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台湾における日本研究の現状と日台関係の発展 

何思慎 

はじめに 

 華人社会で日本研究の歴史は長くある。中国で最初に日本を記載した文献は

『山海経』で、西暦 289 年（晋太康 10 年）陳寿が書いた『三国志・東夷伝』

は初めて詳しく日本の状況を記述した古典である。従って、華人社会の日本研

究には 1700 年余りの歴史があることがわかる。 

 日本は明治維新後積極的に西洋に学んで、改革を行い、現代化の道を歩んで

きて、1871 年 9 月に日本は清国と『日清修好条規』を締結し、正式な外交関

係を展開していた。1877 年清国は駐日公使館を設立し、駐日外交員は職務で

友人を多く作り、多方の資料を収集し、近代華人の日本研究の扉を開いた。そ

の中、駐日参賛黄遵憲が著作した『日本国志』は当時諸々の研究成果の代表作

である。 

 1895 年、清国は日清戦争に敗れ、台湾を割譲し、台湾ではもう一つの華人

社会の日本研究がし始められた。従って、台、日両国は地理的に近いだけでは

なく、同じ歴史も共有していた。1895 年（明治 28 年）から 1945 年（昭和 20

年）にかけて、台湾はかつて日本の一部であったということもあり、台湾に対

し特殊な親近感を抱く日本人もいる。また、台湾の出版業界でも日本の観光ス

ポットの案内、グルメ或いは流行のインフォメーションに関する本や雑誌が溢

れている。例えば、哈日杏子、許乃勝、劉黎児、阿潼、楊一峰、小葉日本台、

黒鳥麗子と黃子佼などが日本に対する描写は、読者に絶えなく「日本ドリーム」

（Japanese Dream）を編む素材を提供している。 

 同時に台湾にとって日本は未知の国ではない。台湾の文化や都市景観には明

らかに“日本”が残っている。75 歳以上で日本語教育を受けた台湾人の多く

は流暢な日本語を話し、また、韓国では日本のメデイアが厳しく制限されてい

た頃、台湾の若い世代には「哈日族」と呼ばれる日本のポップカルチャーに夢

中な若者もいる。テレビをつければ「日本専門番組」1があり、24 時間日本の

テレビ番組を送っている。同時に、台湾は日本に近いため、本島の宜蘭県と日

本最西端の島である与那国島とは 110 キロしか離れておらず、また日本と同時

に衛星放送（BS 放送）を視聴することもできて、日本からの情報を受けられ

る。2  

                                                       
 輔仁大学日本語学科教授、台湾大学日本語学科教授（非常勤）。 
1 現在台湾のケーブルテレビ局にある日本チャンネルは NHK ワールドのほかに国興、JET、緯

来日本チャンネルがある。 
2 台湾は日本国内と同じように衛星テレビチューナーが取り付けられるため、同時に日本の衛
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 つまり、台湾人が日本の文化商品を消費する同時に、日本への文化想像も産

