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関係改善進む日台関係
台湾もＴＰＰ参加を
会長 岩永 康久

この一年を振り返ると日台関係は更に
深まったと言える。東日本大震災に寄せ
られた台湾からの義捐金（世界中でダン
トツに多額の二百億円超）は日本でも大
きく報じられ、大多数の日本人が親日的
な台湾の存在を知るところとなっている。
ところが昨年九月十一日尖閣国有化の後、
台湾からも抗議の漁船団が繰り出し、日
本の巡視船による放水に発展するなどの
もめごとが発生し、「親日と思っていた台
湾も中国と同じか？」との質問を何度か
受けた。以下のような背景をもとに、良
く説明するとこの誤解はすぐ解けた。
今年四月一〇日に
「日台漁業取り決め」
が締結された。これは尖閣諸島周辺海域
の漁業権をめぐる取り決めであり、日本
の排他的経済水域の一部で台湾漁船の操
業を認めている。本件は交流協会（日本
側）と亜東関係協会（台湾側）の間で締

結された民間取り決めとなっているが、
実体としては日台政府間協定と言える。
漁業協定は台湾が久しく望んでいたもの
で、一九九六年に交渉が開始された。以
後十六回の協議がなされたが進展せず、
今回十七回目でやっと合意・調印に至っ
た。今回尖閣諸島の領有権問題について
は触れられていない。馬英九現総統は尖
閣の領有権を主張されているが、李登輝
元総統は予てより「尖閣諸島は日本に属
する、但し台湾の漁業権問題は残ってい
る」と発言されている。台湾が一番固執
していたのは漁業権の問題であり、これ
にて日台間の最大の懸案が解決できたと
いえる。尖閣問題で中台の共闘を呼び掛
けてきた中国はさっそく重大な懸念を表
明している。尖閣問題における中台の共
闘を防ぎ、寧ろ日台の関係を緊密化した
点で今回の日台漁業協定の持つ意味は大
きい。

昨年、東日本大震災一周年追悼式にお
いて、駐日経済文化代表處羅副代表（副
大使相当）が出席されたが、民間席に通
され指名献花もできなかった。この件は
当時の野田首相も国会答弁でその非礼を
詫びられた。今年三月十一日に催された
二周年追悼式典には沈代表（駐日大使相
当）が出席され、外交官席に通され、指
名献花も手配されていた。
中国からは
「台
湾を外交使節団や国際機関と同列に扱う
ことに反対する」
、
「日中共同声明の原則
と精神に背くものだ」
との抗議がなされ、
中国側は式典欠席となった。大きな犠牲

を出した大震災の追悼式であり、それを
物心両面で最も支えてくれた台湾に礼を
尽くして処遇するのはもっともなことで
あり、日本政府の対応を評価したい。

以上ちょっと硬くなりすぎたから、鉄
道旅行の楽しい話をしましょう。阿里山
森林鉄道に乗られた経験の持ち主は多い
と思いますが、あの阿里山森林鉄道と黒
部峡谷鉄道が四月二〇日に姉妹提携を締
結しました。立山・黒部アルペンルート
の雪の大谷を訪問する外国客の七〇％が
台湾人の由。かかる連携により更に日台
の往来が増えることが期待されます。日
台間の往来はこの十年ほど二百万～二百
五十万人の間で推移してきましたが、昨
年二〇一二年には遂に三百万を達成。ま
さにこのような双方の友好意識の高まり
によるものでしょう。

以下８頁に続く

もう一つ。ＷＢＣの日台戦は手に汗握
る名勝負でした。小生は国際社会に出る
機会の少ない台湾が日本に勝って決勝戦
に進むことを期待しました。結果は日本
が勝ちましたが、負けた後の台湾チーム
がピッチャーマウンドで円陣を組み、全
観客席にお礼のお辞儀をしている姿は感
動的でした。観客席には台湾人が「日本
頑張れ」の旗を持っており、一方では日
本人が「台湾ありがとう」のカードを掲
げている光景があちこちに見られ、ジー
ンときて、涙がこぼれてきました。

☟
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日台稲門会第十六期定期総会

総会風景は１６頁をご覧ください

北稲門会・山田敦会長の挨拶。新入会員
紹介、早稲田台湾留学生会が三十二名参
加、同じく岩永ゼミから十五名参加して
おりそれぞれ代表者が挨拶を行いました。
九十五名の参加者で内五〇名の学生と
かつてない試みでしたが、学生達は社会
人との交流を余り持ったことがなく、極
めて新鮮な機会であったらしく沢山の話
の輪が出来校歌を歌い散会宣言をしたに
も関わらずいつまでも帰らない状況が続
きました。
後日、台湾の留学生から本当に有意義
な楽しい集まりであったとのメールを頂
きこれに留まらず、継続していく必要性
を改めて感じさせられた、日台交流の集
いでした。
（高橋 徹記）

☟
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平成二十四年六月九日（土）大隈タワ
ーにて日台稲門会第十六期定期総会・記
念講演・日台交流の集いが行われました。
ちょうどこの日から東京は梅雨入りとな
り、かなり激しい風雨の中ではありまし
たが、沢山の皆様にご参集頂き無事終了
しました。

念講演が行われました。講演には会員・
会友二十九名、校友八、一般一〇、学生
四十一、計八十八名参加で広いホールが
満員となりました。
講演の内容としては、台湾との国交断
絶した一九七二年から今日に至るまで三
期に分けて、経済・文化・交通等で関係
が改善してきて今は最も良好な両国の関
係になっている。ここに至るまで一九九
九年の台湾大震災発生時における日本の
迅速な支援とそれを忘れない台湾の二〇
一一年三・一一東北大震災への支援が両
国の信頼関係を築きこれが、経済・文化・
交通等多岐にわたり大幅な改善の原動力
になり、今回、日本政府も台湾から四名
の叙勲者を出すにいたりました。羅副代
表の長年の日本生活を通して豊富な経験
に基づく約一時間の講演の後、質疑応答
を行い終了しました。
（九頁に要旨掲載）
三．日台交流の集い
十八時より場所を同じ大隈タワー西北
の風に移し、
交流の集いを開催しました。
参加者は会員・会友三十三名、校友十
一名、一般一名、学生五〇名、計九十五
名。
先ず来賓挨拶は台北駐日経済文化代表
処・羅坤燦副代表、交流協会・小松道彦
総務部長、早稲田大学台湾校友会・陳光
敏会長が行い、続いて乾杯は台北駐日経
済文化代表処・李世昌文化部長がされ、
交流の集いがスタートしました。
一息おいて、ゲストスピーチとして早
稲田大学国際部・足立心一事務部長、台

東京都港区白金台５－２０－２
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台北駐日經濟文化代表處

中華民国

一．第十六期定期総会
十五時より大隈タワー地下多目的ホー
ルにて会員二十六名参加のもと行われ、
議長は会則により岩永会長が務めました。
二〇一一年度活動報告、決算報告、二
〇一二年度活動方針案、二〇一二年予算
案、監査報告を行い、全て承認されまし
た。続いて新役員・監査役の紹介、会則
の変更が承認されました。会則変更の要
点としては、幹事長・会計担当幹事の明
文化、監査役の定義、幹事会の規定と再
定義、幹事・監査役の任期の四点です。
最後は、来賓として列席された、早稲
田大学国際部事務部長の足立心一氏より
最近の大学状況に関しご説明があり十六
時に閉会となりました。
二．記念講演会
十六時より同じ地下多目的ホールにて
台北駐日経済文化代表処 羅 坤燦副代
表による「台湾と日本の絆」と題して記

真摯な面持ちで講演に臨む羅副代表
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記念講演

:

日本と台湾の絆
特別なパートナー関係
台北駐日経済文化代表処
副代表 羅 坤燦
日台稲門会の岩永会長並びにご出席の
皆様、本日の記念講演会に講師としてお
招き頂きましたこと、誠に光栄でござい
ます。時間が経つのは早いもので、二〇
〇七年一月に私が副代表に着任してから、
もう五年が経過致しました。日頃公私と
も、
貴会の皆様にはお世話になっており、
心からお礼申し上げる次第です。本来な
らば、当代表処の沈斯淳代表が皆様にご
挨拶、そして講演をさせて頂くべきかと
思いますが、着任間もない為、私がピン
チヒッターをさせて頂く次第です。
二〇〇八年、馬英九総統が着任し、台
日両国は特別なパートナー関係であると
宣言しました。そして、翌年の二〇〇九
年を経済、文化、観光、青少年、地方な
どの交流を強化する台日パートナーシッ
プ促進年と定め、様々な交流を促進して
まいりました。台日双方が四年間努力を
続けた結果、断交後四〇年で最も良好な
台日関係が築き上げられました。今後も
引き続き台日パートナーシップに基づい
て、日米と自由、民主主義、人権などの
価値観を共有し、アジア地域の安定と繁
栄を続けて推進していきたいと思います。
日本からも引き続き、応援・協力をお願
いします。貴会におかれましては、常日

頃から日台の交流に協力して頂いて大変
感謝しており、心からお礼申し上げる次
第です。
私は元来、米国留学を志していました
が、父親が日本であれば安心と勧めたの
で、台湾で日本語の勉強をした後に日本
へ留学し、明治大学大学院の正規研究生
となりました。昭和五十三年一月十三日
に羽田空港に降り立ち、それからしばら
く練馬の知り合いの家にお世話になりま
した。到着の翌朝、外を見ると辺りは一
面の銀世界で、初めて見る雪には本当に
感動しました。来日まもない頃、日本語
が下手な私に対しても日本の人々は親切
にしてくれました。銀座で道に迷ってし
まったとき、お店の店員さんに道を訪ね
たところ、自分の仕事を放って二〇〇メ
ートルほど先のところまで道案内をして
くれました。その時の店員さんの親切は
今でも忘れられません。私はいま個人的
な経験をお話しましたが、私のようなケ
ースは珍しいことではありません。台日
関係は、政府だけでなく、個人レベルで
も非常に緊密なのです。私は日本とご縁
があって、台湾で外交部に入って外交官
になってからは、台湾と日本を行き来す
る生活を続けています。
蒋介石政権の時代、当時の日本の田中
角栄首相は一九七二年に中華人民共和国
と外交関係を樹立し、日本と台湾は断交
しました。日中国交正常化に伴って、日
本と台湾は正式国交こそなくなりました
が、経済や文化面での実質外交に重点を

