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台湾・沖縄・長崎のあいだ

まえがき

多彩な人±18名 の方々と台湾地学巡検参加の

機会に恵まれ,同行の皆様に感謝とお礼を申し

あげたい。この旅のそれぞれの現地で思い巡ら

した幾つかの断想を記し,旅への思いたちの底

流にあったものを表白したい。

1.故宮博物院にて (12月 25日 午後 )

旅装を解いて先ず訪ねたこの博物院は台北市

士林区外雙漫にある。正面本館が石造 4階建て
,

向かって左方に事務部門の新館,右方は庭園で

ある。明の時代 (1368年 ～1644年 )か ら清代 (1636

年～1912年 )にかけて歴代皇帝が,そ の権力と

財力によって収集した莫大な量の財物は,現在

北京の紫禁城内の故宮博物院に蔵されているc

この故宮の宝物がいま台湾にも存するのか。そ

の事情を略記し激動の時代のなかで護られてき

た文化財について考えてみたい。辛亥革命の記

念日を期 して,1925年 10月 中華民国政府 (蒋介

石政権)は ,紫禁城の一部の文物を公開し,故

宮博物院が開陳されたc清朝に代わって中国統

一を果たした国民党政府は南京を首都とした。

1931年柳条湖事件が,関東軍の謀略で引きおこ

されたのを契機として中国東北は武力侵略され

「偽満州国」が成立したのである。この「満州

事変」を契機として,中華民国政府は故宮の文

物の移送を計画 し,1933年 から大型の木箱約 2

万箱に及ぶ宝物を,貨物として南京に移送した。

しかし日中全面戦争の突入のため,南京も日本

の爆撃にさらされる事態となり,空襲の最中に

南京から西方の奥地へと困難極まる移送作業が

続けられ南京陥落 (1937年 12月 )の 5日 前まで

にその移送は続けられた。重要な文物のみ約 1

万 7千箱は3ル ー トにわけて,列車フ トラック
,

船などで四川省や貴州省の山奥まで運び分散収
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納 したのである。勿論整備された施設にではな

く,洞窟や古い寺廟のなかで,湿度,温度に悩

まされ,虫喰いを予防しながら貴重な歴史の文

物は守 り抜かれたのである。1945年 8月 月光復

節を迎えたものの,そ れまでの第 2次国共合作

は破綻 し,国共内戦のあふ りで,再び国民党政

府は三雙の軍艦や飛行機を使用 し台湾に運びこ

まれた約 3千箱分が,現在台湾の故宮博物院に

収蔵されているのである。この建物は1965年 に

完成 し一括収蔵されてお り,約 70万点のうち常

時展示されているのは約 1万 2千点 ということ

で, 3カ 月乃至 6カ 月毎に展示交替 ということ

であった。中国奥地に疎開している間に,文物

は重要度に応 じて整理されたので,価値の高い

文物が台北の地には収蔵されていると理解 して

よかろう。一階から三階まで陶器,画,彫刻な

どのテーマ別に陳列されてお り,ゆ っくり観る

ためには,半 日は十分必要かと思われた。

展示の諸物に中国の悠久の歴史とその文化遺

産に圧倒 される思いがあ り,戦乱のなかでこれ

らの歴史的遺産を護 |)抜いた中国人への畏敬の

念 もわが身をひきじめた。蒋介石はこれらの国

宝のあとを追いかけるようにして,国民党関係

者,士気低下 した軍隊等約70万の軍勢 と共にこ

の地台湾に亡命 し来 り,在来の台湾人 (本省人)

のうえに君臨 し現在の中華民国 (台 湾)の再建

に尽力 したのであるc二代目総統の蒋経国との

統治の過程で彼を顕彰する廟や像が建立されて

いる。夫人宋美齢は現在,米国生活 という。中

台関係の現状では,蒋介石の故郷である浙江省

奉化の地に彼が眠るのは何時の日か。第二次国

共合作の立役者張学良 (現在,北投温泉の地に

軟禁生活)は ,蒋介石の死去に際 し,弔文 とし

て次の詩を書いている。
1'
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日月渾  2)=91124

