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諸編１．羽田～台北～高雄、そして夜市・愛河【1 日目】 

小出 巧 

☆諸編と言うこともあり“旅のつばくろ”調で研修旅行の初日を回顧する。 

（１）出発 

 羽田空港国際線ターミナルビル 3 階の集合から「台湾の産業遺産と現状社会施設に関す

る研修旅行」と称する旅が始まった。 

本研修の企画立案総指揮者の菅原総幹事の要望に協力戴いた“日中平和観光：土谷あゆ

み女史”のもとに、加藤団長を筆頭に羽田組１２人の旅人が集結し、手荷物検査・出国手

続きを完了後 ▷全日空 NH851 便◁ にて研修地の台湾：台北松山空港を目指し飛び立った。 

（２）台北到着 

 日本を発って約 3時間半のフライトで、時差マイナス 1時間の松山空港に無事到着した。

到着時気温は 31℃（前日は 35℃）で日本よりやや暑かったが、天気も良く出足好調の滑り

出しといってよいだろう。 

空港では、「千と千尋の神隠し」に登場する湯婆婆の湯屋を彷彿させる「九份」に前泊し

ていた永野ご夫妻、シンガポールから駆けつけた曽武川さんの合流があり、現地ガイドの

林慶宗さんも加わり、総勢 16 人の現地研修がスタートした。 

研修旅行お決まりの集合写真を撮り終えて、新幹線の待つ台北駅へとバス移動、車中で

の加藤団長からの研修目的を胸中に収め駅近くで降り立った。その時、台湾国で最初に目

に留まったのが“卓球娘：福原愛の家電邦人企業の大ポスター”であったのは、誇らしげ

もあり違和感を得たのは私だけだったであろうか？ 

 

（３）新幹線 

 台湾高速鉄道（新幹線）は、台北と高雄を結ぶ高速鉄道であり、台北：南港駅と高雄：

左榮駅を結び路線距離は約 368.5 ㎞である。台湾の国土を縦走している最高時速 300 ㎞/h

を誇る、日本の新幹線技術を投入した 700 系車両の改良型であるとのことも既知の事実で



ある。よって、車内の座席番号の表示・座席背面

設置の置台を含む“雰囲気・乗り心地”も普段の

新幹線同様で快適で落ち着くことから不思議な

気持ちにさせられる。また、右写真車窓の情景も

私の地元である東北新幹線の仙台～青森の車窓

風景に似ており、これでトランベール（JR 東日

本の雑誌）があれば・・・。そんな、おっとりと

した気分の中での缶ビールがとても美味だった

ことを思い出すのである。 

 

（４）高雄の街 

 左榮駅から宿泊場所の高雄国賓大飯店までのバスは、夕方のラッシュアワーに当たった。

異国の渋滞でもいら立ちはあったが、これも旅の記憶の一つであり車中で観る高雄の街は、

交通規制の違いとバイクの台数の多さ（1.5 人に１台の普及率）と共に馴染みの漢字看板で

アジア特有の異国旅を実感することができた。 

 技術的なこともチラつかせなければいけないが、設備屋としては、どの建物にも同じよ

うにキラキラ目立つ“ステンレス製の円筒型高架タンク”が印象的なことに間違いはない。

中規模ホテルにおいても、屋上に光り輝く複数のステンレスタンクは謎めいていた。 

 車中での、林ガイドの歴史今昔を拝聴しながら高雄駅を通過し、後で見学必須の地下鉄

「美麗島駅」交差点を経由して、目的の豪華ホテル「高雄国賓大飯店」に到着した。 

 

（５）夕食・夜市散策・愛河遊覧 

 夕食は、素材の旬にこだわり、生簀から出した素材をその場で調理してくれる、高雄 

きっての有名シーフードレストラン「紅毛港海鮮餐廰」となった。 

  



お店は名店らしく、大テーブルの個室であったが、残念なことに“腹をすかした旅人”

にとってはインスタ映えのする写真は困難であった。が、地ビール・紹興酒の類は大変好

評であったことを添えておく。 

腹が膨れたことから、近くの「六合夜市」を散策することになった。夜市は地元の方々

でごった返してはいたが、“日薬本舗博物館”のネオン・蛇屋・果物屋・鳥肉屋などチョイ

と立ち寄り易く居心地のよさそうな店が多かったが、初日ではあるので早々に素通りして、

次のおすすめ「愛河・ナイトクルーズ」に向かった。 

 

 愛河は高雄の中心地を流れる運河であり、両岸には広い散策路や公園・おしゃれなカフ

ェが点在する夜のライトアップが有名なリバークルーズポイントである。有志ではあった

が、ご多分に漏れず素敵な夜景とリラックスな気分を満喫できたことは、初日の〆として

は申し分ないベストセレクトであった。ご提案いいただいた林ガイドに感謝しながら、明

日の素敵な旅へのめぐり逢いを期待しつつ眠りにつくこととした。 

 

 

－以上－ 



諸編２．2018 年 5 月 18 日早朝 高雄港の風景【２日目】 

               齊藤 賢二 

衛生工学部会の本格的研修旅行がこの日、台湾南部港湾都市高雄から始まりました。 

当日朝、朝ジョグを兼ねてホテル界隈を散策しましたので、その模様を記します。 

    