置き、台湾側は亜東関係協会、日本側は
交流協会という民間機構を設立してそれ
ぞれ政府の窓口の役目を果たしています。
李登輝元総統の時代には、台湾と日本
の交流が更に活発になり、また司馬遼太
郎の「台湾紀行」も発表されました。一
九九〇年九月の台湾中部大震災（九二一
震災）では、翌日十一時には当時の小渕
首相が応援の意志表示を行い、四時間後
にはレスキュー隊を派遣、迅速な対応に
台湾の人々は心から感謝の念を抱きまし
た。

その後、一九九九年には石原慎太郎・
東京都知事が知事として初めて訪台しま
した。それをきっかけに知事、地方議会
が続々訪台するようになり、二〇〇三年
には森喜朗・元首相が首相経験者として
初めて訪台しました。それを皮切りに、
これまでに麻生太郎、安倍晋三、海部俊
樹元首相らが次々と訪台するようになり
ました。また、二〇〇五年には日台双方
がノービザで三カ月滞在可能となり、二
〇〇七年には台湾新幹線も開業し、自動
車運転免許の相互承認が可能となるなど
日本と台湾の絆は更に深まってきました。

二〇〇八年に馬英九総統が就任すると、
「統一せず、独立せず、武力行使せず」
の原則で、台湾は中国との関係改善政策
へと舵を取り、ＥＣＦＡ（両岸経済協力
枠組協議）を締結。それにより、日本企
業が中国大陸に進出する際、台湾企業と
手を組んでスムーズに中国大陸及びアジ

アの市場開発が出来るようになりました。
また、台湾と日米の関係は更に発展し、
友日・親米・和中の政治スタンスとなり
ました。さらに、政府としては国際経済
の中に台湾を組み入れるべく、日本との
ＦＴＡ（自由貿易協定）締結、ＴＰＰ（環
太平洋戦略的経済連携協定）の参加を近
い将来実現させるべく努力しているとこ
ろです。また、馬総統は日本との関係強
化にも力を入れ、台湾駐日代表処の札幌
分処開設や、台日のワーキングホリデー
協定、投資協定、航空自由化協定の締結
などの進展がみられました。二〇一〇年
には東京羽田―台北松山便も就航し、空
の足が格段に便利になりました。

最近では、二〇一一年の東日本大震災
への台湾からの支援により、台日双方の
好感度が高まっています。世論調査によ
ると、台湾人の一番好きな国は日本であ
り、日本人の八四％が台湾に対して身近
感があるという調査結果が出ています。
また、今年四月に行われた天皇陛下主
催・春の園遊会には、馮寄台前駐日代表
が台湾代表として初めて招待され、天皇
陛下から感謝のお言葉を掛けて頂きまし
た。

このように、近年の台日関係は大変良
好な状態あり、今年五月の馬英九総統の
二期目の就任挨拶でも台日関係が言及さ
れました。台日が今後更なる交流強化を
進め、引き続き協力してアジアの発展に
尽力していきたいと願っています。
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理事長 金 美齢 (昭和 46 年文研博士単位終了 元早大講師)
校 長 井上靖夫 (昭和 60 年一文卒 早大大学院講師)

東京都北区滝野川 7-8-9 TEL.03-3916-2101
Email: info@jet.ac.jp Homepage: http://jet.ac.jp/

:

学校法人 JET 日本語学校

:

●大学院進学コース ●大学進学コース
●日本語コース ●短期コース

秋季講演会
前 台北特派員から見た中台関係

日本語教育と進学指導の JET

止めるかに腐心している。この様な状況
下で特に日本は台湾との関係に注視し、
懸案となっている漁業権の問題を早期に
解決し、馬英九総統の提唱する「東シナ
海平和イニシアチブ」を真剣に検討する
こと等を持って、中国を牽制することが
大事である、等のお話がありました。
その後、質疑応答に入りましたが、終
演時間が近づき、途中打ち切りとなるほ
どの盛会となりました。

:

:

:
なおお忙しいなか、台北駐日経済文化
代表處の羅副代表と林次長が参加され、
来賓としてご挨拶をいただきました。
（担当幹事 北川原宣夫記）
・・・野嶋剛氏プロフィール・・・
一九六八年生まれ。上智大学新聞学科卒
業後、朝日新聞に入社。佐賀支局、西部
本社などを経て、二〇〇一年からシンガ
ポール特派員。イラク、アフガニスタン
で戦争報道を経験し、
「イラク戦争従軍
記」
（朝日新聞社、二〇〇三年）を出版。
東京本社政治部記者などを経て、二〇〇
七年から二〇一〇年まで台北特派員を務
める。中華圏における政治、外交、文化
など幅広い分野の取材・執筆を続けてお
り、
「ふたつの故宮博物院」
（新潮選書、
二〇一一年）
、
「謎の名画・清明上河図」
（勉誠出版、二〇一二年）
、
「銀輪の巨人
ＧＩＡＮＴ」
（東洋経済新報社、二〇一二
年）を著す。現在、朝日新聞国際編集部
次長。
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平成二十四年度 秋季講演会
日時 十月十三日（土） 午後四時より
講演会場 二十二号館二〇二教室
講師 野嶋 剛氏（朝日新聞国際編集
部次長）
演題 前台北特派員から見た中台関係
懇親会 二十二号館八一八教室にて
午後五時半より
今回は、朝日新聞の野嶋剛氏を講師に
お招きし、「前台北特派員から見た中台関
係」という題目でご講演を戴きました。
講演には、会員・会友二十八名、一般二
十七名、学生一〇名の計六十五名の方が
参加されました。野嶋氏は、二〇〇七年
から三年間台北特派員を務め、中華圏に
おける政治、外交、文化などの分野で、
取材・執筆を続けております。
時まさに尖閣諸島問題の真っただ中で、
参加者も集中して野嶋氏の講演に耳を傾
けました。この問題は、単なる日中間の
問題と捉えるのではなく、日米中台関係
の視点から見るべきである。日台の境遇
は、米中の狭間におかれているという意
味で類似している。共に米国の庇護にあ
り、
島国であり、
自由民主主義国であり、
中国と向き合わざるを得ないという共通
点がある。
馬英九政権は、和中親米友日を掲げて
おり、中国は台湾の離れる心をどう食い

台湾のおかれた立場を分かり易く説明する野嶋氏

真剣に耳を傾ける会員・会友
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早稲田大学台湾校友会
二〇一二年総会参加報告
二〇一二年十一月二十四日（土）に、
早稲田大学台湾校友会二〇一二年総会が
台中明徳女子高級中学において開催され、
日台稲門会からは、岩永会長、高橋幹事
長、
小野間顧問ご夫妻、
北村幹事ご夫妻、
北川原幹事、三村幹事の総勢八名が参加
しました。
総会開催前には、明徳女子高生による
楽器演奏や合唱、中国古来の衣装による
踊りやファッションショーなど盛りだく
さんの歓迎アトラクションがありました。
総会は、台中明徳女子高級中学の理事
長であり、二〇一二年度大会委員長であ
る劉清標氏の開会のご挨拶で始まり、陳
光敏・台湾校友会会長の挨拶、鎌田薫・
早稲田大学総長等の来賓の挨拶の後、早
稲田大学、福岡稲門会、熊本稲門会、遠
州稲門会、及び日台稲門会など日本から
駆けつけた各稲門会と早稲田大学台湾校
友会との記念品交換や校友会活動報告が
行われ、無事終了となりました。
総会の後、会場を１Ｆの食堂に移して
会食懇談会が行なわれ、
ステージ上では、
各地稲門会代表の方のスピーチやカラオ
ケ、また会場内では、校友相互の交流が
図られました。
最後に、遠州稲門会の青島幹事長の口
上に合わせた早稲田大学第二校歌「人生
劇場」
、続いて「紺碧の空」
、
「早稲田大学
校歌」を声高らかに合唱した後、エール

を切って総会は和やかな中、閉会となり
ました。
なお、総会前日の二十三日の夜には、
台北稲門会主催による総会前夜祭が台北
の樺慶川菜餐廳において行なわれ、日台
稲門会からは、岩永会長、高橋幹事長、
北川原幹事、三村幹事が出席し、楽しい
時間を過ごしました。
（文責・三村）

- 5 -

陳光敏台湾校友会会長

劉清標大会委員長

鎌田薫総長

会食懇談会

台中明徳女子高級中学

楽器演奏（楊琴）
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新春講演会

台湾少年工との交流で
見い出したもの
平成二十四年度 新春講演会
日時 二月二日（土） 午後三時より
講演会場 二十二号館五〇二教室
講師 石川公弘氏（日台稲門会前会長）
演題 台湾少年工との交流で見い
出したもの
懇親会 二十二号館八一八教室にて
午後五時半より
:

::

:

:

本年の新春講演会は、日台稲門会前会
長で高座日台交流の会会長、日本李登輝
友の会常務理事を務められる石川公弘氏
が講師として、ご自身の台湾少年工との
七〇年にわたる交流について語られまし
た。今回の講演会の演題を選ぶにあたっ
ては、戦時中に台湾から日本に来られた
少年工たちと、彼らと関った日本人との
間に結ばれた深い絆に基づく交流が七〇
年にわたって続いてきたという事実を、
日本と台湾の、特に若い人々に知っても
らいたいという強い思いが当会幹事一同
にありました。
そのため、当会の会員・会友を中心に、
Ｗ Ｔ Ｓ Ａ （ WASEDA TAIWANESE
STUDENT ASSOCIATION 早稲田大学
台湾同学会）
、日台学生会議といった学生
組織に声をかけて若い方々の出席と協力
を募りました。また、当日配布資料の中
国語への翻訳、簡単な通訳等々のサポー
ト、当日の懇親会の司会も学生にお願い
しました。日台若者交流会からも初の出
席者があり、その結果、講演会では会員・