生し、そのため、毎年百万人以上の台湾人が日本へ旅することになった。しか

しながら、台湾が日本に対する主観的な対日感情と客観的な対日理解には明ら

かに大きな落差がある。日台の頻繁な往来とは逆になって、台湾の民間社会の

対日認識は乏しい。こういう状況を迅速に改善しないと、両国の関係に悪い影

響をもたらす恐れがあるに違いない。  

 そのほか、戦後の歴史発展により、台湾では二つのまっ逆な日本観が存在し

ている。いわば、「被侵略者の日本観」と「被植民者の日本観」である。戒厳

令解除（1987 年）以前、台湾の出版市場では日本に関しての論述があまり見

られなく、数少ない僅かな日本関連の出版品にも概ね「被侵略者」の視点で日

本を見ており、「反日（仇日）」意識も多少含まれていた。蒋介石政権の時期は

もともと日本に対して恨みを持っていたし、また当時の国民党政府は対アメリ

カ外交がちゃんと出来れば対日外交問題もうまく解決できると考えていたた

め、戦後の長い間では基本的に日本を敵視していたと、中国大陸の学者も指摘

してきた。李登輝総統が政権についてから、李総統個人的な「日本思い」があ

り、台湾は徐々に「親日」化されてきた。また、日本の植民統治について韓国

など同じく日本に植民された国家と全く違う歴史評価を与えた。 

 しかしながら、「親日」も「反日」もポジティブな日本観ではない。それで

台湾が日本に関しての論争について常に感性的な発言しか見られず、理性的な

思弁を欠き、台湾人としての対日認識構図の焦点を絞ることは更にできない。

これは台湾の学界が長期的に「日本研究」（Japan Studies）を欠席しているか

らである。 

 本論はこういうような背景に基き、アメリカと中国の経験を借り、今の台湾

の日本研究の現況について分析し、現在の台湾の学術の枠を突破するやり手を

探り、日本語と人文社会科学分野の横の連結を強化し、台湾が分野を超えた本

当の「日本地域研究」の展開を通じて、過去の「被侵略者」や「被植民者」意

識を除いて、植民主義と共謀していない日本文化と強制性及び侵略性のある軍

国主義を分離して日台の共同価値体系を探求するということである。台湾の本

土的な「植民を除いた日本観」を作り、それでグローバライゼイションの先端

に立って日台関係の新しい行方を見出すのを期する。 

 

一 「日本研究」とは 

 学界では、いわゆる「日本研究」の定義及び内容について、独立した学問に

なれるかどうかはまだに決っていない。故に、「日本研究」は総合的な研究で

あることも客観的に表した。世界的にも日本をめぐる広範な研究を進めている。

                                                                                                                                                           
星放送の番組を受信し、多様の日本インフォメーションを利用することができる。 



3 
 

学界では違う方向の研究方法により、現在の日本研究を３つの枠に分けてい

る：3 

1. 人文科学の伝統的な文化研究をメインとする「日本学」（Japanology）。 

2. 人文科学と社会科学、学際的な総合研究、地域研究をメインとする「日

本の研究」（Japanese Studies）。 

3. 社会科学をメインとする現代「日本研究」（Japan Studies）。 

 しかし、「日本研究」や「日本学」など、どういう研究でも、学術中立の立

場から全面的に日本を観察しなければならない。それをもとにして、人々は深

刻的に日本を理解し、客観的に日本を評価することができる。 

 また、国家の特殊性は他国と比較してから現れるもので、それにこのような

比較研究は多角度、多方向及び多段階でなければならない。比較研究の方法も

人文科学、社会科学の方法を採用するほか、自然科学の新しい研究法や現代化

の研究手法を学ばないといけない。従って、「日本研究」こういう学術では新

しい学問の研究は比較研究、分野間の統合及び新しい研究方法の総合運用を取

る。 

 

二、台湾における日本研究の始まりと発展 

 1928 年 4 月、台北帝国大学（現台湾大学）が成立され、台湾の最初の大学

となり、文政と理農 2つの学部は設けられた。台北帝国大学の成立も台湾本土

の日本研究の幕開けとなった。しかし、当時のデータにより、高等教育が受け

られる日本人が増える一方、台湾人の人数が少なくなっていた。4特に人文学

科専門の台湾人は極少なかった。従って、その頃台北帝国大学を中心に展開し

た「日本研究」の研究者は日本人がメインであった。5 

 1945 年 8 月、日本戦敗で、国民政府が台湾を統治するようになり、「去日本

化」政策を行った。日本語教育や公に日本語を使用することを厳禁し、台湾の

「日本研究」もこの政策の下で冬眠状態に入った。1963 年中国文化学院（現

中国文化大学）が東方語文学科を成立し、その中で日本語組を設け、台湾の日

本語教育や対日研究も再開された。その後、淡江、輔仁及び東呉が相次いで日

本語学科、組を設立し、台湾の「日本研究」も再び再起するようになった。1970

年代、戦後初代の日本留学生が続々と学位を取り、例えば、許介鱗、戴國煇、

李鴻禧、蔡茂豐などがいた。しかし、日本の学位制度に制限され、数多くの留

学生は博士課程を修了した後はうまく学位を取ることができなかった。従って、

                                                       
3 臼井祥子「日本研究的現狀與展望—以歐美、大洋州、東南亞、中南美為中心」『日本學』（北

京）第七輯（1996 年 9 月）、455 ページ。 
4 林茂生著、林詠梅訳『日本統治下臺灣的學校教育：其發展及有關文化之歷史分析與探討』（臺

北：新自然主義公司，2000 年 12 月）、239 ページ。 
5 陳明姿「臺湾における日本文学研究の現状」『研究フォーラム「臺湾から見た日本文学」』（2003

