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※本誌は、利用者の判断・責任においてご利用ください。
　�万が一、本誌に基づく情報で不利益等の問題が生じた場合、公益財団法人日本台湾交流協会は一切の責任を負いかねますので

ご了承ください。

　公益財団法人日本台湾交流協会は外交関係のない日本と台湾との間で、非政府間の実務
関係として維持するために、1972 年に設立された法人であり、邦人保護や査証発給関連
業務を含め、日台間の人的、経済的、文化的な交流維持発展のために積極的に活動してい
ます。
　東京本部の他に台北と高雄に事務所を有し、財源も大宗を国が支え、職員の多くも国等
からの出向者が勤めています。

　2021 年 3 月「交流」特別対談に臨む谷崎泰明・日本台湾交流協会理事長（左）と謝長廷・
駐日台北経済文化代表事務所代表（右）。本対談は、2011 年 3 月に発生した東日本大震災
から 10 年を迎えるにあたり、当時台湾から頂いた多大な支援に感謝すると共に、この 10
年間の日台関係を振り返り、またこれからの日台関係の 10 年を考えるべく企画されたも
のです。対談は終始和やかな雰囲気の中で行われました。対談の内容は、本誌巻頭ページ
に掲載しています。
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東日本大震災を経て強化された日台関係

谷崎：今月で東日本大震災（以下 311）から 10
年ということで、最初にそのお話をさせていただ
きます。10 年前、台湾の方々や台湾当局から日
本に 250 億円という大変な額の義援金をいただい
たこともさることながら、医療チームや心温まる
メッセージも送っていただきました。このことに
我々は非常に感激し、また台湾という力強い隣人
がいることを知って強く励まされました。10 年
前のその思いを日本人は忘れていません。その後
も熊本で大きな地震がありましたが、その際にも
台湾の方々、そして蔡英文総統から温かいメッ
セージをいただいたのは、日本にとって大変心強
い限りでした。2011 年というのはとても悲しい
出来事の年でありましたが、日本と台湾の関係に
おいて画期的な「転機」になった年だったと思い
ます。311 以前から日本と台湾の関係は良好でし
たけれども、ここで大きく飛躍したと思います。
謝：おっしゃるとおりです。そもそも台湾と日本
は、自由や民主といった普遍的価値観を共有して
います。また古くから民間の人々の仲が良く、交
流も密接でした。特に先ほど谷崎理事長がおっ
しゃったように、災害があればお互いに助け合っ
てきました。私はこれを「善の循環」と呼んでい
ますが、これは実は20年前の台湾の921大地震（台
湾中部大地震）の時から続いている流れです。
921 大地震の際には、日本から救援隊や仮設住宅

を支援いただきました。2009 年の八八水害（2009
年台風 8 号災害）の時もそうです。こうした流れ
がある中で、なぜ 311 で台湾がこれほどまでに多
くの義援金を送ったのかというのは、台湾の人々
が日本のことを我が事のように思っていたから、
というのが大きいと思います。当時私は台湾にい
ましたが、台湾の多くの人々はテレビで 311 の被
害を知り、日本の経済等様々なものが後退するか
もしれないと思いました。そして、台湾の多くの
人と同じように、私自身も募金箱を持って街で義
援金を募りました。また、当時私は主席を代理し
て、民進党の会議と記者会見を開き、政党募金を
含め、約 8540 万台湾元（2 億 4000 万円）の義援
金を日本に送りしました。
谷崎：日本に心を寄せてくださった台湾の皆さん
に改めて感謝を申し上げたいと思います。世論調
査によると、311 以前の 2009 年には「台湾を身
近に感じる」と回答した日本人は約 56％でした 1

が、2020 年の調査では、「台湾に親しみを感じる」
と回答した日本人は 77.6％ 2 と、この 10 年間で
20％も上がっています。また、当協会の最新の調
査でも台湾の方々の 70％が日本に対して親しみ
を感じているという結果が出ています。このよう
な日台間の親近感の高さは、日台関係の基礎に
なっていると思います。

311 東日本大震災から 10年　日台関係を再考する
―日本台湾交流協会・谷崎泰明理事長×

駐日台北経済文化代表事務所・謝長廷代表　特別対談―

1 　駐日台北経済文化代表事務所による 2009 年の調査。
2 　駐日台北経済文化代表事務所による 2020 年の調査。

　2011 年 3 月の東日本大震災から今年で 10 年の節目を迎えます。当協会ではこのたび駐日台北経済
文化代表事務所・謝長廷代表をお招きし、当協会・谷崎泰明理事長とともにこの 10 年間の日台交流を
振り返るべく、特別対談を実施いたしました。
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謝：そうですね。日本を思う台湾の人々の行動を
きっかけに、日台友情への感情が深まったのだと
思います。それどころか、さらに一段階上のレベ
ルにまで上がったのではないでしょうか。その後
も高雄ガス爆発（2014 年 7 月）、台湾南部地震（2016
年 2 月）、熊本地震（2016 年 4 月）、花蓮地震（2018
年 2 月）等様々な災害や事故がありました。コロ
ナ禍も同じで、台湾と日本は相手に何かあった時、
心配で居ても立ってもいられず支援するのです。
ですから昨年 4 月に日本で医療物資の調達が困難
だった時も、台湾は日本にマスクを寄贈しました。
その時、マスクを受け取った特別支援学校の子供
たちから御礼のメッセージをもらい、改めて台湾
と日本は 1 つの家族だと実感しました。
谷崎：ありがとうございます。本年は 311 から 
10 年ということで、当協会では台湾への感謝の
気持ちを込めて「日台友情」をテーマに一連のイ
ベントを企画・実施しています。先日も台北 101
でライトアップイベントを実施し、蔡総統からも
メッセージをいただきました。ライトアップでは
市民から寄せられた「台日之情永不滅（日台の友
情は永久に変わらない）」等の友情を表すメッセー
ジを映し出しました。311 後の 10 年間の日台関
係の盛り上がりが、今日の具体的な日台友好の行
事に結びついていることは、これから先の 10 年
を考えるにあたって非常に重要なことだと思いま
す。
謝： そうですね。先ほど谷崎理事長がおっしゃっ
た約 77％の日本の方が台湾に親しみを持ってい
るというのはとても高いレベルです。日本の方々
が台湾に対して思いを寄せてくださっているの
で、たとえコロナ禍にあっても、昨年李登輝先生

が逝去された際には当事務所に 5 日間で 4000 人
以上の日本の方が弔問記帳に来ていただいたり、
また難病にかかった高雄の子供のために尽力いた
だき日本で治療を受けさせていただいたりしまし
た 3。これらの事例に多くの台湾人が感動しまし
た。他にもこういった民間交流の心温まるエピ
ソードが日本と台湾の間には沢山あると思いま
す。このような交流の流れが今後も続いていくこ
とを期待しています。
谷崎：高雄のお子さんの件、間に合って本当に良
かったです。こういった日台の互いを思い合う関
係を基礎として、様々な場所で日台交流の芽が出
てきていると思いますが、特に 311 後の大きな成
果として、地方間での国際交流が増加したという
のが挙げられると思います。これは謝代表も度々
地方に行かれているというのが大変大きな貢献に
なっていますね。
謝：そうですね、私も地方交流は非常に重視して
います。
谷崎：地方間交流発展の背景には、この 10 年間
で飛躍的に発展した日台関係が土壌としてあった
のだと思います。311 以降、日台の自治体間の地
方交流協定数は大幅に増加してきています。特に
昨年、宮城県栗原市と南投市が姉妹都市提携を結
びましたが、これは駐日台北経済文化代表事務所
が「仲人」を務めたと聞いています。今後も謝代
表に日台間の多くの「縁」を結んでいただければ
幸いです。
謝：台湾側の統計によれば、日台間では 132 件 4

の友好交流協定や姉妹都市協定が締結されており
ます。この数字は、日台間の地方自治体交流の緊
密さを表すものだと思います。宮城県栗原市と南
投市の姉妹都市協定以外にも、コロナ禍の中にお

3 　2020 年 12 月　当時日本は新型コロナウイルスの水際対
策のために新規入国が制限されていたが、難病治療のため
来日を希望した高雄の児童に対し、人道的配慮から査証の
発給を行った。台湾外交部から当協会高雄事務所に対し事
前に協議があり、迅速な査証発給手続きが可能となった。

4 　駐日台北経済文化代表事務所による統計（地方議会や自
治体の局レベルの友好交流覚書等を含む）。当協会では、
地方自治体間での協定のみを調査しているため、公表して
いる協定締結数は異なる。

21-02-248_001-特別対談.indd   221-02-248_001-特別対談.indd   2 2021/03/25   8:50:572021/03/25   8:50:57



交流　2021.3　No.960

― 3 ―

いても、高雄市鼓山区と富山県氷見市がオンライ
ンで友好交流都市協定を締結しました。今後、屏
東県と鹿児島県、並びに高雄市と京都市との友好
関係を進めていきたいと思います。
谷崎：ただ、残念ながら解決していない問題もも
ちろんあります。福島県をはじめとする 5 県産食
品の輸入規制の話です。これについて、謝代表は
科学的に問題ないことが実証されているのであれ
ば、その結果に基づいて処理すべきと言っていた
だいているというのは十分承知しています。ただ
2018 年の公民投票からもう 2 年になりますので、
ここで解禁していただければまさに 10 年に相応
しい日本に対するメッセージとなると思っていま
す。この問題については改めて宜しくお願いした
いと思います。

2020 年米大統領選を経た今後の東アジア
国際関係

谷崎：次に政治の話題をお話ししましょう。昨年
米国にバイデン政権が誕生しましたが、台湾と米
国の関係を考えますと、トランプ政権期に米台関
係というのはかなり進展したと思います。大統領
選後に台湾のオピニオンリーダーに話を聞いたと
ころ、バイデン政権後の米国が中国とどう付き合
うかというのは、トランプ政権期と比較すると若
干心配だと述べていました。民主党政権というの
はどちらかというと融和的な路線でありますし、
バイデン政権誕生後、彼らは中国との関係におい
て「競争」ではなく「競争的共存」という言葉を
使ったりしています。「共存」ということはお互
いを認め合ってやっていこうというわけですか
ら、ニュアンスがトランプ政権とは異なるもので
す。さらに戦略的忍耐が必要だとも述べているこ
とを考慮すると、バイデン政権が中国とどう付き
合っていくのかというのは確かに心配な点です。
他方で、ブリンケン国務長官はトランプ政権期と
基本的には変わらないスタンスを明確にしている

