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日本の対台湾窓口機関である交流協
会（沼田幹夫代表）は７月１８日、今回で
５回目になる「台湾における対日世論調査

（２０１５年度）」を日本語と中国語で発表。
「一番好きな国は日本」と回答した台湾人が
半数以上の５６％に上り断トツの１位となっ
た。

調査で「一番好きな国は日本」と回答した
全体比率の５６％という数字は、２０１２年の
同じ質問の調査結果の４３％より１３％高く、
さらに過去最高だった２００９年度調査の
５２％をも上回り、記録を更新している。年
齢別にみても、６４歳以下の全ての年齢層で
５０％を超えており、これまでの調査で最高
となった。第２位の中国（６％）や３位の米国

（５％）を大きく引き離しての結果だ。
また、「今後台湾が最も親しくすべき国（地

域）」の問いでも、日本を挙げた人は３９％で
最多。これまでの調査で２位だった日本は今

回、２位の中国（２２％）を追い越し、初め
て首位となった。なお、「日本に親しみを感じ
るか」の質問を見てみても、２０１２年の同
質問で「親しみを感じる」と答えたのが６５％
だったのに対し、今回は８０％の台湾人が「親
しみを感じる」と回答している。今回の世論
調査により、現在、日台関係は過去最高の
状況であると証明されたものと見られる。

日本人にとって嬉しい調査結果となった今
回の調査。これについては、日台に関係する
各界からも多くの声が寄せられた。

日台関係に詳しい平成国際大学の浅野和
生教授は、「順位も比率も、前回と大きな変
化は無い。パーセンテージは過去最高かも
しれないが、今までの延長線上である」とし
た上で、「２０１２年の調査時は東日本大震災

の直後で、日台の震災時の助け合い
を再確認した事などが起因した結

果だと言われていた。その後も、
台南地震や熊本地震など、相
互に災害時の協力は継続され
てきた。この協力体制の確認
を通じて、日本に好感をもって

くれているのでは」と分析。さら
にもう１つの理由としては、「蔡英文

政権の誕生に対して、安倍晋
三首相本人、岸田文雄外相、

菅義偉官房長官らが
公式発言などで祝意
を述べた事で、台湾に
対する日本政府の公式
の対応が台湾人に伝
わり、それがかさ上げ
に繋がったとも考えら
れる。今後、日台関
係が良くなる事はあっ
ても、悪くなる事は無
いだろう」と話した。

また、５０年に渡り
日台関係推進に大き
な貢献をしてきた日台
スポーツ文化推進協
会の松本彧彦理事長
は、「今回の結果はと
ても喜ばしい事」とし、

「日本のどの分 野に
興味があるか」、「日本
のどこに魅力を感じる
か」、「日台間の文化交
流で、今後積極的に
取り組むべき分野はど

れか」、「日台青少年交流について、どの分野
を特促進すべきか」の問いに対して、スポー
ツ分野が伸び悩んでいる点については、「これ
からの課題だろう。さらにやらなければなら
ない事も当然ある。とりあえずここで弾みをつ
けるいい機会になっただろう」と語った。

このほか、ジャーナリストで日本統治時代
の台湾をめぐる歴史的エピソードを掘り起こ
す仕事を続けている陳柔縉さんは、「このほど
の結果には、個人の経験が大きく起因してい
る」と主張。「戦前も戦後も関係なく、台湾人
の１人１人には少なからず日本と関わりがあ
る。そして、人と人の関わりやビジネス、観
光など様 な々経験を通じて、日本が好きだと
いう今回の結果が出たと思う。台湾では、日
本についての嫌な部分を聞く方が難しい」と
話した。

一般的な意見として、日本で就職した彼女
を持つ台湾在住、台北の寧夏夜市で働く台
湾人男性（３０歳）にこの結果について聞くと、

「台湾と日本の関係はこの数年で出来た訳
ではなく、以前から台湾人の日本に対する感
情はとてもいい。なぜなら、距離的な近さも
関係し、直接行きやすく、日本に行けば多く
の文化的交流を経験できる。近隣諸国には
中国と韓国もあるが、この二国に対する台湾
人のイメージはあまり良いものではない。それ
もあり、日本に対する好感度は逆にどんどん
上がっていくのだろう」と話した。どうやら日
台関係は直接触れ合い交流し、お互いに経
験をしてく事で実質的な強い絆が生まれ、こ
のほどの結果に繋がったようだ。

今回実施された世論調査は、台湾の一般
の人々の日本に対する印象と感想、さらに交
流協会が今後日本文化関係の分野における
活動の参考とするために、交流協会がニール
セン社に委託し、２０１６年１月１５日～２月
２日にかけて約１０００人を対象に実施したも
の。「台湾を除き、あなたの最も好きな国（地
域）はどこ
ですか」な
ど２９の
質 問 に、
性別、年
齢（２ ０
代、 ３０
代、 ４０
代、 ５０
～ ６ ４、
６５～８０
歳までの
５区分）、
地 域（ 北
部、中部、

台湾、「一番好きな国は日本」！
～ 世 論 調 査 で 過 去 最 高 値 更 新 ～

各界からみた世論調査の結果

２０１６年上期、日台間
往来旅行客数は約３１１万人

大使館にあたる台北駐日経済文化代表
処（以下：代表処）の陳調和副代表が７月
中に定年退職となる事を受けて、総統府は
７月１５日、新たな海外駐在人事名簿を公
布。日本の代表処の新たな副代表に、現
在、同処大阪弁事処の処長を務める張仁
久氏を指名した。代表処関係筋によると、
張氏は今年の９月に就任する見通し。

張氏は、１９６１年１月２５日、日本大
阪市生まれ。１９８４年に国立台湾大学政
治学科卒業後、１９８５年から１９８７年
まで日本の国立東京大学法学部国際法專
攻。１９８７年に外交部（外務省）に入省し、
同処で秘書官などを歴任。駐大阪弁事処
でも２００１年から３年半、副処長を務め
るなど日本畑を中心に歩み、２０１３年に

国家安全会議副秘書長室主任、２０１５年
に亜東関係協会秘書長を経て、今年の１月
から同処大阪弁事処の処長を務めている。

張 仁 久 氏 が 台 北 駐 日
経済文化代表処の副代表に

南部、東部の４区分）、婚姻状況、最終学
歴（中卒或いはそれ以下～大学院或いはそ
れ以上の４区分）、仕事の状況、世帯月収な
どに分けて調査した。ただし、発表は性別、
年齢、地域、最終学歴。調査方式としては、
４０歳未満にはインターネット調査、４０歳
以上には電話を使用し、調査地域は全台湾
とされた。

なお、調査は２０１５年度に実施したため、
タイトルは「２０１５年度対日世論調査」とさ
れた。

このたび交流協会が行った「台湾における
対日世論調査（２０１５年度）」の結果で、日
本にもっとも魅力を感じる分野で「観光」が
７７％で１位となった。また、旅行に行くなら
日本と回答した人は４２％に上り、その比率
は２０１２年と比較して４％増加した。この結
果から、現在、日台間の相互往来も盛んに
行われている。

交通部観光局および台湾観光協会が発表
した観光統計によると、２０１６年上半期（１
月～６月）に日台間を往来した旅行客数の累
計は３１０万９８９２人。また、２０１６年上期

（１月～６月）に台湾を訪れた外国人旅行客
数の累計５４３万１５０３人のうち、日本から
の旅行客数の累計は８７万９８７３人で、前

年同期比１７．８７％増。日本人旅行客は、
外国人旅行客全体の約１６％を占め、中国
大陸からの旅行客を除くと最も多かった。

さらに、日本観光庁の田村明比古長官が
７月２０日に記者会見で発表した統計によ
ると、今年上期（１～６月）で台湾からの訪
日客数は中国、韓国に次ぐ第３位で、延べ
２１５万５８００人となり、昨年上半期の台
湾人訪日客数約１７９万人を大きく上回って
いる。

いったい日台交流の伸びしろはどこまで続
いていくのだろうか。いずれにせよ、日本と
台湾の友好関係は、他に例のない唯一無二
のものだという事に異論はないだろう。

副代表への就任が決まった張仁久氏※交流協会発表、第五回台湾における対日世論調査（２０１５年度）より
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震災時の支援でも
日台の絆は深まっている

「日台にはまだまだ課題もある」
と語った松本彧彦理事長

世論調査についてコメントした
浅野和生教授
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２０１５年における日台双方の人的往来は
対前年比１９％増となり史上初めて５００万
人の大台を突破した。その後も、日台間観
光客の往来は相変わらず活発であり、先日
交通部観光局および台湾観光協会が発表し
た観光統計によると、２０１６年上半期（１月
～６月）に日台間を往来した旅行客数の累計
は３１０万９８９２人にも上っている。

しかし、このうち台湾からの訪日観光客数
は約２２３万１９人であったのに対し、日本か
らの訪台観光客数は８７万９８７３人で、前
年同期比１７．８７％増だっただが、人口比
率からの換算で考えると、まだまだ台湾訪日
観光客数の方が比率は高く、観光面における

「台湾の片想い」は今でも続いているのが現
状だ。

この状況をどのように抜け出し、両想いに
させるか・・・。日台観光における現状と今
後の展望について、今年の４月に台北市日本
工商会の理事長に就任した日本航空（以下：
ＪＡＬ）台湾支店・佐藤晴之支店長に話を聞
いた。
「最近の日本人が考える台湾旅行へのイ

メージは、『若い女性のお手軽旅行』が主流
で、訪問先も台北が多い。このままでは、こ
れ以上伸びるのは厳しいだろう」（佐藤支店

台 湾 経 済 部 と 台 湾 貿 易 セ ンタ ー
（TAITRA）は７月２２日、品川プリンスホテ
ルのメーンタワー１０階ムーンストーンで、台
湾企業のグローバル人材採用支援活動の一
環として「２０１６台湾企業人材マッチング会」
を開催した。日本での同会開催はこれが初め
て。

同会は、台湾本土及び台湾資本の企業で
勤務意欲のある学生、社会人、転職希望者
を対象に開催したもので、日本の優秀な人材
を求める台湾企業１９社が参加した。参加
企業の業種は、電子電機産業分野の半導体、
LED などの技術系企業が半数以上を占め、
ASUS JAPAN や中華電信などの大手企業

米議会上院は７月６日（米現地時間）、「台
湾関係法」と台湾に対する「６つの保証」は米
台関係の重要な基礎であるという事を再確認
させるため、「第３８号両院一致決議案」を全
会一致で可決した。台湾の外交部と駐米国
台北経済文化代表処はこの可決に歓迎と感
謝の意を表した。

同決議案は、共和党のマルコ・ルビオ上
院議員により今年５月に提出され、６月に上
院外交委員会を通過。さらに下院では昨年
１０月に同党のスティーブ・シャボット下院議
員により提出され、下院外交委員会と下院議
会で可決されていた。台湾メディアによると、
６つの保証が記載された案が連邦議会を通
過したのはこれが初めてだという。

マルコ・ルビオ上院議員は６月２４日、蔡
英文総統と米マイアミで会談を行った際、「米
国の国会は継続して台湾と台湾人の表現を
支持している」と強調。軍事面では引き続き
台湾の自主防衛能力を支持するとした上で、

「台湾の様々な脅威と自身の主権を守るため
の最善の方法に直面させられるように台湾を
支持し続ける」と語っていた。

このほど可決された「６つの保証」とは、
１９８２年に当時のレーガン政権が台湾側に
示したもの。①台湾への武器売却の期限を

南シナ海の領有権をめぐり、フィリピンが
2013年1月に領有権を主張する中国を相手
取り、「国際法違反だ」と訴え起こした国際仲
裁手続きについて、常設仲裁裁判所（オラン
ダ・ハーグ）が７月１２日、南シナ海をめぐる
中国大陸の権利主張を認めない裁定を公表
した。

判決では、台湾が実効支配する南沙（ス
プラトリー）諸島の太平島について、「島」で
はなく「岩」だとしている事から、台湾の総統
府は同日、「受け入れられない。中華民国（台
湾）には法的拘束力がない」と主張した。

これを受け、海軍の康定級フリゲート「迪
化艦」は予定よりも１日早い１３日、南シナ海
でパトロールを行うため、台湾南部・高雄の
左営軍港を出発した。出発前には蔡英文総
統も乗艦し、「今回の任務は、国益を守る台
湾人民の決意を示すものだ」と乗組員らを激
励したほか、仲裁裁の判決は「わが国の南シ
ナ海の島嶼（とうしょ）とその関連海域に対す
る権利を大きく損なった」と指摘した。

また、馬英九前総統も１６日、同島での主
権や海洋権益の確保に向けた提言を蔡英文
政権に対して行ったという。この提言で馬前
総統は、できるだけ早く太平島に領海や排
他的経済水域（EEZ）などを設定して公表す
るよう内政部に求めたほか、同島の滑走路
の延長や、海外主要メディアへの意見広告
掲載などを提案しているとしている。馬前総
統は退任直前の同年１月に太平島を視察し

平成２８年度の「外務大臣表彰受賞者」
がこのほど発表され、約５０年に渡り日台
関係に尽力している日台スポーツ・文化推
進協会の松本彧彦（まつもと　あやひこ）
理事長が個人賞を受賞した。台湾関連の
個人賞受賞は初の快挙。また団体部門に
おいても、台湾における日本語教育を推進
している台湾日語教育学会及び日本語教
育と日本文学研究を推進する台湾日本語
文学会の２団体が受賞した。

松本理事長は７月２０日、外務省が飯
倉公館で行った「平成28年度外務大臣表
彰式及びレセプション」に出席し、岸田文
雄外務大臣から表彰状が授与された。

松本理事長は後日インタビューで受賞に
ついて、「日台関係は今まで外務省にとって
は日陰の存在だった。だが、今の日本政
府をみると、蔡英文政権に対しては安倍信

野嶋剛氏と前原志保氏は７月７日、八重
洲ブックセンター本店8F ギャラリーで「台湾
とは何か」（野嶋剛著、ちくま新書刊）と「蔡
英文 新時代の台湾へ」（前原志保訳・白水
社刊）の刊行記念として、特別対談を行った。

当日は、朝日新聞台北市局長を務め、蔡
英文氏への取材経験をもつ野嶋剛氏と、蔡
英文氏の日本初の著書である同書の監訳を
務め、李登輝政権以降の台湾政治に精通す
る前原志保氏の対談という事で、台湾の政
治などに興味を持つ来場者でほぼ満席となっ
た。

