
麗しの島台湾 ぐるり一周 5日間 

2013.1.21～1.25 

 阪急旅行社のツアーに参加して台湾へ行ってきました。東南アジアの中で行った

ことのない国なので、いつかは出かけようと思っていたのです。 

 

出がけからのハプニング 

 

 友人夫妻と出発日を 1月の中下旬に決めて、11 月になってから 1月 21 日を申し

込みました。準備もほぼできた 16 日夕方に、母は頭がふらふらしておかしいと妻

に言いだした。確かめると頭が痛いわけでもないが、何かおかしいと言う。その時

は早く寝て翌朝病院へ行った方がよかろうと、具合をたずねると大したことはない

ので医者に行かなくても良いと言う。それで様子を見ていたが、問題はなさそうだ

った。翌日には何ともないというので一安心した。しかし、これまでのように母だ

け残して旅に、それも海外に行くのはためらわれた。そんなことを心配したのでこ

の一年間は海外へ行くのをやめていた。しかし、母はすこぶる元気で体調に何の問

題もなく、私も旅に出たい気持ちが膨らんで今回の計画となった。 

 だが、やはり不安はぬぐえずこれまでのように娘たちに頼んで出かけるのはため

らわれ、どうしようかと考えていた。やめた方が良いと思うが、そうすると一緒に

行こうと決めてくれた友人にすまないし、どんな結論がいいのか。その時妻が「私

が残る」と言ってくれた。私から言い出す前にそのことを言ってくれたことに感謝

し、友人にその旨連絡した。するときついお言葉が返ってきた「誰の親だ」と。そ

んなことから夫婦 4人で行く予定の旅は、急きょ 3人で参加することになった。 

 

台湾はどんな国 

 

 台湾は国連には加盟しておらず独立国としての扱いをされていない、しかし独立

国のような国である。オランダの統治時代・中国の統治時代・日本の統治時代を経

て 1949 年中華人民共和国が成立したのに伴い、大陸を追い出された国民党が政府

機能を今の台湾に移した。それ以降、台湾と呼ばれてきた。ベトナム戦争の時米軍



が、台湾から物資調達をしたことで経 

済が活発になったと言われている。中

華人民共和国との関係はそれとして、

日本とのかかわりは深く今も日本に

対する思いは、占領という事実がある

なかでも良いと言う。それは、当時の

日本による統治で利水・衛生面・イン

フラの整備が行われ、今日の基礎を築

いたからという。その現われが、先の

東北大震災の時に 200 億円余のカン

パをしてくれた。この額は飛びぬけて

多額であり一番多かったのだ。ちなみ

に隣の中国は 2億円ほどだったことか

らも額の大きさが分かる。 

 面積は九州より少し狭く、人口は

2.300 万人、首都は台北市だが最も大

きな都市は新北市で人口 390 万人。次は台中市、台北市、高雄市、台南市と続く。

地理的には中央部を北回帰線が通っており北部が亜熱帯、南部は熱帯気候である。

それと、3.000m 級の山が驚くことに 157 もある。民族は 98％が漢民族(内 70％は

福建省から来た人)で 2％が台湾原住民という。 

 

１月２１日 晴れ 

台北は蒸し暑く 24℃、新幹線は快適 

 

 チャイナエアライン 151 便は 9:40定刻に飛び立ち、3時間 20 分で台湾桃園国際

空港に着陸。機外に出るとムウーとする暑さで、南の国へ来たと実感する。入国手

続きを済ませスーツケースを取りに行くと、すでにターンテーブルが回りスーツケ

ースがでてきているではないか、この早さには感心した。セントレアとはえらい違

いです。今回は添乗員がいなくて、ここで初めてガイドの杜福田(とふくでん)さん

の出迎えを受け、ツアーメンバーが２２名と分かった。 

 バスで新幹線の桃園駅へ移動する途中の温度計は２４℃を示していた。駅のホー



ムは地下になっていて空調も効いて気持ちが良い。入線してきた列車は先頭が流線

型で、側面は窓の下に黒とオレンジ色のラインが入っている。台北と高雄郊外を結

ぶ 345km の路線、途中に 6 駅があり車両は日本の 700 系新幹線をベースにしてい

るが、運転システムはフランス製ということで初めはかなりトラブルが多かったよ

うだ。私の席は１２両編成の４号車、19Cで右側だ。席について回りを見回すと、

荷物棚は緑と黄色の広告宣伝が埋めている。一つ珍しかったのは、緑色で「緊急出

口」の表示が左右３か所にあったことだ。でもドアがあるわけではない、はじめは

分からなかったがおそらく窓ガラスのみが下げられるものと思う。それと、座席番

号の振り方が日本とは違って面白い、偶数番号は左側で奇数番号は右側になってい

る。14:35台中駅に到着し、バスで市内見学に向かう。 

 

  

桃園駅地下ホーム             新幹線車内 

 

日本人墓地のある宝覚寺 

 

 鉄道沿いの道を進み格式の感じられる駅の建物前を過ぎると、雑然とした鍛冶屋

みたいな店もある。こうした街が東南アジアらしい雰囲気をもっている。まもなく

宝覚寺に到着、ここは１９２７年に開かれた寺院。ガイドはホウカクゼンジと説明

してくれたが、ガイドブックは宝覚寺になっている。あとで撮った写真をよく見て

みると、確かに宝覚の次に一文字あってその後に寺の文字が読める。正しくはホウ

カクゼンジのようだ。本堂の隣には黄金色に輝く弥勒大仏が鎮座し、その高さは

33mとインパクト抜群。内部は民俗博物館になっていて、ちょうどおへその所から



  

黄金色に輝く弥勒大仏            日本人遺骨安置所 

 

は外が見えるようになっている。にっこりほほ笑む台中大仏は、優しさにあふれて 

いるように見えた。その敷地内に「日本人遺骨安置所」と刻まれた仏塔が西陽を浴

びていた。仏塔前面の両側には石灯篭が立ち、東南アジア風の仏塔の隣でヤシの木

が揺れていた。台湾中部地区を１２年かけて収集された 14.000柱を供養しているそ

うだ。静かに手を合わせて頭をさげた。 

 

台湾ビールは１５０元(450円) 

 

 このあと食事に向かう途中で、果物屋さんに立ち寄った。時間調整のようだがと

ても good だ、しかし、驚いたのはこの果物屋さんは交差点の中に位置しているの

だ。珍しい果物はイチヂクのような「レンブ」、お釈迦さんの頭のような「シュガー

アップル(釈迦頭)」。食べてみたいと思っ

たシュガーアップルは、３日・４日しない

と食べられないと言うのであきらめた。 

17:00から初めての夕食は「客家料理」、

これは広東料理で客家民俗が移民してき

て広まったものという。と言っても、要は

中華料理で味付けのしかたが地方により

いろいろあると言うことだろう。その中で

酢豚に、ジャガイモの半生のような味の材



料があった。ガイドが実物を見せてくれたが「くりいも」と言い、形はジャガイモ

のでかいものだった。料理もだが地元のビールをいただくことにして、台湾ビール

を１本頼み半分ずつ飲んだ。値段は 150 元(450 円)でアルコール度数は 4.5 パーセ

ント、味は少しタンパクだった。 

 18:00に食事が終わり、初日の予定はすべて終了した。あすからが楽しみである。 

 

１月２２日 晴れ 

今日は一日かけてバスで台中から台南、そして高雄まで移動する。その間に日月潭に

立ち寄り、台南市内と高雄市内の見学である。天気予報では晴れ 15～23℃。 

 

台湾の第一印象「道路整備が進んでいる」 

 