政見之争 宛若仇難

私たちふたりの関係は「互いに気を配りあっ

て,ま るで血を分け合った兄弟のよう。しかし,

政治面での争いは,あ たかも仇のようだった」

という意味である。

I.九族文化村で考えたこと,先住民の命運

訪台 2日 目,12月 26日 心配した降雨もなく苗

栗公館郷の中国石油展示場の見学の後,目 指す

苗栗の鮮新世の貝化石産地も首尾よく判明し採

集に一刻を過ごす。やがて台中,国姓を経て車

窓からの中新統を観察しながら一路 ビ
gH―

樟
n

の宿泊地へ向けて急行した。lli里 方面への分岐

点から宿泊地まではおよそ30分位だったと記1意

している。陽はとっぷり暮れていた。日月渾は

台中盆地の東を走る加裡山脈の東方にある哺里

盆地群の中心にある。北の北IIL漫 支流の北港と

南の濁水漫とにはさまれた約30kmの 間に哺里盆

地,魚池盆地, 日月渾盆地があり,哺里,魚池

盆地内にも群小の盆地がみられる。この山間盆

地は蝶類他の昆虫産地として名高い。哺里の本

生昆虫館で観た見事な昆虫標本は圧巻であった。

日月渾は2つ の隣接 した山中湖が, 日本統治

下でのダム建設でつながったもので,湖 の周囲

24km,水 深30m,面積900ha,湖 中の光華島の

東方,南西部がそれぞれ日輪,三 日月に似てい

る点から日月渾と呼ばれている。湖面は海抜800
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m位で台湾山地で最 も高いダムであ り,近 くに

2000m～ 3000m級 の高峰を望み夏 も涼 しく観光

保養地 として有名である。蒋介石 も屡々この地

に避暑に訪れたという。

日月渾から東北へ約 2 km,司馬按の地にある

九族文化村は,台湾各地に散在分布 している先

住民族の伝統建築を一カ所に集め,特色ある民

俗 0生活を紹介 している施設である。その敷地

や全施設の広大さは,渡台前の私の予想に反 し

て,山地斜面を開発 して,入口地点から観山楼

(海抜900m)ま での間に登 り道に沿って第一
,

三,五,六 ,八村 と点在 し,観山楼からの下 り

道に沿って第九,七 ,四 ,二村 という順にそれ

ぞれの種族の文化村がみられた。私は常に最後

尾からついてい くのが精一杯であった。 しか し,

それぞれの観察地点での小休止が配慮 され, し

かも最頂部からの帰路は遊園車で各施設を眺め

る便宜がはかられたので無事 レス トランに辿 り

着 くことができた。次に九族文化村の位置を示

しておこう。 (図 2)

図 1
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図 3日 台湾の先住民族の分布

11)台湾の先住民族

台湾における先住民族は, 日本統治時代は一

般に高砂族 と称 されていたが,現在では高山族 ,

山胞 と呼ばれている。その分布は概 して次の通

りである。図 3に 示す如 く,九族に分類 され ,

日本統治時代に,平地や山麓に住んでいた平tti

族は次第に漢族の社会に同化 してゆき,現在で

は両者の見分けは殆 ど認められない。

北部山地 ;( )内 はおよその人口を示す。1989

年統計。タイヤル族 (78,000),サ イ

セット族 (4,000)

中部山地 ;ブヌン族 (38,000),ツ オウ族 (5,700)

南部山地 ;ル カイ族 (?),パ イワン族 (60,000)

東部平地 ;ア ミ族 (123,000),ピ ュマ族 (?)