会友から三十四名、一般から十七名、学
生が二十七名の計七十八名が出席されま
した。懇親会に至っては、学生は会費無
料ということもあり、会員・会友が三十
四名に対して、学生は二十七名がそのま
ま参加、かつてないほど若人の熱気が感
じられる賑やかな会合となりました。ち
なみに、懇親会の料理はケータリングを
活用、低価格かつ好評なメニューとなり
ました。台北駐日経済文化代表処からは、
赴任後間もない林世英副組長が、引き継
ぎ等でご多忙な中をご出席頂きました。
石川氏の講演内容は、以下のようなも
のでした。
昭和十七年（一九四二年）九月に神奈
川県高座郡（現、同大和市、座間市）に
航空機製造の高座海軍工廠が設立される
ことになり、その熟練労働力の不足を補
うため台湾から少年工の募集が行われま
した。募集に際しては、航空機を製作し
ながら勉強すれば工業学校卒業の資格が
取得でき、将来は技師への道も拓けると
いう破格の条件が付与されたのです。そ
のため、台湾の国民学校、同高等科、中
学校から級長・副級長クラスの優秀な応
募者が続出、激しい選抜競争の結果、総
勢八千四百人の少年工が日本に渡ってき
ました。少年工たちは、昭和十八年五月
～翌年五月まで六期に分かれて来日しま
したが、彼らは技術者への夢を抱いて、
あくまで自ら志願して日本へ来たのであ
り、彼らに対する日本海軍の期待も大き
なものがありました。その証拠に、彼ら
は浅間丸、鎌倉丸など当時第一級の豪華
客船に乗船、海軍は日本まで護衛艦も付

けて送っています。
彼らは毎朝夕、軍歌を歌いながら工場
まで行進して作業に従事、高座海軍工廠
で研修した後、日本各地の先進工場に散
って、雷電、紫電改、零戦、月光等の海
軍新鋭機の製造を行いました。
そうして、
日本側の期待に応えて優れた技術集団と
して成長していきました。しかし、戦時
下のことで次第に食糧事情も悪化、航空
機製造工場は爆撃の一番の標的となり、
少年工も六〇名もが亡くなっています。
また、南国からきたため日本の厳しい寒
さが最もこたえた様子で、しもやけ・凍
傷になる者も多く、若干十二歳程度の少
年たちはホームシックにもなりました。
服装も学生服ではなく、作業服だったこ
ともショックでした。こうした困難な環
境の中、石川氏の父上は国民学校長を退
職して、高座海軍工廠の少年工宿舎の舎
監として彼らをよく指導されていました。
石川氏ご自身も少年工からよく菓子を分
けてもらい、可愛がってもらったとのこ
とです。
敗戦によって、台湾少年工の立場は、
突然に日本人から、敵国だった中国人へ
と大きく変わることとなりました。さら
に、日本海軍自体が解体されたため、当
初の約束と異なり何の資格も取得できま
せんでした。戦後の混乱の中、自暴自棄
となる者も出たのですが、石川氏の父上
のアドバイスもあり、彼ら自身の自治組
織「台湾省民自治会」を結成、人格者で
ある李雪峰会長のもと、団結して日本の
関係当局と交渉を行いました。彼らの食
料の確保から退職金、毎月五〇円の小遣
いまで交渉で獲得しました。
努力が実り、

氷川丸などの帰還船も手配されて、昭和
二十一年二月までに全員が整然と台湾に
帰郷することができました。李登輝元総
統も台湾少年工が仕立てた帰還船に神戸
から乗船、一緒に帰国しています。
台湾に戻ってからが、少年工たちのさ
らなる苦難のはじまりでした。ご承知の
ように台湾は蒋介石の率いる国民党が支
配する体制に変っており、その後三十八
年間も続く戒厳令下、白色テロの時代が
長かったのです。日本軍のために航空機
製造に従事したことは公には出来ず、大
陸からの中国人支配下で少年工たちは沈
黙を余儀なくされました。
こうした中で、高座海軍工廠の技師で
あった早稲田工手学校出身の早川金次氏
が、昭和三十八年、大和市に「戦没台湾
少年の慰霊碑」を建立したことが契機と
なり、少年工と日本との絆が再び強まる
こととなりました。慰霊碑建立とその後
の早川氏の台湾少年工遺族への慰霊の旅
によって、ばらばらとなっていた元少年
工たちが交流を再開し、各地の同窓組織
の結成へと繋がっていきました。戒厳令
解除の翌年、一九八八年（昭和六十三年）
には台湾高座会第一回大会も開催され、
昨年まで計二十五回開催されています。
台湾で民主化がすすむにつれて、元少
年工たちも日本の地を踏む回数が増えて
いきましたが、少年工が第二の故郷と呼
ぶ大和市との交流が本格化したのは、平
成四年
（一九九二年）
五月のことでした。
当時、石川氏が市議会議長を務められて
いた大和市役所を台湾高座会の訪問団一
行が表敬訪問、偶然に石川氏と再会を果
たしたことが、それからの二〇年に及ぶ

- 6 -

通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

=

大規模な交流の幕開けとなりました。同
年秋に、石川氏がご子息と台湾を訪問さ
れ、台湾高座会第五回総会に出席して、
翌平成五年（一九九三年）六月の日本で
の「台湾高座会留日五〇周年歓迎大会」
開催につながりました。
この五〇周年歓迎大会は、大和を第二
の故郷と思う元少年工らの台湾側出席者
が千四百人に膨らみ、日本側は大和市民
中心に千八百人の出席者が一堂に集うと
いう盛大なものとなりました。平成十五
年（二〇〇三年）には、
「台湾高座会留日
六〇周年歓迎大会」が座間市にて開催さ
れました。この際には、石川氏をはじめ
とする関係者の尽力により、一部の元少
年工の方へは修了証書、また、大部分の
方へは在職証明書が発行されて、大和市
長と神奈川県議会からの感謝状が話題と
なりました。しかし、日本国としては十
分な台湾少年工への感謝の表明だったか
どうかはよく考えなければいけないと思
われます。
本年、平成二十五年（二〇一三年）は、
元は紅顔だった台湾少年工が日本の土を
踏んでから七〇年目となります。彼らの
意向を汲んで、この五月九日、座間市市
民会館で開催される「台湾高座会留日七
〇周年記念歓迎大会」の実行準備が進め
られています。
以上が石川氏の講演の概要ですが、こ
の七〇周年記念大会へは、台湾からは約
二百六十人の元少年工とその家族が出席
されました。この機会に、森喜朗元総理
大臣から大会会長名のメッセージと同内
閣総理大臣名での感謝状が贈られました。

「雷電」の映像の前で、思いを語る石川氏

大戦末期、労働力不足を補うため、八四〇〇人余の台湾の少年たちが志
願して日本本土へ渡ったことを知る人は少ない――。日本と台湾の最も
困難な時代を生き抜いた台湾少年工たちの苦闘の記録！

二つの祖国を生きた

元台湾総統

李登輝 氏推薦 ！

石川公弘 著

台湾少年工

残念ながら予定されていた李登輝元総統
は体調不良で欠席となりましたが、台湾
からの参加者は「心に沁みた歓迎大会だ
った。流石は日本だ」とその感想を述べ
ています。元少年工の皆さんも、かなり
高齢になってきたため、恐らくはこれは
最後の公式会合となるでしょう。
一連の台湾少年工のエピソードは、既
に平成十七年（二〇〇五年）十月のＮＨ
Ｋラジオ深夜便「心の時代」で、石川氏
が「台湾少年工との六〇年」というタイ
トルで話されていました。石川氏は、台
湾少年工の記憶を歴史に書き留めるため
に、七〇周年記念大会に合わせて、本年
（二〇一三年）五月に「二つの祖国を生
きた台湾少年工」
（並木書房）を刊行され
ました。涙なくしては読めない本です。
まさに台湾少年工よ、永遠なれです。ぜ
ひ一読をしていただきたいと思います。
（講演会担当幹事 川村淳一・記）
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１頁から続く
台湾高座会留日七〇周年歓迎大会 寄稿

李登輝総統とのふれあい
会長 岩永 康久

二〇〇〇年に台湾に駐在し、二〇〇一
年・二〇〇二年と台湾日本人会の会長を
務めた事もあり、李登輝元総統とお目に
かかる機会は多かった。しかし、李総統
は雲の上の存在であり、お目にかかって
も私が記憶に残るような関係ではなかっ
た。その後、可愛がっていただけるよう
になれたのは一九九九年九月二十一日の
台湾中部大震災がきっかけだった。あの
地震にて台中日本人学校が倒壊し、日本
人社会では子息の通える学校が無くなり、
途方に暮れた。李総統は地震直後の十月
七日に倒壊現場まで慰問いただき、日本
人社会の窮状を察し、翌日には早や校舎
再建の為の代替地をご提案いただいた。
再建は突貫工事で進められ二〇〇一年二
月十二日には立派な新校舎での授業が再
開できた。地震から回復が進まない地域
が残っている中で、本式典への参加には
李総統も躊躇されたようで、結局震災三
周年の二〇〇二年九月二〇日に台中日本
人学校を訪問いただいた（写真参照）
。

いていないのか！」と、しかし優しい叱
責を受け、冷や汗をかいた事を忘れられ
ない。余談ながら、李総統が促進された
新幹線が当事開通していれば、こんな事
は無かったのですが。
その後はご自宅までお伺いする機会も
得られ、李総統の「政治哲学・人生観・
宗教観」等を聞かせていただいた。特に
印象的だったのは、事実上半世紀にわた
る国民党一党独裁政権の中で、台湾人と
して頭角を現し、その後民主化を進め、
国民の直接選挙による総統選までのご苦
労。その過程では想像を超えるご苦労が
あったようだが、抵抗勢力が強い中、目
標に向かって着々と布石を打って完成さ
せられた台湾の民主政治！ 正に李総統
は「台湾民主主義の父」と言える。また、
年齢を重ねられても、台湾に対する深い
愛、日台関係を重要視し、人生を台湾の
将来に捧げ、若者の真の意味での教育に
貢献していきたいとの高邁な理想を感じ
た。

私が住友商事を辞して、早稲田大学に
て「日台中米関係（台湾に焦点）
」の講座
を持つようになったのも、李総統の影響
が大きい。講座を始めて来期で六年目に
なる。毎年三月に講義の締めくくりとし
てゼミ生を台湾研修に連れて行っている。
この時は常に李総統との面談をお願いし
ている。李総統は「岩永ゼミの学生に講
話をし、議論するのは楽しい」と言って
二時間半程の長時間を割いていただける。
今年も三月初めに訪問した。「もう九二歳
になったよ」と言っておられたが、昨年