 朝食は煮玉子+まんじゅう+野菜のお茶葉の玉子なるもの？と、ソーセージ、ビーフン、

そばみたいな麺と紅茶をいただいた。果物は小さなオレンジを食べたが、これがとても

おいしかった。出発する前にホテルの周りを少し歩いてみた、台中は人口 265万人台湾

第二の都会だけに大きなビルが立ち並び、車が行きかっている。そんな交差点では婦人

警官が信号機に合わせて手信号を行っていた。日本では見ることができなくなっており、

興味を引かれ美人かどうかズームアップしてパチリ。メガネをかけた彼女の横を出勤す

るたくさんのスクーターが走りぬけて行く。台湾ではバイクは見ない、ほとんどスクー

ターで、ユニークなのは横断歩道の内側にスクーター用の駐車帯があるのだ。 

 

  

朝の交差点                  ホテル(左の建物)前のビル街 



 7:30バスは出発する。走りだすと直に高速に入りまずは日月潭に向かう。いただいた

地図に高速道路は島の西側を縦断して２本あり、横断する高速道路はない。しかし、進

路を変えながら走る道路はいずれも立体交差で結ばれ、とても立派なものだ。時々見え

る高速ではない下の道路も片側２車線で、しかも路肩の部分が日本と違い広く取られて

いるのが見られた。日月潭は台中から 80km離れ、ここ南東県は林業が盛んで、黒檀・

紫檀の家具や彫り物が有名なところ。黒檀はかたく高級な仏壇などで知られるが、驚い

たことに水に浮かないという。成長も遅く１年に 0.2mm しか太くならないそうだ。途

中で黒檀を扱うお店に立ち寄るとたくさんの家具や調度品が並べられて、お客を待って

いた。とても高価でありほしくても買えそうにないが、その中で台湾記念にと 20cm程

のフクロウの彫り物を

1.000 元で買い求めた(ふ

くろうは幸せを呼ぶとい

われている)。この店を

8:45に出て山道を進むと

山桜が所々に咲いている、

ピンク色ではなく色の濃

いのが特徴。また、斜面

にはお墓も見られた。こ

ちらでは 60％が土葬だ

という、今は旧正月で２

月１日が元旦に当たる。 

日月潭のすばらしい景色                     そして、２月９日にはお

墓参りをするそうだ。台湾の宗教は多神教 40％、仏教 30％という。そして車窓に湖が

広がり 9:00日月潭に到着した。 

 

すばらしい景色「日月潭」でも、ゆっくりできない 

 

 日月潭に到着しバスを降りると、目の前に広がる湖にはボートが浮かび遠くの山並み

が美しい。ここは海抜 728mにある台湾中部を代表する景勝地。朝霧に包まれる明け方

が特に幻想的で美しいと言われる。湖面に浮かぶラルー島を境に東が「日」、西が「月」

の字に見えることから日月潭と名付けられたという。遊歩道が整備されており、朝に夕



に静かな湖を眺めながら散策すれば、恋もきっと成就するに違いない。ガイド曰く、台

湾の人の新婚旅行は、お金持ちは海外・そうでない人は日月潭だとか。それもうなずけ

る。バスを降りて写真を撮る間もなく、ガイドが山側にある文武廟へ案内する。斜面に

建つ朱色のけばけばしい建物はまさに台湾らしい。説明も聞かなくてはいけないが写真

も撮りたい。やっと説明が終りフリーになるも、トイレを済ませれば出発する時間にな

ってしまうのだ、道路を横切って湖の写真を撮りたかったのだが、車が多くて簡単に横

断できず断念。せめてあと 15 分はほしい。駐車帯もないため携帯でバスを呼び、到着

したらすぐに乗りこまなくてはならないのだ。こんな芸当も携帯電話の普及でスムース

にできるようになり、喜ぶべきなのか嘆くべきなのか…..こうして、楽しみにしていた

日月潭を 9:30に出発して台南へ向かう。 

 

  

文武廟                    文武廟から見る日月潭 

 

台湾の人が今も尊敬する三人の日本人 

  

出発してしばらく走ると高速に乗り、バスは３車線の高速道路を快調に飛ばして華南

平野を走る。ここでガイドが台湾農業などいろいろについて話をしてくれた。 

ガイドの説明 

○台湾を代表するバナナは、１年で収穫でき、１個の花で 250 本収穫できる。しかし、

１回収穫すると木は切ってしまい、再度植えるのだと言う。現地で食べるバナナは完

熟しておりとても旨い。 

○お米はジャポニカ米とインディカ米の中間米「蓬莱米」が有名で 10kg1.500円、110



日間で収穫できる。そのため二期作で、今は田植えの時。東浦では 10kg3.000円が安

い米なので、日本の約半分と言える。 

○華南平野は 93kmの長さで、20万ヘクタールの広さ、でも昔は不毛地帯だった。 

それが今のように豊かな農地に生まれ変わるのに、日本人の努力があった。台湾農業の 

恩人と言われる三人の日本人について話してくれた。 

①ダムを造った八田興一 

 台湾は急峻な地形のため、降った雨はすぐに海へ流れてしまい農業に利用できなかっ

た。土木技師だった彼はダムや 1.600km に渡る灌漑用水を造るのに貢献した。台湾最

大のダム「烏山頭水庫」のほとりには彼の銅像と公園が建立されている。 

②蓬莱米を生みだした磯永吉 

 彼は広島県福山市出身の農学者、作物育種学者。台湾米(蓬莱米)の父と言われた。ジ

ャポニカ米とインディカ米の交配を繰り返し、台中６５号を完成。この米は 1940 年に

蓬莱米と命名され、台湾農業に不滅の功績を残した。 

③サトウキビ改良で砂糖王国を作った新渡戸稲造 

岩手県盛岡市に生まれた農学者・教育者。国際連盟事務次長も務めた、しかし、最も

知られているのは「武士道」。後藤新平より台湾総督府の技師に任命され、さらに糖務

局長となり「糖業改良意見書」を提出し、台湾における糖業発展の基礎を築くことに貢

献した。簡単にいえばサトウキビの品種改良により、台湾は砂糖王国となり輸出するよ

うになったのだ。 

 

10:20 SAに到着してトイレ休憩になった。これまで走ってきても SAが見当たらずお

かしいと思っていたのだが、山と平野の境辺りを走っているため平たんな所がなくて、

本線から離れたところに SA が設けられていたのだ。ここでいつもの習慣で? コーヒー

が飲みたくなり自販機で缶コーヒーを探す。円筒型ではなく、ビヤダル型の缶に珈琲の

文字を見つけ 20 元硬貨を入れて買う。味は日本と変わることはなく似たようなものだ

った。ここでガソリンは 35元/L(105円)、灯油は冬でも使わないので販売していない。 

 

１６世紀に移民が開拓し、首都だった台南 

  

 12:00 頃インターを降りて台南の街へ入っていく、看板が道に飛び出るように並び集

合住宅軒店舗の建物には一戸に一個のエアコンが並ぶ。街中の道路も２車線でバイク用



と思われる路側帯も広めだ。しかし、なぜか歩道には車がずらりと並んで駐車している

のだ。ここ台南は１６世紀に移民が開拓した街で、オランダが支配した２８年間、１９

世紀の終わりまで首都だったという。そのため台湾の政治、文化、商工業の発祥地でも

あり、台湾で最も古い「孔子廟」や海の神様・媽祖を祀る「大天后宮」など、歴史のあ

る廟がたくさんある。 

 この後すぐにランチとなる、バスを降りヤシの木が立ち並ぶ道を少し歩くと、台南市

立小学校があったがとても立派な建物で、校内には大きなヤシの木をはじめ緑がいっぱ

いだった。その先では道端でランチを食べる人が、みるとチマキを食べていた。東南ア

ジアではどこも道端で食事をするのが普通のようで、人に見られてはずかしいという感

覚はないらしい。今日は田舎料理とかですり身のスープ、チマキ、野菜をとても柔らか

く甘辛く煮込んだもの、ご飯に汁?をかけたものなどが出された。確かに田舎料理とい

う感じであった、特に旨いとかまずいというものではなかった。果物はオレンジとイチ

ヂクみたいなレンブがでたが、レンブは特に味はなくみずみずしいのが特徴だった。

13:00に食事を終り、市内の見学に向かう。 

 

