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人間の手によって台風の進路を自由に操った

り、雨や雪などを人工的に降らせたり、津波や

地震も起こせる――素人では想像もつかないこ

とが今や現実になろうとしている。これまで雨

ごいなど神事の範疇でしかなかったことが、科

学技術の進歩によって、人間が気象を自在に操

作しようというところまで来ている。人工降雨

だけならまだしも、巨大なエネルギーを持つ台

風やハリケーンの進路を人間が自在に操作した

り、パワーダウンさせる実験も試みられてい

る。また、地球温暖化に伴い、地球を人工的に

冷やす「ジオエンジニアリング」と呼ばれる気

候工学技術の議論も始まっている。気候変動が

激しさを増す中で、国際的枠組みでの取り組み

が進んではいるものの、そうした取り組みのほ

とんどは「脱炭素」。二酸化炭素（ＣＯ₂）排

出量の削減だけが論じられ、対策の進展が遅い

ため、人間が気候を操作するという気候工学技

術の研究が盛んになっているのだ。 

【発行元】 

東京都港区北青山 2-7-20 
猪瀬ビル２F 青山ライズオフィス 

アジア経済新聞 

「気候操作」は海外では一般常識であり

政府が積極的に使っている技術だ。日本

は、海外に比べて認識はかなり遅れてい

るが、最近やっと台風専門の研究機関が

立ち上がっている。だが、自然の作用を

人間が意図的にコントロールすることは

たとえ平和利用であっても、国際社会は

危険視している。とくに台風はその凄ま

じいパワーを軍事利用する「気象兵器」

として今後、使われる可能性だってある

からだ。米国ではすでに地震を人工的に

起こす研究が行われており、科学技術の

１分野として公にもなってる。海水温を

人工的に下げる議論も世界の研究者たち

によって始められている。これまで神の

領域だと思われてきた自然の営みが人間

によって自在に操られるようになったら

地球はどう変化し、人間にどのような恵

みをもたらしてくれるのだろうか。 

人間が気象を      自在に操作 

 



 

 

