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謝 長 廷‧ 駐日代 表
２０１７年元旦祝辞

TOPIC

日本語版

●台湾産「ハタ」の魅力を日本市場へ PR� ７面
●台東県観光特集～原住民文化編～� １２面

中国語版

●吳敦義訪日　關東六僑團熱烈歡迎��� １面
●岸信夫政經論壇�僑界後援會踴躍參加�為台日交流努力 �４面
●世田谷舊貨市集　４３９年歷史等你探索� ７面

新年あけましておめでとうございます。読
者の皆様におかれましては、日頃よりご購読
いただきましてありがとうございます。台湾新
聞社を代表してお礼申し上げます。これから
も日台の交流発展のために尽力して参ります。
ご協力くださいますようお願い申し上げます。

さて、旧年は台湾にとりまして大変革の年
となりました。政権交代とともに台湾初の女
性総統が誕生しました。台湾の民意が将来
の希望を蔡英文総統に託したのです。また日
本で大使館に相当する台湾の「駐日経済文
化代表処」の謝長廷代表も台湾行政院長出
身初の代表就任でした。こうした政治改革が
進む一方で、民間の交流もその親密度を増
しております。日台間の観光交流の増加や相

台北駐日経済文化代表処はこのほど、
日本の「一般社団法人中央調査社」に委託
し、２０１６年１０月６日～同１１日、日本
の２０歳以上の人を対象に、台湾に対する
見方について調査した。結果、６６．５％
の日本人が台湾に「親しみ」を感じる、
５５．９％の日本人が台湾は「信頼できる」、
６０．２％の日本人が現在の日台関係につ
いて「良好である」と回答。２０１６年、日
台は安定した友好関係を育んできた事が
数字で証明されたと見られる。

また、「台湾」と聞いて思いつく事の項目
では、「親日的」などのイメージをあげたの
が２４８人、次いで「料理がおいしい」で
２３５人だった。なお、台湾で思いつく人

互の災害支援の増強などはご高承の通りで
す。世論調査でも台湾人の親日家は着実に
増えている結果が出ており、過去最高を更新
しております。台湾新聞は引き続き、その交
流がさらに拡大する事を願い、経済、文化、
観光など多岐の分野にわたり寄与して参りま
す。

台湾新聞社も本年で18年を迎えました。
2015年の8月に初めて「日本‧台湾祭りin
上野」という交流促進の一環とするイベントを
開催し、大好評を得ました。昨年は準備期
間とし、満を持して今年の7月7日より三日間、
上野恩賜公園で第二回目の「日本台湾祭り
2017」を開催します。これもひとえに関係す
る皆様の尽力あって実現できるもので、日本
人と台湾人の交流の賜物です。飲食に物販
にパフォーマンスに、様 な々台湾を直接感じ
てください。さらに、本年より紙面のさらなる
拡充を図るため、観光ツアー企画や特集面
の新設を企画しております。台湾に精通する
スタッフが、よりコアな台湾を紹介するととも
に、詳細に取り上げます。

本年も台湾新聞社社員一同精進努力させ
ていただきますので、何卒宜しくお願い申し
上げます。

物では、先日台湾の卓球選手・江宏傑さん
と結婚会見を行った福原愛さんの名前が日
本人でありながらランクインした。

全体的に見ても台湾への好感度が高い数
字で表れていたが、台湾に行った事がある
かの項目では「行った事がある」と答えたのは
25.0％に留まり、「行った事がない」と答えた
のは74.9％となった。年代別にみると「行っ
た事がある」と答えたのは60歳代で30.7％、
70歳代で39.6％に対し、「行った事がない」
と答えたのは20歳代で83.1％に達しており、
若い世代の誘致の必要性も見て取れた。

年 頭 所 感 日 本 人 、
台 湾 へ の 好 感 度「 大 」

明けましておめでとうございます。新年
を迎え、皆様がますますご清栄であります
ことをお慶び申し上げます。

昨年５月、台湾は８年ぶり３度目の政権
交代となり、台湾初の女性総統、蔡英文
総統が就任しました。蔡総統は台日関係
を極めて重視しており、私を駐日代表とし
て任命しました。私は今後もこれまでに築
かれた良好な基礎の上に、さまざまな交流
を制度化し、政権交代に影響されない次
の世代へとつながる友好関係を構築し、そ
れにより台日関係を「運命共同体」に近づ
けていきたいと考えています。

台湾と日本は、地理、歴史、文化的に
近く、台日関係に携わる諸先輩方の努力に
より、今日の友好関係が築かれてきました。
昨年11月より日本で公開されている台湾

のドキュメンタリー映画『湾生回家』は、戦
前に台湾で生まれ育った日本人が台湾に
里帰りし、懐かしい台湾の友人を訪ねる様
子が描かれており、台湾と日本の古くから
つながる友情が、改めて感動を呼んでいま
す。

近年の台日関係は、自然災害が発生し
た際にお互いに助け合う「持ちつ持たれつ」
の関係が形成されており、このように良好
な隣国関係は国際社会でも稀であり、台
湾と日本の友好モデルを世界に広げていけ
ば世界は更に平和になるものと信じていま
す。

台日間の相互往来者数は、近年ハイペー
スで増加を続けており、昨年は約６００万
人に達し、過去最高となりました。また、
昨年12月から台湾・嘉義県の国立故宮

博物院南部分院で東京国立博物館と九州
国立博物館の国宝級文物の特別展が始ま
り、文化交流の新局面を迎えました。

グ ロ ー バル 経 済 化 が 進 む 中、 経
済分野の国際協力はますます重要で
す。蔡総統が推進する「五大イノベー
ション研究開発計画」および「新南向政
策」は、グリーンエネルギー、IoT（モ
ノのインターネット）、バイオ医学など
の分野で台日企業連携の可能性が広がり、
ウィンウィンの関係を創出するとともに、東
南アジアなどの投資先にもメリットをもたら
すものです。台湾は各国との経済関係をよ
り一層強化するため、地域経済統合への
参加を積極的に求めていくと同時に、台日
の二国間の経済連携協定の締結も望んで
います。

国際情勢の変化著しい今日において、
アジア太平洋地域の平和と発展のために
も台湾と日本がしっかりと手を携え、友好
関係が一層深まることを祈念するとともに、
皆様にとり素晴らしい一年となりますようお
祝い申し上げます。

この結果について２６歳の会社員男性は、
「そもそも海外旅行に興味がない。また、言
語が違うので気が引けてしまう。でも、台湾
は友人からも良い評判を聞くので行ってみた
いとは思っている」と話していた。

代表処によると、今回の調査のサンプル
数は１０００人で、無作為抽出方式で、日本
全国の２０歳～７９歳の人にはインターネット
で調査し、８０歳～８９歳の人には電話調査
したという。「一般社団法人中央調査社」は、
１９５４年に「時事通信社」の調査部門と戦
後設立された「国立世論調査所」が合併した
もので、日本の世論調査および市場調査の
専門調査会社。

若い世代の誘致の必要性

錢　妙玲
台湾新聞社　社主

台北駐日経済文化代表処

謝長廷代表

2015年の「日本・台湾祭りin 上野」
で来場者が書き込んだパネル

台湾新聞社社主錢妙玲

WEBでも二ユ一ス記事が読めます
http://blog.taiwannews.jp/
WEBでも二ユ一ス記事が読めます
http://blog.taiwannews.jp/
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林 志 鴻

陳  訓  養
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在日台湾不動産協会（錢妙玲理事長）は
12月16日、日台不動産業の関係強化を図
るため、協会員一行を引き連れ、台湾の不
動産関係者らとの交流のため訪台した。訪
台初日は、台北市内のレストランで開かれた
台湾 CCIM 社團法人台湾不動産投資協会
の理事長交換就任式典に出席し、世界各国
の CCIM 理事長及び台湾投資家らと交流を
図った。