より寧ろ若返られた感じだった。台湾研
修では政治経済・外交関係に加え企業訪
問など多彩な方々との面談を設定してい
るが、やはり学生達に取り一番印象に残
り、今後の人生を考えさせられたのは李
総統だったようだ。李総統のご健康で
益々のご活躍を祈念しつつ。
（
年 月 日）

1
3

エピソードだが、当日私は台北～台中
間で大渋滞に巻き込まれ、李総統より遅
れて到着してしまった。李総統も台北か
ら向われたわけで、その前に言い訳など
許されるものではない。学校でお待ちい
ただいた李総統より「岩永くんは未だ着
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☟
最後に、台湾の将来で不安に思うこと
があります。それは世界中が自由貿易協
定（ＦＴＡ）に動いている中で、台湾に
は中国とのＥＣＦＡ（中台ＦＴＡ）のみ
しか存在しないことです。その意味では
国際的に経済孤立しかねない、ひいては
台湾経済を弱めることになりかねないと
懸念するものです。同じような懸念は日
本にもありました。
しかし遅まきながら、
日本も三月十五日に安倍首相がＴＰＰ参
加を表明し、締め切り直前で滑り込んだ
形です。日本はＴＰＰ参加表明により、
これまでなかなか進まなかった日中韓
（更に印・豪・ニュージランドを加えた
ＲＣＥＰ）
、
欧州との交渉も急速に進む局
面となってきました。
ＴＰＰは環太平洋の自由民主国家・地
域を対象としたものであり台湾は十分参
加資格があります。加盟国各国も心の内
では台湾の加盟を支持しているのではな
いでしょうか。環太平洋の集まりの中で
大きな経済力を持った台湾が入っていな
いことが不自然であり、台湾政府は危機
感をもち、参加への根回しを静かに、し
かし早急に進める必要があると考えます。
日台稲門会として、今後とも日台の相
互理解・友好に貢献して行きたいと思い
ます。特に台湾からの留学生、早稲田を
中心にした日本学生等、若者の交流にも
力を入れて行きたく、今後ともに皆さま
のご協力をお願いする次第です。
以上
（いわなが・やすひさ＝昭和四十四年政
治経済学部経済学科卒業）

二期生台湾研修

台中日本人学校再建記念
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台湾高座会
留日七〇周年歓迎大会
そもそも台湾高座会、台湾少年工とは
何か？日台稲門会の諸子なら既にご存じ
とは思いますが、会報第十三号で紹介し
た朝日新聞記事要約を改めて再録します。
☆

台湾少年工（神奈川県大和市）
『きっかけは偶然の重なりからだった。
一九九二年五月、神奈川県大和市の市
議会議長だった石川公弘さんは、台湾か
らの訪問団を迎えた。今の大和、座間市
などにまたがる場所にあった高座海軍工
廠で働いた元少年工たちが、再訪する旅
の途中だった。
「私もあそこで暮らしました」
石川さんが言うと、先方は驚きの声を
あげた。
「では、あの石川先生の息子さん
ですか」
石川さんの父、明雄さんは、寄宿舎の
五人の舎監の一人として少年工の面倒を
見た。石川さんも同じ敷地に住み、大食
堂で少年工と肩を並べた。
「もしあの日市長が在籍していたら、議
長の私が会うこともなかった。まったく
の偶然でした」
』
石川さんは台湾で開かれた少年工の同
窓会「台湾高座会」に招かれ、李雪峰会
長から「渡航五〇周年の来年は、ぜひ第
二の故郷、大和で大会を開きたい」と頼

まれた。そして九三年六月、元少年工ら
千三百人が、四〇台のバスを連ねて大和
市を訪れ、日本側も千八百人が集まって
歓迎した。
※※
日本の敗色が濃くなってきた四三年、
迎撃戦闘機「雷電」の製造を目的に高座
海軍工廠が建てられ、動員され不足する
工員の穴を埋めたのが台湾少年工たちだ
った。三年勉強し二年実習すれば、旧制
中学と同等の卒業資格を与えるとの条件
に希望者が殺到、厳しい選抜を経た八千
人の工員の大半は、国民学校高等科の在
籍者か卒業生。指導者として旧制中学生
四百人も加わった。実際は技師らを養成
している余裕などなく、少年たちは各地
の工場で働きながら技術を学び、高座に
戻って三交代で戦闘機づくりに従事した。
製造した雷電、百二十八機。
敗戦とともに少年工の管理は海軍省か
ら厚生省、
さらに神奈川県に移されたが、
八千四百人を世話する事務官は一人だけ
だった。混乱の中で、みんなを諭したの
は石川明雄さんだった。
「舎監は親身になって相談に乗ってくれ
た。身の振り方を考えろ、といわれ、自
治会をつくりました」
。
李会長が振り返る。
※※
苦難の日々を過ごしたにもかかわらず、
元少年工には今も親日家が多い。
「ひどい目にあったという人もいたが、
戦局の悪化でゆとりがなくなったのだろ
う。給料を貰っていたし、厳しい生活は

誰も同じだった」と、台湾高座会の謝清
松秘書長は話す。大陸から逃れてきた国
民党政権が本省人を弾圧したことも昔を
懐かしむ土壌となった。戒厳令下では同
窓組織を作ることもできない。
高座工廠技師だった故・早川金次氏が
大和に、
「戦没台湾少年工の慰霊碑」を建
て、
台湾で慰霊の行脚を続けた。
戦時中、
空襲などで亡くなった少年工は約六〇人。
八七年に台湾で戒厳令が解除されると
翌年、台湾高座会が結成された。石川さ
んは、二〇〇三年に大和で六〇周年の歓
迎会を開き、厚生労働省は。中学卒業証
明書や在籍証明書を発行した。
「三年後の七〇周年は、里帰りの最後の
年になるでしょう」
☆
そして、去る五月九日木曜日、台湾か
らの元少年工二百五十人を迎え、台湾高
座会留日七〇周年歓迎大会実行委員会主
催の歓迎大会が、座間市市民会館ハーモ
ニーホール座間（神奈川県）で開催され
ました。

歓迎大会会長には森喜朗・元内閣総理
大臣（総理の特使としてキューバへ派遣
されたため欠席）
、副会長には甘利明・
経済再生担当相（国会開会中のため欠
席）
、平沼赳夫・元経済産業相、日華親善
議員連盟会長はじめ各界を代表し台湾と
の紐帯を大切にする方々が就かれました。
なお平沼氏は国会開催中のお忙しいなか、
採決を済ませて慌しく駆けつけられまし
た。後援は交流協会と台北駐日經濟文化

代表處。
協力団体には高座日台交流の会、
日本李登輝友の会、日華親善協会、神奈
川県議会日華議員連盟、そして日台稲門
会も参加しました。
実行委員会委員長は石川公弘・日台稲
門会前会長が務め、また真鍋藤正、北村
友雄、栗山威郎の皆さんが副委員長を担
いました。
日台稲門会からは当会が協力団体に名
を連ねていることもあり多数の有志と学
生が参加し、元少年工たちの一〇年ぶり
の帰国を心から歓迎しました。

先ずは、益田駿・実行委員会副委員長
の開会の辞のあと、高座会会歌「故郷を
離れて」
（台湾少年工・李添石氏 日本
名・本島徹太郎 作詞）の全員での合唱
で開式。

故鄕を離れて幾千里
荒なみ越へて堂堂と
向うは其の名も香ばしき

（二番・三番略）

腫れて痛むも誰に言う
母は千里の彼方島
我が子よ達者で働けと
祈る母の幻か

瞼に故鄕を浮かべつつ
いつになったら帰るやら
過ぎしあの日を語りつつ
緑の島が戀しいぞ

石川実行委員長による歓迎大会開催に
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去った、というテーマは映画「海角七号」
でも描かれていたが、少年工たちもまた
見捨てられた存在であった。日本政府は
もう少し矜恃を保ち、公正と信義のある
諸国民を峻別すべきではないか。
（齋藤・
記）

○李 雪峰さん（８６） 現・台湾高座台日交流協会理
事長（初代） 旭日小綬章

「千の風になって」
「昴」の三曲を朗々と
歌い上げ、天才と云われる人物は何でも
一徹で一流なのだと感心しました。続い
て日台稲門会から北村友雄幹事が出演、
元少年工・洪坤山氏の短歌を吟じられま
した。

○鄭 世松さん（８２） 元・台日商務協議会会長、現・
東亜経済人会議台湾委員会名誉副会長、元・中国国
際商業銀行頭取、東京支店長 旭日中綬章

北に対（む）き年の始めの祈りなり
心の祖国に栄えあれかし

○許 敏恵さん（８９） 元・台日文化経済協会会長、
台湾京都大学同窓会会長 旭日中綬章

しもやけの指の痛みに耐え耐えて
油の滲む服洗いたり

練は、帰国してからも自信となって、あ
らゆる苦難を克服することができまし
た」
「わたしたちは日本人だったのです」
と繰りかえす彼らのよすがはどこにある
のだろうか。
台湾に赴任するまえの自分の浅薄な常
識では、日本は「植民地支配と侵略によ
って、多くの国々、とりわけアジア諸国
の人々に対して多大の損害と苦痛を与
え」
たことから
「痛切な反省の意を表し、
心からのお詫びの気持ち」を持たねばな
らず、それにより罪悪感と贖罪感がない
まぜとなっていた。
（
「 」内は村山談話）
その意識から、戦後日本は自らの復興に
合わせ、これらの国々に対し惜しみない
援助を続けてきた。しかしほとんどの国
は、それでは不足だといいたてるのが現
実。あまつさえ、自国の歴史観を持ちだ
し、正しい歴史を学べという。

元少年工たちは終戦と同時に教室と職
場と国籍を失った。台湾に戻ったあとも
日本の軍閥に協力したなぞ国民党政権下
では口にすることもできなかったろうし。
それも「裸で狼の群れのなかに」捨てら
れたようなものかも知れない。それなの
に、自分たちの青春を無茶苦茶にした日
本政府は謝罪しろ、とか、強制連行に対
し賠償金を払え、なぞとはちっとも思い
浮かばず、日本を懐かしみ、慈しみ、大
事に思い、こんな日本でも心の故郷、第
二の祖国と呼んでくれている。
繰り返すが、老少年工たちは日本人に
とってどういう存在で、我々はこれにど
う応えるべきなのか。日本は台湾を捨て

