法案を決定していけ
るように務める」と意欲を示した。

台湾の対日窓口機関「亜東関係協会」は５
月２７日、台北市内で理事会を開き、邱義
仁氏の会長就任を決定した。邱氏は報道陣
に対し「最近の国際情勢の変化に伴い、台
日関係は新たな段階に入ることが出来る。さ
らに進展させたい」と語り、日台関係の強化
に意欲を示した。

邱氏は、陳水扁政権で総統府秘書長など
の要職を歴任した与党・民進党の重鎮で、
蔡英文総統の側近でもある。昨年１０月の蔡
氏の訪日でも水面下で動き、今年１月の総
統選では選挙参謀を務めたが、近年メディア
への露出はほとんどなく、「黒子中の黒子」（関

に直面するだ
ろう。官の外
交 促 進だけ
でなく、一人
一人が台湾
の民間外交
大 使として、
経済、文化、
科学技術な
ど 様 々な 領
域 で、 世 界
中に台 湾が
いかに豊 富
で多 元 的で
あるかを伝え
て欲しい」と
期 待を述べ
た。

ま た、 陳
副総統は、「も

う一度皆さんの情熱を発揮し、今日の日の
ように心を一つに協力し合い、蔡総統と新
政権を支援し、ともに台湾のさらなる自由、
さらなる民主化、さらなる繁榮のため、努
力していこうではないか」と力強く語りかけ
た。

さらに、吳委員長は、「新政府の僑務政
策は、党に縛られず、党を超えて中華民国

蔡英文・中華民国（台湾）第１４代総統およ
び陳建仁・副総統は５月２０日午前、総統府
前広場で行われた就任祝賀大会に出席し、蔡
総統が就任演説を行った。

以下はその全文である。
　　○ 　　　○　　　○
友好国の元首およびご来賓、各国の駐台使

節および代表、会場の皆様、国民の皆様、こ
んにちは

感謝と責務
先ほど、私と陳建仁氏は総統府において、

中華民国第１４代総統および副総統就任を正
式に宣誓しました。我々はこの土地が我 を々育
くんできたことに感謝し、国民の我々への信任
に感謝いたします。さらに最も重要なことは、こ
の国の民主主義のメカニズムにより、我々が平
和的な選挙プロセスを通して、３度目の政権交
代を成し遂げると共に、様 な々不確定要素を乗
り越え、４カ月間の長い引継ぎ期間を順調にク
リアし、平和的な政権移行を実現できたことに
感謝します。

台 湾 は 再 び 行 動 により、 民 主 的 で自
由な人々として、 我々は確 固たる信 念を
持ち、民主主義と自由な生活方式を守っ
たことを世 界 の 人 々に伝えたのであり、
このプロセスに我々一人一人が参加したのです。
親愛なる台湾の皆様、我 は々成し遂げたのです。

１月１６日の選挙結果について、人々が新総
統、新政権を選ぶことに期待したのは「問題解
決」の４文字にほかならないことを皆様に申し上
げます。現在、台湾を取り巻く環境は厳しいも
のであり、執政者が怯まず前進して責務を担う
必要に迫られているのです。私はこの点を決し
て忘れることはありません。

現在の様々な問題に、我々は誠実に向き合
わなければならず、これは我々が共に担ってい
かなければならないものであると皆様にお伝えし
ます。したがって、本日の演説は一種の呼びか
けであり、私は全国民の皆様に、この国の未来
を共に担っていくことを呼びかけるものでありま
す。

国はリーダーにより偉大になるのではなく、
国民全体が共に奮闘してこそ、その国が偉大に
なるのです。総統は支持者を団結させるだけで
はなく、国全体を団結させるべきなのです。団
結はイノベーションのためであり、これは私がこ

また、２０日の総統・副総統就任
式に関して、「皆さんが最も注目してい
るのは、蔡英文総統の演説内容だろ
う。私も皆さんと同じく期待している。

（蔡総統の演説では、）新たなやり方
で経済発展を目指し、公平な正義を
実現するよう、満足出来る内容が期
待出来るだろう」と述べた。

また、記者団の団長を務めたベル
ギーの新聞社 La Libre Belgique
の Philippe Paquet 氏は蘇院長と
の面会時、「私は記者になってから
３０回以上訪台しており、常に台湾の

自由民主に深い印象を持っていた。このほど
の訪台では、民主主義の進展を垣間見るこ
とが出来た。民進党が立法院で初めて過半
数以上の議席を取る事になった今、民進党
は大きな責任を背負っている。私たちも立法
院がいかに進化していくのか期待している」と
話し、台湾の改革に深い関心を持っている意
を伝えた。

立法院を訪れた３８ヶ国のメディア関係者
らは、蘇院長との面会及び記念撮影のほか、
議場を見学し台湾立法院への理解を深めた。

係筋）ともされてきた。
邱氏の同協会会長就任により、新たに発

足した蔡政権の日本重視の姿勢がより明確と
なったとも捉えられる。

台湾の僑務委員会が開催した華僑向けの
記念式典「海外僑胞回國慶賀中華民國第14
任總統、副總統就職茶會」が５月２１日、台
北賓館にて開催され、会場には全世界の華
僑ら約１８００人が出席した。同会には蔡英
文総統、陳建仁総統、林全行政院長、蘇
嘉全立法院長、吳新興僑務委員長らが参列
し、華僑らを出迎えた。蔡総統が登壇する
際には、華僑らが「總統好！（総統、こんに
ちは！）」のかけ声と盛大な拍手で新たな総統
の誕生を歓迎した。

総統就任後１日目を迎えた蔡総統は壇上
で、海外で活躍する華僑らに対し、「皆さん
は長い間、台湾への支持と故郷への関心を
絶やさず、台湾の民主化への道を正しく導い
てくれた。今後も変わらず維持していって欲
しい。皆さん一緒に頑張りましょう」と語りか
けると会場には歓声が巻き起こった。

また、蔡総統は、若い世代の華僑らの育成、
民間外交への尽力の２点における華僑らの協
力を華僑らに求めた。特に、民間外交につ
いては、「台湾の外交面においては多くの挑戦

政府への支持、そして自由民主の台湾の華
僑を支持する事が私たち僑務委員会の活動
だ」とした上で、「僑務委員会は華僑への対応
の品質を強化、効率化していく。華僑は国
家の発展に最も重要な力である」と強調した。

蔡総統は挨拶の後、壇上を降りて華僑ら
との交流を図ったが、会場は握手や写真撮
影を求める華僑らでごった返しとなり、高い
人気度がうかがえた。

式典後、在日華僑で僑務委員の謝美香
さんは、「蔡英文総統は初めての女性総統だ
が、馬英九前総統と比べてもパワーが全然
違う。女性の目線から見てとても勉強になる。
昨日の総統就任演説を聞いて、とても感動し
た。蔡総統は経験豊富で、世界の事も良く
知っている。しかもとても真面目で若者の低
賃金問題など、真剣に国民の将来の事を考
えている」と話したほか、「新政府が台湾国民
と交流し、共に台湾を発展させ、良い方向
に向かっていく事に期待している」と話した。

また、同会では台湾各地の特産品で作っ
た料理がビュッフェスタイルで振る舞われた
ほか、擔仔麵、蚵仔煎、肉圓、蔥油餅など
の台湾小吃、そして総統・副総統就任記念
ラベルの台湾ビールも準備された。舞台では
台湾伝統のパフォーマンスも行われ、華僑ら
は故郷台湾を懐かしんだ。

の国に対し、最も深く期待していることです。私は
この国にチャンスを与えていただくことにより、我々
が先入観および過去の対立を棄て、新しい時代
へ我 の々使命を繋いでいくことを共に実現できるよ
う、切に呼びかけるものであります。

我々が共に奮闘する過程において、私は総統と
して全国民の皆様に、私と新政権は今後、この国
の改革を先導し、決意を具現化し、決して怯むこ
とはないと表明いたします。

若者のために、より良い国家を構築
未来への道は決して平たんなものではなく、台

湾はあらゆる問題に正面から立ち向かう新しい政
権を必要としています。私の責任はこの新政権を
先導していくことです。

我 の々年金制度は、改革しなければ、破たんす
ることになります。

我々の硬直化した教育制度は、徐々に社会の
流れから逸脱してきています。

我々のエネルギーと資源は、きわめて限られて
おり、我 の々経済はパワーに欠け、受託生産の古
い生産モデルは、すでにボトルネックに直面してお
り、国全体が、新しい経済発展のモデルをきわめ
て必要としています。

我 の々人口構造は、急速に高齢化していますが、
高齢者の長期介護システムはまだ不完全です。

我々の人口出生率は、引き続き低下しており、
十分な託児制度は終始、目途が立っていません。

我 の々環境汚染問題は、依然として深刻です。
我が国の財政は決して楽観視できません。
我々の司法は、すでに人々の信頼を失っていま

す。
我々の食品安全問題は、全家庭を悩ませてい

ます。
我々の貧富の差は、ますます深刻になっていま

す。
我々の社会のセーフティーネットには、まだ多く

の漏れがあります。
最も重要で、私がとりわけ強調したいのは、我々

の若者が低賃金の状況に置かれていることです。
若い人たちの人生は、身動きできず、将来に対し、
無力感と不透明感に満ちているのです。

若者の未来は、政府の責任です。若者が暮ら
しやすい構造へと変えることができなければ、い
かに逸材が輩出したとしても、若者全体の境遇を
改善することに繋がりません。私は今後の任期中、
根本的な構造から、この国の問題を一つ一つ解決

してまいります。
これは私が台湾の若者のために行いたいことで

す。私はすべての若者の昇給を直ちに実現するこ
とはできませんが、新政権は直ちに行動に移すこ
とを公約いたします。どうか我々に時間を与えて、
我 と々共に改革の道を歩んでいただきたいと願って
います。

若者の境遇を変えることは、国家の境遇を変え
ることでもあります。国内の若者に将来がなければ、
この国の将来もあるはずがないのです。若者の苦
境脱出を支援して世代の正義を実現し、よりすば
らしい国を次の世代の人々の手に渡すことが、新
しい政府の重要な責任なのです。

一、経済構造の転換
よりすばらしい国家を構築するために、今後新

政権はいくつかの方策を行ってまいります。
まずは、台湾の経済構造の転換です。これは

新政権が必ず取り組んでいかなければならない最
大且つきわめて困難な使命です。我々はむやみに
自らを卑下してはならず、自信を失ってもいけませ
ん。台湾には他国にはない多くの優位性があり、
我々は海洋経済の活力と強靭性、実務的で信頼
できるエンジニア文化、完備された産業サプライ
チェーン、敏捷で活力ある中小企業、永遠なる不
撓不屈の起業精神があります。

我々が台湾経済のイノベーションをしようとする
には、今から決意し勇敢に別の道を歩んでいかな
ければなりません。この道は、台湾経済発展の新
しいモデルを構築することです。

新政権はこのイノベーション、雇用、分配を核
心的価値観とし、持続可能な発展ができる新しい
経済モデルを追求してまいります。改革の第一歩
は、経済の活力と自主性を強化し、世界および地
域とのつながりを深め、環太平洋パートナーシッ
プ協定（ＴＰＰ）、東アジア地域包括的経済連携（Ｒ
ＣＥＰ）といった多国間および二国間による経済連
携および自由貿易交渉への積極的な参加を図って
いきます。また同時に、新南向政策を推進し、対
外的な経済の形態および多元性を強化し、従来
の単一市場に依存し過ぎた現象と決別するように
します。