台風制御の研究は意外と古く、米国では 50 年ほど前に研究が行

われていたという。そのメカニズムはまだ未解決な部分も多く台風

を自在に操るところまで研究は進んでいないようだ。台風の発生回

数の多さや大型化の原因の１つに地球温暖化が関係しているといわ

れ、台風制御の研究は今後、加速度的に進むと見られる。ただ、人

間によって加えられた力が逆に大きな被害を生む方向に台風を発達

させてしまう可能性や、台風を自在にコントロールできるようにな

ると、人間は必ず軍事利用する。敵対する国に台風が直撃するよう

になれば、それは兵器となる。 

国連は 1977 年５月ジュネーブで 

「気象兵器」の使用を一切禁止する 

ことを採択した。しかし、その後も 

台風制御の研究は米国を中心に研究 

が進められ、最近は地球温暖化や気 

候変動問題とともに盛んになってい 

る。日本では今年 10 月台風専門の 

研究機関「台風科学技術研究センタ 

ー」（センター長・筆保弘徳氏、横 

浜国立大学教授）が初めて設立され 

話題になった。 

政府も台風や豪雨を制御して「安全安心な社会を実現」を目指す

ための研究開発構想「ムーンショット目標８」を先月発表した。文

部科学省が国立研究開発法人・科学技術振興機構（JST）に研究委

託し、台風の進路を操作して日本上陸を回避する技術の取り組みを

加速させる。研究は 2030 年までに台風や線状降水帯を含めた豪雨

を制御することで被害を軽減することを計算機上で実証することや

制御技術の検討を並行して進める。さらに 2050 年までに台風や豪

雨などの風水被害を大幅に軽減させる気象制御技術を確立させるこ

とも決定した。 

国土交通省の試算によると、大型台風のエネルギーは、日本の総

発電量の約 50年分に相当するという。同研究センターでも勢力の

強い台風だと、日本で消費されるエネルギーの約８年分に相当する

といい、この凄まじいパワーを「脅威」ではなく「恵み」に変える

実験に取り組むという。だが、人間の行き過ぎた介入が副作用とな

って取り返しのつかない“環境破壊”につながらないとも限らず、

慎重を期すべきだとの意見も出されている。 

冒頭で述べた通り、台風の大型化の原因の１つに温暖化が関係し

ているといわれる。多くの湿気を取り込みながら北上し勢力を増し 

ていくことで台風に発達するが、台風

の中心は遠心力によって湿った空気が

ないため、中心部分に晴れ間ができ

る。いわゆる台風の目だ。同研究セン

ターではこの台風の目の中に大量の水

を撒いて勢力を弱くする実験が始めら

れている。航空機から大量の水を撒く

ことで、台風の上部にある雲が水を含

み、その重さで雲の位置が低くなり、

台風の勢力を弱くするというのだ。 

台風の勢力を弱めるためには台風の目の付近の温まった気流を上

昇する前に冷却すれば、弱体化させることは理論的には可能だとい

う。ただ、台風の規模は超広範囲に及ぶので、冷やさなければなら

ない空気の量は尋常ではない。小さめの台風なら、タンカー何万隻

分のドライアイスを台風の目の付近に撒くとか、航空機を使って

100 トン以上のドライアイスを一斉に投下するなどして、空気を冷

やすことができれば、台風の力を衰えさせることはできるかもしれ

ないが、現実的ではない。技術はあっても実行となると難しい。

 

加速度的に進む「台風制御」研究 
自在にコントロールできれば軍事利用も 

写真はイメージ 



 

 

人工的に雨を降らせる研究は 

第二次世界大戦後から始まって 

いる。世界気象機関（ＷМО） 

の 2017 年の調査では世界で 50 

カ国に及ぶそうだ。日本では九 

州大学が 1947年に初めて九州 

北部で人工降雨実験に成功した。 

その後も水資源確保や水力発電 

のために人工降雨実験が盛んに 

行われた。人工降雨は、航空機やロケットで雲にドライアイスやヨ

ウ化銀などの化学物質を散布する方法がとられているが、最近はド

ローンで雲を刺激して雨を降らせる新しい技術も開発されている。 

 

 

水不足に悩まされているアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は、ドバイ

で人工降雨用として開発されたドローンを使って今年７月に実証テ

ストを行った。レーザー光線を照射するドローンを使ってドバイの

街中で豪雨を発生させた。雲にレーザ光線を照射して帯電させるこ

とで、小さな水滴が集まって大きな水滴となり、それが雨となって

落ちてくるというものだ。ドローンは小型化、軽量化しており、ヨ

ウ化銀などの化学物質を使う必要はないという。イランは 2019 年

に人工降雨用ドローン部隊を世界で初めて設置した。少ない降雨量

と干ばつに悩む国内の５地域に導入したとしている。人工降雨技術

は特定の地域・日時を晴天にするためにも使われており、気象操作

の最先端を行くロシアでは、記念日には政府が「晴れ」を人工的に

つくっている。このため首都モスクワで 1981 年から今日まで国家

的な大きな行事には一度も雨が降ったことがないという。 

米国では干ばつ対策で人工降雨が実践されてきた。また雷雨時の

雹を減少させたり、空港での霧を低減させたりもした。スキーリゾ

ート地でも人工降雪が行われている。フランスでは 1950 年代に人

工降雨の実験が開始され、翌 51 年には大気災害国立対策研究所

（ANELFA)が設立された。スペインでも同様の機関が設立された。 

オーストラリアでは、1960 年代に国立科学工学研究機関（CSIRO）

がタスマニア州のタスマニア水力発電所での実施が成功している。

2004 年から 2014 年にかけて同国政府と州政府、スノーウィー水力

発電社は「タスマニア水力発電クラウドシ−ディング計画」を実践

し、人工降雪に成功している。アフリカでは 2006 年からマリとニ

ジェール政府と米国大気研究センターが提携し、大規模な人工降雨

の実験が行われている。 

 