左：先ずは前日の回想から。國賓大飯店（Ambassador Kaohsiung）の宿泊部屋 19F から見 

る高雄湾に注ぐ憩いの川、愛河の風景。ホテルは築 50 年ということで古くもありなが 

ら室内は勿論、全体的に落ち着いた雰囲気で、ゆっくりくつろぐことができました。 

中央左：「愛之船」という名の船で遊覧し、高雄の夜景を楽しみました。 

中央右：そして朝、これは愛河の顔とも言える鰲躍龍翔というモニュメントです。登竜門 

  の言い伝えに由来していて鯉の滝登りを通過後、突然龍へ変身していく、即ち今後の

高雄の歩むべく姿を表しているとのことです。ひときわ異彩を放っておりますが、 

星国の鱼尾狮（ﾏｰﾗｲｵﾝ）を凌いでいるかどうかはよく判りません。 

右：高雄橋から見た国賓大飯店（右手濃茶の建物）。左手公園の赤い鳳凰花が綺麗です。 

しばらく海側へ進むと日本でもよく見かける白い船が見えてきました。    

 

   

左：これは中華民国行政院海岸巡防院の巡防救難艦（日本の海上保安庁大型巡視船 PL相当）

停泊景観。船名は福星。艦 No.CG106,917t。日本と同様、島国においては沿岸警備がた

いへん重要になります。調べてみますと、台湾においては 100t 以上の救難艦は全国に

30 隻以上、小型艇を 15 隻以上とその他の特殊艇を保有しています。船首には海岸巡防

署の旗が見えますが、日本と同じで何かと便利な処に停泊しております。 

中央：福星の後姿。船尾にはおなじみの国旗が翻っております。 

右：穏やかな朝の高雄港。右手奥はフェリー埠頭。フェリーが停泊しておりますが、嘉義

沖の島、台湾のリゾートアイランドと呼ばれる澎湖ほかに周航しているようです。 



    

上記海岸をより奥に向かうと、電車の駅に遭遇しました。 

左：高雄捷運 MRT の環状軽軌（ﾗｲﾄﾗｲﾝ）、駁二蓬莱という駅の様子。駅というより停留所の

ような感覚です。線路内に芝が敷き詰められており、電光掲示板の文字が赤と緑で鮮

やかで、シンプルでお洒落な雰囲気です。このあたりは港付近旧倉庫の改修等を経て

駁二芸術特区として再開発され、イベント等で常時賑わっているとのことです。 

中央左：路線図。LRT が走るこの路線は未だ半分程度しか開通していませんが、この他に市

内中心部には幹線である紅線（ﾚｯﾄﾞﾗｲﾝ）、橘線（ｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾝ）が走っています。 

中央右：何故か両車両が同方向に向かって走っておりますが、とても静かな運行です。 

右：奥向こうの始発駅から市街へ向けて滑るように乗り出してくる車両。LIC という先進的

蓄電デバイスを搭載した仏国他欧州製の車輌とのことで、当然ながら上部に架線は見

当たりません。今回は事前準備不足で乗車できず、撮影のみとなってしまいました。 

 

        

左：雑多な貨物船や商船が行き交う高雄港内。釜山など近隣亜細亜の港を連想させます。 

中：威厳のある、そして色彩華やかな高雄港入場門。コンテナ取扱量では近い将来、世界

10 位以内に食い込む勢いのある高雄港ということで、自信がみなぎっている風情です。 

右：高雄橋から見て上流側の中生橋から見る國賓大飯店（左手中央建物）と高雄二二八   

  和平公園（右手）。園内は手入れが行き届いており朝の交遊場所には最適のようです。 

 おおよそ 1時間、距離にして約 3～4km の朝ジョグでしたが、事前知識も無く彷徨った高

雄港周辺はとても落ち着いた景色でした。地元の人達も勝って気ままに散歩を楽しみ、公

園では台湾式体操やら太極拳やらで、朝から元気一杯でした。程よいこの街のエネルギー

を戴きまして心身共にリフレッシュができました。それにしても台湾南部の気候は朝から

陽射しも強く、湿度もそれ相当にあって予想以上の運動負荷となりました。と同時に、高

雄の楽しみ空間を発見しましたので、今後の再訪への夢が膨らみました。  

                                    －以上－ 



諸編３.蓮池潭（レンチタン）見学記 【２日目】 

鈴木明郎 

 

