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高雄市市長 陳其邁

2021年、高雄市は改名と現代化から百周年を迎え、新たなスタート地点に立ちました。
この街には地理的条件のよい港があり、色彩豊かな民族文化が存在します。また高くそび
える秀麗な山々や、困難を畏れない市民を象徴する河もあります。

過去百年の高雄市は重工業地帯としてこの島を繁栄に導いてきましたが、これからの
百年は5G AIoT、半導体などの高度テクノロジー産業によってこの国に更なる経済発展を
もたらしていくことでしょう。橋頭科学園区、仁武産業園区、亜州新湾区などの産業集積地
はいずれも活気に満ち溢れ、世界的な産業サプライチェーン再編が進む現在、世界中か
ら一流の人材や資金が集まっています。

この街には多くの物語があります。それらは蓮池潭、逍遥園、駁二芸術特区、鳳儀書院、
衛武営芸術文化センターなどの場所のほか、MRT、バス、自転車などで出会う人々の間
に存在し、温かくて幸せなメロディーを奏でています。

高雄は世界的に知名度の高い都市とは言えないかもしれませんが、ここで生活したこ
とがある人なら、誰でも必ずこの街を好きになります。高雄のこれからの百年、あなたもぜ
ひ私たちの列に加わり、ともに新たな歴史を築いていきませんか？

新しい                  の歴史を 
ともに築いていきましょう
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高雄市が世界史の表舞台に登場し始めたのは、百年前のことでした。

そして今、この都市のこれからの百年を築き上げるため、私たちは互

いに手を携えながら、前へと進んでいきます。

K  A  O  H  S  I  U  N G

港町・高雄の百年
さらなる未來へ

高雄港 # 旗後灯台



改名百年 高雄の未來像に向かって

高雄はかつて、打狗（Takao）と呼ばれていま
した。この地は 17 世紀前半よりオランダに占領
され、その後は明朝の鄭成功、続いて清朝の統
治下に入りました。1863 年には打狗港が正式に
開港し、その後は国際的な貿易港として栄えまし
た。台湾は 1895 年より日本統治時代に入りまし
た。1908 年、日本政府による大規模な港湾、鉄

道建設の工事が開始され、高雄港は現代的な港
湾へと生まれ変わりました。1920 年、旧称である
打狗が「高雄」へと正式に改名され、1924 年に
は ｢ 高雄市 ｣ に昇格しました。1939 年、高雄市
役所の新庁舎が現在の塩埕区に建設されると、
ここに行政と経済の中心が移され、高雄市のさ
らなる現代化と発展が促されました。

高雄市が世界史の表舞台に登場し始めたのは、百年前のことでした。

そして今、この都市のこれからの百年を築き上げるため、私たちは互

いに手を携えながら、前へと進んでいきます。

K  A  O  H  S  I  U  N G

港町・高雄の百年
さらなる未來へ

高雄港 # 旗後灯台
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中華民国政府の台湾遷都以降、高雄市は工業発展の道を
全力で歩み始めます。1979 年には人口が百万人を超え、直轄
市へと昇格しました。2010 年には高雄県と高雄市が合併し、
高雄市は台湾で最も面積の大きな直轄市となりました。その範
囲には北東の玉山主峰から南西の台湾海峡、そして東沙諸島
や南沙諸島太平島など広大な地域が含まれ、高雄市はより一
層豊かな自然景観や文化を内包することになりました。

2021 年午前 0 時 0 分、港町高雄の百年を祝う盛大な花火
が高雄の夜空を照らし、高雄市は改名百週年の元旦を迎えま
した。過去一世紀の歴史が、現在の高雄市の姿を作り上げてき
ました。そして今、高雄の人々は、互いに手を携えながら、次の
百年に向けてさらなる理想の都市像を描き出していくのです。



古くからこの地に住む原住民や各地から移
民して来た人々によって、高雄では色彩豊かな
多様な文化が育まれてきました。高雄を主な居
住地とするラアロア族、カナカナブ族、タイボア
ン族などの原住民には、魅力的で奥深い文化
があります。また、杉林区と甲仙区に居住するタ
イボアン族は、近年積極的に文化の復興を進め
ています。 

高雄はまた、移民の街でもあります。高雄市
の住民の大多数は、かつて中国の沿岸部にあ
る閩南地域（中国福建省南部）からこの地に移
住してきた人々であり、その居住地域は高雄市
の広範囲にわたっています。美濃区は客家人集
落として有名な町で、今でも多くの客家文化の
特色を残しています。日本統治時代には高雄港

が大いに繁栄し、澎湖諸島や台湾本島の南部
沿岸地域から多くの人々が高雄に移住してきま
した。第二次世界大戦後は、中華民国政府の台
湾遷都に伴って、「外省人」と呼ばれる中国本土
の人々が台湾へ移住し、軍事施設のある鳳山、
左営、岡山などに「眷村（けんそん）」と呼ばれる
集落を形成しました。20 世紀後半には、台湾人
配偶者との結婚を機に中国や東南アジア諸国
などから多くの人々が高雄市に移り住み、「新
住民」と呼ばれるようになりました。

民族の多　性 文化の花が咲き誇る
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国際コンテナ港 さらなる発展へ

高雄は数百年前には小さな漁港でしたが、百
年の時を経て台湾随一の港へと発展しました。現
在高雄港は国際規模のコンテナ港としてアジア
太平洋地域における海上物流のハブ港に位置付
けられ、アメリカやヨーロッパとアジアを結ぶ国際
航路における重要な中継港としての役割を果たし

ています。巨大な貨物船やクルーズ船が広々とし
た港湾区域を行き交い、世界の主要な港湾都市
をつないでいます。　

高雄港は自然の地理的条件に恵まれ、入出
港する航路が二つあるほか、その水域面積は
15,865 ヘクタール、最深部の水深は 16 メートル

8



です。2020 年、高雄港のコンテナ取扱量は 962
万 TEU に達し、世界で第 16 位の規模を誇ります。

国際船舶の巨大化の流れに対応し、高雄港の
総合的な競争力を高めるため、高雄港は「洲際コ
ンテナターミナル」の拡張計画を進めており、その
第 1 期工事はすでに完了しています。第 2 期工

事では海上を埋め立て、岸壁水深 18 メートル、大
型で自動化された「第７コンテナターミナル」を建
造する計画です。第 7 コンテナターミナルは、2023
年の完工後、世界最大級である 2.4 万 TEU の超
大型船の寄港が可能となり、年間のコンテナ取扱
量は約 450 万 TEU に達すると見込まれています。
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高雄市は 21 世紀初頭より、港湾と市街地の
一体的なまちづくりを目指し、一連の港湾再開発
を進めてきました。まずは港湾と都市の垣根を取
り払うことで、市街地と港湾を融合させる「市港
一体化」構想を打ち出しました。そして「亜洲新
湾区」計画の発表後は、高雄ソフトウェア園区、
高雄展覧館、高雄市図書館総館及び併設展覧
館・文創会館、高雄ポートターミナル、高雄流行
音楽センター、駁二芸術特区など周辺の主要施
設をライトレールでつなぎ合わせ、都市産業の