 

中国は「気象制御プログラム」の 

体制整備を加速させており、2025 年 

までに国土の約 57％に当たる約 550 

万平方キロで人工降雨・降雪を可能 

にする計画だ。中国は 1960 年代から 

人工降雨に取り組んおり、2008 年の 

北京五輪の開会式で周辺を晴れさせる 

ことに成功した。2017 年には専用の飛行機４機と 900 基近いロケッ

トランチャーを導入した。今年 1 月に大型の気象制御無人機「甘霖

－1」（写真）が初飛行に成功した。また２月には水不足に悩まさ

れている山西省で大規模な人工降雨を実施し「耕作や種まき、森林

火災のリスク低減に効果をもたらした」（同省気象局）という。 

韓国は大気汚染を軽減させるために、人工降雨により大気中の汚

染物質を洗い流すことを計画。2019 年 1月 25 日、飛行機からヨウ

化銀を散布して降雨を発生させようと試みたが、失敗に終わった。

世界 50カ国で人工降雨

研究  

 

UAEとイラン ドローンで人工雨 

中国「気象制御」体制整備を加速 

 

50カ国で人工降雨研究 
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――地球を人工的に冷やすジオエンジニ

アリングの研究は、いつ頃から始められま

したか。研究を始められたきっかけは何だ

ったのでしょうか。 

杉山 私が研究を始めたのはジオエンジ

ニアリング技術を提供するためではなく、

実用化に向けてのガバナンスが今後どうあ

るべきかなどについて研究しています。具

体的にはジオエンジニアリングのリスクマ

ネジメントの向上や市民の意見を反映する

仕組みづくりや、研究体制をどう構築すれ

ばいいのかなどについて取り組んでいま

す。ジオエンジニアリングについては論争

が絶えず、ガバナンスはとても重要だから

です。 

――世界の平均気温は産業革命期より

1.0℃上昇し、現状のペースが続くと、早け

れば 2030 年にも 1.5℃上昇すると指摘され

ています。ジオエンジニアリングで 1.5℃の

上昇を防ぐことは技術的には可能なのでし

ょうか。 

 杉山 理論的には可能です。ただ、産業

革命期より 1.0℃上昇した地球の気候を、ジ

オエンジニアリングで元に戻すというのは

不可能です。ジオエンジニアリングは地球

全体を一律に冷やす技術ではありませんし

それぞれの国、地域、都市によって冷え方

准教授 杉山昌広氏 

 

インタビュー 

東京大学未来ビジョン研究センター 

世界で今、地球温暖化が問題になっている中で、地球を人工的に冷やす技術「ジオエンジニア
リング」（気候工学）が話題を集めている。人間が科学の力を用いて、地球を人工的に操作し、
温暖化を食い止める前人未踏の気候工学技術だ。まだ研究段階だが、国際的枠組みでの取り組み
や実用化に向けてのガバナンスの議論も始められている。だが、人間が意図的に気候を制御する
のは、科学、技術的問題だけでなく、倫理的や社会、法律的にも問題があると認識され、タブー
視されてきたのも事実だ。そこで、ジオエンジニアリングの研究で第一人者である東京大学未来
ビジョン研究センターの杉山昌広准教授に登場してもらい、ジオエンジニアリングの現状と今後
の方向性について、オンラインでインタビューを試みた。 
 

地球を冷やすジオエンジニアリング 
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に差異があります。雨の降り方によっても

