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20122012年総統選挙の投票結果年総統選挙の投票結果

2.82.8%%45.645.6%%51.651.6%%得票率得票率

369,588369,5886,093,5786,093,5786,891,1396,891,139得票数得票数

宋楚瑜宋楚瑜
（親民党）（親民党）

蔡英文蔡英文
（民進党）（民進党）

馬英九馬英九
（国民党）（国民党）

-6.9 +4.1
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総統選挙における相対得票率の推移総統選挙における相対得票率の推移
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49.9

23.1

54.0
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0% 25% 50% 75% 100%
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2008年
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民進党 国民党 その他・無所属

馬英九

蔡英文

李登輝

陳水扁 連戰

宋楚瑜

謝長廷

彭明敏

馬英九
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総統選挙総統選挙 投票率は低下傾向投票率は低下傾向

76.0%

82.7%

80.3%

76.3%

74.4%

70%

72%

74%

76%

78%
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総統選挙における絶対得票率の推移総統選挙における絶対得票率の推移
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地域ブロック別の得票差地域ブロック別の得票差 （（ ）は蔡英文の得票率）は蔡英文の得票率

-797,561台 湾 全 体

-37,434澎湖・金門・連江

-132,150
(37.9%)

東部離島
-94,716宜蘭・花蓮・台東

212,848高雄・屏東

530,749
(55.3%)

南 部
317,901雲林・嘉義・台南

-179,123
(44.9%)

中 部-179,123台中・彰化・南投

-436,031桃園・新竹・苗栗

-1,017,037
(40.2%)

北 部
-581,006台北・新北・基隆
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+3.95高屏
+4.11南部

+4.27雲嘉南

+4.48中部+4.48中彰投

+4.50桃竹苗
+4.01北部

+3.80北北基

蔡英文と謝長廷の得票率の差

蔡英文の得票率を蔡英文の得票率を20082008年，年，20042004年と年と

地域ブロック別に比較する地域ブロック別に比較する

-3.36高屏

-3.84南部
-4.35雲嘉南

-5.59中部-5.59中彰投

-5.10桃竹苗

-4.10北部
-3.59北北基

蔡英文と陳水扁の得票率の差
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+0.16%嘉義県23

-0.76%台中県22

-0.88%台南県21

-0.99%南投県20

-1.08%屏東県19

-1.13%高雄県18

-1.14%雲林県17

-1.38%澎湖県16

-1.39%台東県15

-1.44%宜蘭県14

-1.59%彰化県13

-1.79%台南市12

-1.90%台中市11

-2.18%新北市10

-2.20%苗栗県9

-2.41%台北市8

-2.74%高雄市7

-2.81%嘉義市6

-2.84%新竹市5

-2.89%桃園県4

-3.26%新竹県3

-4.00%基隆市2

-4.21%花蓮県1

県市別投票率の変化 2008年総統選挙との比較

【注】金門県，連江県は除く
台中，台南，高雄は旧県市に換算
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投票率の減少は候補者の得票率に投票率の減少は候補者の得票率に
影響したのか？影響したのか？

 20082008年総統選挙との比較で，年総統選挙との比較で，

両党候補者の県市別の得票両党候補者の県市別の得票
率の増減と県市別の投票率率の増減と県市別の投票率
との相関係数を計算。との相関係数を計算。

 蔡英文と馬英九の得票率の蔡英文と馬英九の得票率の
増減については投票率の増増減については投票率の増
減との相関関係はない。減との相関関係はない。

 宋楚瑜については弱い相関宋楚瑜については弱い相関
関係あり。宋の得票率は，投関係あり。宋の得票率は，投
票率の低下が比較的大き票率の低下が比較的大き
かった県市で比較的高い。かった県市で比較的高い。

0.230.23蔡英文蔡英文

--0.430.43宋楚瑜宋楚瑜

0.140.14馬英九馬英九

相関係数相関係数
得票率の増減と得票率の増減と
投票率の増減投票率の増減
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接戦だったのか？接戦だったのか？