「　洲新灣區」計画

転換と発展を加速させるプロジェクトをスタート
させました。

亜洲新湾区を訪れれば、世界的な建築家が
設計した海岸沿いのビル群が目に飛び込んでき
ます。真新しい建物に新興産業が入居し、世界
中の注目を集めています。高雄市は 5G・AI・体
感テクノロジーなどのスマートテクノロジーを導
入し、それを交通・文化展覧・流行エンターテイメ
ント・観光旅行・医療などの各種の公共施設と結
びつけ、亜洲新湾区を台湾最大の 5G AIoT イ

10



ノベーションテストエリアとして整備しています。
現在、これらの大型施設の幾つかはすでに竣工
し、新興産業の入居を次々と受け入れ始めてい
ます。港湾周辺エリアは、世界的な著名建築家
の手によって高層ビルの聳え立つ都会的な景観
へと生まれ変わり、世界からの注目を集めてい
ます。

産業構造の転換は高雄市の重点政策であり、
5G AIoT 産業は高雄発展のカギを握る主要産
業に位置づけられています。「亜洲新湾区 5G 

AIoT 創新園区（イノベーションパーク）」計画は、
亜洲新湾区を都市転換の扉を開く鍵として発展
推進するものです。5G AIoT 創新園区の発展の
エネルギーを牽引するため、高雄市は積極的に
企業の投資を誘致しているほか、産業発展と住
宅のニーズを両立させるため、公共住宅建設を
進め、ソフトウェア園区の第 2 期開発を加速化さ
せるなど、亜洲新湾区の生活機能をさらに充実
させています。
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世界のテクノロジー産業が目まぐるしく発展
し、産業サプライチェーンの再編が進む今、高雄
はこの歴史的なチャンスを逃すことなく、時代に
先駆けた産業転換を積極的に推し進めていま
す。今こそ、高雄に投資する最高のチャンスです。

高雄市は、スマートシティ5G AIoT 産業を推
進するため、「高雄市スマートシティ推進委員会」
および「亜洲新湾区 5G AIoT 国際大連盟（企
業チーム）」を設立しました。電気通信事業、クラ
ウドサービス、システム統合サービスの事業者や
イノベーションチームを誘致することで産業のク
ラスター効果を生み出し、また大企業が新興企
業の育成をサポートすることにより、「亜洲新湾
区 5G AIoT 創新園区（イノベーションパーク）」
内に完全なサプライチェーンが整備されることが

期待されています。そして各種のスマートテクノロ
ジーを応用、統合して海外に輸出すれば、高雄
はスマートシティの世界的発信地となることがで
きます。

高雄はまた、航空産業および半導体産業を積
極的に推進しています。航空産業については、仁
武産業園区および橋頭科学園区が中心となり、
路竹、岡山、仁武等の既存の産業集落を牽引す
ることで、高雄市における航空産業サプライチェ
ーンを発展させる計画を進めています。このほか
にも、台南科学園区から南に向かって路竹科学
園区、橋頭科学園区、楠梓科技産業園区、仁武
産業園区などを一本の線でつなぐ「南部テクノロ
ジー回廊」を形成し、半導体産業のサプライチェ
ーンを完備させるべく努力しています。

スマートシティ 5G AIoT 　業
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高雄市は、若者の夢をかなえる街を目指して、
生活環境の整備や就職および起業の機会の増
加に力を入れています。

高雄市は、仁武産業園区、橋頭科学園区、亜
洲新湾区 5G AIoT 創新園区の開発に力を入
れていますが、これにより、若者の就職や起業の
機会が 1 万件以上増えることが見込まれていま
す。高雄市はまた、起業を望む若者のニーズに応
えるために「青年創業諮問ネットワーク」を設立
し、創業融資や人材育成、ビジネスマッチングな
どのサービスを提供しています。また、DAKUO
高雄市数位創意中心（デジタルコンテンツセン
ター )、駁二共創基地（イノベーションセンター）、

若者の夢をかなえ 定着を促す

KO-IN 智高点（スマート開発エリア）などのスタ
ートアップ・ハブでは、産業に新たな力を注ぐべく、
青年起業家に対するインキュベーションや育成
に取り組んでいます。

高雄市は、将来の若年就業人口の増加に備
え、8,800 戸の公営住宅の建設を予定していま
す。また、24 時間利用できる一時預かり託児施
設を新設するほか、0 ～ 2 歳児向けの託児セン
ターや 2 ～ 5 歳児向けの公共保育サービスを
整備しています。このように住居と育児の問題を
解決することで、若者が安心して高雄に根を下
ろし、大いに才能を発揮できる街づくりを進めて
います。



快適な
都市生活

K  A  O  H  S  I  U  N G

ライトレールの車窓に流れる都市の風景を眺め、公共自転車でロマ

ンチックな水辺や緑溢れる公園を散策しながら、日常の中にある幸

せを見つけてみましょう。

駁二芸術特区



高雄を訪れた際には、愛河で港町のロマンチ
ックな風情を味わってみませんか？

高雄の市街地には、愛河、前鎮河、鳳山渓、後
勁渓などの河川が流れています。いずれも河川
整備を経て、花の咲き乱れる美しい光景が見ら
れますが、中でも愛河は旅行客に人気の観光ス
ポットです。

愛河は、昼と夜とでそれぞれ異なる趣がありま
す。昼間は河畔をゆっくり散策しながら水辺の風
景を眺めたり、川沿いにある高雄市歴史博物館

や高雄電影館などを訪れたりするのがお勧めで
す。また、カヌーや SUP、ウィンドサーフィンなど
の水上アクティビティを事前に予約して、都会で
のウォータースポーツを楽しむのも良いでしょう。

夜の愛河は、格別にロマンチックで、四か所の
ライトアップされた橋が水面に映り込み、幻想的
な雰囲気を醸し出しています。河畔でコーヒーを
味わい、クルーズ船「愛の船」やゴンドラに揺られ、
美しい高雄の夜景に酔いしれてみてはいかがで
しょうか。

高雄で欠かせない　光スポット 愛河

快適な
都市生活

K  A  O  H  S  I  U  N G

ライトレールの車窓に流れる都市の風景を眺め、公共自転車でロマ

ンチックな水辺や緑溢れる公園を散策しながら、日常の中にある幸

せを見つけてみましょう。

駁二芸術特区
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高雄市の市街地には、炭素排出量が少なく環
境にやさしい公共交通機関のネットワークが完
備されており、住民の生活ニーズが満たされて
いるだけでなく、旅行者も環境にやさしい交通で
観光を楽しむことができます。

高雄市には、世界に開かれた高雄港と高雄国
際空港があります。また、鉄道に乗って高雄から
台湾一周に出かけることも、高速鉄道に乗って約
一時間半で台北に行くことも可能です。