  

小学校                    赤嵌楼 

 

オランダ人が築いた台湾最後の砦「赤嵌楼」 

 「赤嵌楼」(ツーカンローとかセッカンロー)のバス停を見ながら駐車場に入ると、バ

スが数台止まっておりお客さんが多いようだ。門をくぐると緑の芝生が鮮やかな敷地に、

朱色の２階建ての建物がある。楼閣というイメージはあまりしない建物だ、この砦は

1600 年代にオランダ人によって造られた城で「プロビンティア城」と呼ばれていた、

台湾最後の砦だという。厚みの薄いレンガを積み重ねて造られていた。楼閣の手前には

3m程の高さの石板が亀の背中に乗ったものが１０個ほどあり、説明文が刻まれている。



でもガイドはメンバーをきちんと集めてから、説明してくれないのでサッパリ分からな

かった。その隣には鄭成功(ティセイコー)に降伏するオランダ人の像がある。13:30 次

の見学に向かう。 

 

台湾の英雄「鄭成功」を祀る延平郡王祠 

 １５分程移動して着いたのは府城史跡「開山王廟」の石柱が立つ、鄭成功を祀る延平

郡王祠(エンペーグン)。鄭成功(ティセイコー)は清朝への抵抗拠点を確保するため、1662

年2月１日にオランダ人の拠点を陥落させ東インド会社を台湾から駆逐することに成功

し、初めて漢民族政権による統治が行われた。そして、台湾を東都と改名し、台南市を

拠点に開発に乗り出した。しかし、その年に 39 歳の若さで病没し、政権も清朝の攻撃

によって 20 年余の短命に終わった。だが、オランダ占領下にあった台湾を取り戻した

英雄とされている。彼は日本人との混血であり長崎で生まれ、清朝との戦いに際したび

たび日本へ軍事的な支援を申し入れていたが、鎖国体制を整えつつあった幕府は火中の

栗を拾うことを避け、支援は実現しなかった。この戦いの経緯は後に近松門左衛門の「国

姓爺合戦」として人形浄瑠璃化され知られている。が、残念ながら私は今回初めて知っ

たしだい。 

 

  

延平郡王祠(エンペーグン) 

 

境内に入っていくと鳥居があり、その一直線上に門があり、その先に本殿がある。本

殿は門と一体となって続く長方形の建物に囲まれている、内には「明延平王」と書かれ

た額の下に椅子にかけた王の像がある。本堂の裏手には王の偉業を紹介するコーナーが

いくつかあるも、ガイドの説明を飛び飛びに聞いているだけでは分からない。資料もな

いので、やはりガイドは要所要所を的確に説明してほしいものだ。 



 建物から出ると喫茶コーナーもあり、ガジュマルなど大きな木がたくさん茂りリスが

走りまわっている。珍しい花もきれいに咲いている、14:00次は高雄に向かう。 

 

国際貿易港の高雄 

  

古くから天然の良港として知られ別名「港都」、周辺には大型工業地帯を有し、香港、

シンガポール、上海に次ぐ国際貿易港である。近年はコンテナの取り扱高が減り観光に

力を入れ始めている。 

ガイドの説明 

 高雄に向かう車内でガイドの説明 

○高雄は港町、鉄鋼、造船、石油コンビナートの街。台湾第二の街で南部の観光、ビジ

ネスの拠点。 

○名物は近海でとれるボラの卵巣を塩漬けにしたカラスミ、カラスミの語源は唐の墨の

形に似ていることからついたと言う。 

○台湾の賃金は大卒で 29.000元(9万円)、高卒は 19.000元(5.7万円) 

 (ガソリン単価 105 円／L・米 10kg1500 円・自販機のコーヒー60 円などからしても

およそ日本の 1/2) 

○兵役義務があり 20歳で 1年徴兵される、身長は 155cm～190cm、体重も制限があり

デブはだめ 

 

背景にがっかりした澄清湖 

 高雄最初の観光は、台湾の西湖として人気

のある澄清湖(ツンチフー)。そのまま読んで

ジョーセー湖、ここには九曲橋が架けられ散

策コースとなっている。この橋はコンクリー

ト製で 9回曲がっているのだが、魔よけの効

果があると言われている。9回も曲がって造

られ趣はあるものの、背景がよくない。高層マンションが建ち並んでいるのだ。これに

はがっかり、景観条例は適用されないのかと不思議だった。 

 その時上が白で下は赤のジャージを着た、女子学生の一行が大きな声で歌を歌いなが

らやってきた。説明板の前で何やら話していたが、しばらくして順に橋を渡って行き静



かになった。われわれも橋を渡ったが、それだけでありちょっとつまらなかった。これ

なら日月潭でもう少し時間をとってほしかった。 

 

七重の塔が一対になった龍虎塔 

 次に向かったのはハスの花で知られる湖の蓮池潭(リェンチータン)。駐車場から歩い

て行く途中には、昔の城壁が一部残っている。少し歩くと二つ並んだ七重の塔が見えて

くる、いかにも台湾らしい建物で、薄いベージュ色の塔の下部には赤い柱が見える。そ

して、前に回るとカラフルな色に包まれて、左に龍右に虎の出入り口がある。 

 この龍虎塔は、龍の口から入って虎の口から出ると御利益があると言われている。わ

れわれも龍の口から入り、３階まで上がり展望を楽しんで虎の口から出た。らせん階段

は狭くちょっと足元に注意だ。それにしても同じ塔を二つ建てた理由は何なのだろう!! 

単に見栄えの問題だろうか、それとも…..。 

 ここもゆっくり見学することは叶わず、急ぎ足で回ってやっと集合時間に間に合った。 

 

  

龍虎塔                    忠烈祠 

 

港を見下ろす寿山公園 

 昼間の見学最後は港の背後にある寿山公園の入口にある忠烈祠、ここは高雄市内や港

を望む絶景スポットとなっている。到着したのは 17:00少し前、眺望は抜群なのだがも

やっていてきれいに見えない、ちょっと残念。高さ 378m の高雄 85 ビルをはじめ、た

くさんのビルが林立し港には大型船も見える。 

 それはそうとここ忠烈祠は戦没者を祀っている所、日本でいえば靖国神社か護国神社

である。そのため、とにかく手を合わせてきた。そして階段を降りてきて忠烈祠の門の

下で塔を見つけた。そこには「大東亜戦争完遂記念」の文字があり、「奉納」の文字が



埋めて消されていた。 

あわただしい見学を済ませると夕食に向かう、その途中公園からはよく見えなかった 

高雄のランドマークと言われる、高雄 85 ビルのそばを走るがその高さに圧倒される。

展望台は74階。エレベーターは分速 600mと台北 101に次ぐ台湾第２のスピードとか。 

 

  

高雄の街と港                     高雄 85ビル 

 

愛河夜景鑑賞と六合二路夜市散策 

 夕食は海鮮料理でエビ、イカ、春巻き、シナチク、スープにご飯、デザートはダンゴ

とお汁粉。ビールは 120元、みんなとてもおいしかった。18:15夕食も終り、次は夜の

川べり散歩と夜市の散策に向かう。 

 高雄港にそそぐ愛河は、かつて運河として利用されていたが、現在はライトアップも

されて市民の憩いの場となっている。若い人たちにとってはデートコースの定番だとい

う。しかし、若いカップルはそんなに多くなかった。それより一番目についたのは、か

なりでかい空軍の PR広告で、ライトアップされていやがうえにも目についた。内容は

よく分からないものの、空軍に来たれと言っているのだろう。これを見て若いカップル

はどのように反応するのだろう。 

 