翌17日には古華ホテルで桃園市及び台
北市と現地理事との懇談会を行い、その後、
台湾の最大規模を誇る不動産協会「全聯會」
を公式訪問した。さらに、台湾の新たな建

築物の建設も内覧して台中市の近年におけ
る不動産の変化に理解を深めるなど、台
湾不動産業界のマーケット視察も精力的
に行った。

また同日夜に全聯会林会長の自宅で関
係者らによる晩餐会も開かれ、台湾全土
から出席した約４０人の代表理事らと交流
を深めた。全聯会の林会長は「今まで日本
に投資をしたくても言葉の壁がありました
が、今回、在日台湾不動産協会と交流を
して、言語の問題はきっと解消されると確
信した」と話し、さらなる日台不動産交流
に期待した。

錢理事長は「この訪問で台湾の業界に
とても重宝され感激した。今後も台日不動
産に役に立つために尽力したい」と話した。

在日台湾不動産協会一行が台湾で交流

なお、同じく反核をテーマに赤と白と黒の
水墨で力強い水墨画を展示した若岱さんは、

「日本で発生した原子力事故だが、台湾で
もこれはありえる事である。私は芸術家の立
場で、反核を訴えて生きたい。大自然はとて
も大切で、絶対に守らなくてはならないもの
だ」と話した。

初日の９日には、展示会場でオープニング
セレモニーが行われ、作家３者のほか、台
北駐日経済文化代表処の郭仲熙副代表、亜
東親善協会の大江康弘会長らが出席し、テー
プカットや記念撮影を行い、同展の開幕を
祝った。なかには台湾から駆けつけたという
熱心な参観者もいた。

上野恩賜公園内にある東京都美術館で
１１月２６日から開催された「第５回都美セレ
クショングループ展」に、台湾の芸術家３人
が結成したグループ「∞３（インフィニティー ス
リー）」が期間中の１２月９日より同１８日ま
で、同所のギャラリー B で展覧会「無・尽・藏」
を開催した。このほど参加した作家は、台湾
出身の陶芸家・張義明さん、台湾在住の現
代水墨藝術家・若岱さんと曽霆羽さんの３
人。同展への海外からの出展はこのグループ
が初めて。張さんは「同展に外国人として初
めて参加出来た事は、台湾人として誇りに思
う。今後も藝術を通じて日本と台湾の架け橋
となれるように頑張りました」と話した。

同展は「生態・能源・永続」をテーマとし、
３者がそれぞれ製作した作品を通して、自然

の大切さ
や 平 和、
反 核 の
メッセー
ジを伝え
て い る。
張さんが
このほど
展 示 し
た の は、
様々な形
の真っ白
な 陶 器
で、平和・
幸福・希

望の光を表現した〈光の種〉シリーズと、赤と
白、そして黒の陶器で蝶を模り、淡い虹色の
輪の陶器とコラボレーションさせた＜心郷花
蝶＞シリーズだ。「蝶の羽は台湾の梅の花や
日本の桜や紅葉などをモチーフにデザインし
ており、羽には日本語のこんにちはや北京語
の你好などの文字も刻んでいる。これは、日
本と台湾の友好関係と、世界の平和を願う
意味を込めている」（張さん）。張さんのアー
トは、一般的な “ 台の上に作品を展示する”
という方法でなく、約１２００個の陶器の蝶
たちを壁に貼り付けたり、上から輪を吊るし
たりと、空間全体をデザインするために作品
を展示しており、生命力を感じる事が出来る
構成だった。

また、曽霆羽さんは、原子力に疑問を訴え
る作品を展示。ミニチュア「核廃棄物桶」か
ら始まり、水墨を使用し描いた日常の生活風
景を切り取った絵、最後に真っ黒に塗られた
パネルが飾られており、原子力が日常生活に
及ぼす事柄などを問題提起している。曽さん
は、「２０１１年に日本の福島で発生した原子
力事故をきっかけに、考えさせられる事があ
り、自分に出来る事という中で同作品の製作
をした。原子力は必ずしも悪いものとはいえ
ない。今では私達の電気も原子力で作られ
るなど、とても身近なものになっているのも事
実だ。しかし、原子力の使用を続けていった
時、将来はどうなってしまうのか…。日本だ
けでなく、台湾の問題ともなっている反核を
テーマにした」と作品について語った。

台湾藝術家が
“平和”と“反核”のアート展示

日 本
在 住 の
台 湾 青
年 団 体
が東京、
名古屋、
神 戸、

福岡の4都市で開催する「高雄短編映画リ
レー上映会」のトップを切って12月9日、Ｔ
ＫＰガーデンシティ博多駅前で最初の上映会

を行った。福岡の主催者は九州台湾商工会
青年部と葛瑪蘭 ( カマラン ) 福岡読書会で、
台湾系企業2社が協力した。上映したのは「エ
リーゼのために」、「警備員の死」、「ミッドナイ
ト・ダンス」の3作品。用意した30席を超え
て補助椅子を用意するほどの盛況だった。
「ミッドナイト・ダンス」の映画の陸慧綿監

督は、「人間が身体や心に纏う様 な々制服が
自分の自由を奪う要因になっており、それを
脱ぎ捨てることによって自身が持っている才

台湾青年団体が「高雄短編映画リレー上映会」を開催
能や力を発揮できる事を､ この映画から感じ
取ってもらえれば嬉しい。魚市場の水槽にバ
ンドでツメを縛られたカニやロブスターを登
場させたのもそのための演出の一つ」と語っ
た。

上映後の座談会で、視聴者との掛け合い
を交え､ 自身の経験を笑いながら話す陸監
督の巧みなリードは、映画のストーリーへの
理解をさらに深め、観客の大きな拍手を生み
出した。最後は陸監督を真ん中に、最後ま
で座談会に残った人々が記念撮影をして全
国のトップを切った福岡の上映会の幕を閉じ
た。

映画のねらいを語る陸慧綿監督（右）

東京スター銀行
日台経済関係強化でセミナー初開催

CCIM 会長黃鵬䛥（中）へ花束の贈呈

全聯會・林正雄理事長（右）
と在日台湾不動産協会・錢妙玲理事長（左）

全聯會理事との記念写真

東 京 ス
ター銀行は
１２月６日、
ＴＫＰ赤坂
駅カンファ
レンスセン
ターで「ア
ジアビジネ
スセミナー」
を 開 催 し

た。スター銀行は２０１４年に台湾大手の
中国信託商業銀行に買収されて以来、日
本と台湾の経済関係強化に力を入れてい
る。その一環としてのセミナー開催であり、
これが初の開催。日台のビジネス交流に
興味を持つ関係者ら約２５０人が集まるな
ど、日台ビジネスへの関心の高まりが見受
けられた。

同セミナーに先立ち登壇した東京スター
銀行取締役会長の江丙坤氏は、「私は、日
本と台湾の企業間交流によって日台が協力
し、ともにアジアへ進出する案件を増やし
て行きたい」とした上で、「東京スター銀行
の役割は、海外に進出する企業の力にな
る事だ。資料の提供や現地のサービスは
もちろん、皆さんの融資のお手伝いもして
いきたい。今後も日台が一緒になり日台経
済協力関係の強化に力を入れて行きたい」
と話した。

また、来賓として出席した台北駐日経済
文化代表処の謝長廷代表は、「アメリカ次
期大統領にトランプ氏が当選し、世界経
済にどのような影響をもたらすか、様々な
不安が広まっている。トランプ氏は保護主
義の観点からＴＰＰへの参入を反対してい
るが、これは、台湾と日本にとって共通の
テーマである。このような不安に立ち向か