蘭嶼諸島 ;ヤ ミ族 (4,300)

東部平地のアミ, ピュマ族は平地山胞に分類

されている。かつて,上記 9族の居住地域は台

湾全体の44%,人口は約32万 人であったといわ

れている。これらの先住民族は,そ の使用言語

から, インドネシア系統あるいは原マレー系統

の種族であるといわれている。原マレー種族は
,

早い時代にアジア大陸東南部から東南アジアの

島々に移動 していった人達である。この移転は

長崎のあいだ

長い年月の間に波動のように何度 もくり返 して

行われ,彼 らは移動の先々で互いに混血 し,原
マレー系種族が形成されたと考えられている。

その後 もマレー半島や東南アジアの島々には
,

中国やインドの高い文化が伝えられ,ま たアジ

ア大陸の人々と先住民族 との混血が行われ,現
在のマレー系人種 と総称 される人達がつ くられ

た。原マレー系 と呼ばれるのは,古い体質や文

化を持ち続けてきた人達のことなのである。

日本統治時代は,こ れら高砂族に対 しては
,

その生活様式を維持 させるような政策がとられ

たが,現在の台湾においては同化政策が とられ

彼 らの生活にも大 きな変化が生 じておるが,近
年に到るまで彼 らは固有な社会をつ くり,固有

な生活を維持 してきたのである。

さてこれら少数民族が如何にしてアジア・太

平洋戦にまきこまれ皇軍に編入参戦 していった

かを考えてみたい。地学徒は地球自然の理法に

深い関心を抱 くものだが,その地域自然のなか

で生活 している人々への関心 も,彼等 との共生

を願う限 り忘れてはならないと思うからである。

(2)台湾人元 日本兵中村輝夫 (李光輝)さ んの

命運が訴えること

厚生省発表 による と台湾 出身の皇軍兵士

は,80,433名 ,軍夫 を含む軍属は126,750名
,

合計207,183名 が太平洋戦争 を主 として南方戦

線で日章旗のもとに戦い,その結果30,304名 が

戦死 (約 1割 は先住民族 )・ 戦病傷者 となって

いる。戦線拡大につれ,1942年からは陸軍特別

志願兵,1944年からは海軍志願兵の募集が開始

されてお り,そ してついには,1945年 1月 には

徴兵検査 も実施された。徴兵検査によるものを

除き,多数の志願兵たちは,お もにフイリピン
,

ニューギニア,ラ バウル,モ ロタイ,セ レベス

の戦地に赴き,特 に高砂義勇隊はジャングル戦

において,そ の特性を発揮 した。徹底 した皇民

化教育のせいもあろうが,何故に志願兵たちは

熱狂的に殺到 し勝算のない戦争に加担 したので

あろうか。台湾には国民党政権のために戦死 し

た人々を祀る「忠烈祀」はあるが,大東亜戦に

志願 して戦死 した台湾 の元 日本軍 人,軍 属
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33,000余 柱と,台湾住民で戦争の犠牲者となっ