ところもあり、今後その政策を十分注視する必要
がありますが、台湾はバイデン政権をどう考えて
いるのでしょうか。ぜひ謝代表のお考えをお聞か
せいただければと思います。
謝：確かに谷崎理事長がおっしゃるように、大統
領選前の台湾には、バイデン政権になった場合に
は、対台湾・対中国政策が変わるかもしれないと
いう懸念がありました。しかし、先ほど台湾の蕭
美琴駐米代表と電話をする機会があったのです
が、話によれば基本的には米国のスタンスは変わ
らないとのことです。というのは、民主党も民主
や人権を重視しており、ウイグル族や香港の問題
等に対して、米国は中国をとても警戒しています。
もちろん気候変動や環境問題に対しては、中国と
話し合いの場を設けたり、協力したりするという
動きもありますが、安全保障戦略分野においては、
米国は中国を「最も重大な競争相手」だと言って
います。また米国は民主主義国家ですが、米国の
民意は人権問題や新型コロナに関して中国に反感
を持っています。よって、米国政府がこれまでの
政策を変更するのは難しいと思っています。
谷崎：なるほど。バイデン大統領は習近平主席と
電話会談した際、台湾に言及して、台湾を含む地
域におけるますます強圧的な中国の行動に対し、
根本的な懸念を表明していました。これは明確な
メッセージであり、米中関係の 1 つの大きな出発
点だと感じました。
謝：中国の今の戦略は現状変更です。現在の状況
は中国にとって不利であるため、まず力による現
状変更をしようとしています。南シナ海に対して
もしかりです。最近中国が台湾海峡周辺の水域や
空域で頻繁に活動していますが、これは台湾だけ
の問題ではありません。もう 1 つの視点から見れ
ば、沖縄、つまり日本や米国にも関係があります。
谷崎：その通りですね。日本と米国の関係を言え
ば、日米安全保障条約があり、両国は同盟関係で
す。ですから我々は、東アジアと近隣諸国の安全
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を保つためにはこの日米安全保障条約をより精度
の高いものにするということが大事だと考えてい
ます。それに加え、安全保障のネットワークとし
て日米豪印 4 か国による枠組み「クアッド（Quad：
Quadrilateral Security Dialogue）」があり、現在
協力が進められています。日本にとって中国との
関係も大事ですが、中国が現在の国際情勢を力に
よって変更しようとすることは、やはり抑えなけ
ればならないと考えています。
謝：先ほども申し上げたとおり、米国の政策の大
筋の方向は変更していないと考えています。もち
ろん米国はクアッドを重視していると思います。
日本も自由で開かれたインド太平洋を大変重視し
ていますから、クアッドのような枠組を歓迎して
いると思います。他方でインドは伝統的に他国と
同盟を結ばない政策をとっていますからね。
谷崎：今まで中国とインドの争いというのは国境
のヒマラヤ辺りの紛争でした。しかしここ 10 年
くらい、中国は中東やアフリカを念頭に置いて海
洋進出してきています。これはインドにとっては
大きな脅威でしょう。インド洋にあるアンダマン・
ニコバル諸島は戦略的に極めて重要な海の要所で
すが、ここは中国にとっては目の上のたんこぶの
ごとく邪魔な場所です。そこをインドは抑えてい
ますが、中国は東シナ海、南シナ海、そしてイン
ド洋と徐々に海洋影響力を強めようとしています
から、インドの危機感は以前より深刻になってい
るのは間違いないと思います。
謝：そういう見方もあります。ただインドにとっ
て伝統的な中国との衝突は陸です。インド洋や太
平洋の問題ではない。彼らが関心を持っているの
はやはり国境、陸の問題だと思います。

日台協力で進める第三国市場展開

谷崎：経済の話になりますが、第三国市場におけ
る日台企業間協力について、そもそも基本的には
日台間の経済には高い補完性があると考えていま

す。Win-Win が可能ということです。これまで
も第三国において日本と台湾がどのような協力が
できるかについては、ずいぶん議論されてきまし
た。当協会は今、日本企業がどういった分野で台
湾と協力しているのか、これから協力可能な分野
は何か等について調査をしていますが、日台では
かなり高い補完性があることから、協力の余地は
非常にあるのではないかと思っています。　
　そういう中で 2 つ例を紹介しますと、まず 1 つ
目は金属溶解に使用される「るつぼ」製造・販売
メーカーの例です。このメーカーの「るつぼ」は
非常に高品質なのですが、日本の市場だと狭すぎ
て十分に売れないのでこれをどうにか東南アジア
等外国に持っていけないかと考えていたところ、
たまたまお付き合いのあった台湾企業が、東南ア
ジアには既に自分たちの商売上の関係があるの
で、この日本企業の製品を売ることができるので
はないかと売り込み、結果成功したという話です。
これはまさに日本と台湾が互いに持っていないと
ころを補った、つまり日本企業にとっては台湾の
強みであるチャネルに乗って海外進出が可能に、
台湾企業にとっては日本の製品を扱うことで事業
が拡大した、という良い例だと思います。
　それからもう 1 つは私自身が関係したことです
が、ベトナムにいた時の話です。ベトナムの首都
は北のハノイですが、ハノイは内陸のため港があ
りません。よって、100 キロほど離れたラクフェ
ンというハイフォン港に比較的近い所に、日本が
ODA で大きな港を建設しました。ところが、航
路としては奥まったところに位置しており、日本
の船が十分に活用できず、港は作ったけれども採
算が合うかどうかという懸念もありました。そこ
でエバーグリーンに共同運営会社に出資していた
だいた。これにより台湾へ郵送する貨物も港が使
えるということになりました。謝代表もご存じの
とおり、ベトナムと台湾は実は結構関係が深いで
すよね。ベトナムに対して、台湾企業はかなり投
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資もしています。
謝：そうですね、台湾の中小企業もかなりベトナ
ムに投資しています。
谷崎：台北・ハノイ間で直行便もありますね。そ
ういうわけで、これはまさにインフラ案件を巡っ
て、日台がフォローアップして協力していると好
例だと思います。こうしたプラクティスはもっと
あるのではないかと思って調査していますが、そ
の調査を踏まえて新しい分野で日本と台湾が協力
できないかというスタディを行い、まだ台湾企業
とのビジネスをしたことがない企業を含め、より
多くの日本企業に台湾と組むことのメリットを
もっと知ってほしいと思っています。
謝：そういう例はたくさんあると思います。ただ
し、企業の秘密保持等のため、あまり広く知らさ
れていないのです。台湾の TAITRA（台湾貿易
センター）は現在、JETRO（日本貿易振興機構）
とも協力し、日本、台湾、東南アジアで説明会や
商談会を開催し、第三国市場で協力しようとして
いる台湾、日本企業間のビジネス・マッチングを
サポートしています。TAITRA は、台日第三国
市場協力のウェブサイトも設置していますので、
日本企業はオンライン登録するだけで、TAITRA
のマッチングサービスを無料で利用できるので
す。また、TAITRA では、あまり知られていな
いが世界一の技術を持っている、そうした日本の
中小企業を調査しています。私が知る限りでも若
干の成功例があります。また、補完という意味で
は、例えば台湾の人件費が日本よりも安価である
ことがあります。日本が海外で競争する際、ライ
バルはヨーロッパや中国だと思いますが、価格が
重要な要素の 1 つになるでしょう。鉄道産業を例
に挙げると、車両を製造することは台湾でもある
程度はできますが、革新技術はもちろん日本が
持っています。日本の品質が良いことは皆知って
いますが、コストの高さがネックとなっています。
そこを台湾と補完すれば、競争力が生まれるので

はないかと思います。他にも AI や IOT、生物医
療等の日本のハイテク技術が、台湾が優位性を持
つ分野と提携できたらいいと思います。また、日
本の技術、特に特許があるものを台湾に移転する
というのは、リスク分散の意味もあるのではない
かと思っています。
谷崎：それは非常に重要なポイントで、実は特許
は競争になっています。日本の中小企業は技術の
宝庫ですが、日本は十分にそれを活用できていな
い状況です。インドネシアの中華系最大財閥の 1
つにサリム・グループがありますが、2 代目の当
主はたびたび日本に来ています。来日して何をし
ているかというと、日本の中小企業を訪ねて技術
を売らないかと言っている。放っておくとすたれ
てしまう技術をインドネシアで活用しようとして
いるわけです。日本の中小企業は技術はあるのに
後継者がおらず、放っておけば何年か先には閉鎖
してしまう。宝の持ち腐れだと言えます。
謝：ほかには、台湾はグリーン電力と再生可能エ
ネルギー産業の発展を推進しています。日本は太
陽光発電や風力発電などの技術を持っています。
今後そういった分野においても日本と一層協力で
きればと思います。
谷崎：日本は 2050 年までにカーボンニュートラ
ルを達成すると表明しています。クリーンテクノ
ロジーやクリーンエネルギーも相当増やしていか
ないといけない。そこで、太陽光発電を大いに活
用する必要があると思っています。

アフターコロナの日台経済協力とは

谷崎：ところで、今回の新型コロナ対応における
台湾の防疫体制は素晴らしかったと思います。感
染コントロールの仕方や IT 技術を使ったマスク
マップなど、台湾は素晴らしい技術を持っている
と日本で改めて注目されました。したがって日本
と台湾は既存の関係のみならず新しい分野でも経
済的に協力可能な分野が多くあるのではないかと
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思っています。そのうちの 1 つが、蔡総統が双十
節のスピーチでも述べられたサプライチェーンの
再編成です。現在、世界で大変動が起きていて、
サプライチェーンの組み換えが行われているとい
うことを蔡総統は述べておられますが、本当にそ
のとおりです。半導体がたびたび話題になります
が、半導体のみならず、他の分野においても日台
の経済にとってよりリスクの少ない Win-Win に
なるサプライチェーン関係が作れるのではないか
と思います。
謝：そうですね。コロナ後のサプライチェーン再
構築について、やはり非常に重要なことは、信頼
できるサプライヤーを探すことだと思います。先
月、バイデン大統領も半導体などの 4 品目サプラ
イチェーン見直しを要求する大統領令に署名しま
した。台湾は日本や米国にとって、信頼できる責
任あるパートナーになる自信があります。ですか
ら、サプライチェーン再構築の際、台湾のことを
視野に入れていただきたいと思います。半導体に
ついては最近、茨城県つくば市で TSMC の 100%
子会社を設立することが発表されました。これに
は米国もとても注目しています。最近、台湾は海
外数か国から半導体の要請を受けており、台湾の
経済部も国内の業者との話し合いを進めており、
各国と協力していきたいという姿勢を示していま
す。
谷崎：サプライチェーンの他に、あと 2 つの分野
でも協力できるのではないかと思っています。1
つは従来型の日本のブランドを活かすというもの
です。日本の製品は価格が高いという話もありま
したが、多少高くとも、日本製品に対する信頼度
はあるため、台湾ではまだまだ競争力があるので
はないかと思います。もう 1 つはベンチャービジ
ネスの分野です。ベンチャービジネスは日本では
リスクが高いものと見なされ、なかなかファイナ
ンシングが難しかったりするわけです。他方、台
湾の経済界は中身が良ければ日本よりもベン

チャー企業とマッチングする可能性が高いのでは
ないかと思っています。日本でできない分野は台
湾との間で補完性があるのではないかと思いま
す。
謝：直近の過去 5 年間、台湾に進出する日本企業
は大体が中小企業でした。今私が注目しているの
は日本の保存食、長持ちの技術です。この技術は
おそらく台湾にはありません。例えば保存食は救
援や漁船等の場面で保存食が必要になるのです。
谷崎：その分野では日本が進んでいるのですか。
謝：はい、この技術について日本は進んでいると
思います。例えば魚肉ソーセージ等は冷蔵せずと
も 2、3 か月持ちますよね。保存食であれば 5 年
間持ちます。こうした日本の細かい技術はたくさ
んあると思います。
谷崎：最後に、台北市日本工商会は、毎年台湾の
行政院国家発展委員会に対して、政策提言と個別
要望事項の 2 つからなる白書を提出しています。
これは台湾がよりよいビジネス環境になることを
願い、作成しているものです。日本企業にとって
だけではなく、台湾が国際的により魅力的なビジ
ネス環境になることにも繋がる点があると思いま
すので、ぜひご対応いただければありがたく思い
ます。
謝：台北市日本工商会には毎年提言をいただいて
いますね。台湾政府もとても重視しています。こ
れらの提言については真摯に受け止めており、非
常に参考の価値があると考えています。台湾の国
家発展委員会は、毎年この白書を拝受した後、省
庁の枠組みを超えて個別の提言を受けての見直し
や改正を進めています。すぐに解決できない問題
もありますが、台湾の誠意を感じていただけてい
ることと信じています。