そのほかにも新政権が、新しい成長エネルギー
を大いに刺激してこそ現在の経済が低迷し足踏み
している状況を乗り越えることができるものと確信
しています。我々は輸出と内需を２つのエンジンと

し、企業の生産と人々の生活を相互に補い合い、
対外貿易と地元経済が緊密にリンクするよう図って
いきます。

我々は５項目のイノベーション、研究開発計画
を優先的に推進し、これらの産業を通して、台湾
の世界競争力を再び作り上げるようにしていきま
す。我 は々積極的に労働生産力を引き上げ、労働
者の権利を保障することにより、給与と経済成長
力を同時に向上するようにしていきます。

これは台湾経済発展の鍵となる時であり、我々
には決意があり、意思疎通力もあります。我々は
すでに系統立てた計画があり、今後は省庁の枠組
を越えた連携モデルで、国全体の力を集結させ、
この新モデルを早期に実現できるようにしていきま
す。

経済発展と同時に、我々が忘れてはならないの
が、環境への責任です。経済発展の新しいモデル
は国土計画、地域の発展、環境の永続性と相互
に結びついていくものとなります。産業の展開と国
土の利用については、ばらばらな計画や目先の利
益といった考えを止めるべきです。我 は々地域のバ
ランスある発展を追求していかなければならず、こ
れは、中央の政府が計画、統合していく必要があ
り、地方自治体も地域が連合して治めるという精
神を大いに発揮していく必要があります。

我々はもはやこれまでのように、天然資源およ
び国民の健康を際限なく浪費することはできませ
ん。したがって、様々な汚染の規制に対し、我々
は厳格にハードルを設け、台湾が循環型経済の
時代に向かって歩み、廃棄物を再生資源へと転換
できるようにしていかなければなりません。エネル
ギーの選択について、我々は持続可能な考えで、
徐々に調整してまいります。新政権は世界的な気
候変動、国土保全、災害の予防などの関連テー
マを厳粛に捉えています。それは、我 に々は１つの
地球があるだけであり、１つの台湾があるだけだか
らです。

二、社会のセーフティーネットの強化
新政権が取り組まなければならない２つの目の

テーマは、台湾社会のセーフティーネットを強化す
ることです。ここ数年、子供たちの安全および無
差別殺人に関するいくつかの事件は、社会全体を
驚愕させました。しかし、政府は永遠に驚いてい
るだけではなりません。必ずや思いやりの心をもた
なければなりません。被害者の家族に代わってそ

の悲痛さを背負うことができる人はいませんが、
不幸な事件が発生した際、政府、とりわけ第一
線で問題を処理する人は、被害者およびその家
族に、政府はそれらの人々の立場に立っている
と感じられるものでなければなりません。

思いやりの心のほか、政府は解決方法も提
起すべきです。悲劇の再発を全力で防ぎ、治安、
教育、心の健康、ソーシャルワークなど各方面
から、セーフティーネットからの漏れを積極的に
補っていかなければなりません。とりわけ治安
と反薬物の実務についてです。これらについて、
新政府は最も厳粛な姿勢と行動で対処していき
ます。

年金改革について、これは台湾の生存、発
展に関わる鍵となる改革です。我々は躊躇すべ
きではありませんが、軽率に前進してもいけな
いのです。陳建仁・副総統が召集人となった年
金改革委員会は、すでに活発に準備を行ってい
る最中です。過去の政権は、この問題において、
努力はされてきましたが、社会からの参加が不
足していました。年金改革は、話し合いを通して、
全ての人が団結するプロセスが必要であること
から、新政権のやり方は、全体を集めて話し合
いを行うものであります。

これはなぜ、我々が年金改革の国是会議を
招集しようとするかであり、異なったレベルや職
業の代表により、社会団結の基礎の上で、共
に話し合うものです。この１年以内に我々は実
行可能な改革方案を提出します。企業労働者、
公務員いずれを問わず、国民一人一人がリタイ
ヤ後の生活に公平な保障を得ることができるよ
うにしていきます。

また、長期介護のテーマについて、我 は々良
質で価格を抑えた、一般的な長期介護システム
を確立してまいります。年金改革と同様、長期
介護システムについても社会を総動員するプロ
セスをとります。新政府の方策は、政府が主導
および計画し、民間がコミュニティ主義の精神
を発揮し、社会全体が相互に助け合う力を通し
て、適切で完備されたシステムを構築するよう
支援していくというものです。高齢者一人一人
が自分の住み慣れた地域で、安心して老後の
生活を送り、いずれの家庭も介護の負担を軽減
できるようにしていきます。老人介護の仕事は完
全に自由市場へと変えることはできません。

　　　　　　　　　　　　３面につづく→

新任立法院長が３８ヶ国のメディア
関係者を立法院に招待

亜東関係協会トップに民進党の重鎮、邱義仁氏が就任

蔡英文総統就任記念式典、
世界各国から華僑約１８００人が集結

中華民国（台湾）第１４代総統 ·蔡英文　就任演説全文

３８ヶ国のメディア関係者が立法院を訪問（提供：外交部）

華僑らに協力を呼びかけた蔡英文総統

亜東関係協会の会長に就任した民進党の重鎮、
邱義仁氏（写真提供：中央社）同式典には、全世界の華僑ら約１８００人が出席した

 総統・副総統就任記念ラベル
の台湾ビールも振る舞われた
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台湾と日本の観光業界の重鎮らが一同に
集まり、双方の交流拡大に向けて意見交換
を行う「第9回日台観光サミット」が5月20
日、台湾東部の宜蘭県内で開催された。議
題は「日台観光の魅力再発見」で、相互訪問
者数600万人の目標の早期達成、2020年
に向けた交流会議拡大準備の提案が決議さ
れた。台湾メディアの報道によると、日本か
らの参加者は過去最多となる118人。観光
庁参与で元観光庁長官の本保芳明氏、日本
政府観光局の小堀守理事、日本観光振興協
会の山口範雄会長ほか、旅行会社及び航空
会社各社の代表者らが出席した。

日台観光サミットは2008年から毎年開催
されており、来年は香川県と愛媛県による共
同主催となる事も発表された。

日台観光サミットに合わせて宜蘭入りした
日本の観光業界関係者らは前日の19日、宜
蘭の観光地として有名な南陽博物館で行わ
れた晩餐会に参加し、台湾側の観光業界関
係者らと親睦を深めた。

同晩餐会には台湾側から交通部観光局の
謝謂君局長、交通部台湾鉄路管理局の周永
暉局長、宜蘭県の林聰賢県長のほか、台北
駐日経済文化代表処の次期代表で元行政院
長の謝長廷氏も出席した。日本側からは観
光庁参与で元観光庁長官の本保芳明氏、日
本政府観光局の小堀守理事、日本観光振興
協会の山口範雄会長、旅行会社及び航空会
社各社の代表者らのほか、昨年の同サミット
開催地である山形県の吉村美栄子知事、及
び香川県の浜田恵造知事、愛媛県の中村時
広知事らも出席した。

山形県知事は「昨年山形県で観光サミット
を開催した際に関係者の方からアドバイスを

頂き、山形と台湾を繋ぐチャーター便を増や
す事ができました。今では山形を訪れる外国
人観光客の半分以上を台湾の方が締めてい
ます」と、成果を語った。

また、林県長は、「宜蘭を訪れる日本人観
光客は我々の統計によると５万人前後で、日
本人は宜蘭の温泉やグルメなどに興味を持っ
ているようだ。以前日本で放映されたテレビ
番組『孤独のグルメ』で宜蘭が取り上げられ、
日本の皆さんに深い印象を残した。今後も機
会を見つけてメディア露出を増やしていけれ
ば」と述べ、宜蘭県の PR に意欲を示した。

さらに謝次期駐日代表は、「台湾観光の価
値を紹介する事が大切だ。また、台湾と日本
は、歴史的にも様 な々関係性があり、それも
日本人に紹介する事で深い理解から観光誘
致に繋げられる」とした。

晩餐会では地元宜蘭の特産であるネギや
櫻桃雞を使用した料理や同じく宜蘭に工場が
ある台湾産ウイスキー「KAVALAN」が振る
舞われたほか、蘭陽戲劇団折子戲パフォー
マンス三太子がお出迎えして日本からの関係
者をもてなした。

２面より
我々は責任を担い、順序立てて計画および

実行し、高齢化社会を迎えるにあたり、十分な
準備をしていきます。

三、社会の公平と正義
新政権が取り組む３つ目のテーマは、社会の

公平と正義です。このテーマについては、新政
権は引き続き公民社会と共に力を合わせて、台
湾の政策をより多元、平等、開放、透明、人
権といった価値観に合致するよう、台湾の民主
主義メカニズムをより深く進化させてまいります。

新しい民主主義メカニズムが十分に機能する
には、我 は々まず過去と向き合う共通の方法を
見出さなければなりません。これから、私は総
統府に真相・和解委員会を設置し、最も誠実
かつ慎みある姿勢で、過去の歴史に対応してま
いります。正義への移行を追求する目標は、社
会の真の和解を追求することであり、すべての
台湾人があの時代の過ちを知っておかなければ
なりません。

我々は今後、真相の調査と整理から始め、
３年以内に、台湾自身の正義への移行の調査
報告書を完成させる予定です。我 は々調査報告
に示された真相に基づき、次に正義への移行
作業を進めていくことになります。真相を発掘し、
傷跡を癒し、責任をはっきりさせます。それによ
り以後、過去の歴史は台湾の分裂の原因には
ならず、共に台湾が前へと歩み出す原動力とな
るのです。

同様に公平と正義のテーマにおいては、私は
共通の原則を堅持し、先住民族のテーマにつ
いて向き合います。本日の就任式では、先住民
族の子ども達が国歌を歌う前に、先に彼らの村
の伝統民謡を歌いました。これは、我々はこの
島にやって来た順番を忘れることはとてもできな
いということを象徴しています。

新政権はお詫びの姿勢で、先住民族の関連
テーマに向き合います。先住民族の歴史観の再
構築、段階的な自治の推進、言語文化の復元
と育成、生活ケアの向上、これらは私が導く新
政権が推進する変革であります。

続いて、新政権は司法改革についても積極
的に推進してまいります。これは現段階における
台湾の人々にとり最も関心あるテーマです。司
法が国民感覚から離れ、国民から信頼されず、
司法が犯罪撲滅に効果的でなく、司法が正義
を守る最後の一線を失っているというのは、国
民が広く感じていることです。

新政権の決意を示すため、我 は々今年１０月に
司法国是会議を開催し、国民が実際に参加するこ
とを通して、社会の力を取り入れ、共に司法改革
を推進してまいります。司法は国民のニーズに必ず
応えなければならず、法律専門家だけのための司
法にとどまるのではなく、全国民のための司法でな
ければなりません。司法改革は司法専門家の内部
業務だけにとどまるのではなく、全国民が参加して
改革すべきものです。これが私の司法改革への期
待であります。