た人々の霊を祀るものは,1987年の戒厳令解除

を機に宝覚禅寺に「英魂観音亭」として唯一建

立されている。その側に李登輝の筆になる「霊

安故郷」の碑が建てられている。台中市北区に

あるという。1990年 に建立されたものである。

因みに本省人初の総統である李登輝は, 日本統

治下の台北県三芝郷の農家の生まれで,旧制台

北高等学校 (現国立台湾師範大学)を経て,旧

制京都帝大農学部農政経済学科に進み,在学中

に学徒出陣をしている。戦後に国立台湾大学 (旧

台北帝大)に復学し三度の米国留学経験をもつ

農学博士である。彼の兄岩里武則は,海軍上等

機関兵としてルソン島マニラで戦死している。

改姓令による李登輝の氏名は岩里政男である。

さて中村輝夫陸軍一等兵は,1974年 12月 イン

ドネシア 0モ ロタイ島の密林で発見されるまで
,

実に30年 間,戦争の終結を知らないまま,孤独

な密林での生活を余儀なく過ごしたのである。

彼は陸軍特別志願兵であった。アミ族できたえ

られた強健な体と,山岳地での自給自足の生活

体験があったとはいえ,驚 くべき身体的,精神

的な強靭さである。先にグアム島より帰還した

横井軍曹や,ルバング島よりの小野田元少尉ら

には,そ れぞれ日本政府や民間からの支援金

2000万 円余が渡され,年金補償もある。ところ

が,こ の日本人に仕立てあげられ徴兵,徴用さ

れた中村輝夫の場合は,世論の盛 りあがりもあ

り, 日本政府が渡したのは,31年 間の代償とし

て僅かに68,000円 であった。一児を抱えた妻は

すでに再婚 しており (後 に復縁 している),蒋

介石の国民党政府からは,民族の裏切 り者と差

別され,台湾帰還後はひっそりと肩をすぼめて

日蔭の日々を送 り,生還後 4年 ほどして彼は他

界した。

(3)台湾元日本兵に対する戦後補償問題

1975年 ,中村輝夫 (李光輝)問題を契機とし

て,「台湾人元日本兵の補償問題を考える会」

が発足し,東京地裁に提訴された。元日本軍人・

軍属だった台湾住民の戦死者遺族と戦傷者に対

する一人当り500万 円を補償要求する裁判であ

光

る。同類の提訴はインドネシアその他のアジア

諸国からももちあがっている。この提訴から 8

年余 りの間に東京地裁,高裁の三度の判決はい

ずれも請求棄却処分であった。ただし,1985年

8月 の高裁判決文の最後に「た ,ゞ現実には控

訴人らはほぼ同様の境遇にある日本人と比較 し

て著 しい不利益をうけていることは明らかであ

り, しかも戦死傷の日からすでに40年以上の歳

月が経過 しているのであるから,予測される外

交上,財政上,法技術上の困難を超克 して,早

急にこの不利益を払拭 し,国際信用を高めるよ

う尽力することが,国政関与者に対する期待で

あることを特に付言する」 と歯切れの悪い判決

文 となっている。か くして, 日本政府は世論 と

付言を無視できず,1987年 にこれらの戦死者遺

族,重度戦傷者一人につ き200万 円の弔慰金 ,

慰問金を関係者に支給する特別立法を決めた。

申請受付期限は 5年以内だが,期限中に申請で

きなかったり,戦傷状況資料の不揃いのため受

付期限を過 ぎた人が特に山岳地に住む先住民族

には多かった。社会的公正 と道義的責任は,元

日本兵の補償問題の他にも山積 してお り, 日本

の戦後処理は未だしの感である。日本の公務に

よる犠牲ではないのか。戦争中は “一視同仁 "

とか “陛下の赤子"と かいって狩 りだした筈な

のに,戦後は日本人じゃないから,オ レは知 ら

ん,勝手にしろよでは,使い捨てと同じだと考

える台湾人だって多いのではなかろうか。かつ

ての在台 日本人からは,“ 台湾 を近代化 し開発

してやった"と よく聞かされるが,当 時の開発

は本質的には日本 (人)のためであ |),副次的

に台湾人がその恩恵にあずかっている側面はあ

るにせよである。支配 した側の認識 と支配され

た1貝1の 認識 とは同一ではなかろうこ

14)台湾の反日感情

台湾は,ア ジアでた 一ヾ国の最後の帝国主義

国家であった日本が支配 した,最初の植民地で

あった。台湾統治によって, 日本は初めて列強

になる資格をもつことになったわけだが日本 と

台湾の関係は,歴史からみると,あ る意味で特

殊な関係にあると思われる。徐照彦
中は朝鮮民
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台湾 。
,中縄