蓮池潭は、高雄市左営区にある広さ約 42ha の池で、高雄市で最も伝統的な色彩を持つ風

景区の一つである。かっては、72ha の広さがあったが、孔子廟や環潭道路の建設のため埋

め立てされ、現在の広さまで狭くなっている。清朝時代の 1686 年に孔子廟を建立する際、

池を廟宇の泮水として蓮を植えたため、「蓮池潭」と呼ばれるようになったとされる。また、

満開の蓮の花が匂い香ることに因み「泮水荷香」と謳われ、清朝時代には鳳山八景の一つ

に数えられた。そばの東屋や楼閣、巨大な神像と城壁に囲まれた「旧城」には古跡名勝、

古民家、眷村などの生活の集合があり、旧市街と伝統市場では左営の豊かで多様な美味し

い料理が味わえる。 

 
 蓮池潭のそばの「旧城」はかっての鳳山県の治轄区で、1825 年に官民あげて資金を集め、

建設されたものである。「旧城」の名は、当時鳳山に新城を建設していたことに対する名称

である。当時建設された 4 か所の城門のうち、東門、北門、南門の一部の遺跡が残されて

おり、国の定める古跡となっている。 

 北門は拱辰門とも呼ばれ、蓮池潭、亀山に隣接している。城門の構造は完全に保たれて

おり、左右には延長された城壁が残っている。特に門の両側にある五色の灰白質の門神の



立像は、台湾では珍しい細やかで精緻な彫刻が施されている。 

東門は鳳儀門と呼ばれ、旧城には胸壁、馬道、砲台が残され、外周には堀が巡らされて

いる。ここは以前、鳳山県新城（鳳山）へ通じる要道であった。 

 北門の外側は左営の主な集落の所在地であった。北門外の埤子頭街、店仔頂街と左営下

路は左営の歴史遊歩道である。北門外の鎮福社では福徳正神が主神として祀られており、

さらに北へ行くと城門より早く存在していた城隍廟がある。左営下路そばの曲がりくねっ

た路地と古民家の集落を見ると、当時の左営城の繁栄の様子がうかがい知れる。 

 興隆里に、聖廟の池となっている泉がある。蓮の花が咲くころになると、その香りは数

里先にも届き、古人は八景の一つとしていた。1684 年に建立された「崇聖祠」は今日まで

旧城小学校内に保存されている。清朝前期の「三通五瓜」の屋根を残し、市によって古跡

と定められている。そのそばの栴檀の古木はすでに樹齢 200 年以上あり、その後ろには清

朝時代に付近の各地から集められた十一方石碑が建っている。 

 北岸にある「孔子廟」は 1976 年に建立された。新式の宋の宮殿様式を模した広大な建物

で古めかしく、山や湖の美しさに映えている。 

 左営の地元住民に伝わる俗語に次のようなものがある。「大道公蕹菜把（お盆の時にはヨ

ウサイを供える）」のは慈濟宮、「左営牲禮（左営は動物の供物）」は元帝廟、「店仔頂猪（雄

豚を供える店仔頂）」は慈徳宮、「埤仔頭戯（お盆に奉納劇をする）」は福徳祠、「部後響啐 

（部後街では供物は少ないが敬虔）」は北極殿、というものである。これは左営の民間信仰

の特色とその分布をうまく表現している。 

 湖畔の「龍虎塔」は 7 層で龍の口から入り、虎の口から出てくる。「春秋閣」は中國宮殿

様式の春閣と秋閣二つの塔を九曲橋で繋いだもので、孔子と関公を記念する建物である。

閣の前にある騎龍観音も特色の一つである。 

 「北極玄天上帝」の神像は北極帝にあり、廟の高さは約 22 メートル、七星宝剣の長さ約

38.5 メートルと東南アジアで最も高い水上の神像である。入口には山や谷、噴水などの造

景が施されている。湖畔には啓明堂、清水宮、天府宮、慈濟宮などの廟があり、蓮池潭に

お参りにやってくる人たちが必ず訪れる場所でもある。 

 左営は日本統治時代から海軍の重要な基地として整備されてきた。軍港周囲に海軍の官

舎を設けたことが左営眷村の起こりである。第二次大戦後、海軍に従って中國各地から高

尾の左営にやってきた士官や兵士とその家族に対し、政府は日本統治時代に残された宿舎

など計 20か所以上の眷村を割り当てた。これが左営の集落風景の大きな特色となっている。

中でも明徳、建業、合群新村とその南側に隣接している中山堂、四海一家などは文化景観

として登録されている。 

今回は、蓮池潭の南端の慈濟宮と龍虎塔を見物した。 

慈濟宮は、保全大帝を祀る道教寺院で、1719 年に創建され、1960 年に現在地に移転され

た。他の台湾の寺院と同じように、全体に細かい彫刻が施され、金色に輝く絢爛豪華な造

りであった。 



 

 



龍虎塔は慈濟宮の向かいの蓮池潭の中に 1974 年に作られた。湖岸から龍虎塔に至る道が

ジグザグになっているのは、悪魔はまっすぐ歩けないからだそうである。龍虎それぞれの

塔の入口に大きな口を開けた龍と虎が待ち構えており、中を人が通れるように空洞になっ

ている。そこに「龍の口から入って虎の口から出てください」との看板があった。台湾で

は最も縁起の良い動物は龍、悪い動物は虎とされている。龍の口から入り虎の口から出て

くることにより、自分のこれまでの悪戯が清められ、禍も消えてなくなるそうである。 

 

 

 

龍と虎の中の空洞壁には鮮やかな色彩の絵が施されている。龍塔には、中国での孝行の

規範とされている二十四孝子や、罪人が死後地獄に行き十人の閻魔王から受ける審判と罰

刑の図が描かれており、虎塔には、十二賢人や、天国の極楽生活を代表する玉皇大帝の三

十六宮将図が描かれている。 

龍の中を通り、7 層建ての塔に登ってみると、塔の中央にらせん状の階段があり、階段部

分の天井にも色鮮やかな模様が施されている。塔の上からは湖が一望でき、入口のジグザ

グ道、向かいの慈濟宮、少し北には春秋閣を見ることができた。虎の塔は同じようなもの

かと思い、登らなかった。 

蓮池潭の象徴である、蓮の花はジグザグ道と塔の周辺に数個見られただけであった。一

面の蓮の花を期待していたのに少し残念であった。 



 

  

－以上－ 



 

 

諸編４．度小月の担仔麺 【２日目】 

                     齊藤 賢二 

研修団一行は、台南市内の「度小月」という老舗餐厅で台南料理を楽しみました。 

   