変わってきます。ジオエンジニアリングを

使わなくても二酸化炭素（ＣО₂）を減らせ

ば、地球の温度は元に戻るかもしれません

が、このままの状態では温度は上がること

はあっても、元に戻ることはありませんの

で、ジオエンジニアリングを使って、気温

が上昇しないよう地球を人工的に冷やすア

イデアが提案されています。 

 ――地球を人工的に冷やすというのは、

われわれ素人からすれば想像もつきません

が、どのような技術を用いられるのです

か。 

杉山 地球を人工的に冷やすというのは

原理的には大規模火山噴火を真似るのです

が、地球を人工的に冷やすことはさほど難

しいことではありません。ただ、それを安

全かつ効果的にやろうとすると、大掛かり

のシステムを組まなければなりません。計

画し実証して、実用化に向けた体制を整え

なければなりませんので、非常に時間がか

かります。 

――先ほどの質問と重なりますが、ジオ

エンジニアリングは、具体的にどのような

方法を取り入れて地球を冷やすのですか。 

杉山 硫酸のミストを地球の成層圏に散

布します。つまり成層圏にエアロゾルと呼

ばれる浮遊状の微粒子を注入し、地球を覆

ういわば人工的な「雲」を作ります。人工

的に「雲」を作って曇らせれば、太陽の熱

が雲によって遮られますので、地球の表面

は冷えます。 

エアロゾルの冷却効果は、1991 年にフィ

リピンでピナツボ火山が噴火した時、放出

された大量のガスによって生成されたエア

ロゾルが一時的に地球の平均気温を約 0.5℃

低下させたことなど観測やモデリングなど

で確かめられています。 

      ◇ ◇ ◇       

――地球温暖化によってもたらされる最

悪の影響を避けるため、ジオエンジニアリ

ングが選択肢の１つとして考えられている

訳ですね。 

杉山 まだ多くはないですが、選択肢の

１つとして考えている科学者はいます。先

にも述べましたが、ＣО₂排出ゼロにして

も、地球の温度は元には戻りません。地球

温暖化は他の環境問題とは違いますので、

人類がＣО₂排出ゼロにしても千年単位で地

球の温度は上がりぱっなしなんです。だか

ら人工的に地球を冷やすジオエンジニアリ

ングが選択肢の１つとして研究されている

のです。 

――ジオエンジニアリングという言葉が

学界に登場したのは今から 40 年以上前と、

ある資料を読んで知りました。その間、実

用化に向けての議論がされて来なかったの

はなぜでしょうか。 

杉山 それはジオエンジニアリングがタ

ブー視されてきたからです。地球温暖化問

題を話し合う国際会議の場では、長年、ジ

オエンジニアリングについて公に議論され

ることはありませんでした。なぜなら地球

を人工的に冷やすことができるようになれ

ば、温室効果ガスを削減しない言い訳とし

て使われる可能性があると、多くの科学者

たちが危惧したからです。 

――本来、地球温暖化対策は、緩和策や

適応策だけで気候変動の被害を抑制するこ

とが理想だと思われています。ＣОＰ26 で

もそういう方向で規範を示す行動が起こさ

れています。そういう観点から見ますと、

ジオエンジニアリングは、川の流れのよう

な自然とは逆行する、ある意味危険なもの

だと思われますが。 

杉山 確かに自然の流れからすれば逆行

すると思いますし、危険な可能性もありま

す。ただ、何度も言いますが、問題なのは

人類がＣО₂排出をゼロにしても地球の温度

は元には戻らないのです。 

人類が今後もＣО₂を排出していけば、 

2030 年くらいに気温が 1.5℃上がるといわれ

ています。しかし、もっと気温は上がるか

もしれません。今すぐに対処しないと、温
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暖化はさらに進み、地球は危険な状態に陥