 20102010年の五大都市市長選挙の得票総数で民進年の五大都市市長選挙の得票総数で民進

党が国民党を上回る。党が国民党を上回る。

 20112011年年44月両党の候補者決定。並んでスタート。月両党の候補者決定。並んでスタート。

 蔡が副総統候補決定でもたつく間に馬リード。蔡が副総統候補決定でもたつく間に馬リード。

 1010月馬英九の和平協定発言で差が縮まり横並月馬英九の和平協定発言で差が縮まり横並

びに。事実上蔡英文リード。びに。事実上蔡英文リード。

 一旦蔡英文が落ちるが一旦蔡英文が落ちるが1212月に再び横並び。月に再び横並び。

 しかし，しかし，1212月下旬から馬が蔡を突き放しリード。月下旬から馬が蔡を突き放しリード。

 蔡は伸び悩み最後は馬が勢いをつけ勝利！蔡は伸び悩み最後は馬が勢いをつけ勝利！
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直前の民意調査でも馬英九リード直前の民意調査でも馬英九リード

1212月月88日日 国民党が宇昌案（陳水扁政権期に国策で進めたバイオ国民党が宇昌案（陳水扁政権期に国策で進めたバイオ

テクの会社宇昌社設立をめぐる疑惑）攻撃開始。テクの会社宇昌社設立をめぐる疑惑）攻撃開始。
1212月月1616日日 蔡英文記者会見。記者の質問を受けずに終了。国民蔡英文記者会見。記者の質問を受けずに終了。国民

党に宣伝材料を提供。対中政策も十分説明されず。党に宣伝材料を提供。対中政策も十分説明されず。
模様眺めの中間派選挙民が馬英九支持へ傾く。模様眺めの中間派選挙民が馬英九支持へ傾く。

109868966420馬リード

1615161713131216171516未決定

66676768776宋楚瑜

3435353537353835363839蔡英文

4444434145444441404039馬英九

1/121/101/61/41/212/2912/2712/2212/1712/1412/10

出所：TVBS民意調査

1212月末から蔡英文支持の伸び悩みが顕著に月末から蔡英文支持の伸び悩みが顕著に
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選挙戦最終日の蔡英文の桃園市選挙集会。北部で差を縮めるためには支持者で満
杯にならねばならなかった。蔡主席が演説中だが空席が目立つ。（2012年1月13日）
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会場の外は人も少なく冷めていた。モニターを見る人もいない。用意したプラスチック
椅子は使われなかった。投票前夜，蔡の敗戦ははっきり見えた。（2012年1月13日）
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3週間前にさかのぼる。蔡英文の台北市士林区選挙集会。6000～8000人が
参加し大盛況であった。新聞でも成功したと報じられた。（2011年12月25日）
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蔡主席が入場した時会場は人気コンサートのような密集状態であったが，演説
の途中で多くの人が席を立った。人気は上滑りしていた。（2011年12月25日）
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宋楚瑜の支持率の推移と棄保宋楚瑜の支持率の推移と棄保

 77月～月～1010月，平均月，平均1414％。％。 1111月～月～1212月上旬，平均月上旬，平均99％。％。

 1212月中旬～月中旬～11月初，平均月初，平均77％。％。66％を割ったことはない。％を割ったことはない。

 TVBSTVBSの投票の投票22日前の最後の民意調査でも日前の最後の民意調査でも66％。％。

 TVBSTVBSの最終得票率予測は，馬の最終得票率予測は，馬4949％，蔡％，蔡4646％，宋％，宋55％％

写真は2011年12月25日苗栗県宋楚瑜選挙集会。2000人が集まり一定の動員力を示した。
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李登輝効果仮説李登輝効果仮説