うために、日台はさらに緊密に提携し、新し
い世界経済環境に向き合うべきだ。そうすれ
ば、危機や不安を、機会や挑戦に換える事
が出来るだろう」と、日台連携の重要性を述
べた。

なお同セミナーでは、台湾の統一グループ
で３３年にわたりコンビニエンスストア最大手

「セブン－イレブン」を率いた経験や日本企
業とのアライアンスに豊富な経験と強い熱意
を持つ元統一超商総経理の徐重仁氏（現・
台灣全聯實業総裁）と、イオンのアジアシフ
トのプロジェクト初期に大きく貢献した元イオ
ン専務執行役の田中秋人氏（現・アジア戦
略本部社長）の日本と台湾の経済界の重鎮２
人が日本企業と台湾企業との協働の可能性
について講演した。

徐氏は、「アジアのマーケットで台湾は日本
にとって、親近感があり一番信頼できる国」
と強調した上で、自身の経験談などを用いて
日台企業の連携について説明。さらに、「日
本は私の実験室、そして台湾は日本の実験
室になる。日本で既に成功しているビジネス
モデルは、台湾でも実行する事ができる」と
話し、今後の日台ビジネス間における可能性
に期待した。講演後の質疑応答では、すで
に台湾に拠点を持つ企業や、今後台湾への
進出を考えている企業の関係者らから質問が
飛び交った。

取締役会長の江丙坤氏

日台のビジネス交流に興味を持つ関係者ら
約２５０人が集まった

行政院農業委員会（以下：農委会）、台
北駐日経済文化代表処（以下：代表処）、
中国生産力センターは１２月５日、白金台の
代表公邸を会場に「台湾高品質ハタ料理推
進試食プロモーション」を行った。来日した
台湾のハタ生産業者６社は、参加した日本
人関係業者らに台湾産の養殖ハタをアピール
した。代表公邸で同プロモーションが行われ
るのはこれが初めて。

会場では、有名台湾料理店「海南鶏飯」
のシェフらによるタマカイ（龍膽）とヤイトハタ

（青斑）の２種類のハタを使用した料理実演
が行われた。刺身、煮物、鍋物、蒸し物、
炒めもの、スープなど計１２種の和洋中ハタ
料理の試食会もあり、参加者らに台湾ハタの

魅力を五感で伝えた。
当日は、代表処の謝長廷代表、農委会の

翁章梁副主任委員、日本側からは大日本水
産会の白須敏朗会長が登壇。翁副主任委員
は、「台湾産ハタ養殖技術は世界でも有名で、
世界のハタ総生産量の約2割を占めている」
と紹介した上で、「近年、消費者に対しさらに
便利なハタの調理法を提供するため、様 な々
冷凍ハタ食品を開発している。また、急速冷
凍技術を使う事で天然のハタと同じような食
感を保つ事が出来るようになっている」と台湾
産ハタの特色と現状を語った。

さらに謝代表は、日本で台湾産養殖ハタ
の流通が少ない現状に対し、輸入量が少な
い事、ハタの食べ方を知らない事が原因だ
と指摘し、今後、代表処もハタの日本市場
拡大に協力していく意向を示した。一方、白
須会長は「台湾産のハタは高品質で栄養価
も高く、コラーゲン、高級感もあり、
日本人の心を掴むものと確信して
いる」と話した。

台湾でのハタ養殖生
産量は年間約２．６万
トン。日本への輸出量
は約６０トン程度にとど

まっている。今回訪日したハタ業者のほとん
どが、これまでに日本への輸出はないという。
このプロモーションについては、「これを機会
に日本人に台湾産ハタの特色を伝え、取引
きを開始したい」と口を揃えた。なかには、
日本の卸売り業者と３年以上交渉しているが、

「現在はまだテスト販売の状態」とする現状
のため、日本市場での流通拡大に向け、さ
らなるＰＲが必要である事が露呈した。

同会に出席した「にっぽん水産」取締役・
商品開発部の杉目昌康部長はこの状況に対
し、「今回頂いたハタ料理はとても美味しかっ
たが、刺身については冷凍技術をもう少し研
究する必要があるように感じた。現在、日本
のハタも現在養殖が盛んになっており、案外
安く手に入れられるようになっている。今後、
台湾のハタ業者は価格勝負でなく、やはり美
味しさを追求していってほしい」と話した。

台湾産「ハタ」の魅力を日本市場へ PR

有名台湾料理店「海南鶏飯」
のシェフによるハタを使用した料理実演の様子

台湾人芸術家３者による展覧会
「無・尽・藏」

曽霆羽さんの作品「核廃棄物桶」

若岱さん

曽霆羽さん

台湾出身の陶芸家
張義明さん

ヤイトハタの洋風エスカベッシュ ハタは鍋との相性も抜群
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日本、台湾双方の
課税権の調整と二重
課税の排除等を取り決
めた「日台租税協定」
が2017年1月1日 か
ら適用開始されるのに
伴い、九州の企業に協
定への理解を深めても
らう事を目的に、台湾
への投資を呼びかける
セミナーが12月20日、

JR 博多シティ会議室で開催された。
講師は台湾財政部国際財政司の宋秀玲司長と香港・

華南・台湾等における日系企業へのサポートに豊富な経
験を持つ奥田健士公認会計士の二人で、約40人の聴
衆に対して協定の内容や事例を丁寧に説明し、質疑応
答を行った。

同会で宋司長は、10年にわたって交渉を続けてきた日
台租税協定が本年1月から適用開始となる事について感
慨を表明するとともに、その内容と節税以外に日本企業
が受ける様々なメリットを丁寧に説明。その中で台湾へ
の投資が東南アジアのみならず、ヨーロッパ、カナダ、オー
ストラリアなどを含む世界へ飛躍する足掛かりを作るもの
である事、更に中国本土と台湾との様 な々レベルでの強
い結びつきを考えれば、政治的に安定し、価値観を共
有する台湾を経由することが日本企業の対中ビジネスの
ベストな選択である事などを強調した。

奥田氏は、公認会計士として、具体的な数字を挙げ
ながら台湾における会社の設立から消費税の取り扱い、
決算申告、課税方法などが租税協定でどう変わるか。さ

日本を訪れる外国人旅行者向けのビジネスチャンスを
探るセミナー「インバウンドビジネス最前線」( 主催：日
本政府観光局、西日本新聞社、日本経済新聞社 ) が
12月 19日、福岡市天神のエルガーラ ホールで開かれ、
観光・宿泊・飲食業界などから約140人が熱心に耳を
傾けた。

パネルディスカッションでは、高山市ブランド海外戦略
部長の田中明氏、ジャーマン・インターナショナルＳＥＯ
のルース・マリー・ジャーマン氏、黒川温泉旅館わかば
社長の志賀希氏が自らの体験談やインバウンドビジネス
に対する見通しを話した。

田中さんは30年間の誘致努力の成果として、同市の
人口88,381人に対し、年間のインバウンド数が約4倍
の35万人に達していると紹介し、東日本大震災
を前後しても台湾人観光客が安定して伸長してい
る事を披露した。

志賀さんは、経営する旅館わかばの国別宿泊
者数のスライドを示しながら、熊本地震後、国内
を含む来客数が全体的に落ち込んだ中でも台湾
からの来客数が突出して増え救われた、と話し感
謝の意を表した。

基調講演で三菱総合研究所、政策・経済研
究センターの劉瀟瀟研究員は、中国人による爆
買いの衰退がささやかれている事について、為替
レートの影響が大きく、元建てでみるとそれほど
減ってはおらず、それほどの心配は要らないだろう
と話した。しかしながら今後の日本観光は「東京、