族 と台湾人の対 日感情が異 なる原因 として次の

幾つかの要因をあげている。

① 戦後大陸を追われた国民党から台湾支配を

うけ,1947年の「 2・ 28事件」などの苦い経験

で,植民地支配の苦しみが相対的に薄れた。

この事件は,1947年 2月 27日 台北市内でのヤ

ミ煙草取締 りをめぐる,民衆と専売局職員との

衝突が,翌28日 に民衆の抗議デモに発展し,全
島的な反政府運動に広がった事件。国民党政府

の報復的な虐殺による犠牲者は2万人とも云わ

れ,そ の後の「恐怖政治」と「省籍矛盾」 (本

省人と戦後大陸から渡台してきた外省人との対

立)の根源となった事件。また,吉盛清 :台湾

近い昔の旅―台北編― (凱風社,1996年 )に詳

しい記述がある。

② 台湾は日本の植民地支配になった時点で
,

すでに商品経済がある程度発達していたので
,

日本から受けた統治と収奮に対 して,相対的に

耐え得たという経済的な指摘がある。台湾総督

府が土地税をとろうとしたとき,台湾の地主は

進んで税を納めて土地所有権を確かなものにし

た。ところが,朝鮮の場合は,土地所有観の相

違から税金納入の習慣もなく,そのため朝鮮総

督府は土地を全部接収し,東洋拓殖株式会社を

設立し,朝鮮人の地主も株主となったが,大部

分は日本人有力者 0地主となり,朝鮮農民の大

部分は小作農に転落し小作料が吸いあげられた。

商品経済の未発達なところへ,こ のシステムを

実施したので朝鮮農民は生死の瀬戸際に追いこ

まれたのである。温存された台湾の戦前の地主

制度故に,台湾の富はある程度地主層に残 り,

それは小作料のみならず,商品流通のマージン

の蓄積をみ,台湾の地主層は商人でもあり高利

貸でもあり,こ の三位一体 (地主,商人,高利

貸)がその後の台湾の中小企業を強くした要因

のひとつであるという。台湾の農村からはコメ
,

砂糖以外にバナナやお茶,戦後はアスパラガス

や果物,花栽培,魚の養殖など,金になるもの

は何でも手をつけていき,輸出商品あるいは輸

出作物に対して台湾農村は敏感に反応 した。国

内市場のみならず,輸出市場が大きな収入源泉

となった。このようにして蓄えられた mOney

長崎のあいだ

が戦後の中小企業の資金源 となり,常 に国際市

場 とつながっていた台湾の中小企業は,外貨蓄

積に一役買つたのである。戦後の台湾中小企業

のオーナーの多 くは地主層であ り,こ れは途上

国では珍 しいといわれている。台湾統治の当初 ,

台湾には 2種の地主がいた。それは何故か。日

本統治以前に台湾に渡ってきた大陸からの官僚

や軍人は国に申請 し自分の土地を譲 りうけ,あ
とからの農民を小作農に使い,先住民が生活 し

ていた土地をタダ同然に取 りあげ彼 らを山の中

へ追いだした。先住民の大部分は当時農耕社会

ではなく,狩猟社会であった。小数先住民族は

最初からいわゆる山胞ではなかったのである。

やがて世代交代 と商品経済の発展で小作農たち

も収入を増や し,小租戸 となり,本来の軍人 ,

官僚,大商人などで形成された大地主 (大租戸 )

は共に競合発展 していった。

8 戦後の蒋政権による農地改革

戦後大陸からやって来た国民党政府は大陸で

着手できなかった農地改革を台湾で断行 した。

それは台湾地主 とあまり関係がなく,地主 も国

民政府の上層部に編入されていなかったことに

よる。台湾の農地改革は有無を言わせない緊迫

感で次の三段階で進行された。

第一段階――小作量 を一律37.5%に 減免。 (49

年 4月 )

第二段階一―旧日本人 (企業)所有地の国家に

よる払い下げ。 (51年 6月 )

第三段階――地主所有の農地を国家が買いあげ ,

小作農に売却c農民は年間生産高

の約2。 5倍 ,十年間払いの負担 を

背負い,重税政策下でコメ生産量

の28。 6%を 15年 間にわたって拠出。

この農地改革で多 くの台湾地主はその後商業

化 して中小企業にシフ トしていった。また, 日

台正常化が日中正常化より早 くできたために人

的交流,技術交流が強められ,台湾の中小企業

のその後の勃興に大いに役立ったのである。 日

本が戦後再建,復興の過程を経て中小企業が次

第に成長 してい く過程で,台湾の中小企業 と連

けい したこと,ア メリカの援助が台湾国営企業 ,
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大企業対象に行われたのに対 し,日 本の中小企