 投票日投票日22日前の日前のTVBSTVBSの最終得票率予測の最終得票率予測

蔡蔡4646％％ 馬馬4949％％ 宋宋55％％

 結果：結果： 蔡蔡45.645.6％％ 馬馬51.651.6％％ 宋宋2.82.8％％

2~3%移動

 立法委員選挙比例区：民進党立法委員選挙比例区：民進党 台聯台聯

試算試算：： 民進党民進党 41.541.5％％→→34.634.6％％ --6.96.9

台台 聯聯 2.52.5％％ →→ 9.09.0％％ +6.5+6.5

仮説：仮説：最終日の夜，李登輝が蔡英文の集会で支持表明最終日の夜，李登輝が蔡英文の集会で支持表明

をしたパフォーマンスが引き起こしたのではないか？をしたパフォーマンスが引き起こしたのではないか？

混乱を
警戒か

李登輝
効果

蔡英文の
求心力？
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2012年立法委員選挙結果

1133336440合 計

340321613比例区

610140原住民

732004427選挙区

合 計無党籍台 聯親民党国民党民進党

40
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3

0

3
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64

81

0% 25% 50% 75% 100%
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民進党 台聯 親民党 無党籍 国民党
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立法委員選挙 選挙区の政党別得票率

3.676.30%1.12%48.12%44.45%2012年

14.837.85%0.02%53.48%38.65%2008年

国民党と
民進党の差その他親民党国民党民進党

-0.70.12-0.380.95予測のずれ

7.0%1.0%48.5%43.5%小笠原予測

その他親民党国民党民進党

+5.8 -5.36

（73選挙区の合計，原住民選挙区を除く）

選挙区情勢予測の自己採点
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緑緑4545%% vsvs 藍藍5555%% なのか？なのか？

 今回の結果は，以前より語られていた緑今回の結果は，以前より語られていた緑4545：藍：藍5555
説に符合するように見える。説に符合するように見える。

 また，そもそも接戦ではなく「最初からこうであっまた，そもそも接戦ではなく「最初からこうであっ
た」という説もある。た」という説もある。

 台湾に「中間派選挙民はいるのか」という議論が台湾に「中間派選挙民はいるのか」という議論が
また出てくるであろう。また出てくるであろう。



2323

中間派選挙民は存在するのか？中間派選挙民は存在するのか？

 立法委員選挙の結果立法委員選挙の結果
を見ると，選挙民が候を見ると，選挙民が候
補者の資質を実によく補者の資質を実によく
見ていることがわかる。見ていることがわかる。
政党の枠にとらわれず，政党の枠にとらわれず，
候補者やその時の状候補者やその時の状
況を見て投票する選挙況を見て投票する選挙
民が確実に存在する。民が確実に存在する。

 TVBSTVBSの選挙後の民意の選挙後の民意
調査では，誰に入れる調査では，誰に入れる
か投票日直前に決めたか投票日直前に決めた
という人が９％もいる。という人が９％もいる。

 台北市以外の地域ブ台北市以外の地域ブ
ロックの民意調査の数ロックの民意調査の数
字は振幅が大きい。サ字は振幅が大きい。サ
ンプル数の問題があるンプル数の問題がある
が，各地方での揺れるが，各地方での揺れる
民意を映し出していた。民意を映し出していた。

立法委員選挙の投票状況立法委員選挙の投票状況 迷って投票迷って投票



2424

中間派選挙民の存在を示す立法委員選挙の状況中間派選挙民の存在を示す立法委員選挙の状況

立委選挙

総統選挙

2.74%2.74%その他45.49%黄義交51.78%林佳龍

3.11%宋楚瑜51.65%馬英九45.24%蔡英文

親民党その他国民党民進党

立委選挙

総統選挙

5.09%5.09%その他57.53%楊瓊瓔37.39%童瑞陽

3.13%宋楚瑜49.70%馬英九47.17%蔡英文

親民党その他国民党民進党

台中市第３選挙区

台中市第６選挙区
（1）
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中間派選挙民の存在を示す立法委員選挙の状況中間派選挙民の存在を示す立法委員選挙の状況