らに現地法人設立と支店開設維持のメリット・デメリッ
ト比較などをケーススタディ的に解説した。

質疑応答において、台湾市場の有望さを示すものと
して、現状においても台湾に進出している日本企業の
80％が黒字であることが報告され、二重課税排除等
をもたらす今回の租税協定適用がさらに台湾市場の魅
力を増すであろうと解説した。

なお、同会で挨拶に立った台北駐福岡経済文化弁
事処の戎義俊処長は「台湾は距離が近いだけでなく世
界一の親日国であり、国交が無いにも拘らず年間600
万人もの人が両国を往来している。これに加えて租税
協定が適用されるようになれば、両国の経済面での障
壁はますます低くなる。この協定をきっかけに台湾へ
の投資を増やし、台湾が進めている新南向政策を一
緒に進める事で、日本企業の皆さんに多くのメリットを
享受して頂けるものと確信している」と述べた。

箱根、富士山、京都などのいわゆる『ゴールデンルート』
だけの観光から地方への周遊や体験」に、また「クルー
ズ船の団体客から家族連れや小人数の若いグループ客」
に変化するだろうと指摘し、その対応を考えておかなけれ
ばならないと話した。

なお懇親会場では、講演者及びパネラー、参加者と
の間で「日本的なものを前面に出す方が良い」「日本人の
英語レベルは思っている以上に高いのだから自信をもって
コミュニケーションすべき」「スマホやＳＮＳをうまく使い、
スピーディなやりとりをすることが思った以上の成果を生
む」「インバウンドビジネス成功の決め手は本気度」などの
話が相次いだ。

蔡英文総統は米国のドナルド・トラン
プ次期大統領と十数分間にわたる電話会談
を行った。台湾メディアの報道によると、
蔡総統は米大統領選におけるトランプ氏の
当選を祝福するとともに、トランプ氏とそ
の陣営が熾烈な選挙戦を勝ち抜いた事に敬
意を表した。また大統領就任後、トランプ
氏が傑出した国家運営を実現することを信

じ、それに期待すると述べたという。また、
台湾と米国の将来的な関係についても会談
し、蔡総統は二国間の交流と連絡を強化し、
より密接な協力関係を構築できるよう希望
した。さらに、台湾が国際的な議題の上で、
より多くの参与と貢献の機会を得ていくた
め、米国の継続的な支持をトランプ氏に要
請した。

Dec.2 蔡総統がトランプ次期大統領と電話会談
外交部は12月19日にカナダ政府より

台湾とカナダ間の「所得税二重課税回避及
び脱税防止協定」の立法手続きを完了した
との正式な通知を受け取ったと明らかにし
た。双方の既定の計画通り2017年1月1
日に発効する。台湾とカナダは1996年に
関連の協議をスタート。20年に及ぶ交渉
を経て、カナダは2016年1月13日にオ

タワで、そして台湾は同年1月15日に台
湾北部・台北市で、台湾とカナダ間の「所
得税二重課税回避及び脱税防止協定」にそ
れぞれ署名した。台湾ではその後2月19
日に国内での審議手続きを終え、カナダ側
に通知。カナダ側は議事日程の関係で11
月1日になってようやく同協定承認案を議
会での審議に送った。

Dec.22 台湾とカナダが協定の立法手続き完了

科学技術の振興に関する行政を担当
する科技部（日本の文部科学省に類似）
と教育部（日本の文部科学省に類似）は

「PISA2015台湾生徒の成績」の合同記者
会見を開催、2015年の学習到達度調査
(PISA) の各国の結果を公表した。台湾の

生徒は科学的リテラシーで大きく躍進し、
13位（2012年）から4位（2015年）にな
るなど大幅に順位をあげた。このほか数学
的リテラシーでは、2012年同様の4位と
なり、韓国、中国大陸、日本を上回った。

Dec.6 PISA2015で台湾生徒４位
恒春海巡隊は日本籍の帆船「八重山」号

が屏東県墾丁の海域で転覆しそうになって
いるとの通報を受け、現場に巡視艇を派遣
した。転覆の危険性が高いと判断した海巡
隊は、帆船をロープで引っ張って漁港に運
び、乗組員5人は全員無事だった。 海巡
隊によると、帆船には日本人船長に加え韓
国籍の船員1人と台湾海洋大の学生3人が
乗船していた。同日午前9時ごろ、墾丁か

ら1.6海里（約3キロ）の海域を航行してい
たところ、海の状態の悪さのために帆船は
動力を失い、船体には水が流入。帆も破損
した。強風のために船体は傾き、転覆の危
険に見舞われた。 通報をうけた海巡隊は
巡視艇を緊急出動させ、約15分後に現場
に到着。乗組員5人が甲板の上で怯えなが
ら救助を待っているのを確認した。

Dec.23 恒春海巡隊が日本籍「八重山」号救助

経営難により2016年11月22日に運航
を停止し、解散を決めたトランスアジア

（復興）航空。同社保有の航空機１機がこ
のほど、新天地に向けて台北松山空港を飛
び立ち、台湾を後にした。今回台湾を離れ
た１機はリース機のエアバス A320型機
で、交通部民用航空局によると、もう１機
の同型機とともにドイツの航空会社で活躍

する事が決まった。残るリース機のうち、
エアバスA330型機は毎月50万米ドル（約
6000万円）、エアバス A321・A320型機
は毎月20万米ドル（約2400万円）のリー
ス代がかかるとされている。しかし現在、
運航停止後より支払いが滞っているとい
う。同社は運航停止時、自社保有機11機
とリース機16機を保有していた。

Dec.20 トランスアジアの航空機が独航空会社で活躍
来年１月１日より実施とされていた完

全週休２日制の労基法改正は、一部の条
文が実施日と異なり、3段階で実施される
事になった。週休2日制そのものは総統令
で実施する事になっており、蔡英文総統
が21日に署名し、23日からの実施となっ
た。一部条文は行政院の決定で行うため、

2017年１月１日以降の実施。総統令によ
り週休2日制そのものは23日実施になり、
これまで週休２日制が実施されていない約
300万人の労働者にとっては年内休日が１
日増える事となった。労働者に認められて
いた国定記念日は廃止されるが、これは
2017年元日から。

Dec.23 完全週休2日制3段階で実施

西アフリカの小さな島国「サントメ・プ
リンシペ」が台湾と断交した。外交部の李
大維部長が緊急記者会見で発表した。台
湾も即時断交した。台湾メディアによる
と、断交の背景には中国があるとされてお
り、サントメの財政難に付け込んで「一つ
の中国」の原則受け入れを迫る操作を行っ
たという見方もある。外交部は「中国の金

銭外交だ」と非難した。サントメは年初か
ら台湾に経済支援を求めており、台湾も最
初は応じたが、その後、金額が増え、最近
は２億1000万米ドル（約240億円）に上っ
ていた。このため「外交は金銭の競争では
ない」という蔡英文総統の判断で援助を拒
絶、断交となった。断交は2013年のガン
ビア以来で、蔡政権発足後は初めて。

Dec.21 サントメ・プリンシペが台湾と断交

蔡英文総統は米国の「フォーリン・ポリ
シー」誌が発表した2016年「世界の思想
家（Global Thinkers）トップ100」に選
出された。同誌は蔡総統について、「poking 
the bear（クマをつつくこと＝中国大陸と
いう強権に立ち向かうことを意味する）」
を恐れない人だと評価した。これについて

総統府の黄重諺報道官は「これは総統本人
だけの事ではなく、台湾の全住民が自由や
民主、その他のあらゆる分野でともに示す
前向きな力を、世界が見ている事を象徴す
るものだ」と話した。

Dec.14  
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熊本震災で温泉を救った台湾からのお客様 日台租税協定セミナーを福岡で開催