六合二路夜市 

 次は夜市の雰囲気を味わいに行く、500m の道路両側に屋台がひしめきあっている。

よく見ると道の両側の店が屋台を出しているのがほとんど、中にはほんとの屋台もいく

つかある。食べ物の屋台は海の近くだけに海産物のエビ、カニなどが多い。できれば食

べてみたいのだが、でも、ちょっと心配でやめた。果物屋もでており珍しい物は食べて



みたいところだが……これも安全第一でやめた。雑貨、衣類など生活に必要なものはす

べてそろうようだ。しかし、ブランド品はすべて偽物だという。道に迷わないように、

まっすぐ行ってまっすぐ戻ったが、いろいろあることは分かった。 

 

  

愛河の夜景                  六合二路夜市 

 

 待ち合わせ場所に戻る途中、地下鉄の入口があったので駅まで降りてみた。気がつい

たのは、入口はまず階段を 3・4 段上がってから地下に行く。これは浸水防止のためと

思われる、それから階段を降りるがかなり長い階段にびっくり。地下はかなり深い所を

走っているようだ、改札らしいところまで行ったが人が少なかった。時間帯によるのか

どうか分からなかった。 

 19:20夜市を後にして、今日の予定をすべて終えた。 

 

1月 23日 曇り 

今日は列車で東部の台東まで行き、ランチの後バスで北上し北回帰線を越えて海岸沿

いの橋がうつくしい三仙台と、八仙洞を見学。その後、花蓮に向かいアミ族の民俗舞踊

を見学する。要は東海岸の花蓮まで移動する日となる。 

 

朝一番にショッピング  

  

朝食は台湾のパンとも言える饅頭と、おかゆ、みそ汁、海苔、ハム、レタスサラダ、

ヌードルをいただく。コーヒーはあるも何故か紅茶がない、午前と午後にはコーヒーを



所望するが、朝はアメリカンではなくイ

ングリッシュを通している。やむを得ず

飲物はあきらめてオレンジをいただく、

しかし、今度は手をふくナプキンも見当

たらない。食後にホテルの周りを少し歩

いた。部屋の窓の外には鉄道の引き込み

線がたくさんあって、駅の近くらしかっ

たのでそちらへ向かった。でも近くに駅

は見えなかったので引き返す。ホテル前

の道路は片側３車線の立派なもの、少し歩いて分かったがコンビニのセブンイレブンと

ファミリーマートが少し離れて営業していた。7:45出発、朝の街ではトンガリ帽子をか

ぶって道路の掃除をしている。ゴミはリヤカーで集めていた、清掃車が走っていないの

が何故か落ち着く。そんな街を走って最初は昨夜立ち寄った川沿いにあるお店に寄って

ショッピング。これは昨日ガイドから説明があって、列車の時間との兼ね合いから、昨

日になっていたショッピンクを今日に変更したものだった。ここでは買った品物を最終

日前日の夕方に、台北のホテルに届けて

くれるのだ。ガイドがおいしいと勧めた

シナチクとマンゴーが人気なのと、買っ

た品物を持って移動しなくても良いこと

から、ほとんどのみなさんがお買い上げ

になった。私も娘たちのお土産にシナチ

クとドライマンゴーを買い求めた。8:40

店を出て高雄駅に向かう。 

上:ホテルからの景色    下:高雄駅の改札 

 

鈍行列車で眺めた台湾の姿 

  

高雄駅に 9:00到着する、われわれが乗る列車は 9:25発台東行きの普通列車。少し時

間があるのであたりの写真を撮る人、トイレへ行く人、イスで休憩する人などそれぞれ

が時間調整して改札を待った。しばらくして、ガイドから各人に切符が渡され各々改札

を通るが、団体と言うことで素通りだった。われわれの席はみな 6号車で座席指定、ホ



ームでは 6と 7の付近で待った。入ってきた列車はディーゼル機関車にけん引されてい

た、メンバーはそれぞれ前と後ろの乗降口から乗り込んだ。でもこれがいけなかった、

スーツケースを持ったわれわれと、一般のお客さんも混じって前へ行く人、後ろへ行く

人が通路で立ち往生してしまった。列車が走り出しても席に着けず、ガイドが大きな声

で交通整理をしてなんとか着席したが、旧正月と言うこともありほぼ満席だった。 

 

車掌さんに話しかけられるが…    

ところがこの列車、座席足元の足掛けが固定式で上に跳ねることができず、自分の足

元にスーツケースを置くことができない。大きなスーツケースは通路に置くと人が通れ

ない、幸い私のスーツケースは中型なので大丈夫だった。静かに走りだした列車はほん

とに、ゆっくりゆっくりと走る。街中なのでゆっくりなのか、２０分から３０分もした

ら普通に走りだしたのでヤレヤレ。すると、普通列車なのだがお姉さんが飲み物やお菓

子をのせたワゴンカーを引いて車内販売に来た。私のスーツケースのところは無事に通

り過ぎたが、後ろの座席の人はよかったのかな。 

 窓の外にはヤシ園が広がり、あちこちにヤシの木が見える、それに反してバナナの木

はあまり見ない。ヤシ園を過ぎると今度は畑が広がっている、と思ったら街が現れて陽

が差して南州の駅に停車。地図を見るとここまで高速道路が走っている、この時検札が

あった。切符を見せると何か話しかけられたが、さっぱり分からない。日本語で言葉が

分かりませんと言うも、相手も分からないだろう。そこで、座席番号の表示を指差して

「38 OK」と言うとうなずいて行ってしまった。何が言いたかったのだろう?おそらく

「この席から団体さんですか」とでも言ったのだろう。 

 

どこまでも続く養鰻場 

 ローマ字表記で「リンベイ駅」を過ぎたころから、車窓の両側にウナギの養殖池が延々

と続いていた。水車が回っているので間違いなくウナギの養殖池だ。列車が走っても走

っても池があり、その規模におったまげた。ここのウナギは間違いなく日本向けであろ

う、日本の食文化も台湾なくしては成り立たない現実を、目の当たりにして複雑な心境。 

持ちつ持たれつと言えば体裁は良いが、これが経済というものか。 

 今度はディーゼル機関車が転車台に乗っているのが見えた、走る列車からは駅名の

「枋寮」の文字を読むことができた。地図で見ると大きな街ではないが、ここに転車台

があるのにはそれなりの理由があるのだろう。その駅を過ぎると今度はマンゴー園が続

いていた。その時お姉さんではないが、おばさんがゴミの回収に回ってきた。ワゴンカ



ーで販売した後には、ゴミ回収に回ってくるなんて台湾はすごい。 

  

太平洋からの風が強い東海岸 

その先で列車は長いトンネルを含めて、いくつかのトンネルを抜け島の西側から東側

へ出る。11:25海の見える駅「大武」に到

着する。左手は山で右には太平洋が広が

っている、駅を出るとすぐにトンネルに

入り、抜けると海がとなりにあった。し

かし、またすぐにトンネルに入った、地

図では海沿いに鉄道と道路がくっついて

おり、山が海岸まで続き、いきなり海に

なっている。つまり断崖絶壁なのだ。 

11:50 海沿いの駅に停車すると何人か

12:17 知本駅に停車                            の人たちが降り、駅の周りのヤシの木など

大きな木が激しく揺れているのが分かる。海からの風はそれだけ強いのだ、そして、３

時間の列車の旅を終えて 12:30台東駅に到着した。 

  

台東でランチ、花蓮に向けバスで北上 

  