高雄市街地の公共交通ネットワークは、市の
南北、東西の十字方向に走る MRT のレッドライ

ンとオレンジラインの 2 路線が中心となり、人口
密度の最も高い地域を結んでいます。また、炭素
排出量の少ない軌道交通である環状ライトレー
ルが MRT のレッドラインとオレンジラインに連
結し、MRT の交通システムをさらに完璧なもの
としています。環状ライトレールは現在 23 駅が
完成し、2023 年には全線開通の予定です。この
ほか、MRT のレッドラインでは岡山－路竹区間
の延伸工事がすでに着工し、また新路線イエロ
ーラインや小港－林園区間の延伸計画も進めら
れています。

CO２排出量の少ない交通網　　　かな遊　道で深呼吸  緑豊 歩

16



MRT とライトレールに加え、市内をくまなく走
る公共バスや YouBike 公共自転車レンタルス
テーションを利用すれば、市内どこへでも行くこ
とができます。郊外と都市部間の移動距離を短
縮するため、高雄市には 207 本のバス路線（バ
スと同じ料金で乗れるタクシー路線 37 本を含
む）が設定され、38 の行政区画や各地の観光地
の間を走っています。住民は「高雄 iBus」アプリ
を利用することで、いつでもバスの位置情報を
確認することができます。また、高雄市は現在、公
共自転車レンタルステーションの設置を積極的
に進めており、2021 年 8 月末までには市全体で
1000 か所のレンタルステーションが完成する予
定です。そのほか、高雄市には約 1035 キロメー

トルに及ぶ自転車道があり、その路線は市の全
域にわたります。山や海、河川、港など、どんな場
所へも颯爽と風に乗って旅することができます。

高雄市街地における鉄道の地下化工事が
完了した後、地上線路の跡地を利用して、全長
15.37 キロメートル、総面積約 71.3 ヘクタール
の遊歩道「緑園道」が作られました。北は左営区
の新左営駅から東は鳳山区の大智高架橋まで、
かつての線路跡が都市の街並みを縫うように走
る美しい公園へと生まれ変わりました。ここでは
都市の喧騒や人混みに煩わされることなく、散歩
や景色をゆったりと楽しみ、深呼吸をしながら心
地よいひと時を過ごすことができます。

17



高雄には運動ができる場所がたくさんあり、ス
ポーツを思い切り楽しむことができます。

高雄の市街地には、緑豊かな公園が至る所に
見られます。特に「凹子底森林公園」、「衛武営都
会公園」、楠梓区の「高雄都会公園」など、各種テ
ーマに基づいて設計された大型の公園は敷地
面積も広大で、ジョギング、球技、ダンス、スケート
ボード、ローラースケートなど、さまざまなアクティ
ビティを楽しむことができます。

「鳳山スポーツパーク」は、高雄市で初めて設
立された国民スポーツセンターです。パーク内に
は各種フィットネスマシンが完備され、さまざまな
スポーツ教室、バドミントンコート、プールがあり、
運動を愛する市民のために快適な環境が整備さ
れています。現在、より多くの市民に運動の場を
提供できるよう、各地でこのような国民スポーツ
センターの建設が進められています。

運動を愛する市民のために
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「高雄澄清湖野球場」は 2021 年、台湾プロ野
球リーグの一軍による試合を28 回開催し、野球
ファンを大いに喜ばせました。高雄市ではまた、
便利な交通網を整備することによってプロ野球を
支援する計画を進めており、将来は高雄 MRT
のイエローラインで高雄澄清湖野球場に行けるよ
うになり、球場へのアクセスがより便利になります。
「寿山国家自然公園」は、高雄の人々にとって

自然豊かな裏庭のようなものです。木製の階段を
登って気軽にハイキングを楽しむこともできます
し、山頂までの登山に挑戦することもできます。道
中では、思いがけずタイワンザルに出会うかもし
ません。頂上に着いた後、親切な登山者が山頂ま
で運んでくれたお茶を一口いただけば、台湾の
人情味あふれる「奉茶」文化に心が洗われること
でしょう。



高雄港周辺のエリアは近年再開発が進み、美
しい街並みへと変貌しつつあります。最近では、
ライトレールや YouBike 公共自転車に乗ってこ
のエリアをゆっくりと散策することが、高雄観光
の新たなトレンドとなりつつあります。

さあ、高雄の気軽な旅に出かけてみましょう！
高雄流行音楽センターの「鯨魚堤岸（くじら海岸）」
から出発し、「愛河旧鉄橋」に差し掛かると、広々
とした愛河と港湾の景色が一望できます。そこか
ら高雄流行音楽センターの建築群を通り抜けれ

ば、今高雄でもっとも話題の「駁二芸術特区」に
到着します。駁二芸術特区は、もともと高雄港周
辺の古い倉庫群でしたが、今では高雄で最も重
要な文化と芸術の発信地になりました。大型の彫
刻作品やインスタレーション（装置芸術）の林立
する敷地内には、個性的なショップや書店、レスト
ラン、映画館など魅力的なお店が立ち並び、多彩
なアートイベントも開かれています。敷地内を散策
してみれば、倉庫の角を曲がるたびに新たな発
見があることでしょう。

港周　エリアを颯爽と旅する



駁二芸術特区の近くに完成した台湾初の旋
回橋「大港橋」も、高雄の最新観光スポットとして
注目されています。橋の上にある展望台に登れ
ば、高雄港の美しい景観を一望することができま
す。また、駁二芸術特区に隣接する複合型ショッ
ピングセンター「桟弐庫 KW2」では、美味しい食
事のほか、オシャレな雑貨店巡り等も楽しむこと
ができます。

また MRT と公共自転車 YouBike を利用す
れば、海外観光客に人気の「左営蓮池潭」へも
気軽に遊びにいくことができます。水辺の「龍虎
塔」は高雄のランドマークの一つであり、二つの
塔が山と湖を背景に聳え立つ美しい風景が魅
力的です。蓮池潭の湖畔には色彩豊かな楼閣や
巨大な神像の数々が湖を取り囲むように立ち並
び、東洋の神秘的な雰囲気を醸し出しています。
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K  A  O  H  S  I  U  N G

紺碧の海からの
幸せな贈り物

高 雄 市 民にとって、海は豊かな恵 みをもたらす母なる存 在です。プレジャーボート産

業 、そして近 海 漁 業と遠 洋 漁 業があるのも、全ては海のおかげです。

高雄展覧館 ＃ 高雄プレジャーボート産業



自分だけのためにオーダーメイドされたプレ
ジャーボートを手に入れてみたくありませんか？
台湾のプレジャーボート産業は、オーダーメイド
の分野で世界に名だたる実力を誇ります。ボート
専 門 誌『ShowBoats International』によれ ば、
台湾は 2021 年、80 フィート以上の大型プレジャ
ーボートの受注において、フィート数の合計が世
界第四位にランクインしました。中でも高雄は台
湾プレジャーボート産業の一大拠点であり、その
生産量は台湾全体の 8 割を占めています。