左：味わいのある意匠の簾看板。  

中：この店の名物料理、担仔麺。担仔とは天秤棒。120 年前にこの店を開いた漁師の洪さ 

  んが、漁の閑散期に天秤棒にこの麺を乗せて売り歩いた、ということがこの名の由来。 

右：当日の料理各種。台南料理は濃厚な味かと想像していましたが、濃くも辛くも甘くも 

  無い、油も控えめで適度な調和がとれた日本人好みの味付けでした。 

       

左：からすみのスライス。飾り付けも鮮やかで、味も絶妙なものでした。 

中：店内の様子。地元の人達の適度の喧騒が程良く、より会話が弾む昼食に誘います。 

右：担仔麺を作る空間。ここに座るには長年の修業が要るようです。その他点心類も有り。 

 

 店の名前の「度小月」ですが、「小月」は漁の閑散期、「度」は「度過」で乗り越えると

いう意味で、台風の時期、漁ができず家計が苦しい時節に、上述の「担仔麺」を売って生

計を立てていたということです。私たちも本業がまかり通らない時、兼業または副業とか、

何かと対策を講じておくべきなのかもしれませんが、洪さんの辿り着いた道筋は、大陸福

建から台南へ移住→ 漁師のみの生計で生活困窮→ 補完生計策模索→ 故郷の麺を用いた

料理を創作研究→ 試行錯誤の末担仔麺を完成させて自前営業継続→ 顧客獲得して開業

（本業離職）という並み易しいものではありませんでした。今思えば当日この昔話を事前

に知っていたなら、創業者の苦労を顧みながらこの担仔麺をしみじみと味わうべきでした。     

 この日は朝から炎天下に近い中、蓮池湖の塔の七階頂迄登り、また糖業博物館の暑い工

場廃墟の中を冷房も無い中巡り歩いてかなり喉が渇いていたので、冷えた台湾啤酒を一気

に飲み干した時の気分は、それはそれは格別のものがありました。     －以上－ 



諸編５．赤嵌楼雑感（歌舞伎『国性爺合戦』観劇は如何ですか！） 

佐々木 紀一 

鄭成功、所縁の地「赤嵌楼」に行った。 

「鄭成功＝国姓爺＝国性爺」とのことから、久しく触れていない歌舞伎「国性爺合戦」

を思い出した。時々観る歌舞伎座や国立劇場のポスターで、現代でもその出し物が何度か

は公演されていることは承知していた。明治初期の「団(9)菊(5)左(1)」【注：括弧内の数

値は代数】については、その素晴らしさを父親から聞かされていた。戦後昭和 30・40 年代

の市川団十郎（11）、尾上松緑（2）、中村勘三郎（17）、猿之助（2）の時代。玉三郎(5)や

染五郎(6)より少し前の時代の歌舞伎が大好きだった。楽器としての三味線に興味もあり、

後に人間国宝になる長唄のお師匠さんの処にまで直に話を聞きに行ったりもした。 

その後、染五郎(6)の時代に入るころからは、若い女の子の中での歌舞伎ブームも始まり、

個人的には、仕事のこともあり、歌舞伎からはすっかり遠のいてしまった。 

久し振りに『国性爺合戦』の名前をきいて、歌舞伎を見に行きたくなり、では、という

ことで、近松門左衛門作の歌舞伎「国性爺合戦」観劇のための予備知識を仕入れてみた。 

 

 

読者のみなさん、たまには歌舞伎「国性爺合戦」でも見に行きませんか？ 

「鄭成功」その人の事績や「赤嵌楼」に関する時代背景などに関しては、後段に於いて、今

回の旅行総幹事である菅原秀雄氏の手により、すこぶる詳しく、大層面白く、かつ非常に

丁寧に書かれている。『諸編１２．台湾研修旅行――私の台湾歴史調査「３．赤嵌楼－オラ

ンダの領有から鄭氏政権、清国へ」(1)(2)(3)』である。ぜひ、参考として戴きたい。 

「国性爺合戦」では、以下のことを考えながら観劇するのが面白そうである。 

① 時代：大航海時代のアジア史、混乱⇒安定⇒再び混乱への予兆 

② 地理：台湾を舞台としており、東アジアから、はてはヨーロッパまで関係する 

③ 国際：日本との関係、倭寇、琉球・中国・台湾・朝鮮・東南アジア・東インド会社 

④ 国内：徳川 安定期での初演、江戸三大改革の 初「享保の改革」への入口、景気の波 

⑤ 情報：鎖国、長崎出島・朝鮮通信使による海外情報の流入 

写真１：赤嵌楼外観 写真２：赤嵌楼にて 



(1) 歌舞伎『国性爺合戦』の背景と成り立ち 

 清朝が成立し（1636）、明朝が滅亡した（1644）。明朝を支えてきた日本生まれの鄭成功

はその活躍により亡命政権南明朝隆武帝より国姓（朱姓）を賜わり（1645）、その後は   

『国姓爺』と呼ばれるようになった。清朝に抵抗する鄭氏政権が台湾に誕生したが、直後

に鄭成功は病に倒れた（1646）。 

一方、日本では徳川政権が成立し（1601）、鎖国令が完成した（1639）。 

この様な時代の中で、中国の事情が噂話として日本に伝わり、『明清闘記』が発刊された

（1661）。これを読んだ近松門左衛門は、「人情浄瑠璃：国性爺合戦」を大阪で上演し、大

好評により 17 か月（３年間）のロングランを達成した。（1715）史実とは異なり、あくま

でもフィクションであることから、姓⇒性としたとの説がある。 

その翌年、京・大阪では歌舞伎化もされた。 

その後、江戸では二代目市川団十郎が家の芸「荒事」の一つとして確立させた。明治期の

九代目団十郎、昭和戦後期の十一代目団十郎など歌舞伎界盛期を経て現在に至るまで、「国

性爺合戦」も度々上演されている。加えて、映画業界やＴＶ業界でも取り上げられて来た。 

 