駅にはバルーン大会の看板が掲げられていた、台東は人口 24 万人ここも大陸からの

移民が開拓した街。米、トウモロコシ、パイナップル、中でもシャカトウ(見た目がお釈

迦様の頭のように見える、果肉は柔らか

くて手で簡単に割れるとか)は台東の名

産として有名。それに温泉もたくさんあ

ると言う。 

 バスに乗りレストランへ向かう途中

の街並みは、やはり道路が広い。片側一

車線でも四輪車用と二輪車用が区分さ

れていて、さらに路側帯というのか駐車

帯がある。したがって、お店の前に車が

駐車台東の街                                       しても何の支障もない。うらやまし



い限りだ、台湾の国土が広くて広くてと言うのなら別だが、3.000m 級の山がいくつも

ある九州より小さな島なのだ。大きな交差点わきのレストランで郷土料理をいただく、

マーボ豆腐、魚、サラダ、厚揚げの旨煮、それに良く分からないが鶏ではなくアヒルか

何かの肉。変わったものでは店の人が言う「ハイビスカスのガクの甘酢漬け」、ちょっ

とした漬物感覚でいける。あとからガイドに聞くと「洛神花のガク」だというが、どん

な花なのか分からない。食後のフルーツに名産のシャカトウを期待したがブドウだった、

ちょっと残念でも料理はすべて旨い味付けだった。 食事を終えて出る時に、大きな冬

瓜みたいなものを台車に数個乗せて運んできた。みると縞模様があるので、「西瓜?」と

聞くとそうだと言う。ちょっと楕円形の大きなスイカだった。 13:40 バスに乗り込み

花蓮にむけて北上する。 

 

最初の観光は「三仙台」 

 台東の街を直に抜けて海岸沿いの道になる、１１号線はこれまでの海岸風景と異なり

所々に砂浜もあるし、海と道路の間にはヤシの木が立ち並び、写真で見るハワイのダイ

アモンドヘッドを思わせるような風景も見られる。そして、打ち寄せる白波がまるで絵

のようだ。すると、今度は山あいに入る道となって進む、要は平地が少ない。そんな中

に昔からの民家と思える家が散見されたが、強い海風をうけるために高さがとても低い

造りになっていた。でも、そんな家ばかりではなく時々今風の豪邸があったり、学校が

あった。50 分も走った辺りでは、広くもない水田で田植えが終わっていた。この海岸

を走る１１号線も広い路側帯が整備されており、速度制限 60kmの看板が立っていた。 

  

  

三仙台の眺め 

 



 14:50「成功」という街のすぐ先「三仙台」に到着した、ここは日本でいえば国定公

園に相当するそうだ。バスを降りるとかなり強い風が吹いており、女性のみなさんは髪

の毛を押さえて歩かねばならなかった。海を見ると円弧が続く錦帯橋のような橋が、陸

地から少し離れた島に向かって延びている。島は二つありこの景色が売りのようだ、し

かし、でも何故三仙台なのか? ガイドに聞くと、ここからは見えないが島は三つあるの

だと言う、なるほどそれで納得。島があるだけでなぜ有名なのか、実はこの岩の上で仙

人が休んだと言う伝説があるのだという。島と橋のある風景は美しいが、海からの風が

強いため周りの木は背が低く、且、みな陸地に向かって傾いている。遠くの陸地がぼん

やり霞み波打ち際では白波がたち、海の眺めは最高に美しい。 

15:10次は八仙洞に向かう。 

 

北回帰線てまえの「八仙洞」 

 海岸沿いの道の所々には、東屋があり小さな公園が整備されていた。海岸にはテトラ

ポットも並んでいる、30 分も走ると大きな洞窟である八仙洞に到着した。ここはマグ

マの噴火と海水の浸食でできた、それに大学の調査で人の生活跡も確認されたと言う。

バスを降りると空は雲で覆い隠されて今にも降り出しそうだった、急いで道路わきの少

し高い所にある洞に向かう。洞窟の奥行きは浅く、そこに仏様が安置されていた。ただ

それだけなのだが、その近くにはいろいろな仏様が祀られている。すると雷が鳴り出し

たので雨に降られてはいけないとバスに急いだ、しかしそれは雷ではなく海鳴りの音だ

った。 

16:00 今日最後の目的地花蓮に向けてバスは走り出す、するとフロントガラスが少し

ぬれているのが分かった。そして、場所は特定できないが北回帰線(北緯 23度 26分)を

超える。この回帰線は南半球と北半球にあるが、この二つの回帰線に挟まれた間は太陽

の光線をよくうけるため年間を通して気温が高く、熱帯となっている。言葉では南と北

の回帰線は知っていても、それがなんなのかは良く分からない。調べてみると、太陽が

地球を照らす角度は季節と時刻によって変化する、一番角度が大きくなる正午(南中)こ

ろ、春分と秋分の日には赤道上で真上から照らす。また北半球の夏至には北緯 23度 26

分で、北半球の冬至には南緯 23度 26分で太陽が真上から照らす。この緯度が最も高緯

度で太陽が天頂に来る所を回帰線（回ってきて帰る所）と呼ぶ、とある。想像するだけ

ではよく分からないが、簡単にいえばこの緯度を境にして熱帯と亜熱帯と呼ばれる、で

よいのだろう。 

 



  

八仙洞                     台湾原住民アミ族の民俗舞踊 

 

アミ族の民俗舞踊を見学 

 

途中一か所で漁港が見受けられた、そして 17:40 花蓮に到着した。台湾には 17 の県

があり、ここ花蓮は一番広い県で 10 万トンの船も入れる国際港がある。作物ではトウ

モロコシ、スイカ、それに大理石の産地として有名。太魯閣渓谷を訪れるゲートシティ

ーとして知られる。 

さっそく台湾原住民アミ族の民俗舞踊見学に、かなり広い会場は中央の円形ステージ

を囲んで椅子が放射状に取り囲んでいる。民俗衣装の女性と上半身裸の若者数名がいろ

いろな踊りを見せてくれる、ダンサーはいずれも若者ばかりで男女が一緒に踊るものも

あれば、２本の竹を床に打ちつけたり、竹と竹を打ち鳴らして行うバンブーダンスも。

これはタイで見たものと良く似ていた。日本語での説明がないのでストーリーはよく分

からず、こんなものかと思って見ていた。そして、最後にお客をステージに呼んで一緒

に踊るというもの。われわれのグループの人も２．３人が呼び出されて踊っていた。 

18:30に 50分間のショーが終り、ホテルに到着して夕食となる。北京ダック、酢豚、

魚、レタス炒め、スープとおいしい食事に満足して部屋に戻った。その時、友人はカー

ドキーがないと言ってポケットを探していた、でも、奥さんもカードキーを持っている

ので気にもせず私は先に部屋へ入った。 

あすは楽しみにしている太魯閣渓谷の観光である。 

 

1月 24日 曇り 



 今日の予定は太魯閣峡谷の見学がメインで、見学後に大理石のお店に立ち寄る。そし

て特急「太魯閣号」で松山に移動、昼食は列車内でお弁当をいただく。松山からはバス

で少し戻り九份の町を散策。その後台北に移動して、台北 101の高層ビル見学となる。 

 

すばらしい景観に圧倒される太魯閣(タロコ)峡谷 

  

朝食のさい友人の話を聞いてびっくりした。昨夜カードキーがポケットになくて探し

ていたが、食堂のイスのそばの床に落ちていたと言う。というのも彼は財布にカードキ

ーを入れてジャンパーに入れたそうだ。その財布がないのですぐに食堂まで行って、掃

除中のおばさんに財布が落ちていなかったか聞くと、なんと床まで垂れているイスのカ

バー下から財布を出してくれたという。いくらなんでも財布がそんなところに落ちるは

ずもなく、すぐに行って事なきを得たというのだ。そんなことから旅行するときは、縦

に深いポケットがよいなど服装談義に発展した…。 

 昨夜の天気予報では曇り、一時雨だったので傘をショルダーバックに入れて部屋を出

た。バスは予定通り 7:45 に出発、走りだすと直に空港の横を走る、その隣は空軍基地

だと言う。高雄（タカオ）から飛行機で花蓮(カレン)まで移動するコースもあるが、そ

の分値段も高い。しかし、高雄---台東---花蓮まではさしたる観光地もなく、飛行機で移

動するコースの方が良かったと思える。 

 