高雄は高品質のプレジャーボートと行き届い
たサービスを提供することができますが、それは
川上から川下までの産業クラスターが完璧に整

カスタムメイドのプレジャーボート 台灣造船業の実力

い、研究開発から設計、成形型と船体の製造、
木工と内装、機械・電気設備および周辺部品の
製造の各分野における専門的な工業技術に優
れ、さらには「一流のプレジャーボートを製造す
る」ことへの確固たる自信があるからにほかな
りません。

2022 年 3 月には、第四回「高雄国際ボートシ
ョー」が開催されます。世界中のバイヤーが高雄
に集まる中、台湾プレジャーボート産業の実力が
世界の目に留まることになるでしょう。また、台湾
ブランドのプレジャーボートやクルージングレジ
ャーサービスの販売を推し進める絶好の機会と
なることも期待されます。

K  A  O  H  S  I  U  N G

紺碧の海からの
幸せな贈り物

高 雄 市 民にとって、海は豊かな恵 みをもたらす母なる存 在です。プレジャーボート産

業 、そして近 海 漁 業と遠 洋 漁 業があるのも、全ては海のおかげです。

高雄展覧館 ＃ 高雄プレジャーボート産業

23



打ち寄せる波が長い年月をかけて、65 キロメ
ートルに及ぶ高雄の海岸線と 16 の漁港の風景
を作り出してきました。省道 17 号線沿線には、
見渡す限りの養殖池が広がっています。また近く
の漁村に立ち寄ってみれば、人で溢れるにぎや
かな魚市場や、静かな佇まいの漁港など、さまざ
まな趣のある風景に出会うことができるでしょう。

風情ある漁村の風景



高雄の沿岸地域では水産物の養殖が盛んで、
国内外から高い評価を得ています。主に養殖さ
れているのはハタ、サバヒー、ティラピア、スズキ
などであり、中でも永安区のハタや弥陀区のサ
バヒーが最も有名です。近年は消費者のニーズ
に合わせた様々な新商品が開発されており、例
えば少量パックの冷凍切身や調理済み食品、魚
介エキスのサプリメント、永安区のタマカイハン
バーガーなどは、いずれも消費者の高い人気を
得ています。

永安区の永新漁港、弥陀区の弥陀漁港、林園

区の中芸漁港などの漁港では、漁船が入港する
と途端に忙しくなりますが、水揚げ作業が終わる
とまたすぐにただ漁師たちが漁網を繕う、静かで
のどかな漁村の風景に戻ります。

漁港は食通の人々にも人気です。「蚵子寮海
産物直売センター」で水揚げされたばかりの魚
介類を購入し、代理調理のお店に持ち込めば、
新鮮な海の幸が並ぶ豪華な食卓がすぐにでき
あがります。また、「興建港観光魚市」でも、海鮮
好きの人々の舌を満足させる様々な海鮮料理が
堪能できます。
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高雄は港湾都市であり、海の男たちがここか
ら世界の海へと旅立っていきます。遠洋漁業の
漁獲量は豊富で、中でもまぐろとさんまの漁獲量
は世界第三位を誇ります。

漁獲量だけではありません。遠洋漁業の隆盛
が、超低温冷蔵業、水産加工業、水産物貿易業、
造船業などの発展を牽引しました。環境に配慮
したサプライチェーンが、台湾遠洋漁船による海
の幸を世界中の消費者の食卓に届けています。
各海域の漁場において豊富な経験を有する台
湾は、国際的な地域漁業管理組織にも漁業実体

（Fishing Entity）として参加し、持続可能な生
態系の理念を提唱し続けています。

遠洋漁業でとれる海の幸を世界
の食卓へ 持　可能な漁業をめざ
して

高雄市の「前鎮漁港」は台湾最大の遠洋漁業
拠点であり、台湾で最大トン数の漁船が帰港す
る港です。現在高雄市では、前鎮漁港が海産物
の生産・消費・観光・マリンレジャーを兼ね備え
た国際的な漁港に発展するよう、中央政府と手
を携えながら各種取り組みに力を入れています。
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予測不能で変わりやすい海の気候は、特殊な
宗教文化を育み、また生態保護や生態の持続可
能性の理念を生み出しました。

高雄市の沿岸部にある茄萣区の主な廟では、
「王船醮」と呼ばれる祭りが不定期に開催され
ています。2021 年 1 月、茄萣区白砂崙の「萬福宮」
では、18 年ぶりに王船醮の祭りが開催されまし
た。道教の神様である王爺の船、「王船」を盛大
に走行させる儀式は、災厄の消滅を望む人々の
願いを象徴し、王爺の庇護で人心を安定させる
意味合いがあります。王船が燃やされる当日に
は、大勢の人々がその光景を見守りながら祈りを
捧げます。

海洋文化に親しみ 自然生態を守る

林園鳳芸宮の媽祖像は四年に一度海上巡礼
を行いますが、その船隊の規模は台湾最大を誇
ります。2021 年には、媽祖の神輿が初めて高雄
流行音楽センターの屋外広場に立ち寄りました。
林園鳳芸宮の媽祖の海上巡礼は、2013 年に高
雄市の民俗文化財に登録されました。

白砂崙漁港が企画している海洋生態体験ツ
アーでは、漁船に乗り、「二仁渓」水域の生態に
ついて学ぶことができます。また、林園区の「海
洋湿地公園」は、多くのサカサクラゲが棲息して
いることで有名です。



旗津には美しい自然、文化と歴史、芸術の息
吹、そして美味しい食べ物のすべてがあります。
ここは、活気あふれる観光の島です。
「旗後灯台」や「旗後砲台」などの古跡もある

旗後山の山頂からは、高雄の雄大な海と山、河
や港の風景が一望できます。また自転車や旗津
名物「人力三輪車」を利用すれば、のんびり自分
のペースで島を巡り、旗津の文化や美しい自然
の風景を満喫することができます。

旗津 海辺の美しい街

旗後山のふもとを走る「馬雅各(マクスウェル)
記念自転車道」は、旗津の絶景が楽しめるサイク
リングロードです。沿道の片側にはサンゴ礁の巨
大な岩壁が聳え立ち、その反対側には雄大な海
の景色が広がっています。この光景に魅せられ、
何度も繰り返しここを訪れる人も少なくありませ
ん。柔らかいきめ細かな砂浜は、波打ち際での水
遊びや散歩に適しており、日暮れ時の美しい夕
焼けも魅力です。



「星空トンネル」を抜けて「海岸公園」や「風車
公園」へと続く道の傍には「海の真珠」や「虹の
教会」などの巨大なオブジェが置かれ、撮影スポ
ットとして観光客の注目を集めています。近年で
はこのような野外芸術作品がほかにも次々と完
成し、この一帯は「旗津芸術回廊」と呼ばれるよ
うになりました。海洋風景に溶け込む芸術作品
の数々は、旅行者たちを魅了してやみません。

グルメも旗津観光の魅力の一つです。「旗津
海鮮街」や「旗津観光市場」、そして「中洲エリア」
の海鮮料理店では、きっとあなたを満足させる海
鮮料理に出会えるはずです。
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K  A  O  H  S  I  U  N G