立委選挙

総統選挙

1.38%1.38%その他45.25%邱 毅53.37%趙天麟

2.35%宋楚瑜46.96%馬英九50.69%蔡英文

親民党その他国民党民進党

立委選挙

総統選挙

1.52%1.52%その他46.25%李全教52.23%陳唐山

2.62%宋楚瑜41.46%馬英九55.91%蔡英文

親民党その他国民党民進党

台南市第５選挙区

高雄市第７選挙区
（2）
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中間票・浮動票は存在する中間票・浮動票は存在する

 TVBSTVBSの選挙後の民意調の選挙後の民意調

査では，誰に入れるかい査では，誰に入れるかい
つ決めたかを聞いている。つ決めたかを聞いている。

 投票日当日に決めたとい投票日当日に決めたとい
う人が６％もいる。う人が６％もいる。

 前日に決めた３％と合わ前日に決めた３％と合わ
せると直前が９％。せると直前が９％。

 それを含め最後の１ヶ月それを含め最後の１ヶ月
で決めた人はで決めた人は3333％もいる。％もいる。

 最初から決まっている人最初から決まっている人
はは4545％。％。 ３３

4545

８８

1010

1414

1010

３３

６６

％％

答えず答えず

4545最初から最初から半年前半年前

半年以内半年以内
1818半年から半年から

１ヶ月前１ヶ月前

３ヶ月以内３ヶ月以内

１ヶ月以内１ヶ月以内

１週間以内１週間以内

前日前日

3333

最後の最後の
１ヶ月で１ヶ月で
決めた決めた
人人

当日当日

％％決めた時期決めた時期

出所：TVBS民意調査
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勝敗を決した要因は？勝敗を決した要因は？

馬英九の満意度は不満意度を下回ったまま投票を迎えた馬英九の満意度は不満意度を下回ったまま投票を迎えた

 蔡英文の敗因蔡英文の敗因

 馬英九の勝因馬英九の勝因

 中国要因中国要因

高雄市で支持者の求めに
応じてサインする馬英九
（2011年12月24日）
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蔡英文敗戦の理由蔡英文敗戦の理由 （技術的要因）（技術的要因）

政治的駆け引きの弱さ政治的駆け引きの弱さ
 立法委員選比例区名簿の人立法委員選比例区名簿の人

選で勝負勘の悪さ露呈選で勝負勘の悪さ露呈

 副総統候補選びでつまづき副総統候補選びでつまづき

 「「9292年コンセンサス」が楔とし年コンセンサス」が楔とし
て打ち込まれたのに無策て打ち込まれたのに無策

 宇昌案に関する記者会見で記宇昌案に関する記者会見で記
者の質問を拒否者の質問を拒否

 対抗して馬英九の決着済のス対抗して馬英九の決着済のス
キャンダルを出すキャンダルを出す

 謝長廷がやって失敗している謝長廷がやって失敗している
のに馬を究極統一と決め付けのに馬を究極統一と決め付け

 9292年コンセンサスを否定して年コンセンサスを否定して
おきながら大連合政府を提唱おきながら大連合政府を提唱
するちぐはぐさするちぐはぐさ

選対本部の力量選対本部の力量
 情勢判断の甘さ，大手メディア情勢判断の甘さ，大手メディア

の民意調査を無視の民意調査を無視

 宣伝戦で再三のミス（組頭，柿宣伝戦で再三のミス（組頭，柿
の価格，情報機関）の価格，情報機関）

 危機管理も下手（農舎問題，宇危機管理も下手（農舎問題，宇
昌案問題）昌案問題）

 陳水扁時代と同じやり方（夢・希陳水扁時代と同じやり方（夢・希
望，全民政府，李遠哲・李登輝望，全民政府，李遠哲・李登輝
の昔の人頼り）の昔の人頼り）

 ムードに頼り，ムードに頼り，20102010年台北市長年台北市長
選の蘇貞昌と同じ失敗選の蘇貞昌と同じ失敗

 政策論述の弱さを放置政策論述の弱さを放置

 選対本部を統括する呉乃仁は選対本部を統括する呉乃仁は
大企業の会長タイプ大企業の会長タイプ
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蔡英文敗戦の理由蔡英文敗戦の理由 （本質的要因）（本質的要因）