日本観光の対応策に懸念

桃園国際空港で2016年の年間1000万
人目の外国人旅客を迎えた。記念すべき
1000万人目の入国者となったのは、チャ
イナエアライン187便で釜山から搭乗し
て台湾の桃園国際空港に到着した韓国籍
の韓成恩（HAN SEONGEUN/MS）さん。
台湾観光局の周永暉観光局長は到着ロビー
にて祝賀セレモニーを行い、韓さんに台湾
航空券、宿泊券、各種交通券、台湾特産品
などを贈呈した。今年の1000万人目の誕
生は昨年の12月20日に比べて9日早い達
成となった。

Dec.11 1000万人目の入国者は韓国人

年間1000万人目の外国人旅客となっ
た韓国人の韓さん（写真提供：中央社）

同性婚を合法化する法改正をめぐる議
論が立法院（国会）で行われているなか、
台北市の総統府前で世界人権デーの10日、
同性婚を合法化する法改正の賛成派団体ら
による音楽イベントが行われた。2０組を
超えるアーティストが出演したほか、参加
者は主催者発表で20万人に上った。同イ
ベントには民進党の徐佳青副秘書長、改正
案を提出した同党の尤美女氏、時代力量の
黄国昌氏、林昶佐氏ら賛成派の立法委員が
駆けつけた。また立法院の外で同日、反対
派の団体が記者会見を開き、法案の撤回や
国民投票の実施などを求めたほか、台中で
は、同性婚への支持を表明するため、市が

新庁舎など3カ所で性的少数者（LGBT）の
象徴である「レインボーフラッグ」を掲げ
た。

Dec.10 同性婚賛成派に２０万人

レインボーにライトアップされた総統府
（写真提供：中央社）

品種改良などを手がける台湾バナナ研
究所（屏東県）が、所内に「台湾バナナテク
ノロジーパーク」をオープンさせた。 台湾
を代表する果物の一つとされるバナナの品
質の高さを国内外の人々に知ってもらう事
が目的。研究所は同パークを通じて、国際
市場での知名度向上などを図りたい考え。 
研究所によると、パーク内ではバナナ産業
やバナナの歴史、栽培技術などを紹介して
いるほか、試食サービスや関連商品の販売
も行っている。

Dec.24 屏東県に「台湾バナナテクノロジーパーク」

「台湾バナナテクノロジーパーク」
（写真提供：中央社）

チャイナエアライン（中華航空）が、交
通部観光局の PR キャラクター「オーショ
ン」と熊本県のくまモンをデザインした特
別塗装機の運航を検討している事が分かっ
た。ゆるキャラ人気にあやかり、日台観光
交流の増進を図りたい考え。 観光局によ
ると、今年の年間訪台日本人旅行者数は推
計で180万人。来年は200万人を目標に
掲げており、同特別塗装機の就航で知名度
向上と台湾観光 PR を狙うという。 デザ
インの詳細や就航日時は未定。

Dec.22 中華航空が特別塗装機を検討

交通部観光局の PR キャラクター
「オーション」

国立故宮博物院の南部院区が計画して
いる、視覚障害者により質の高い体験を届
ける音声ガイドシステム（映像説明サービ
ス）の運用が、来年元日に始まる事がわかっ
た。国立故宮博物院南部院区によると、フ
レンドリーで平等な参観環境を実現するた
め、常設展ホールと児童クリエイティブセ
ンターに芸術品に触れて感じられるエリア
を設け、プロの解説員による音声ガイドシ
ステムを整える。南部院区はこれにより、
視覚障害者の自主的な参観を奨励するとし
ている。

Dec.20 障害者向け音声ガイドが来年1月から

故宮南院が計視覚障害者用の音声ガイ
ドシステム運用開始（写真提供：中央社）

BWF（世界バドミントン連盟）スーパー
シリーズファイナルズがアラブ首長国連邦
ドバイで女子シングルス決勝を行い、世界
ランキング１位の台湾人選手タイ・ツー
イン（戴資穎）が韓国のソン・ジヒョン（成
池鉉）を21－14、21－13で下し、2014
年に続き２度目の世界一に輝いた。台湾メ
ディアによると、ドバイは2014年の同大
会開催地でもあり、タイにとっては思い入
れのある場所。試合後のインタビューでは

「ドバイの環境がよく、存分に試合を楽し

めた」と喜びを語った。
Dec.18 BWF 女子シングルスで台湾人選手世界一

世界一に輝いた戴資穎選手
（写真提供：中央社）

オバマ大統領は台米間における軍高官
などの交流推進を米国防総省に促す内容が
含まれた米国の2017会計年度（16年10
月～17年9月）の国防予算の大枠を定め
た国防権限法案に署名、同法が成立した。 
台湾との軍事関係改善や防衛協力強化を目
的としたもので、今回初めて明文化された。
法案成立を受けて国防部は、米国側に感謝
を述べるとともに、協力関係の継続や実質
的な交流の深化に期待を示した。

Dec.23 米防権限法成立で「台湾との軍事交流推進」明記

各地で抗議も行われた
（写真提供：中央社）

熊本地震を乗り越え、
前年より大幅に増加した台湾からの来客数（提供：黒川温泉）

宋秀玲司長

熱心に聴き入る参加者
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　リーナ・ラム× シー・チンハン (Mayday の STONE) が主演し、
２０１５年台北映画祭のクロージング作品に選ばれた「百日告別」が２月２５
日より、渋谷ユーロスペースほか全国順映される。同作はトム・リン監督の
実体験をベースに、普遍のテーマである“ 死＝喪失 ”と“ 愛 ”をテーマと
されている。最愛の人の死から、どのように立ち直り、生きる気力を取り戻
すか、それぞれ２人の主人公に焦点を当て描かれている。主演は、結婚・
育児休業後のカムバック作品となるカリーナ・ラムと、2017年2月に武道
館でのコンサートが決定した台湾のバンド「Mayday（五月天）」のギタリスト
であるSTONE( 石頭 )ことシー・チンハン。カリーナ・ラムは同作で台湾
金馬奨の最優秀主演女優賞を、シネマジアではタイガービア賞を獲得した。

詳細はこちら→ http://www.kokubetsu.com/
問い合わせ→パンドラ　Tel：03-3555-3987

台 湾 映 画 「 百 日 告 別 」、 ２ 月 日 本 公 開 ！

　展示会「台湾と
日本―震災史と
ともにたどる近現
代―」が１月１１
日より２月１９日ま
で、国立歴史民
俗博物館・企画
展示室で行われ
る（開館時間：９
時３０分～１６時
３０分）。同展示
会では、これまで
ほとんど紹介され
てこなかった戦前
から現在に至る台
湾の震災と復興に
ついて、日本国内
や台湾の非常に貴重な写真・資料を用いて紹介される。
なお、日本の台湾領有後、５０年の間に台湾で起こっ
た地震の被害や救援・救済、報道、復興などの特徴
を明らかにしているほか、1999年の921地震の復興
過程で、原住民や客家族らが自らの文化を再確認し
ながら地域の復興を目指した様子を、主に写真パネル
で紹介する。料金は一般４２０円、高校生・大学生が
２５０円で、毎週土曜日は高校生の入館無料。
問い合わせ→ハローダイヤル Tel:03 -5777-8600

　 台 湾 発
のキャラク
タ ー・ 爽
爽 猫（ソウ
ソウネコ ）
と LAIMO

（ ラ イ モ ）
の POP UP 
S H O P が
1月20日より2月7日まで、東京駅一番街・東京キャ
ラクターストリートにて開催される（午前10:00～午後
20:30）。同所では、日本でも人気沸騰中の爽爽猫と
LAIMO の商品や、東京駅に因んだ駅長バージョンの
描き下ろしデザインの限定品も販売予定。なお、1080
円以上ご購入のお客様へノベルティのオリジナルポスト
カードがプレゼントされる（なくなり次第終了）。また、
1月27日より2月16日までは、博品館 TOY PARK 銀
座本店でも同じくPOP UP SHOP が開催される（午前
11:00～午後20:00）。