谷の深さは世界No1 

 ガイドの説明してくれた太魯閣とは、とても環境が良い所という意味だという。確か

に海があり、山があり緑が多く素晴らしい環境にある。定年後に暮らしたい所の No1

がここ花蓮(カレン)だという。一泊するともう一泊したくなり、さらに一泊したくなり、

帰れなくなるので帰れん、だからカレン? とはガイドのだじゃれ。 

 太魯閣峡谷を抜けて行く国道８号は、台湾の東西横断道路で国の有事に備えて４年間

をかけて建設されたと言う。3.000m 級の山々を縫って流れる川が浸食を繰り返し、目

もくらむような険しい峡谷が形成された。大理石産地であり、岩肌全体が大理石からな

っていることでも有名だ。ガイドは広さではアメリカのイエローストーンが有名だが、

谷の深さでは太魯閣峡谷が No1だと説明してくれた。 

 第一ポイント到着寸前の対岸に滝が流れているお寺がある、この国道 8号建設で亡く

なった 212 名を祀る赤い屋根のお寺「長春寺」だ。そのすぐ先で 8:26 バスを降りて、



長春橋を渡り回りの山々と谷を眺める。ガイドがこの橋の欄干は大理石だよという、も

ったいない。すばらしい自然の中に、大理石の橋の組み合わせが作る景観に圧倒される。 

今は国立公園なので石のひとかけらも、草も採ることは禁止されている。でも、7 月・

8 月台風の時に河口まで流されてくる石は国立公園外なので、取ることができる。ヒス

イやメノウを探しに人が集まるとか、しかし、原石を見つけるのは難しいらしい。 

 

  

絶景が楽しめる吊り橋             友人の奥さんと 

 

台湾でも不人気の中国人観光客 

 第二ポイントは切り立った崖の両側の間隔が 13.5m しかない燕子口(イエンズコウ)、

峡谷の幅が最も狭い地点にあたり、絶壁が目の前に迫る。岩肌には無数の小さな穴があ

り、燕が巣を作っていたことからこの名がついた。そこから川下を眺めると「すばらし

い」の言葉以外思いつかない、そのため峡谷観光の最大の見どころの一つに挙げられて

いる。丁度そこへヘルメットをかぶった大勢の中国人の一行がバスを降りた。すると、

ガイド曰く、彼らはこの先を歩くのでヘルメットを着用しているが、落石があれば用を

なさないよと言い、彼らはルールを守らないので困るとボロクソにけなした。このガイ

ドは反中国派かもしれぬが、われわれも中国人観光客に対して同じような印象であり、

今の中国人の傍若無人ぶりが快く思われていないのは間違いないようだ。 

 第三ポイントはそそり立つ絶壁の前で下車、しかし、白い雲がかかり先端は見えない。

壁には縞模様が見られる、これは台地が隆起したことの証であろうことは理解できる。 

そこから先はこの横断道路建設時、最大の難所と言われたところで九曲洞と言われる、

岩肌がむき出しとなったトンネルが続く。バスの車体が岩肌すれすれに走り抜けるので

ヒヤヒヤものだ。現在は 1.2kmの旧道が遊歩道として整備されているそぅだ。 



  

大峡谷と慈母橋 

 

 第四ポイントは渓流に赤い橋が架かる慈母橋、深い谷を曲がりながら流れる川と赤い

橋がとても美しい。透き通ったきれいな水の流れに、ヒスイの緑色や白色の石が美しい。 

ここは二つの川が合流するところで、橋の下には大きな庭石にしたいような石がごろご

ろしている。崖には黒っぽい石がいくつもあるが、この石が下に落ちると水に洗われて

白くなると言う。橋を渡りバスで次のポイントへ移動。 

 

絶景ポイントで飲むコーヒーは最高 

 第五ポイントは入口から 18km 入った、渓谷沿いに記念館が建つ緑水(リューシュー

イ)。まずは記念館に入り太魯閣峡谷全体のジオラマで説明を聞く。この公園内には

3.000m級の山がなんと 27もあるというから驚きである。台湾は九州とほぼ同じ面積し

かなく、且、公園内に 27 もの 3.000m 級の山がそびえているとは信じがたい。山が高

いので雪の降ることもあるが、積もることはないそぅだ。 

この記念館は斜面に建っているので、階下にカフェ付きの売店もあり景色を見るため

のデッキも設けられている。ここでは少し時間の余裕があり、緑と峡谷のすばらしい景

色を堪能したり土産物を探したり、休憩をすることができた。買い物には用がないので、

コーヒーが飲みたかったが、手持ちの「元」はほんの少ししかなかったので「ジャパニ

ーズ エン OK」と聞くと、うなずいてくれたので３人でカプチーノを頼んだ。一杯

150元なので三杯450元は1350円、10.000円札で支払い8.650円のおつりをもらった。 

山深い渓谷のカフェで大自然にいだかれて飲むカプチーノは抜群、おいしい水でいれた

ものだけに最高においしかった。離れた席では同じグループのお姉さんたち?６人もテ

ィーを飲んでいた。帰り際に階上のデッキで景色を眺めていると、そのお姉さんたちが



全員の写真を撮ってもらいたくて人を探している様子なので、声をかけて「上から撮り

ましょうか」と言うとお願いしますと言う返事。２階のデッキからみなさんたちの写真

を撮ってあげた。 

 

  

友人夫妻                    エメラルド色の水が流れる 

 

 すばらしい景色とカプチーノを堪能して 10:00にバスに乗り込み下山する。帰りは途

中で停車することもなく 25分で海岸沿いの国道に戻った。 

 

お土産はペンダント 

バス車内で次に行く花蓮(カレン)特産の大理石工場と、大理石を産出する太魯閣峡谷

のビデオを見た。ポルトガル人が台湾を発見して美しいと言ったのは花蓮の海岸だとい

う。1 億年昔二つのプレートがぶつかり隆起して今の花蓮の風景ができあがった。工場

に到着してまずは石の加工を見学する。次は石の種類や作品の説明があり、たくさんお

買い上げくださいとばかり、きらびやかな宝石が並ぶショーウインドへ案内する。 

 今回は家内を連れてこられなかったので、罪滅ぼしというかお土産を買って帰ること

にしていた。一回りしてから友人の奥さんとペンダントを物色した。いろいろ聞いて値

段的にも見た目にもこれならという物が１．２目についた。女性の見た感じも大切と思

い、奥さんの意見も聞くと私の想いと同じだった。そこで、値引き交渉をした。300元

(9.000円)だったが二つ買うからまけろと言うと、8.500円と言う。だめだめ 8.000円と

言い返すと、ちょっと聞いてくると言って下がり、しばらくして戻り Okと言うので二

人で買い求めた。買ったのはうすい赤色の、星石(めのう)のペンダント。 

 次は特急列車に乗り車内でお弁当をいただき、松山まで移動してバスに乗り換え九份



の街を散策する。 

 

特急「太魯閣号」で２時間の旅 

  

花蓮駅 12:15樹林行きの特急「太魯閣号」に乗り込む、席は８号車１７番。この樹林

駅というのは台北より少し先にある駅なので、車両のやりくりするのに都合のよくて、

しかも大都市周辺を結んでいると思われる。新幹線と同じく席の番号が偶数は左側、奇

数は右側の席になる。席に着くと早速お弁当が配られる、私の席は 17 番なので右側、

海側になり太平洋を見ながらのランチとなった。お弁当は蓋が容器と一体になっていて

食べる時に蓋の始末がしやすかった。特急「太魯閣号」が大きく描かれている蓋をあけ

るといろいろな肉類がたくさん入っている。でも、意外とあっさり味で食べやすかった。

海は波も静かでこれが太平洋かと思えた。地図を見れば台湾の東は太平洋しかなく、ど

こまでも続く海しかないのに、とても穏やかな海だった。海岸では四駆で海辺まで乗り

入れて釣りをしている人も見られる、しかし、あるところでは山がいきなり海に入り込

むところも。台湾は高い山が多いだけに、川も多く海に流れ込んでいる。その河口は大

きな石がごろごろしており、台風や大雨で流されてくることが分かる。且、河口の幅が

広いことから水量が多いことも推測できる。 

 台湾は右側通行であるが、列車は複線の場合左側を走る。快調に飛ばす列車は快適で

はあるが、小さく揺れっぱなしでお年寄りが手洗いに行く時はよろよろしている。 

羅東、宜蘭と停車して 14:25三つ目の松山駅に到着、ここで下車するがここは地下駅で

あった。降りる時はスーツケース置き場から自分の物を取り出して降りるのだが、全員

が降りるのに時間がかかり電車が発車してしまうのではとはらはらした。でも降りて分

かったのだが 8号車は最後尾の車両だった、だからもたもたしている観光客がいること

を車掌さんは分かっていたのだろう。 

 