 馬英九政権登場後の中台関係の改善を一定程度認馬英九政権登場後の中台関係の改善を一定程度認
めるスタンス。めるスタンス。ECFAECFAの継続にも言及。現実路線。の継続にも言及。現実路線。

 しかし「しかし「9292年コンセンサス」を「存在しない」として完全年コンセンサス」を「存在しない」として完全

否定。選挙戦での駆け引き，中国との駆け引きの余否定。選挙戦での駆け引き，中国との駆け引きの余

地を自分で消してしまう。地を自分で消してしまう。

 江沢民時代の対台湾政策と胡錦濤時代の対台湾政江沢民時代の対台湾政策と胡錦濤時代の対台湾政
策の変化を無視している。策の変化を無視している。

 民進党は「台湾前途決議文」で中華民国を認めてい民進党は「台湾前途決議文」で中華民国を認めてい
る。憲法には「一つの中国」の含意がある。る。憲法には「一つの中国」の含意がある。

 「一中各表」は台湾の現状維持の拠り所となる。「一中各表」は台湾の現状維持の拠り所となる。
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台湾の国家アイデンティティと総統選挙の支持構造台湾の国家アイデンティティと総統選挙の支持構造



3131

台湾の国家アイデンティティと総統選挙の支持構造台湾の国家アイデンティティと総統選挙の支持構造
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馬英九再選の理由馬英九再選の理由

 20082008年と同様に台湾化路線，台湾アイデンティティ年と同様に台湾化路線，台湾アイデンティティ

を繰り返し強調。を繰り返し強調。

 「「9292年コンセンサス」を軸にした選挙戦略。年コンセンサス」を軸にした選挙戦略。

 中華民国，国旗を強調し，深藍支持者にもアピール。中華民国，国旗を強調し，深藍支持者にもアピール。

 中台関係が決戦場という選挙戦略，それ以外の政策中台関係が決戦場という選挙戦略，それ以外の政策

は民進党に追随。は民進党に追随。

 地方派閥と摩擦を起こし地方の組織票を減らすリス地方派閥と摩擦を起こし地方の組織票を減らすリス
クを冒しても改革をアピールし，都市部中間派選挙クを冒しても改革をアピールし，都市部中間派選挙

民の支持を狙った選挙戦略。勝負勘のよさ。民の支持を狙った選挙戦略。勝負勘のよさ。

 これらの選挙戦略を立案・執行した金溥聰の存在。これらの選挙戦略を立案・執行した金溥聰の存在。

（トップダウンの（トップダウンのCEOCEOタイプ）タイプ）
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中中 国国 要要 因因

 中国側は終始慎重な対応。夏以降，工業製品・農産物中国側は終始慎重な対応。夏以降，工業製品・農産物
などの買い付け団の台湾への派遣を中止。などの買い付け団の台湾への派遣を中止。

 関係者・学者の台湾訪問も自粛，台湾メディアへの発関係者・学者の台湾訪問も自粛，台湾メディアへの発
言も自粛。言も自粛。

 国対弁の王毅主任，政治局の賈慶林が発言。「国対弁の王毅主任，政治局の賈慶林が発言。「9292年コ年コ
ンセンサス」は両岸交流の基礎であり，それを認めなけンセンサス」は両岸交流の基礎であり，それを認めなけ
れば交渉は難しくなり，両岸同胞の利益を傷つけるとれば交渉は難しくなり，両岸同胞の利益を傷つけると
警告。台湾の世論を意識した対応。警告。台湾の世論を意識した対応。

 選挙戦終盤，中国ビジネスの企業家らが相次いで「選挙戦終盤，中国ビジネスの企業家らが相次いで「9292
年コンセンサス」支持表明。年コンセンサス」支持表明。

 台湾南部での農産物・養殖魚の買い付けが国民党の台湾南部での農産物・養殖魚の買い付けが国民党の
得票に寄与したという明確な兆候は見当たらない。得票に寄与したという明確な兆候は見当たらない。
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馬英九政権の二期目馬英九政権の二期目