年 11 月 23 日） 
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当時の台湾留学希望者に対して日本への留学はあまり興味を持たせられなか

った。また、日本教育を受けて日本語を精通する台湾人は日本関連の研究で台

湾で博士論文を完成した方もいる。例えば、陳水逢、黃爾璇など。 

 日本語教育に似たように、戦後の台湾は長い間日本問題の研究については厳

しく制限されていた。蒋介石や蒋経国時代、台湾の大学で日本語学科を設けら

れるのは前述した 4つの学校のみ、または国立台中商業専門学校（現台中技術

学院）応用外国語学科だけ。この故に、日本語を精通する若者が乏しい状況で、

台湾の日本研究は少数の日本語世代の知識人が担当していた。これも台湾の

「日本研究」の世代の断層となった。 

 李登輝政権が発足してから、李総統の個人的な特殊対日感情で対日文化政策

を調整した。日本語学科は台湾の大学で続出し、台湾と日本の文化交流も過去

より盛んだ。日本の商品は既に台湾人の日常生活に溶け込み、若者は更に日本

に対して濃厚な親近感を持っている。日本語も若者の中で一番学びたい外国語

となった。高校や大学で英語以外の第二外国語の学習を開放してから日本語は

学生が一番好きな言語となった。この市場の需要に応じ、現在台湾では 50 余

りの大学で日本語関連の学科が設けられ、毎年の卒業生は 5000 人を超えてい

る。 

 しかし、いま、台湾ではまだ日本語の学習から対日の学術の研究へと進んで

いない。有名な文学者である豐子愷は外国語の学習は他国を研究するための扉

であるべきだと思う。過去台湾の各大学の日本語学科の卒業生は大体文学や語

学の方向へ進学していた。それで台湾の総合的な日本研究の発展も制限された。

しかし、ここ数年大学日本語学科の授業は既に多様化になり、文学や語学のみ

ではなくなってきた。それで、日本語学科の卒業生も漸く学術研究で他の分野

へ発展できた。 

 同時に、最も重要なのは台湾の外国語教育はやっと英語だけの天下ではなく

なったため、日本語学科出身でなくても日本語を学習する機会も得られた。違

う専門分野の学生が日本語を習得し、自分なりの専門分野から深く日本の問題

を研究することができるようになった。このきっかけで、台湾の「日本研究」

も世界の学術ブームに追いつけ、多学科的な総合性「日本研究」をできるよう

になるだろう。 

 

三、 アメリカと中国大陸における「日本研究」概況 

 台湾の「日本研究」の苦境を分析する前に他の国家における「日本研究」の

概況が分かれれば他国の経験を吸収し、一層発展しやすくなるのである。 

まずはアメリカの日本研究の現状を説明する。アメリカは 20 世紀初期に日

本の移民問題に遭い、そこから「日本学」の研究を始めた。第二回世界大戦、

アメリカ政府が交戦国言語•日本語の学習及び戦後日本を占領する具体的な政
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策の研究を主導し、学際統合の日本研究を力入れて展開したため、「日本研究」