同イベントでは、両書執筆の裏エピソード
や、台湾政権交代の舞台裏と現在の台湾の
全体像の解説、今後の日台や中台関係につ
いてなどが語られたほか、対談後には質疑
応答や、書籍購入者を対象にしたサイン会も
行われた。

も参加した。
参加者は事前申込みの時点で約２８０人

の応募があり、会場では日本人に加え、在
日台湾人の姿も目立った。年齢層も様々で、
新卒、大学卒業後の若者から転職を希望し
ている４０～５０代男性の姿も。

台湾貿易センター東京事務所の呉俊澤所
長は開催概要を「台湾産業は様々な転換期
に入っており、その上で日本の技術的に豊富
な人材は今後の発展に繋がるとみている」と
し、「今回参加した企業の３分の２が東京に
支社を持つ台湾資本の企業です。日本現地
での経営面で人材発掘がネックになっている
事は、かねてよりの課題と聞いていた。台湾
現地の本社のサービスを向上させるためにも
日本の優秀な人材は必要だ」と説明した。

クロマジャパン管理部の鈴木嘉課長は、
「台湾にある本社の社員は中国語のみが多
い。弊社の日本拠点では、日本語と中国語
が出来る即戦力の人材が欲しい。また、技
術者不足の現況のため、中国語ができ両国
の懸け橋となる人材を求めているがなかなか
難しい。このマッチング機会は、直接会って
話しが出来るためとてもありがたい機会だ」と
話した。

設けない②台湾への武器売却について中
国大陸と事前に協議を行わない③台湾と
大陸の間の調停を行わない④台湾関係法
の改正に同意しない⑤台湾の主権に関す
る立場を変えない⑥北京当局と協議する
よう台湾に圧力を加えない事を保証してい
る。

なお決議案は連邦議会の立場などを示
したもので、法案と異なり法的拘束力はな
い。しかし６つの保証が米台関係の基礎
であることを公開・確認すべきだとする上
院が米大統領と国務長官に向けて働きか
けたもの、としている。一方「台湾関係法」
は、１９７９年の断交後の米台関係のあり
方などを定めた米国の国内法。米国はこ
れまでも同法に基づき台湾との交流を続け
ている。

たほか、３月には海外メディアを同島に招
待して「島」であることなどをアピールしてい
た。

蔡英文総統の対応としては、１９日に行
われた就任後初となる国家安全ハイレベル
会議で、複雑な南シナ海問題に取り組む
には、国際法に基づいた平和的解決のほ
か、多国・地域間協議に台湾を加える事、
関係各方面には南シナ海における航行と
飛行の自由を守る義務がある事、中華民
国（台湾）は、争議の棚上げと資源の共同
開発による紛争の解決を主張する事などの

「4つの原則」を関係各方面が守る必要が
あるとの考えを示した。

さらに、蔡総統はこの4つの原則のもと、
関係省庁に対し、漁業権の保護や護衛能
力強化による漁業操業の安全の確保、関
係各方面との対話や協議の推進、海外の
学者による、南シナ海・南沙（スプラトリー）
諸島の太平島での科学研究の実施、同島
を人道支援センター、補給基地とするため
の国際組織との連携、海洋法分野での人
材育成などを指示した。

なお、２０日には台湾の与野党の立法
委員８人が、太平島を訪問し、改めて領
有を主張した。８人は空軍の C１３０輸送
機で太平島を訪れ、約３時間滞在。島内
を視察し、「岩ではなく、間違いなく島だ」
と改めて強調した。

三首相も好意的であり、このことも
受賞に関係したと思う。今回私が
台湾関連の個人賞の第１号に選ば
れた訳だが、これについて交流協
会も大変喜んでいる」と述べた。な
お、松本理事長によると、授賞式
には交流協会の今井正理事長も駆
けつけ、松本理事長に対し祝辞を
述べたという。

外務大臣表彰は，多くの人々が
国際関係の様々な分野で活躍し、
日本と諸外国との友好親善関係の

増進に多大な貢献をしているなかで、特に顕
著な功績のあった個人および団体について、
その功績を称えるとともに、その活動に対す
る一層の理解と支持を国民各層にお願いす
る事を目的としている。

今年度の表彰は個人１４２人、３１団体。
うち、国内在住受賞者は個人25人、7団体、
海外在住受賞者は１１７人、２４団体だった。

長）。
台湾観光協会の顧問も兼任する佐藤支店

長は、「現在の台湾観光 PR には少し問題が
ある。少し前にマンゴーカキ氷や小龍包など、
ありきたりな内容を推し出している台湾観光
誘致コマーシャルが日本で流れていたが、今
の時期にこの PR の仕方は違うと思う」と問
題点を指摘。その上で佐藤支店長は、「新た
なターゲットの矛先を家族三世代、絆を深め
られるような『安心安全家族旅行』とし、新
たなターゲットの多様化が必要であると力説
する。理由として「この方が単価は高くなるし
人数も増えるだろう」と提起し、さらに「台北
はシーズンにより、ホテル不足の問題もある
し、価格も上昇する。本当に観光客を誘致
したいのならば、単価の高い顧客を増やさな
ければ難しい。もちろん若い女性層は現在の
観光客の役半数を占める大切な層だが、今
後倍増するかというと、それも難しい。台湾
の地方の積極的な観光ＰＲも必要です」（佐
藤支店長）。

台湾地方の積極的な PR を訴求する佐藤
支店長は、現在、JAL では成田から台北と
高雄の２都市に飛ばしているという。他の地
方への新たな就航区間の設定に対する問い
には「実際、他の地方に飛ばしても儲からな

対談ではまず、前原さんがなぜ翻訳
するに至ったかのプロセスについて説
明。翻訳を担当したいという思いから、
蔡総統の Facebook に直接履歴書を
送り、台湾関係者にどのようにすれば
蔡総統と繋がれるかなどを尋ねるなど、
自ら積極的なアプローチをしたという。
結局のところ、文学関係の翻訳をして
いる知り合いの翻訳者から「私たちは政
治ではないのでやってみたらどうか」とい
う話が舞い降り、短い期間で翻訳作業
を行い、蔡総統側の細かいチェックを
経て、５月２０日の総統就任式という奇

跡的なタイミングで刊行に至った。
野嶋氏は「蔡英文 新時代の台湾へ」につ

いて、「政治家が自分の選挙のために書いた
本というのは面白みがない事が多く、大体が
歴史に残る本にはならない。しかし、この本
は、これは歴史に残る本になるのではと思う
位、書き込んであった。選挙のための本でも
ここまで書いてしまう蔡英文はすごい」と話し
た。

また、前原氏自身は、「野嶋さんの本にも
書いてあるが、蔡総統は思ったよりつまらな
い人というイメージが強い。これは、誠実に
問題に立ち向かおうとするときに言葉を選び、
それが結果的につまらなくなるということだろ
う」とした上で、「しかし、この本に関しては、
何回も練っている事もあり、蔡英文のユーモ
アも組み込まれている」と紹介した。

一方、「台湾とは何か」の執筆について野

また、台湾の大学で４年間勉強したという
参加者の女性は、「自分が培った中国語力を
生かしたくて今回参加しました。私は宮城県
出身で、東日本大震災の時に台湾が世界で
１番の支援をして下さったことを知り、そこか
ら台湾に興味をもって留学しました。台湾に
恩返しをしたいという気持ちがあるので、是
非台湾に関する企業に就職しようと思ってい
ます」と意欲をみせた。

また、同会には経済部投資業務処の連玉
蘋処長も来場し、海外人材誘致公式サイト

「Contact Taiwan」について説明した。連
処長によると、経済部は今年の６月２８日、「バ
イオ医薬品」、「国防」、「スマート機械」、「グ
リーンエネルギー」、「IoT（モノのインターネッ
ト）」などを重点産業に掲げ、台湾企業と海
外のグローバル人材を結びつけるために同サ
イトを開設、運営を開始した。同サイトには
すでに台湾企業８０８社と海外人材３３６８
人が登録済みであるとした。連処長は、「特に
日本の人材に同サイトに登録して会員になっ
ていただきたい。さらにより多くの海外の人
材に対し、台湾に来て働いて頂きたい」と期
待している。

い。札幌は考え
るが、これも台
湾から札幌への
片方のみの需要
だ。北海道から
台湾への乗客は
そんなにいない
だろう。これは
厳しい現実」とし
た。

現在、日本では様 な々地方が観光客誘致
のために LCC を就航しているが、佐藤支店
長によると、これは日本の県がそれぞれに優
遇処置を施すなど、かなりの補助を与えてい
るから成り立つという。台湾の地方でも、あ
る程度の運航をしているものの、「さらなる地
方への観光客取得を目指すため、より力を入
れていく必要があるかもしれない」とは佐藤支
店長の持論だ。

最後に佐藤支店長は、「台湾観光の誘致に
向けては、日本側としても何かサポートできた
らなと思っている。世代を超えて日本人が台
湾に訪れ、台湾への理解を深めてくれればと
思う」とし、未来の日台関係に期待を示した。

嶋氏は、「台湾に関する書籍は、この４、５
年で急速にメジャー化した。これだけ日本で
台湾に対する関心が高まっているのにも関わ
らず、台湾の事を相対的に紹介する本という
のは無かった。この断絶を埋めたいという希
望があり、この本を執筆した。元々、日本にとっ
てタブーでありマイナーな存在であった台湾
の政治。そこを変えたかった。今の台湾をき
ちんと掴み、中立な立場で台湾を伝えたかっ
た。これがこの本の大きな目的だ」とした。

この野嶋氏の発言について前原氏は、「野
嶋さんのこのような本が無かったというのは、
研究者をやっている私たちにも問題がある」と
話し、「私たちの中で常識だと思われている事
が、一般の人たちには伝わっていないという
事を野 嶋
さん の 本
を 読 んで
感じること
ができた」
とコメント
した。

日台の「人材マッチング会」が日本で初開催上院が「６つの 保証」
決 議 で 連 邦 議 会 の 立 場 示 す

台湾、南沙諸島の領有権改めて主張

松本彧彦氏が外務大臣表彰個人賞を受賞
～日台における初の快挙～

ＪＡＬ台湾支店長
「観光誘致へ顧客層の多様化と地方 PR を」

野 嶋 剛氏× 前原志保氏
書籍刊行記念対 談を開催

台湾に対する支持を語る共和党の
マルコ・ルビオ上院議員（提供：中央社）

企業マッチング会の会場

表彰状を受けとる松本彧彦氏（提供：外務省）

松本理事長（２列目右８）
の受賞は日台関係で初めて（提供：外務省）

日本航空台湾支店
佐藤晴之支店長

「台湾とは何か」（野嶋剛著）と
「蔡英文 新時代の台湾へ」

（前原志保訳）

対談を行った野嶋剛氏（左）と前原志保氏
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華僑らによる世界最大の商会である世界
台湾商会連合総会（総会長：李耀熊）と日
本最大の商会である日本台湾商会連合総会

（総会長：新垣旬子）の日本在住メンバー
11人は７月８日、熊本県庁を訪れ、熊本地
震の被災者支援と復興を祈願して募った義
援金を贈呈した。義援金は世界台湾商会連
合総会の144万円と日本台湾商会連合総会
の100万円の計244万円に登った。なお、
台北駐福岡経済文化弁事処の謝延淙総務
部長も同席した。

震災発生以来、台湾から国・地方自治
体 ( 高雄市、台南市など )・企業・民間団
体など多角的に多額の見舞金・義援金やボ
ランティア活動による支援が寄せられている。
今回の贈呈は世界と日本の華僑組織がそれ
ぞれの組織で積み立てた会費の一部を持ち
寄ったもの。

贈呈式で新垣総会長は、「我 は々日本で生
活している華僑として、熊本の人々に対する
我々の心をお届けしに参りました。被災した

博多祇園山笠のクライマックスとなった7
月15日の早朝に、締め込み、法被 ( はっ
ぴ ) 姿の台湾からの留学生5人が勢いよく
福博 ( 福岡・博多 ) の街を駆け抜けた。

正確に言うと留学生の OB1人と現役4
人で、羅允謙、林立山、黃柏瑋、陳柏瑋、
李宗仁の各氏である。羅氏は2015年度
の台湾在日福岡留学生会・会長で、九州
大学を卒業して現在は愛知県の自動車関
連会社に勤めているが、山笠に参加するた
めにわざわざ有給休暇を取り、前日飛行
機で福岡入りした。今年が4度目の山笠だ
という。残る4人は今年が初めての参加だ。

櫛田神社の氏子町内に住むか仕事場が
ある人以外はなかなか受け入れてくれない
伝統行事の下、土居流の世話役などの奔
走で初めて博多祇園山笠に迎え入れられ
た2007年から数えて、台湾留学生の参
加は今年がちょうど10年目の節目にあた
る。彼らを受け入れた土居流の世話役と
留学生会との話し合いで、毎年の参加人
数を5人に絞り、そのうちの1人ないし2
人は一度限りでなく、2年以上継続参加し
て後輩を指導する事、などの独自ルールを

台湾の厚生大臣にあたる衛生福利部・
蔣丙煌部長からの感謝状が7月4日、大
英産業 ( 本社：北九州市 ) の大園英彦会
長に贈られた。今年2月に発生した台南
地震で大園会長が私財1000万円を被災
者支援義援金として贈った事に対する謝辞
で、台北駐福岡経済文化弁事処の戎義俊
処長から手渡された。

戎処長は、大園会長から贈呈された義
援金が台湾政府を通して被災者支援に役
立ち、その気持が台湾の人に伝わったと
説明して深い感謝の意を表した。また義援
金贈呈時に託された真多呂人形 ( 妹：松
浦真鳩乃さん製作 ) が、大園会長の希望
通り5月に就任した蔡英文総統に届いた事
も報告した。

これを受け大園会長は「義援金のその後
の状況を説明され、感謝状をいただくなど、
これだけ丁寧な対応は初めて。地域貢献
活動や寄付はこれまでも行っているが、こ
のような厚情は経験がない。この心は、忘
れかけている日本人は反省を促すものであ
る。また熊本地震に対して台湾の国、自
治体、民間から受けた心遣いや支援には
深く感謝する」と話した。さらに戎処長は、