業は台湾の中小企業との関係を深めていった。

民間レベルでの日台関係の強化が反日感情が朝

鮮と異なり希薄ということに関わっているので

はなかろうか。国際関係が政治 0経済・文化と

いった多面的な関係推移のなかで理解される必

要を改めて考えさせられるのである。

Ⅲ.主題に関するまとめの考察

1874年 (明 治 7年)5月 ,西郷従道陸軍中将

指揮の日本軍約6000名 は,台湾南部に上陸し,

先住民族パイワン族の居住地を武力掃討した。

この牡丹社事件は,琉球藩の人民が台風のため

台湾南部の八瑶湾に漂着し,外適と誤認され54

名が殺害されたことに対する報復の戦いであっ

た。ときの清朝政府は,台湾は清国領だから
,

台湾出兵は日清修好条規 (1871年)に違反し,

速やかに撤兵せよと,厳重な抗議を日本政府に

申し入れた。大久保利通全権と清国佃1と の間に

「日清両国互換条款」成立によって,清国は事

実上の償金50万 両を提供 し,日 本軍の撤退 と

なった。明治維新による近代国家日本にとって
,

最初の海外派兵となったこの台湾出兵は,そ の

後の日本・中国間対立摩擦の発端となった。歴

史的意義の重要な事件である。日本は牡丹社事

件発生 2カ 年余 りも経て,国際法上の根拠も不

確定な海外派兵をなぜ敢えて強行 したのだろう

か。この50万両は,当 時の日本貨幣に換算すれ

ば約77万 ,そ れに対 して日本の遠征費用は約

362万 円,軍隊輸送用船舶購入費を合算すれば

771万 円余であり,当 時の貧弱な日本政府財政

にとっては過大な負担で,国民に課された重荷

は多大であった。また,清国にとっても,二重

の意味での衝撃であった。修好条約を結んだば

かりの日本が派兵の挙にでた裏切 りへの痛憤 ,

小国だと軽侮してきた日本の敵対行動に対 して
,

なす術がなかった自己の対抗手段の空洞化を痛

感させられた事件でもあった。唯我独尊の中華

意識につかっていた清国首脳の,新興日本にし

てやられたという口惜 しさの念は推測するに容

易である。台湾出兵はその後の,琉球の日本帰

属を清国に認知させること,朝鮮支配をめぐる

光

日清戦争, 日露戦争,台湾,カ ラフト領有,朝
鮮併合,満州の権益をめぐる柳条湖事件,満州

国成立, 日中戦争,ア ジア・太平洋戦争とつら

なる。この日本の膨張・南進政策へと連動する

はじめの海外派兵であった。この大日本帝国の

開幕劇となった台湾出兵の出港基地が長崎で

あったことは記憶されてよい。毛利は,こ の台

湾出兵に関し,〕 「明治 6年政変の誤算に危機

感を抱いた大久保利通が,西郷従道や大隈重信

らと組んで,台湾先住民地域を獲得しようと強

引に推進した暴挙であった」と結んでいる。作

家の司馬遼太郎は6)「
兵力三千人余という遠征

軍を出すのに,在外公館に報せないというのは
,

まだいいとしても,国民にも公示せず夜盗のよ

うに船を仕立ててこっそり出てゆくなど,近代

国家としてありうるべきことではない。……・大

久保のやったことは,詐欺の手口と似ている。

……官製の倭寇といっていい」と喝破 している。

国民作家として厖大な著作活動を行った司馬は
,

その作品群のなかで,「明治国家」は凄いエネ

ルギーに燃え,意気盛んで掲げた理想は高かっ

た。多くの人材が利己を捨て,新 しい国造 りの

ために邁進したことを叙述している。しかし,

明治国家の創建からその終末に至る軌跡を見つ

めると,果たして手放しで礼讃 してよいのか。

特に本格的な対外戦争としての日清戦争が, 日

露, 日中,大平洋戦争へと連なる近現代日本の

侵略戦争の発端となっただけに,明治国家の戦

争責任は極めて重い, と言わざるを得ない。歴

史の実相を先入観に把われずに,虚心坦懐に見

直し,そ こから歴史の教訓を導きだす必要を思

う。

平戸の女性,田 川マツを母 とする鄭成功

は,38年 間続いていたオランダの台湾支配を終

わらせた「台湾中興の祖」である。中国 0台湾・

長崎は,歴史,文化的にも深いつながりがある

わけだが未来へ向けての台湾問題について,最
後にふれてみたい。台湾人の対日理解について

は, Ⅱ。(4)で 先に述べたが,東西対峙の冷戦体

制下で大国の論理に玩弄されてきた台湾人の悲

哀の体験が,そ こにオーバーラッし,対 日感情

を増幅させている側面を見落としてはなるまい。
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この独特な感情を理解することが,現在問われ  読みとる力をつけたいものと切望 し,国際平和
ているように私は考えている。日・中 0台の三  を願うのみである。そして,理不尽な民族同化