① 【あらすじ】 Wikipedia より 

 (ｲ)『一段目』  

明朝第 17 代皇帝思宋烈（崇禎帝）の妃華清は臨月。そこに華清を賜れとの韃靼王の使者が。

李蹈天は賛成するが、呉三桂は反対する。李蹈天は自らの左目をくりぬいて使者に渡し、

当座を切り抜ける。この功に皇帝は妹を李蹈天に与えようとするが当の栴檀皇女が承諾し

ない。皇帝は官女に梅と桜の花を持たせて戦わせ、梅が勝ったら承諾するようにと命ずる。 

この花いくさの 中に韃靼の軍が宮廷に攻め入る。李蹈天が裏切ったのだった。皇帝は李

蹈天に殺害される。華清妃は呉三桂の手引きで逃れるが、海登の湊でついに砲弾に倒れる。

呉三桂は死んだ妃の腹から皇子を取りだし、代わりに殺した我が子を身代わりとして腹に

入れる。栴檀皇女は呉三桂の妻、柳歌君に守られながら、海に逃れる。 

 

(ﾛ)『二段目』 

栴檀皇女が小舟で平戸に打ち寄せられたのを明の元役人鄭芝龍が見つける。鄭芝龍は二十

数年前に勅旨により日本に渡って、この地で漁師として老一官を名乗り、日本人の妻をめ

とっていた。老一官夫婦と子の和藤内は、和藤内の妻小むつに栴檀皇女を預け、明朝の復

活のため、中国に渡る。 

一方、鄭芝龍が大陸に残した先妻・渚との娘、錦祥女は、韃靼の将軍、甘輝の妻となって

いた。3 人は、甘輝に協力を求めるため、甘輝の館である獅子ヶ城へ向かう。3 人は二手に

分かれたが、和藤内と母は千里ヶ竹に迷い込む。ここで虎を退治した和藤内は、韃靼兵を

手下にしてしまう。 



 

(ﾊ)『三段目』 

3 人は獅子ヶ城にたどり着く。警護は対面を許さなかったが、楼門に登った錦祥女は、3 人

との対面を果たす。錦祥女は老一官が父であることを確認するが、甘輝は不在であった。

警護により 3 人が城内にはいることは拒絶されるが、3 人のうち母だけは縄付きとなること

を条件に館に入ることを許される。錦祥女は甘輝が味方するかどうかを、味方するなら白

粉を、そうでなければ紅を堀に流すことで合図することにする。 

城に帰った甘輝は、「いったん韃靼の王に忠誠を誓った者が、妻の縁で味方になっては義が

立たない。そう言われないようにするためには、味方になるのなら、錦祥女を殺してから

だ」と答える。しかし甘輝は妻を殺せない。錦祥女は紅を流す。 

怒った和藤内は甘輝の城へ向かうが、紅と思ったものは錦祥女が自害して流した血であっ

たと知る。さらにその母・渚（和藤内の母とするものもある）も後を追って自害した。妻

の情に心を打たれた甘輝は韃靼征伐を決心し、和藤内に「延平王国性爺鄭成功」の名を与

える。 

(ﾆ)『四段目』 

神意を得た小むつは栴檀皇女とともに平戸から中国（浙江省）松江の湊に渡る。一方、呉

三桂は皇子をかくまい、山中で暮らしていた。そこに鄭芝龍、小むつ、栴檀皇女が現れる。

敵兵に攻められるが、雲の掛橋の計略によって難を逃れる。 

(ﾎ)『五段目』 

和藤内、甘輝、呉三桂が竜馬ヶ原で再会する。そこに鄭芝龍が韃靼を攻めに南京城に向か

ったという知らせが入る。一同は後を追い、南京城を攻める。ついに敵を倒して、皇子を

位につける。 

 

② 登場人物 
和 籐 内 ：中国人を父に、日本人を母に持つ。のち国性爺。超人的活躍で明朝の 

復興に尽くす。実在の人物、鄭成功（国姓爺）がモデル。和藤内とは、   

「和（日本）でも藤（唐、中国のこと）でも内（ない）」という洒落。 

小 む つ ：和藤内の妻。 

鄭 芝 龍 ：和藤内の父。明の臣。日本に渡ってからは老一官と名乗る。 

栴 檀 皇 女 ：明の皇帝の妹。 

甘   輝 ：将軍。 

呉 三 桂 ：将軍。明の忠臣。敵弾に倒れた帝の寵妃華清婦人の腹の太子と自らの子を 

入れ替え、太子をつれて山々を逃げ九仙山に隠れる。 

錦 祥 女 ：甘輝の妻。鄭芝龍の先妻の娘。 

李 蹈 天 ：明の佞臣。左目を抉り取って韃靼に組みする。 

 



(2) 「台湾鄭氏政権」と「国性爺合戦」の歩み 

 

 

 