駐日代表としてのご活動・今後の目標

谷崎：次に謝代表のこれまでのご活動について伺
います。謝代表は地方間交流を大変重視し、日本
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各地を訪問しておられるとのことですが、47 都
道府県全て訪問されたのでしょうか。
謝：ほとんどの県を訪れました。この 1 年間で 1
番面白かったのは、新潟県の佐渡島です。今、台
湾の文化部は海外に点在する台湾の芸術作品の里
帰りを推進するプロジェクトを行っており、その
一環で佐渡市を訪問しました。佐渡市には台湾製
糖の社長を務めた山本悌二郎氏の胸像があるので
すが、これは日本統治時代の台湾の芸術家・黄土
水氏が制作したものなのです。佐渡島訪問の際に
は、渡辺竜五・佐渡市長にもお会いしました。胸
像は台湾に「一時里帰り」し、国立台湾美術館が
修復作業を行い、レプリカを作って収蔵し、オリ
ジナルを佐渡市に返却する予定です。また、佐渡
市内の真野公園にも山本悌二郎氏の銅像がありま
す。あの銅像はもともと台湾に設置されたもの
だったのですが、蒋介石が日本に返却したという
経緯がありました。今後これもお借りしてレプリ
カを作り、高雄橋頭糖廠に設置するよう進めてい
きたいと思います。
谷崎：そうだったのですね。
謝：他に印象に残っているのは、青森のねぶた祭
です。一昨年、台湾は初めてねぶた祭に参加しま
した。海外のランタンが出展したのは初だそうで
す。西遊記の「猪八戒」がモデルになっている「天
蓬元帥」というランタンが参加しました。
谷崎：私もかねてよりねぶた祭は行きたいと思っ
ているのですが、昨年は中止になってしまいまし
た。
謝：私は東北三大祭りは全て見に行きました。青
森ねぶた祭、仙台七夕まつり、秋田竿燈まつりで
すね。
谷崎：凄いですね。東北のお祭りは本当に迫力が
ありますね。
謝：東北三大祭りは非常に魅力あるお祭りです。
また、東京オリンピック・パラリンピックの台湾
のホストタウンになった御殿場市も面白いです。

御殿場高原「時之栖」というリゾート施設では、
一昨年台湾のランタンの職人を招いて 12 星座を
キャラクター化したランタンを作り展示しまし
た。そして、東京都杉並区高円寺の阿波踊りは
2019 年まで毎年台湾を訪問し、2019 年には台北、
新北、雲林、高雄の 4 カ所で公演していただきま
した。日台間では他にも様々なイベントやスポー
ツ等で交流が行われており、日本は本当に台湾の
良い友人だと思っています。また、今後、民間の
団体と協力し、台湾の近代化に貢献した歴史人物
に関するドキュメンタリーの制作も進めていきた
いと思います。台湾は日本と共に歩んだ歴史があ
り、その中で多くの民間交流がありました。とり
わけ、台湾の近代化においては、基隆港や高雄港
の建設、鉄道や電気の整備、公衆衛生、蓬莱米の
品種改良など、多くの分野で日本の人々の活躍や
貢献があります。これを紹介することにより、日
本の方々に台湾の歴史における日本との絆を知っ
ていただければと期待しています。
谷崎：素晴らしい取り組みですね。多くの日本人
が日本と台湾の歴史的な関わりを知ることは、よ
り強固な日台関係を築くきっかけになると思いま
す。ところで、謝代表は台湾から日本への輸出に
ついてもプロモーションされると存じますが、今
まさに話題になっているのはパイナップルです
ね。日本市場に売り込んだらいかがでしょうか。
謝：実はこの対談を行っている 3 月というのはパ
イナップルの収穫が始まったばかりの時期なので
す。旬の 4 月になってから仕入れた方がパイナッ
プルが大きく成長していて良いと思ったのです
が、日本の皆さんは大変熱心で、既にスーパーで
沢山注文してくださっています。
谷崎：日本のスーパーも必ず仕入れると思います
よ。
謝：バナナの時もやったのですが、私が提案した
のはホストタウンと友好都市の学校給食で提供す
ることです。ぜひ日本の子供たちに台湾パイナッ
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プルの美味しさを知ってほしいと思います。
谷崎：台湾の果物は本当に美味しいですね。ポン
カンも美味しかったです。
謝：ポンカンも瑞々しいですね。台湾のパイナッ
プルは糖度が高く大変甘いです。そして体にもい
いです。消化や免疫力の向上に効果があります。
谷崎：ぜひ台湾のパイナップルをますます日本に。
謝：ありがとうございます。

国際社会へのメッセージ

谷崎：最後に、謝代表の重要なお仕事の 1 つに、
日本を含む国際社会に対して台湾をアピールする
ことがあると思いますが、先ほど謝代表がおっ
しゃられた中で私が非常に大事だと思ったこと
は、台湾が「価値を共有している」ということで
す。これは日本にとっても世界にとっても大切な
ことです。そしてもう 1 つが、台湾は民主主義的
なアプローチに則って新型コロナの防疫に成功し
たということです。世界では多くの先進国が新型
コロナを未だ防ぎきれていない状況ですが、他方
で中国は結果的には抑え込みに成功したわけで
す。そして、韓国も台湾も成功しました。台湾は
権威主義体制でないにも関わらず、感染状況をコ
ントロールしたということです。民主主義体制の
中で台湾が感染拡大を極めて有効に制御したとい
うことは、民主主義という価値観に対する台湾の
多大な貢献であると思います。そしてこれはアフ
リカ等の多くの途上国にとっても大きな意味を有
しています。そもそも台湾は経済的にも市場経済
でもってこの何十年間成功してきました。そうし
た意味において、台湾というのは国際社会におい
て意味のある前例を作っていると思います。
謝：そうですね。新型コロナについては、独裁的
な体制でなくても封じ込めに成功できることを台
湾は世界に示しました。もし成功しなければ、自
由民主主義体制は駄目だと中国は大きく宣伝した
でしょう。台湾が民主的に成功できたことを通じ

て民主社会の価値を証明したいと思っています。
台湾は世界における民主主義の善良なパワーであ
り、国際社会の一員として、今後も引き続き、
WHO、ICAO、UNFCCC、CPTPP 等への参加を
積極的に推進していきたいと思っています。また、
米国や日本など理念の近い国々と協力パートナー
関係を深めていくことを望んでいます。
谷崎：今蔡総統や謝代表ももちろんですが、特に
オードリー・タン氏が日本で有名ですね。書店に
行くと、オードリー・タン氏が表紙に写った本が
山積みされています。
謝：オードリー・タン氏の存在は、台湾がいかに
自由な環境であるのかということを証明している
と思います。これも世界にアピールできる台湾の
強みの 1 つだと思います。例えば台湾では同性婚
を認めていますが、台湾では進歩的なものだと
思ったらすぐに実行します。原子力発電所の問題
もそうですね。2025 年までに脱原発と言ったの
ですが、実際には電力が足りるかという問題もあ
りますけれども、しかし皆一度決めたらそれに向
けて一生懸命にやるので、そういうことは台湾の
政治の特徴かもしれません。
谷崎：それは素晴らしいことですね。日本はなか
なかできません。
謝：日本はやっぱり慎重ですね、必ず 100％成功
するという自信がないとやらない。
谷崎：しかし、今は時間というファクターも必要
になってきましたね。まさに今の感染症との闘い
もそうです。日本もこういうところは変わってい
かないといけないかもしれません。さて、本日は
長時間にわたってありがとうございました。最後
に謝代表から「交流」の読者に対してメッセージ
をいただき、この会を終了したいと思います。
謝：台湾は信用できる責任あるパートナーです。
台湾と日本は補完関係をうまく進め、さらに発展、
Win-Win の関係を築いていくことができると信
じています。
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谷崎：全くもってそう思います。本日はありがと
うございました。

謝：こちらこそ楽しかったです。ありがとうござ
いました。

謝長廷代表谷崎泰明理事長
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　2021 年は東日本大震災から 10 年の節目の年に
あたります。当時台湾からは、250 億円を超える
義援金のほか、支援物資の供与、災害緊急援助隊
の派遣等、復興のため多大な心温まる支援を寄せ
ていただきました。
　当協会では、震災の発生から 10 年となる機会
を捉え、台湾の方々に対して改めて感謝の気持ち
を伝えるために、ささやかながらいくつかの行事
を行っていきます。

1�．当協会オリジナルの広報ロゴ・キービ
ジュアルの制作

　日台友情の精神を表した、当協会オリジナルの
広報ロゴとキービジュアルを作成しました。台湾
で行われる当協会の後援名義を付与した事業に対
して、この広報ロゴとキービジュアルを貸与しま
す。多くの人に親しんでいただき、日台の友好と
友情がより深まることを願っています。

■ロゴ

　 日 本 の 大 学 で 学 ん だ 台 湾 人 デ ザ イ ナ ー
「biaugust 両個八月」による制作。日本・JAPAN
のｊと台湾のｔを組み合わせ、「人」という字を
表しています。

■キービジュアル

　ロゴに表されている「人」の字を、キービジュ
アルに展開させました。2 人が背中合わせで腕を
絡ませる姿は、日本と台湾の人々が互いに支え合
い、信頼し合う姿を象徴しています。キービジュ
アルに描かれている人物はそれぞれ異なる年齢、
世代、性別、職業など多元的な役割を表しており、
日台間の友情の多層性と、ともに手を携え、未来
へ向かって歩んでいくという希望を表していま
す。

■ロゴ・キービジュアルの使用条件・申請等
　詳細は、以下の URL からご確認ください。
　日台友情　申請書：https://www.koryu.or.jp/
friendship/request/

2�．台北 101 ライトアップ行事（点灯式）
の実施

　日台友情シリーズの最初の取り組みとして、東
京オリンピック・パラリンピックの開幕半年前に
あたる 1 月 23 日（土）夜、台北 101 ビルと中華

公益財団法人日本台湾交流協会

日台友情
～ロゴ・キービジュアル制作、イベント実施報告～
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文化総会の協力を得て、台北 101 のライトアップ
行事（点灯式）を実施しました。本行事では、台
湾を代表するランドマークである台北 101 の外壁
に、日台の友情を表し、また東京大会にエールを
送るメッセージを映し出しました。

台北101にライトアップされる「日台友情」の文字

　また、当協会のフェイスブック上で、一般の方々
からライトアップしたいメッセージを募集し、「一
起度過難過」「台日之情永不滅」など、10 名の方
の心温まるメッセージが選ばれました。