小さな町に今も残る歴史の面影、厳しい自然環境が生んだ特色ある文化、

のどかな田舎町を訪れれば、旅人の心はさらに豊かに彩られるでしょう。

美濃

田園に　まれた
小さな町



高雄の小さな田舎町の文化を探訪してみれ
ば、旅人の心は時空を超え、歴史と文化の豊か
な記憶の世界を巡り始めます。

ヨーロッパのクラシカルな雰囲気が漂う「旗山」
は、日本統治時代に栄えた町です。20 世紀初頭
の街づくり計画によりデザインされた街並みには
歴史的な建造物が数多く残されています。旧市
街の中山路には、今でもバロック様式の赤レンガ
建築や石造りのアーチが連なるアーケード通り
が見られ、レストランや土産物屋が立ち並んでい
ます。中でも地元のバナナで作られたお菓子や
アイスバーなどは絶対に見逃せません! 「旗山
駅」や「旗山小学校」は日本統治時代の建物であ
り、優美なラインの装飾が特徴的です。旧市街に
隣接する「旗山天后宮」は、1824 年に建造され

小さな町 文化の旅

ました。廟内には見事な工芸品や歴史的な文物
が保存されており、中でも媽祖像は台湾でも指
折りの可動式彫刻作品として珍重されています。

K  A  O  H  S  I  U  N G
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緑の山々に囲まれた美濃の街は、美しい田園
風景の中、赤い瓦に白壁の「三合院」造りの家々
が点在する田舎町で、のどかで静かな空気が流
れています。

美濃は、客家人の集落として知られており、客
家文化の伝統を色濃く残しています。旅人は、油
紙傘、美濃陶芸、藍染工芸品、素朴な客家風藍
染めシャツ、色彩豊かな客家花布などの工芸品
や、美味しい客家料理などの中に、客家文化の
美を見出すことができるでしょう。

「美濃湖」には、まるで水墨画のような優美な
景色が広がっています。湖畔の歩道を散策すれ
ば、美しい湖や周囲の山々の景色が堪能でき、
小さな田舎町の風情を存分に楽しむことができ

ます。「永安老街」は美濃で最も早くから栄えた通
りで、ここでは美濃旧橋、林春雨古厝（古民家）、
東門楼などの古跡や歴史的な建物を見ることが
できます。
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高雄の内門区は、環境の厳しい土地にありま
すが、その貧弱な土地がかえって驚くべき文化
や風情を育みました。とくに、観音菩薩巡行の祭
りや、「宋江陣」と呼ばれる伝統武芸には、その特
徴が色濃く残されています。

観音菩薩は、内門の最も重要な信仰対象です。
毎年、観音菩薩の生誕日（旧暦 2 月 19 日）の前
に 4 ～ 5 日にわたって催される「羅漢門（内門の
旧称）迎仏祖」の祭りでは、観音菩薩像が数十の

「陣頭」に守られながら町中を巡行します。菩薩
像の神輿が通る際には、道の両側にある民家や
商店の軒先で盛んにお香が焚かれ、また無料で
食べ物や飲み水などがふるまわれます。

陣頭の中では「宋江陣」が最も有名です。宋江
陣の起源は三百年前に遡ります。当時、人々の生
活は苦しく盗賊も横行していたので、村人たちは

自衛のために武芸を磨きました。その伝統が、観
音菩薩を妖魔から守るために随行する「陣頭」武
芸として今に伝えられているのです。

二百年以上の歴史をもつ「羅漢門迎仏祖」は、
2014 年に国の「重要民俗」として文化部に認定
され、高雄の重要文化財となりました。

　しい大地が育んだ「陣頭」文化
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高雄の丘陵の地形は変化に富んでいて、まる
で大自然の彫刻家が造り出したかのようです。高
雄の特殊地形を巡る旅は驚きの連続です！

高雄には、台湾で最も面積が広く、また台湾を
代表する悪地地形が存在します。田寮区の 8 割
はそのような悪地であり、荒涼とした地表が月面
に似ていることから、「月世界」との呼称で有名に
なりました。「月世界地景公園」は、高雄の悪地を
鑑賞するのに最適のスポットです。園内には遊歩
道や階段が整備され、「弦月展望台」からは公園
の全景や周囲に広がる月世界の絶景を一望す
ることができます。

「烏山頂泥火山自然保護区」は、燕巣区にあ
る泥火山です。泥水の噴出口では、泥の泡がぶ
くぶくと大きな音を立てて絶え間なく湧きだし、流

月面散　 不思議な地形

出した泥水が川のように波打ち、泥が何層にも重
なると表面が凝固してひび割れます。まるで生き
ているかように変化し続ける地表の模様には、自
然のもつ美しさが感じられます。

六亀区の「十八羅漢山」は、その独特の形状
から「火炎山」の名でも知られています。釣鐘状
の山峰が 40 余り連なる光景は、仏教の羅漢像
を彷彿とさせるもので、荖濃溪対岸からの眺めは
とくに壮観です。現在、十八羅漢山は自然保護区
となっており、敷地内には日本統治時代に樹木
伐採のために切り開かれた 5 つのトンネルもあ
ります。ガイドスタッフの引率により、独特な地質
やさまざまな植物、コウモリの棲み処など、美し
い生態を探索することもできます。
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K  A  O  H  S  I  U  N G

高い山の上にある原住民の集落には、伝統のトーテム、四季折々の祭典、

古来から伝わる歌など、心に響く豊かな文化が伝えられています。

桃源区 # 聖貝祭

高山の原住民集落

豊かな文化



原住民とは、台湾に最も早くから居住していた
人々です。原住民の文化は、台湾文化における
最高の宝物です。

高雄市には那瑪夏区、桃源区、茂林区の 3 つ
の「原住民行政区」があります。那瑪夏区には主
にブヌン族とカナカナブ族、そして一部ラアロア
族が暮らし、桃源区には主にブヌン族とラアロア
族が暮らしています。また茂林区には主にルカイ
族が居住しています。それぞれの部族は独自の
言語や服装、トーテム、祭りなどの伝統文化を保

高雄の原住民集落

ち続け、さまざまな方法で民族文化の復興に努
めています。

茂林区の「多納集落」は、ルカイ族の伝統や
文化を最も完全な形で保存している集落であり、
ここかしこに伝統的な石造りの家屋（石板屋）や
ルカイ族特有の色彩豊かなトーテム、石彫刻など
が見られます。国定考古遺跡「萬山岩彫り」は「萬
山集落」の最も代表的で特色ある文化であり、現
在の集落にも萬山岩彫りと同じタイプの岩彫り
の芸術作品が数多く見られます。

K  A  O  H  S  I  U  N G

高い山の上にある原住民の集落には、伝統のトーテム、四季折々の祭典、

古来から伝わる歌など、心に響く豊かな文化が伝えられています。

桃源区 # 聖貝祭

高山の原住民集落

豊かな文化
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那瑪夏区の民権小学校は、グリーン建築の
模範として有名です。その図書館の建物の設計
コンセプトは、カナカナブ族の「男子集会所」を
由来としています。集会所は集落における狩り
の経験や知恵の継承を意味し、読書もまた智慧
を継承するもう一つの手段であることを象徴し
ています。