「台湾は日本から多くのことを学び、恩恵
を受けた。そのうちの一つが『日本精神 ( 武
士道 )』という固有名詞にもなっている教育
であり、『以徳報怨』もここから出たものと思
う。二つ目は都市開発、道路、鉄道、ダム、
製糖会社など日本統治時代に多くのインフ

台湾の港町・基隆出身の湾生（１８９５
～１９４６年に台湾で生まれた日本人）で
組織化される関東地区基隆会（渡辺行忠
代表）は７月２０日、ホテル・グランドアー
ク半蔵門で第２０回目となる基隆会を開催
した。会場には基隆市の林右昌市長と夫
人ご子息２人も参加し、湾生のメンバーら
と交流した。毎年日本の「海の日」に合わ
せて行われる同会に基隆市長が参加する
のはこれが初めて。

林市長の参加は、今年の６月２５日に
基隆で行われた「基隆開港１３０年記念大
会」で女優兼エッセイストの一青妙さんと
の出会いがきっかけ。台湾に精通している
一青妙さんから基隆会を紹介され、そして
会の開催を知り、どうしても参加したいとい
う林市長の思いから、プライベートの旅行
の合間を縫っての参加だった。

林市長は「こんなにも基隆を愛し、思い
続ける湾生の方々がいる事を知り心より感
動しました。長い間基隆を想ってくれてあ
りがとうございます」と挨拶し、「基隆は日
本と台湾をつなぐヘソのような場所です。
基隆には日台に関する様々なストーリーが
あります。しかし基隆は十数年前から日本
時代の多くの建物が壊されてしまい、綺麗
な建造物やその記憶が無くなってしまった」
と述べ、その上で「私が市長になる前に二
沙湾と三沙湾が壊されてしまう企画があり
ましたが、市長になってからはそこを保存
する事にしました。蔡英文政権の最も重要
なプロジェクトの中にも歴史的に重要な場
所を復元するというものがあり、基隆では
大沙湾、二沙湾、三沙湾を歴史的に復元
するべき場所として指定しています」と現状
を紹介した。さらに「私には繁栄した時代
の基隆とその基隆のプライドを取り戻す事、

方々に対して心よりお見舞い申し上げる
とともに、熊本の一日も早い復興を願っ
ています。ささやかですが、この義援金
を役立てていただきたい」と挨拶した。
また、「隣国である台湾も地震や台風な
ど自然災害が多く、その都度日本の皆
様に助けられてきた。今回の震災は隣
に住む親しい友人として心を痛めていた
が、この機会に熊本へ来ることができ、
県庁の皆様が復興に尽されている姿を

見て安心した。見えない心配と比べ少し安堵
した。今後の復興のお力添えできることがあ
ればぜひ尽力したい」と話した。

続いて台北に本部機能があり、世界70カ
国183の支部を有する世界台湾商会連合総
会の会長を代理して、九州台湾商工会の頼
玉汝会長は「熊本は、高雄市との間に直行
定期便があり、交流協定 (MOU) を結ぶな
ど台湾にとって身近な存在である。2月の台
南大地震の時、熊本の皆さんは台湾を助け
てくれた。今回の熊本地震に対して台湾の
人 は々大変心を痛めている。この義援金が少
しでも熊本の皆様のお役に立てれば幸いだ。
自分自身も熊本に知り合いが多く、福岡から
毎週のようにお邪魔しているが今もなお屋根
にブルーシートが掛かった家屋、避難所生
活する人 を々訪ねると涙が出る。微力ながら
これからも今日一緒に訪問した日本台湾商会
連合総会の皆さんと一緒になって熊本を応援
し続けたい」と、声を震わせながら語った。

義援金贈呈の後、小野泰輔・熊本県副

作っている。人数が多すぎると様 な々
しきたりが持っている意味などが正し
く伝わらず、基本的なルールを世話
役から何度も繰り返して教育する余
裕がないからだ。

締め込みひとつ身に付けるにも作
法があり、仕上がりの形が決められ
ているが、これ以外の作法やしきた
りにもそれぞれ歴史と意味がある。ま
た、留学生が参加する「土居流」など、
7つの「流」は太閤秀吉の時代から伝
わる自治組織の名称で、それぞれが

10～13ヵ町からなるコミュニティーであり、
そこに集まる年長者から子供までの全てに、
果たすべき役割が決められている。日常出来
ない交流を深めるとともに、流 ( ヤマ )ごとの
走りのスピードを競うために、期間中、徐々
に集中力を研ぎ澄ませ、結束を高めていくた
めである。この中で、お互いが気を配り合っ
て阿吽（あうん）の呼吸で動くことが要求され
る。

はじめは締め込み姿になる事を恥ずかし
がった留学生達も、歴史と伝統
の中身が分かり始めると、次第
に溶け込み、周囲の人々からは

「今の日本人にはない気遣いを
持っている」とか、「まだ言葉は不
自由でも、何にでも積極的に取
り組もうとする姿勢に感心した」
などと言われるようになった。

台湾にも旧暦9月15日に「五
府千歳祭」というお祭りが台南
で催され、お守りを身に付け、
法被を着てお神輿を担ぐそうだ。

「そのお祭りも大勢の人でにぎわ
うが、博多祇園山笠はヤマを舁

ラを残してもらえた事だ。なかでも烏山頭ダ
ムと嘉南用水路を建設した八田與一技師は､
台湾最大の穀倉地帯の生みの親として中学
校の歴史教科書にも掲載され、彼の命日で
ある５月８日には台湾全土から多くの人が参
列して追悼式が行われるほどだ。2011年の
命日には、八田與一記念公園がオープンし､
当時の馬英九総統も出席した。ここから学び
取るものは単なるモノではなく、それを生み
出す心である。台湾と日本との関係の底流に
はこの２つの事がある、と両国の若い人には
ぜひ知ってもらいたい」と述べた。

大園会長も「台湾と日本は地震や台風など
の自然災害環境が共通しているという事だけ
ではなく、価値観を共有し、肩肘張らずに語
り合える間柄だという事を認識して今後も助
け合い、協力していきたい」と話し、互いの
感謝と尊敬を交歓する内容ある贈呈式だっ
た。

そして新たな未来に向かって発信力のある都
市として成長させるという歴史的使命がありま
す。よりよい基隆の構築に努力するので、皆
さん体力が許す限り是非基隆に訪れてくださ
い。私たちは家族です。大歓迎します」と話
し、基隆市民に配ったという紅包や当時の基
隆が詳細に書かれている地図、そして夫人手
作りのプレゼントなどを湾生のメンバーに手
渡した。

同会事務局の武石道男さんによると、以
前の会は関東地区の基隆出身者のみで構成
されていたが、現在では地域別・湾生の会
の高齢化などを理由に激減している現状を受
け、異なる地区出身の湾生及び台湾に関わ
る人など、誰でも歓迎しているという。また、
来賓として参加した台湾協会・新任理事長
の森田高光氏によると、地域別の湾生で結
成された会で現在残っているのは同会のみで
あり、最大の湾生の会といっても過言ではな
い、としている。

今回の林市長の初参加を受けて渡辺代表
（９２歳）は、「今回の基隆会ほど内容のある
回は無かった。基隆で生まれた人間として感
激しています」と話し、「これからの日台関係
は心配していません。心配しなくてもずっと友
好関係は続くでしょう」と終始笑顔を絶やさな
かった。

知事は、日本在住の台湾商会・商工会の要
人と台北駐福岡経済文化弁事処の幹部が多
忙な中熊本県を訪れた事に対し、感謝の意
を表した。さらに謝長廷駐日大使が就任翌日
に陳菊・高雄市長、頼清徳・台南市長など
50人とともに来訪し、熊本県・市に合計2
億を超える義援金を贈呈した事、チャイナエ
アラインがいち早く定期便を再開してくれた事
などを揚げ、世界中で台湾が一番関心を寄
せ応援してくれていると思う、と表した。さらに、

「いまやっと被災者の一部が仮設住宅に入
り生活再建が始まったが、復興には時間が
かかる。熊本への応援を一過性のものでなく、
末永くお願いしたい。いま高雄市内でやって
いる熊本の物産フェアは盛況であり、お見舞
いだけでなく経済の実質面での応援が我々
の支えになっている。地震や台風など環境が
よく似ている台湾と熊本は、良い時も困った
時も支え合っていける『良き友人』でありたい。
被災地を見て頂くことで、今後の災害対策に
もなると思うので、遠慮なく見ていただきたい」
と述べた。

その後台湾寺院・福岡佛光山寺のボラン
ティア活動が息長く続けられている事、見え
るところだけでなく、見えないところの応援も
したいとする訪問メンバーからの要望など、
熊本の復興と台湾・熊本の末永い友好関係
の継続・発展を願い、小野副知事を囲んで
皆で写真に納まり、会を終えた。

く人、応援する人など、福岡の人々が心を
一つに溶け合い、盛り上がるだけでなく、
九州全体・日本中からから熱い男が集まる。
また、お年寄りから子供までが雨の中でも
助け合いながら全力で5キロメートル走る
のを見て感動した。自分達はこのお祭りに
参加できて光栄である。できることなら来
年も再来年も参加したい」と彼らは言う。

今年4回目の参加となった羅允謙氏は
「自分は山笠参加を通じて、多くの方 と々
知り合った。また、日本文化の一端を学ぶ
ことができた。このような市民レベルの交
流が台湾と九州、台湾と日本の理解や友
情を深めるのに貢献すると思う。これから
も留学生の皆さんには積極的に参加しても
らいたいし、日本の人 に々も、媽祖巡礼や
五府千歳祭に来ていただきたい。毎年留
学生の山笠参加のお世話役をしてくださっ
ている桜井伸平氏、嶋田正明氏ほかの皆
様には、これからもご指導をよろしくお願い
したい」と締めくくった。

台湾の商会・商工会が熊本県へ義援金を贈呈 大英産業・大園会長に台湾から感謝状

基隆会に基隆市長初参加で
「私たちは家族です」博多祇園山笠で深まる台湾と九州との友情

震災を受けお互いを支えあう日台、現在でも盛んな交流

義援金を渡す新垣会長（左）と頼玉汝会長（右）

感謝状と授与式

林市長（右３）が同会に参加するきっかけは一青
妙さん（左２）の紹介がきっかけだった

博多祇園山笠に参加した台湾人留学生5人

博多祇園山笠を通じた日台交流
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企画展「順益台湾原住民博
物館所蔵・学生創作ポスター
展 台湾原住民族をめぐるイ
メージ」が８月４日より１０
月４日まで、国立民族学博
物館 本館２階企画展示場で
開催される。同展示会では、
同館と学術交流協定を締結
している台湾の順益台湾原
住民博物館が２００６年よ
り隔年で主催、実施してい
る「台湾原住民族の文化や歴
史」についての学生ポスターコンテストに出品され
入選した作品を中心に紹介する。原住民族の物質文
化も紹介される予定だ。展示観覧券は本館２階で販
売。一般が４２０円で、８月中は高校生以下と６５
歳以上は観覧無料キャンペーンを実施している。な
お、８月１４日には国立民族学博物館本館ナビひろ
ばで、関連企画「みんぱくウィークエンド・サロン
―研究者と話そう」が行われ、「デジタル時代の原住
民イメージ」について、国立民族学博物館教授の野
林厚志氏が講演する（14：30～15：00）。申込不
要だが、展示観覧券が必要。
問い合わせ→
国立民族学博物館 Tel：06-6876-2151

第１回日本翻訳大賞の
受賞作「カステラ（パク・
ミンギュ著）」の訳者であ
る斎藤真理子さんと、第
２回日本翻訳大賞の最終
選考に残った「歩道橋の
魔術師（呉明益著）」の訳
者、天野健太郎さんが最
近の韓国、台湾の新しい
小説、映画について語る
トークショーが８月２１
日、青山ブックセンター
本店大教室で開催される

（開場 17：30～、開演18：00～19：30）。料金
は１０８０円（税込）で定員は１１０人。チケット
は同店頭レジと HP で購入可能。聴き手は法政大学
教授で翻訳家の金原瑞人さん、英米文学翻訳家の三
辺律子さんが務め、海外文学の新しい熱を感じさせ
てくれた「カステラ」、「歩道橋の魔術師」を生んだ韓
国と台湾の文化に迫る。

問い合わせ→
青山ブックセンター本店 Tel：03-5485-5511 

杉 並 区 交 流 協 会 は ９
月１０日、セシオン杉並
で「まるごと台湾フェア」
を開催する。昨年開催さ
れた同フェアでは映画

「KANO」の上映が好評を
得ており、これを受けて
今年は「太陽の子」を上映
する（１４時～１７時）。
当日は、主演女優のアロ・
カリティン・パチラルさ
んが来場するほか、ジャー
ナリストの野嶋剛さんによるトーク & 解説も行わ
れる。チケットは一般前売券が５００円、当日券は
７００円、 高校生以下は前売券が３００円、当日券
は５００円となっている。チケット販売は杉並区役
所１階コミュかるショップ及び、HPの申込みフォー
ムより購入可能。このほか、同フェアでは五代目一
龍齋貞花による台湾でダムを作った八田與一や台湾
の建築家・郭茂林の講談、杉並と台湾のつながりを
まとめた写真展、キッチンカーでの台湾料理や物産
販売、観光案内のブース、有名台湾料理家・劉毓真
の料理教室など内容盛りだくさんで行われる。
問い合わせ→
杉並区交流協会 Tel：03-5378-8833 

台南市政府観光旅遊
局が主催する「私と私の
台南 — ようこそ、本
当の台湾へ」が８月１２
日と１３日、大阪市中
央公会堂で行われる（入
場無料、申込み不要）。
１３日の同イベントで
は、「わたしの台南」の作
者・一青妙さん、建築
家であり「日式建築探訪
手記」の作者・渡邉義孝
さん、「オモロイ台南」の
作者・ヤマサキ兄妹さん、「大人の旅じたく」の作者・
柳沢小実さんをゲストに迎え、各々が身をもって感
じた台南についての講演会が行われるほか、イベ
ント終盤には吉本興業所属の日台ハーフタレント・
渡辺直美さんとハイキングウォーキングによるパ
フォーマンスも予定されている。なお、両日ともに、