日本政府による４月２９日付発表の２０１３年春の
叙勲受章者の外国人叙勲のうち、台湾からは次の方々
３名が受章されました。

わが波乱の人生のその一コマに
大和村なる少年期の日
最後は何春樹・台湾高座会副会長のお
礼の言葉、今年が最後と思っていたが八
〇周年も是非やりましょう、との力強い
決意が表明されました。
補足しますが、日本には日本高座会が
あります。こちらは戦後日本に残留した
約百名の元少年工及び日本人関係者によ
り結成され、きっかけはやはり故・早川
金次氏の慰霊碑建立によるもので会長は
呉春生氏。台湾高座会とは別組織なので
日本高座会と称しているとのことです。

至る経緯の紹介があり、続いて森・元首
相名による感謝状が、
（欠席の森・元首相
に代わり）平沼赳夫・日華親善議員連盟
会長から台湾高座会各区会代表に贈呈さ
れました。この感謝状は、多くの元少年
工から「日本の経験を語れず、今も子孫
に理解されない」という苦悩を聞いた石
川委員長が森・元首相に熱心に働きかけ
実現したもの。感謝状は、元少年工が日
本にいたこと、高座工廠で働いていたこ
との唯一の証なのです。李登輝・前総統
の言うように、彼等は終戦までは「日本
人」だった。このことを我々は忘れては
ならないと思います。
感謝状贈呈式に続き平沼議員の歓迎の
挨拶。台北駐日經濟文化代表處からは羅
坤燦・副代表が駆けつけ、心のこもった
挨拶で元少年工の苦労を労われました。
前半最後は李雪峰・台湾高座会会長のお
礼の言葉、春の叙勲で旭日小綬章を授け
られたことに関し、「この叙勲は私一人に
与えられたものではなく、会員全員に与
えられたもの」と述べられました。
休憩の後、体調を崩され訪日が適わな
くなった李登輝・前総統や蔡焜燦氏に代
わって、遠藤三起夫・座間市長による代
理講演がありました。

いつも考えるのは、この老人たち・老
少年工はなぜこうなんだろういうこと。
恨みがましいことを一切いわず、「大和
は第二の故郷です」「この地で経験した試

□ □ □

続くアトラクションの部では、ノーベ
ル化学賞受賞者の根岸英一さん（石川委
員長の中高時代の学友）によるノーベル
賞を如何に取るかについてのノウハウ
（我々凡人には全く役に立たず、孫子の
代の教育環境改善を期すしかないことは
理解できた）
伝授のあと、「オーソレミヨ」

春の叙勲、台湾から３人受章
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通巻第１６号

平沼赳夫・日華親善議員連盟会長から台湾高座会各区会代表に
感謝状贈呈

歓迎大会開催の経緯を説明する石川実行委員長

感謝状を手にする台湾高座会各区会代表

ノーベル化学賞受賞者・根岸英一さんの独唱

北村友雄幹事の詩吟

美味しいパスタとコーヒーで、皆様のお越しをお待ちしております！
＜プロント 越谷レイクタウン店＞
〒343-0826 埼玉県越谷市東町４－２１－１ イオンレイクタウンＫＡＺＥ Ｃ２０１
TEL：048-934-3201 最寄り駅：越谷レイクタウン駅
営業時間：平日、土、日、祝日 カフェ 9:00～17:00 バー 17:00～23:00 定休日：無休

＜プロント 大手町カンファレンスセンター店＞
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－３－２ 大手町カンファレンスセンターＢ１Ｆ
TEL：03-6212-0036 最寄り駅：大手町駅
営業時間：平日カフェ 7:00～17:00 バー 17:00～23:00 土カフェ 8:00～17:00 定休日：日祝

＜プロント カレッタ汐留店＞
〒105-0021 東京都港区東新橋１－８－２ カレッタ汐留Ｂ２Ｆ
TEL：03-5537-2344 最寄り駅：汐留駅、新橋駅
営業時間：平日カフェ 7:00～17:30 バー 17:30～23:00 土カフェ 10:00～17:30
バー 17:30～22:00 日、祝日カフェ 10:00～18:00 定休日：不定休
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会員・会友寄稿
北ビルマでの
国民党軍と日本軍の死闘
川村淳一
一見台湾とは直接の関わりがなさそう
なタイトルですが、実はビルマ（現ミャ
ンマー）は台湾とも結びつきがあるので
す。私がミャンマーに駐在していた二〇
〇九年、現地合弁会社の専任運転手の父
親は八〇歳台ですが、台湾出身でした。
太平洋戦争中は国民党軍に属し、戦後は
ビルマ国軍の空軍軍人として働いたとい
う彼の数奇な経歴を知ったことから、戦
時中のビルマにおける蒋介石の国民党政
府と日本との戦いに関心が向き、自分な
りに調べてみました。今回その一部をご
紹介したいと思います。
ビルマでの日本軍の戦いといえば、悪
名高い「インパール作戦」を挙げられる
方が多いと思います。これは、日本軍と
英印中心の連合国軍とが戦ったものです
が、北ビルマでも国民党軍と日本のビル
マ方面軍との間で、これに劣らない死闘
がありました。
日中戦争が勃発した後、連合国側はイ
ンドのアッサム地方から北ビルマを経由、
中国の雲南省を抜けて重慶の国民党政府
までの軍事・援助物資を送る輸送路、い
わゆる「援蒋ルート（ビルマ公路）
」を建
設して、国民党政府と軍を支援していま
した。ところが、一九四二年（昭和十七

年）春に日本軍がビルマを占領し、この
補給路を遮断した結果、国民党政権の屋
台骨が危うくなることになりました。そ
のため、連合国側は圧倒的な制空権のも
とで、補給路を物資の空輸（千トン／日
ベース）に切り替えたのです。しかし、
空輸ではスコール等の悪天候による停滞
もあるために、
新たな陸上補給路として、
北アッサムのレドを起点に中国雲南省の
昆明までの、レド公路（全長千八百キロ）
が計画されました。
このレド公路は、一九四五年（昭和二
〇年）一月に完工しましたが、日本軍は
インパール作戦と同時並行的に、印支遮
断（インドと中国の連絡路を断つ）を目
的とするいわゆる「断作戦」が実行しま
した。この作戦のもと、中国雲南省と北
ビルマに広がる峻険な山岳国境地帯では、
国民党軍（雲南遠征軍）二〇万人、予備
軍を入れると約三〇万人と日本のビルマ
方面軍の一部、第三十三軍の二万人強と
が激戦を行ったのです。
衛立煌将軍が率いる蒋介石直属の雲南
遠征軍は、蒋介石の軍事顧問でもあった米
国のスチルウェル将軍の支援により、イン
ドで連合軍式の訓練を受けました。そのう
え米軍と同様の近代兵器を装備、航空戦力
の支援のもとに新たな補給ルートを貫通
させる目的で、ビルマ国境に向けて進軍し
ました。戦後、台湾を占領した国民党軍兵
士は、粗野で身なりも粗末な中国兵という
見方が多いのですが、雲南遠征軍の兵士は、
重慶の国民党政府が選抜した愛国心の強
い学徒兵で、十代の若い兵士が大半でした。
年齢から見ると、まさに台湾少年工と重な

るくらいですが、日本軍がそれまで戦った
中国兵とは装備も士気も大きく異なる軍
隊だったといえます。
日本側第三十三軍の主力となった久留
米出身の龍兵団と菊兵団も、陸軍の中では
精鋭といわれた師団で、はじめは優勢に戦
っていました。しかし、最後は弾薬・食糧
の補給もなくなり、圧倒的な装備と人員を
誇る雲南遠征軍に包囲された結果、一九四
四年（昭和十九年）九月の竜陵会戦で、雲
南省にあった龍兵団の拉孟（らもう）
、騰
越（とうえつ）の守備陣地は玉砕してしま
いました。この会戦で最終的に日本側は四
千三百人、中国側は六万三千人が亡くなっ
たといわれており、実際の犠牲は中国側が
何倍も多かったのです。ちなみに、この戦
闘での日本軍将兵の奮闘は、蒋介石も称え
るところとなっています。
国民党軍の雲南からビルマへの遠征の
結果、冒頭に述べたように、元国民党軍兵
士だった方が、今は引退してミャンマーの
ヤンゴンで暮すこととなりました。実際に
は、少なからぬ国民党系の元兵士がミャン
マーに住んでいると思われます。実際、ミ
ャンマーの古都マンダレー以北では中国
系住民が多く、中国語の看板もしばしば目
にするからです。おそらくは、日本兵の生
き残りの方も、ミャンマーの国境地帯など
で暮らしていたのではないでしょうか。現
在、ミャンマーは民主化がすすんでいると
報道されていますが、七〇年前の日中の死
闘にも思いをはせてみたいものです。
（か
わむらじゅんいち＝昭和五十五年政治経
済学部政治学科卒業）

新たな次元の日台交流へ

早稲田大学政治経済学部二年
劉 彦甫

(

二〇一一年の東日本大震災で台湾が破
格の義捐金を日本に寄付したこともあり、
近年日本において親台度が高まっている
ことが身をもって感じられる。尖閣諸島
台湾名 釣魚台 において領土問題があ
るが、
漁協協定を締結 沖縄の反発がある
が したことからも日台関係は非常に良
好であるといえ、日台交流が今後も盛ん
になってくることが予測される。
一方で、
現在の日台交流には弱点があるように思
われる。
「親台の人は多いが、知台の人は
少ない。
」
「親日の人は多いが、知日の人
は少ない。
」これが、私が日本と台湾にお
いてよく感じることである。これが現在
の日台交流の弱点ではないだろうか。現
在の日台交流は文化面が中心である。日
本と台湾は相互にパブリックディプロマ
シーを展開し、それは一応の成功を収め
ているだろう。しかし、それはそれぞれ
の市民に相手への抽象的な好印象をもた
らしているにすぎないのではないか。台
湾 日本 が好きな一般の日本人 台湾人
に台湾 日本 の政治・経済・社会・歴史
等を尋ねてどこまでの返答を期待できる
だろうか。私の実体験では、台湾がかつ
て日本の植民地であったことを知らない
台湾好きの日本人もいた。相手に対する
最低限の知識をもたないこのような状況
の上に築かれている関係はいずれ誤解や
食い違いを生み、崩壊することになる可
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齋藤 晃

歯科医師／歯学博士

書 籍 紹 介
「日本統治下の台湾」
著 （平凡社新書）
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坂野 徳隆

台北・高雄間三四五㎞を最高時速三百㎞
で結ぶ台湾新幹線（台湾高速鐵道／ Taiwan
）の建設プロジェクト紆余
High Speed Rail
曲折の道のり、と思いきや、日本人女性と
台湾人青年のすれ違いや複数の人間関係
が絡み合い、それぞれの「路（ルウ）
」を
見出すというお話。映画「海角七号」にも
似た、台湾と日本の特別な関係を描いた作
品。色々な視点から愉しめる。

「台湾海峡 一九四九」
龍應台 著／天野健太郎 訳

インタビューを重ねに明らかになる、
それぞれの一九四九年。何が善で何が悪
かで片付けられない、重い話です。意外
な方々の経験がまたそれぞれの歴史。

Akiyoshi Suzuki,D,D,S.,Ph.d.

