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台湾の国連加盟について 

 
台湾の国連加盟については、中国政府が二つの中国を認めないと主張しているこ

と、日本政府もその中国政府の主張に理解を示した上で中国との国交を復活させ

ていること、その上アメリカ政府も日本政府同様、中国政府の主張を認め、米中の

国交を回復させたこと等から、外交の門外漢の小生としては、久しく中国とは中華

人民共和国のことであり、その政府が台湾を含む地域と人々を代表すると考えて

いた。 

色々釈然としないところもあったが、政治家とか官僚とか学者と言った所謂その道

の専門家達が討議して決めたことだからと考えて、台湾問題については殊更に自

分の考えをまとめることをしてこなかった。  

ところが最近になって、私の身近にいる日本人の友人、台湾人の友人のなかに、台

湾の独立とか台湾の国連加盟を強く主張する人々が増えてきていること、またこ

の問題については必ずしも決着が付いていないらしいこと等から、自分なりの考

えをまとめてみたいと思い始めていた。今回スマイル会で台湾について発表する

機会を得たので、集まった情報をまとめご報告する次第です。 

自分の意見として表明出来ると考えたところは、極力自分の意見として報告する

ようにしました。正確性とか客観性に重点を置くだけでなく、異なる見解を率直に

紹介し合ってこそ、より良い見解とか結論に到達できる、と期待してのことです。 

 
小生生まれたのは日本だが、数え年 4 才の時に父親の仕事の関係で満州に渡った

が、第二次世界大戦に日本が負けたため 1946 年 11 才の時に日本に引き揚げてき

た。満州時代に住んでいた新京の記憶は案外に鮮明である。 

役人だった父親は、敗戦後一時ソ連軍の官憲に追われ、我々が満人と呼んでいた

現地の人々に匿ってもらった。彼は後々、“満人の中で匿ってもらったお陰で密告も

されず助かった”と言っていた。 

また戦後の満州で食糧の確保が難しかった当時、以前付き合いのあった満人、朝鮮

人と言った人々に色々助けられたこともあった。“国境などあるから戦争が起こる

のだ。国境などない方が良いのだ。”生前折りある毎に父は語っていた。こうしたこ



ともあって、私は中国のことについては、概ね好意的な気持ちを持つようになって

いた。 

 
囚人兵主体に編成されていると噂されていた満州進駐のソ連軍は、粗野で野蛮、

彼等の多くは文盲のようであった。ソ連軍の後に進駐してきた蒋介石軍（国府軍）

は、ソ連軍よりはましだったが、とても“軍律厳しい”と言う印象は受けなかった。 

ところが国府軍の後に長春（旧新京）に進駐してきた中共軍（八路軍、毛沢東の軍

隊）は、ソ連軍とか国府軍と違って軍律厳しく、日本人を含む一般人に対する接し方

も丁寧、紳士的であった。八路軍はその後長春から一時退いたときがあったが、そ

の時にはそれまで日本人から徴用していた物品は我々に返却した上で撤退して行

った。こうした行動は強盗のようだったソ連軍には考えられないことであったし、国

府軍の兵隊達も、そのような訓練は受けたこともない連中であった。こうした軍律

の差が、最終的に八路軍に勝利をもたらしたのではないかと後々感じていた。 

 
この好意的に感じている中国が、台湾は自分の領地だと言っている、また我が日本