ります。 

――地球温暖化を防ぐ手段として、ジオ

エンジニアリングを今後、実用化される可

能性は何パーセントぐらいあると思います

か。 

杉山 パーセントの数字については分か

りませんが、その可能性は否定はできませ

ん。国際社会でも議論が始まりそうな気配

があります。今回のＣОＰ26 では議題には

上らなかったようですが、2019 年３月、ア

フリカのナイロビで国連環境計画（UNEP）

の総会が開催され、初めてジオエンジニア

リングについて議論が行われました。結果

的に採択されませんでしたが、気候工学の

科学的知見やリスク、不確実性などについ

て評価し、国際管理などについて検討を求

める提案がされました。 

――最後の質問になりますが、ジオエン

ジニアリングを近い将来、実用化するかど

うかは国際的な枠組みの中で議論が必要か

と思いますが、どのような議論を望まれま

すか。 

杉山 ジオエンジニアリングにはガバナ

ンスがとても重要です。国際的にも国内的

にもそういう議論を強く望みたいですね。

ただ、私はジオエンジニアリングの実施を

支持しているわけではありません。それど

ころか現時点での実施には反対です。必要

なのは研究と世界的な議論です。議論の結

果、ジオエンジニアリングを利用しないと

いう結論も大いにありえますし、条件付き

な実施が認められるかもしれません。大事

なのは気候の未来をより真剣に議論してい

くことです。   （聞き手・千原直行） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 歴 

歴 

 

 

人工的に地球を冷やす「ジオエンジニアリング」に関心が集まるのは、地球温暖化に伴っての

気候変動の脅威が背景にあるからだといわれている。パリ協定のもと世界各国はＣО₂削減に

取り組んでいるが、地球の温度は上昇を続けている。国連の「気候変動に関する政府間パネル」

（ＩＰＣＣ）によると、世界の平均気温は、すでに産業革命前より１.０℃上昇し、現状のペースが続

くと早ければ 2030年にも１.５℃上昇すると指摘している。世界が 2050年までに CO₂排

出ゼロにして+１.５℃を目指すのは、2100年時点で工業化前（1850年代）の地球の表面の

平均気温との比較で＋1.5℃以内に抑えることを目標にして逆算し、その結果、+１.５という数

字が生まれた。人類がつくりだした原因の地球温暖化を、手遅れになる前にわれわれ自身の手

で食い止めることができるのであれば、ジオエンジニアリングが選択肢の１つとして考えられて

いる。東京大学未来ビジョン研究センターの杉山昌広准教授は「エンジニアリング技術が将来、

未来にどのように開発されていくかは、社会がこの技術とどのように向かい合うかにかかって

います」と自身が著した『気候を操作する』本の中で述べている。 

 

東京大学理学部地球惑星物理学科卒業。米国マサチュー

セッツ工科大学にて Ph.D.(気候科学)および修士号(技術と政

策)を取得。東京大学サステイナビリティ学連携研究機構特任研究

員、一般財団法人電力中央研究所社会経済研究所主任研究員を経

て 2014 年 4 月より東京大学政策ビジョン研究センター講師、

2017 年 4 月より同准教授、2019 年 4 月より現職。 

 気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 第 6 次評価報告書第

3 作業部会の主執筆者。専門は気候政策のシナリオ分析、公衆関

与の観点に基づく気候工学のガバナンスなど。最新の著書は『気

候を操作する 温暖化対策の危険な「最終手段」』

(KADOKAWA)。 

 

経 歴 

ジオエンジニアリング 温暖化を食い止める選択肢の１つ 
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南アフリカで出現した新型コロナ変異株「オミクロン」がパンデミック状態になり 

つつある。南ア周辺の国々や欧米、日本、韓国、オーストラリア、インド、香港、マ 

レーシアなどアジア地域も感染が確認されており、各国政府は即時に強力な防疫対策 

をとるなどの警戒をしている。オミクロン株は、先月 25 日に南アで初めて報告され、瞬く間に 

世界へと広がっていった。南アの新規感染者数は 12 月 3 日現在、1 万 1535 人で、こ 

のうち 90％がオミクロン感染者であると推定されている。 

オミクロンは、抗体と結合してウイルスの伝染力を高めるスパイクタンパク質に遺 

伝子突然変異を 32 も保有しているといわれ、デルタ変異(16 個)の 2 倍、それだけ伝染 

力や既存ワクチンの効能を無力化させる可能性が高いとされている。 

オミクロンの出現で問題となっているのが富裕国と貧困国のワクチン格差だ。ＷＨОは以前から先進国に是正を求めてきたが、富裕国は

自国優先を第一に考え、貧困国の人々を「置き去り」にしてきたきらいがある。アフリカではワクチンを打ちたくても打てない人々が多く

南アでの接種完了率（2 回）は人口の 25％程度に留まっている。アフリカ全体では 7.3％と極端に低く、医療従事者でも４人に１人しか接

種できていない。アフリカ中央部ではほとんど接種が進んでいない国もあるという。 

 