 欧米経済の不振，中国経済の変調による悪影響を欧米経済の不振，中国経済の変調による悪影響を
最小限に押さえ込むことが当面の課題。最小限に押さえ込むことが当面の課題。

 二期目の行政院は，陳冲院長・江宜樺副院長の手二期目の行政院は，陳冲院長・江宜樺副院長の手
堅い実務型の布陣。堅い実務型の布陣。

 中立的な金融・財政政策を志向か。選挙戦で批判さ中立的な金融・財政政策を志向か。選挙戦で批判さ
れた格差緩和に取り組むか。れた格差緩和に取り組むか。

 中台経済関係を軸とした成長戦略か。中台経済関係を軸とした成長戦略か。

 中台関係は安定と継続を優先し，投資協定，文化中台関係は安定と継続を優先し，投資協定，文化

交流協定など実務領域が中心になるのでは。交流協定など実務領域が中心になるのでは。

 米日との良好な関係も維持し，冒険には出ないので米日との良好な関係も維持し，冒険には出ないので
はないか。はないか。
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馬英九政権２期目の立法院馬英九政権２期目の立法院

 国民党が過半数を維持したので馬政権が引き続国民党が過半数を維持したので馬政権が引き続
き行政と立法を掌握する。き行政と立法を掌握する。

 親民党と台聯が院内会派となるので，法案審議の親民党と台聯が院内会派となるので，法案審議の
議事日程は国民党，民進党にこの２会派が加わり議事日程は国民党，民進党にこの２会派が加わり
４会派で協議することになる。４会派で協議することになる。

 国民党の立法委員当選者は馬政権の対中政策を国民党の立法委員当選者は馬政権の対中政策を
支持している。中台関係の法案審議で造反が出る支持している。中台関係の法案審議で造反が出る
可能性はほとんどない。可能性はほとんどない。

 経済関係の法案で審議が遅れたり，審議に入れ経済関係の法案で審議が遅れたり，審議に入れ
ないという事案が出る可能性がある。ないという事案が出る可能性がある。

 雲林県より南で国民党の立法委員は雲林県より南で国民党の立法委員は55人しかいな人しかいな
い。その影響がどうでるか？い。その影響がどうでるか？
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選挙後の民進党選挙後の民進党

 民進党は陳水扁時代の総括をしていない。五都選挙で蘇貞昌が民進党は陳水扁時代の総括をしていない。五都選挙で蘇貞昌が
負けた原因の分析もしていない。負けた原因の分析もしていない。

 蔡英文が主席の蔡英文が主席の44年間に，党改革は進んでいない。年間に，党改革は進んでいない。

 立法委員選挙の選挙区で国民党との差を立法委員選挙の選挙区で国民党との差を3.673.67ポイントまで縮めポイントまで縮め
たことは評価される。蔡英文の指導力というより個々の候補者のたことは評価される。蔡英文の指導力というより個々の候補者の
がんばりが大きい。がんばりが大きい。

 困難区の候補者育成が必要と毎回言われている。困難区の候補者育成が必要と毎回言われている。

 白紙の「台湾コンセンサス」では対中政策にならない。白紙の「台湾コンセンサス」では対中政策にならない。 「「1010年政年政
綱」で経済・社会政策の具体化は進展したが，福祉国家を志向す綱」で経済・社会政策の具体化は進展したが，福祉国家を志向す
る財源は不明のまま。る財源は不明のまま。

 対中政策の軌道修正ができるか。この先対中政策の軌道修正ができるか。この先44年間も中台関係に振年間も中台関係に振
り回され，今回と同じ状態でり回され，今回と同じ状態で20162016年選挙を迎えるかもしれない。年選挙を迎えるかもしれない。