「台南にて－台南の観光で絶対ハズせない５０選！」
の展示会が行われる予定（１２日→１４時～１７時
半、１３日→１０時～１７時半）。

問い合わせ→ Mail：osaka_fl y@mail.tainan.gov.tw

ア ジ ア 各 地 か ら 気
鋭 の ク リ エ ー タ ー が 集
う「UNKNOWN ASIA 
A R T  E X C H A N G E 
OSAKA ２０１６（以下、
UNKNOWN ASIA）」が９
月３０日より１０月２日ま
で、大阪・ハービスホール
で開催される。一般開放日
は１０月１日と２日。同イ
ベントでは、アジア各国の
才能を持つアーティストの展示約１８０ブースを
みる事ができる。台湾からの参加アーティストと
は、現時点で約２０人。うち２人は台北で４月に
行った「ポートフォリオレビュー」でセレクトした
ゲスト作家だ。また、著名なアートディレクターで
ある Qing-Yang Xiao が来日予定。さらに昨年の
UNKNOWN ASIA で、弱冠２１歳にしてグランプ
リを受賞した Fang Yen-Wen も VIP レヴュアーと
して参加する。チケットは来月中にチケットぴあな
どで販売開始予定。当日券は会場で購入でき、値段
は共に１０００円（税込）。

問い合わせ先→
UNKNOWN ASIA 実行委員会 Tel：06-6354-8029

ジャズのライブ活動を
中心に、各種音楽学校、大
学でのレッスン、ビッグバ
ンド指揮、作、編曲など
多岐に渡り活動する台湾
人 SAX 奏者の楊曉恩さん
は８月中、日本の８箇所で

「台湾 JAZZ Japan Tour」
を行う。8月13日は赤坂
ビーフラット、１４日は
浜松ジャズ イン ビーフラット、１５日は名古屋ス
ターアイズ、16日は和歌山デサフィナード、１７
日が大阪梅田ロイヤルホース、18日が富山高岡 カ
サデラムジカ、19日が岐阜 アイランドカフェ、最
終回は20日に銀座 ノーバードで行われる。台湾唯
一のプロのジャズビックバンド、台北ジャズオーケ
ストラでは首席サックス奏者を務め、昨年は台湾
の権威あるアワードであるゴールデンインディー
ミュージックアワードに「ベストプレイヤー」、「ベ
ストアルバム」、「ベストソング」の三部門でノミネー
トされた楊さん。共演するのは同じく台湾を拠点に
活躍するドラマー・坂本健志さん、ピアニスト・田
中菜緒子さん、ベーシスト・安ヵ川大樹さん。コン
サート詳細はそれぞれの会場 HP 参照。
問い合わせ→ info@d-musica.co.jp

ホ ー ム ド ラ マ
チャンネルでは
８月１０日より、
アーロン主演の台
湾ドラマ「華麗な
る玉子様～スイー
ト♥リベンジ（原
題：後菜鳥的燦爛時代）」全２８話を日本初放送す
る（毎週水曜、深夜１：１５～２：１５他）。同作はアー
ロンが演じる恋愛ビギナーなツンデレ敏腕 CEO、
ジー・ウェンカイが初恋の相手に再び挑むという
リベンジラブ・コメディ。「このドラマが職場での
みなさんの悩みを解決する助けになってくれればと
思っています。このドラマを見てリラックスした夜
を過ごしてもらえればと思います。また、台湾の脚
本家、監督、プロデューサー、そして僕自身の成長
を見てもらい、台湾ドラマの良さを知ってもらいた
いです。将来的には台湾ドラマにもっと多くの日本
の俳優さんたちが出演してくれるようになればと思
います」（アーロン）。アーロンは「王子様をオトせ！」

「恋にオチて！俺 × オレ」など人気ドラマに数々出
演。音楽活動に力を入れており、日本オリジナル３
rd シングル「モノクローム・ダンディ」も発売中だ。
問い合わせ→ CS ホームドラマチャンネル
Tel:03-5250-2330  10:00-18:00（土日祝日は除く）

「２ ４ th Sunset Live 
２０１６ -Love&Unity-」
が９月３日と４日、福岡
県の芥屋海水浴場・キャ
ンプ場 特設ステージで
開催される（１１: ００
開場、１１: ３０開演）。２日開催の同ライブには、
台湾から盧廣仲（クラウド・ルー）も出演する。同
ライブの収益の一部は糸島市志摩芥屋漁協環境美化
事業、糸島市志摩地区の小中学校６校への図書寄贈、
東日本大震災義援金として寄付される。当日は、地
元のバンドを始め、その他ミュージシャン、DJ な
どによるライブ、ダンス、プロレス、ライブペイン
ト等のパフォーマンスが行われるほか、来場者やボ
ランティア団体らによる会場やビーチや地域の清
掃、会場内での飲食ブースや服飾、ワークショップ
などの出店もある。チケットはチケットぴあ、ロー
ソンチケット、イープラスなどで購入可能。前売り
単日券が６５００円（税込）、前売り２日間通し券
が１３０００円（税込）（オリジナルタオル）、ナイ
ト券（１８時以降入場可）が５０００円。なお、前
売中高生割引も有り。詳細はこちら→公式サイト：
http://www.sunsetlive-info.com/
問い合わせ→
Sunset Live 実行委員会 info@sunsetlive1993.com

杉並区「まるごと台湾フェア」で「太陽の子」上映 大阪で台南イベント、渡辺直美も出演！ UNKNOWN ASIA に台湾クリエーター約２０人参加台湾原住民族の文化や歴史に関するポスター展開催

台湾人SAX奏者・楊曉恩が日本ツアー アーロン待望の最新作ドラマが日本初放送福岡のライブイベントにクラウド・ルーが出演翻訳家が台湾・韓国の文学・映画を語り尽くす！

まるごと台湾フェア開催
李翊慈

「祝祭の石板―豊年祭」
台湾人アーティストも参加

台南ポスター

歩道橋の魔術師

「華麗なる玉子様」放映開始
クラウド・ルー出演

SAX 奏者・楊曉恩ツアー

Information エンタメ／イベント／日台交流
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高雄捷運環状軽軌道（ライトレール）は
交通部の許可を得て、籬仔内駅から高雄展
覧館までの運行を正式に開始した。新たに
開通した夢時代駅から高雄展覧館まで乗車
した陳菊・高雄市長は、年内に哈瑪星まで
の開通を実現させたいと語った。高雄市捷
運局はこれを機に全線のダイヤを改正し、

運行本数をこれまでの ３０分に１本から
１０～１５分に１本、ラッシュ時間帯（午
前７時～８時３０分および午後４時３０分
～６時３０分）には１０分に１本としたほ
か、運行時刻を午前７時から午後９時まで

（これまでは午後７時まで）に拡大した。

Jul.4 高雄ライトレール籬仔内駅から高雄展覧館が正式に運行開始
総統府は、中華民国の最高司法機関、

司法院の林錦芳秘書長を、同院の副院長に
指名した。林錦芳女史は、司法院秘書長を
６年余りにわたり務めている。台湾の司法
史上、女性が副院長に指名されるのは初め
ての事で、その意義は大きく、男女同権社

会の実現の象徴ともいえる。総統府から大
法官及び副院長に指名されたことについて
検察関係者は、「男女同権社会の実現だけ
でなく、台湾の司法史上、初めて女性が副
院長に指名されたことになり、その意義は
非常に大きい」とコメントしている。

Jul.11 台湾初の女性司法院副院長が誕生
台湾メディアによると、今年開業し

た桃園市のグロリアアウトレット（華
泰名品城）の上半期売上が２０億元（約
６６億３９３０万円）を突破したとい
う。客単価は平均４５００～４７００
元（約１万４９４０円～１万５６００円）
で、会員では８０００元（約２万６５６０
円）と高い数値を出した。観光客の割合

も５％に増加。同じく今年開業した新北
市の三井アウトレットパーク林口は、５
月に上半期目標である売上３０億元（約
９９億５９００万円）を突破し、年間目標
の６０億元（約１９９億円）も問題ないと
している。４月からは旅行会社と組み、日
韓・東南アジア客の獲得を進めている。（元
＝ニュー台湾ドル）

Jul.20 新設アウトレット業績好調、グロリア20億元、三井30億元突破

内政部は高雄国際空港に外国人の出国
審査専用の「自動化ゲート」を２基設け、
７月から試験運用がスタートした。これに
より台湾を訪れた外国人旅行客は、出国審
査にかかる時間が大幅に短縮される事に
なった。今回、高雄空港に設置されたこ
の「自動化ゲート」は、１４歳以上であり、
入国審査時に指紋採取を行った外国人、台
湾の無国籍国民、中国大陸の国民、香港お
よびマカオの住民であれば、事前申請の

必要なく利用できる。出国審査の「自動化
ゲート」を通過する際に、指紋を押すだけ
で、システムがただちに照合を行い、出国
制限やオーバーステイなどの問題がなけれ
ば、７～１０秒で通過できる。内政部移民
署では、高雄空港での試験運用の効果を基
に今後、出入国審査を行う国内の各主要空
港、港湾に出国審査専用の「自動化ゲート」
設置を徐々に拡大し、２０１８年末までに
は全面的な設置を予定している。

Jul.6 高雄国際空港で外国人旅行客の出国審査がスピーディー
風化による崩壊が懸念されている野柳

地質公園（新北市）の奇岩「女王頭（クイー
ンズヘッド）」は昨年、北海岸・観音山国
家風景区管理処が台湾大学に委託し、保全
方法の研究を始めた。女王頭の「首周り」
は２００６年の１４４センチメートルから
２０１３年には１２６センチに減少。台湾

大学チームはナノ薬材を使った１０種類の
方法を周辺の岩で試したが、９カ月後の現
在、どれも失敗したとの結論に達した。今
後も保全方法の研究を続けるが、３D 印
刷によるレプリカの製作も検討していると
いう。

Jul.11 北海岸の奇岩・女王頭、保全作戦は「失敗」

台北駅の外観改修工事がこのほど完了
し、新たな姿を見せた。工事前、損傷が目
立っていた３０００坪の屋根も、全て陶器
瓦にリニューアルされた、四面の歩行者通
路が明るくなるように照明が設置されたほ
か、異なる機能を持つ照明を組み合わせ、
時間によって変わる夜間ライトアップが導
入された。現在の駅舎は1989年に開業。
5年前にロビーが改修され、外観の工事は

3年前から始められた。今回の工事は老朽
化が進んでいた屋根を重点項目とし、漏水
対策のため防水性の強化や排水管の交換な
どを行った。屋根の頂上に設置されていた

「台北車站」の看板は撤去された。工事完
了を記念して、台湾鉄路管理局が２８日、
125周年と合わせて祝賀イベントを開催し
た。

Jul.25 台北駅の外観が新しく！ライトアップも

台東県海端郷の人気登山スポットであ
る嘉明湖周辺でクマが頻出しているとし
て、行政院農業委員会林務局台東林区管理
処は、７月１０日から９月８日まで山小屋
を閉鎖し、登山客の入山を規制すると発表
した。同管理処の李定忠副処長によると、
同地の山小屋では、今年６月１日以降のク
マが出没騒動は１０回に上っているとい

う。登山客に被害などはないが、回数が例
年に比べ多いことから、大事を取るとして
いる。クマは嗅覚が鋭く、登山客の食事の
においにおびき寄せられることがある。食
品の保存方法の変更を含めて対策を講じ、
クマがエサを求めて山小屋に来る習慣を絶
たせる考えだという。

Jul.6 人気登山スポット、クマ頻出で入山規制へ
米クレジットカード大手のマスター

カードが発表した最新の調査によると、台
湾で子供のいる世帯のうち、８２％が将来
の教育費のため、貯蓄をしていることが分
かった。日本の６１％、韓国の７５％より
多いとしている。アジア太平洋地域ではタ
イ、マレーシア、バングラデシュに次いで
４番目に多かった。同社台湾エリアの陳懿・
文総経理（社長）は、わが子が将来的に有
利な人生を歩めるよう、教育への投資を積

極的に行う親心が見てとれるとしている。 
調査によると、台湾では毎月の収入のうち、
約１７％が教育費に当てられている。また、
約７割の家庭で子供に習い事をさせてお
り、学習塾、外国語塾、スポーツなどに取
り組んでいるとしている。調査は２０１５
年１１～１２月、アジア太平洋では１７国・
地域を対象に実施。銀行口座を持つ１８～
６４歳の８７７９人から回答を得た。

Jul.14 子供いる世帯の約８割の貯蓄が日韓上回る

立法院は、野党の国民党が戦後、台湾
で日本の残した不動産などを接収するなど
で築いた資産の返還を目的とする法案を、
与党の民進党などの賛成多数で可決した。
今後、行政院に新設される委員会が資産の
精査を行い、不当に取得したと認定した場
合には国への返還を求める。国民党は戦後、
手に入れた日本統治時代の不動産などを元

手に事業を行い巨額の資産を築いたとさ
れ、「世界で最も金持ちの政党」などと呼ば
れる。民進党は、陳水扁政権下の２００２
年から、国民党の不正資産を追及する法案
を提出してきたが、立法院で多数を占める
国民党などがこれを阻止。だが、今年1月
の選挙で初の単独過半数を獲得した事で、
約１４年越しの成立となった。

Jul.25 国民党の「不当」資産返還法が１４年越しの成立

教育部は、アジア30カ国・地域を対
象にした２０１５年の英語能力測定試験

「TOEFL」の成績ランキングを発表し、台
湾は１２位で２６位の日本及び１７位の
中国大陸を上回る結果となった。台湾の
TOEFL スコアは８０点（１２０点満点）
で、アジア平均（７９．６点）を超えたもの

の、世界平均（８１．３点）には届かなかっ
た。なお、トップは英語を公用語とするシ
ンガポール。上位にはインド、フィリピン、
マレーシア、香港など、米英の植民地だっ
た国や地域が並んだほか、英語学習が盛ん
な韓国が１０位にランクインした。 

Jul.7 台湾のTOEFL スコアが日本や中国大陸上回る 
コンビニ大手のセブンイレブンは、台

湾プラスチック（台塑）グループの農場と
提携した有機野菜コーナーを、台中、嘉
義、台南、高雄など中南部の５２店舗に開
設した。販売する野菜は約２０種類だ。同
社は昨年３月に有機野菜販売を１２店舗で

開始。昨年末には３００店舗を超えた。今
回の中南部進出で取扱い店舗数は４５０店
舗になり、今年は６００店突破を目指す。
台塑農場はこれまでに、セブンイレブン向
けの１万２０００坪超のビニールハウスな
ど、生産・加工設備の拡充を行っている。