政府もその中国の言い分を肯定している以上、若干腑に落ちないところがあるに

せよ、台湾は中国領だと言う考えを受け入れていたと言うわけである。 

 
ところが今回台湾のことを調べる内に、仮に中華人民共和国の反対があったとし

ても、台湾の国連加盟の申請は承認したほうがよい、台湾の独立は認めた方がよ

いと言う考えに傾いて行った。この点を今回は報告させていただきたい。 

 
先ず第一に注目すべきは、台湾は2300万人もの人口を擁し、2005年のGDPは3464

億ドル（一人当たり GDP は 15291 米ドル）。その上外貨準備は 2004 年末で 2417.4 億

米ドル（世界ランキングでは日本、中国に次いで第 3 位）。工業については IT 産業を

中心に世界有数の先進国。世界フォーラムによる世界競争力ランキングでは 125 ヶ

国中 13 位（2006 年 9 月発表）。米国ブラウン大学による世界電子政府評価ランキン

グでは 198 ヶ国中 2 位。特許取得件数では米国、ドイツ、日本に次いで第 4 位。等々

立派な先進国。これだけの国が国連に加盟出来ていないと言うことは常識として

納得できない、と言うのが率直な感想であった。 

 
その上台湾は、1987年には1949年以来続いた戒厳令が解除され、1996年には台湾



最初の総統直接選挙が行われ、国家元首としての総統が民主的に選出された。そ

の後 2000 年には民進党の候補が総統に選出されて民進党が政権を握った。こうし

て 50 年に亘る国民党政権は平和裡に新しい政権に移行、台湾の民主化が定着し

た。 

 
中国は二つの中国論に反対することで、台湾の国連加盟を妨害しているとのこと

であるが、一人当たり千ドル前後の GDP しか産出できない国が、一人当たり 1 万数

千ドルもの GDP を産出する国の加盟に反対するというのは如何なものであろうか。

それに一党独裁の国が、民主主義の国を排除するという点も、世界の大きな流れ

に逆行しているようで納得しがたい。 

 
台湾の人々としては、日本による統治の終焉と共に始まった中華民国による独裁

政治・白色テロから解放されたばかりなのに、中華人民共和国と言う別の独裁政治

の国に併合されるなど真っ平ごめん、と言うのが大半の人々の偽らざる心境であ

ろう。 

台湾で大陸への渡航が自由化された後、中国を訪問した外省人と呼ばれる国民党

系の人々の中で大陸に移住した人が出てこないと言うことが、所謂外省人の本音

を示しているという解説もある。 

 
因みに最近の台湾における世論調査によると、 

−自分は台湾人ではなく中国人だと言うグル プは、かっては 30—40％だったのに、

今では約 10％程度、 

自分は中国人ではなく台湾人だというグループは、以前 30％前後だったのが、今

では約 50％を占めるようになり、 

自分は中国人でもあり台湾人でもあると言うグループが、約 30％を占めていると

のことである。 

 
日本統治を経験し、国民党政治を経験した台湾の人々から見れば、日本は植民地の

台湾でけしからん事もやったが、台湾の近代化に必要な教育制度の整備とか社会

資本の整備とか言った土台作りの面では、実にしっかりした仕事をしてくれた。とこ

ろが日本の後に来た国民党政府は、独裁政治のみならず腐敗政治も台湾に持ち込

んだ、とても評価できないと考えているらしい。 

 