3．記念展示及び野外イベントの開催

　文化部及び中華文化総会の協力を得て、3 月 10
日（水）から 21 日（日）まで、台北市内の「華
山 1914 文化創意産業園区」にて、記念展示を開
催しました。
　記念展示では、東北の方々からの感謝のメッ
セージ、日本の多数の漫画家による感謝色紙、震
災翌日から手書きの壁新聞で情報を伝えた「石巻
日日新聞」のパネル、写真家・長野陽一さん、野
村佐紀子さん、木寺紀雄さんによる東北の当時の
様子と現在の姿、ファッションデザイナーの高田

賢三氏が発起人となった「起き上がりこぼしプロ
ジェクト」台湾展に加わった台湾の起き上がりこ
ぼし、東北のお土産、防災グッズ、そして日台友
好コーナーとして図書や日本の文化人が愛する台
湾の小物等を紹介しました。
　3 月 13 日（土）、14 日（日）には、華山園区の
野外スペースにおいて、「日台の心　音楽会＆マー
ケット」も開催しました。東北各県のブースでは、
伝統工芸品の絵付け体験やクイズラリー、実際に
東北に届いてスタンプが押されて台湾に戻ってく
る記念葉書のポスト等、来場された台湾の方々に
東北旅行気分を満喫していただきました。

台湾の起き上がりこぼし

震災当時の東北の様子や現在の姿をおさめた写真を展示
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　また、ステージには、三味線や和太鼓等のほか、
台湾で活躍する日本人ユーチューバーの三原慧悟

さんをはじめ、日台の友好を象徴するアーティス
トに多数登壇いただきました。また、震災 5 年目
に 被 災 地 応 援 MV《 繼 續 向 前 行 Keep　On　
Going》を発表した台湾の金曲賞受賞バンドであ
る滅火器 Fire EX．が、日台の友情をテーマにし
た新曲を披露しました。

和太鼓パフォーマンス

　当協会では、引き続き日台友情に関するイベン
トを行っていきます。また、ホームページ・フェ
イスブック上では、震災当時から現在までに至る
日台友情エピソードを公開しています。こちらも
併せてご覧ください。

　日台友情トップページ：
　https://www.koryu.or.jp/friendship/
　日台友情スケジュールの確認はこちら：
　https://www.koryu.or.jp/friendship/program/

東北からスタンプが押されて台湾に戻る記念葉書ポスト

華山1914文化創意産業園区で実施した「日台の心　音楽会＆マー
ケット」会場
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　令和 2 年 11 月 3 日、日本政府は令和 2 年秋の
外国人叙勲受賞者を発表し、台湾からは、謝牧謙・
輔仁大学跨文化研究所兼任教授、台湾大学・中国
文化大学日本研究センター諮問委員が旭日中綬
章、劉耀祖・池上一郎博士文庫研究学会理事長が
旭日双光章、丘如華・社団法人台湾歴史資源経理
学会秘書長が旭日単光章を受章されました。
　これに伴い、令和 3 年 1 月 16 日に加藤英次・
当協会高雄事務所長より劉耀祖氏に対し、また 1
月 27 日、28 日に泉裕泰・当協会台北事務所代表
より謝牧謙氏・丘如華氏に対して、それぞれ勲章
が伝達されました。

【謝牧謙氏】

勲　　等：旭日中綬章
主要経歴：�輔仁大学跨文化研究所兼任教授、台湾

大学・中国文化大学日本研究センター
諮問委員

受章理由：�原子力分野における日本・台湾間の学
界・産業界の交流深化及び相互理解の
促進に寄与

主な功績：�
・�日台の第一線で活躍する「産官学」の技術者が

隔年で一堂に会す「中日工程技術研討会」にお
いて 40 年以上、日台の専門家による「原子力
安全セミナー」において 30 年以上中心的役割
を担い、原子力分野における日台間の交流の礎
を築く。

・�日本の大学と台湾の医療機関との間の緊急放射
線被ばく医療分野における協力関係構築に寄与。

・�台湾における福島原子力事故研究の第一人者と
して、福島復興の現状や放射線の本質に関する
正しい理解の浸透に努め、情報発信に尽力。

泉代表より勲記伝達

謝牧謙氏による謝辞

【劉耀祖氏】

勲　　等：旭日双光章
主要経歴：池上一郎博士文庫研究学会理事長

令和 2年秋の外国人叙勲
台湾人受賞者（3名）に対する勲章伝達式の実施について
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受章理由：�台湾における対日理解の促進及び友好
親善に寄与

主な功績：
・�歴史的建築物である池上文庫の管理・運営、同

文庫を活用した日台交流関連事業、屏東県の大
学・高等学校に対する日本語学習支援、台湾に
おける邦人子女に対する支援に長年寄与。

加藤所長より勲記伝達

劉耀祖氏による謝辞

【丘如華氏】

勲　　等：旭日単光章
主要経歴：社団法人台湾歴史資源経理学会秘書長
受章理由：�台湾における対日理解の促進及び友好

親善に寄与
主な功績：
・�台湾各地にある日本統治時代の史跡保存及び活

用に尽力。住民、民間団体、行政機関と幅広く
連携し、保存された歴史的資産を通して、台湾
における日本の歴史・文化に対する理解の促進
に貢献。

・�台湾各地の住民、研究者、行政関係者とともに
訪日し、日本の歴史資源の保存に関する経験や
プロセスに対する理解を深めさせる等日台双方
の各階層の交流をつなぐパイプ役として大きな
役割を担う。

・地方創生に関わる日台間の交流・友好関係を促進。

泉代表より勲記伝達

丘如華氏による謝辞
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受章所感～恩を忘れず、報いは求めず

� 輔仁大学跨文化研究所兼任教授
台湾大学・中国文化大学日本研究センター諮問委員
� 謝牧謙氏

　この度は、令和 2 年秋の叙勲「旭日中綬章」の
賞を賜り、身に余る光栄です。これも、ひとえに
皆様方のご指導とご鞭撻の賜と深く感謝いたして
おります。受賞の理由は「原子力分野における日
本、台湾間の学会、産業界の交流深化及び相互理
解の促進に寄与」です。
　過去を顧みますと、1962 年 4 月は私の人生の初
船出であり、日本向けバナナ輸出専用船「僑果輪」
で神戸に降り立ち、日本の土を初めて踏み，甚く
感激しました。翌日仙台に向い、十年に及ぶ東北
大学の学究生活がスタートしました。在学中は、
ロータリ米山奨学金のお陰で、順調に学業を修め
ることが出来ました。今は亡き恩師である岡部泰
二郎先生の教学理念、即ち、孔子の啓発教育「子曰：
不憤不啓、不悱不発、挙一隅、不以三隅反、則不
復也」（注 1）は、私の思考に大きな影響を与えました。
　1971 年に帰国、核能研究所に奉職し、原子力
研究に従事しながら、中正理工学院、成功大学、
清華大学、中原理工大学などで教鞭をとり、同時
に、日台間の原子力交流につとめ、ほぼ毎年、日
本の「原子力産業年次大会」に参加したほか、「日
台原子力安全会議」「中日工程技術研討会」の企
画に携わり、原子力分野の人脈を築き上げました。
2002 年に核能研をリタイヤしましたが、その後
も核能科技協進会の執行長を務め、日台間の交流
を継続しながら、台湾大学、輔仁大学、政治大学
で教職を兼務しました。この間、交流の成果が認
められ、中華核能学会最高の賞となる「朱寶熙記
念賞」、日本機械学会の「功績賞」など、数々の
賞を受賞する事ができました。

　2011 年中華民国建国百周年を迎え、原子力界
の記念行事として「台日原子力交流回顧と展望」
特集を編集しました。2017 年台湾大学在職時、
石門�環氏と「福島事故後、台日エネルギー政策
の変換と原子力協力」を共著。また台日両国の原
子力分野の交流に尽力し、双方の原子力発電所の
運転管理及び安全運転の向上に役立ち、特に台湾
の原子力安全技術のレベルアップに貢献したと自
負しています。311 事故後も交流を推し進め、日
本の原子力安全性の理解促進と風評被害の払拭に
努め、さらに廃炉措置と廃棄物処分など台日共通
の問題について、今後も積極的に対応していきた
いと考えています。
　私が台日交流に永年尽くした理念は「先駆者の
道筋を辿り、今後のあるべき姿を描き、未来を開
拓する」事であります。また仙台で過ごした 10
年間に自然の美と人間の叡智に接し得たことは、
私にとってまことに幸いでした。リタイヤ後の第
二の人生は奉仕の人生を送り、「恩を忘れず、報
いは求めず」のモット―を堅持し、築いた友情の
絆を大切に、今後とも日台友好の懸け橋として微
力を尽く所存です。一層のご理解とご支援をお願
い申し上げます。
　この受賞にあたり , 多大なご支援を頂いた泉裕
泰代表、日本台湾交流協会の皆様に感謝いたしま
す。また今は亡くなられた下記の諸先生方にご協
力ご指導を賜り、深く敬意と謝意を表します。

東京大学名誉教授　三島良績
原子力産業会議副理事長　森一久
国際原子力機関　IAEA-ISOE�元議長��水町　渉���
衆議院議員　後藤�茂

注 1：「憤せざれば啓せず、悱せざれば発せず、一隅を挙げて、
三隅を以て反さざれば、則ち復せざるなり」。　即ち「一
隅を教え、自ら三隅を研究するようでなくては、二度と繰
り返し教える必要はない」という孔子の啓発教育の精神。
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旭日双光章受章に寄せて

池上一郎博士文庫研究学会理事長　劉耀祖氏

　2021 年 1 月 16 日、晴れ。この日は池上一郎博
士文庫創立 20 周年と叙勲というめでたい日であ
りました。この旭日の二光が日台を照らし、友好、
平和、繁栄をもたらすものと心強く念じています。
　では叙勲の原点となる池上一郎博士文庫とは何
か。それは池上一郎先生を記念して設立した「亜
細亜最南端の日文図書館」です。竹田郷は屏東平
野に位置する小さな村で、屏東市から普通列車で
30 分かかります。竹田郷周辺は檳榔やバナナの
畑が広がり、大王椰子が繁茂するのどかな熱帯農
村地帯です。日本風の木造駅舎も 100 年の歳月を
迎えました。
　池上先生は 1911 年 1 月 16 日東京生まれ。東京
府立一中、第一高等学校、東京帝国大学医学部を
卒業しました。戦中、軍医に召集され、少佐任官
の広島勤務が決定。新妻と一緒に転任地に赴きま
したが、先任者の居残り運動により、先生は南方
派遣が決まり、借りた新居を返すことになりまし
た。そして、輸送船団に乗ってたどり着いたのは
屏東の竹田郷です。竹田郷の第一九七一三部隊の
野戦病院長として渡台しました。部隊の主任務は
防疫給水で、救急車や大型手術設備はないものの、
ただちに内外科医を 13 人組織して、文民に懇切
な医療を施しました。医薬品、医療機材の乏しい
中、マラリアにはキニーネやアテブリンを用いま
した。竹田郷も大空襲に遭い、6 名の死者と少な
からず負傷者が出ましたが、全てこの病院で対応
しました。今の「国境なき医師団」に勝るとも劣
らない医師です。医療は終戦・引揚げまで続きま
した。
　引揚げ後、池上先生は東京で開業医となりまし
た。私が最後に訪問した時、文庫設立の話をした