金鉱で栄えた街「九份」 

 駅を出てバスで走りだす街の風景はバラックもあり、あまりきれいではない。少し走

ると高架もあり都市らしくなった。高速で走っていくと山の斜面に、オレンジ色などき

れいな家が見える。あんな場所に家があるのかと思っていると、何とお墓だった。そし

て高速道路を４５分も走ると九份に到着する。この九份の名の由来を話してくれたが、

昔この地は舟でしか行けなかったので、生活物資はすべて舟で運んでいた。いつも運ぶ



荷物は 9軒あった家の分を運んでいたので、いつの間にか「九份」と呼ばれるよぅにな

ったと言う。そのうち「金」が採れることから人が集まり、金鉱山で働く人々でにぎわ

い栄えたと言う。今は金も採れなくなったが、ベネチア国際映画祭でグランプリンを受

賞した「非情城市」のロケ地として一躍脚光を浴びることになった。日本の「千と千尋

の神隠し」の街のモデルにもなったという。里芋のいも団子、ヨモギ餅、ツミレなどが

名物だという。 

  

  

九份の街から海を眺める            「非情城市」のロケ現場 

 

入り組んだ細い路地や、急な階段には昔ながらの建物が連なりノスタルジーを誘う。

映画のモデルや舞台となったレトロタウンは人があふれており、のんびり散策を楽しむ

雰囲気はまるでなかった。細い路地を人の頭を見ながら歩くのみで、お店を覗いて買い

物をする余裕もなかった。基山街 155のよもぎ屋の前から階段を下って帰ったが、急な

階段をおりてくるのでお年寄りは大変だ。細い路地の両側はお店がびっしりと連なり人

人人であふれ、通り過ぎてくるのみで何をしに来たのか!! 

今回のツアーはあちこち連れて行ってくれるのは良いが、「楽しむ」ことができない

コース設定だ。駐車場に戻り遠く海を眺める景色はすばらしく、山の斜面にはあちこち

にススキの穂が揺れていた。そんな景色を楽しむ余裕もなく 15:45九份をあとに台北へ

向かう。 

 

台北のランドマーク「台北 101」 

 



 2005年にオープンした 101タワーは、日本の鹿島・清水建設などが建設した 508m101

階建てのビル。89 階には展望台があり３６０度の大パノラマが楽しめる。91 階には屋

外展望台もあるという、今日は曇り空なので眺めはよくないだろう。エスカレーターで

５階まで上がっていくと、途中の階の周りはすべて高級そうなお店ばかりが並んでいる

が、旧正月だというのにまるでお客さんの姿が見えない。 

 

 

１０１タワーと下は旧正月の飾りがある入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これではまもなく潰れるのではないか、展望台行きのエレベーター乗り場にたどり着く

と、長い行列ができている。これではとても乗れそうにないし時間もない、101タワー

のパネルの前で記念写真を撮って帰った。 

このあとお茶セミナーとかいうことでお店に案内されて、お茶の入れ方についてくだ

らない話を聞く。そのあとお茶を買ってくださいと言うのだが、とても高いものばかり

で買う気もせず、すぐに店を出た。18:00 に店を出て夕食のレストランへ向かう。途中

には道幅 100m程の道路が、街路樹ではなくまるで林の中を上下線が複線になって通っ

ていた。これにはびっくりした、南の国らしいと言える。そんな道路を黄色のタクシー

が走りまわっているが、いずれもドアには宣伝が大きく描かれている。 

 

郷土自慢で盛り上がった楽しい夕食 

  



はじめから昼と夜の食事は三つのテーブルに分かれて、いつも同じグループであった。

私たちは No2 テーブルで岐阜県の三兄弟 5 人と一緒だった。席に着くと日本の高校生

たちが食事を終えて帰っていくところだった。台湾最後の夕食はショーロンポゥー、シ

ューマイ、ギョウザなどの蒸し料理がメインだったが、美味しいと思ったものはなかっ

た。でも先ほどの高校生たちが広島の生徒と分かり、お互いの郷土の自慢話に花が咲き

とても楽しい食事だった。三人は長男夫婦が本巣市、長女夫婦が瑞穂市、二男は高蔵寺

だという。私たちは東浦と刈谷市であること、特に東浦については「国勢調査の水増し

事件」で有名になってしまった町と説明したら、すぐ分かってくれた。しかし、悪いイ

メージだけを残してはいけないので、徳川家康の母「於大の方」が生まれたところ。父

の水野忠政は知多一円を治めたこと、子供の信元は織田信長の助勢を得て「村木砦の戦

い」で今川義元に勝ったこと、信長はこの時初めて鉄砲を使った-----ことなどを話した。

そのお返し?として、織田信長の母の出身地は可児市であると教えてくれた。 

 もう一つの話題は生まれが戦前か戦中かということで、本巣の長男の方は昭和一ケタ

生まれという。ということは 80 歳にはなっているので、そのお元気ぶりにびっくり。

また、「三河大地震のときは本巣でも大変だった」ということだった。それに、各務ヶ

原の富士重工ではゼロ戦を造ったというので、いやいや、ゼロ戦のことは中山道の各務

ヶ原宿で聞きましたが、名古屋市の三菱工場で製作して運搬途中に破損してはいけない

ので、牛車に乗せて各務ヶ原まで運んでテスト飛行をしたそうです。それにゼロ戦とい

う名前は発表した時が、紀元 2600 年だったことからつけられたことを聞きました、と

説明。そして、おばさんたちからは半田市の「新美南吉」の話題がだされるなど、楽し

い晩餐となった。いろいろな話ができる頃になると旅は終わりを迎えることになる、明

日は台北市内の見学後帰国する。 

 

1月 25日 曇り 

 今日は故宮博物館の見学、中正記念堂などを見て夕方 17:15の便で帰国する。 

 

腰痛を忘れる台湾の気候 

 

今朝の空は曇り空でまったくの曇天、大丈夫かな!!と心配になる。しかし、今回の旅

で心配していた腰痛はまったく感じることがなく、快適そのものだ。温かい所へ行くの

だから大丈夫と、友のマッサージ師から言われていたがその通りになった。それでも出 



発前は心配になり、ここ１・２年医者に行ったことはないがお守りにと痛み止めの薬を

もらってきたのだ。台北に到着した日は２４℃で、それ以降も２４℃くらいであり腰の

ことは忘れていた。おかげで持参したホカロンは一度も使わなかった、これほど良いの

であれば冬の間は台湾で暮らすことも考え

たくなる。これまでに分かっている台湾の

物価水準はおおよそ日本の 1/2であり、月に

15 万円～20 万円の年金生活者でも十分可

能と思われる。一時、東南アジア各国で年

金生活者がゴルフ三昧の暮らしが可能、と

いう雑誌や番組がかなり出回っていたが、

遊びの観点からではなく健康の観点からも、

見直す価値ありではなかろうか。    

台湾総統府 

 

故蒋介石を偲ぶ中正記念堂 

 