日本の立場からすれば、台湾は日本に最も近親感を持ってくれている好ましい国

である。 

台湾の雑誌“遠見 2006 年 7 月号”の調査結果によると： 

＊ 尊敬する国；  日本 47.5％、 アメリカ 40.3％、 中国 15.8％ 

＊ 旅行したい国： 日本 52.4   アメリカ 28.2   中国 17.2 

＊ 移住したい国： 日本 32.3   アメリカ 29.7   カナダ 26.5 

 
逆に中国は、未だに日本批判を続けている。政府も反日教育を続け、中国は事ある

毎に国民を扇動して日本の進路を妨害する。あからさまに反日的な行動をとる。過

去の日本の武力侵略と言った行為を、正式に政府間で解決した後にも拘わらず、ぶ

り返し批判する。 

世界をリードしようとする国の、とりわけその国の指導者とされる人々は、過去を論

うのではなく、常に将来に目を向け、将来プラスになることを考え、行動するもの

である。正式に決着したことを何時までも持ち出すべきではない。 

 
現時点のことで言えば、むしろ日本は平和憲法の基で、戦後60年余の長きに亘って

平和路線を進み続けている。日本は戦後如何なる国とも戦火を交えたことはない。

逆に中国は朝鮮で、ベトナムで、チベット等で、直接武力を行使してきている。 

その上中国は、スーダンなどの途上国に進出し、自国の利益のために、スーダンで

の人種紛争をあおり、被抑圧側を不当に弾圧させている。この問題に国連が介入し

ようとすると、中国は常に拒否権を使って妨害するというのだ。 

 
台湾海峡は、日本にとって石油を始めとする国際的物流を考える上でクリティカル

な地位にある。台湾が中国領となり、この海峡が反日的な勢力に支配されるとする

と、日本としても安閑とはしておれなくなるのではないだろうか。 

 
日本が台湾の国連加盟を支持すれば、中国は大反発するのは間違いない。その反

発を軽減し、防ぐために如何なる手だてが考えておくべきだろうか： 

＊ 当然の事ながら日本としては、常に平和な話し合いを心がけるべきである。武

力に訴えることなどは日本国憲法で禁止されている。虚心坦懐な意思の疎通

を図るべきだ。 

＊ インドと手を結ぶ； 中国は人口が多いことなど、そのサイズを武器に我々に



圧力を加えてくると考えられる。インドも経済的なポテンシャルは高い。早晩中

国並み、いずれは中国以上になると考えられている。その上インドは IT 分野な

どでは最先端にある。また英語圏にあることもあり、日本の将来戦略を考える

と、最も有力なパートナー候補。その上中国に見られる中華思想とか独裁政治

的傾向が少ない。パール判事に見られるように公平で、民主主義の国である。

反日的な歴史背景がない点も望ましい。 

＊ アメリカと共同する：アメリカにとっての将来の敵は中国だろう。その際日本は、

アメリカにとって味方にしておきたいパートナー候補のはずである。 

＊ 既に関係の緊密な国々とは別に、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中南米などの

国々とあらゆる手だてを講じて一層の関係強化に努める。日清・日露戦争当時、

近代化途上だったためもあり、日本は借金行脚を続けながら戦いを進めざる

を得なかった。彼等先輩達の労苦を考えれば、世界第二位の ODA 支援国にな

った我々の世代が、恵まれた資金・人材を有効に活用して、世界を正しくリード

する努力をするのは魅力あるチャレンジではないか。 

＊ 米国には、米国政府に課した国内法“台湾関係法”がある。日本でも現行憲法と

のかね合いもあるが、同様の措置を講ずることも考えるべきかも知れない。 

 
どうも台湾の方が中国より、政治的にも、社会的にも、経済的にも先行し、安定して

いるようである。台湾が中国に併呑されるよりも、台湾が独立し、中国と台湾が併

存して互いに切磋琢磨する関係を作る方が、中国と台湾のためだし、世界のため

だと考えられる。 

イギリスは、アメリカの独立を認めたために、無駄に血を流さず、資源の浪費を避け

ることが出来た。その上アメリカという巨大な新しい国を生み出し、新しい文化・制

度を作り出すことが出来た。同時に英語圏を拡大することも出来た。まさにウィン・

ウィンの結果を生みだしたのだ。中国と台湾も互いに前向きに考えれば同様の成果

が得られることを理解すべきだ。 

 
台湾は不利な国際関係に置かれながらも、30 年以上存続し、目覚ましい発展を遂

げた。その間政治体制も民主化され、良い方向に変化を遂げつつある。この台湾を、

遥かに経済的・社会的・環境的に遅れている中国に併合させるというシナリオは、世

界的に見て望ましいと言えるのだろうか。 

 