① 台湾鄭氏政権 

鄭芝龍（1604～1661）福建省安南市生誕 

（1624）日本（平戸）にて鄭成功を儲ける、拠点を台湾北港（現在の嘉義市）に移す。 

（1646）清朝に降伏、鄭成功と別れる 

（1661）北京にて、謀反の疑いにより死刑 

鄭成功【1661～1662】（1624～1662）平戸市にて誕生 

（1645）南明朝隆武帝より国姓『朱』を賜る 

（1646）鄭芝龍と別れる。 

（1661）台湾進出、澎湖島占拠、赤崁を東都明京と定め、鄭氏政権を樹立 

（1662）オランダ撤退一掃 

鄭経 【1662～1681】（1642～1681） 

鄭克塽【1681～1683】（1670～1707） 

（1683）鄭氏政権滅亡 

 

② 「国性爺合戦」近松門左衛門作 

（1661）「明清闘記」発刊：「国性爺合戦」原作 

（1715）「国性爺合戦」人形浄瑠璃 戯作者：近松門左衛門（1653～1724） 

 初演：大阪 竹本座 3 年越し 17 か月続演 

（1716）「国性爺合戦」、京都、大阪にて歌舞伎上演  

江戸歌舞伎において市川団十郎（二代目）が荒事として確立 

写真３：初代河原崎権十郎（九代目市川団十郎）の和籐内と 

三代目沢村田之助の錦祥女（三代目豊国 画） 

写真４：初代河原崎権十郎の 

和籐内と五代目坂東彦三郎の

甘輝（豊原国周 画） 



(3) アジア史年表（日本・明・清・朝鮮・西欧諸国） 

前項で記載した（1645）鄭成功、（1715）「国性爺合戦」人形浄瑠璃、に対して、それに前

後する時代状況を把握するために、関係する国々における年表を掲載した。 

更には（1645）・（1715）の年に近い出来事には朱筆し、理解の一助とした。 

 