の質と量の大幅の進歩を致した。戦後、ハーバード大学やコロンビア大学など

名大学も相次いで「日本研究センター」を設立した。戦前の研究基礎では、日

本近代化問題の研究を推動し、そして、ここ数年は法学部や経営学部で貿易、

金融、投資などの日本研究はアメリカ日本学発展のもう一つのポイントとなっ

た。6 

 1965 年以降、日本経済の高度成長により、日本の大手企業は更に積極的に

アメリカ学界での日本研究に出資援助した。従って、日、米大学間の協定と姉

妹都市の締結もアメリカの日本研究を促進した。71989 年国際交流基金会の調

査により、アメリカに日本研究科と講座を設ける高等教育研究機関は 337 箇所

あり、研究者や専門家も数多くいる。研究対象の分野も伝統の日本文化から社

会科学や自然科学などを含めている。 

他には、1963 年、ハーバード、スタンフォード、コロンビアなど 16 個知名

大学が連合して日本で日本研究センターを成立した。現地でアメリカとカナダ

の日本専門家を育成した。この研究センターの担当者のケネス・D・バトラー

はアメリカの有名な『平家物語』の日本古典専門家であるが、このセンターの

研究内容は文学、歴史、政治や経済などの分野を含む。8 

 次はもうひとつの華人社会である中国大陸の「日本研究」の発展概況を述べ

る。中国大陸は 80 年代以前、日本学の研究は基本的に政治と日「中」関係の

妨害されていた。この時期の研究成果は僅かしかなかった。しかし、日「中」

関係の正常化と中共開放改革してから、過去日本研究を困らせた敵国意識が低

下していき、中国大陸が「日本ブーム」になり、数年間で大学での日本語専門

が倍数的に成長し、各種の研究機関も相次いで設立し、各専門的な研究書物も

続出した。 

 80 年代中国大陸開放改革して以来、57 種の日本研究雑誌を創刊し、その中

は少部分停刊となったが、現時点では 34 種の日本研究の雑誌が出版されてい

る。このような定期刊行物は大陸 11 省、28 市の日本研究機関と学術団体に属

し、主な「日本研究」機関が出版する専門な定期刊行物は『日本学研究』（北

京大学日本研究センター）、『日本学研究』（北京大学日本研究センター）、『日

本学』（北京大学日本研究センター）、『日本問題研究』（河北大学日本研究所）、

『現代日本経済』（全国日本経済学会、吉林大学日本研究所）、『日本問題』（中

国社会科学院日本研究センター）、『日本文化研究』（浙江大学日本文化研究所）、

『日本市場経済』（中国社会科学院日本市場経済研究センター）、『日本研究論

                                                       
6 『読売新聞』（2000 年 8月 10 日）6ぺーじ。 
7 例えば、日本滋賀県はアメリカのミシガン州と姉妹都市を締結したため、1988 年にミシガ

ン州の 15 校の大学は滋賀県彦根市でミシガン大学連合日本センターが設けてある。そして、

日本語や日本文化の研究の目的で毎年このセンターに留学生を派遣する。 
8 『読売新聞』）（2000 年 8月 10 日）6ぺーじ。 
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集』（南開大学日本研究センター）、『日本問題資料』9（既に停刊）と『現代日