問い合わせ→
（株）サンバイトクリエィティブジャパン ( 担当：呉）
E-mail： sanbyte.info@gmail.com

　原鉄道模型博物館は
台湾高雄市ハマセン台湾
鉄道館招待企画として1
月18日より3月12日ま
で、横浜の原鉄道模型
博物館で「ナローゲージ
王国 台湾の軽便鉄道展」
を開催する。台湾高雄市
に2016年6月に開館し
た「ハマセン台湾鉄道館」
と原鉄道模型博物館が
友好議定を締結した事に
より実現した同展は、日
本初公開となる貴重な鉄道遺産の数々が展示される。
台湾では以前、製糖会社や林業、塩田などの産業用
鉄道として、多くのナローゲージの鉄道が敷かれ、それ
らは、貨物のみならず、地域住民の足として台湾の近
代化を支える鉄道として発展した。同展は、動態保存・
静態保存されるものもあり、今に残る台湾鉄道史を伝
える特別企画となっており、台湾から運ばれた日本初
公開のさまざまな展示品を通して、台湾の鉄道文化を
体感する事ができる。観覧は無料だが、原鉄道模型
博物館への入館料（大人1000円、中学・高校生700円、
４歳以上の小人500円）が必要。

問い合わせ→原鉄道模型博物館 Tel: 045-640-6699

　講演会「私と
許昭栄氏～知
られざる台 湾
籍老兵から見
る日台友好」が
１月２８日、午
後２時より大阪
倶楽部で開催
される。 講 師
は千葉県白井
市議会議員の
和田健一郎氏

（NPO 法人日台学生交流会代表理事）で、主催は大
阪日台交流協会。講演で語られる故許昭栄氏は、台
湾系日本人として大東亜戦争を戦い、戦後は中華民国
国民党兵として中共軍と戦い、その後中国兵として朝鮮
戦争に参戦。犠牲になった戦友を弔うのだが、２００８
年馬英九総統就任の日に抗議の焼身自殺をする。当時
台湾高雄に留学して許昭栄氏と交友があった青年が和
田健一郎氏である。近年日本と台湾は空前の友好ムー
ドに包まれているが、日本では余り知られていない台湾
老兵活動を関わった一人として今後の真の友好を考え
る。参加費は1500円 （１ドリンク付き）。申込みは下
記問い合わせまで。
問い合わせ→大阪日台交流協会 
Mail：n-mic@dream.ocn.ne.jp　Tel:090-3266-9599（野口）

Information エンタメ／イベント／日台交流
「台湾と日本―震災史とともにたどる近現代―」 講演会「私と許昭栄氏～知られざる台湾籍老兵から見る日台友好」 東京で爽爽猫と LAIMO の POP UP SHOP原鉄道模型博物館「台湾の軽便鉄道展」開催

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で3組6名樣に映画「百日告別」のチ
ケット（ユーロスペースのみ）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（1月中に発送予定）。
締切り：1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237号 読者プレゼント

東京都豊島区西池袋４丁目１９－４     電話：０３－５９１７－０６８８　
株式会社　シー・エム・エル

工事簡単／省エネ／遠赤効果 
　　　新技術の床暖　エコナフィルム販売実施中
工程簡單／省能源／紅外線效果
　　　新技術的地板暖氣系統  省電熱導膠片 販賣中

戦前から最近に至る台湾の震災と
復興について紹介

和田健一郎氏（左）と許昭栄氏
「台湾の軽便鉄道展」

百日告別が２月より公開

爽爽猫と LAIMO の POP UP SHOP
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台湾の「鴻海（ホンハイ）精密工業（郭台銘《テリー・ゴウ》董
事長、以下：鴻海）」と「シャープ（高橋興三前社長）」は２０１６
年４月２日、買収契約に正式調印した。鴻海によるシャープ買収
契約計画は、２０１２年より郭董事長が異常なまでに力を入れ、
熱望していた。日本の大手電機メーカーが外資の傘下に入るの
は初めて。鴻海グループによる出資完了を受け、高橋前社長は８
月１２日付で退任。２０１６年８月１３日に開催した取締役会で、
鴻海グループの戴正呉 (たい せいご) 副総裁をシャープの代表
取締役社長とする事を決議。鴻海グループのナンバー２が、シャー
プの代表取締役社長となった。

ホンハイがシャープを買収
ブラジルのリオデジャネイロで開催された夏季オリンピックで、

女子重量挙げ（ウェイトリフティング）の台湾人選手、許淑浄選手
が現地時間２０１６年８月７日、中華民国（台湾）代表チームで
唯一の金メダルを獲得した。蔡英文総統は「台湾の人 も々誇りに
思うに違いない」と喜んだ。女子重量挙げの台湾代表許淑浄選
手は女子重量挙げ５３キロ級に出場。スナッチ１００キロとジャー
ク１１２キロのトータル２１２キロを挙げ台湾代表チームに最初の
金メダルをもたらした。このほかアーチェリー女子団体で、台湾
代表チームがイタリアを５対３で下し、銅メダルを獲得した。台
湾代表チームはこの結果、リオ五輪で２個のメダル獲得した。

リオ五輪で女子重量挙げ金メダル

台湾で「今年の漢字」が１２月１０日に発表され、５１文字の候
補の中から２０１６年を象徴する文字として「苦」が選ばれた。台湾
メディアの発表によると、「苦」は、激しい自然災害が多かった事や、
中台関係の悪化で観光関連産業が打撃を受けた事、低所得の若
者の増加などを象徴する文字として選ばれたとしている。このほかラ
ンクインした候補の漢字上位１０文字も、「変」「悶」「彎」「狂」「滞」「労」

「裂」「革」「転」などの重く苦しいイメージのものが多かった。台湾
では２００８年より年末に「台湾代表字大選」が発表されており、今
年で９回目となった。

今年の世相を漢字１字で表す「今年の漢字」（日本漢字能力検
定協会主催）が１２月１２日、清水寺で発表され、「金」が選ばれた。

「金」はリオ五輪での金メダルラッシュや東京都政、東京五輪を巡
る「カネ」の問題、米大統領選を制したトランプ氏の「金」髪、史上
初のマイナス「金」利導入、YouTubeで「PPAP」が爆発的ヒットと
なったピコ太郎の「金色」の衣装などが理由に挙げられた。トップ
２０も発表され、「選」「変」「震」「驚」「米」「輪」などが続いた。「金」
が選ばれたのは今年だけではなく、シドニーオリンピックが行われた
２０００年、ロンドンオリンピックの２０１２年に続き、これで３回目。

2 0 1 6 年 「今年の漢字」

日本…「金」台湾… 「苦」

金苦

TOP4

TOP 2
台湾南部で２０１６年２月６日早朝３時５７分頃、高雄の美濃を震央と

したマグニチュード６．４の大地震が発生した。最大震度は６、死亡者数
は１１７人に達した。死者のうち１１５人は、台南市の維冠金龍ビルの
崩壊により命を落とす結果となり、同ビルの崩壊の様子は全世界のメディ
アで報道された。同ビルに関しては、欠陥工事などの問題も提議された。
台南市では２月１２日、同所で追悼式が開かれ、遺族らとともに、民進
党の蔡英文主席らも参列した。