四、地域の平和的安定発展と両岸関係
新政権が取り組む４つ目のテーマは、地域の平

和的安定と発展、そして両岸関係を適切に対処す
ることです。過去３０年間、アジアあるいは世界の
いずれもが、変動の最も激しい時代でした。そして、
世界および地域の経済的安定と集団安全保障も、
各国政府がますます関心を払う課題となっていま
す。

台湾は地域の発展の中で、常に不可欠である
重要な役割を果たしています。しかし近年、地域
の情勢変化のスピードが速まり、台湾がもし自己
の実力とカードをうまく用いて、積極的に地域実務
に参加できなければ、取るに足らない存在となっ
てしまい、さらには取り残され、未来の自主権さえ
も喪失しかねません。

我々は危機に面していますが、それは転機でも
あります。台湾の現段階における経済発展は、地
域における多くの国 と々の高度な繋がりと相互補
完からなっています。もし今後、経済発展の新た
なモデルを確立する努力を、アジア、あるいはアジ
ア太平洋地域の国 と々の協力を通して、共に未来
の発展戦略を形作ることができれば、地域の経済
イノベーション、構造改革と持続可能な発展への
積極的な貢献ができるのみならず、地域内のメン
バーとともに緊密な「経済共同体」意識を構築でき
るのです。

我々は他の国 と々資源、人材、市場を分かち
合い、経済のパイを拡大することにより、資源を
有効利用しなければなりません。「新南向政策」と
はつまり、このような精神に基づくものです。我々
は科学技術、文化、経済・貿易などさまざまな面
において地域のメンバーと幅広い交流と協力を進
め、特にＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）やイン
ドとの多元的な関係を深めてまいります。そのため
にも、我 は々海峡の対岸と地域発展への共同参画
といった関連テーマについて心を開いた意見交換
を行い、さまざまな協力と連携の可能性を見出し
たいと願っております。

積極的な経済発展と同時に、アジア太平洋地
域の安全保障情勢はますます複雑化しており、両
岸関係も地域の平和と集団安全保障の重要な一
環となっています。これを確立させる道筋において
は、台湾は「平和の忠実な守護者」として積極参
加し、決して欠席することはありません。我 は々両
岸関係の平和と安定の維持にも力を入れてまいり
ます。我々は内部の和解促進にもより一層努め、
民主主義メカニズムを強化し、コンセンサスを凝集
し、一致した対外的立場を形成してまいります。

対話と意思疎通は、我々が目標を達成するため
の最も重要な鍵です。台湾は「平和のための積極
的なコミュニケーター」となるためにも、我々は関
係する各方面と常態化された緊密な意思疎通メカ
ニズムを構築し、いつでも意見を交換できるように
して、判断を誤ることを防ぎ、相互信頼を確立す
ることにより、効果的に争議を解決できるようにし
ます。我 は々平和的原則を遵守し、利益の分かち
合いを原則として、関連争議を処理してまいります。

私は中華民国憲法に基づいて総統に当選し、
私には中華民国の主権と領土を守る責任がありま
す。東シナ海および南シナ海の問題については、
我 は々争議の棚上げと共同開発を主張します。

両岸間の対話と意思疎通については、我 も々既
存のメカニズムの維持に努めます。１９９２年に両
岸の両会（海峡交流基金会と海峡両岸関係協会）
が相互理解と求同存異（小異を残して大同につく）
の政治的姿勢で、意思疎通の話し合いを行い、
若干の共通の認知と理解が得られました。私はこ
の歴史的事実を尊重します。９２年の後、２０数
年間にわたり双方が交流し、話し合いを積み重ね
て形成された現状と成果を、両岸はいずれも共に
大切にし、守っていくべきであり、この既存の事実
と政治的基礎の上に、引き続き両岸関係の平和
的な安定と発展を推進してまいります。新政権は
中華民国憲法、両岸人民関係条例およびその他
関連する法律に基づき、両岸の実務を処理してま
いります。両岸の２つの与党は歴史の重荷を下ろ
し、良性的な対話を行い、両岸の人 の々幸福を作
り出すべきです。

私が述べた既存の政治的基礎は、次の数点の
重要な要素が含まれます。第１に、１９９２年の両
岸両会会談の歴史的事実および求同存異の共通
の認知は歴史的事実であること。第２に、中華民
国の現行憲政体制。第３に、両岸の過去２０数
年間にわたる話し合いと交流の成果。第４に、台
湾の民主主義の原則と普遍的な民意であります。

五、外交およびグローバルな課題

新政権が責任を持って取り組む５つ目のテーマ
は、地球の公民としての責任を果たし、外交およ
びグローバルな課題に貢献することです。台湾が
世界に向けて歩み出すとともに、世界が台湾に歩
み入るようにします。

会場には各国から数多くの元首および使節団に
お越しいただきました。皆様方が長きにわたり一
貫して台湾を支援していただいたことにより、我々
が国際社会へ参加する機会を持てたことを、ここ
で改めて感謝申し上げます。今後、我々は引き続
き政府間交流、企業投資、民間協力などさまざま
な方法で、台湾における発展の経験を分かち合い、
友好国と末永いパートナー関係を構築してまいりま
す。

台湾は世界の公民社会の模範生であり、民主
化以降、我 は々平和、自由、民主主義、人権といっ
た普遍的価値観を終始堅持してきました。我々は
これらの精神を堅持し、グローバルな課題の価値
観同盟に加入してまいります。我 は々引き続き米国、
日本、欧州を含む友好的な民主国家との関係を
深め、共通の価値観を基礎として、全方位的な協
力を推進してまいります。

我々は国際的な経済貿易連携およびルールの
制定に積極的に参加し、グローバルな経済秩序を
断固として守り、重要な地域経済の枠組みへの加
入を進めます。我 は々地球温暖化および気候変動
を食い止める課題についても欠席しません。我々
は今後、行政院にエネルギーと低炭素化を担当す
る部署を設置し、ＣＯＰ２１パリ協定の規定に基
づき、定期的に温室効果ガスの排出量削減目標
を再検討し、友好国と手を携えて、共に持続可能
な地球を守ってまいります。

同時に新政権は、人道支援、医療援助、疾病
の予防と研究、反テロ協力、国際犯罪の共同取
締りなどのグローバルな新しい課題の国際協力に
ついても支持、参加してまいります。それにより台
湾は国際社会に不可欠なパートナーとなるでしょ
う。

結び
１９９６年に台湾で初の総統直接選挙が実施さ

れ、今年でちょうど２０周年となります。過去２０
年間、何代かにわたる政権と公民社会の努力の
下、我 は々多くの新興民主国家が必ず直面する難
関を乗り越えることができました。このプロセスに
おいて、我 は々数多くの感動的な場面とストーリー
がありました。しかし、世界のその他の国 と々同様
に、我々にも焦りや不安、矛盾、そして対立があ
りました。

我々は社会の対立、進歩と保守の対立、環
境と開発の対立、政治イデオロギーの対立を見
てきました。これらの対立は、かつては選挙の
際の動員のエネルギーとなっていました。しかし、
これらの対立により、我々の民主主義は徐々に
問題解決能力を失うようになりました。

民主主義は一つのプロセスであり、どの時代
の政治家も、自身が背負う責任をはっきりと認
識しなければなりません。民主主義は後退する
ことがありますが、前進もします。本日、私はこ
こに立ち、皆様に申し上げたいのは、後退は我々
の選択肢ではないということです。新政権の責
任は台湾の民主主義を次のステージへと推し進
めることです。以前の民主主義は選挙の勝ち負
けでした。そして今、民主主義とは、人々の幸
せに関わることです。以前の民主主義は２つの
価値観の対決でした。そして今、民主主義とは、
異なる価値観の対話なのです。

イデオロギーに縛られない「団結の民主主
義」を確立し、社会および経済の問題に対処で
きる「効率的な民主主義」を確立し、人 を々実
質的にケアできる「実務的な民主主義」を確立
する。それが新時代の意義なのです。

我々が新時代がやって来ると信じ、この国の
主人が確固とした信念を持つ限り、新時代は必
ず我 こ々の時代の人々の手によって誕生するで
しょう。

親愛なる台湾の皆様。私の演説はまもなく終
わり、そして改革が始まります。この瞬間から、
この国への重責が新政権にかかっています。私
は皆様にこの国の変革を見ていただきたい。

歴史は我々のこの勇敢な世代を記憶するで
しょう。この国の繁栄、尊厳、団結、信頼、正義、
いずれも我々の努力の跡があることを。歴史は
我々の勇敢さを記憶するでしょう。２０１６年、
我々が共に国を新しい方向へと導いたことを。
この土地にいる誰もが、台湾の変革に参加する
ことを誇りに思っていただきたいのです。

先ほどのプログラム中の歌で、感動した歌詞
がありました。それは、
「いまがその日だ、勇敢な台湾人よ」
国民同胞の皆様、２，３００万人の台湾の皆

様、待つことは終わりました。今日がまさにその
日なのです。今日、明日、そしてこれから毎日、
我 は々民主主義を守り、自由を守り、この国の
台湾人を守ってまいります。

ありがとうございました。
【総統府 2016年5月20日／訳：台北駐日経
済文化代表処】

日台観光関係者ら、
前日晩餐会でも交流深める

日本人参加人数、過去最高の１１８人

サミットには日台観光重鎮らが参加

などを活用した観光情報の発信に力を入れる
方針を発表した。

なお、高雄市を通る鉄道の駅の中には、
過去に日本人が建設に携わった建物が数多
く残り、駅としての役目を終えた建物も博物
館として公開され、現在でも人気の観光スポッ
トとなっている事を踏まえ、日本の鉄道ファン
にも台湾鉄道を楽しんで欲しいという思いか
ら、セミナー内では、「永久に有効」と書かれ
た南台湾鉄道局の記念切符が台湾側から大
阪観光局の奥村大祐部長に贈呈された。

セミナー後に行われた交流及び食事会で
は、様々な交流が行われたほか、後半の抽
選会では南台湾のホテル宿泊券や、台湾 -
大阪間のビジネスクラス往復航空券が参加
者にプレゼントされた。

台湾の猫写真家・猫夫人は５月１３日、
書籍「店主は、猫―台湾の看板ニャンコ
たち」の邦訳発行を記念し、台湾文化セン
ターでトークイベントを開催した。会場は
満席でトーク後のサイン会には長蛇の列が
でき、猫夫人は１人１人のファンたちと「猫」
を通じた日台交流を行った。

このイベントで猫夫人は、スクリーンを
用いて日本のファンらに台湾の猫に関する
話をシェア。猫を撮り始めたきっかけや台
湾の猫たちの日常、自身が行う猫ボランティ
アの活動、猫村・猴硐（ホウトン）でのストー
リーや同書の取材の裏話などがその内容。
また、クイズも取り入れられ、正解者には
猫のイラストの記念切符や猫形のパイナッ
プルケーキをプレゼント。このほか Q&A
も行った。

猫夫人は「猫と台湾独特の文化や風景
をコラボレーションして写真を撮ることが多
い。猫の写真を通じて、台湾の特色を色
んな人に見てもらいたい。また、台湾は動
物をとても愛している所だという事を知って
もらいたい想いで写真を撮っている」と話し
た。

また、猫夫人と７、８年前から交流のあ

台湾の高雄市政府観光局は５月９日、大
阪のリーガロイヤルホテル・山楽の間で日本
人観光客誘致を目的とした南台湾エリアの観
光セミナーを、屏東県観光処及び台南市観
光局と共同で開催した。大阪で同３都市が
合同セミナーを行うのはこれが初めて。テー
マは「次の停車駅は、南台湾」で、南台湾