Jul.18 セブンイレブンの有機野菜売場が中南部へ拡大、450店舗に
台北 MRT（メトロ）の交通系 IC カード

型電子マネー「悠遊カード（Easy Card）」
が、８月からデポジット型カードの販売を
廃止すると発表した。販売開始からの１４
年間、カード購入時の１００元（約３３２
円）は返却時に払い戻しができたが、これ

を売り切り型に変更する。デポジット型悠
遊カードは毎年６０万枚以上販売されてお
り、訪台旅行者や通勤利用者が影響を受け
るとみられる。なお、７月末までに購入さ
れたデポジット型悠遊カードは今後も払い
戻しが可能。（元＝ニュー台湾ドル）

Jul.26 台北 MRTの悠遊カード、８月からデポジット制廃止

台湾・台北市の松山駅で現地時間の7日
午後10時ごろ、新竹発基隆行きの電車内
で爆発が起き、乗客２５人が負傷した。容
疑者の男も爆発で男は上半身に重度のやけ
どを負い、病院の集中治療室で治療を受け、
9日午前には意識を取り戻し、15日から
警察から取り調べを受けている。容疑者の
男はが動機について、「人々の注意を引き

たかった」と供述している事が関係筋の話
で分かっている。爆発物には爆竹の火薬を
使ったものの、ここまで威力があるとは思
わなかったとしている。男はがんを患って
いるほか、息子によると約5年前から家族
と別れて生活していた。中部・南投県に残
されていた男の車からは遺書も見つかって
いる。

Jul.8 松山駅電車内で爆発、乗客２５人が負傷
桃園市内の高速道路で、中国大陸から

の観光客を乗せたバスが炎上し、子供3人
を含む乗客乗員２６人全員が死亡した。遺
体の大半は車体後部で見つかり、中央部に
設置された出口付近には死体が折り重なる
ように倒れていた事を受け、事故の際には
非常ドアや非常窓が開かなかったとみられ
ている。交通部の賀陳旦部長は２０日、全

国に1万7000台あるとされる観光バスの
安全点検を指示した。徹底的な改革を通し
て、台湾観光全体の品質向上を図りたいと
している。また、中国東北部・遼寧省の遺
族ら約７０人は２１日、チャーター機で桃
園国際空港に到着。遺族らは、遺体の身元
確認などを経て台湾で火葬、告別式を行い、
２５日に帰路に就いた。

Jul.19 桃園で観光バス炎上、２６人全員死亡 台湾民意基金会は、総統や政党などに
関する世論調査結果を公表した。それによ
ると、5月に就任した蔡英文総統の政権運
営に「賛同する」と回答した人は５５．９％
で、前回発表の先月から約１１ポイント低
下した。一方、「賛同しない」と答えた人は
２１．１％でこちらは約６ポイント上昇し
ている。台湾メディアの報道では、蔡政権
の両岸政策が支持率低下の主な原因だと指

摘する意見もある。蔡総統の就任以来、双
方の対話は途絶えており、市民は不安に感
じていると述べた。中国大陸は、台湾独立
志向を持つ与党・民進党の蔡政権が「一つ
の中国」の原則を受け入れない限り、台湾
との対話を再開しないとしている。調査は
７月１８日と１９日、２０歳以上の市民を
対象に電話で実施。１０８４人から回答を
得た。

Jul.26 蔡英文総統政権運営、支持率低下

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

台北駐日経済文化代表処の謝
長廷代表は７月１８日に香川県を
訪れ、台湾の桃園市と香川県の交
流協定締結式に出席した。式典に
は桃園市の鄭文燦市長と香川県の
浜田恵造知事が出席し、協定書に
署名した。内容は、文化芸術、観
光、音楽、教育、スポーツの交
流、行政機関の相互訪問、民間団
体の交流促進などについての合意
事項だった。謝代表は、「香川県
を今回初めて訪問した。日台は国
際的な協力の重要なパートナーで
あり、地方自治体間の交流は、日
台間の交流を推進していく重要な
一環である」と述べた。鄭市長は、

「桃園市と香川県は遠くなく、桃
園空港から飛行機で２時間余り、
毎週６便の高松空港への直行便が

ある。桃園は台湾の玄関口で、香川は四国及び西
日本の玄関口であり、ともに重要なゲートウェイ
都市である」と強調し、香川県の自然と文化芸術
を結合させた「瀬戸内国際芸術祭」や今年桃園で
開催された「台湾ランタンフェスティバル」など
のイベントを通した文化・観光交流や、日系企業
が集まる工業都市である桃園市との経済交流の強
化に意欲を示した。

桃園市と香川県の交流協定締結
駐日経済文化代表処

国立台湾藝術大学（以下：台湾
芸大）と沖縄県立芸術大学（以下：
沖縄芸大）は７月２２日、両校の
学術交流を強化するため、台湾芸
大の陳志誠校長は沖縄芸大の比嘉
康春校長と学術交流に関する協定
を締結した。那霸分処の蘇啓誠処
長もこれに立会った。同協定の調
印式前には両校の校長が会談を
行った。比嘉校長は、「今年、沖
縄芸大が建校30年を迎えており、
20年前からすでに台湾芸大との
間で学術交流及び教師らの交換な
どを行っている。今日は台湾芸大
と協定を締結できて大変嬉しく思
う。沖縄と台湾は、地理的にも近
く、経済貿易、文化、人員の往来
も盛んに行われている。さらに台
風などで同じような被害を受けて

おり、その際にはお互いに助け合い親交を深めて
きた」と述べた。一方の陳校長は、「台湾芸大は既
に東京芸大など3校と交流があり、来年１１月に
は芸術節及び工芸展などの活動を行う。沖縄芸大
の方々にも是非お越し頂きたい」と述べた。

日台の芸大が MOU 締結
駐那覇分処

大阪弁事処の張仁久処長は7
月11日、大阪市役所を表敬訪問
し、大阪市の吉村洋文市長と面会
した。今年1月末に台北市の柯文
哲市長及び各地方政府の訪問時の
受け入れを行った吉
村市長に対し、感謝
の意を伝えた。また、
同時に「日台地方交流
及び相互往来は頻繁
で、例えば台北市と
愛媛県、高雄県及び
台東県と三重県は既
に交流に関する覚書
を締結しており、近
くには関西広域連合
が台湾を訪問し交流
する予定だ。さらに
大阪市浪速区と台北

市士林区も姉妹区締結を結ぶなど、双方の交流は
密接である。吉村市長には、また台湾を訪れて頂
き、大阪と台湾の地方交流を盛り上げて頂きたい」
と話した。

張仁久処長が大阪市・吉村洋文市長を訪問
駐大阪弁事処

札幌分処は７月７日、札幌市
内で「台湾華語スピーチコンテス
ト」を開催。北海道内各地より集
まった参加者が流暢な台湾華語で
台湾への思いを語り合った。コン
テスト開始前に挨拶した同処の
陳桎宏処長は、「台湾華語を学習
する若い方々に数多くご参加頂い
た」と喜びを見せるとともに、「昨
年の大成功を受けて第２回目の開
催となる今回のコンテストが、よ
り一層有意義なものになれば」と
語った。また、近年は北海道と台
湾との交流が大変活発化し、その
絆も大きく深化していると強調。

「この絆を次の世代にも継承する
ためにも、是非若者達が台湾華語
学習を通じて台湾理解を深め、今
後の台湾との交流をリードして

いってもらいたい」と期待を込めた。コンテスト
では約２０人の参加者がそれぞれのテーマの下に
スピーチを行った。厳正な審査の結果、見事優勝
の栄冠を勝ち取った札幌市在住の西澤寶花さんに
は、後援したチャイナエアライン札幌支店洪逸蘭
支店長から札幌 - 台北間の往復航空券 ( ペア ) が
送られた。コンテストを見学に訪れた人々から、
こういったイベントが札幌だけでなく北海道各地
で開催されれば、オール北海道で台湾との友好が
より一層深まるはず、との声もあった。

「台湾華語スピーチコンテスト」開催
駐札幌分処

「鄭成功生誕祭」が7月13日と
14日、長崎県平戸市鄭成功記念
館で開催された。同祭には鄭氏宗
親会や福岡分処の戎義俊夫妻も出
席し、鄭成功の生誕を祝った。ま
た、平戸市の黒田成彦市長も出席
し、黒田市長は挨拶で鄭氏宗親会
の支援に感謝の意を述べ、9月に
鄭成功記念館の「山門」が無事順
調に落成するように、期待の意を
示した。また戎処長は挨拶で、鄭
成功の精神は日本精神に近く、台
湾と日本の共同精神の絆であり、
また、台南市と平戸市の関係が密
切、そして友好的である事を強調
した。さらに、9月の平戸市鄭成
功「山門」が落成する際は、台南
市の賴清德市長に訪問団を引き連
れて落成の儀式に参加して欲し

い、と要望した。鄭成功は、平戸市で生まれた日
中混血の英雄。観光協会主催で台湾の鄭氏宗親会
を迎え、神事が行われた後、地元民らによりジャ
ンガラが奉納される。毎年5月8日の鄭成功の命
日を鄭成功祭りとしていたが、7月14日の鄭成
功の誕生時に変更された。

「鄭成功生誕祭」に戎処長出席
駐福岡弁事処

湘南日台未來交流協会（添田宏
高会長）は７月２３日、平塚市内
のホテルで第一次総会及び懇親会
を開催した。同会には、横浜分処
の粘信士処長夫妻、神奈川県議会
の森正明議長、県議員の赤井かず
のり氏、米村かずひこ氏、平塚市
議会前議長の黒部榮三議員、佐藤
貴子議員、平塚市商工会議所の福
澤正人会頭、日台経済文化交流協
会の上村直子会長、靜岡日台友好
協会の長谷川博司会長及橫濱華僑
総会の洪益芬副会長ら計６０人が
出席した。総会前には横浜分処が
提供した中華民国第14任総統副
総統就任式典の様子が放映され、
出席者らが観賞。その後、添田会
長が挨拶に立ち、「同協会は昨年
６月に成立し横浜市及び湘南地区

と台湾の民間交流の架け橋の役割を担っている」
と説明した。粘処長は、挨拶で同会成立１年にお
祝いの言葉を述べたほか、添田会長や同会幹部ら
は、情熱を持って日台に関わる活動に取り組んで
いると評価した。また、森議長らが５月２０日の
総統副総統就任式典に参加した事に対しても感謝
の意を表示した。

粘処長「湘南日台未來交流協会」１周年に祝辞
駐横浜分処

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※

謝長廷代表は桃園市と香川県の
協定締結式に出席

日台の芸大 MOU 締結に立ち会った蘇啓処誠長

張仁久処長（左）と吉村洋文市長

陳桎宏処長が若者にエール

あいさつをする戎処長

粘処長（右２）が
「湘南日台未來交流協会」に出席



2016年8月1日発行（毎月第１月曜日発行）　No:232 総合　9

台北市政府観光伝播局は7月13日、日本
人観光客向けの誘致企画として、台北市の
知名度向上及び個人旅行者の増加を目的と
した訪台キャンペーン「Feel Taipei 台北の
旅温度を感じる」を開始した。

キャンペーンの主力はユネイテッドツアーズ
（本社＝東京都千代田区、山本隆二社長）
とエバー航空がコラボレーションしたオリジナ
ルツアーの販売と台湾でも人気を誇る蜷川実
花さん及び台湾出身の直木賞受賞作家の東
山彰良（王震緒）さんとのコラボレーション企
画。さらにファミリーマート（本社＝東京都豊
島区、中山勇社長）と共同開発したスイーツ・
ドリンクの販売を主力とした内容で台北への
観光誘致を訴求する。

またオリジナルツアーの企画として8月より
来年２月までの期間、全12コースのツアー
を用意している。同局お勧めの観光地に、駅
から近い利便性の良いホテルを組み合わせ
たもの。日本から多くの台北便を運航してい
るエバー航空を使用している。さらに、この
ツアーに参加すると、各種限定グッズが入っ

た Feel Taipei 限定ギフトパック
がプレゼントされる。パックの中に
はオリジナルガイドブックやポスト
カード、ネックピロー、ハンカチな
どのほか、蜷川実花さんが撮影し
た台北市花・ツツジをデザインし
た限定記念悠遊卡（イージーカー
ド）などが含まれている。一方、
東山さんの企画は「懐旧、散策、
美味、ショッピング、眠らない」と
いう5つをテーマに、台北に対す
る想いを表現したエッセイを書き
下ろし、同キャンペーンの HP に
て発表。文字を通じて台北への
観光を促している。

台湾に行かなくとも台湾を感じ
られる企画となったのがファミリーマートとの
スイーツ・ドリンク販売だ。スイーツは台北
の新たな土産として期待される「台湾式マカ
ロン(ハニータイぺイ)」(税込240円)で、しっ
とりとしたピンクのマカロン生地の間にラズベ
リーを織り込んだソフトキャンディ「ヌガー」を
挟んだオリジナルスイーツだ。ドリンクは、台
湾産ライチ果汁を使用した「ソルティーライ
チ」( 税込208円 )。ほんのり甘酸っぱいラ
イチ果汁に塩を合わせ、ライチ果肉を加えて
ツブツブ食感も楽しめる仕立てになっている
夏にぴったりの飲料だ。この２商品は数量限
定で７月１９日より全国のファミリーマート約
11800店舗で販売するが、無くなり次第終
了する。

 

台北市政府観光伝播局はキャンペーン
開 始 の7月13日、 原 宿 の YM Square 
HARAJUKU の café STUDIO で記 者 発
表会を開催した。同会には台湾から駆けつ
けた同局の簡余晏局長のほか、台北駐日経
済文化代表処の謝長廷代表、東山彰良さ
ん、ユナイテッドツアーズ海外旅行商品事業
部の下河辺善太部長、ファミリーマー
ト商品本部の永井雄一部長、
エバー航空日本支社の王振
興支社長が登壇し、それぞ
れキャンペーンに向けた想い
を語った。

まず東山さんが登壇し「台
北の問題はリピーターをどのよ

うに作っていくかだ」と提起。その上で東山さ
んが生まれ育った廣州街の近くにある「台北
植物園」や、以前の日本酒の工場として使わ
れた建造物をリノベーションした「華山1914
文化創意產業園區」などの観光地を紹介し、