台湾南部大地震で１１７人死亡

中華民国民主進歩党（民進党）の蔡英文主席は２０１６年１月１６
日、台湾総統選挙で初当選し、台湾史上初めての女性総統が誕生
した。得票率は５６％、６８９万票以上を獲得し、民進党は８年ぶり
３回目の政権交代となった。蔡英文主席は２０１６年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。
一方の国民党は、総統候補となっていた朱立倫主席が３８１万票、
得票率３１％に留まり、国会の議席も３５席で前回と比べて２９席の議
席を失う結果となった。

台湾に初の女性総統誕生
TOP 1

TOP 5

TOP 3

台北市内湖区環山路一段で２０１６年３月２８日午前１１時頃、母親と駅に向
かっていた女児（４歳）が背後から近づいてきた男に刃物で首を切られ、死亡した。
男と女児は面識がなく、無差別殺人事件。台湾メディアによると男は包丁で女の子
を襲い、通報を受けた警察官が駆け付けた時には、女の子は頭部が胴体から切り
落とされる状態で死亡していた。あまりにも残虐な犯行に、台湾社会が震撼した。

内湖繁華街で通り魔、
４ 歳 女 児 を 殺 害

2016年
5大 NEWS

２０１６年に台湾で起こった
５大ニュースを台湾新聞が独自に選出！
昨年１年間の出来事を振り返りましょう。

台湾

台湾初の女性総統、蔡英文総統

多くの死者がでた台南市の維冠金龍ビル（國防部提供）

鴻海グループの戴正吳副総裁（左）と鴻海グループの郭台銘董事長
（中）及びシャープの高橋興三前社長 金メダルを獲得した許淑浄選手（右）（提供：中央社）

[ ]
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第二十五回

明け方、金瓜石の時雨中のグランドで20
～30人の男女が音楽にあわせて太極拳を演
じる。朝の体操だ。常連の頼文章さん。昭
和６年11月生まれで85歳になる。いつも笑
顔で恵比寿顔である。

父は頼さんの金瓜石鉱山の工場の施盤工
で、頼さんも金瓜石公学校を出て施盤工に
なった。砕岩機の修理工場に配属となったこ
ともある。55歳で定年まで働いた。坑道の
中の仕事もしたが外の工場での作業がほとん
どだったので珪肺にならなかったという。

台湾人が経営する九份では坑道に入る時
に持ち物検査はなかったが、出て来た時に
検査があった。一攫千金を夢見て集って来
た男たちが、中で金の入った鉱石を盗んで
いないか調べるのだ。ポケット、カンテラの
中、ヘルメットの中と くまなく調べる。盗っ人
も考える。尻の穴に鉱石を入れて出てくるの
だ。検査する側も考える。「盗っ人は目が定ま
らずオドオドしている」。そして坑口の近くで

皆さん、あけましておめでとうございます！
新年快樂！今年も台湾の様 な々情報をピック
アップして皆さんにお伝えできるよう、沢山台
湾に通おうと思っています！どうぞよろしくお願
いいたします。

さて、突然ですが、台湾のお土産といったら、
「パイナップルケーキ」ですよね。でも、毎回
毎回パイナップルケーキじゃつまらない！とい
う方に、今回はオススメのお土産情報をお伝
えしようと思います。

まず、食べ物編ですが、最近はまっている
のは「三星蔥胡椒餅」です。これは、台湾の
宜蘭で有名な長ネギ「三星蔥」で作った胡椒
餅味のビスケット。胡椒餅は、胡椒をたっぷ
り使って作った豚ひき肉と葱の餡を小麦粉な
どで作った皮で包み、インドのナンの様に高
温の窯に貼り付け焼いた窯焼き肉まんの事。
実物はジューシーでとても美味しいのですが、
残念ながら日本にお持ち帰りは出来ません…

ですが、この「三星蔥胡椒餅」なら日本にお
持ち帰りして楽しめます。味は塩気が程よく、
香ばしく食べだしたらもう止まりません。宜
蘭でなくても空港で買う事が出来るので是非
チェックしてみてください！また、スーパーなど
で買える「科学麵」も一押しです。これは、言
うなればベビースターのようなもの。友達へ
のばら撒き用お土産にちょうどいいですよ！

次は小物編！とても役に立つのが「白花油」
シリーズ。これは最近知り合った方に教えて
いただいたのですが、主に「白花油蚊怕怕」
と「白花油甦醒凝露」があります。「白花油蚊
怕怕」はレモングラスなどのハーブを使用した
虫除けスプレー。私的にはとても良い匂いで、
虫がいなくても付けたい位です。また、「白花
油甦醒凝露」はロールオンタイプの薬用オイ
ル。台湾版メンソレータムのような万能薬で、
頭が痛いときや眠いときにはこめかみにオン、
虫に刺されたときもオン、鼻づまりのときも鼻

の下にオン。香
りも 何 種 類 か
あって、本当に
使えます。いまで
はサンリオキャラ
クターとコラボし
てキティちゃんや
キキララパッケー
ジも出ているので
若い女の子にも
大人気です！薬
局や空港でも買え
るので、次回台
湾に行った際に
見てみてください
ね！

前号で台湾のレンタカーの話を書きまし
たが、利便性だけでなく、運転そのものが
観光になるという場合があります。自然豊
かな台湾、公共交通ではなかなか行きにく
い場所に、自分の運転で行ってみるという
のは、それまでの台湾旅行とまた違うもの
になることウケアイです。

特に僕が一番好きなルートがあります。
「台湾のヘソ」と呼ばれ、水の綺麗な南投
県の埔里から14号線を山に入り、そのま
ま東へ。途中、映画『セデック・バレ』の
舞台となった霧社、風光明媚な清境農場
付近を抜けます。

さらに東へ進むと、「台湾の国道最高地
点」と呼ばれる武嶺という場所があります。
合歓山主峰と東峰の間ですが、その標高、
実に3275メートル。富士山の標高3776
メートルには及びませんが、そんな高い場
所に車で行けるこの有り難さ！台湾はやは
り素晴らしいです。

ここは休憩所も兼ねており、駐車場があ
り、車を降りて写真を撮る人、サイクリン
グの人などが沢山おりますが、それもその
はず、景色が圧巻なのです。また、暖かい
時期にはバードウォッチングを楽しめ、冬
場は雪見登山客で賑わうこともあるような
ので、レンタカーがある方は是非挑戦して
欲しいところです。

この武嶺から、さらに8号線を太魯閣方
面に行くと、すぐに花蓮県になります。た
だし、皆さんが行ったことのある花蓮港の
趣きとは全く異なり、かなり山深い地域で、

「ここが本当に花蓮なのか」と思ってしまう
ほど。道路も右へ左へと急カーブが続くの
で運転にはかなりの注意が必要です。

しかし、ここでの運転もまた楽しいもの
で、太魯閣が近付くにつれ、道路は徐々
に下り坂に。この間、高山地から平地へ
下りるとき特有の耳がツーンとなる感覚を
味わいながら、そしてどんどん変わりゆく車
窓を楽しむのもなかなか良いです。

やがて、台湾屈指の景勝地・太魯閣が
見えてきます。通常、太魯閣の観光コース
は花蓮港のある東側から、山に入っていく
ものが大半ですが、ここではその逆を体験

することが出来ます。また、あの険しくも美し
い太魯閣の合間を車で走るというのも、これ
また贅沢な時間です。

やがて太魯閣を抜けると、台湾の太平洋
側に出ることが出来、そこから南下すれば花
蓮港方面へと行けるというルートです。埔里
から花蓮まで、この道を使ってノンストップで
走った場合、ここまでで約4～5時間。結構
な時間を運転する事になるので、必ず休憩を
挟んだほうが良いです。また、険しい山岳道
路、ガソリンスタンドは限られており、埔里
の時点では必ず車のガソリンを満タンにして
おくほうが安心です。