る日本の猫写真家・星野俊光さんも会場に
駆け付け、「猫夫人の明るい性格が良く写真
に出ていて、猫としゃべりながら撮影している
事が伝わってくる。日本人が好きな写真だ。
日本も様 な々猫の写真集があるが、どれも少
し同じような写真が多く、少し飽きてきてい
る。今後、もっと猫夫人の写真を日本人に知っ
てもらいたい。これからどんどん人気が出てく
るだろう」と評価した。

猫夫人は、今年の１１月２日より横浜の赤
煉瓦倉庫で開催される猫の写真展への出展
を予定しており、同写真展の主催は星野さん
が務める。星野さんによると、猫夫人と台湾
でも人気のある熊本のアイドル猫「ニャン吉」
との日台「猫」コラボレーションを企画してい
るという。

エリアの政府観光局、高雄と屏東のホテル、
旅行会社、食品会社、航空会社が来日した。
また、日本からは観光協会や旅行会社、メディ
ア関係者ら約８０人が参加するなど、大規模
なセミナーとなった。

同セミナーでは、高雄市観光局の許伝盛
局長や屏東県政府観光伝播処の黄国維処
長らが、動画やスライドショーを用いなが
ら、自転車用道路、花畑、温泉、グルメな
ど南台湾エリアの魅力を伝え、合わせて関
西国際空港から発着する台湾・高雄行きの
本数の多さや MRT の交通の便のよさなども
アピールし、台北とは違った台湾南部ならで
はの楽しみ方を提案した。さらに、高雄市と
しては「スマートトラベル」という理念を掲げ、
今後はさらにインターネットや SNS、アプリ

日台観光サミットが宜蘭で開催 日台「猫」交流！？猫写真家・猫夫人が来日トークショー

大阪で南台湾エリアの魅力伝える

多くの日台観光業界関係者らが集まった

ユーモアを交えてトークする猫夫人（右）

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！

食事編

台湾語：ジャパーボエ？

日本語：ご飯を食べましたか？
中国語：吃飯了嗎？

台湾語：フージャー

日本語：おいしいです
中国語：好吃

台湾語：ワーバットーヤーワー

日本語：私はお腹がすきました
中国語：我肚子餓了

※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。
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　台湾文化セン
ターの虎ノ門新
設1周年記念行事

「台湾カルチャー
フェスティバル」
のオープニング
企画として、「台湾の音楽フェスに行こう！」と題す
るトーク＆ライブ・イベントが６月１１日から６月
１３日まで、台湾文化センターで開催される。多数
ある台湾音楽フェスの中から、代表的な３つを選
び、そのオーガナイザーを招き、写真や映像を交え
ながらのトーク及び、そのリコメンド・アーティス
トによるミニ・ライブが実施される。１１日はア
るロック・バンド CHTHONIC（ソニック）のボー
カリストにして台湾立法委の Freddy Lim（林昶
佐）による　「Megaport Festival 大港開唱」のトー
ク、１２日は台湾の音楽プロデューサー・Landy 
Chang（張培仁）による「Simple Life 簡単生活節」
についてのトーク、１３日は角頭音楽董事長の
Chang43（張四十三）による「THIS World Music 
Fest @ Formosa 這・世界音楽節」についてのトー
クが行われる。入場は無料、申込み方法や開始時間
は決定次第台湾文化センター HP にて掲載。
問い合わせ→台湾文化センター
 Tel:03-6206-6695

  「台湾の音楽フェスへ行こう！」時代力量の林昶佐も来日
　トーク・イベント「台
湾語ポップス黄金時代
の SP 盤を蓄音機で聴
こう！」が６月１４日、
台湾文化センターで開
催される（１９: ００～
２１: ００）。入場は無
料。ナビゲーターは関
谷元子（音楽評論家）、
ゲストスピーカーは朱
頭皮（ミュージシャン）、
林太崴（音楽学者）が務め、台湾と日本がともに作っ
た最初のポップスの素晴らしさを日本に紹介する。
エミール・ベルリナーというドイツ系アメリカ人が
発明した円盤型のレコード・SP 盤と同時に世界に
広まったポピュラー音楽。日本統治時代の１９３０
年代を中心とした台湾語のポップスからは、台湾人
の素晴らしい創造性が感じられる。今回は、その時
代の音楽の貴重な SP 盤を蓄音機で聴きながら、ゲ
ストスピーカーがこの時代の音楽について語る。
 

問い合わせ→台湾文化センター
 Tel:03-6206-6695

「台湾語ポップス黄金時代の SP 盤を蓄音機で聴こう！」
　日本統治時代の台湾で活
躍した油彩画家・立石鐵臣
の展覧会「麗しき故郷『台
湾』に捧ぐ−立石鐵臣展」が
5月21日 か ら7月3日 ま
で、府中市美術館で開催さ
れる。同展では、立石鐵臣
氏が大コレクター福島繁太
郎に贈った「台湾画冊」を
日本初公開する。観覧料は
一 般700円、高 校 生・ 大
学 生350円、小 学 生・ 中
学 生150円。ま た、関 連
企画として、６月１９日に特別ギャラリートーク

「父、立石鐵臣について」（講師：立石光夫）、６月
５日に「台湾近代美術と立石鐵臣おみ」（講師：森
美根子）、６月２６日に講演会「立石鐵臣おみとい
う画家」（講師：志賀秀孝）が開催されるほか、水
彩画やアクリル絵の具で細密画に挑戦するワーク
ショップも開催される予定。詳細は府中市美術館
HP へ → https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/
kikakuten/kikakuitiran/tateishitetsuomi.html
 
問い合わせ→ハローダイヤル
Tel:03-5777-8600

　米国アカデミー
賞公認・アジア最
大級の国際短編
映画祭「ショート
ショート フィル
ムフェスティバル 
& アジア （略称：
SSFF & ASIA）」
が６月２日～６月２６日まで、表参道ヒルズ スペー
ス オー、ラフォーレミュージアム 原宿ほかで開
催される。台湾からは、アジアインターナショナ
ル & ジャパンプログラムに、「 超能力少年（Kaiyu 
Chang 監督」と「衝突試験（Yuting Hsueh 監督」の
２作品がノミネート。また、SSFF & ASIA と台湾・
高雄映画祭とがコラボレーションし、台湾・高雄映
画祭プログラムも開催され台湾の４作品を上映予定
だ。また6月6日には、ラフォーレミュージアム原
宿にて「コーヒーの嘘」上演時に、「コーヒーの嘘」の
監督とキャスト、高雄映画祭のスタッフが来場し、
質問コーナーなどを催して観客と交流を図る予定
だ。なお、アジアインターナショナル & ジャパン
プログラムの監督らの来日も予定されている。
 
問い合わせ→ショートショート実行委員会
Tel:03-5474-8844

　元・飛輪海で現在
人気俳優として数多
くのドラマや映画に
出演しながら、アー
テ ィ ス ト と し て も
高 い 人 気 を 誇 る 台
湾のアーティスト・
AARON（アーロン /
炎亞綸）は６月１８日
と １ ９ 日、AARON 
JAPAN ORIGINAL 
3rd SINGLE「モノクローム・ダンディー」リリー
スを記念し、関西と東京でそれぞれファンイベン
トを開催する。１８日は15:30から阪急西宮ガー
デンズ 4 階スカイガーデン・木の葉のステージで、
１９日は14:30からお台場ヴィーナスフォート２Ｆ
の 教会広場で行われる。同イベントはトーク & 特
典会に分けて行われ、特典会では、同ＣＤ購入の際
に入っているイベント参加券の枚数と種類によって
握手会、サイン & 握手会、ツーショット撮影会と
別れている。詳細はこちら→ https://www.aaron-
yan.com
 
問い合わせ→ポニーキャニオンライヴエンタテイン
メント部（東京）Tel:03-5521-8067

　 台 湾 出 身 の 若 手
アーティスト・LEE 
KAN KYO（李漢強）
さんの個展「チラシ 
XL」が６月３日から
１５日まで、東京・
新宿眼科画廊で開催
される。今回の個展
では誰もが日常的に
目にしながら、当たり前の風景になり過ぎている
スーパーマーケットの広告に着目。消費されてゆ
くイメージをビビッドなカラーで描いていく。人
間よりも大きいチラシタペストリー（新作）や、移
動式ジューススタンド（新作）の作品を中心に発表。
さらに会期中移動ジューススタンドを使用したパ
フォーマンスも行う予定だ。入場は無料。李漢強は、

「スーパーのチラシ」や「アイドル」など、消費され
てゆくイメージをビビッドなカラーで描くことを特
徴としているアーティスト。２０１２年に東京造形
大学大学院造形専攻を修了。２０１４年３月に開催
された若手アーティストを発掘する公募展・第１０
回グラフィック「1_WALL」でグランプリを受賞し
ている。
問い合わせ→新宿眼科画廊
Tel:03-5285-8822

　今年、アーティスト名「Ｎａ
ｎａ（ナナ）」で日本デビュー
を果たした台湾出身、１５歳
のチェロ奏者・欧陽娜娜（オー
ヤン・ナナ）は６月２９日、紀
尾井ホールでデビューリサイ
タ ル を 開 催 す る（18：30開
場、19：00開演）。プログラ
ムは、メンデルスゾーン「歌の
翼に 作品34-2」、ポッパー「コ
ンチェルト・ポロネーズ作品
14」のほか、父の姉で伯母にあたる歌手・欧陽菲菲
の名曲「ラヴ・イズ・オーヴァー」なども演奏され
る予定。チケットはイープラス、紀尾井チケットセ
ンターにて購入可能。料金は全席指定 ５０００円

（税込）。Nana は世界的な名門音楽学校に奨学生か
つ最年少で入学したスーパーエリート。音楽の才能
だけでなく、その美貌から、２０１４年には中国映
画「北京愛情故事」に出演するなど、女優やモデル
としても活躍中。今年４月６日には日本でアルバム

「Ｎａｎａ１５」を発表しており、日本でも注目を
集めている。
 
問い合わせ→カスタマー・サービスセンター　
customer_jp@Universal-Music.co.jp

麗しき故郷「台湾」に捧ぐ−立石鐵臣展

台湾のショートフィルムが東京で上映 AARON「モノクローム・ダンディー」リリース記念イベント天才美少女チェロ奏者 Nana がデビューリサイタルLEE KAN KYO 個展「チラシ XL」

Information エンタメ／イベント／日台交流

　阪神タ
イガース
と阪神電
気鉄道は
６月１５
日・ １ ６
日、 阪 神
甲子園球場で行われる阪神 - オリックス戦で「台湾
デー」を開催する。１５日の始球式は、台湾映画

「KANO」で主演を演じた永瀬正敏氏を予定してい
るほか、球場内・外では台湾観光協会のゆるキャラ 
喔熊 (Oh!Bear) のグリーティングや台湾まぜそば、
台湾かき氷 ( 抹茶杏仁豆腐、マンゴー ) などの台湾
グルメの提供などを多数予定している。また、「台
湾デー」を記念して、台湾出身来場者を対象とした
プレゼントキャンペーンも実施。さらに Tigerair
台湾、 台湾観光協会大阪事務所が共同で、Tigerair
台湾の公式 Facebook に友達申請をすると「阪神タ
イガース ×Tigerair 台湾」の T シャツ等が、もらえ
るガラポン抽選会を実施する。その他詳細は阪神タ
イガース HP（https://hanshintigers.jp/）などに掲
載。
 