「台北を２度３度訪れるなかで、僕が HP
で紹介する場所に行ってもらえればもっと深
い台北を発見出来ると思う」と話した。

また台北出身の謝代表は「台北は、台湾
の首都として、政治や商業の中心的な役割
を果たしているほか、伝統と現代の共生、独
自性と多様性を作り出している」と述べ、お
勧めの観光地として漢方薬や乾物の問屋が
多く、レトロな建築物が建ち並ぶ「迪化街」
を紹介した。

簡局長は「沢山の日本の方が台北に訪れ
ているのは事実だ。しかし、やはりリピーター
を獲得したい。また、今まで台北を訪れたお
客様のほとんどが３～４泊程度の滞在。これ
を５泊６泊と延ばしロングステイしてもらいた
い。台北は伝統も残しつつスタイリッシュにも
魅せている。その融合を見て欲しい。今まで
と違う台湾を訴求したいと思っている」と語っ
た。

同局は日本人観光客誘致のため、東京都
と2015年７月より相互に観光 PR を行なっ
ており、同９月２２日から２８日まで、東京都
庁４５階の南展望室にて「台北友町―友達が
いる台北町」台北特別展を開催。また都営
地下鉄車内にポスターを掲示し、さらに同８
月２１日より日本人訪台観光客向けサイト「台
北友町」も立ち上げるなどの実績を持つ。こ
れについて簡局長は「昨年からの PR はとて
も効果があった。それは、同局の日本語版
HPのアクセス数が１００万人以上となった事
からも見て取れる。これは今までにない数だ」
と成果を強調していた。

台北市文化局と台北市文化基金会は７月
６日から同１２日までの期間、日本橋三越本
館１階にて台湾デザイナー１８ブランドのプロ
ダクト展示を行った。７月６日より同８日まで
東京ビッグサイト（東京都江東区）で開かれた

「第７回東京デザイン製品展」への出展に合
わせたもの。三越での展示は企業やバイヤー
に加え、一般の日本人消費者向けにより台
湾デザインを感じ、理解を深めてもらう事を
目的とした。

三越バックコーナーの一角に設置された展
示ブースは、台湾最新プロダクトの展示のみ
ならず、日本のデザイン会社であるMakersʼ
Base（本社＝東京都目黒区）と連携して行わ
れた「夏にぴったりのトートバック」コンテスト
で６００デザイン中の上位２０位に選ばれた
日本と台湾のデザイントートバックの企画も
行われた。

この企画は、上位２０位のデザインのなか
から好きなデザインと倉敷帆布トートバックの
型を４型からセレクトし、その場でプリント仕
上げして自分好みのトートバックが作れると
いうもの。MakersʼBase の Facebook や
Instagram、店舗による一般投票、審査員
による投票で選出された２０点のうち、１５点
は台湾デザイナーの作品だった。またデザイ
ンのテーマが「夏」と設定され、夏の風物詩
である金魚やスイカ、かき氷などを描いてい
るデザインが目を惹いた。

日本で行われた審査で台湾のデザイナー
の作品が１５点選ばれた事について、同７日
に店頭に立ち寄った台北市文化局の謝佩霓
局長は、「台湾と日本はとても密接で、この度
のデザイナー達も日本に対する理解があった
ので、今回のデザインは日本らしいデザイン
になった。また、このように台湾デザイナー
が日本の方々に受け入れた要因は、日本統
治時代に日本の影響を受けたという事も関係
しているでしょう」と述べた。また台湾デザイ
ナーの強みに対しては、「台湾はなんでも自然
体。本気で好きという気持ちを自由に表現し
ている。本当のデザイナーとは、儲けや利益
を考えず、好きという気持ちを大事にデザイン
するもの」と話した。また、近年の台湾デザイ
ンの状況については、「日本市場での台湾デ
ザインプロダクトの輸出は年々増えている。海
外からのバイヤーも展覧会だけでなく街中の
工房にも来るようになっている。東南アジア
は工場というイメージが強く持たれているが、
“ 台北はデザインの町 ”というイメージに変え
たいと思っている」と意欲を語った。

謝 局 長 によると、 三 越との 連 携 は、
MakersʼBase の最高執行責任者の松田
純平さんの協力があって実現した企画だと
いう。三越とMakersʼBase は昨年から連
携プロジェクトを行っており、両者が今夏の
商材企画を考える中で、松田さんが別件で
関わっていた台北市文化基金会の「台湾の
デザインをワールドワイドに紹介していきたい」
という想いを知り、この度の三者連携企画が
誕生した。

三越のバイヤーである岡本和彦氏による
と、海外の団体に三越の一角を提供して展
示を行う事は「稀な例」という。岡本さんは「も
ともと松田さんから台湾のデザインが進んで
いるという事は聞いていたので、今回の企画

は即決だった。日本橋三越のお客様は眼が
こえていて、ブランドの酸いも甘いも知って
いる。そのようなお客さまに対して今回のクリ
エーションはどのような反応が出るのか、顧
客動向を見てみたい。そして次のステップに
繋げていたい」と話した。

松田さんは、「台湾のデザインはとても進ん
でいて、私も何度も台湾に足を運んで参考に
している。日本とは発想の仕方が異なってい
るところが面白い」としていた。

同企画は１２日の三越展示終了後７月３０
日まで、MakersʼBase の店舗とウエブサイト
で展示・販売され、好評を得た。

星雲大師一筆字書道展が７月５日から
１０日まで福岡市美術館特別展示室 B で
開催された。初日の５日はオープニングセ
レモニーが開催され、テープカットが行な
われたほか、琵琶演奏や健身気功の演技
も披露され、オープニングに華を添えた。
また、今回の特別イベントとして、一筆字
書道の拓本体験が行われ、自分で作った
制作物を持ち帰った。

同セレモニーには、NPO 法人国際ブリ
アー理事の満浄法師、臨済宗日本佛光山
福岡仏光山寺副住職の覚岸法師、臨済
宗日本佛光山名古屋仏光山寺副住職の覚
勝法師、NGO 国際佛光會福岡協会会長
の吉沢浩毅氏、チャイナエアライン福岡支
店支店長の陳中民氏、福岡中華総会会長
の呉坤忠氏、台湾貿易センター福岡事務
所所長の林淑惠氏、台湾陶芸家の呉榮
氏、元福岡市教育委員会教育長の山田裕
嗣氏、福岡市美術館副館長の中山喜一郎
氏、元福岡アジア美術館館長の安永幸一
氏、福岡教育大学美術学部書道家教授
の小原俊樹氏らが出席したほか、来賓とし
て EVA 航空福岡支店支店長の耿則興氏
や中華民国僑務委員会僑務委員王子昇博
士、僑務諮詢委員の海沢洲氏、西日本台
湾学友会顧問の海めぐみ氏、華僑の代表
ら数多くの日本人も出席した。

また、今回同時に展示された交趾陶は、
約１５００年前（北魏時代）仏教独特の羅
漢像を始め、呉榮氏による作品。旧古陶
芸品は神様に捧げるために作られたが、
最近では物を入れるためのものなど、次第
に生活の一部として用途が変わって来た。
展示されている交趾陶の特徴は、多彩な

釈薬色で、基本色は洋紅、濃緑、瑠璃色、
あんず色、紫、浅黄、相、白、の８色。職
人の巧みな技法が生み出すこの色彩が交趾
陶の大きな魅力となっており、艶のある上品
で美しい陶器で、花、鳥、神獣、などを模
倣している。これらの作品展示は、今回の福
岡を皮切りに、名古屋市博物館、東京芸術
劇場及び大阪、山梨、群馬県でも展示を予
定している。

高雄市に総本山を置く佛光山寺の開祖
である李国深氏、通称 “ 星雲大師 ” は、
1927年に中国江蘇洲に生まれ、１２歳の
時に出家してから、宗教・文化・教育・慈
善などの様々な分野で功績を残して来た。
1949年に台湾に渡り、念仏会、弘法団を
組織し、「人生」や「今日仏教」など様々な
著書を発行。その後、佛光出版社を設立
し、１９６７年に佛光山寺を開山。その後も
数々の活動を推進しながら、世界各国に仏
教を伝える寺院や道場を創設。ここ数十年
で教団は急激に成長し、公称信徒日本を含
め３００万人、教団所属の僧侶は世界中に
１５００人、施設は２００以上にも及ぶとされ
ている。それと同時に中国仏教研究院、佛
光山叢林学院などを設立し、研究と教育に
力を注いでいる。社会教育にも目を向けてい
て、台湾内には普門中学、高校、佛光大学、
南華大学を、アメリカの西来寺内には西来大
学を設立するなど、教育を通して社会基盤の
育成に貢献しています。４０数年前糖尿病を
発祥し、その合併症により徐 に々視力が低下
しました。しかし２００９年佛光山でもう一度
字を書くことを始め、思うままに筆を動かす
事によって何字に渡ろうとも一筆で書き上げる

「一筆書き」のスタイルを大成させた。

「Feel Taipei 」キャンペーンがスタート！
蜷川実花と東山彰良がコラボ

爽やかな制服美少女を描く” 女子高生
制服絵師 ”として知られる台湾人イラスト
レーター「蚩尤」（しゆう）さんは７月１６日
より同２４日まで、中野ブロードウェイ内の
ギャラリー リトルハイで個展「制服至上ファ
イナル─『制服至上３』出版記念─」を開
いた。

今回の個展は台湾で発売されるイラスト
集「制服至上3」の出版を記念してのもの。
会場には、ここでしか手に入らない完成し
たばかりの「制服至上3」が販売されたほ
か、約３０点の作品展示や、オリジナルの
クリアファイル、バッチなども販売された。
また、初日の１６日には蚩尤さん本人が来
日サイン会を開催し、蚩尤さんの個展を
心待ちにしていた多くのファンが来場した。
作品購入者の先着２０人には、限定で直
筆イラストもプレゼントされた。

同展は、同所で昨年開催した蚩尤さん
の日本初個展が好評を得た事などから、リ
トルハイ代表の小高均さんが蚩尤さんを招
致して、個展を開催したもの。

蚩尤さんは、「『制服至上』の１冊目は台
湾の北部、２冊目は南部、今回出版した
３冊目は中部の学校の制服を中心に描い
た。これまでに台湾の学校５０９校の中
の代表的な１６０校の制服を描いているた
め、同シリーズではこれが最後の個展だと
思う。機会があれば日本の制服も描いてみ

たいが、日本は取材の許可を得るハードルが
高いのでそこは懸念している。だが、オファー
があれば是非」と話した。

もともと、２５歳から２８歳の女性を中心に
描いていたという蚩尤さんは約４年前、台湾
の出版社 GAEA BOOKS から制服の女子
学生を描いてほしいというオファーを受け描
き始め、今までに約５００枚の作品を書いて
きたという。
「それほど興味がなかった制服も、描いて

いくうちに興味が沸いてきた。２冊目を書き
始めた時にある学校から『うちの高校の制服
を描かないか』との呼びかけがあり、学校の
中に入って学生たちとおしゃべりしたり、取
材を通じて雰囲気をつかみながら、校則に
忠実な制服姿の女子学生を描くようになっ
た。今後は、ストーリー仕立ての漫画に挑戦
したい」（蚩尤さん）。

彼が描く絵の背景は、台湾南部の高校な
らば南部の風景、北部の学校なら北部の風
景を書くようにしているという。蚩尤さんは、

「学生たちが見たときに、自分がその土地の
人なのだという事を改めて認識してもらいたい
という思いで背景を選んでいる」と語る。

昨年の個展で知ってからずっと蚩尤さんの
ファンだという日本人は、「日本だと、制服を
描くイラストレーターはいても、大体が架空
の制服です。実際にある制服を本物に忠実
に描いているというところが魅力です。また、
女子学生のポージングも日本にはない新鮮な
ものが多く、注目しています」と話していた。

また、４年前からファンだという日本人男
性は、「蚩尤さんのイラストは、日本のイラス
トと同じように見える部分もあるが、実際は
そうでなく、描写がデッサンをされている方
のタッチという事がわかる。骨格を意識した
ラインを感じる。また、色使いはとても台湾
らしさを感じます。彼のイラストは絵の綺麗さ

が一番。その次に制服なのだろ
う。彼が書く別の絵も見てみたい」
とコメントしていた。

台湾人「女子高生制服絵師」が出版記念個展

日 本 橋 三 越 で 台 湾 デ ザ イ ン を 発 信

ギフトパックには、
蜷川実花さんコラボの悠遊卡などが入っている

記者会には、台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表（右２）、
台北市政府観光伝播局の簡余晏局長（右３）、

東山彰良さん（左３）らが登壇

▲ファミリーマートとコラボしたハニータイペイ

NPO 法人国際ブリアー理事 満浄法師

台北観光の課題は
リピーター観光客の獲得

台北×三越の協力による連携

星 雲 大 師 の 一 筆 書 展 が
福 岡 美 術 館 に て 開 催

三越で台北のデザインプロダクト展示

台北市文化局の謝佩霓局長（中央）

MakersʼBase の松田純平さん（右）
と三越のバイヤー・岡本和彦氏

星雲大師による一筆字

▶
ファミリーマートとコラボ

したソルティーライチ

台湾新聞232号 読者プレゼント

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で6名様に「制服至上オリジナルクリ
アファイル＆バッチ」をプレゼント致します！（※種類 は選択不可）
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（8月中に発送予定）。
締切り：8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

台湾人イラストレーター・蚩尤さん
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アーティスト名「Ｎａｎａ（ナナ）」で今年日
本デビューを果たした台湾出身のチェロ奏
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
した。

同リサイタルは Nana が行ったツアー
「Birthday Recital Tour in Asia」の 一
環として日本を訪れたもの。６月１５日に１６
歳になったばかりの Nana は、緊張しつつも
１６歳とは思えぬ演奏を披露し、日本での初
リサイタルを成功させた。また、曲の合間に
はかわいらしい笑顔を見せるなど、演奏以外
でも日本の観客を魅了した。

当日のプログラムは１部と２部に分けられ、

ペア碁ワールドカップ２０１６東京が７月９
日と１０日の２日間、東京・渋谷ヒカリエ内
二子玉川ライズで開催された。台湾から美
人棋士として有名な黒嘉嘉七段・陳詩淵九
段ペアと王元均七段・張凱馨五段ペアが参
戦。１０日の決勝戦で黒嘉嘉・陳詩淵ペア
が初参戦ながら見事２位を獲得した。日本
代表は台湾出身の女流棋士謝依旻六段・井
山裕太九段ペアのほか２組が出場したが、い
ずれもベスト４に残れなかった。優勝は中国
の柯潔九段・於之瑩五段のペアだった。