 

変異株はワクチン接種率が低い国や地域で出現しており、早期のワクチン接種が必要になるが、共同

通信などによると、５日までに日本を含め約 60 カ国・地域で３回目のワクチン接種に着手した。アフリ

カは 2カ国のみで 1回目の接種さえ進んでおらず“ワクチン格差”が改めて浮き彫りになったと報じた。 

言うまでもなく、世界の一部、少数の国だけがワクチン接種で安全な場所になったとしても、アフリ

カや南太平洋の島々の国などにも先進国同様のワクチン数が行き渡らなければ、世界経済の回復は望め

ない。利己的な富裕国が自国の国民に投与するためにワクチンを独占してしまえば、パンデミックを制

御できなくなるのは必然のことだ。一部の富裕国でワクチン接種率が高くてもアフリカなど多くの途上

国で接種率が低ければ、それら国々の人たちは抗体をつけることができない。新しい変異株がそこで出

現するのは分かりきったことで、コロナはいつまでたっても収束できないことになる。 

米製薬大手メルクが開発中の新型コロナの飲み薬が年内に日本国内で承認される見通しだ。同社日本法人が 3 日厚労省に製造販売承認を

申請した。メルクはオミクロン型に対しても有効である可能性が高いとしたが、ワクチン同様、貧困国はまたもや置き去りにされるのか。 

 

60カ国で 3回目ワクチン、日本は飲み薬承認へ 

 

オミクロン出現、ワクチン格差深刻に、 

年内にも承認される飲み薬は数万円もする高価なもの。 
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 2021 年 9 月 22 日、台湾は TPP への加盟を正式申請した。これに対し、当時の茂木外相は、「自由、民主主義、基本的人権、法の支配

といった基本的価値を共有して、密接な経済関係を有する極めて重要なパートナー」として、「我が国としてまずは歓迎したい」と述べ

た。それに先立つ中国の TPP 加盟申請（9 月 16 日）に対しては、「高いレベルを満たす用意ができているかについて、まずしっかりと

見極める必要がある」と冷ややかだった。 

 今回は、台湾が日本と共有する「基本的価値」について述べたい。先日、オードリー・タン『デジタルと AI の未来を語る』を読む機会

があったが、そこには、台湾が築き上げてきた価値について書かれてた。彼は台湾デジタル担当相だが、コロナ禍での活躍については、

日本でも報道されているのでご存じの方は多いと思う。 

  最初に台湾の戦後史を振り返ってみたい。共産党との内戦に敗れた国民党は中国本土を逃れ、1947 年 12 月、台北を「臨時首都」とし

た。これが、台湾建国である。その前後の時期には圧政が続いた。最も有名なのは、1947 年 2 月 28 日の二・二八事件だ。これは、外省

人（中国本土から逃れてきた中国人）による本省人（台湾人）の弾圧・虐殺である。政府推定によると 18,000〜28,000 人の犠牲者が出た

そうだ。その後も「白色テロ」と呼ばれる反体制派に対する政治的弾圧は続き、1987 年 7 月に戒厳令が解除されるまで、多くの国民が投

獄・処刑された（Wikipedia 情報だが、14 万名が投獄され、3,000～4,000 名を処刑）。 

 時代が変わったのは、李登輝・第 4 代・総統（1988～2000 年）の時代だった。彼は本省人初の中華民国総統で、「台湾民主化の父」と

呼ばれている。蔣経国（台湾を建国した蒋介石の長男）により副総統に任命され、1988 年に彼が死去すると総統に就任したのだった。彼

の時代に、台湾経済は大きく成長し、1980 年代には四小龍（NICS や NIEs と呼ばれることもある）として、韓国、香港、シンガポールと

共に称えられた。そのやり方は日本を参考にしたそうだが、農業の発展で生まれた過剰資本と過剰労働力を使用して中小工業を育成する

という「資源配分」だった。つまり、外国資本と技術による中国モデルとは異なっていたのである。 

寄 稿 阿井やすみ 

ここ 30 年で「一つの中国」から

かけ離れた台湾 
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 ただ経済成長だけなら、時期的に早かっただけで、台湾も中国も変わらない。問題は、既に述べた「基本的価値」である。 