口腔ケアで高齢要介護者の
誤嚥性肺炎を予防しましょう！

鈴 木 章 敬

よく噛んで！ 歯周病予防と肥満予防！

Phone 03-5950-8241
Fax 03-5950-8242

適切な口腔ケア（歯ブラシ・舌ブラシなど）で歯周病は予防できます！
更に、カゼ、インフルエンザの予防になります！

東京都豊島区池袋４-25-1
紘亜ビル１Ｆ 〒171-0014

能性があるのではないだろうか。
このような状況を解決するためにも相
互理解を深めるための新たな次元の日台
交流が必要である。そのためには、日台
交流を扱う団体や日台研究を行っている
機関が互いに分かれず緊密に協力し、日
本と台湾への認識を人々に深めてもらう
ためのさらなる日台交流について検討す
ることが必要である。これが私を含めた
日台交流に寄与しようとする者に今後必
要なことであるだろう。

国島水馬（くにしま すいば）は第一次
大戦直後の一九一六年（大正五年）
、たま
たま台湾に博覧会を見物に来て、そのまま
一九三四年（昭和九）まで居着き、
『台湾
日日新報』に臺日漫畫（風刺漫画）で腕を
揮った漫画記者。いつ日本で生まれ、また
日本に戻ってからも何をしていたのかは
記録にない、謎に包まれた人物らしい。と
もあれ、台湾新聞界に初めて漫画を持ち込
んだ国島は、約二〇年間台湾の政治、経済、
世相、事件をはじめ風習・風俗を風刺した
漫画を連載し、当時の貴重な市井の記録と
もなっている。日本国内の時事漫画と比較
しても興味深いと思うが、これを現在の歴
史観で論ずるのは誤りだと思う。

「路 ルウ 」

)
吉田 修一 著（文芸春秋）

Suzuki Dental Clinic

タバコ 肥満は歯周病リスクを高めます

鈴木歯科クリニック

通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

(

齋藤 晃

映 画 紹 介
「ＫＡＮＯ」
（嘉 農）

また投手・四番打者の呉明捷は早稲田
大学に進んで一塁を守り四番打者、長嶋
茂雄に破られるまで東京六大学の本塁打
記録を保持した。
なお、近藤は名監督飛田穂洲（明治十
九年生）の二年下、近藤が野球部にいた
かどうかは分からないが交流はあったの
だろうか。「熱球三十年」
には見あたらず。
監督は「セデック・バレ」で頭目・ワ
リスを演じた馬志翔、
「海角七号」
「セデ
ック・バレ」の魏徳聖監督はプロデュー
スに回った。日本からは近藤兵太郎役の
永瀬正敏、八田與一役の大沢たかお、伊
川東吾、坂井真紀が出演している。
台湾での上映は来年二〇一四年春節の
予定、そのあと夏の甲子園に合わせた日
本上映も目指している。

「台湾 アイデンティティー」
監督 酒井充子
公式サイト 基本データより
情報 日本統治時代を経て、
第二次世界
大戦、二二八事件、白色テロの時
代を生き抜いた台湾の〈日本語世
代〉と呼ばれる老人たちの人生に
寄り添うドキュメンタリー
説明 東日本大震災の際、
台湾からは二
百億円を超える義援金が寄せられ、
昨年には日本から過去最高の約百
四十四万人が台湾を訪れました。
これまで以上に日本に親しい国と
して関心を集める台湾。

当会会友の酒井充子監督による「台湾
人生」
（〇九）
、
「空を拓く 建築家・郭茂
林という男」
（十三）に続くドキュメンタ
リー作品。本年七月六日（土）よりポレ
ポレ東中野で公開されるとのことです。
その後、神奈川はじめ、甲信越、東海、
関西、九州、沖縄で順次公開の予定。
「かつて日本人だった人たちが語るそれ
ぞれの人生」
。是非作品を観て、台湾を応
援しましょう。
スタッフ 監督 酒井充子、 プロデューサ
ー 植草信和、古関智和、 製作総指揮 菊池
笛人、小林三四郎、 企画 片倉佳史、 撮影
松根広隆、 編集 糟谷富美夫、 音楽 廣木
光一、 ナレーター 東地宏樹
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製作 魏徳聖／監督 馬志翔
昭和六年（一九三一年）
、台湾の嘉義農
林学校野球部は近藤兵太郎監督（松山商
業学校‐早稲田大学）のもと第十七回全
国中等学校優勝野球大会（現・全国高校
野球選手権大会）夏の甲子園に出場し、
決勝戦で０‐４で敗れたものの、この年
から史上唯一の三連覇を達成する中京商
業と熱戦を繰りひろげた。本作品は嘉義
農林の準優勝までの道と八田與一のエピ
ソードを織り込んだもの、とのこと。
戦績は、二回戦 対 神奈川商工 ３‐
０ 、準々決勝 対 札幌商１９‐７、準
決勝 対 小倉工１０ ２、初出場ながら
大変な快挙。メンバーは、１番 平野保郎
（羅保農 本名不詳・アミ族） 外野手、
２番 蘇正生 外野手、３番 上松耕一（陳
耕元 本名アシワツ） 内野手、４番 呉明
捷 投手、５番 東和一（藍明德 本名ラワ
イ） 捕手、６番 真山卯一（拓弘山 本名
７番～９番は日本人で、
マヤウ）内野手、
小里初雄、川原信男（内野手）
、福島又男
（外野手）
、
また補欠は崎山敏雄、
里正一、
谷井公好、積真哉、劉蒼麟、という記録
が残っている。映画で確認してください
結局近藤監督率いる嘉義農林チームは、
春一回、夏四回甲子園に出場という輝か
しい記録を残したのである。

第１６期定時総会 会場風景

通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

-

:

:

/
y
t
i
t
n
e
d
i
n
a
w
i
a
t
/
m
o
c
.
c
c
i
p
u
.
w
w
w
/
/
:
p
t
t
h

:

:

:

-

:

:

:

:

:

新会員・会友紹介

鈴木 康徳（すずき やすのり）さん
平成十一年政治経済学部政治卒業 入会
動機 数年前から毎年、台湾校友会に参加
しており、日台稲門会の方々に大変お世
話になっている。今後も台湾とのつなが
りを持ち続け、台湾との交流を深めて行
きたい。
:

石 超宇（せき ちょうう）さん

を深めたい。

山口 拓（やまぐち たく）さん
平成十八年大学院公共経営研究所卒業

山本 彩加（やまもと さいか）さん

社会科学部在学中 学生会員 入会動
機 岩永先生の講義を通して台湾に興味
を持つようになり、また九日の日台稲門
会での羅坤燦副代表の講演と日台交流の
集いを通じてさらに興味が増しました。

:

:

:

:

:

入会動機 台湾とのビジネス及び友好関
係推進。

房野 忠典（ぼおの ただのり）さん

入会動機 日本にとって歴史的にもっと
も縁のある大切な隣国の台湾のことを勉
強し，友好の一助となりたい。

圓本 武喜（まるもと たけよし）さん

三台会、慶應義塾大

宮内 真由子（みやうち まゆこ）さん

和田 滋（わだ しげる）さん

三台会、昭和四九年慶應義塾大学文学部
社会学卒業 入会動機 台湾での早慶戦
以来の縁を大切にして、日台交流に協力
したい。

浅井 利明さん、小曾根将隆さん、簡野
肇平さん、近藤良三郎さん、白鳥 和夫
さん、譽 清輝さん、鴇田 一夫さん、
小鮒 慶
宗像亀美男さん、
藍 進明さん、
子さん、スヴェトラーナ・ヴァシリュー
クさん、坂井 優さん

【 退会会員・会友 】

また大変残念ではありますが、次のか
たがたが退会されました。長い間お世話
になりました。

:

:

:

塚本 正樹（つかもと まさき）さん

三台会、慶應義塾大経商部卒業

小川 隆（おがわ たかし）さん

お茶の水女子大学文教育学部言語文化学
科 学生会友

牛丸 絵梨佳（うしまる えりか）さん

三台会、慶應義塾大

飯沼 昭治（いいぬま しょうじ）さん

【新 会 友】

政治経済学部経済学科在学中 学生会員
入会動機 早稲田大学の発展と台湾との
交流に微力ながら寄与したいというもの
がある。昨年十月に行われた秋季講演会
と懇親会に参加した際、貴会のすばらし
さを実感できたことも貴会に入会する動
機です。

劉 彦甫（りゅう ちぇんふ）さん

:

平成十五年早稲田ビジネススクール 入
会動機 台湾の好きな方と交流したい。

CHEN

高橋 史郎（たかはし しろう）さん
昭和五八年第一文学部卒業

チェン・クリスティーヌ （
）さん
CHRISTINE

社会科学部在学中 学生会員 入会動
機 日本の先輩方との交流、日本人の友人
作り。

平山 泰朗（ひらやま やすろう）さん
平成九年政治経済学部経済卒業

松田 哲也（まつだ てつや）さん
平成元年社会科学部卒業

松原 仁（まつばら じん）さん
昭和五六年商学部卒業

三村 達也（みむら たつや）さん
文化構想学部在学中 親子会員

宮下 繁明（みやした しげあき）さん
昭和五六年商学部卒業（早稲田精神昂揚
会） 入会動機 台湾と日本との友好関係

:

前回総会以降入会された会員・会友の
皆さんを紹介します。台湾をこよなく愛
するかたがたです。また学生会員・会友
の入会が増えています。

【新 会 員】
石井 達也（いしい たつや）さん
昭和五九年政治経済学部政治卒業 入会
動機 日台友好

笠原 学（かさはら まなぶ）さん
昭和四七年理工学部卒業 ※再入会

佐藤 貴仁（さとう たかひと）さん
日本語教育研博士後期課程 学生会員

篠江 裕行（しのえ ひろゆき）さん
平成二二年商学部商研修士在学中 学生
会員 入会動機 二〇〇九年～二〇一一
年一月まで国立台湾大学にダブルデイリ
ープログラムで留学していたため、日本
でも台湾との関係を持っていたい。

篠山 秀夫（しのやま ひでお）さん
昭和四八年教育学部卒業 入会動機 お
世話になった諸先輩との交流。

柴田 巧（しばた たくみ）さん
昭和六二年大学院政治学研究科修了 入
会動機 日台関係の発展に寄与したいと
思い入会を希望します。
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:

:

岩永台湾講座生台湾研修
二〇一三年三月

ルより類推下さい。
李元総統は岩永ゼミ生の訪問を気にい
っていただき、予てより「何時でもいいか
らいらっしゃい」と言っていただきました。
ご高齢だけに、健康状態が心配されました
が、寧ろ昨年より元気になられたと感じる
程でした。
「世界のためにアジアの指導者
たれ」と言う演題で講演をいただきました。
その後質疑応答になり、学生からいろいろ
な質問が出るにつれ、益々熱がこもり、二
時間半に及ぶ面談をいただきました。今年
も別れ際に「岩永ゼミ生との面談は楽しい
ね」とのお言葉をいただきました。学生達
も偉大な政治家の話に強い感銘を受けた
様子でした。
三三会（台湾における大手企業の団体）
との昼食会では江丙坤会長が初めて出席
されました。これまでは海峡交流基金会会
長として中台ＥＣＦＡ（両岸経済協力枠組
協定）の締結、交渉に忙殺されておられま
したが、昨年海基会会長を退かれ、今回は
三三会会長として出席されました。これか
らは以前より進めていた日台交流に更に
貢献したい、学生との懇談も大事だと言う
事で、国賓大飯店にて豪勢な食事をご馳走
になりました。
二二八記念館を案内してくれた䔥錦分
氏は酒井充子監督の「台湾人生」にも登場
されている方で、実体験に基づき真に迫る
話を聞かせていただきました。南部訪問は
今年も烏山頭ダムを訪れました。ゼミ生の
前田くんが八田與一の高校の後輩である

為、昨年に引き続き訪問した次第です。台
南科学園区も訪問、台湾の電子分野の巨大
さ、先進性には驚いたようです。嘉義から
台南までの全工程を台南市がすべて手配
してくれ、台南の郷土料理もご馳走になる
など大変お世話になりました。バイオテッ
クの会社、奇美実業の社会貢献事業見学も
手配されていました。
日系企業訪問としては瑞穂銀行を訪問
しました。戦前の日本勧業銀行時代からの
活動を通じて培われた、金融分野での突っ
込んだ台湾への関与が伺われました。亜東
関係協会訪問は小生の再確認が漏れてい
たため、すれ違いとなり、急遽古巣の台湾
住商に立ち寄りとなりました。

最後の晩は台北稲門会の夕食会に招待
いただきました。今年は例年と違った手法
でと言うことで萩谷先輩が台湾のデータ
を纏めて説明いただき勉強になりました。
その後は先輩・後輩交えての飲み会となり
ましたが、今年はハチャメチャやる学生が
いなくて、比較的穏やかな雰囲気の飲み会
となりました。
最後に、学生のなかには日本の戦後教育
の中で加害者意識を持ち続けていた者も
おり、いろいろ考えることが多かったよう
です。比較的高齢な方ばかりでなく、台湾
大学学生との討論会・夕食会を通じて若者
も非常に親日的で、中・韓の歴史批判とは
違う、客観的事実に基づく台湾の肯定的歴
史観がある事を自分の目で確かめること
ができたようです。 （日台稲門会会長
岩永記）

- 16 -

岩永 康久
今回の研修旅行は小生が早稲田で講座
を始めてから早や五回目になります。三月
三日～八日のスケジュールにて、十六名の
学生を連れて行ってきました。また今回は
初めての試みとして、立法院を訪問。今年
度のゼミ生の中に日華議員懇談会台湾側
会長である李鴻鈞立法委員の甥（劉彦甫く
ん）が在籍したこともあり、立法院を見学
しました。江宜樺・行政院長と民進党議員
の白熱した議論が展開されており、王金平
院長も議会の休憩時間を利用して写真撮
影に出てきてくれました。今年の学生も講
義で学んできたことと台湾の現実の姿を
自分の目で確かめながら、更に突っ込んで
日台関係を知りたいとの意気込みが感じ
られました。特に交流協会での質疑応答は
際限なく、幸いにも岡田部長が時間オーバ
ー問題なしとのことで昼食時間に大幅に
食い込み、最終的に質問を打ち切らざるを
得なかった程でした。研修ではいろいろな
角度から台湾の政治・経済が見られるよう
に、また台湾の若者の意見も聞けるように
台湾大學学生との討論会・懇親会も手配し
ました。スケジュールは以下通りでしたが、
訪問・面談においてはそれぞれ貴重な話が
多く、個別に詳細を記載したい所ですが、
紙面上の制約があり、トピックスのみ後述
することとし、添付写真・以下スケジュー

李登輝元総統の講演・討論会 二時間半に及ぶ

八田與一記念像の前で

通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

平成２５年６月１日（２０１３年）

２０１３年３月
２０１３／３／３（日）

日 台 稲 門 会 会 報

通巻第１６号

早稲田大学
１３：２５ 集合
１５：２５ 成田発

岩永ゼミ台湾研修
成田空港第二ターミナル（スカイツアカウンター前）
ＣＸ－４５１ 台北桃園 １８：３５

４日（月）

市内観光
昼食
夕食

故宮博物院・忠烈祠・１０１・龍山寺・中正紀念堂
三三会 江丙坤会長・郭秘書長（國賓飯店）
夜市

５日（火）

９：２０～１０：３０
１１：００～１２：３０
１４：００～１５：３０
１６：００～
夕食

立法院（李鴻鈞立法委員）王金平院長
２２８紀念館（“台湾人生”䔥錦文氏 案内）
亞東關係協会 廖了以会長 ⇒ 台湾住商に変更
台湾大學 討論会
台湾大學 親睦会

６日（水）

８：００ 台北発

２０：１５

高鐡嘉義 ９：２４
烏山頭ダム（八田與一）
台南科学園区（＋企業訪問）
台南市 趙国際局長
台南発（２２：００ 台北着）

９：００～１０：３０
１０：４５～１２：００
１５：００～１７：３０
夕食 １９：００
台北桃園 １２：５０

瑞穂銀行（馬場支店長）
交流協会（岡田部長）
李登輝元総統
台北稲門会（樺慶川菜）
ＣＸ－４５０ 成田 １６：５５ 帰国

７日（木）

８日（金）

江丙坤三三会会長（前海峡交流基金会会長）
国賓大飯店にてご馳走に

台北稲門会主催歓迎会 陳光敏台湾校友会
会長も参加、後方が長田幹事長

立法院委員会室にて 李鴻鈞立法委員（日華議員
懇談会副会長） ＴＶで放映される乱闘騒ぎは
この場所です

立法院前で 王金平立法院長、李鴻鈞立法委員と
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日台稲門会会則 改訂案

第一条（名称） 本会は日台稲門会と称
する。
第二条（目的） 本会は会員相互の親睦
を図り、
早稲田大学の発展に協力し、
あわせて台湾との交流を深めること
を目的とする。
第三条（会員および会友資格） 会員は
日本に居住する早稲田大学の校友ま
たは学生で、多少でも台湾にゆかり
のある者とする。
２、会友は本会活動目的に賛同する者
で、会員の推薦により幹事会で決定
する。
第四条（役員の選出） 本会は次の役員
を置く。
会長一名、副会長若干名、幹事長一
名、副幹事長一名①、幹事若干名、
会計一名。
２、会長は幹事会の推薦を経て総会で
選定する。
３、副会長、幹事長、副幹事長①、幹
事、会計は幹事会の推薦を経て会長
が委嘱する。
第五条（役員の任期） 役員の任期は次
のようにする。
一、会長の任期は定期総会終了の時か
ら二年後の定期総会終了の時までと
する。ただし、再任を妨げない。

二、会長以外の役員の任期も会長の任
期に準じる。
第六条（役員の職務） 役員は次の会務
を執行する。
一、本会の諸会合に関すること
二、会員名簿の整理並びに発行に関す
ること
三、その他の本会の目的達成に必要な
る行事の企画。
第七条 （会長・副会長・幹事長・副幹事
長②の職務） 会長は本会を代表し、
本会の運営を統括する。
２、幹事長は会長・副会長を補佐し、
会長・副会長に事故ある時はこれに
代わる。
３、副幹事長は幹事長を補佐し、当会
の円滑なる運営を図る。
第八条
（監査役） 本会は監査役を置く。
２、監査役は会長の委嘱を経て総会で
選出する。
３、監査役は会計監査を執行する。
４、監査役の任期は定時総会の時から
二年間とする。
５、任期の満了前に退任した監査役の
補欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。
第九条（幹事会） 幹事会は、会長、副
会長、幹事長、副幹事長①、幹事、
会計をもって構成し、必要に応じて
会長が召集して本会の運営に必要な
事項を協議、決定する。

第十条（総会） 本会は幹事会の決定を経
て毎年一回、会長の招集により定期
総会を開催する。ただし、会長が必
要と認めた時は、幹事会の議を経て
臨時総会を開催することができる。
定期、臨時総会において会長は議長
となり、決議は出席会員の過半数を
もって成立する。
第十一条（事務所） 本会の事務所は、関
東地区内の役員宅に置く。