同大会は世界１２ヵ国・地域１２ペア３２

人の囲碁界を代表するトッププロ棋士・アマ
強豪が出場し優勝賞金１０００万円を懸けて
戦った。会場内では有名プロ棋士による大盤
を用いた解説や出場棋士によるトークイベン
トも行われた。

ペア碁は１９９０年に日本で生まれた「頭脳
（マインド）スポーツ」。男女のペア同士で対
局を行い、従来の囲碁とは異なる発想や戦
略が必要な知的ゲーム。現在では世界７０
カ国以上で親しまれている。

同大会前日の８日にメディア向けの会見が
開かれ、同大会の対戦相手組み合わせ抽選
会及び同大会に出場する６か国・地域１２ペ
ア及びインターネット囲碁対局「パンダネット」
の詰碁人工知能（AI）「死活の神様パンダ先
生」のペアが詰碁問題６問の早解きで優勝を
競いうイベントが行われた。結果は「パンダ
先生」が圧倒的点数差で優勝した。

同ゲームは合計６問出題の、各問題の解
答制限時間は１０分。６問終了時に、より多
くのポイントを獲得したペアが優勝となるとい

うもの。第１問目の問題でパンダ先生は出遅
れるも、他５問ではほぼ１番に問題を解き、
また正解率も１００％と確実な腕前を見せつ
け、世界最強の棋士たちを悩ませた。
「パンダ先生」との対局について、女流本

因坊・女流名人・女流棋聖を保持する謝
依旻六段は、「パンダ先生は比較的空間の有
る、色 な々可能性を持つ問題は苦手。しかし、
答えがだいたい決まっているような難しい問
題はかなり強いです」とコメント。対局中は頭
に手を当て眉間にシワを寄せるなど、パンダ
先生に苦戦している様子だった。

また、台湾のナショナルチームコーチで海
峰棋院の周俊勳氏は、「パンダ先生はまだ台
湾では普及していない。とても興味深いソフ
トだと思う。今後我 も々研究していきたい」と
評価した。
「パンダ先生」は日本生まれ。現在、世界

一強い詰碁の人工知能とされている。約３０
年をかけて改良改善が重ねられ、２００３年
にパンダネット社が発表、サービスが開始さ
れた。プロ棋士も活用しているほどの信頼を
得ている同ソフトは、詰碁問題の作成や死活
判定等に欠かせないツールとなっている。

四国アイランドリーグ plus・徳島インディ
ゴソックスの南啓介代表取締役は７月２４
日、新たな戦力として台湾人の陳品捷選
手の加入を発表した。

陳選手のポジションは外野手として、早
ければ8月にも来日してチームに合流する。
現在 VISA を申請中。

新戦力の加入理由として、「現在チーム
で活躍する同郷の張内野手の推薦や実績
を考慮して陳選手との契約を決めた。サイ
ンはまだですが徳島に帰り次第契約書にサ
インします」（南代表取締役）。

陳選手は２００９年より２０１６年７月の
始めまで米大リーグでのプレーしてきた経
験を持つ。最後には、ロサンゼルス・ドジャー
ス１A に所属し、メジャーリーグの一歩手
前で活躍し、２５歳の誕生日を迎えたばか
りの若手期待の有望株。四国リーグ選で
の活躍に期待が集まる。

一方の張内野手は台湾新聞の取材に対
し「現況の徳島インディゴソックスは若い選
手が多く、年上の僕には少し疲れてしまう。
来年は台湾に戻って監督をやりたいとの願
望が強い。南代表取締役は残留を期待し
ているみたいですが、未来の事は今決め
かねています。来年の事は来年に決めよう
と思っている」と思いのうちを明かした。こ
れに対し南代表取締役は、「張選手が若い
選手に与える影響は大きく、チームが明る
くなった。いつまで同球団に残るかは本人
次第だが、張内野手には今後まだやりた
い事が沢山あると聞いている」と話した。

今年１月に四国アイランドリーグの
plus・徳島インディゴソックスに入団した
台湾出身・張泰山内野手は７月２３日と
２４日の両日、百貨店の高島屋新宿店9
階の特設会場（スポーツ会場）でファンとの
交流会を行った。同店で野球選手との交
流イベントを行うのはこれが初めて。期間
中、同店の一階特設会場で催した「徳島
阿波おどりフェスタ」と同時開催され、徳
島県の PR を兼ねて徳島インディゴソック
スが共催したもの。

イベントで張内野手のもとには日本在住
の台湾人ファンを始め、熱心な日本人ファ
ンも駆けつけ、張選手はサインや写真撮影
に快く応じていたほか、球団の T シャツ、
キャップの販売も行った。なかには台湾の
交通イージーカード・悠遊卡にサインをし
てもらうコアな日本人ファンの姿もあった。

張内野手は「台湾のファンの方も沢山来
てくれて嬉しかった。今回の目的は徳島の
PR。私は徳島の美しい観光地のほぼ全て
を観光協会の方に連れて行ってもらいまし

今年１１月に公開を予定している映画「マ
マは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。」

（以下：ママダメ）はこのほど、結婚式場の「ア
ニヴェルセル」とFacebookを利用した恋愛・
婚活マッチングサービス「pairs」の二社とコラ
ボレーションし、特別試写会を開催した。

同試写会の会場はアニヴェルセルの東京
ベイ、神戸、大阪、みなとみらいの４箇所。
アニヴェルセルで挙式を挙げたカップルと、
pairs のサイト上、さらに同映画のモデルと
なった台湾人女性・リンちゃんの Facebook
ページ上で参加者を募集した。

アニヴェルセル広報・PR の須崎ゆかりさ
んによると、アニヴェルセルでは現在プロポー
ズの支援をしており、Facebook で知り合っ
た日本人男性と台湾人女性のカップルのサプ
ライズプロポーズ動画を公開したところ、公
開からわずか１０日間で２２６万回再生され、
６．６万いいね、３．１万シェアを記録。同じ

た。特におすすめなのは大鳴門です。この徳
島の美しさを台湾人にも伝えたい」と話した。

チームの南啓介代表取締役によると、この
交流会は、普段徳島に来る事の出来ないファ
ンに張内野手との交流の機会を設けると同時
に、張内野手を通じて徳島の観光を PR す
る事が目的という。南代表取締役は「徳島県
にどのように観光客を招致するかという事を
球団でも考えている。張内野手には徳島と台
湾、徳島と東京の人と人を繋ぐ架け橋として
活躍して欲しい。今後もこのような機会を増
やしていきたい」と語った。

一方高島屋新宿店販売第３部シニアマネ
ジャー兼課長の近藤篤司氏は「新宿はもとも
と台湾のお客様が多いので、この企画は店
舗に訪れたお客様にサプライズとして喜んで
頂けたと思う。張内野手も気さくに接してくれ
て良かった。今回のイベントの結果をみて、
また次回に繋げていけるような取り組みをして
いければと思う」とした。

また、台湾の国旗を持って応援に駆けつ
けた台湾人留学生は「張内野手が同球団に
所属する前からファンでした。張内野手の魅
力は何といっても気さくな性格。日本でももっ
と活躍してほしいです」とコメント。また、日
本人の参加者は「徳島へ張内野手の試合を
見に行ってみたいです」と話していた。

１部は純白のロングドレスで登場し、メンデル
スゾーン「歌の翼に 作品34-2」、ウィリアム・
ヘンリー・スクヮイア「タランテラ作品２３」な
ど６曲を演奏した。２部では、自身のテーマ
カラーとしているレッドのロングドレスに着替
え、台湾の民謡「望春風」、「雨夜花」などの
ほか、日本公演に合わせて久石譲「おくりび
と」、BEGIN「涙そうそう」を披露し、日本の
観客を惹きつけた。

演奏を終えた Nana は壇上に登壇し、日
本の観客に向けて日本語で「みなさん、今日
はデビュー・リサイタルに来てくれてありがと
ございます。これからもがんばります。また日
本であいましょう」と挨拶。さらに、中国語で

「今日は東京での初めてのリサイタルで緊張
していたのですが、とても楽しめました。６
月１５日に誕生日を迎えてからの約２０日間、
台湾や中国の各地を回り、今日はツアー最終
日。（日本で始めてのリサイタルに）こんなに沢
山の人が来てくれるなんて思いませんでした。
家族、友達、皆さんに感謝します」とメッセー
ジを伝えた。その後、「私にとって大きな意味
を持つ曲です」と話し、Nana の父方の姉で
伯母にあたる歌手・欧陽菲菲の名曲「ラヴ・
イズ・オーヴァー」を演奏した。

鳴り止まぬアンコールには「魔女の宅急便」、

くFacebook から始まった日本人男性と台
湾人女性の恋愛を描いたママダメを知った須
崎さんが、ママダメ側にコラボレーションを呼
びかけ、今回のキャンペーンが実現したとい
う。

７月２０日にアニヴェルセルみなとみらい横
浜で行われた試写会には主演の中野裕太さ
んと谷内田彰久監督がサプライズゲストとし
て登壇。谷内田監督は、「今回の試写会で見
ていただいたのは、普通は関係者しか見ない
ゼロ号という編集が終わったばかりのもので
す。今日皆さんに書いて頂いたアンケートを
生かして再編集し、この映画を皆さんと一緒
に仕上げていきます」と話した。

中野さんと谷内田監督は試写会後、１人１
人の来場者との写真撮影に応えたほか、直
接映画の感想を聞くなどして、観客の意見を
積極的に取り入れている様子が伺えた。

中野さんは、「すでに１００回くらいゼロ号

「天空の城ラピュタ」のサントラからのメド
レーも演奏して応え、最後には満面の笑みで
ステージを後にした。

会場には Nana の叔母、欧陽菲菲（オー
ヤン・フィーフィー）の妹にあたる欧陽蓓蓓

（オーヤン・ぺぺ）さんの姿もあり、リサイタ
ル後には「とても努力が感じられました。応援
してあげてください」とコメントした。また、チェ
ロを持って部活帰りにリサイタルに来たという
日本人女子高生は、「Nana さんは私の憧れ
です。なにもかも素敵で、私もあのように演
奏できるようになりたい」と話していた。

Nana は６歳でチェロを始め、１２歳で台
湾のチェロコンテストの１位に輝き、１３歳の
時に米・名門音楽学校「カーティス音楽院」
に最年少で入学。その実力は全額奨学金を
取得するほど。また、可憐な美貌を武器に
２０１４年には中国映画「北京愛情故事」に
出演するなど女優活動も開始しており、SNS
では５５０万人のフォロワーを持つなど大注
目のチェロ奏者。今年４月６日には日本でア
ルバム「Ｎａｎａ１５」を発表し、今年になっ
てから2回のプロモーション来日を行ない多
数のテレビにも出演するなど、日本でも注目
を集めている。 

を観ている。お客さんにもゼロ号を観てもらう
という機会は珍しい。僕自身も編集後の劇場
版がとても楽しみだ」とコメントした。

また、先月アニヴェルセルで式を挙げたカッ
プルは、「公開前の映画を観るのは初めての
経験でした。映画を観ていたら台湾にも行っ
てみたいと思いました。また、秋に映画が完
成したら、２人で観に行きたいと思います」と
話していた。

プロ野球独立リーグ・四国アイランド
リーグ plus に所属する徳島県の野球
チーム。 地域密着型の球団経営とNPB

（日本プロ野球）を目指すための育成
リーグとしての役割を担う。2005年か
らスタートし、今年で12年目を迎えた。
本年度は前期2位という結果ながらも、
東京ヤクルトスワローズへハ・ジェフン
外野手、読売ジャイアンツにガブリエル・
ガルシア投手を輩出している。四国アイ
ランドリーグ plus（IL）は、４月５月の
前期（２４試合）と８月９月の後期（３０
試合）の全５４試合の日程で、公式戦が
行われている。公式戦以外に、定期交
流戦として福岡ソフトバンク及び読売巨
人軍の三軍と試合を行っている。

徳島インディゴソックス

ペア碁ワールドカップで台湾の美人棋士が２位入賞

徳 島 イ ン デ ィ ゴ ソ ッ ク ス、
台湾選手・陳品捷との契約発表

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！

待ち合わせ編

台湾語：ダンジレ

日本語：ちょっと待って！
中国語：デンイーシャ（等一下）

※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。

台湾語：ワッディ＿＿＿＿＿

日本語：私は＿＿＿＿にいます
中国語：ウォーザイ＿＿＿＿（我在＿＿＿）

台湾語：カッキン

日本語：急いで！
中国語：クウヮイディェン（快點）

恐るべし人工知能
「パンダ先生」が詰碁で圧勝

新宿タカシマヤで
張泰山選手が交流イベント

台湾美少女チェロ奏者・Nanaが日本初リサイタル

結婚式場で映画「ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。」の特別試写会開催

準優勝メダルを受け取った黒七段・陳九段ペア
（提供：世界ペア碁協会）

透明感のある演奏で日本の観客を魅了した
（写真：森リョータ）

来場者１組１組と交流した谷内田監督（左１）
と中野さん（右１）

日本人、台湾人のファンが集まった
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いま「湾生」のドキュメンタリー映画を製作
している。1931年12月蘇澳で生まれた武
石道男さんは5歳の時、父の転勤で台北市
に移り樺山小学校に入学。4年生までいて基
隆に引っ越し、日新小学校へ転校する。当時、
台湾人の子どもはほとんどが公学校に入り、
資産家や有力者などのごく一部の子どもは日
本人が通う小学校に通っていた。

現在、基隆市東区のロータリークラブの
会長をしている陳朝欽さんは、日本人の日新
小学校に通い武石さんの同級生である。陳さ
んの父は貴金属店を営んでいて基隆郊外の
2つの金鉱、金瓜石、九份はゴールドラッシュ
に沸いていたから陳さんの父は繁盛していた。

陳さんの机は武石さんの隣だったから2人
は仲良しだった。弁当のおかずを分けあった
り、現在は港の岸壁として埋め立てられたが
クルーベ浜での水泳教室にも仲良く通ったと
いう。そして2人揃って基隆中学へと進学す
る。基隆中学は八堵の場所にあり、入学当
初は列車で通学したが、戦争が激しくなった
昭和19年になると徒歩通学になった。陳さ
んの家からは約1時間かかったが武石さんの