中国は共産主義国になってからも、昔ながらの中華主義、膨張主義を捨てていな

いようである。しかしマネジメントの観点からすると、中国は巨大化しすぎて彼等の

管理限界を超えている、と見るべきではないだろうか。 

許容限界を超えていると噂される内陸部と沿岸部の間の経済格差問題、大気汚染、

砂漠化と言った環境問題、緊急の解決を求められている食料などの安全問題、発

展に伴って必要性の急増しているインフラ整備問題等々、深刻かつ複雑な問題が

山積している。 

ソ連が昔の衛星国に解体したように、中国も管理可能な独立単位に分解した方が

実際的ではないだろうか。その構想に立って、台湾を独立しては如何だろうか。 

 
日本統治時代の記憶を持ち、日本の教育を受けた 70 才代以上の本省人は、日本に

近親感を持っているが、戦後中国人としての教育を受け、反日教育を叩き込まれた

世代は、親日的とは言い難い。 

日本の台湾に対する態度が冷淡だと、この世代の対日感情が悪化する危険性があ

ることも考えておく必要がある。 

 
現在台湾で施行されている憲法は、中華民国憲法と言い、1946 年に南京で作られ、

中国の国会で承認されたものである。多くの点で台湾の現状にそぐわない。このた

め、憲法改正は陳水扁総統の選挙公約にもなり、現在新しい草案を準備中である。 

 

 
台湾人の思うこと： 

＊ 台湾は台湾人のもので、中国のものではない。日本人が台湾は中国のものと

考えるのは大いに迷惑である。 

＊ 中国を良く知る台湾人が脇から見ていて、日本人は中国との交渉の多くの面

で腰砕けになっている。中国に対して気を使いすぎる。 

＊ 日本が中国に対して言うべき事を言わないと、アジアの小さな国は発言でき

ず、やむをえず中国に服従してしまう。結果として日本は孤立させられ、日本

の存立すら危うくされる可能性が生ずることになる。 

＊ 台湾の経済政策は、逆風の中で素晴らしい成果を上げ、成功モデルを作りつつ

ある。一方中国の経済政策は、多くの綻びを生み出しつつあり、失敗モデルと

なりつつある。中国が本当に経済政策で成功したいのなら、現行の政策を止め、



成功モデルである台湾モデルを導入すべきだ。 

 

 
結論： 

台湾は、戦後の国際的な逆境の中にあったにもかかわらず、世界有数の成長を遂げ

た。その上平和の内に独裁政権から民主政権への移行を実現した。 

一方中国は、大きな国のサイズを持て余すかのように、格差問題、環境問題、インフ

ラ整備問題などの深刻・複雑な問題に直面している。 

経営の常識からすれば、巨大すぎて深刻・複雑な問題に悩まされている組織は、管

理可能な独立体に細分化し、運営させることが考えられる。 

旧ソ連邦も、解体し、衛星国を独立させることによって、暗礁に乗り上げていた難局

を乗り越えつつある。 

イギリスも、独立を狙ってイギリスに戦いを挑んだアメリカ植民地との戦争に難渋さ

せられた。イギリスは植民地側の要求を受け入れることによって、自らの消耗を回

避しつつこの難関を解決することが出来た。 

またアメリカを独立させたことによって、イギリスはアメリカ合衆国という近代的な

国を世界に送り出すことが出来たし、新しい文化と新しい制度をもたらすことが出

来た。さらにその過程で、英語圏の拡大と言う英語圏にとっては長期的に極めて重

大な成果を実現することもできた。 

台湾は戦後の逆境の中で、経済、産業、技術、文化など多くの面で素晴らしい成果

を挙げて来た。この台湾はその成功の道を更に推進するため独立を希求し、更に国

連への加盟求めている。 

これに対し中国は、二つの中国は許さないと言う古い中華思想に囚われてか、台

湾の希望に立ちふさがり、武力介入までほのめかして妨害しつつある。 

中国国内に数多くの深刻な問題が山積していることを考えると、台湾問題などに

貴重なエネルギーを投入するよりも、イギリスがアメリカに対して行った事例に倣っ

て、台湾の独立・国連加盟を支援し、中国系文化圏の拡大の道を採択することを強

く求めたい。これが中国のため、台湾のため、中国文化圏のため、更には世界全体

のためになると信じている。 

 

 

 

 



 

 