者関係を考える場合,相互不信,対立,闘争の  主義をとった,かつての日本の植民地政策への

認識から協力,相互信頼,尊重を基礎とする共  反省や批判の姿勢がどこにもない,「 こんな人

存認識への転換が重要であろう。中台統一問題, 間もいた」「こんないいこともした」という「自

尖閣諸島問題,海底資源開発,貿易摩擦,歴史  己愛史観」～「自由主義史観」に抗 したい。自

認識などの紛糾争点は,冷静な話し合い,発想  分と異なるものを知 り,理解しようと努力しな

の転換を図ることで,そ の解決を目指すべきと  がら,自 己を相対化しようとするまなざしを持

考える。台湾自立化の動きも基本は中台の直接  ち続けたいと念ずる。(1997.1。 20記 )

対話で,台湾の自立化を「一つの中国」に取 り

込む枠組みを,如何にして創造するかが問われ  参考文献

ている。決して国際社会における「台湾封 じ込  1)NHK取 材班 (1995):張学良昭和史最後
め」を認めず,台湾人が国際社会の一員として      の証言,角 川書店

の権利を平等に享受できるよう,そ の環境づく  2)山 口  修 (1991):台湾の歴史散歩,山
りを積極的に支援 していくことが,わ が国のと      川出版

るべき姿勢であろう。台湾は,東アジアの安定  3)国 際フォーラム実行委員会編 (1992)三 戦

と繁栄を保つため,焦点として扱われるべきと      後補償を考える,東方出版

考える。朝鮮半島の南北統一問題と共に,ア ジ  4)深   照彦 (1995)三 台湾からアジアのす
ア安定のための台湾問題に日本人はもっと注日      べてが見える,時事通信社

すべきであろう。現在の台湾の民主化の流れは,  5)毛利 敏彦 (1996):台湾出兵,中央公論
「二・二人事件」以来の国民党政権の抑圧と弾      社

圧のなかで,あ またの心ある台湾人の犠牲と屍  6)司 馬遼太郎 (1980):翔 ぶが如 く (四 ),

を乗 り超えての,血 と涙で戦いとられたもので      文芸春秋社

ある。「政治犯の存在は民主国家の恥辱」とす  7)伊 藤  潔 (1993):台湾,中央公論社
る李登輝の政治信念で,現在その途次にある台  8)岸 本 葉子 (1996):微熱の島 台湾,朝
湾民主化の流れに,中 国政府はどのように対応      日新聞社

するのであろうか3ま た,中 国政府の「一国両  9)又 吉 盛清 (1996)三 台湾 近い昔の旅―
制」を台湾は香港やマカオのように受容するの      台北編―,凱風社
であろうか。私はいま,中 国が95年 に台湾との  10)名越,草開 (1997)三 台湾と日本・交流秘

話し合いに打ちだした「八点原則」に関する批      話,展転社

判分析の力量を持ちあわせていないcた だ,ポ  11)早 乙女勝元 (編)(1996):台湾からの手
スト冷戦における華僑資本の動きには関心を深      紙,草の根出版会
めたいと存念しており,激動するアジア経済を
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1口 そぼ降る雨の中"故宮博物

院を訪れる旅人たち

2.文武廟門前より望む日月渾

の湖面

3.千枚岩～粘板岩を利用 した

石屋根の家屋 (九族文化村 )

蛯
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4.穀類を干す婦人達

12月 29日

5.龍山寺内の広場で"総統権

限」強化り「台湾省廃止」を

めぐる政治演説を聞き入る台

北市民

12月 28日

6口 梨山の警察署に掲げられて

いた民主政治のスローガンが

強 く印象された。
|
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