① 日本国 

（1467）応仁の乱、戦国時代へ突入 

（1590）天下統一、豊臣政権樹立 

豊臣秀吉【1590～1598】（1537～1598） 

（1592～1593）文禄の役 

（1597～1598）慶長の役  

（1600）関ヶ原の戦い 

徳川家康【1601～1605】（1543～1616）江戸幕府初代征夷大将軍 

（1601）徳川幕府樹立 

（1609）琉球王国、薩摩藩付属国となる。奄美群島は薩摩藩直轄領となる 

（1614）大阪冬の陣  

（1615）大坂夏の陣  

徳川秀忠【1605～1623】（1579～1632）江戸幕府２代征夷大将軍 

徳川家光【1623～1651】（1604～1651）江戸幕府３代征夷大将軍 

（1639）鎖国の完成、ポルトガル船の入港禁止 

徳川家綱【1651～1680】（1641～1680）江戸幕府４代征夷大将軍 

徳川綱吉【1680～1709】（1646～1709）江戸幕府５代征夷大将軍、元禄時代 

徳川吉宗【1716～1745】（1684～1751）江戸幕府８代征夷大将軍、享保の改革 

徳川慶喜【1867～1868】（1837～1913）江戸幕府 15 代（ 後）1661 征夷大将軍 

（1868）明治維新、江戸幕府滅亡 

（1894）日清戦争開戦 

② 明王朝 

（1368）明王朝建国 

朱元璋【1368～1398】（1328～1398）明王朝 初代皇帝 

崇禎帝【1627～1644】（1611～1644）明王朝 17 代（ 後）皇帝 

（1630 頃～1645）李自成の乱 李自成【1644～1645】（1606～1645）順王朝  

（1644)明王朝滅亡、南明王朝建国 

弘光帝【1644～1645】（1607～1646）南明王朝初代皇帝 

隆武帝【1645～1646】（1602～1646）南明王朝２代皇帝、 

 「国姓」を鄭成功に与える 

（1661）南明王朝滅亡 



③ 清王朝 

（1616）金国建国 

ﾇﾙﾊﾁ 【1616～1626】（1559～1626）清王朝初代皇帝（太祖） 

ﾎﾝﾀｲｼﾞ【1626～1643】（1592～1643）清王朝２代皇帝（太宗） 

（1636）大清国成立 

ﾄﾞﾙｺﾞﾝ【1643～1650】（1612～1650）清王朝摂政王（成宗） 

順治帝【1643～1661】（1638～1661）清王朝３代皇帝 

康熙帝【1661～1722】（1654～1722）清王朝４代皇帝 

（1673）三藩の乱 呉三桂（1612～1678） 

（1684）清国、台湾を版図とする 

雍正帝【1722～1735】（1678～1735）清王朝５代皇帝 

乾隆帝【1735～1799】（1711～1799）清王朝６代皇帝 

（1796）アヘン輸入禁止 

（1840）アヘン戦争開戦 

（1895）日清戦争 

宣統帝【1908～1912】（1906～1967）清王朝 12 代皇帝、ﾗｽﾄｴﾝﾍﾟﾗｰ 

（1911）辛亥革命により大清国滅亡 

④ 朝鮮国 

李成桂、太祖【1392～1398】（1335～1408）朝鮮初代国王 

（1392）李成桂による政権樹立、高麗国滅亡 

世宗大王【1418～1450】（1397～1450）朝鮮第４代国王 

宣祖【1567～1608】（1552～1608）朝鮮第 14 代国王 

（1592～1593）壬辰倭乱：日本における「文禄の役」 

（1592～1593）丁酉再乱：日本における「慶長の役」 

（1607）日朝通商条約、第一回朝鮮通信使 

光海君【1608～1623】（1575～1641）朝鮮第 15 代国王 

（1619）金国（ヌルハチ）と交戦し、大敗 

仁祖【1623～1649】（1595～1649）朝鮮第 16 代国王 

（1627）金国（ホンタイジ）侵攻、 

（1636）清国（ホンタイジ）侵攻、仁祖降伏、三跪九喉頭の礼 

孝宗【1649～1659】（1619～1659）朝鮮第 17 代国王 

顕宗【1659～1674】（1641～1674）朝鮮第 18 代国王 

粛宗【1674～1720】（1661～1720）朝鮮第 19 代国王 

（1719）第９回朝鮮通信使（徳川吉宗襲封祝賀） 

（1897）大韓帝国成立 

（1910）日韓併合 



⑤ アジアでの西欧諸国の活動 

（1571）スペイン ：無敵艦隊がトルコ帝国に勝利（レパントの海戦） 

（1577）ポルトガル：マカオ居留権獲得 

（1588）スペイン ：イギリスが無敵艦隊を撃破（アルマダの海戦） 

（1600）イギリス ：東インド会社発足 

（1602）オランダ ：東インド会社発足、マカオ攻撃（後退） 

（1603）オランダ ：澎湖島占領（撤退） 

（1604）フランス ：東インド会社発足 

（1622）オランダ ：澎湖島進出 

（1624）オランダ ：ゼーランディア城（安平）建設 

（1625）オランダ ：プロビンディア城（赤嵌）建設、 

オランダ東インド会社による植民地行政開始 

（1626）スペイン ：台湾島北端（基隆付近）に到達 

（1628）スペイン ：淡水占領（サン・ドミンゴ城：紅毛城の前身） 

（1642）オランダ ：台湾北部への進出、スペイン退去（基隆陥落） 

（1644）オランダ ：サン・ドミンゴ城（現紅毛城）完成 

（1662）オランダ ：台湾撤退、鄭氏政権の樹立 

（1840）イギリス ：アヘン戦争開戦 

             ――以上―― 



諸編６．台南の朝・烏山頭午餐の風景 【３日目】 

榎本博康・曽武川淳 

（１）台南の朝、雑感 

 日本ではビジネスホテルにしか宿泊しない身には、台糖長榮酒店 

（Evergreen Plaza Hotel)は、いささかラグジュアリーな部屋であっ

た。そして日課の朝のジョギング、近所にバークレイ記念公園があ

る。台湾ではすべて繁体字で書くので、カタカナ語をどのように表

現するかが面白い。この場合は「巴克禮」だ。これを全ての固有名

詞にあてはめるのだから、相当に頭が良くないと記憶しきれないの

ではと心配になる。 

 さて、この公園は平坦で南北に 600m、東西に 200m くらいの 

小じんまりとしたものだが、深い木陰に囲まれて池があり、所々に

木道があり、植物が豊富でとても居心地がいい。そして台湾リスが

尻尾でバランスを取りながら樹木を昇り降りする。鳥はスズメとハ

トが主力。ちょっと離れてムクドリ。その宝探しをしながら地面を

歩く姿は日本と同じ。そして此処のハッカチョウは色が茶色っぽい。 

サンコウチョウのようなのがいたが、尾が短い。何だろうか。はるか上空をサギが飛ぶ。 

 散歩の人たちが多いが、個人や夫婦単位での

行動が主体のようだ。年齢層は幅が広い。初老

の夫婦がベンチに座って、それぞれ自分の足の

マッサージをしている。足が健康の源であると

いう理解が深いのだろうか、ここでは良く見か

ける姿だった。次第に台湾の歴史を知るにつけ、

この風景がとても貴重なものに思えた。 

（２）烏山頭渡假会館：郷土料理 

 さて烏山頭ダムを見学の後、いつものキリン

バスで少し移動して昼食会場だ。階段を登って

建物に入る。するとここは実に賑わっていた。

どのような集まりかは分からないが、熟年男女

が食事をしながら朗らかに語り合っている。 

グループの最

高齢とおぼしき老人が実に幸せそうであった。 

 我々も幸せな老人とその予備軍かもしれないが、胃袋は青

年並みで、写真を撮る間もなく午餐は目の前から消えていっ

た。デザートで我に返ったが、八田與一記念館の庭になって

いたマンゴーを試食したことを思い出した。   －以上－ 



諸編７．阿里山登坂・周辺 【３日目】 

⿊ 澤  之  
⽥ 中 正 夫 

（１）烏山頭ダムから阿里山へ 

烏⼭頭からは主要都市を連絡する総延
⻑ 374.3km の中⼭⾼速公路を疾⾛した（写
真 1）。嘉義の中埔インターチェンジを降
りると、阿⾥⼭に向かう道路は⼀本道であ
る第 18 号阿⾥⼭公路となる。⼭に向かう
阿⾥⼭公路は対⾯交通の⼆⾞線で歩道が
ない。通過する交通も切れ⽬がない。⼼な
しか⼤型⾞混⼊率が⾼いようにも感じた。
この道路は嘉義、すなわち⻄海岸から阿⾥
⼭に向かう重要な路線であり、観光は勿
論、物流の動脈となっている。特に、森
林鉄路の途中区間が災害による不通で、事
実上、現在の貨客輸送を担う唯⼀の路線と
なる。阿⾥⼭の斜⾯地にある集落は、⾯的
な広がりを形成する地形条件にはなく、当
然にこの路線の沿線に位置する。このため、
集落の動きが阿⾥⼭公路からうかがえる
ことになる。途中の集落で祭礼にも遭遇し
た。 