ら「設立には賛成ですが、私は当たり前のことを
当たり前にやったにすぎないから、名前は出さな
くて良い」というご意見でしたが、私は「先生の
当たり前は普通の当たり前ではないから」といっ
て納得していただき、池上先生 90 歳の誕生日、
2001 年 1 月 16 日に文庫が設立され、今年で 20
周年を迎えます。池上先生は設立された文庫の映
像をご覧になり、相当満足な声をあげられたとの
こと。その 3 ヶ月後にご他界し、私と頼耀熙・竹
田郷郷長（当時）が東京まで焼香に参りました。
　文庫運営にあたっては、20 年間、最大の力を
出してくださった館長の曽貴珍女士、並びに日台
双方のボランティアたち、設立当初の頼郷長、日
本台湾交流協会には、喜田修所長から加藤英次所
長まで、歴代所長にはお世話になりました。感謝
の至りです。
　目下、文庫の蔵書は 2 万冊弱、永久保存書とし
て①絶版書②アルピニストの野口健さんが署名し
て贈ってくださった書籍③蘇啟誠・台北駐日経済
文化代表処那覇分処処長（当時）が台北駐大阪経
済文化弁事処処長に栄転する際、贈ってくださっ
た蔵書があります。蘇処長が大阪で台風被害のデ
マのバッシングによりご自害されたことは残念な
ことでありました。　
　文庫は 10 年前、台湾省政府から私立 4 大優良
文庫として台中の省政府賞が贈与されるというこ
とでしたが、自分達にはその資格はないとして公
文書で断りました。
　このたびの叙勲にあたって、各方面から祝電や
祝報を受け取りました。台湾の外交部長、日本の
衆参両院議員たち、そして東京西ロータリークラ
ブ米山奨学会などたくさんの日台の方々から祝電
をもらいました。この場を借りて厚く御礼申し上
げます。
　文庫にはこれまで、日本の修学旅行生や僧侶の
団体、一般の観光団体なども訪問しており、皆様、
戦前の話を聞いて喜んでお帰りになります。コロ
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ナが収束したら、また再開できるでしょう。
　余談になりますが、文庫前には日本屏東会の看
板があります。これは昔、屏東にいた日本人が帰
国して組織した会です。戦時中、卒業式ができな
かったことから、私は親戚の劉校長に卒業式をや
ろうと提案して、実現しました。学生が祝辞を読
み、東京大学医学部教授が答辞を読み、「蛍の光」
と「仰げば尊し」を歌って、みな涙しました。卒
業式参加証明書をもらって家宝にしたとの話が地
方新聞でも報じられました。私は彼らに食事の招
待とＴシャツと看板を作って差し上げました。
　文庫に関わりのある人は、人生の最後に文庫を
訪れます。文庫は非常に不思議な場所で、数年前
にボランティアの会計が辞めると言って、辞めた
後数週間で亡くなりました。もう 1 人は理事を辞
めると言って、やはり辞めた後 1 週間で亡くなり
ました。文庫の理事と幹事は法的にも財的にも義
務はありませんので、最近では亡くなるまで名前
を置き、文庫は長寿のシンボルにもなっています。
最近は 93 歳と 96 歳の理事が亡くなりました。　
　いろいろな思い出がありますが、これからも
もっと有意義なことをやっていきたいです。コロ
ナが収束したら、文庫の中にある零戦を台南の飛
虎将軍廟に贈呈するセレモニーをやりたいと思っ
ています。これからも日台の交流を深めていきた
いと思います。訪問するお客様は、池上文庫か日
本の住安克人・理事にご連絡ください。

旭日単光章を受賞して

� 社団法人台湾歴史資源経理学会秘書長
� 丘如華氏

　1986 年、言論の自由や集会デモが制限されて
いた時代に、「楽山文教基金会」が成立しました。
私が執行長に就任して間もなく、すなわち戒厳令

が解除された一ヶ月後に「我愛迪化街」保存運動
を展開し、文化資産保存とふるさと保全教育に注
目した、台湾で数少ない NGO 組織となりました。
当時まだ民間に開かれていない社会的気風の中、
公衆に関わるテーマに積極的に参画してきまし
た。この社会運動の過程において、実は私もどの
ように進めていくべきなのか迷い、長年にわたっ
て国際的な学習と協力を積極的に求め続けまし
た。その結果、1991 年にはマレーシアのペナン
で 開 催 さ れ た 国 際 連 合 地 域 開 発 セ ン タ ー

（UNCRD）のシンポジウムに参加し、西村幸夫
教授と知り合いました。西村教授は、地域住民主
導で町並み保存に取り組む「全国町並み保存連盟」
を紹介してくださり、1992 年には、私は九州吉
井町（※現・福岡県うきは市）で開催された第
15 回町並み大会に参加しました。これも私と日
本各地域との長年にわたる友好のきっかけになり
ました。
　私は大会開催中、日本の民間が自発的に取り組
んできた保存の経験を多く学び、日本の町並み保
存のキーパーソンとも出会うことができました。
第 15 回大会以降 30 年近くにわたり、ほぼ毎年台
湾の行政機関、地方の文化関係者、教授、研究者
に呼びかけ、一緒に町並み大会に参加すると同時
に、台湾の経験を日本の仲間たちと分かち合うこ
とにも尽力してきました。唯一残念だったのは、
台湾では文化や法源の違いにより、町並み保存と
都市計画を結びつけて、町並み保存を推進するこ
とができなかったことでした。
　2000 年には日本台湾交流協会の日台歴史研究
者交流事業により訪日し、《空間と地方発展の結
合》に関する研究を行いました。日本の辺境にあ
る集落を訪れ、フィールドワークや、現地住民と
のコミュニューケーションにより、どのように文
化資産の保存・再生を推進するかについて学び、
さらに、松居秀子氏や東京大学の教員学生ととも
に鞆の浦の文化保存運動にも参加しました。
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　2004 年 6 月には、文化保存に関心を持つ多く
の仲間たちとともに、「台湾歴史資源経理学会」
を設立しました。引き続き台湾の歴史文化と環境
に注目しながら、今日まで国際的な取組みへの参
加や多方面の関係構築を通じて、歴史資源や空間
環境の永続的な運用管理の促進に取り組んできま
した。長年にわたる日本の地方との交流を通して、
文化保存と地域再建に関する経験についても学び
ました。小林郁雄先生、八木雅夫先生が台湾の
921 大地震被災後の空間・文化復興を支援したこ
とにより、楽山文教基金会は学者や立法委員等を
結集し、「921 文化資産重建行動連盟」を結成し、

「集集駅」を保存しました。さらに、「文化立法連
盟」等に所属する立法委員が団結し、「文化資産法」
の改正を推進しました。その後、スマトラ沖大地
震や東日本大震災後には、台湾歴史資源経理学会
も各地の文化資産の被災後の影響に注目し続け、
関係団体と協力して行動計画を遂行してきまし
た。
　2012 年、再び日本台湾交流協会のフェローシッ
プ事業の支援を受け、地域活性化・資源再生、芸
術で空間を作り替えていく事例や手法を理解する
ために、《歴史、文化、環境が共存する大型文化
イベント－「越後妻有大地芸術祭」と「瀬戸内国
際芸術祭」を例として》をテーマについて研究し
ました。北川富朗氏や福武総一郎氏と知り合い、
芸術祭の背後にある中心的な考え方を学ぶことが
できました。2013 年からは総監督者として台湾
の芸術チームを連れて、「福武ハウス－アジア・
アート・プラットフォーム」に参加しました。
2014 年には小豆島福田地区で長年遊休資産と
なっていた旧郵便局を、地域住民が 1960 年代の
記憶を呼び戻すコミュニティー文化センターとし
て蘇らせ、リフォーム後の郵便局は「きょく」ま
たは「台湾館」と呼ばれるようになりました。
　2014 年以降、毎年青年有志で結成された「小
牛隊」とともに、少子高齢化が進む瀬戸内海の地

域をアートで装飾し、地元のお祭りを一緒に開催
する等を通して、現地との絆が生まれ、間接的に
現地共同体の団結力が引き出されました。また、
越後妻有大地芸術祭、瀬戸内国際芸術祭に重ねて
招待いただき、開幕式で台湾の経験をシェアしま
した。日本台湾交流協会が研究機会を提供してく
ださったことにより、日台の深い交流のきっかけ
が生み出され、台湾各地方の芸術祭開催の可能性
が示されました。
　長年にわたり、日本の仲間たちを台湾に招き、
日本の地方や学界との交流経験を講演していただ
いたり、日台双方の共同研究をマッチングさせた
り、日台社区協定・友好関係の成立を助けたり等、
さまざまな分野・方法によって取り組んできまし
た。日本台湾交流協会の長きにわたる御支援、並
びに全国町並み保存連盟と 76 の団体会員との親
密な交流が民間の力の重要性を私に教えてくだ
さったことに感謝しています。北海道から沖縄県
竹富島までの多くの仲間も、文化資産保存の困難
な道程において、私に力を与え、私の人生を豊か
なものとしてくださりました。
　2017 年には全国町並み保存連盟から峯山富美
賞を受章し、2020 年秋には日本政府より「旭日
単光章」が授与され、一人の楽観主義者として、
日台双方の地方交流と友好関係が引き続き広がっ
ていくことを信じ、この栄誉に感謝申し上げます。
この栄誉は、長年私と関わってくださった日本及
び台湾のパートナーたちのものでもあります。あ
りがとうございました。

（丘如華氏コメント原文は中国語。台北事務所に
て日本語訳。）
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はじめに

　台湾は「アジアにおける民主主義の灯台」であ
る。英国のエコノミスト・インテリジェンス・ユ
ニット（EIU）は先頃発表した調査報告の中で、
台 湾 を こ の よ う に 評 し た（The Economist 
Intelligence Unit 2021, p.32）1。台湾の民主化は「第
三の波」（Huntington 1990）と呼ばれる民主化の
世界的な潮流の中で起こった。そして、台湾では
すでに民主主義が十分に定着している。民主主義
体制が誕生して四半世紀が過ぎ、この間に 3 回の
政権交代が実現している。ここでの民主主義体制
とは、統治者が自由かつ公正で、競争的な選挙を
通じて選ばれる政治体制と捉えておきたい。民主
主義体制ではない政治体制は権威主義体制と呼ば
れている（Franz 2018, pp.6-7）。いわゆる独裁体
制のことである。
　その権威主義がいま勢いづいている。V-Dem

（Varieties of Democracy）研究所の最新の調査報
告によると、世界ではついに権威主義の国・地域
の数が民主主義のそれを上回り、多数派を占める
ようになった。同研究所は「独裁化（autocratization）
の第三の波が加速し、深化している」と警鐘を鳴
らしている（V-Dem Institute 2020, pp.6-9）2。そう
した勢いを増す権威主義を象徴する存在といえる
が中国である。中国は民主化の「第三の波」とい