原住民は文化を創造する力に溢れています。
原住民の芸術家の多くは、自分たちの部族の
物語を伝統的なトーテムと融合させて表現し、
皮彫刻、織物、パッチワーク、刺繍、ビーズ、岩彫り、
木彫りなどの精巧な芸術品を創り出しています。
杉林区と甲仙区に居住するタイボアン族は、「大

満舞踊団」を設立し、民族伝統の歌や踊りによ
ってタイボアン族の物語を人々に伝えています。
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原住民の集落にとって、季節ごとの祭典は一
年で最も重要な行事です。祭りについて皆で話し
合い、各々の役割を果たすことは、部族の文化を
継承していくための重要な儀式となっています。

ラアロア族は毎年 2 月から 3 月にかけて「聖
貝祭」を開催し、貝の神様を祀って集落の平安、
豊猟と豊作、部族の繁栄などを祈ります。カナカ
ナブ族は 3 月に「河祭」を催し、部族に恵みをも
たらす河川を与えてくれた天に対する感謝を捧
げます。また 10 月には「米貢祭」を執り行い、粟
の豊作を祝うとともに、地の神様と「小さな人々」
が与えてくれた食べ物、そして天の神様の庇護
に感謝を捧げます。ブヌン族は毎年 4 月から 5
月にかけて「射耳祭」を開き、狩人の英雄の歌を
歌いながら、狩りの伝統技術を若い世代に継承
します。茂林区のルカイ族が住む多納集落では、
毎年 7 月に「黒米祭」を開催し、豊作を祝い、天
の庇護に感謝するとともに、次の年の豊作と平安

獨自の文化 季節の祭典

を願って祈りを捧げます。
旧暦 9 月 15 日には、タイボアン族の「夜祭」

が開催されます。「開向」（禁忌の解除を意味する）
の儀式では、部族の人々が祠の前に集まり、太祖

（祖霊信仰）を迎え、賑やかに歓待します。「開向」
の期間中、部族の人々は歌や踊りを楽しみ、結
婚をすることができます。そして毎年旧暦 3 月 15
日に「禁向」の時期が来ると、農業に専念するた
めに娯楽は禁止されます。
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4 月は那瑪夏区におけるホタル鑑賞のシーズ
ンであり、20 種類あまりのホタルが山林に現れ、
まるで夜空に輝く星のように樹々の間を飛び回り
ます。旅行客は「達卡努瓦集落」周辺のホタル観
賞ルートを巡り、ホタル観賞を楽しむことができ
ます。

毎年 11 月から翌年 3 月の涼しい時期にかけ
て、100 万匹を超えるルリマダラが越冬のため
に茂林区の「ルリマダラ幽谷」へ飛んできます。こ

ホタルと蝶の舞う山林の景色

こでは陽光の下で紫色に輝くルリマダラが飛び
交う幻想的な光景が見られ、また時には、蝶たち
が木の枝で数珠繋ぎになって休んでいるところ
や、地面に集まって水を飲んでいるところなど、珍
しい生態を見かけることができるでしょう。高雄の

「ルリマダラ幽谷」は南米メキシコの「オオカバ
マダラの森」と並んで、世界の二大「越冬型蝶の
谷」と呼ばれています。
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桃源区の「寶山集落」では、大自然の新鮮な
空気を吸いながら、茶畑、オランダカイウ、コーヒ
ーの樹など異なるテーマを持つ 6 つのハイキン
グコースを楽しめます。ハイキングコースの近くに
ある寶山「桜花公園」は高雄最高の花見スポット
で、毎年初春のお花見の季節にはさまざまな種
類の桜が次々と満開を迎え、山頂は鮮やかなピ
ンク色に染められます。

南部横貫公路を海抜 2000 メートルの場所ま
で登ると、日本統治時代に開かれた「中之関歩
道」があります。歩道の脇には天まで届くような
巨木が立ち並び、さまざまな種類の鳥や動物た
ちが生息する自然豊かな森の中で、ハイキングや
森林浴を楽しむことができます。
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高い山の上にある原住民の集落には、伝統のトーテム、四季折々の祭典、

古来から伝わる歌など、心に響く豊かな文化が伝えられています。

日常に溶け込む
芸術と文化

高雄流行音樂センター # 鼓山地嶽殿吉勝堂

高雄には輝かしい歴史や文化を肌で感じられるスポットが数多く残さ

れています。目に見るもの、耳に聞こえるもの全てに芸術の美が溢れて

います。

K  A  O  H  S  I  U  N G



文化施設は都市の心の象徴です。「高雄流行
音楽センター」は、海のモチーフを組み合わせた、
ユニークな外観の建築物です。「衛武営国家芸
術文化センター」のデザインは地元高雄の生活
をモチーフとしたもので、両者はいずれも世界に
誇る高雄のランドマークです。

最近オープンしたばかりの「高雄流行音楽セ
ンター」では、波やサンゴ礁、イルカ、鯨など ｢ 海
洋 ｣ をモチーフとしてデザインされた建築群が
愛河の両岸に跨るように立ち並んでいます。ウォ
ーターフロントに立つメインビルディング「高低塔」

建築の美 文化施設巡り

には、10,000 人の観客を収容できる屋外ステー
ジと、客席 6,000 の大型室内ホールがあります。
敷地内の「鯨魚堤岸（くじら海岸）」には 6 つの
独立したイベント会場があり、200 人から 1,000
人を収容することができます。高雄流行音楽セン
ターは台湾南部最大の音楽の発信拠点であり、
また亜洲新湾区で最も注目されるランドマーク
の一つです。夜になると、ピンクとブルーのイルミ
ネーションが港湾の夜景を華やかに彩り、亜洲
新湾区で最も目を引く代表的建物の一つとなり
ます。

高い山の上にある原住民の集落には、伝統のトーテム、四季折々の祭典、

古来から伝わる歌など、心に響く豊かな文化が伝えられています。

日常に溶け込む
芸術と文化

高雄流行音樂センター # 鼓山地嶽殿吉勝堂

高雄には輝かしい歴史や文化を肌で感じられるスポットが数多く残さ

れています。目に見るもの、耳に聞こえるもの全てに芸術の美が溢れて

います。

K  A  O  H  S  I  U  N G
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「衛武営国家芸術文化センター」は、白い波形
の外観が前衛的で近未来感を感じさせるデザイ
ンで、米 TIME 誌の 2019 年「世界百大ベストス
ポット」の一つにも選ばれました。「ガジュマル広
場」の樹洞を思わせる開放的な空間は、衛武営
公園のガジュマルの樹の下に集う人々からイン
スピレーションを得てデザインされました。世界
最大の単一屋根で構成される大型文化施設でも
あり、館内のオペラハウス、コンサートホール、プ
レイハウス、リサイタルホールなどの 4 つの会場
に計 6,000 人収容可能な、台湾南部初の国際
的な芸術文化ホールです。