  7:40出発してまずは中正記念堂へ向かい、バスは赤いレンガ造りの台湾総統府の前

を通る。この建物は日本統治時代に台湾総督府として建築され、高さ 60m の塔がある

ルネサンス様式の赤レンガ建築。戦時中に焼失したが、修復され現在も政治の中枢とな

っている。この建物は日本人の守山松之助が設計したもので、彼は明治２年大阪に生ま

れ、日本統治時代に台湾で活躍した建築家。東京駅を設計して知られる辰野金吾のもと

で勉強し、明治３９年台湾に渡り多くの官庁建築を手がけたことで知られる。 

 8:05五つのアーチ上に台湾らしい特徴の屋根がある「自由広場」と書かれた大きな門

に到着。その先はとても広大な広場があり、この時間でもすでにかなりの人たちの姿が

ある。でも、曇り空というより最近の報道で見る北京のスモッグみたい、先日の高雄も

そうだがやはり中国から飛来したものに違いなかろう。何か落ち着かない、広場の先に

ある中正記念堂は中に蒋介石総統の坐像が置かれているが、近くまで行かず遠くから写

真を撮ってよしとする。とにかく散策しようという気分になれない。 

10 分ちょっとでその場を離れ故宮博物館へ向かう、途中、台湾大学、総合病院、文

部省、立法院、監察院、行政院の並ぶ中山通りを行く。台湾の政治体制は三民主義（民

族独立，民権伸長，民生安定）に基づく民主共和制。五権分立（行政，立法，監察，



司法，考試）で日本とは少し違う。 

この通りは街路樹が道路の左右だけでなく、中央の分離帯にも植えられている。その

道を出勤する市民のスクーターがすいすいと走り抜けていく。 

 

  

中正記念堂 

 

国立「故宮博物館」の見学 

 

 9:30故宮博物館に到着、ガイドについて館内に入るがすでに多くの人たちが列を作っ

て並んでいる。めちゃめちゃ混雑しており、それを見ただけでうんざりしてきた、でも

ここは我慢しなくては何も見ることができない。並んで待っているうちに、人の熱気で

熱くなってきたので上着は脱いだ。少しずつ進んでやっと展示品の陳列場所にたどり着

き、ガイドの説明をイヤホーンで聞くが、あまり分かりやすい説明でもなく隣のガイド

の説明を聞いたり、隣の展示品を見たりして進む。 

 混雑した中でガイドがここ、つぎはここと選んで説明してくれるが、はじめにここの

展示品はどのようなものがあるという全体像と、その特徴をきちんと説明してくれると

いいのだが…。ここだけは聞きずらい日本語が苦になってしかたなかった、友人も同じ

らしくあちこちと見ながら、ガイドの話もたまに聞いていた。 

 これでは説明を聞いてもあまり理解できないだろう、展示品のガイドブックを探して

みる方がよかろうと、一通りカイドの説明が終わるとすぐさま販売コーナーを探しに。 

適当な一冊 250元を日本円で買ったのだが、これがめんどい。パスポートを提示してサ

インが必要だった。 



ガイドブックによる私の理解は 

 多くの王朝が生まれ滅亡して行った中国の歴史の中で、破壊と略奪が常であったにも

かかわらず、王朝の交代時に民族の遺産が守り受け継がれてきたことは、中華の歴史の

中で奇跡とさえいわれる。その後の現代において、戦争や内戦からこれらを守るために 

中国各地に疎開させたという。そして、守りぬいた民族の遺産は 1949 年中華民国政府

の台湾撤退に伴い、中国大陸から運び出され今日に至る。 

日本語のガイドマップを見ると、１階は家具、仏像、図書など２階は絵画、陶磁器な

どの展示が主で収蔵品は 68万点。展示品の青銅器、陶磁器、玉(宝石)の彫刻品は記憶が

ある、中でも「翠玉白菜」はよく知られている。これは翡翠(ヒスイ)の彫刻で、白菜に

キリギリスかイナゴがとまっているもの。この翡翠は中国の雲南地方で多く産出し、清

の時代西太后が翡翠の彫刻を愛用したことから、人気が高まったという。この白菜のキ

ーホルダーや携帯のストラップがお土産として売られていた。 

 今回の見学は期待していた一つではあるが、私には理解する能力が不足しており、心

打たれるものはなかった。それというのも故宮博物館には、中国の歴史遺産にかかわら

ず世界のいろいろが展示されていると思っていた。やはり一度は見てみないと分からな

いということだろう。 

 11:30博物館をあとにして忠烈祠にむかう。 

 

英霊を祀る忠烈祠 

 

 11:45 ころ忠烈祠に到着する、中正記念堂と同じような門が迎えてくれる。この施設

は豪壮な中国様式の霊廟で、辛亥革命や抗日戦争で犠牲となった 33 万の英霊が祀られ

ている。そのためまずは広い境内を進みお参りをすませた。そして、観光客がここに来

るのは、毎時丁度に行われる衛兵交代式を見学するためなのだ、門の左右に一人ずつ銃

を持った兵が直立不動の姿勢で警護し、さらに本殿の前でも警護している。と言っても、

現実は警護が大事なことではあろうが、観光対策も大きいと思われる。ガイドの説明で

は警護兵は１時間門に立ち、１時間休憩するという。それにしても微動だにせず１時間

立っていることは、苦痛以外のなにものでもないと思う。 

ほどなくして 12:00となり警護兵の交代式が始まった、交代する兵４名と指揮官の５名

が詰所から出くると、みなさんカメラを構えて参道横に集まる。本殿前まで隊列を組ん

で行進して英霊に敬礼したあと、それぞれの部署に立つ。 



 われわれも何枚かの写真を撮ることができ、所期の目的を達したのでみなさんバスに

戻った。そして、12:05ランチに向かう。 

 

  

忠烈祠の門と衛兵の交替式 

 

最後の食事は・・・ 

 ランチはこれまでと違い二つのテーブルだったため、いつものメンバーではなく変更

になった。初めてのコンビで何かこれまでと違い、ウマの合うメンバーではなかった。

私だけでなく友人夫妻も同じだったようで、台湾最後の食事はこれまでのような楽しく

と言う雰囲気ではなく、つまらないものになってしまった。 

 食事の後、最後の予定は免税店に立ち寄る。ここも用事がないので直ちに店を出て道

端のベンチで休んでいた。すると、そこへおばちゃんがストラップなどの小物を売りに

来た。値段を聞くと一個 50 元という、ポケットには小銭が残っていたので二つ買い求

めた。故宮博物館などでは品物のいかんは別にして 300元だったことから、これは案外

ひろいものかも。その結果、台湾元はポケットに 21元のみになった。 

 

初めて経験した搭乗券の発行方法 

 

 これで台湾における予定はすべて終了し、桃園国際空港へ向かう。14:30 に到着して

まずは搭乗券の発券手続きをしたが、今回のような方法は初めてだ。カウンターではな

くフロアーの一角で、係官にパスポートを三冊見せてグループと言うと、彼はコンピュ

ーターを操作する。見ているとカタカナ表示のわれわれの名前が表示される、「ナミサ



キ」をタッチして何か操作すると、飛行機の座席表が表示され、指差してこれでいいか

と言う。見ると窓際の 2席と通路を挟んで隣の席だったので OKと答えた。係官がコン

ビューターを操作すると、直に搭乗券がするすると出てきて、手渡してくれた。今まで

の経験で、このように座席を確認してから搭乗券をもらったことはない。とても good

だ。 

 チェックイン・手荷物検査を済ませて搭乗ゲート付近で休憩する。出国手続きも順調

に終りヤレヤレだが、気がついたらガイドはまたお越しくださいの挨拶一つなかったが

これでいいのかな。少し時間があったので友人夫妻がブラブラしてくるという、それで、 

私は自販機で缶コーヒーを買おうとしたのだが、よく見ると定価は 20元ではなく 25元

だった。がっかりしてイスに戻った。でも立ちあがったときにポケットに手を入れると

硬貨が３枚あって、1 枚は 5 元硬貨であり 26 元あったのだ。嬉しくなってカンコーヒ

ーを飲んだことはいうまでもない。 

 そして CI105便は定刻の 17:15に飛び立ち、予定通りセントレアに着陸し、今回の旅

を終えた。でも、帰国したらすぐに、その夜は腰が痛くて昨日までのことが嘘みたいだ

った。 

 

 