う「荒波」を乗り越え、共産党による一党支配を
維持した。グローバル大国化した中国では、共産
党の一党独裁が強化されているように見える。
　中国があらゆる分野で影響力を高めていること
は周知の事実である。そうした中、国際社会で注
目されているのが、中国のインフルエンス・オペ
レーションである。それはこれまでも台湾や香港
に向けて行われてきたが、最近ではインド太平洋
諸国でも類似した状況が見られる（Fong, Wu, 
and Nathan 2021）。また、中国やロシアといっ
た権威主義国家は、民主主義の開放性を巧みに利
用しながら、民主主義国家に対して自らの影響力
を拡大させているという指摘もある。いわゆる
フェイクニュースを使った世論操作など、権威主
義国家の「シャープパワー」は、民主主義国家に
とって脅威であるとされている（Walker and 
Ludwig, 2017）。
　台湾の民主主義もそうした脅威と決して無縁で
はない。昨年（2020 年）の総統・立法委員選挙（以
下、総統選挙と一括表記）では、中国によるディ
スインフォメーション・キャンペーンが台湾内外
の関心を集めた。選挙期間からその後の新型コロ
ナウイルスの感染拡大期に、大量のディスイン
フォメーション（偽情報）が台湾社会に広がった
との調査報告もある。本稿では、そうした報告の
内容を紹介し、考察を加えながら、ディスインフォ
メーションの脅威と向き合う台湾の民主主義につ
いて、その現状を概観してみたい。

ディスインフォメーション・キャンペーン

　欧州連合（EU）の欧州委員会は、昨年末にま
とめた「欧州民主主義行動計画」の中で「特にロ
シアと中国が EU でインフルエンス・オペレー

台湾の民主主義とディスインフォメーション

1 　167 ヵ国・地域を対象に民主主義のレベルを評価した民
主主義指数のランキングで、台湾は世界全体で前年の 31
位から 11 位に上昇、東アジアではトップとなった（The 
Economist Intelligence Unit 2021, pp.28-32）。

2 　「独裁化」は表現、結社、報道の自由や公正な選挙など
自由民主主義を構成する諸条件の悪化を意味し、民主主義
体制の下でも権威主義体制の下でも起こりうるものである

（Lührmann and Lindberg 2019）。

松本充豊（京都女子大学現代社会学部教授）
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ションとディスインフォメーション・キャンペー
ンを展開している」と指摘し、「民主的な議論を
損なわせ、社会を分極化させようとしている」と
批 判 し て い る（European Commission 2020, 
p.19）。
　インフルエンス・オペレーションという言葉に
は明確な定義があるわけではない。さしあたり外
交、軍事、経済などあらゆる道具を使って、相手
の考え方や態度を変えさせようとする活動を指
す、かなり幅広い概念である。中でも最近の新た
な事態といえるのが、情報操作によるディスイン
フォメーション・キャンペーンである。
　ディスインフォメーション（disinformation）
とは、相手を傷つけるために意図的に拡散される
偽りの情報のことである。悪意のないまま拡散さ
れる偽りの情報であるミスインフォメーション

（misinformation）や、悪意をもって意図的に拡
散される真の情報であるマルインフォメーション

（mal-information）とは区別されている（UNESCO 
2017）。台湾ではそれぞれ「不實訊息」、「錯誤訊息」、

「惡意訊息」という言葉が当てられている。似た
ような言葉にフェイクニュース（fake news：「假
新聞」）がある。本稿では、このディスインフォメー
ションという意味合いで「偽情報」という表現も
使うことにする。
　要するに、ディスインフォメーション・キャン
ペーンとは、ある国が別の国に対して、主に情報
を使って相手国の政治や経済に影響を与えようと
する行動のことである。そこには、情報を操り、
誤解を生むような不正確な情報をばらまくなどし
て、相手国の社会に疑念や不信の種をまき、世論
の分裂や対立を引き起こし、その国の政治や社会
を不安定化させる狙いがある。

偽情報の拡散と台湾

　台湾では、2018 年の統一地方選挙で多くの偽
情報が拡散され、中国の関与が疑われる事例も相

次いだ。それが台湾社会でも偽情報や中国による
選挙介入への関心が高まるきっかけとなった。
　2020 年の総統選挙では、中国のディスインフォ
メーション・キャンペーンに注目が集まった。台
湾 民 主 実 験 室 の 調 査 報 告（Doublethink Lab 
2020）によると、選挙期間にとどまらずその後の
新型コロナウイルス感染拡大の最中にも、大量の
偽情報が拡散されていた。そして、台湾に偽情報
を拡散させたアクターは中台双方に無数に存在し
ていた。政治的な意図をもって偽情報を製造し、
流通させようとした存在に加えて、金銭的な利益
を目当てに偽情報の拡散に関与したアクターが相
当数存在していたという。
　同報告は、偽情報の内容を分析して「民主主義
はだめだ」といった民主主義を否定する言説が大
部分を占めていたことを明らかにしている。そし
て、中国の狙いは選挙介入にとどまらず、その統
治モデルと価値を宣伝することにあると指摘して
いる。報告によると、選挙期間中から新型コロナ
ウイルスの感染拡大期にかけて、選挙の公正性、
選挙管理機関の中立性や信頼性に疑念を抱かせ
る、あるいは新型コロナ対策での政府の統治能力
を攻撃する陰謀論やうわさが拡散されていたとい
う。「民主主義はだめだ」という言説の行間には、

「中国の統治モデルこそが効率的なのだ」、「中国
のモデルは西洋型の民主主義よりも優れている」
という意が込められていると指摘している。
　また、中国によるディスインフォメーション・
キャンペーンには、「代理人」が積極的に関与し
ているとされる。中国が仕掛けた攻撃であっても、
多数の外国のアクターが介在して攻撃強度を増幅
させている。そして、この代理人が共産党と現地
アクターをつないでいるという。現地アクターと
は、金銭的な利益を目当てに偽情報の作成、拡散
を請け負っている台湾在住のライバーやユー
チューバーなどのことである。代理人を介して現
地アクターへの利益誘導が行われている可能性が
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指摘されている。台湾民主実験室はこうしたモデ
ルを「協力者」モデルと呼んでいる（Doublethink 
Lab 2020, 劉・馬 2020）。
　同実験室執行長の沈伯洋は、このモデルが台湾
に最も大きな影響を与える可能性があり、脅威で
あると指摘している。なぜなら、偽情報を作成す
る者も、拡散する者も台湾に存在しているため、
そのターゲットに応じて偽情報をより的確に作成
し、拡散できるからである。さらに、ターゲット
をより小規模なグループに分けることで、偽情報
が生み出す社会的効果を最大限に発揮させること
が可能になるとしている（劉・馬 2020）。そうし
た環境が作り出されたなら、いわゆるエコーチェ
ンバー（echo chamber）現象 3 が起こりやすく
なり、政治的な分極化が進むことが懸念されると
いうことであろう。

政治的分極化は助長されたか

　ソーシャルメディアの利用拡大は社会を分極化
させ、政治的な対立を激化させる傾向があるとい
われている。政治的分極化とは、例えば米国を例
に取るなら、世論が保守とリベラルという二つの
イデオロギーで大きく分かれていく現象を意味す
る。保守層とリベラル層の立ち位置が離れていく
だけでなく、それぞれの層内での結束が次第に強
くなっていくことも、この現象の特徴とされる。
政党支持でいえば、保守層はますます共和党支持
になり、リベラル層は民主党支持でさらに結束し
ていく状況が生み出されていくことになる（前嶋 

2019、15-17 頁）。
　ソーシャルメディアは台湾の人々の日々の生活
に不可欠なものとなっている。そして、台湾の政
治にも国家アイデンティティをめぐるイデオロ
ギー対立が存在している。台湾のリーダーを決め
る総統選挙は藍緑二大陣営の対決となる。また、
テレビや新聞など伝統メディアも党派色が強い。
台湾でもソーシャルメディアの利用拡大が政治的
分極化に影響を及ぼしているのだろうか。この問
題を考えるための手掛かりを与えてくれるのが、
呉親恩・朱雲漢らの研究（Wu, Chu and Taiwan 
Foundation for Democracy 2020）である。彼ら
は 2019 年に発表されたアジアン・バロメーター
第 5 波調査のデータを利用して、台湾における
ソーシャルメディアの利用と政治的分極化の関係
を考察している。
　彼らの研究によると、台湾ではインターネット
の利用頻度が高い人たちほどより穏健な考えを持
つ傾向があることが明らかになった。現政権の実
績、民主主義の機能、そして民主主義の質に関す
る評価のいずれを取ってみても、同様の結果が示
されている。また、ソーシャルメディアの利用が
伝統メディアほど人々の政治的意見を二極化させ
ていないことも分かった。要するに、ソーシャル
メディアは政治的分極化を助長し、政治的対立を
激化させる傾向があるという議論は、台湾には該
当しないことが示されたことになる（Wu, Chu 
and Taiwan Foundation for Democracy 2020, 
pp.84-89）。
　この研究ではその理由を、社会的亀裂の特性を
含めた台湾固有の社会のあり方に求めている。台
湾における主な社会的亀裂は国家アイデンティ
ティをめぐるものであり、階層や人種をベースに
したものではない。台湾社会には異なる国家アイ
デンティティを持った人たちが混在している。彼
らは同じ地域に暮らしていたり、職場を共にして
いたり、さらには同じクラブに通っていたりする

３ 　エコーチェンバー現象とは、音響室で自分の声が反響
（エコー）して跳ね返ってくるかのように、オンライン上
の閉じられた空間の中で同じような意見ばかりに囲まれて
いると、特定の意見や思想が増幅されて影響力を持つよう
になる現象を指す。ソーシャルメディアを使っていると、
自分と考えと合うような友人の意見にばかり触れることが
多くなり、逆に違う意見に触れることが少なくなる結果、
このエコーチェンバー現象が起きて政治的な分極化が進む
とする見方がある（津島・宮地 2019、298 頁）。
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かもしれない。子どもたちを同じ学校に通わせて
いることで、ソーシャルメディアで友達になるこ
ともある。こうして、個人的なネットワークが仲
間はもちろん、遠くにいる親戚や友人なども包摂
しているため、ソーシャルメディアの利用者は異
なった政治的意見に触れることになるのだとい
う。
　階層や人種によって社会生活が分断され隔離さ
れた社会では、ソーシャルメディアを通じて対立
する側の人たちとつながったり、異なる政治的意
見に触れたりすることなどほとんどないかもしれ
ない。しかし、台湾の社会はそうではない。また、
ソーシャルメディアでつながる友人が政治的に同
質的ではないことが、利用者がフェイスブックや
LINE で相手の感情を刺激するような言葉遣いを
控える一因にもなっているという。いずれにせよ、
台湾のソーシャルメディアネットワークの特徴
が、ソーシャルメディアの利用に伴うネガティブ
な効果を抑えていることになる。情報の多様性が
分極化のレベルを引き下げることにつながってい
る（Wu, Chu and Taiwan Foundation for 
Democracy 2020, pp.89-90）。

民主主義への信頼と台湾の民主主義への

自信

　呉や朱らの研究から得られる知見は、偽情報は
現政権の実績や民主主義に対する台湾住民の認知
に大きく影響するものではない、ということであ
る（Wu, Chu and Taiwan Foundation for 
Democracy 2020, p.91）。2020 年総統選挙さらに
はその後のコロナ禍の下での状況からは、この知
見の妥当性が示されたように思われる。
　台湾住民は総統選挙前から、偽情報が台湾の民
主主義にとって脅威であるとの認識を強めてい
た。2019 年 7 月に台湾民主基金会が発表した世
論調査では、「偽情報は台湾の民主政治の発展に
危害を加えるか」との質問に、68.7％が「大いに