問い合わせ→甲子園球場
Tel:0798-47-1041

甲子園で「台湾デー」初開催

台湾の音楽フェスに行こう

油彩画家・立石鐵臣の展
覧会「麗しき故郷『台湾』

に捧ぐ－立石鐵臣展」

甲子園で台湾デー初開催

Nana デビュー
リサイタル

超能力少年

アーロンが「モノクローム・ダン
ディー」リリース

LEE KAN KYO（李漢強）さん
の個展「チラシ XL」開催

台湾と日本が共に作った最
初のポップスの素晴らしさを

日本に紹介（提供：林太崴氏）

万一の保障に + 介護保障 + 認知症保障付  保険が登場しました。万一の保障に + 介護保障 + 認知症保障付  保険が登場しました。
法人契約で全額損金！節税対策、退職金準備に最適！法人契約で全額損金！節税対策、退職金準備に最適！
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台湾東部の宜蘭と花蓮を結ぶ唯一の道
路「蘇花公路」のバイパス建設工事で、最
長の観音トンネル（全長７．９キロ）で最後
の掘削区間となっていた南行きが貫通し
た。現場には馬英九総統と行政院の張善政
院長も駆けつけ貫通の瞬間を見届けた。同
トンネルは２０１９年にも３８．４キロの

全線が開通する見通しで、東部の交通事情
改善に期待が寄せられている。同公路は断
崖絶壁に面し、道路幅が狭くカーブが多い
のに加え、交通量が多いことから難所とし
て知られる。バイパスは八つのトンネルと
橋で短絡化を図る。

May3 宜蘭と花蓮結ぶ最長のトンネルが貫通
１月の選挙敗北の責任を取って辞任し

た行政院の毛治国院長の後を受けて２月１
日に就任し、組閣した張善政内閣が１２日、
馬英九総統に総辞職の届けを提出し、受理
され、１９日夜に発効した。台湾メディア
によると、張氏は、「張内閣は在任１０９
日間の最短内閣だが、CP(コスト・パフォー

マンス ) は最も良かった」と自賛。行政院
前庭で記念撮影し、閣僚たちにチョコレー
トを贈ったという。閣僚のうち、中央銀行
総裁、国家通信放送委員会と公平交易委員
会の主任委員の３人はまだ任期が残ってお
り、留任する。

May19 在任最短の張善政内閣が総辞職
新任の郭芳煜労動部長は、１カ月以内

に労動基本法改正案を提出し、今年７月以
降、全面的に週休二日制を実施する方針を
明らかにした。法改正で労働時間は毎週
４０時間、１日８時間となり、時給は現在

の１２０元から１２６元に引き上げる。こ
れで民間の労働者も公務員と同じく週休二
日制になり、国定休日も同じになるという。

（元 = ニュー台湾ドル）

May24 ７月から週休二日制全面実施へ、郭・労働部長が表明

法務部は２０１４年５月に台北メト
ロ（MRT）板南線車内で乗客４人が死亡、
２２人が負傷した無差別殺傷事件を起こし
た鄭捷死刑囚の刑を執行したと発表した。
２００８年から続く馬英九政権下での執行
は３３人となった。鄭捷死刑囚の死刑は先
月２２日に確定したばかりたが、法務部の
陳明堂政務次長は、「社会への影響が大き
く、市民を恐怖に陥れた」としてスピード

執行に踏み切った理由を説明した。台湾の
死刑執行は銃殺刑を採用している。陳次長
によると、鄭死刑囚は執行直前の食事に少
しだけ手をつけ、「水がほしい」と求めた以
外は、特に口を開く事はなかったという。
先に麻酔注射を打たれ、３回の発砲の後、
医師が死亡を確認した。事前に臓器提供の
申し出はなく、移植は行われなかった。

May10 台北メトロ無差別殺傷事件の鄭死刑囚、法務部が死刑実行
蔡英文政権は、日本の海上保安庁が沖

ノ鳥島沖で台湾漁船を拿捕したことに反発
し、同島を「岩」と主張して国際仲裁での
解決も辞さない構えを見せていた馬英九前
政権の方針を撤回する考えを表明した。日
本政府関係者によると、台湾当局が沖ノ鳥
島周辺の排他的経済水域内に派遣していた
巡視船も退去を開始したという。また、日
本と台湾は海洋協力の対話枠組みを創設す
る事で一致。７月末前に初会合を開く。こ
れについて行政院の童振源報道官は、沖ノ

鳥海域での巡視任務終了後の対応として、
同海域の公海における年間巡視範囲に加
え、漁業者の権益保護に努めるとした。巡
視船退去のメディア報道に対しては、行政
院海岸巡防署と行政院農業委員会は５月１
日より巡視船などを沖ノ鳥海域に共同で派
遣し、１ヶ月間の合同巡視任務にあたらせ
ていると説明。海岸巡防署の２隻の艦船と
農業委員会の「漁訓貳号」は今なお既定の
計画どおりに巡視任務を続けており、退去
してないと強調した。

May23 蔡英文政権、沖ノ鳥島めぐる方針撤回 東 森 国 際 （ E a s t e r n  M e d i a 
International）グループ傘下のポイント
サービス「得易Ponta」は、台湾のエバー
航空、義美食品、小籠包店「鼎泰豊」の、
著名企業３社との提携を発表した。衣・
食・住に加え、旅行やレジャーなど生活の
全方位へサービス拡大を続ける。現在「得

易Ponta」は会員数２１０万人、ポイント
流通数は１４億ポイント、これまでに７８
ブランド・５０００店と提携。今回、有名
企業３社との提携を実現し、今年はカード
発行枚数３６０万枚、来年は５００万枚突
破を目指す。

May25 Ponta ポイントがエバー航空、義美食品、鼎泰豊と提携へ

嘉義、南投両県の県境にある中央大学
鹿林天文台が２００６年に発見した小惑
星が南部の屏東県にちなむ「Pingtung（屏
東）」と命名された。台湾の県・市名で惑
星の名前に採用されたのは今回で１３個
目。 同大の周景揚校長（学長）によると、
同天文台は２００６年から３年間で小惑星

約８００個を発見。今回命名された「屏東」
は、地球から約２億８０００万キロ離れた
位置にあるという。関係者は、太陽の周り
を５．５５年かけて一周し、太陽からの距
離は最も近い時で４億３０００万キロ、最
も遠い時は５億１０００キロあるとしてい
る。

May11 台湾の中央大が発見した小惑星、名称を「屏東」に

行政院の童振源報道官は、林全行政院
長が２０１４年３月に起きた立法院議場占
拠に関わった学生ら１２６人の刑事告訴を
取り下げたと明かした。童報道官によると、
林院長は立法院議場占拠に端を発するひま
わり学運について「政治事件で単純な法律
事件ではない」との認識を示し、「調和を取
り、衝突を避ける原則の下、寛大に処理す

るため、告訴を取り止めた」としている。
また、学生らの訴えが、普遍的な社会の共
通認識となり、立法院でも両岸間の取り決
め監督条例に基づいた立法が進められてい
るとし、学生運動の正当性と社会的貢献を
強調。蔡英文政権下の行政院で初の政治決
定だとした。

May23 ひまわり学運の学生ら１２６人、行政院が刑事告訴取り下げ

台北メトロ（MRT）は、より乗客にやさ
しい環境を作ろうと、駅プラットホームに
監視システムや呼び出しインターホンを設
置し、係員の巡回を強化して安全性向上に
努めると発表した。同時にエリアの名称
も「夜間婦女待合エリア」から「夜間安心待
合エリア」に変更した。また、台北メトロ
におけるサービスとして、政府の母乳育児
推進政策に呼応して３０カ所の駅に授乳室

を設置しているほか、他の駅でも必要があ
れば係員の休憩室を授乳場所として提供す
る。さらに１１カ所の駅では、台北市衛生
局が妊娠初期の妊婦のために準備している
妊婦バッジを配布する。なお妊婦シールは
全ての駅を対象に行う。なお、昨年１２月
からは松山新店線の車両で「親子ゾーン」
の試験運用を開始している。 

May26 台北メトロ、乗客にやさしい環境作り強化

フランスの高級ブランド「ルイ・ヴィ
トン（LV）」は、世界で初となる旅行かば
んのコンセプトショップを台北晶華酒店

（リージェント台北）に開設した。２０坪
の小型店だが、スーツケースのカスタムペ
イントなどを扱い、客単価は高めに設定し
た、という。LV は台北市の中山旗艦店を

３月に改修。微風（BreezeCenter）信義
店にも若者向け商品を主とする店舗を８月
末から９月にオープンする予定だ。台湾メ
ディアによると、近年、LV などの高級ブ
ランドは中国での出店を減少させ、台湾へ
の投資を増やす傾向にあるという。

May13 ルイ・ヴィトンが台北に初の旅行かばんコンセプトショップ開設

衛生福利部の林奏延部長が、WHO 世
界保健機関の年次総会 WHA に参加した。
ＷＨＡは、スイスのジュネーブで始まり、
台湾の代表団の団長を務める林奏延・衛生
福利部長は入場後、チャイニーズ・タイペ
イと書かれた所定の座席に座った。台湾は
２００９年より、オブザーバーとしてこの

会議に参加しているが、今年は政権交代が
あった事が起因して招待状が遅れ、その招
待状の中に「一つの中国原則」に触れられ
る表記があるなど、例年と異なる事象によ
り、林部長が無事参加できるのか注目され
ていた。

May23 衛生福利部の林奏延部長、無事ＷＨＡに参加
総統府の黄重諺報道官は、総統府は「原

住民族転型正義委員会（先住民族『移行期
の正義』委員会）」を設置すると明らかにし
た。「移行期の正義」とは、民主化後の社会
が過去の人権侵害に対して被害者の名誉回
復や補償を行ない、正義を実現する事。黄

報道官は、国家と先住民族との関係は極め
て厳粛に向き合うべき問題だとし、他国が
先住民族の歴史の真相をいかに究明し、先
住民族と和解を進めたかを参考にする考え
を示した。

May26 総統府、先住民族「 移行期の正義」委員会を設置

台湾で消費期限の改ざん騒動が相次い
だ。海産物卸業者・漁洋国際公司（新北市）
は、２０１４年から冷凍エビ・ホタテなど
の消費期限を改ざんしており、当局が３３
品目・２５０キログラムの商品を差し押さ
えた。同社は台北市のアンバサダーホテル
やハワードプラザホテルなども取引があっ
た。また、台中市の調味料業者の雄勳公司
も、消費期限切れ製品のラベルを改ざん

（半年～２年延長）して再販売していた事
が判明し、当局は同社倉庫で１５１製品・
２２トンを差し押さえた。これらは食品製
造大手の卜蜂食品（Charoen Pokphand）
に販売され、ハムなどの肉加工品７品目に
使用されていたため、卜蜂は約１１トン・
１２３万元（約４１２万円）分の商品を回
収した。（元 = ニュー台湾ドル）。