さらに注意すべきは、年間を通して崖崩れ
や道路破損によって、稀にこのルートが1日
に数回しか開放されない事もあります。また、
冬場は路面凍結もあるので、スタッドレスを
履いていて、よほど運転に慣れてない日本人
観光客にはあまりお勧め出来ません。

もちろん、そうでなくても、とにかくカーブ
に次ぐカーブ、ゆっくり走ろうとすればグング
ン追い抜かれるし、前のカーブからは対向車
がガンガンやって来ます。慎重には慎重を重
ねた安全運転を心掛けてください。

しかし、こういった事を全てクリアすれば、
自分の運転によって、台湾の奥深い自然へ出
向く事ができ、ひいては本当に自分が台湾で
生活しているような嬉しさが沸き上がってくる
事も事実です。普通の台湾旅行にちょっと飽
きてしまった方には特にお勧めです。

麺を食べさせ
る。すると便
意をもよおして
尻の穴から鉱
石がコロンと
出てくる。

日本人が経
営する金瓜石
は日本人監督
が台湾人坑夫
を引率して坑
道に入る。監
視 のためだ。
だから「金瓜
石は盗揺はな
かった」といわ

れていた。そのことを頼さんに尋ねると…‥。
思い出し笑いをしながら話しだした。
日本人監督が部下の台湾人坑夫たちを

伴って坑内に入った。
その時、坑内に空気を送るパイプを持って

いた。パイプを交換するというのである。
中に入ってパイプの中に金の入った鉱石を

入れて「よし俺についてこい」という。彼が先
頭になって坑外に出て行った。

日本人監督が引率していたので誰もとがめ
られない。

坑外でパイプの中の鉱石をだして「みんな
で九份に行こう」。九份には金の含まれた鉱
石を金（かね）に替える業者がいた。九份に
は料理屋、娼婦のいる店もあった。——金
の盗っ人の主犯は日本人だった！

少し話がずれるが、盗っ人といえばこんな
終戦余話がある。

終戦で日本が引揚げると蒋介石の軍隊が
来るまで若干の空白期間が起こった。鉱山は 

無政府状態になった。この時、裏の坑口（坑
道は何か所もあった）から夜になったらこっそ
り入って行って鉱石を盗みだした台湾人がい
た。

その1人の呉水波さんは「それは運命なん
だ。２か月位そんな時期があったんだよ。１
か月分の給料が１夜で手に入るんだ」といっ
た。
「私は いま（戦後50年以上たっている）、

民宿を経営しているんだ」という。
さて頼さんの話だ。
日本時代は６人家族だった頼さん。父は

技術者だったので 家はそれほど貧しくはな
かったというが「食事が足りなかった」という。
貧しくはなかったが腹一杯は食べられなかっ
たという意味だ。その時代に腹を満たしたの
は、ご飯の上に溶かした豚の脂をかけてその
上に醤油をかけて食べるというもの。これは
九份の鉱夫も同じだった。私は九份の食堂
でこれを作ってもらって食べた。思ったより
美味しい。昔からラーメンスープの中に脂を
入れるからかもしれないから懐かしい味（?!）
がする。どんぶり飯に豚の脂、醤油 はたし
かに「これだけで腹だけはふくらむ」。（栄養的
に偏っているのは間違いない！）。
「美味しかったよ」という笑顔の頼さん。ま

だ子どもの頃だった。子どもが、豚脂ご飯を
食べて腹を満たしていたのである。金瓜石に
いた日本人はほとんどこうした食べ物を口にし
なかった。日本時代の階級社会の現実があっ
た。

昔のそんな時代を屈託のない笑顔で話す
頼さんには映画のチラシやリーフレットのモデ
ルにもなってもらった。

原稿を書いていて、また頼さんの笑顔を見
たくなった。

金泥棒と豚の脂かけご飯の話——— 金瓜石の頼文章さん

お土産で差をつけたいなら…

文：林 雅行（映画監督）

松田義人（deco／編集者・ライター）

台湾の自然をドライブで満喫14号＋8号

険しい山を抜ける
道路だからこその弊害も

⑬

本書は台湾の国民的絵本作家、ジミー・リャオ
の最高傑作「星空」の翻訳版。幼いころ祖父母と暮
らしていた少女。その後両親の家に戻るが、うまく
いかない学校生活、愛する祖父の死、両親の不仲
に孤独感は募るばかり。そんなとき向かいの家に引っ
越してきた少年と出会い、次第に心を通わせていく。
ある日、少女は少年と一緒に、かつて祖父と暮らし
た山の上の小屋へ、幼いころに出会ったあの美しい
星空を見るために向かう事を決意する…。

大人も楽しめる「星空」は２００９年に絵本として
刊行、台湾で１１年に映画化されたが、日本では
１２年の大阪アジアン映画祭で一度上映されたきり
で、日本のファンの間でかねてより原作の邦訳が待
たれていた作品。このほど待望の刊行となった。「星
空」で描かれた主人公の少女の孤独と成長の物語
は、これまでのファンや新しく台湾に興味を持った人
だけでなく、多くの読者に共感と希望を与えてくれる
だろう。

星空 The Starry Starry Night

著：ジミー・リャオ
訳：天野健太郎
刊：株式会社トゥーヴァージンズ
本体価格：2,000円
版型：A5/ ソフトカバー/
　　　オールカラー
発売日：2017/1/21

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で2名様に同書「星空�The�Starry�
Starry�Night」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（1月中に発送予定）。
締切り：1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237号 読者プレゼント

翻訳を担当したのは、これまで数々の台湾の書
籍を日本に紹介し、「歩道橋の魔術師」（白水社）で
２０１６年本屋大賞の翻訳小説部門３位、第２回
日本翻訳対象の最終候補にも選ばれた天野健太郎
氏。一方、作者のジミー・リャオは１９５８年台北
生まれ。１９９８年に出版されたデビュー作「森の
中の秘密」「ほほえむ魚」を皮切りに、台湾のベスト
セラー絵本作家として活躍。絵を言語にみたてた斬
新な方法で、詩的で魅力あふれる作品をこれまでに
４０作程度発表しており、その多くがアメリカ、ヨー
ロッパ、日本、韓国、タイ等１０ヶ国以上の言語に
翻訳されている。また、「君のいる場所」、「君といたと
き、いないとき」、「地下鉄」（ともに小学館）の三部
作が「大人のための絵本」として２０００年代初頭に
日本でも大ブームを起こした実績も持つ。なお「君の
いる場所」と「地下鉄」はそれぞれ金城武、トニーレ
オン主演による映画化もされている。

（文：You Li Xiang）

第一回

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！

～数字編～

※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。

台湾在住20年写真家・熊谷俊之

「世界三大宗教巡礼イ
ベント」の一つと称されて
います。巡礼距離は３００
km 以上、参加人数は約
２００万 人 以 上とも言わ
れ、毎 年旧暦３月に９日
間かけて行われています。 
撮影日時：２０１４年４月１５日

大甲媽祖の巡礼

1
台湾語：ジ
中国語：イー

6
台湾語：ラッ
中国語：リョウ

2
台湾語：ヌン
中国語：アー

7
台湾語：チ
中国語：チー

3
台湾語：サー
中国語：サン

8
台湾語：ボイ
中国語：バー

4
台湾語：シ
中国語：スー

9
台湾語：ガオ
中国語：ジョウ

5
台湾語：ゴ
中国語：ウー

10
台湾語：ザッ
中国語：シー

※本年より新たに写真で台湾
を伝えるコーナー「Photo de 
TAIWAN」が始まりました。台
湾在住２０年の日本人写真家・
熊谷さんの写真を通じて、ま
だ知らない台湾を発見してみて
ください！

台中

金瓜石の頼文章さん

武嶺付近。こんなカーブの道がガンガン続きます

台湾の万能薬
「白花油甦醒凝露」
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