危害を加える」、28.5％が「少しは危害を加える」
と答えている（臺灣民主基金會 2019）。そして、
総統選挙では「台湾の主権と民主主義を守る」と
訴えた蔡英文が再選を果たし、その後は民主的な
制度の下で新型コロナウイルスの感染拡大を押え
込むことに成功した。
　こうしたプロセスをとおして、台湾では民主主
義、そして台湾の民主主義に対する住民の意識が
大きく変化していた。台湾民主基金会が 2020 年
10 月に発表した世論調査の結果によると、「民主
主義体制には問題もあるが最良の政治制度であ
る」との質問に、「同意する」との回答が前年の
72.9% から 6.8 ポイント増加して 79.7% となった。
一方、「同意しない」という回答は前年の 12.7％
から 9.2％に減少した。次に、「台湾の民主主義の
あり方」については、「満足している」との回答
が前年の 39.4% から 25 ポイントも大幅に増加し
て 64.4% に、「満足していない」との回答は前年
の 52.5% から 28.5% にまで落ち込んだ。この質問
項目で「満足している」との回答が「満足してい
ない」との回答を上回ったのは、2014 年の調査
開 始 以 来、 初 め て の こ と で あ る（Taiwan 
Foundation for Democracy 2020）。
　以上の調査結果からは、台湾住民が民主主義体
制、特に台湾の民主主義への信頼を強め、自信を
深めていった様子がうかがえる。こうした状況に
ある人たちが、「民主主義なんかだめだよ、権威
主義のほうがいいんだよ」と囁かれたところで、
自分たちの考えや態度を大きく変えるとは考えに
くい。別の世論調査からは、そのことがはっきり
と示されている。中央研究院社会学研究所の「中
国效應小組」が 2020 年に行った世論調査では、

「『どんな状況であっても、民主政治は最良の政治
制度である』、『ある種の状況においては、独裁政
治のほうが民主政治よりも良い』、どちらに同意
するか」との質問に、過去最高となる 71% の回
答者が前者を選択している（臺灣民主基金會 
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2020）。
　つまり、台湾は民主主義をめぐり世論が割れて
いる状況にはなかったのである。民主主義に対す
る評価はかなり高い水準にあった。「民主主義か、
権威主義か」あるいは「民主政治か、独裁政治か」
という問題が、台湾社会を分断する争点になりう
る余地はなかったといえるだろう。だからこそ、
民主主義を否定する狙いを込めた偽情報が拡散さ
れても、それが社会を分極化させる効果を持つこ
とはなかったのだと考えられる。そうした偽情報
はむしろ逆効果で、台湾の民主主義の下に人々を
結集させ、さらに団結させることにつながったか
もしれない。偽情報は現政権の実績や民主主義に
対する台湾住民の認知に大きく影響するものでは
ないとの知見が妥当性を持ち得たのも、そのため
ではなかろうか。

おわりに

　偽情報（ディスインフォメーション）は民主主
義にとって大きな脅威とされている。昨年の総統
選挙からその直後の新型コロナウイルス感染拡大
期において、台湾の民主主義はその脅威を乗り越
えることにまずは成功したといえるだろう。偽情
報をめぐっては、それを感染症になぞらえる見方
がある。知らず知らずのうちに自分がその被害に
あい、また誰かに被害を及ぼしてしまうかもしれ
ないためである。感染症をひとつ克服すれば、次
なる感染症への備えが求められる。台湾では来秋
に統一地方選挙が予定されている。台湾の民主主
義もまた次なる脅威、すなわち新たなディスイン
フォメーション・キャンペーンに対する備えが必
要となる。
　民主主義国家だからといって、たとえ権威主義
国家のディスインフォメーション・キャンペーン
に直面しても、権威主義国家と同じような手段で
それに対抗することはない、という保証はない。
ナイ（Nye 2018）は、民主主義国家はそんな衝

動に駆られてはいけないと注意を促している。な
ぜなら、そうした行為は民主主義国家がもつ本当
の強み、すなわち自由、公正、開放性といったソ
フトパワーを自ら手放す行為にほかならないから
である（Nye 2018）。民主主義国家はその瞬間に

「独裁化」に足を踏み入れることになる。
　台湾の民主主義はそうした過ちを犯すことな
く、権威主義の脅威と向き合ってきたように見え
る。言論の自由や人権が保障された民主社会の開
放性を損なうことなく、偽情報に対する「免疫力」
を身につけてきた。台湾の経験はここでも民主主
義国家にとって大きな教訓となるであろう。「独
裁化の第三の波」が一段と広がりを見せる現代に
あって、台湾の民主主義はまさに光を放っている。
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1．台北マラソンの発展と進化

　毎年 12 月に開催される台北マラソンは、1986
年から開催されている台湾で最も歴史が長い大会
である。台北市政府の広報記事で「今年で第 24
回目となる台北マラソン」という論述があったが、
他にこの呼称が使用されているのは見当たらな
い。背景には、過去に中断期間やコース、名称変
更等複雑な理由があるのだが、日本だと「第 76
回びわこ毎日マラソン」のような呼称が一般的だ
が、台湾人は「第○回」ということにこだわりが
ないのかもしれない。
　台北市内で定期的にフルマラソンのレースが開
催されるようになったのは、2001 年からであり、
名称に関しては、冠スポンサーに外資系企業、金
融機関などが入る「○○台北国際マラソン」、「台
北○○マラソン」との変遷を経てきたが、柯文哲
氏が台北市長就任後に初めて開催した 2015 年の
大会から、台北市政府が主催権を奪回し、それ以

降は「2020 台北マラソン」等の呼称が定着する
ことになった。
　筆者は 2011 年から 10 年連続で参加、完走して
いるが、実施種目においても大きな変化がある。
2012 年当時のレースは、表 1 に記したが、フル、
ハーフ以外に一般 9K、警察消防関係者限定 9K、
児童限定 2K の組があったほか、2014 年以前には
数万人が当日申し込みで参加できる 3K の Fun 
Run もあり、総参加数は 10 万人を超えていた。
　2015 年以降は、量より質を目指す方向に転換
し、人気のフル、ハーフは抽選制となり、2016
年以降は、フルとハーフのみに絞り込み、本格的
な都市型マラソンへの変革をはかり、世界陸上競
技連盟（IAAF）の金銀銅の格付け認証を目標と
するようになった。
　世界陸上競技連盟（IAAF）は世界中で開催さ
れるレースに対して IAAF によるレース公認の
有無のほか、招待選手のレベル、出場選手成績の
デジタル資料提供、TV ネット中継等の基準等に

石原忠浩（台湾・政治大学日本研究プログラム准教授、国際関係センター助理研究員）
（元（財）交流協会台北事務所専門調査員）

　「Dare to Breathe #勇敢呼吸」（勇気をもって呼吸を！）。日本、世界のマラソンイベントは、軒
並み中止か規模を大幅に縮小して開催される中、台湾における最大のマラソン大会である 2020 台北
マラソンに参加した。

台湾ランニング事情　第 10 回
「Dare to Breath#勇敢呼吸」コロナ禍の 2020 台北マラソン

【摘要】

表 1　台北マラソンレースの概要及び参加費用（2012）

種目 42 キロ 21 キロ 9 キロ 警察消防（9K） 児童（2K）
参加費用 1000 元 800 元 400 元 無料 無料
時間制限 5 時間 30 分 3 時間 30 分 90 分 90 分 90 分
参加人数 7000 人 18000 人 18000 人 1200 人 600 人
開始時刻 0700 0730 0730 0730
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準じて、プラチナ（2020 年より）、ゴールド（金）、
シルバー（銀）、ブロンズ（銅）の 4 レベルを設
けている。2020 年の段階では、日本でプラチナ
ラベルの認定を得ているのは、東京マラソンと名
古屋ウイメンズの 2 レースとなっている。（なお、
2021 年度は再度名称等が変更予定である。）
　筆者の出場者目線で差異を感じたのは、ブロン
ズレベルのレースだと、以前はなかった有線テレ
ビでの全中継とレース中のエイドステーションが
エリート選手には別のテーブルが準備され、国旗
が建てられ、エリート選手は自分のスペシャルド
リンクを取りやすくなったこと、簡易とはいえ着
替え場所の設置などであろうか。
　台北市政府の宣伝では、将来的にはゴールドラ
ベルを目指し、市民のマラソンへの認知度と理解
を高める努力をしながら、世界が台北に魅力を感
じられるようになる都市型マラソンとなることを
目標にすると述べている。
　努力の成果が実り 2019 年以降は、IAAF から
ブロンズラベルを認定されるレースになってい
る。なお、台湾で最高の格付けを誇っているのは、
毎年 3 月に新北市で開催されている萬金石マラソ
ンが 2018 年以降は、シルバー・ラベルを獲得し
ている。
　台北マラソンの 2020 年現在の種目と参加人数
は、表 2 に記した。フルは従来の 7000 人から、

毎年 1000 人微増し、今回のレースでは過去最高
の 9000 人、ハーフは 1000 人減の 19000 人の計
28000 人となっている。同規模は、台湾では依然
として最大規模のレースである。

表 2　2020 台北マラソンの概要

種目 42 キロ 21 キロ
参加費用 1800 元 1200 元
時間制限 5 時間 30 分 3 時間
参加人数 9000 人 19000 人
開始時刻 06：30 07：00

　コースの方も、2016 年以降は、フル組は中世
記念堂、総統府などの「名所」を通過するように
なり、「単調な河原コースが長すぎる」という長
年のランナーの不満を少しだけ和らげることに
なった。そして、2020 年のレースからはフルマ
ラソンのゴール場所が、2017 年にユニバーシアー
ド競技大会であった台北陸上競技場になった。
　参加費用はフルに限れば、著名スポーツメー
カーのランニングシャツ、ウインドブレーカー等
が参加賞としてつくとはいえ、この 10 年で 1000
元→ 1800 元とほぼ倍増しており、「台湾で最も高
額なマラソン」とも揶揄されている。
　エントリー方法も抽選制の導入に加えてエリー
ト化？の流れで、2019 年以降は、最近 2 年以内

2020台北マラソンのコース
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の指定されたレースでフル男子 3 時間 30 分、女
子 4 時間 30 分、ハーフは男子 1 時間 30 分、女子
1 時間 50 分以内の記録保持者は抽選が免除となっ
た。そして、2020 年大会の新規定では、さらに
50 歳以上の参加者に対し、男子 3 時間 40 分、女
子 4 時間 40 分に標準記録が引き下げられたこと
で筆者は恩恵を受け、無事に 10 年連続の出場が
叶った。

2．コロナ禍のマラソン

　2020 年 2 月以降、台湾でも新型コロナウイル
スの感染が急速に拡大したため、2 月以降の大規
模のロードレースは軒並み、中止か秋以降に延期
になったが、感染を抑え込んだこともあり、9 月
以降の大会は、8 割以上が開催され、12 月の台北
マラソンも無事に開催となった。
　今回の「Dare to Breath#勇敢呼吸」の標語は、
コロナ禍における防疫に従事する関係者への感謝
の気持ちを胸に、勇気をもって呼吸をして、ゴー
ルに向かい、世界のランナーが台湾に注目するよ
うにしよう！ということである。
　2020 年のレースも外国人の出入国制限がある
中、男女 12 名の国際招待選手を呼んだのは、今
後ブロンズラベルからシルバー、ゴールドと上を
目指すには、一定のレベル以上の招待選手が必要
であるからであろう。招待選手は、台湾入国後、
14 日間を防疫ホテルで過ごし、その間二度の
PCR 検査を受けいずれも陰性が確認してから出
場が認められる。台湾の賞金レースの上位入賞者
は、ケニアはじめアフリカ勢が独占するが、彼ら
はシーズン中には賞金レースをハシゴしている
が、コロナ禍とはいえ一都市で 14 日間もホテル
に隔離され、その間、どのようにコンデイション
を保ったのか非常に興味が湧いたが、関連報道は
見かける事はなかった。
　一般出場選手は、台湾在住者を前提としつつも、
強制ではないものの、レースの直前に大会主催者
からメール等で自主健康調査表の書き込みを奨励
された。内容は、最近 1 ヶ月以内の海外渡航歴の
有無のほか、最近 14 日以内の咳、37.5 度以上の