 李登輝時代以降、台湾の民主化は大いに進んだのだ。 

 まず、野百合学生運動（1990 年 3 月 16～22 日）である。全国の大学生約 6,000 名が参加し、李登輝は彼らの要求を受け入れたのであ

る。一連の民主化が行われ、1992 年 12 月には、実質的に初めての国会議員選挙が行われた。タン氏はこう述べている。「李登輝氏は高

圧的な態度では決してなかったのです。学生たちと平等な立場に立って対話をしていたので、座り込みをしていた学生たちも自分たちも

民主化のプロセスに参加している、という達成感があったと思います。」1989 年 6 月には中国でも民主化運動があったのだが、その後の

経過によって中国と台湾とは価値観を違えるようになったのである。 

 それを更に進めたのが、ひまわり学生運動である。2014 年 3 月 18 日、中国との間にサービス貿易協定を締結しようとした政府に対し

学生たちが異を唱え、議会との対話を求めて立法院（国会）を約 3 週間、占拠したのだった。1981 年生まれのタン氏が参加したのは本運

動だ。彼は、学生たちが立てこもる立法院内の様子をネットでライブ配信して、学生たちの運動を支援した。更にライブカメラで立法院

の中と外をつなぎ、20 の民間団体が人権・労務・環境問題などを話し合えるようにしたのだった。そして、3 週間で 4 つの要求をまとめ

て立法院の議長に提案した。すると、当時の議長はその 4 つの要求が合理的なものであると認め、すべての要求に応えたのである。この

ときの経験により、台湾の人々は「デモとは、圧力や破壊行為ではなく、たくさんの人に様々な意見があることを示す行為である」とい

うことに気づき、それをきっかけに、官民の間で対話の機会が増えた。「政治は国民が参加するからこそ前に進めるものなのだ」と皆が

実感するようになったのだ。なお、サービス貿易協定が結ばれていたとすれば、台湾のネット環境は、中国によって構築され、「基本的

価値」は台湾から消えていたかもしれない。 

 タン氏は台湾人の気質を「鶏婆」と表現している。「母鶏のように、おせっかいでうるさい」、という意味だそうだ。台湾では、車の

違法駐車や、道の陥没、という場合、自分に直接利害がなくても、皆立ち止まって写真を撮り、市役所などに通報する。これは政府の仕

事だ、と考えずに、自分の問題だと捉えて行動を起こすのだ。このような精神こそ民主主義では非常に重要な要素の一つである。こうし

た意識があるので、ICT 革命でも、中国と台湾とでは全く異なる方向に進んでいったのだろう。 

  第二次大戦後を取っても、国が分裂した例は多い。1963 年のシンガポール（マレーシアからの独立）、1971 年のバングラデシュ（パ

キスタンからの独立）、1991 年のソ連の崩壊、ユーゴスラビアの崩壊、2011 年の南スーダン（スーダンからの独立）などだ。今後、台

湾はどのような道を辿るのだろうか。ちなみに、台湾と香港は対比されることがあるが、香港は 99 年間の期限で英国が中国から租借した

地なので、その期限が満了した 1997 年に中国に返還された。それに対し、台湾は島であり、その先にあるのは太平洋だけだった。中国で

も、近代まではあまり海洋には目が向いていなかった為か、台湾を自国版図に組み入れた時期についてはかなり曖昧なようだ。台湾が歴

史に登場するのは、15 世紀から 16 世紀にかけて欧州の大航海時代以降だった。17 世紀半ばには 38 年間に亘ってオランダ統治時代があ

ったくらいだ。 
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