May18 消費期限の改ざん騒動相次ぐ

「Global Traveler」誌 は こ の ほ ど、
２０１６年度「レジャー・ライフスタイル
賞（Leisure Lifestyle Award）」の結果を
発表し、エバー航空が保有する「ハローキ
ティ」のペイントを施した塗装機「ハロー
キティジェット」の機体のペインティン

グ、機内の環境、アメニティグッズ、機
内食等の工夫が評価され、同「Global 
Traveler」の２０１６年度「Outstanding 
Customized Service（傑出したカスタマ
イズサービス賞）」を受賞した。

May24「ハローキティジェット」が米旅行専門誌で評価
行政院の林全院長が立法院で２０日の

就任後初となる施政方針演説が行われる予
定だった３１日午前、飼料添加物ラクトパ
ミン入りの米国産豚肉の禁輸措置解除など
に反対する国民党の立法委員と市民による
激しい抗議活動が立法院の内外で行われ
た。院内では国民党の立法委員が演壇を占
拠し、林氏の演説を妨害。一方、院外では
同党の台北市議の呼びかけによって養豚業

者や漁業関係者など１０００人近い市民が
集まり、「林全は辞任しろ」などと抗議の声
を上げた。また、一部では院内への突入を
図る人々と警察の間で衝突も起きた。林氏
を任命した蔡英文政権は、禁輸措置解除に
対する立場を明らかにしていない。だが、
農業委員会の曹啓鴻主任委員が先月下旬、
解除を示唆するような発言を行い、反発を
招いていた。

May31 米国産豚肉輸入再開などをめぐり、国民党・立法委員と市民が抗議

Digest News — 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります Ｍａｙ

台北駐日経済文化代表処は５
月２０日、駐日代表公邸で、沈斯
淳代表主催の「中華民国第１４代
総統・副総統就任祝賀レセプショ
ン」を開催した。交流協会の大橋
光夫会長をはじめ、日華議員懇談
会副会長で参議院の山東昭子議
員、自民党「日本・台湾 経済文化
交流を促進する若手議員の会」会
長で衆議院の岸信夫議員、参議院
の魚住裕一郎議員、民進党幹事長
で衆議院の枝野幸男議員、中華民
国留日東京華僑総会の黄宗敏名誉
会長など関係する日本各界から約
１５０人が出席した。沈代表は挨
拶で、「蔡英文総統は日台関係を
重視しており、双方が『自由貿易
協定（ＦＴＡ）』調印に向けた話し
合いを早期に再開するとともに、

青少年、観光、文化などの分野における交流拡大
も期待している」と強調。また、今年５月６日に
超党派の立法委員による「台日交流聯誼会」の発
足にも言及し、「代表処はこれまでの良好な基礎
を堅持し、引き続き各界関係者らと共に日台関係
推進に努めていく」と述べ、交流協会および日華
懇など関係者の長きにわたる支援に感謝の意を表
した。

第１４代総統・副総統就任祝賀レセプションが開催
駐日経済文化代表処

駐那覇分処は５月２７日、台
湾で８年ぶりの政権交代を果たし
た民進党の蔡英文総統と陳建仁副
総統の就任を祝うため、那覇市内
で祝賀レセプションを開催。政治、
経済、華僑、文化面などさまざま
な業界の重鎮など１５０人が出席
した。同会では、蔡英文総統就任
演説動画が実況され、来賓らは台
湾国内の盛り上がる雰囲気を感じ
とっていた。蘇啓誠処長は冒頭の
挨拶で、このほどの総統及び副総
統選挙の結果は、３回目の政権交
代であり、蔡総統は台湾では初め
ての女性総統である事、そして蔡
総統の学歴や経歴などを紹介。ま
た、民進党と国民党の両岸対策に
関する対応の差異を説明した。な
お、中琉協会の國場幸一会長は挨

拶で、「総統・副総統就任式の際には訪台し、出
席させて頂いた。広場前で行われたパフォーマン
スは、台湾の原住民、本省人、外省人などを象徴
したもので、台湾全体が一体となっており深く感
動した。蔡総統は、原住民は台湾の土地で最初に
生活をしていた事を強調していたが、沖縄も伝統
文化の重要さをもう一度改めて考えるべきだ」と
述べた。

沖縄でも蔡英文総統・陳建仁副総統記念祝賀レセプション開催
駐那覇分処

駐大阪弁事処と関西地区の華
僑団体は５月２８日、台湾で８年
ぶりの政権交代を果たした民進党
の蔡英文総統と陳建仁副総統の就
任を受けて、大阪市北区内で祝賀
レセプションを開いた。レセプ
ションには大阪中華総会などの華
僑団体の関係者及び来日した台湾
の立法委員、自民党の衆議院議
員、自治体職員ら約１６０人が出
席するなど、盛大な会となった。
冒頭で台湾史上初の女性総統、蔡
総統のメッセージビデオが上映さ
れた。このビデオで蔡総統は、「新
しい政治、経済、社会は私たちの
改革目標です。私と新政権チーム
は必ず責任を背負い、台湾を生ま
れ変わらせます。ぜひ、我々の改
革に加わるようお願いします」と

述べ、日本界からの協力を呼びかけた。なお、参
加者は祝辞などを通じて、蔡総統の今後の政権運
営や日台関係が経済、文化、教育など、さまざま
な分野で交流を促進し、友好関係をさらに深めて
いく事に期待した。さらに、大阪弁事処の張仁久
処長は「新しい総統と副総統の就任を受け、ハイ
レベルな台湾と日本の友好関係をさらに深める事
に全力を尽くします」と意欲を語った。

台湾新総統祝賀会、友好関係に期待
駐大阪弁事処

駐札幌分処は５月２０日、札
幌市内にて「第14代中華民国蔡
英文総統・陳建仁副総統就任を祝
う会」を主催した。会の冒頭では
同日の蔡英文総統就任演説動画を
日本語字幕入りで放映した。集
まった２００人を超える参加者は
皆スクリーンに見入り、新政権の
船出に期待を滲ませた。放映後、
同処の陳桎宏処長は挨拶で、「民
主選挙により３度目となる政権交
代が平和裡に達成された事で、我
が国は改めて民主国家としての誇
りを示した」と強調。また、今後
の外交目標として蔡総統は、①東
アジア地域の平和の安定のための
尽力②国際社会における更なる貢
献③「世界に向かう台湾、台湾に
向かう世界」等を掲げており、官

民問わず全ての台湾人が全力で目標達成に向けて
取り組んでいくだろうとした。さらに、陳処長は
北海道と台湾との関係について、同処設立当時の
約３倍となる年間約６０万人もの台湾人観光客が
来道している事や、道内全１８日台親善協会が各
行政団体による強力なサポートの下で日台友好親
善交流拡大のため積極的に活動をしている点等を
挙げ、今後双方の絆がさらに深まるよう期待した。

「第14代中華民国蔡英文総統・陳建仁副総統就任を祝う会」を主催
駐札幌分処

駐福岡分処は５月２０日、アー
フェリーク迎賓館博多にて蔡英文
総統及び陳建仁副総統の就任記念
の祝賀会を開催した。同会には、
九州・山口の台湾同胞とともに、
台湾に好意を寄せ支援する九州の
政界・官界・産業界から約９０人
が集った。挨拶で同処の戎義俊処
長は、４月の熊本・大分地震で犠
牲になった方の冥福を祈り、被害
者へのお見舞いを述べるととも
に、１日も早い復興を祈念した。
また、台湾での就任式典で蔡総統
は「自由、民主、人権、法的支配」
という価値観を共有する日本との
関係を重視していると述べ、自分
が常々考えている中華民国台湾と
日本が共通して持っている「日本
精神」という強い絆を今後も継承

していくとした。さらに、「一層緊密な友好関係
を築きお互いに益々輝いていきたい」と述べた時、
会場全体に熱い空気が流れ、参加者から大きな拍
手がウエーブのように続いた。次いで近未来政治
研究会最高顧問の山崎拓氏、福岡県台湾友好議員
連盟顧問の蔵内勇夫氏ら来賓が次々と挨拶に立
ち、蔡総統・陳副総統の就任を祝すとともに、国
レベル、地方レベル両面での日台の交流・相互協
力関係の一層の発展への期待を語った。

蔡英文総統、陳建仁副総統の就任に合わせ九州で記念祝賀会
駐福岡分処

横浜の華僑各界は蔡英文総統
と陳建仁副総統の就任を祝して５
月２７日、横浜華僑総会の講堂に
て祝賀会を開催した。華僑団体が
総統の祝賀会を開催するのは今回
が初めて。会場には駐横浜分処の
粘信士処長、衆議院の上田勇議員、
水戸將史議員、神奈川県議会の森
正明議長ら参加した。粘処長は挨
拶で、蔡総統が就任演説で言及
した、「経済構造の転換」、「社会の
セーフティーネットの強化」、「社
会の公平と正義」、「地域の平和的
安定発展と両岸関係」及び「外交
及びグローバルな課題」の５大主
軸について説明。このほか日本外
務大臣の岸田文雄氏と官房長官の
菅義偉氏が蔡総統就任に対し、日
台関係が次なるステップに向かう

ことに期待を示す発言をした事も取り上げ、日本
側が台湾を重視している事実を出席者に伝えた。
なお、粘処長は僑務委員会を代表し、僑校教育基
金会に１００万円を寄付した横浜台湾商会の河維
寧会長に感謝状を贈呈したほか、代表処を代表し
て台南大震災の際に支援した日台経済文化交流協
会、伊豆急ホールディングス、川崎市議会、神奈
川県議会日華親善議員連盟、神奈川県日華親善協
会と三井不動産横浜支店などの企業団体に対して
も感謝状を贈呈した。

横浜地区華僑らが総統・副総統祝賀会を初開催
駐横浜分処

※資料提供：駐日経済文化代表処・各分処※

沈斯淳夫妻（中央）と各界の来賓ら

新政権について説明した蘇啓誠処長

祝賀会の様子

陳処長夫妻と台湾原住民交流団ら

挨拶する戎義俊処長

スクリーンで蔡総統就任式の様子を放映

台北駐日経済文化代表処 ･ 各分処
〜日本各地で蔡英文総統及び陳建仁副総統就任を祝賀〜
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台湾画廊協会の王瑞棋理事長は５月１２
日、東京国際フォーラムで「アートフェア東京
２０１６」の中で開催された APAGA (ASIA 
PACIFIC ART GALLERY ALLIANCE)
シンポジウム「アジアにおけるアートマーケッ
トの拡充と発信」に登壇し、APAGA の概要
や台湾アート界の位置付け及び現状などにつ
いて来場者へ力説した。

APAGA は、アジア・パシフィック８都市（台
北、日本、韓国、香港、北京、シンガポール、
インドネシア、オーストラリア）の画廊協会が
手を組み、世界へ向けて市場拡大する事を
目的に発足した組織。王氏は APAGA の初
代チェアマンを務めている。

王氏は APAGA の設立について、「約２年
間の討議の結果、昨年末に香港で立ち上
がった。これは今までにない歴史上初めての
事であり、大きなチャンスでもある。我々は
競争ではなく協力して努力し、市場拡大を目
指す」と述べた。

また、具体的な活動予定としては、今年

台湾観光親善大使も務める雅楽師の東儀
秀樹さんは5月8日、台南市の烏山頭ダム
湖畔の八田墓園（八田技師銅像前）で同ダム
と灌漑施設、嘉南大圳の建設に貢献した日
本人技師・八田与一氏の逝去７４周年を記