みなさんは台湾の「鬼月（グイユェ）」をご存
知ですか？「鬼月」というのは「亡くなった人た
ちの霊（鬼）が地獄から人間の世に戻ってくる
1ヶ月間」の事を指します。日本のお盆に似て
いるかもしれません。でも“ 鬼 ”という言葉
を使うのはちょっと日本とは違いますね！（笑）

しかしこれにはちゃんと理由があります。台
湾の鬼月は、旧暦の7月1日に地獄の扉が開
き、３１日に扉が閉まるまでの１ヶ月間のこと
を言います。ご先祖の霊だけがこの世に戻っ
てくるなら良いのですが、「鬼月」は地獄の全
ての門が開き、悪い霊も一緒に戻って来ると
いう言い伝えだそうです。これはなんだか想
像すると怖いですよね。

こんなに怖い１ヶ月なので、この期間中、
もちろんその悪い霊の対策として、台湾では
いろいろなタブーがあります。

まずは、結婚、引っ越し、旅行、不動産
の購入、新車の購入などはうまく行かない可
能性が高いのでやめること。さらには、霊は
水のあるところに集まる理由から、「水遊びを
してはいけない」とか、鬼や霊を招くから「夜
に口笛を吹いてはいけない」など、このような
タブーは山ほどあります。台湾で留学してい
た頃の沖縄人の友人から聞いたところによる

と、沖縄でも鬼月があり、タブーやお参りの
習慣なども大体同じようです。

台湾人は、この恐ろしい１ヶ月の鬼月を円
満に過ごすため、やはり「拜拜」が欠かせな
いそうです。「拜拜」は台湾の参拝を意味しま
す。拜拜の仕方は少し特殊で、まずは線香
を手に持ち額の高さまで掲げ、三礼を２回繰
りをしたあと火を付け、用意した物に挿してお
きます（鬼たちが供養品とわかるように目印と
して）、そして線香が半分燃えたら「紙錢（ツー
チェン）」というあの世のお金を燃やしてお祈
りするそうです。

旧暦７月１日の「鬼門開」、１５日の「中元
節」と３１日の「鬼門關」には必ず近くのお寺
に行って「拜拜」をします。

ちなみにこの中でもっとも大事な日とされて
いるのが、「中元節」の日で、この日台湾では、
戻ってきた全ての死者の霊や神様にお供え物
をして拜拜し、鬼たちが悪さをせず、この世
に満足して帰ってもらえるようにします。また、
商売繁盛や家内安全祈願の意味もあるようで
す。個人宅の玄関先、お店やオフィスの前で
もテーブルを置き、肉・米・お酒・お菓子・
果物・飲料などのご馳走を用意して、拜拜す
るそうですよ。

まぁ、これは古くからの言い伝えなので、
現代の台湾人の若者にとってはあまり気にし
ていないというのが実際のところ。私も８月に
台湾に居た事がありましたが、台湾人の友達
に誘われて、普通に海に遊びに行き、サーフィ
ンまでしてしまいました。もちろん何事も起こ
らず、楽しい想い出になりましたよ！むしろ、
あんなに暑い８月の台湾に水に近づけないな
んて、逆に自殺行為ですよね・・・。（笑）

みなさん、この夏は “ 鬼 ”と“ 安全 ” に気
をつけて台湾の海を楽しみましょう！

去る6月30日、私は学び育った台北日
本人学校の体育館で在校生を前にしてい
た。日本人学校の卒業生として、私が在
校生に向けて、卒業後の話しや働く業界
の話をする、名付けて「先輩授業」を実施
した。テーマはそのまま「日本と台湾を行
き来しながら働くことについて」「映画業界
について」。私が今こうして日本と台湾で働
くようになったのは、紛れもなく日本人学
校での経験が影響している。今、台湾で
台湾人スタッフたちと仲間意識を持って仕
事ができることは、在学中には気付いてい
なかったが無意識のうちに台湾を第二の
故郷と感じていたことが影響しているし、エ
ンターテインメントを仕事としているのは、
日本人学校の自由な校風の中にあった運
動会や文化祭、現地校との交流会などの
喜びや感動が根本にある。

そして、日本人学校卒業生なら誰もが一
度は海外で働くことを選択肢のひとつとす
る時があると思う。私個人的には、ぜひチャ
レンジするべきだと思うし、日本人学校に
通っていた経験を何にも代えがたい武器と

台湾随一の景勝地・太魯閣。花蓮の山
部にある世界的にも有名な場所で、周辺
を流れる立霧渓が山間の大理石をむき出
しにしており、台湾の自然の美しさと迫力
を感じることが出来ます。

太魯閣にはいくつかの観光スポットがあ
り、それらを半日または丸1日などで巡り
見学するのが定番ですが、天候が良く、あ
る条件を満たせば、さらに川辺に降りて、
実際に水遊びが出来るスポットがあります。
それが砂卡礑（サカダン）です。

太魯閣入口にある有名な赤い門の前で、
多くの観光客と一緒にジャンプして写真を
撮った後（どういうわけか台湾人は、ジャ
ンプする写真が好きですよね！）、右手に
流れる立霧渓の橋を渡り、砂卡礑歩道方
面へと向かいます。

やがて表れる大理石で作られた砂卡礑
大橋に着いたら、この脇にある階段を下り
ます。下った先の小道が、一番の観光ス
ポット、砂卡礑歩道であり、左手にはエメ
ラルドグリーンに輝く、あまりにも美しい砂
卡礑渓が流れ、多くの観光客はここで記
念撮影をします。砂卡礑歩道は足場が少々
悪いこともあり、ここでジャンプ写真を撮る
人は見かけません。

たいていは、この散策で終わりなのです
が、さらにこの歩道を北西に1キロほど進
むと、砂卡礑渓の水深が浅くなる場所があ

ります。ここでは地元の人、遊べることを知っ
ている観光客のみが、実際にエメラルドグリー
ンの川辺に降り、岩場づたいに水遊びが出
来るのです。

川辺では、小さな子どもから大人、お年寄
りまでがワイワイ賑やかに遊んでいて、お互
いに「どこから来た」「綺麗な川ですね」とか
会話をしたりして、いかにも台湾らしい和や
かで楽しいコミュニケーションも出来ます。

個人的には太魯閣観光の定番スポットとし
てもっと浸透して欲しいと思っているのです
が、この砂卡礑の水遊び、日本のガイドブッ
クにはまず載っていません。きっと天候の移
り変わりが激しい台湾なので、いつでも必ず
川辺で遊べるとは限らず、言うに及ばず、一
見の観光客が勝手に行くのは危険ということ
だからでしょう。

例えば、仮にその日の天候が良くても、前
日などに大雨が降った場合はやはり川辺に降
りるのは危険です。この判断がきちんと出来
るのは地元の人、あるいはガイドさんだけで
すので、仮に砂卡礑に行っても1人で川辺に
降りるようなことは絶対にせず、周囲の人たち
の指導に従い行動することと、川辺に降りら
れるかどうかは運次第ということも付け加えて
おきたいです。

ところで、そもそも太魯閣と言うと、台北か
ら遠く少々アクセスしにくい印象ですが、飛
行機を使えば日帰りも可能のようです。ただ

し、僕個人的には、自然
豊かで、食べ物も美味しく、
日本にも縁が深く、そして
何より原住民の文化が強く
根付く太魯閣や花蓮ですか
ら、弾丸ツアーで慌てて台
北に帰ってくるのはちょっと
もったいないと思います。う
まく計画を立てて2～3日ノ
ンビリ過ごすことをお勧めし
ます。

家からは、その倍もかかっ
たという。武石さんによると

「陳君は秀才だった」。陳
さん自身も「僕は数学が大
の得意だった」という。

武石さんは腕白だったと
自らを語る。「水泳や相撲
は強かったね」と陳さん。

終戦で武石さんは引揚
げ、実家のあった鹿児島
へ行き、伊集院高校を卒
業した後、上京し警察官
の道を歩んだ。機動隊隊

長や警察署長、警察大学校教官などを歴任
して1989年3月に定年退職した。

一方、陳さんは父のあとを継ぎ貴金属店
を現在、子どもたちと営んでいる。

私は「湾生」の武石さんと蘇澳の7月16日
～17日の冷泉節に行くことにした時、武石
さんに、小学校後半と中学校時代を過ごし
た基隆の台湾人の学友の所在を尋ねたとこ
ろ「ほとんど他界してしまった。1人だけ仲の
良かった陳君がいた。戦後も交流があったけ
ど1年位前から連絡がとれない。年賀状も
来なくなった。ひょっとしたら…病気かな？」
とこたえた。

台湾行きが近くなって「陳君は日本語も上
手だから電話してみよう」と思い武石さんは
電話をかけた。電話口にでたのは女性で中
国語で何かしゃべっているのだがわからない。

「陳君がいるのなら出てくれるはずだが…」と
武石さんは心配気だ。「やっぱり病気で寝こん
でいるかも」。

台湾に到着して通訳に電話をしてもらった
ところ……。陳さんは元気だった！病気か
ひょっとしたら、死去したかもと内心思ってい

してどんどん活かすべきだと、今になって思う。
今月ご紹介するのは、「リキ・リュウ」。台

湾人でありながら台北日本人学校に小学一
年生から中学三年生まで通っていた経歴をも
つ現在32歳の男性。私の後輩にあたるが、
私が中学三年生のときに小学一年生なので、
学校では会った事はなく、出会ったのは昨年、
私が台湾のテレビ番組を企画し、台湾で撮
影したときに撮影スタッフとして紹介されたの
が出会いである。「リキ！リキ！」と彼を呼ぶ声
が現場によく響く。彼はこれまで日本と台湾
に絡む映画やテレビ番組、CM などの現場で、
通訳やコーディネーターとして30本を超える
作品を手がけてきた。日本人学校で育っただ
けあって、中国語、日本語がペラペラで、日
台コラボとなった撮影現場では本当に彼に救
われた。今ではコーディネーターだけでなく
プロデュースや撮影スタッフとして幅広い分野
で活躍している。そして彼とは今年5月に台
北で開催した「Asia Fashion Award」でも
コンビを組みイベントプロデュースを行うなど、
今では私にとって不可欠な良きパートナーで
ある。「日本と台湾の架け橋になり、日本人ス
タッフと台湾人スタッフが一緒に仕事し、共
に考え、共に悩み、共に成長していきたい」。
それが今の彼の喜びであり誇りだと言う。よ
し、台北日本人学校での次回の「先輩授業」
はリキに決まりっ！！

た武石さんは満面の笑顔で「陳君いた。陳君
いた」と繰り返した。

基隆のホテルで陳さんは武石さんの到着を
待っていた。

夕暮れに基隆の廟口夜市を散歩して「基隆
港海産樓」で夕食を共にした。9歳で教室の
隣り同士、現在共に85歳。海を越え、年を
重ねた。竹馬の友であった。

実にうらやましい。私など日本人の中にも
小学校からの今日まで交流のある友だちは1
人もいない。高校まで名古屋で大学進学の
ために上京し、東京で就職しそして結婚。は
や62歳になってしまった。実は台湾に来る
直前、57年前同じ幼稚園に通っていた A 君
に名古屋で会った。先頃 A 君の母が亡くな
り、親しくつきあっていた私の母の代わりにお
焼香に出かけたからだ。幼稚園の時はよく遊
んだが小学校以降は別々、母に連れられ A
君の家に行ったり来たりで時々は遊んだもの
のほとんど行き来はなかった。A 君の家は貴
金属店である。幼稚園の頃は粉末ジョースを
飲んだ私とA 君は50年を経て初めてビール
を2人で飲んだ。

———随分寄り道したが、武石さんと陳さ
んは、７５年間の友人なのだ。さて、7月20日、
東京のホテルで関東基隆会が開かれ、基隆
ゆかりの人々が集った。この会は今年で20
回を数え、事務局は武石さんがつとめている。
基隆港は今年で築港130年を迎えた。東京
での関東基隆会には来日中の基隆市長も家
族で出席した。会場では大きな拍手で迎え
た。奔走する武石さんに疲れの色はなかった。

「来年は陳君にも来てもらいたい」と思ってい
るのかな？で、基隆で撮った陳さん（写真右）
と武石さん（写真左）のベストショット!

鬼が来る？台湾のこわ～い１ヶ月

ある条件を満たせば川辺に降りら
れる太魯閣のレアスポット

ただし、絶対に地元の人、
ガイドさんと一緒に
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本書は藤本健太郎氏による「タイポさんぽ―路上
の文字観察」及び「タイポさんぽ改 : 路上の文字観
察」の台湾編として刊行した。タイポとは、活字 ( 植
字 ) 書体のデザインや設計、あらゆる印刷方式によ
るデザインを意味するタイポグラフィの略。本書はそ
の名の通り、藤本さん自ら台湾を歩き、看板など台
湾の街中に溢れるタイポグラフィを記録したもの。２
回に渡る台湾四都市遠征で遭遇した文字について、
写真とともに１つ１つ解説してあり、その感想も書き
記しているところに特徴がある。全てオールカラーの
構成により、台湾独自の漢字など、タイポグラフィの
色合いや質感がより鮮明に伝わってくる。また、台
湾の活字事情を多面的に分析・解説して話題を読

んだ「字型散歩」の著者である柯志杰氏が特別に書
き下ろしたコラムも添えられており、台湾の文字事情
についての詳細も知ることが出来る。
「言葉に関しても、風土・文化に関しても素人同

然だった自分が、漢字の魅力を求めて台湾に飛び込
み、歩き回った記録をまとめました。それゆえ、勘
違いや考え過ぎの箇所もあると思いますが、この本
をきっかけに、日本の路上観察趣味人が台湾に興
味を持ってくれたらいいなと思っています」（藤本健
太郎さん）。

いつも何気なく歩いている台湾の街。本書は、普
段気がつかなかった台湾の文字の魅力、そして文字
を通じた台湾の新鮮な見方を教えてくれる１冊だ。

（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！

陳さん（写真右）と武石さん（写真左）

砂卡礑渓の綺麗な川辺で遊ぶ人たち

「秀才」と「腕白」の再会−−基隆の陳朝欽さん　
文：林 雅行（映画監督）

第二十回 松田義人（deco／編集者・ライター）

太魯閣の秘境・砂卡礑（サカダン）で水遊び
⑧

台湾新聞232号 読者プレゼント

日台で活躍する「リキ・リュウ」

中元節はあの世のお金「紙錢」を燃やしてお祈り

撮影現場にて
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