良好なお茶畑（写真３）があるところ
には⼩さな集落があり、家族経営らしき
⼟産物屋も散⾒される。観光路線と⾔って
も、⽇本のように道の駅が整備されている
訳ではない。⽔回りの条件も厳しく、途中
のトイレ休憩はお茶と檜⼯芸を扱う⼟産
物屋となった。店では店員さんと⾔うより
も、⼩学⽣の⼥の⼦をはじめとする⾝内感
覚の⼈たちが歓迎してくれた。曽武川⽒の
強い要望に沿い、⼥の⼦のお⺟さんまで登
場する盛り上がりであった。 

写真１ 中⼭⾼速公路 

写真２ 祭礼に遭遇 

写真３ 阿⾥⼭茶の茶畑 



さて、阿⾥⼭公路に話を戻すが、道路
の構造としても無理が多い。急カーブも
随所にあり、どうやって架設したのか、
肝を抜かれる橋梁（写真４）や絶壁沿い
のトンネルも点在する。とにかく地形が
険しい。阿⾥⼭公路からは三陸地⽅や上
信地⽅に⾒られるような褶曲した地層や
絶壁が続く。植⽣の変化も熱帯地域にあ
る⾼⼭としてその変化が⼿に取るように
わかる。 

交通事故も多いようで Web 検索
すると乗⽤⾞事故の記録にヒットする。
「阿⾥⼭公路 画像」と検索すると、阿⾥
⼭公路の⾵景写真に交通事故の画像とが
け崩れの画像が混じる。 
 こうした厳しい道路交通事情をものと
もせず、我々を乗せたプロ・ドライバーが
運転するバスは無事、阿⾥⼭国家⾵景区に
到着した（写真 5）。 

付け加えるが、運転に⾃信があったとし
てもレンタカーを借りての⾛⾏はお勧め
できない。 

 
（２）受鎮宮 

阿⾥⼭バスターミナルから電気バスで
移動すること間もなく、受鎮宮に到着し
た（写真６）。彫刻に圧倒される豪華な寺
院であった。ここでは、道教の神である
⽞天上帝を祀っている。⽞天上帝を祀る
寺院は台湾各地に存在するが、受鎮宮は
海抜では最⾼地点（2,170ｍ）に建つ。 

⽞天上帝の誕⽣⽇である旧暦の 3 ⽉ 3
⽇には、「神の蝶」と呼ばれる多数の「カ
レハモンシロチョウ」が線⾹の⾹りと明
かりをめがけて⾶来し、上帝の神像に留
るという現象が起きるらしい。 

写真４ 絶壁に張り付くように架かるアーチ橋梁 

写真６ 受鎮宮 

写真５ 阿⾥⼭国家⾵景区の林務局庁舎 



話を聴いた時には幻想だと思っていたが、後に Web 検索をする中で、ことさら幻想話で
はないことがわかった。伝説では、⽞天上帝が蛾仙⼥を救ったことで、仙⼥が恩返しに上
帝の誕⽣⽇に 7 匹の蛾を遣わして、誕⽣祝いをすると⾔われている。この寺院と向かい合
う形で⼟産物屋と合築になった⼩学校があり、観光客と地元⺠のコミュニティ・センター
にもなっている。 
 

（３）阿里山晩餐（高山清大飯店） 

阿⾥⼭郷⼟料理との触れ込みであった。標⾼が⾼い場所であるにも拘わらず、⾁類、野
菜類、⿂類、点⼼と⾷材の豊富さと量に圧倒された。さっぱりとした味わいで癖がない（写
真 7，８）。 

         
（４）宿泊ホテル（高峰大飯店） 

⾼峰⼤飯店は、阿⾥⼭パスターミナルから続く下り坂
を 5 分ほど降りたところにあった。こぎれいな⾨構えだ
が、設備そのものは古く、質素なものであった 
（写真９、１０）。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 写真９ ⾼峰⼤飯店ロビーにある森林鉄路の絵 写真 10 ⾼峰⼤飯店の⾨構 

写真７ 晩餐 写真 8 品揃え 



やはりそこは⾼⼭地帯にいることを実感させられる。部屋には台湾の中ではあまり⾒か
けない旧型のヒーターが設置されていた。⽔回りも年季を感じたが、⽔の出に不⾃由する
ことはなかったので、そこはメンテナンスの良さがあった。嘉義県は平坦地でも下⽔道の
普及に難儀していると聞く。 

 
阿⾥⼭国家⾵景区は、宿泊も含めて予約事情はあまりよろしくない。我々⼀⾏も、菅原

⽒の適切な判断で宿泊の早期予約にこぎつけたが、今回の旅程で唯⼀の相部屋となった。
森林鉄路の乗⾞券も前⽇発売である。この旅⾏では、ホテルのフロントが⼀役買ってくれ
た。そんな話を聞いていたので、設備事情への不満はほとんど感じなかった。 

 
朝⾷は⼩さなホールと開放された裏庭で取るこ

とになった。⾷材はいたって質素で、御粥に塩卵を
つぶしていただく形であった（写真 11）。塩卵は半
分に切られていたが、どういう訳か、殻は剥かれて
いなかった（流⾎）。 

 
 
 
 
 
 

−以上− 

写真１１ ⾼峰⼤飯店の朝⾷ 