の１１月に開催
されるアート台
北２０１６にお
い て、APAGA
加盟都市全ての
支援と協力が得
られている事を
発表し、「アート
台北においては
台北の他７都市
からの参加が決
まっている。台
北側はすでに、
アート台北に訪
れる画廊や専門
家たちに対し、
各都市の芸術に
ついての重要な
情報を、事前・
事後に知る事が

出来る様な完全な計画を準備している」とし
た。

また、日本に関しては、「アート台北は、日
本の画廊からの出展依頼は断らない。日本
のアート作品が台湾で人気がありよく売れる。
また、日台は長年協力してきたので、共通の
認識を持っているし、台湾のコレクターも日
本のものを所蔵したいと希望する人が多いの
だ」とした上で「日台の協力だけをみても、ア
ジアのアートビジネスに多大な成果を出して
いる」と述べ、日本との密接な関係性を強調
した。一方で、「日本が台湾のアート作品を
購入するケースはまだまだ少ない。今後、よ
り深く交流していければ」と期待感も示した。

さらに、台北における日本以外の都市との
協力としては、インドネシアとの芸術家の相
互紹介や相手国での展示会開催などの話合
いが進められているほか、台湾から１０以上
の画廊を組織し、韓国の KIAF（韓国国際
アートフェア）へ出展するなど、具体的な活動
が着実に行われており、台北が APAGA に

念する墓前祭に出席し、
雅楽器による奉納演奏
を行い、八田氏への思
いをよせた。

墓石や銅像の周りに
は色とりどりの花が飾ら
れ、祭壇にはパイナップ
ルやスイカ、リュウガン
などの果物が供えられた
ほか、台湾と日本双方
の僧侶による読経も行わ
れた。

また、東儀さんは同９日、台南市政府を
訪れ、今年２月に同地で発生した地震による
被災地支援への義援金￥２，６２３，８８８を
頼清徳市長に手渡し、地震で損傷した文化
財の修復費用に充てて欲しいと要望した。

これに対し頼市長は、台南地震への日本
からの協力と関心に感謝を示すとともに、「日
台の絆がより強まれば」と、期待した。

東儀さんは頼市長との面会時、台湾歌謡
「望春風」の演奏を披露したほか、挨拶の
最後では「我愛台湾（台湾を愛しています）」
と話し、台湾に対する熱い思いを伝えた。

おいて重要な役割を果たしているとみられる。
王氏とともに登壇した全国美術商連合会

の常務理事・椿原弘也氏は台湾におけるアー
トについて、「台北のアートはインパクトがあ
り、パワフルだ。台湾の人口は日本に比べて
少ないが、台湾のマーケットは非常に熱心で、
大きくなっている。なかでも若いコレクターが
育っており、台湾の画廊協会の努力の賜物
だと思っている」と評価した。

古美術、工芸から近代美術、現代アート
に至る幅広いジャンルや時代の作品を一堂に
会するアートフェア東京には、台湾のギャラ
リーからは Rich Art（台中）とMing Dian 
Gallery（台北）が出展した。どちらも今回が
初めての東京における展示だった。なかでも
会場内で最大の広さで展開した Rich Art で
は、「自由」というメッセージをテーマに２０年
前からオブジェを制作している蔡尉成氏の作
品８点が展示され、会場を訪れた来場者の
目を惹きつけた。

Rich Art の執行総監の蔡伊豐氏は、「今
回は１回目の参加だ。我 は々まだ日本市場を
理解していないので、今回をきっかけに日本
との交流を深めていきたいと思う」と述べた。

同義援金は、東儀さんが台湾の若手伝統
楽器奏者らと結成した新ユニット「東儀秀樹 
with RYU」が今年３月に東京でコンサート
を行った際に募られたもの。東儀さんはコン
サート後、「出来れば自分の手で台南へ届け
たい。思いを伝えたい」と語っていた。

また、この日は世界各地の世界遺産の理
解啓発に取り組む NPO「世界遺産コンサー
ト」の愛知和男理事長や「日本から台湾の世
界遺産登録を応援する会」の辛正仁代表理
事も会場に同行した。なお、東儀さんは訪台
中に、成功大学での講演＆演奏会、日本童
謡音楽会での演奏なども行った。この台南で
の一連の事業は「日本から台湾の世界遺産
登録を応援する会」が担当した。

アジアアート界の市場拡大における台北の尽力

東 儀 さ ん が 八 田 與 一 銅 像 で 奉 納 演 奏

日台で活躍の真氣が故郷の
Ｔシャツプロデュース

２０１４年アメリカの CNN により「世界
の夢の旅行先１０ヶ所」に選ばれ、台湾か
らも多くの観光客が訪れる栃木県足利市
にあるあしかがフラワーパーク。台湾に向
けに同園に咲く大藤の PR を行っているシ
ンガーソングライターの真氣さんはこのほ
ど、大藤をモチーフにしたＴシャツ「奇跡」
(POWER SPOT) をプロデュースし、販売
を開始した。

真氣さんは、「２０１３年自身の故郷足利
へ思いを寄せ『奇跡』という曲を書き下ろし
ました。沢山の方にこの曲を届ける中で、
大藤に宿る無限の力と奇跡のような生命力
で、皆さんにも素敵な奇跡が起きますよう
にという思いから、今回Ｔシャツを作りまし
た」と話す。また、台湾については「年々、
公私共に台湾の方との交流が広がってお
り、本当に嬉しいです。これからも微力で
すが、大好きな台湾との繋がりが深くなる
よう、頑張りたいと思います」と意欲を語っ
た。

同Ｔシャツは、足利の染工場で丁寧に
染め上げ、１００% 国産素材、１００% 日

本製にこだわったハンドメイド。旅の思い出、
大切な方への贈り物としての購入を考慮し、

「ギフトボックス入り仕様」となっている。
購入、問い合わせは→真氣レーベル

（makilabel@kind.ocn.ne.jp）

台南市長に義援金授与、
「文化財の修復に」

アートフェア東京に
台湾から２画廊参加

真氣さんがＴシャツプロデュース

ＡＰＡＧＡの画廊協会トップが登壇。台湾画廊協会の王瑞棋理事長も（右１）

奉納演奏

日本童謡音楽会

寄付金贈呈式

アーティストの蔡尉成氏
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皆さんは台湾で “ 忘れられない味 ” ってあ
りますか？

昨年５月、台湾に一人旅行していた際に
現地の友達に、日本のガイドブックには載っ
ていない「花枝羹（ファージーグン／イカ団子
スープ）」と「米粉（ビーフン）」と「魯肉飯（ルー
ローファン）」だけを売っている新北市三和夜
市お店「曾記花枝羹」連れて行ってもらいまし
た。そして私はここで、台湾で一番美味しい
食べ物に出会ったのです！（笑）

花枝羹は他の夜市などでも食べたことが
あったのですが、ここの花枝羹を食べたとき
の衝撃は今でも忘れられません。ここのイカ
は今まで食べたことのないＱＱさ！（ＱＱ＝台
湾ではモッチリ・プリプリの意味）。しかもスー
プは程よいとろみと塩気で優しい味。一口食
べただけで癒されました。本当に。うそじゃ
ないです！！

そして、その味が忘れられず約１年・・・。
今年の５月、台湾出張で空いた時間に一人
タクシーに乗り「曾記花枝羹」に行ってきまし
た！久しぶりに食べられる嬉しさに一人ニヤニ
ヤしながらお店に向かい、店頭で花枝羹と
米粉を注文。店内に座って待っていると一人
の店番をしていた女の子が私のところにやっ

台湾北部の港町基隆で額縁屋を営む呂敏
精さんは実に流暢な日本語を話す。その上、
早口である、

私は、九份を舞台としたドキュメンタリー
映画「風を聴く」の、九份での試写会の時に
知り合った。私と同じビール党らしく杯をかわ
すのがいつも楽しみだ。呂さんの父は九份の
金鉱で鉱夫として働いていた。昭和の始め、
九份はゴールドラッシュに沸いていた。一獲
千金の夢を持って、男たちが台湾各地から
やってきた。男たちは鉱山主から一定期間、
金を払って鉱道の採掘権を買い受ける。掘っ
て金が出てくれば（鉱山主にとられるが）残り
は自分の取り分となる。金の価値は高く、鉱
山主にとられても掘り当てた鉱夫に莫大な利
益をもたらす。卵大の金が入った鉱石一つで
料亭で三日三晩飲み食いできたという。多く
の鉱夫は金を掘り当てて宴会をして酒と鉱夫
特有の珪肺（けいはい＝肺疾患）を患い早死
にした。

呂さんの父は、大きな金脈に遭遇し大儲
けをした幸運な鉱夫だった。義兄弟と一緒に
鉱道に入っていた。父は酒や女に金を使わず、
外遊することを考えた。船に乗って日本、朝
鮮、満州に義兄弟と出かけた。当時、渡航
費用だけでも普通の庶民には大変だったが、
父は行った先でも豪遊したという。土産に持
ち帰ったのはグランドピアノだった。

日本統治時代、九份には台湾人の子供が
通う九份公学校があった。鉱夫の子供が通

い1940年には約1800人もの児童がいた。
九份の鉱山は台湾人がオーナーだった。基
隆山の反対側には金瓜石鉱山があり、そこは
日本企業がオーナーだった。オーナー、管
理者、現場監督は日本人だが、鉱夫や運搬
運搬などは台湾人や中国大陸からの出稼ぎ
労働者だった。その子供たちの学校（金瓜石
公学校）があった。2000人の児童がいた。
公学校では日本語を教えられ、台湾の言語
を使う事は禁じられた。でも子供同士は台湾
語で会話していた。また、金瓜石には日本人
の子供が通う金瓜石小学校があった。ここは
ほとんどが日本人だが、例外的に台湾人有
力者の子供も通う事ができた。呂さんの父は
外遊から土産に持ち帰ったグランドピアノを
金瓜石小学校に寄付をする。その結果、呂
さんは金瓜石小学校に通う事になる。「一学
年52人いた。そのうち台湾人は３人。その
１人が私」と呂さん。呂さんのまわりは日本人
の子供がほとんどで流暢な日本語はそのとき
に磨かれたものだ。日本語世代の台湾人の
話す日本語は、教科書的な正しい日本語だ
が、呂さんは日本人同士のような流暢な日常
会話が出来るのです。呂さんの父は鉱夫の成
功談の極みであった。

さて、台湾に戻った呂さんの父は再び鉱山
に入った。
「今度は全然金が掘れなかった。柳の下に

どじょうは２匹はいなかった」（呂さん）。
金瓜石鉱山の金の採掘量は九份の５倍に

のぼり、金の品質も良かった。日本人は、街
を電化し、水道を整備し、戦時下であっても
物資は豊富に供給されていた。ヒエラルキー
はあったが台湾人もその恩恵を甘受してい
た。娯楽施設（映画館、演劇場）や柔剣道
場、社交クラブもあり日本からは相撲の巡業
もあった。「日本時代は良かった、僕は日本
が戦争に負けなければ良かったとつくづく思
う」と呂さんは言う、