本』（天津市現代日本研究所）などある。10『日本問題資料』1992 年第 4、5期

合巻に載せる「日本学研究論文目録索引（1978—1991）」により、僅か 8種の定

期刊行物だけで「日本研究」に関連する論文は 4200 件あまりあった。また、

『中國日本学文獻総目録』の統計によると、中共が政権を取ってから 1993 年

3 月まで、全中国の日本研究論文件数は 19465 件を発表し、その中の 9割は大

陸の学者が執筆した。また開放改革以降発表した論文は多数を占める。11この

ような統計データは客観的に 80 年代以降中国大陸が積極的に「日本研究」を

発展する事実を反映し、同時にその研究の多様性も表している。 

 中国大陸の主な学術機関である北京大学と中国社会科学院は世界の学術潮

流に応じ、多学科的な研究を採用して、日本を研究する。ほとんどの人文社会

の学科に日本研究者がいる。従って、北京大学日本研究センターが出版する年

刊『日本学』に載せる論文は政治、法律、外交、経済、社会、教育、文化、思

想、文学、民俗、歴史などである。その刊行物で発表した学者を見れば、若い

世代は中国大陸「日本研究」の主力になっている。12 

 また、日本は国際的な日本総合研究を推進するため、研究者の学術を協力し

ている。1987 年、文部省に直属する大学共同利用機関である国際日本文化研

究センターを設立し、国際の「日本研究」の協力や統合を積極的に行う。 

 つまり、「日本研究」は既に学界研究の重点となったということだ。各学術

機関は「日本研究センター」を成立し、日本に対して専門的な研究をするほか、

「地域研究」機関もあり、歴史、文化、言語、文学、宗教、政治、法律など人

文社会科学の様々な角度から日本総合研究を進んでいる。例えば、イェール大

学国際と地域研究センター13（Yale Center for International and Area Studies, 

Yale University）、カリフォルニア大学バークレー校国際と地域研究14（UC, 

Berkley, International and Area Studies）、オックスフォード大学聖大アン

トニオス学院地域研究センター15（St. Anthony College, University of Oxford, 

Area Studies Center）、シカゴ大学地域研究センター16（University of Chicago, 

Area Studies Center）。 

                                                       
9 この定期刊行物は資料のディレクトリに属するもので、北京図書館（現 中国「国家図書館」）

の協力で、中国語、日本語の日本研究関連資料を研究者に伝える刊行物である。 
10 近年の中国における日本研究専門誌の調査に関しては、林昶『中国の日本研究雑誌史』（北

京：世界知識出版社，2001 年 9 月）、112-215 ページを参照のこと。 
11 詳細は以下を参照：北京日本学研究センター編著『中國日本学文献総目録』（北京：中國人

事出版社，1995 年 10 月）。 
12 詳細の著作ディレクトリに関しては、北京大学日本研究中心センター編著『北京大學日本

研究中心成員論著索引（1949—1993）』，『日本學』（北京）、第五輯（1995 年 6 月）、352—385

ページを参照のこと。 
13 詳細は以下のホームページを参照：http://www.yale.edu/ycias/degrees.htm。 
14 詳細は以下のホームページを参照：http://ias.berkeley.edu/。 
15 詳細は以下のホームページを参照：http://www.sant.ox.ac.uk/areastudies/ 
16 詳細は以下のホームページを参照：http://internationalstudies.uchicago.edu/ 
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四、 台湾における「日本研究」の現況 