 世代交代の歯車が回りきらず，四天王世代の主導権争いが続く世代交代の歯車が回りきらず，四天王世代の主導権争いが続く
かもしれない。かもしれない。
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馬英九政権第二期の中台関係馬英九政権第二期の中台関係
「平和協定」ないしは「両岸平和宣言」のような動きはあるのか？「平和協定」ないしは「両岸平和宣言」のような動きはあるのか？

 馬英九政権の論理では「平和協定」と「統一協定」はまったく別馬英九政権の論理では「平和協定」と「統一協定」はまったく別
のもの。「平和協定」で中国側の武力介入の可能性を封じ，中のもの。「平和協定」で中国側の武力介入の可能性を封じ，中
華民国の存在が否定されない状態に持っていく狙いがある。し華民国の存在が否定されない状態に持っていく狙いがある。し
かし，それでは中国側が応じる可能性は低いのではないか。かし，それでは中国側が応じる可能性は低いのではないか。

 中国側は「平和協定」を統一への一歩としたい。しかし，それで中国側は「平和協定」を統一への一歩としたい。しかし，それで
は台湾内部の反対論が強まるので馬英九は動けないであろう。は台湾内部の反対論が強まるので馬英九は動けないであろう。
選挙戦の過程で公民投票にかけると約束している。選挙戦の過程で公民投票にかけると約束している。

 「平和協定」をめぐる議論は活発になるであろうが，実際に動き「平和協定」をめぐる議論は活発になるであろうが，実際に動き
出す可能性は低いのではないか。一方，出す可能性は低いのではないか。一方， 「両岸平和宣言」のよ「両岸平和宣言」のよ
うなものは「協定」でないので公民投票は必要ないという解釈がうなものは「協定」でないので公民投票は必要ないという解釈が
出てくる可能性はある。出てくる可能性はある。

 「「9292年コンセンサス」を拡大して和平を文章化する発想はありえ年コンセンサス」を拡大して和平を文章化する発想はありえ
るが，中台双方の内部で予想される反対・懐疑論を押し切ってるが，中台双方の内部で予想される反対・懐疑論を押し切って
までやれるのか疑問。までやれるのか疑問。
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台湾総統選挙の意義台湾総統選挙の意義

 台湾の圧倒的に多数の人々は，台湾が事実上の国家として台湾の圧倒的に多数の人々は，台湾が事実上の国家として
運営されている現状を維持することを求めている。この点で運営されている現状を維持することを求めている。この点で
は馬英九総統も蔡英文主席も一致している。は馬英九総統も蔡英文主席も一致している。

 中国共産党の言う統一を支持する人は台湾にはほとんどい中国共産党の言う統一を支持する人は台湾にはほとんどい
ないし，台湾の法的独立を支持する人も少数である。ないし，台湾の法的独立を支持する人も少数である。

 台湾では民主政治がきちんと機能し，大統領選挙という制度台湾では民主政治がきちんと機能し，大統領選挙という制度
を通じて人々は現状維持への強い決意を改めて表明したとを通じて人々は現状維持への強い決意を改めて表明したと
いうのが台湾総統選挙のメッセージである。いうのが台湾総統選挙のメッセージである。

 自立も維持したい，中国との交流で経済的恩恵も得たい，と自立も維持したい，中国との交流で経済的恩恵も得たい，と
いう台湾の民意に中国の次の指導部がどのように応えるのいう台湾の民意に中国の次の指導部がどのように応えるの
かが次の焦点である。周辺国は注視が必要である。かが次の焦点である。周辺国は注視が必要である。

 台湾で民主政治が実践され最高指導者が選挙で選ばれると台湾で民主政治が実践され最高指導者が選挙で選ばれると
いう事実は，長期的には様々な形で中国大陸に影響を及ぼいう事実は，長期的には様々な形で中国大陸に影響を及ぼ
していくに違いない。総統選挙は台湾の最強のソフトパワーしていくに違いない。総統選挙は台湾の最強のソフトパワー
である。である。

ボールは中国側にボールは中国側に