 
台湾の歴史 

1624年 オランダ台湾に基地を設置。 

1895年 満州政権（清）、日清戦争に負けて、台湾を日本に割譲。 

1945年 台湾の日本軍、中華民国軍に降伏。 

1947年  二二八事件 

1949年  中華民国政府、台湾に移転、戒厳令敷かれる。 

1987年  戒厳令解除。 

1996年 台湾最初の総統直接選挙実施。国民党・李登輝当選。 

2000年 民主進歩党・陳水扁当選。平和に政権が移行。 

2005年 中華人民共和国政府、“反国家分裂法”を施行。 

 
台湾のエスニック・グループ： 

原住民（マレー・ポリネシア語系）              約 45 万人 

ホーロー（15～6 世紀に主に福建から来た人々）        約 1610 万人 

客家（ホーローから少し遅れて主に広東から）         約 345 万人 

外省人（戦後共産革命を逃れて渡来・北京語系）        約 300 万人 

 
台湾の力（“台湾のしおり 2007”より）： 

＊ GDP； 3464 億米ドル 

＊ 先進国の産業構造： 

  サービス業； 73.33％ 

製造業；   21.40 

農業；    1.70 

＊ 貿易総額； 3810 億米ドル 

＊ 外貨準備高； 2600 億米ドル（2006 年 7 月） 

＊ 対外投資認可額； 84.5 億米ドル（対中国投資； 60.1 億米ドル） 

＊ 世界競争力ランキング； 13 位（125 ヶ国中）（2006 年 9 月発表） 

＊ 世界電子政府評価； 2 位（198 ヶ国中）（2006 年 9 月発表） 

＊ 米国における台湾人の取得特許件数（実用新案；5118 件、意匠；870 件）は、米国、



ドイツ、日本に次いで世界第 4 位。 

 
世界の軍事費（今が分かる時代が分かる世界地図 2007 年度）：  

アメリカ  4559 億米ドル     ドイツ   378 億米ドル 

中国     843         イタリア  339 

ロシア    615         サウジ   209 

フランス   527         インド   198 

イギリス   501         （台湾   75） 

日本     452 

 
GDP に占める軍事費の割合：  

北朝鮮   25.0％      韓国   2.4 

ロシア   4.4       イギリス  2.3 

中国    3.9       ドイツ   1.4 

アメリカ  3.9       日本    1.0 

世界平均  2.5 

（今が分かる時代が分かる世界地図 2007 年度） 

 
国連分担金： 

アメリカ    4 億 2350 万ドル（GNI 比 22.00％、22％の上限規制一杯） 

日本      3 億 3220   （    19.47） 

ドイツ     1 億 4780   （    8.66） 

イギリス    1 億 0450   （    6.13） 

フランス    1 億 0290   （    6.03） 

イタリア      8340   （    4.89） 

カナダ       4800   （    2.81） 

スペイン      4300   （    2.52） 

中国        3500   （    2.05） 

           （本来 4 位のはずが途上国と判定され低率適用） 

メキシコ      3210   （    1.88） 

ロシア       1880   （    1.10） 

（常任理事国・中国とロシアの分担金の増額が議論されているが、総会での全会一



致が慣例のため実現困難） 

 
日本の ODA（2004 年） 

支払い相手国： 中国     9 億 6469 万ドル 

        イラク    6 億 6207 

        ベトナム   6 億 1533 

        マレーシア  2 億 5650 

        フィリピン  2 億 1138 

        （ガーナ   1 億 1542    ） 

 
アジア諸国の GDP （2005 年）： 

日本    4 兆 2796 億ドル    香港マカオ  1777 

中国    2 兆 2000       マレーシア  1301 

韓国      7876       シンガポール 1168 

インド     7855       フィリピン   983 

台湾      3464       ベトナム    524 
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カナダ国営放送（CBC）ドキュメンタリー“Darfur: On Our Watch” 

 CBC が 07-10-11 に放映したドキュメンタリーを、新保満氏がメールにまとめ 

 紹介してくれたもの。        