 前述したように、近年台湾で設立した日本語関連の学科は続出したが、多数

の大学の中では第二外国語の方式で他の専門の学生に日本語を習う機会を与

える。調査により、台湾で日本語はもう英語以外は学習人数と学習願望が最も

強い外国語となった。17従って、台湾は基本的に戦後の日本語人材不足の問題

を解決した。しかし、次に解決しなくてはならない問題は日本語の基礎を備え

た人材を「日本研究」へ導かれ、その人材達を日本専門家にさせること。 

 しかし、台湾の日本語学科の修士課程では文学、語学（日本語教育を含め）

と文化の研究が主な研究分野である。18同時に、大学院の入学試験の項目は日

本語翻訳、作文以外専門科目は普遍的に日本文学史、日本言語学などの人文学

科が主であるため、他の専門分野を研究したい学生に対しては相応しい環境で

はない。また、台湾の学術界に入り、専門な研究を仕事としてやっていきたい

場合は博士号が基本の要求となった。しかし、台湾国内の日本語学科の博士課

程は日本語教育を研究する東呉大学のみ、東呉大学は高等教育の日本語教師を

育つことが目標で、「日本研究」の人材を育成することではない。早稲田大学

の名誉教授西川潤は台湾は長期に「日本語研究」、「日本文学（文化）研究」が

あるが、「日本研究」の量は零に近いと指摘した。西川は「国際交流基金」（Japan 

Foundation）の委託研究で、台湾の「日本研究」現況について調査を行った。

台湾の内部は「日本研究」の転換を推進するブームを見つけた。19 

 近年、台湾は日本語学科以外、ほかの学部も少部分の修士、博士院生が「日

本研究」を投入していた。例えば、政治大学東アジア大学院、政治大学外交大

学院、台湾大学政治学大学院など。その中、政治大学東アジア大学院は東アジ

ア地域研究を専門とし、ここ数年の研究は中国大陸以外、数名の日本語の分か

る院生が「日本研究」に関わるのテーマで学位論文を提出し、いままで 3名の

院生が博士号を取った。台湾国内で日本関連の多数大学院が博士課程を設立す

る前に前述した大学院は暫く台湾の「日本研究」人材を育成する重要な役割を

担う。 

 ただし、現在台湾国内では政治、経済、歴史、社会及び文化などの分野に触

れる研究はあるが、「日本研究」を専攻する教師は欠けている。また、多数の

院生は日本語能力の不足で、迅速で正確的に日本語の一次資料を読めることが

できなく、オリジナル性のある日本問題の研究もできない。また、近年日本語

                                                       
17 孫寅華「反思大學第二外語教學之政策與目標—以淡江大學核心日文為例」林水福編『通識課

程中第二外語教材、教法研討會論文集』（台北：輔仁大學外語學院，2001 年 7 月）、23 ペー

ジ。 
18 川島真『臺湾における日本研究』（財団法人交流協会，2003 年 3 月）、13-23 ページ。 
19 西川潤「對「當代日本研究中心」的期許」『日本研究通訊』（臺北）、第 1卷第 1期（2009 年

9 月）、1-3 ページ。 
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関連の学科は分野、学際統合の発展が進んでいるが、学生達は社会科学での知

識は不足で、未だに文学、語学或いは日本語教育以外の研究することができな

い。これも台湾の「日本研究」の範囲制限となった。調査によると、台湾の日

本語学習者は依然として「言語」、「文化」を主要的な学習目標としている。「日

本の政治経済社会知識」に興味を持つのはまだ少ない。20従って、如何に現在

台湾の学術のフレームを乗り越え、日本語と人文社会分野の横の繋がりを強化

するのが一番重要な課題である。 

 台湾の学術界は「日本研究」関連の専門学会が存在している。例えば、「台

湾日本語文学会」、「台湾日本語教育学会」、「台湾応用日語学会」、「台湾日本語

言語文芸研究学会」と「中日関係研究会」であった。日本語研究に関する学会

は台湾各大学日本語関連の先生と院生がメインの会員で、学術の分野は文学、

語学、日本語教育と文化に限り、日本総合研究の学会ではない。これも客観的

に台湾の日本語学科の教師が上述した分野に限られている事実を示した。さて、

「中日関係研究会」は政治的な機構であり、定期的に『日本研究』という雑誌

を発行しているが、21日中関係を研究する学者の集い、または台湾の「日本研

究」の気風の向上などの効果はもたらされなかった。 

 従って、国内にある関連の学会を如何に統合し、その専門分野を拡大し、「日

本研究」学者を連携し、台湾で真の分野統合の日本地域研究をさせ、日台交流

人材の断層の現れを避けることが当面の急務である。これに対し、台湾駐在の

日本の台代表機構である「交流協会」は 2010 年 4 月から「ZeroMission」とい

う計画をスタートさせて、台湾の「日本研究」の学術構築を支援している。2009

年 9 月 24 日、社会科学を長所とする政治大学は「交流協会」の支援のもと「当

代日本研究センター」を成立し、台湾の「日本研究」の新たなる一頁を開いた。

2010 年 3 月 4 日、政治大学の発起と日本交流協会の支持により、中央研究院、

台湾大学、台湾師範大学、中山、輔仁など九大学の日本研究関に係わる学者が

呼応し、「当代日本研究学会」が設立された。また、これを連絡の場として、

中山、中興、台中技術学院、淡江、台湾師範大学などに「日本研究センター」

が相次いで設立され、台湾における「日本研究」を点から面へと拡大している。

なかでも、政治大学は文部省による学部新設審査をパスし、2011 年 8 月に 2010

年に設立された日本研究修士の単位コースを学位コースに改めれることにな

った。これらなの拠点が日本研究を統合するプラットフォームの役割を果たし、

日本研究に携わるより多くの若い世代の日本研究者が育つことを期待する。 

  

                                                       
20 高等教育の日本語学習者の中で、「日本の政治経済社会知識」を目的とする者は全体の一割

しか占めていない。詳細は以下を参照：藤井彰二「平成 15 年度『臺湾における日本語教育

事情調査』報告」『いろは』（台北）、第 15 号（2004 年 6 月 20 日）、1－4ページ 
21 この刊行物は総合的な評論の月刊誌であり、日本政治、経済、文化、社会と歴史に関する