そのほかにも、空中に浮かんでいるような半透
明の天幕が目を引く「大東文化芸術センター」や、
日本統治時代の建築を利用した「高雄市歴史博
物館」、また多くの屋外彫刻に囲まれた「高雄市
立美術館」なども、ぜひ訪れてみたい文化施設
です。



史跡や古い建築物、旧市街の街並みといった
ものは、その街の歴史や人々の記憶の集合体で
あり、故郷を離れた人々が永遠に故郷とのつな
がりを感じるための心の拠り所でもあります。高
雄市は近年、この町の記憶を保存するため、史
跡や古い建物など、歴史的意義のある建築物の
修復と活性化に取り組んでいます。

「左営旧城」は、台湾全土で最も保存状態の
良い清朝時代の城跡です。高雄市が現在進めて
いる「見城計画」は、台湾最古の石城である左営

古跡の修復 都市の記憶を守る

旧城の修復プロジェクトで、左営旧城の東門、南
門、西門、北門、および城内遊歩道の五大修復
計画が含まれます。左営旧城という歴史の重要
な 1 ピースを再現することで、台湾近代史の全
体像をより明らかにしようとする計画です。2020
年 11 月には東門の堀に水が流され、左営旧城
は在りし日の姿を少しずつ取り戻しています。

鼓山区の「哈瑪星（はません）」エリアは、高雄
の近代化の端緒となった場所であり、その独特
な街並みにこの場所の発展の軌跡を見て取るこ
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ありながら絶妙なバランスが保たれています。逍
遥園は、2010 年に「歴史建築」として登録され、
2020 年 11 月 1 日には高雄市による修復工事
が完成し、一般に開放されました。

このほか、約半世紀前に数万人に上る軍人た
ちの記憶を留めた「金馬賓館」は、現代美術館と
して生まれ変わりました。

とができます。「興濱計画」は、山、港、鉄道、町を
四大テーマとして、旧市街地の古い建物や山林
歩道を修復し、鉄道文化園区と第 2 船渠をつな
ぐ計画で、人々にこの街の成り立ちの記憶を取り
戻してもらおうとするものです。

「逍遥園」は、1939 年、日本の浄土真宗本願
寺派西本願寺第 22 第法主である大谷光瑞によ
り、台湾における別荘として建てられました。こ
れは多重屋根をもつ二階建ての独特な建築ス
タイルの建物で、正面から見ると左右非対称で
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人気のポップ・ミュージシャンが多数参加する
大晦日の年越しカウントダウンライブは、若者た
ちが最も楽しみにしているイベントです。2020 年
末は、「打狗」から「高雄」への改名百周年を迎え
るため、高雄流行音楽センター、高雄港蓬莱商港、
駁二芸術特区などベイエリアの各会場で、「2021
跨百光年（光の百年）」と題した盛大なイベントが
催されました。陸・海・空に向けられた光のパフォ
ーマンスや港町百年を記念する花火など、愛河
全体を舞台とした演出に高雄の夜空が明るく照
らされました。また、初の試みとして三会場のステ
ージ（高雄流行音楽センター、蓬莱商港、海上舞
台）の同時進行で年越しカウントダウンが行われ
ました。新型コロナウイルスの影響により、イベン

心を潤す 文化と芸術の祭典

トはオンライン中継に変更されたものの、高雄の
パワーは画面越しにも伝わり、台湾全土の人々を
驚かせました。

春節期間中には、「高雄ランタン芸術祭」が愛
河の両岸、旗山、岡山、林園、仏光山などの会場
で催されます。一年で最も盛大なこのイベントに
は、大勢の観光客がランタンを見に訪れます。ま
た 2022 年の台湾全国ランタン祭りは 20 年ぶり
に高雄で開催される予定（前回は 2001 年開催）
で、大きな期待が寄せられています。また、端午
節に毎年愛河や林園区の中芸漁港で開かれる

「ドラゴンボートフェスティバル」も台湾全国から
注目されるイベントです。



同様に、2022 年に再び 高雄で開催される
「 台 湾 デ ザイン祭 」も、高 雄 に 新 たなエネル
ギーをもたらしてくれることでしょう。台 湾 三
大映画祭の一つに数えられる「高雄映画祭」
では、特にショートフィルム部門のコンテスト
が 国 際 的な注目を集めています。この ほか、

「 国 際コンテナアートフェスティバ ル 」、「 国
際 鉄 鋼 彫 刻アートフェスティバル 」、「 高 雄デ
ザイン祭」などのアートイベントも、都市のブラ
ンドイメージを高め、市民によりよい生活をも
たらしています。

高 雄 市 民は芸 術の美を一 年 中 楽しむこと
ができます。上 半 期には「 高 雄 春 の 芸 術フェ
スティバル 」が 開 催され、国 内 外から著 名な
楽団や 劇団が高雄に招かれて公演を行いま
す。また下半期の「高雄庄頭芸術祭」では、質
の高い演劇作品が漁村や 農村などで上演さ
れ、市民の心を潤し、都市のソフトパワーを発
信しています。
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地元の伝統行事の多くは、神仏を祀り幸福を
祈る宗教的行事に由来しています。高雄市の各
地には、敬虔な信仰や豊かな生命力に溢れた個
性的な伝統行事が数多くあります。

「高雄戯獅甲」は、もともと前鎮区戯獅甲の
廟で開催される地元の獅子舞行事でしたが、高
雄市が海外や台湾各地の獅子舞団を高雄に招
待して競演会を開催したことで、世界トップレベ
ルの獅子舞団が高雄の地で獅子王の座を競うよ
うになりました。今では世界三大獅子舞大会の
一つに数えられ、高雄は世界の獅子舞文化推進
における重要な拠点となっています。

高雄各地の民俗文化に見られる
庶民の活力
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内門区は、「宋江陣」と呼ばれる陣頭武芸で
その名を知られています。「高雄内門宋江陣」も
高雄市のサポートの下で全国規模の宋江陣大
会へと成長し、学生たちによる創作宋江陣コン
テストなども催されるようになりました。
「左営萬年祭」の伝統行事「迎火獅」では、数

日間にわたって火獅子の像が蓮池潭周辺に点
在する廟に順番に安置され、人々は廟を訪れて
火獅子に祈りを捧げます。イベントの最終日に
は火獅子を燃やす儀式が行われますが、これ
は心願成就と諸災消除を象徴しています。

各地にある廟の前の広場では、神様をもてな
すため、歌仔戯、布袋戯、影絵、人形劇など、地
元の伝統戯曲がよく演じられています。これら
の野外演劇は、広場に椅子を並べるだけで誰で
も見ることができます。舞台上で銅鑼の音が響
く中、親孝行や男女の恋の物語が歌にのせて
語られ、高雄の地域色豊かな伝統戯曲や芸術
が次の世代に伝えられています。
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K  A  O  H  S  I  U  N G