戦前、基隆は日本との窓口であった。日
本人は船で基隆港に着いて各地に散った。
終戦の引揚げも基隆港から船に乗った。だ
が、今日本からの観光客は台北、台南には
行くが台北郊外は九份、淡水、北投だけに
行き、基隆には足を運ばない人が多い。私は、
歴史を刻んだ船の汽笛が聞こえ潮風が香る
この街が好きだ。呂さんとのビールが待ち遠
しい。

てきて、「韓国人ですか？それとも日本人です
か？」と聞いてきました。私は「日本人ですよ！」
と答えると女の子は店主のおじさんに向かって

「パパ！やっぱり日本人だよ！」と。私が何人
なのか賭けていたようです（笑）。日本人だと
知るとその店主も私の方にやってきて、嬉しそ
うに携帯を取り出し、写真を見せてきました。

何を見せられるのかとヒヤヒヤしながら携
帯を覗いてみると、そこにはとってもとっても
綺麗な日本各地の風景写真が！しかもなんと
その店主が撮った写真だそうで、丁寧に何
処なのか、いつ行ったのか、どのようにとっ
たかなどを説明してくれました。聞くところに
よると、なんと店主は１年に４～５回も日本に
来るほどの日本好き！しかも毎回、写真を撮
るために来ているとのこと。趣味だという写真
はどれもプロ顔負けの素敵なものばかり。し
かも、どの写真も日本人である私も知らない
ような、綺麗な日本の姿が写し出されていま
した。

しばらく写真の話で盛り上がっていると、
手の空いた店主の奥さんと女の子もやってき
て、一緒になって日本がどんなに綺麗なとこ
ろなのか、私に力説してくれました。台湾で
一番好きな花枝羹を食べながら、素敵な家

族に日本の美しさを教えてもらうという不思議
な時間を過ごしたのです。これだけでも十分
なのに、なんとお会計の時には「友達になっ
たんだから！お金はいらないよ！」といって奢っ
てくれました。

私の “ 忘れられない味 ” は、こんなに心
温かい家族だからこそ生み出せる優しい味
だったのです。もちろん、Facebookも交換
しましたし、次に日本に来たときに会う約束も
しましたよ！このような出会いを大切にしてい
きたいな、と思った台湾での１日でした。

５月、また台北で新たな挑戦を始動させ
ました。アジアに向けた大型ファッションイ
ベント「ASIA FASHION AWARD」の開
催です。先日５月７日は、お披露目となる
PR イベントを実施。当日は、台北１０１
が背景にそびえるバーラウンジ「FRANK 
TAIPEI」屋上をメイン会場にし、日本と台
湾の DJ による大音響の中、日本と台湾の
モデルたちがレッドカーペットを歩くファッ
ションショーを実施。スタッフ構成は、日
本からは数々のファッションイベントを企画
制作しているスタッフが５人、そして台湾
チームはこれまで一緒に様々なプロジェク
トに協力いただいてきた台湾人スタッフ３
人。私の役割は、日本と台湾のスタッフの
間に立ち、全体を統括するプロデューサー。
私以外の日本スタッフは皆台湾初進出。
この日台混成チームで動き出した「ASIA 
FASHION AWARD」。しかし準備期間
がふんだんにあったわけではありません。
このようなイベントは通常短くても半年前か
ら準備に入るのですが、今回、日程と場
所、実施が正式に決まったのが４月入っ
た開催１ヶ月前。たった１ヶ月でキャスティ
ング、イベントタイトル決め、デザイン制作
等全てを行なうわけですから、始めは誰
もが「え？本当にやるんですか？」という反
応。しかし、大事なことは同じ目的とビジョ
ンを持ちながら勢いとフット
ワークの軽さでこれから広
がるアジアへの可能性に向
けて、日本エンターテイメン
トのアジア進出の窓口にな
ること。そしてアジアで新た
なプラットフォームの構築を
し、日本のイベント企画制
作の品質をアジアに広める。
その無限の可能性に挑むの
ですから、日本と台湾のス
タッフたちとのビジョン共有
が大事。５月７日に実施し
たイベントの目的は、とにか
くメディアや関係者に多くご
来場いただき注目を集める

台湾旅行にハマり始めた最初の頃、「海
に囲まれた、こんなに気候の良いところな
のに、どうして海水浴の情報が少ないのだ
ろう」と、不思議に思いました。特に台湾
の暑い夏場、海で遊んで、帰りにビールで
も飲んで、美味しい小吃をほおばる……な
んて日本人旅行者にとって、すごく贅沢な
ものだと思うのですが、一般のガイドブック
では台湾での海水浴をあまり推しません。

もしかしたら、海水浴目当てで台湾に行
こうと思う観光客自体が少ないのかもしれ
ませんが、しかし、そこはイラ・フォルモ
サの台湾。台風さえ避けることが出来れば
夏場、台湾の美しい海での海水浴は、や
はりとても気持ちの良いものです。

映画『海角七号』の舞台となった台湾屈
指のビーチリゾート、最南端の墾丁は日本
でも広く知られるようになりましたが、台北
からの移動距離を考えると、日本人旅行
者にとってはやや敷居が高そうです。また、
日本の夏休みの7～8月、台湾は台風シー
ズンです。運悪く、墾丁に行ったタイミン
グに台風が来ていたら、海が荒れ狂う様
子をただリゾートホテルの窓から眺めるだ
けで帰ってくる……という悲惨なことになり
かねません。僕はこの経験がありますが、
家族からヒンシュクを買い、いまだ墾丁の
話は家庭でなんとなくタブーになっていま
す。

しかし、台北付近にも美しく、アクセス
便利なビーチがいくつかあります。台北付
近であれば、突然の気候の変化にも対応
しやすいですし、日帰りでフラっと海水浴
に行き、夜は台北市内に戻って、また違う
観光を楽しむなんていうのも楽しそうです。

台北近郊のビーチは、主に淡水から基
隆、三貂角までの海岸線（2号線）に点在
しています。有名なのは翡翠灣、福隆海
水浴場、白沙灣というビーチです。特に白

沙灣は淡水（または基隆）から約４０ほどバス
に乗り継がないといけないことからか、シー
ズンであっても比較的空いているのでお勧め
です。

公共のシャワー、トイレ、簡易式の脱衣所
が安価で使えるうえ、海水浴場が開いている
間はライフセーバーもいるので安心です。もち
ろん、海岸には貸し出しのパラソル屋さんや、
近くにコンビニや食堂も多くあるので、まず困
ることはないでしょう。また、肝心の海岸も白
い砂浜が続き、どこまでも伸びる綺麗な水面
は波も穏やか。遠浅なので未就学児のお子
さんのいる方でも安心して楽しめるはずです。

ところで、肌の露出などの問題から、そも
そも海で遊ぶこと自体を嫌がる人も多くいると
思います。体型を気にしたり、日焼けを気に
したり……と、理由は様 と々思いますが、白
沙灣で意外だったのは、台湾人の若い子た
ちの間でもT シャツを着たまま海で泳いでい
たり、海に来ているのに泳がない人がいた事
です。

日本人と台湾人の恥ずかしがる感覚が似
ているのかもしれませんが、日本の海外でわ
ざわざそれをすれば、逆に目立ったりして「だ
から海には行かない！」なんていう方もいるか
もしれません。しかし、そこは懐の大きな台湾。
どんな恰好であっても周囲から白い目で見ら
れることもなさそうです。台湾の海はとにかく
綺麗ですから、もっと気軽に海に遊びに行っ
てみてはいかがでしょうか？

事。そのためのキャスティング戦略、取材戦
略など、毎日のように日本と台湾のチームと
の打ち合せが続き、LINEグループは朝から
夜中まで止まらない日々。さらに屋上での実
施となったので本番で雨がふった場合を考え
ての打開策案も用意しなければいけない。当
日は、日本から総勢３０人を超えるキャスト、
関係者が台湾に行くので、そのホテルや移動
手段の手配など、モデルたちが松山空港に
到着してから、帰国するまでの全ての行程を
決め発注していくのです。映画の完成披露イ
ベントを何十回も経験してきた私にとっても初
めての経験。優秀な台湾スタッフなくしては
実現できなかったと思います。

結果、当日は晴天、６００人を超える関係
者と５０媒体を超えるメディアら集まり、人が
集りすぎて混乱はあったものの大きなトラブル
もなく無事に終えることができたのです。そし
て帰国後は、そのニュースの反響の大きさを
実感し、早くも次の展開に向けて動き出して
います。目指すはアジアに新たなムーブメント
を起こすこと！アジア各国の仲間達と共に考
え、喜びを分かち合い、新たな挑戦に挑ん
でいくのです。日本と台湾の距離がまた少し
近づいた、そんな出来事を今月のコラムにて
お伝えしたいと思い書かせていただきました。

一獲千金をつかんだ父−基隆の呂さん

「花枝羹」が繋いだ素敵な家族との出会い

第十八回 松田義人（deco／編集者・ライター）

この夏は、台北近郊の海で海水浴を！

台北近郊の白沙灣は穴場ビーチ

台湾のビーチでイラ・フォルモサ！
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本書「台湾とは何か」は、元朝日新聞台北市局
長の野嶋剛さんが、多くの意味で台湾が重要な
節目に差し掛かっていると考えた２０１６年、筆を
執り台湾を総論的に記した書籍。野嶋さんはこれ
まで、台湾の「国立故宮博物院」「自転車」「蒋介石」

「映画」をテーマにした書籍を執筆しており、台
湾関連の書籍は本書で５冊目。

台湾関係者のなかで知らぬ人が居ないといって
も過言ではない程台湾に精通した野嶋さんだが、
本書によると、これまで「台湾に対する考え方は、
見る人、語る人の立場やものさしによって大きく異
なる」という点などを懸念し、台湾の政治に関す
る著述を意識的に控えてきたという。しかし本書
では、自身の肌で感じ、理解を深めた台湾におけ
る１０年間の変化や、日中台の複雑な三角関係を、
波乱の歴史、台湾の社会・政治状況などから解
き明かし、日本の進路を提言しているところに特

「台湾とは何か」

著者：野嶋剛
刊：筑摩書房
判型：17.4 x 10.6 x 1.2 cm
頁：２７２ページ
価格：本体８６０円 + 税
発刊日：２０１６／５／９

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で5名様に本書「台湾とは何か」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（6月中に発送予定）。
締切り：6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

台湾新聞230期読者プレゼント

徴がある。取材者として第一線で台湾の変動を実
感してきたリアルな見方が記されている貴重な一
冊ともいえる。

野嶋さんは１９６８年生まれ。朝日新聞入社
後、シンガポール支局長、政治部、台北支局
長、国際編集部次長、アエラ編集部などを経て、
２０１６年4月からフリーとして幅広く活動してい
る。

～台湾新聞読者へ野嶋さんからメッセージ～
「台湾をこの１０年ほどの間、記者として取材・

観察を続けてきました。２度の政権交代があるな
ど、台湾社会はかつてない大きな変化に見舞わ
れました。日本でも台湾への関心が日増しに高ま
り、最新の台湾理解に貢献できる書籍が求めら
れていると感じ、私自身の１０年の取材の集大成
として、台湾の面白さ、難しさ、複雑さを少しで
も伝えたい願いで執筆しました」

（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）

呂敏精さん

綺麗な海と風が心地良い、白沙灣全景

「ASIA FASHION AWARD」の様子

日本好き店主の素敵なご家族
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