内容道を重んじている。また、日本政治についての評論がもっとも重視されているが、審

査の制度がないため、学術刊物とは言えない。 
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五、 日本研究と日台関係：結論の代わりに 

 台湾と日本は経済的に密接不可分な関係にあるだけでなく、東アジア地域の

安全保障問題で、運命共同体にもある。22また、中国大陸の半数以上の国民が

日本に好感を抱いていないのに対し、23台湾の日本に対する印象は良好で、台

湾は、東アジアで数少ない親日国家でもある。24日本の「交流協会」が行った

世論調査でも、「最も好きな国」として、日本は他の国を抑えてトップに位置

する。年齢層別では、20 代～40 代の比較的若い世代で、日本が好きな割合が

最も高い。これは、今後の日台関係には期待が持てることを示している。25と

ころが、これまで台湾と日本では、実務的往来こそ密接に行われて来たが、残

念なことに日本に関する学術研究は重視されてこなかった。政治的制約もあり、

主観的対日感情と客観的対日理解には著しい落差があった。 

 実は、中国大陸と日本の学術界は日本の公式の学術基金会による補助と両国

の提携交換プログラムなどを通じて、深く広い交流が十分に行われているが、

それと比較して、台湾は日本の学術界における台湾の活動力は著しく不足して

いる。台湾政府には、台湾と日本の学術交流を積極に推進し、日本の各有名大

学のへの短期又は中期の学者訪問を拡大し、台湾の若者の日本で博士号取得を

奨励するよう提案したい。もちろん、台湾社会においても、更に日本研究を重

視し、日本留学経験を持つ学者に客観的評価を与えるべきである。そうするこ

とで、日本社会も対する台湾の「発言権」喪失を避けることができるであろう。 

 従って、日本に関する学術的な研究は台湾の学術的な発展と関係があるばか

りか、日台関係にも直接的な影響を与えている。現在の外交問題の発展におい

ては、正式な外交チャンネルのほか、いわゆる「トラック２」が日増しに重要

性を増している。日台両方の「シンクタンク」は「トラック２」に欠かせない

重要な役割を担っている。政府部門や国会の重要性とは比べものにならないが、

それは行政機関が日常的に処理する業務ではなく、もっと創造性や継続性を具

えた計画として推進することができる。また、政府から委託を受け、「トラッ

ク２」として外交業務を担うことで、新たな政策思考を打ち出し、政府の外交

政策決定に影響を与えることもできる。26 

                                                       
22 「日本交流協會所長：日台安保対話應該強化」『中時電子報』（電子版）、2003 年 1 月 14 日、

http://news.chinatimes.com。 
23 朝日新聞社と中国社会科学院の共同アンケートにより、53%の中国大陸の調査対象は日本に

大して嫌惡感を抱くということである。詳細は以下を参照：毛里和子、張蘊嶺編著『日中

関係をどう構築するか』（岩波書店，2004 年 3 月）、227 ページ。 
24 鹿錫俊「中日関係中的台湾問題：現狀與課題」『臺灣研究』（北京）、總第 62期（2003 年 6

月）、73-78 ページ。 
25 齋藤正樹「日本研究通訊創刊號賀詞」『日本研究通訊』（臺北）、第 1卷第 1期（2009 年 9 月）、

1ページ。 
26 林正義「美國智庫與中美關係：網際網路的檢索」『戰略與國際研究』（台北）、第一卷第一期

（1999 年 1月）、106 ページ。 
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 台湾の高等教育システムでは、日本語の関連学科が相次いで設立された。同

時にいわゆる「第二外国語」としてとして日本語が選択できるようにもなり、

日本語学習者はますます増加している。国内の学術資源を有効的に整合して有

利な環境を整え、「日本研究」の学術的なプラットホームを形成して、日本語

学習と人文社会科学分野を結びつけ、もっと多くの「日本研究」者が育成でき

れば、対日政策「シンクタンク」グループを形成することができる。日本がイ

デオロギー・価値観・政治体制から台湾に対して好感を抱いていることもあり、

日台の「トラック２」を軌道に乗せることが、台湾にとっては現在の状況を突

破できるかどうかの重要なカギとなる課題である。 
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