第十二条（経費） 本会の経費は、会費、
寄付金、その他の収入をもって支払
う。

第十三条（入会金および年会費） 本会
の会費は次のとおりとする。
一、入会金は金二，〇〇〇円とし、年
会費は金五，〇〇〇円とする。
二、年会費を継続して三年間未納の場
合は、
本会を退会したものと見做す。
三、学生会員および卒業後１年未満の
会員は年会費を免除する。また学生
会友についてもこれに準ずる。④
第十四条（会計年度） 本会の会計年度
は四月一日より翌年の三月三十一日
までとする。

第十五条（名誉会長、顧問） 名誉会長、
顧問は幹事会の推薦を経て会長が委
嘱する。
第十六条（会則の改訂） 本会則の改訂
を必要とする事項については、直近
の総会において事後承認を求めなけ
ればならない。③

（付則）
本会則は平成九年一月一日より施行する。
平成十二年四月十五日 一部改訂
平成十三年四月七日 一部改訂
平成十五年四月十二日 一部改訂
平成二十四年六月九日 一部改訂
平成二十五年六月一日 第四条、
第七条、
第九条、
第十三条 改訂、
第十六条 新
設

【備 考】
①副幹事長の設置
②副幹事長の位置付けと職務
③会則の改訂方法（第九条から独立さ
せる）
④学生会員・会友の年会費免除
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通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

訃

報

校友会校友の簡燦雲様が二月二日逝去
されました（享年九十二）
。心よりお悔やみ
申し上げると共に、ご冥福をお祈りいたし
ます。なお、葬儀は二月二十五日に執り
行われました。
簡燦雲老菩薩 孝男
簡肇衡様 簡肇豪様 簡肇能様
二〇一三年二月二十一日
日本・早稲田大学日台稲門会
会長 岩永康久
幹事一同
弔 辞（弔電）
ご尊父様のご逝去の報に接し、
心よりお悔やみ申し上げます。
簡燦雲様は早稲田大学の大先輩で
あり、私達が台湾に勤務していた
時は大変お世話になりました。
早稲田大学校友会の発展に多大な
ご指導をいただき、また、日本と台湾
との友好・交流促進にも常にご高配を
賜りましたことを感謝申し上げます。
また、日台稲門会の年次会報には
毎年貴社の広告を掲載していただき、
日本でもお世話になっておりました。
長年のご指導に深く深く感謝申し
上げますと共に、心よりご冥福を
お祈り申し上げます。
合掌

経済用語解説（岩永会長記事に関し）
ＴＰＰ
Trans -Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement ま た は 単 に
（環太平洋戦
Trans-Pacific Partnership
略的経済連携協定、環太平洋パートナ
ーシップ協定）安倍首相は「聖域なき
関税撤廃が前提でないことが明確にな
った」として事実上のＴＰＰ参加を表
明した。
ＦＴＡ
（自由貿
Free Trade Agreement
易協定）物品の関税、その他の制限的
な通商規則、サービス貿易等の障壁な
ど、通商上の障壁を取り除く自由貿易
地域の結成を目的とした、二国間以上
の国際協定。
Ｅ Ｐ Ａ 経 済 連 携 協 定 （ Economic
）自由貿易協定
Partnership Agreement
（ＦＴＡ）を柱として、関税撤廃など
の通商上の障壁の除去だけでなく、締
約国間での経済取引の円滑化、経済制
度の調和、および、サービス・投資・
電子商取引などのさまざまな経済領域
での連携強化・協力の促進などをも含
めた条約。
ＥＣＦＡ
Economic Cooperation
（両岸経済協力
Framework Agreement
枠組協議
（海峡兩岸經濟合作架構協議）
台湾と中国間のＦＴＡ．
ＲＣＥＰ
Regional Comprehensive
（東アジア地域
Economic Partnership
包括的経済連携）東南アジア諸国連合
加盟十ヶ国に、日本、中国、韓国、印
度、オーストラリア、ニュージーラン
ドの六ヶ国を含めた計十六ヶ国でＦＴ
Ａを進める構想。

〈年会費のお支払いについて〉

平成二十五年度年会費につきましては、
左記口座にお振込みいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
●銀行振り込みの場合
三井住友銀行（銀行コード０００９）
上大岡支店（店番５６６）
口座番号：普通預金６９２９０９５
口座名義：日台稲門会 川村淳一
（ニチタイトウモンカイカワムラジュ
ンイチ）
●郵便局振り込みの場合
加入者名：日台稲門会
口座番号：００１３０ ８ ６９８０５
＊銀行または郵便局の払込金受領書をも
って領収書に代えさせていただきます。
当会発行の領収書がご入用の場合は、
振
込取扱票の通信欄にその旨ご記入くだ
さい。

編 集 後 記

偶然というものは不思議なものであ
る。高座日台交流の会の石川公弘会長が
大和市議会議長の折に元台湾少年工と
遭遇しなければ（その前に市長が留守で
なければ）
留日七〇周年歓迎大会はなか
ったも知れないし、
また李登輝氏が総統
にならなければ老少年工も堂々と高座
会を結成できなかったかも知れない。ま
た、
編集子にしても台湾転勤の発令が下
らなければ、
一生台湾との縁故はなかっ
たと思うし、
殖民地から見た近代史に向
き合うこともなかった。
明治維新以降を総て否定する史観が
ある。しかし、明治維新がなければ日清
戦争もなく、台湾割譲もなかったろう
が、逆に日本が列強の植民地になってし
まった可能性は高かった。
西欧列強がグ
ローバルであるということは大航海時
代とともにはじまり、今も残っていると
いう気がする。
決して上から目線ではなく、台湾の歴
史、文化に触れると、日本の国家として
の道程が見えてくる。だが戦後日本アイ
デンティティーは何となく曖昧になっ
てきていて、自信のないこと夥しい。憲
法議論でも前文のあり方がバラバラ、
校
友の元首相は「相手の嫌がる事はしな
い」と言ったが、何を意図して期待して
の発言か、今では全く分からない。
ともあれ、
コリアンタウンはあっても
タイワンタウンがないのはなぜかと、
深
く考える今日この頃である。（編集子
齋藤）
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通巻第１６号
日 台 稲 門 会 会 報
平成２５年６月１日（２０１３年）

−
−

早稻田大学オープン教育センター講師
早稲田大学台湾研究所招聘研究員

岩 永 康 久
〒
東京都新宿区早稲田鶴巻町五三一
早稲田大学研究開発センター 号館 号室
電話０３（
５２７２）
６１９２内線３０１０

1
4
0
0
2
6
1

日台稲門会 幹事

北 村 友 雄

1
0
2
1

1
0
4

惠

珍

フランシス・
インター・
リミテッド

陳

〒
東京都中野区弥生町
二‐三十一‐十八 蒼苑ビル
http://www.msfrances.com
Email : chen@msfrances.com

村

達

社会福祉法人 丸紅基金
事 務 局 長

三

廖

朝

0
6
4
8
5
3
1

渡 邉 義 典

日台稲門会 幹事

欽

千葉県市川市福栄四‐
一七‐
七
電話０４７（
３９６）
２１９６

渡 邉 光 治

早稲田大学校友会
日台稲門会

廠址
台中市豊原市圓環北路二段三五九號
電話０４（
５２２）
３８８５

董事長

華隆機器工廠有限公司

http://marubeni.or.jp

〒
東京都千代田区大手町
一丁目四番二号 丸紅ビル十二階
電話０３（
３２８２）
７５９１

8
8
0
8
0
0
1

修

淳

1
2
0
0
1
4
1

早稲田大学台湾研究所

〒
東京都清瀬市
元町二―二六―二五
E-mail:
watanabe.yoshinori9@mbr.nifty.com

1
2
0
0
4
0
2

〒
東京都新宿区早稲田鶴巻町五三一
早稲田大学研究開発センター 20-1
号館 401
号室

1
4
0
0
2
6
1

電話０３（
５２７２）
６１９２（
内線３０１０）
ＦＡＸ０３（
３２０８）
８５３０
E-mail:xxchiang@waseda.jp

1

神奈川県大和市中央五‐
十三‐
五
電話０４６（
２６４）
３０５０

真 鍋 藤 正

真鍋藤正税理士 事務所
高座日台交流の会 副会長
日台稲門会 監査役

Email :
shin_hagiwara50@yahoo.co.jp

萩 原 伸 一

日台稲門会 幹事

渋 谷 区 代 々 木 二‐
二 二‐
五
カテリーナ代々木二〇一
Email : taxnakajima@gmail.com

中 島

日台稲門会 幹事
中島淳 税理士事務所

Email :
osamu.tera989@gmail.com

寺 田

日台稲門会 幹事

3
1
0
0
4
6
1

2
0
0
0
2
5
1

晃

東京都品川区上大崎
二‐
一〇‐
三四‐
四‐
九〇八
Email : sakane@asian-bridge.com

徹
Email:
torutaka20@hotmail.com

高 橋

日台稲門会 幹事長

〒

阪 根 嘉 苗

アジアンブリッジ株式会社
代表取締役社長

Email : akira_stj@hotmail.com

東京都新宿区新宿六‐
二五‐
十五

齋 藤

日台稲門会・
稲門乗馬会

Email : kn.koshiishi@wing.ocn.ne.jp

〒
東京都目黒区
目黒本町二‐
一九‐
七
電話・
ＦＡＸ０３（
３７１０）
１６６９
携帯０８０（
１１３７）
４４５７

輿 石 邦 豊

Email:kiamuratomoo@jcom.home.ne.jp

〒
横浜市中区山下町九八番地
ＧＳハ
イム山下町 五一六
電話０４５（
６８１）
７６０５

3
2
0
0
1
3
2

小野間恒夫
神奈川県茅ヶ崎市南湖五‐
一五‐
五
電話・
ＦＡＸ０４６７（
８３）
２６１１

株式会社大和総研
総務部 次長

川 村 淳 一
〒
東京都江東区冬木一五‐
六
電話０３（
５６２０）
５０８３（
直通）

Email : junichi.kawamura@dir.co.jp

日台稲門会 幹事

神 田 正 治
Email :
kanda0386@star.ocn.ne.jp

早稲田大学校友会
日台稲門会 幹事

北川原宣夫

E-mail:
kitagawarajp@ybb.ne.jp
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