発熱、呼吸不全、味覚喪失症状のあった人に対し
ては、レースに参加しないように呼びかけるもの
であった。
　大会当日は荷物預けの段階から、必ずマスクを
着用し、スタート直前の整列時までつけるよう促
され、レース中も他のランナーとの社交距離を保
つよう呼びかけられた。映像で確認した限り、国
際招待選手もスタート直前まではマスク着用で整
列し、号砲とともに外していたようである。

3．当日のレースの様子

　当日スタート時の気温 16 度、小雨と台湾では
かなり良いコンデイションであったこともあり、
レースは 2017-18 年のパリマラソンを連覇し、2
時 間 6 分 10 秒 の 記 録 を 持 つ ケ ニ ア の Paul 
Kipchumba Lonyangata 選手が、独走で 2 時間 9
分 18 秒の大会記録で勝利し、優勝賞金 80 万元、
大会記録 100 万元の計 180 万元を獲得した。女子
はエチオピア籍の Askale Merachi Wegi 選手が
2 時間 28 分 31 秒で優勝した。あのコースと天候
で 2 時間 9 分台で走れるのは潜在的には 5 分台の
能力があるのは間違いないと思う。
　筆者の動きを紹介する。日本ではレースの 4-5
時間前に起床するのが常識のようだが、早朝レー
スが常識の台湾でスタート 4 時間前に起床する一
般ランナーには会ったことがない。筆者は、スター
ト 2 時間半前の起床が定番であるところ、台北マ
ラソンは 6 時半スタートなので、4 時起床となり、
5 時にタクシー（今年は地下鉄の始発が 5 時 20
分に繰り上げられたが、間に合わない）で出発し、
5 時半に現地着。今回は、荷物預けがスタート 30
分前の 6 時に締め切られるのでかなりの混雑と
なったが、どうにか 30 分前にはスタート地点へ
移動できた。
　筆者は、Ａ区からＦ区に分けられた中でＢ区か
らの出走（多分持ち時間 3 時間 40 分以内）。人の
出入りの管理は、今回は比較的厳しくなっており、
Ｂ区内で C, D ゼッケンをみかけることはなく、
20 分前でもＢ区のエリア内はすし詰め状態では
なく、体を動かす余裕があった。首尾よく、帽子
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に黄色の目立つ風船をくくりつけた 3 時間 30 分
のペーサー（1 キロ平均 4 分 58 秒）の知人を見
つけて、彼らと一緒に移動したことで、Ｂブロッ
クの最前列の好位置を確保できた。感染防止のた
め、準備体操や来賓の挨拶もなく、直前までマス
クを着用して定刻通り号砲、マスクはポケットに
しまい込む。30 秒以内でスタート地点を通過し、
渋滞もなく最初の 1 キロから 4 分台のラップを刻
む上々の滑り出し。小雨の中、水たまりを気にし
ながらも仁愛路、中正記念堂、総統府をかすめて
台北の早朝を駆け抜ける。雨天のせいか、7 時前
の市内の観衆はまばらである。5K を 24 分台、10
Ｋも 49 分台と 5 分以内のペースで着実に進む。
台湾のペーサーは、前半に速いペースで走り先に
貯金をしていて、ラスト 5 キロで吐き出し最後に
帳尻を合わせる人が多いが、今回のペーサーは正
確に 1 キロ 5 分前後で距離を重ねていく。
　レース後にランニングサイトで見つけた素人カ
メラマンが投稿した写真（これが台湾では無料で
DL できます）を確認すると 15 Ｋ地点の写真で
は 100 人以上の超大集団の中で走っていたことが
確認できた。これだけの大集団だと風除けになる
利点があった一方で、エイドでの混雑は尋常では

なく、かなり気を遣いペースも乱れ、エイド通過
時のラップタイムは 5-10 秒ほどのロスを生じて
いた。想定ペースよりも 2 分以上の遅れで 21 Ｋ
の中間地点は 1 時間 44 分 34 秒で通過、イーブン
で走りきれば目標の 3 時間 29 分はギリギリだが、
後半の失速はもちろん、最後の 195 Ｍで 1 分は余
裕を持ちたいのでどこかで意識的にペースアップ
をしないといけない。21 Ｋ過ぎからは新コース
の自動車専用道路である環東高架橋を上るが、多
くのエリート選手が指摘したように風雨が強く、
体力を消耗したが、この頃には大集団は、分解し
つつあったが 30 人ほどの集団内にいたためダ
メージは最低限で助かる。30 Ｋ手前から例年だ
と横風が強い鬼門の河原コースに移るが、追い風
となり、快適な走りとなる。35 Ｋ通過後も、ま
だ余裕でペーサーにつけていたので、自己ベスト
への期待が高まったが、20 秒ほどしか貯金が無
く、最後の 2 Ｋはキロ 4 分半ペースまで上げる必
要がある。40 Ｋは 3 時間 18 分 59 秒で通過、残
り 11 分で 2.195 Ｋとかなり厳しくなったが、こ
こまで一緒に走ってきたペーサーが、さあ俺たち
の仕事はここまで、目標目指してスパートだと周
囲に掛け声をかけたのを機会に周囲のランナーと

表 3　2020 台北マラソン Sub3、Sub3.5 完走者の変遷

男子 Sub3 男子 Sub3.5 女子 Sub3 女子 Sub3.5
2018 年 147 人 772 人 14 人 40 人
2019 年 135 人 848 人 8 人 42 人
2020 年 279 人 1280 人 9 人 68 人

マスク着用のスタート前の様子 推測15Ｋ地点、3時間半ペーサーと大集団形成
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一緒に加速態勢に入ったが、ペーサーたちも 3 時
間 30 分の任務達成が危ないと思ったのか、彼ら
と抜きつ抜かれつの状態になる。観衆がかなり増
えていた南京東路をひた走り、41 Ｋを過ぎ競技
場が見えてきて歓声も最高潮となりながら周囲は
私と同様にサブ 3.5 を目指して必死の形相、ペー
サーたちには競技場に入るところで抜かされた
が、最後はなだれ込むように団子状態でゴール！
ネットタイムはなんと3時間30分ジャストであっ
た！惜しくも自己ベストには 13 秒及ばなかった
が、自己 2 番目の記録となった。最後の目抜き通
りの南京東路から競技場に入るラスト 1 Ｋは沿道
の応援も多くアドレナリンが出るコースであり、
私自身も最速ラップを刻めたのが個人的には満足
であった。
　ゴール後はボランティアから、新しいマスクを
受け取り、荷物及び完走賞品の引き取り、少しだ
け競技場内でレースの余韻に浸ることとなった。

41.5 Ｋ地点（3人目が筆者）

ゴールの台北陸上競技場

4．レース後の雑感

　日本はじめ世界がコロナ禍で苦しむ中、このよ
うな大規模イベントのレースが開催されたことに
対し、改めて防疫に携わる関係者及び主催者には
感謝を申し上げたい。台湾でも 2021 年の 1 月中
旬以降には桃園の病院で院内感染が起きたこと
で、筆者がエントリーしていた、1 月末以降のレー
スは軒並み中止か延期となっており、2020 台北
マラソンは絶妙なタイミングで開催されたといえ
る。
　今回のレースで感じたのは、「高速化」である。
日本のマラソン、駅伝でも新記録ラッシュが起き
ている背景に、NIKE を中心としたカーボン入り、
厚底靴の浸透があるのは間違いないが、台湾にお
いてもこの傾向は証明されたようである。表 3 は
この 3 年の台北マラソンの Sub3（3 時間以内）、
Sub3.5（3 時間半以内）完走者の変遷である。厚
底が浸透した 2020 年のレース結果は、興味深い。
男子に関しては、Sub3 ランナーは前年の 135 人
から倍増の 279 人、Sub3.5 も 848 人から 1280 人
と約 1.5 倍に激増している。女子に関しては、
Sub3 達成者は何故か微減である。これは、女子
のエリート層がさほど増えていないことを意味す
るのかは分からないが、Sub3.5 は男子同様、激
増しているので、来年以降に期待したいと思う。
　今回は 100 人以上の大集団での走行、ラスト
1K はアドレナリンの出るコース設定、充足感充
分の競技場でのゴールと、ゴール後のトラックか
ら観客席を眺める風景は、形容し難い達成感を残
すことになった。来年こそは、懲りずに自己記録
更新をと誓ったレースであった。
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主な日本台湾交流協会事業（2月実施分）

2 月 内容 場所

3日
領事出張サービス 台中市

「日本のお正月紹介」民視テレビにて放映（泉代表） 台北市（公邸）

4 日 「起き上がりこぼしプロジェクト台湾展」台南会場開幕式（名義）
（古田次長、吉田主事） 高雄市

４日－ 8 日 「第 9 回台北国際動漫節 2021」日本館ブース出典（共催） 台北市（世界貿易中心一館）
5 日、19 日、26
日 高雄市議会日本語講座（坂本日本語専門家） 高雄市（高雄市議会）

6 日 日本語専門家派遣事業・特別授業（坂本日本語専門家） 雲林県（麦寮高級中学）
9 日 PS 強化セミナー（大分）オンライン
18 日 領事出張サービス 台南市
25 日 台湾スタートアップエコシステムオンラインセミナー＆相談会

日本台湾交流協会事業月間報告
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vol.960 311 東日本大震災から 10 年　日台関係を再考する

－日本台湾交流協会 ・谷崎泰明理事長×駐日台北経済文化代表
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※�本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、公益財団法人日本台湾交流協会の公式
意見を示すものではありません。

※本誌は、利用者の判断・責任においてご利用ください。
　�万が一、本誌に基づく情報で不利益等の問題が生じた場合、公益財団法人日本台湾交流協会は一切の責任を負いかねますので

ご了承ください。

　公益財団法人日本台湾交流協会は外交関係のない日本と台湾との間で、非政府間の実務
関係として維持するために、1972 年に設立された法人であり、邦人保護や査証発給関連
業務を含め、日台間の人的、経済的、文化的な交流維持発展のために積極的に活動してい
ます。
　東京本部の他に台北と高雄に事務所を有し、財源も大宗を国が支え、職員の多くも国等
からの出向者が勤めています。

　2021 年 3 月「交流」特別対談に臨む谷崎泰明・日本台湾交流協会理事長（左）と謝長廷・
駐日台北経済文化代表事務所代表（右）。本対談は、2011 年 3 月に発生した東日本大震災
から 10 年を迎えるにあたり、当時台湾から頂いた多大な支援に感謝すると共に、この 10
年間の日台関係を振り返り、またこれからの日台関係の 10 年を考えるべく企画されたも
のです。対談は終始和やかな雰囲気の中で行われました。対談の内容は、本誌巻頭ページ
に掲載しています。
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