高雄の美味しい食べ物を探し、百年の歴史がある古民家に宿泊し、

一味違う旅の楽しさを発見してみませんか。

高雄を感じる
食と住の旅

 # カラスミ



高雄の歴史文化や自然景観をより深く体験し
てみたいなら、特色ある民宿やキャンプでの宿泊
を選んでみるのはいかがでしょうか。きっと思い
がけない発見が得られるはずです。

高雄市は、文化や歴史の残る古い建物を修復
し、特色ある民宿として経営することを推奨して
います。左営区蓮池潭の近くにも古民家を改造し
た民宿があります。百年以上の歴史をもつ伝統
的な閔南式家屋の内部には骨董家具が配置さ
れ、昔の人々の生活が偲ばれます。美濃区や旗

山区にも、古い三合院の建物を改造した民宿が
あります。夜は虫の声を聞きながら眠り、朝は太
陽の光で目を覚まし、青々とした田園や山岳をゆ
ったりと眺めれば、日々の喧騒を忘れることがで
きるでしょう。

旗津区には台湾最大の海岸キャンプ場があり
ます。海に面したキャンプ場からは刻々と変化す
る海の絶景や港を行き交う船舶を眺めることが
でき、夜は美しい夜景に囲まれて、一味違う海の
時間を過ごすことができるでしょう。

百年の歴史ある古民家に泊まろう

K  A  O  H  S  I  U  N G

高雄の美味しい食べ物を探し、百年の歴史がある古民家に宿泊し、

一味違う旅の楽しさを発見してみませんか。

高雄を感じる
食と住の旅

 # カラスミ
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高雄の美味しい食べ物といえば、季節の果物
は外せません ! 大切に育てられた果物の一つ一
つに、農家のこだわりと美味しさがギュッと詰まっ
ています。

高雄は台湾最大のインドナツメの産地で、旧正
月前後にはさっぱり甘く、新鮮でジューシーなイン
ドナツメを味わうことができます。生産地の多くは
悪地の近くにありますが、この特殊な土壌こそが、
甘くてジューシーな美味しいインドナツメを生み出
します。

季節ごとの美味しい果物



高雄産パイナップルの収穫期は 3 月から夏の
終わりまでで、この期間中、酸味と甘みのバラン
スがとれた旬の美味しいパイナップルが味わえま
す。パイナップルは、生で食べるだけでなく、料理
や加工食品にすることができます。例えば大樹区
の「パイナップルアイス」や、一口で二つの果物が
楽しめる「鳳荔双心酥（パイナップルとライチのケ
ーキ）」や内門区の ｢ 龍鳳酥（パイナップルと竜眼
のケーキ）」は、パイナップルのおいしさを最大限
に引き出しています。近年、高雄市ではパイナップ
ルの輸出を促進するため、シンガポール、日本、韓
国、オーストラリア、カナダなどの国々に積極的に
PR し、頑張る高雄の農家を応援しています。

5 月から 6 月にかけては高雄の「玉荷包」ライ
チの収穫期です。種が小さくて果実が多く、風味
豊かな「玉荷包」は、ライチのなかでも特に高級な
品種であり、収穫期は短く、生産量も限られていま
す。「高雄限定」のおいしさを、ぜひタイミングを逃
さずに味わってみてください。

高雄には他にも、旗山のバナナ、燕巣のグアバ、
六亀のレンブ、金煌マンゴーなどの有名な果物が
あります。産地に行って味わうだけでなく、市や農
協などが運営する「高雄首選電商平台」のウェブ
サイトからもおいしい旬の果物を購入することが
できます。
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路地裏の美味しい料理を探索することは、高
雄旅行で欠かせない楽しみの一つです。

塩埕区の街角には、高雄の伝統的な ｢ 小吃
( 一品料理 )｣ の店が数多く立ち並びます。米糕

（中華風おこわ）、肉粽（中華風ちまき）、かき氷
などさまざまな種類の店があり、路地に足を一歩
踏み入れれば、創業数十年の老舗がそこかしこ
に見つかります。美濃区の客家料理は塩辛い味
付けが特徴で、特に美濃粄條（在来米を用いた
麺料理）、客家小炒（客家風炒め物）、姜絲炒大腸

高雄各地の美味しさを求めて

（ショウガと豚もつの炒め物）などはぜひ味わっ
てみたい定番料理です。岡山区といえば羊肉料
理が有名ですが、特に薬膳羊肉鍋が人気です。
田寮区の地鶏は歯ごたえのある食感が特徴的
で、地鶏料理の店が多く立ち並びます。永安区の
タマカイ鍋は、ほのかに甘みのある新鮮な海の
味が楽しめます。甲仙区の芋頭粿（タロイモ餅）
やタロイモアイスは、濃厚でなめらかな食感と、香
り高い味わいが人気のデザートです。



高雄には、ほかにも手間ひまをかけて作られ
る珍味の数々があります。梓官区で作られる天
然のカラスミは、新鮮なボラの卵をきれいに洗
い、糸で縛って塩漬けにした後、石などの重しを
使って水分を抜きます。最後に何度も裏返しなが
ら陰干しをして完成です。熟成したカラスミは、も
っちりとした独特の食感で、口に入れれば濃厚
な味わいと香りが広がります。茂林区のルカイ
族に代々伝わる粟酒は、1 年以上の自然発酵を
経て醸造されたもので、冷やして飲めばさらに
風味が際立ちます。桃源区寶山の茶農家は、台
湾在来種の貴重な茶を移植剪定し、長年有機
栽培を続けています。精製された茶葉は野生茶
特有の風味を放つだけでなく、濃厚なハチミツ
の香りがします。

高雄の多様な民族が、多様な食文化を生み出
しました。台湾各地や異国の料理も、今では市民
の日常の食卓に欠かせない存在になりました。
高雄では中国各地の麺料理が味わえますが、こ
れは眷村の住民によってもたらされた食文化で
す。また市内に立ち並ぶ澎湖島の海鮮料理屋は、
澎湖島からの移民によって開かれています。この
ほか、結婚や就職のために中国本土や東南アジ
アから高雄に移住した「新住民」の人々も、故郷
の料理をこの街に広めました。甲仙区では、新住
民の人々がカンボジア料理で旅行客をもてなし
てくれます。
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K  A  O  H  S  I  U  N G

国際交流

新型コロナウイルスの流行下においても、高雄は国際都市交流を

やめることはありません。

高雄市は世界の 5 大陸に跨る 34 の姉妹都
市および友好都市を有し、新型コロナウイルス
の世界的な流行下においても、ビデオ会議など
を通して相互の友好・協力関係を深め続けてい
ます。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に
より多くの国際交流活動が中断されている中、
高 雄 市 は 2020 年 11 月に「2020 国 際 会 議 協
会（ICCA）」の年 次 総 会を主 催しました。また
2020 年 11 月には、欧州経済貿易事務所に所
属する EU 加盟国 10 か国の台湾駐在使節およ

世界をつなぐ友情の輪

びビジネス代表団の訪問を受け、さらに同月、30
か国の台湾駐在使節が高雄を訪問し、将来の協
力について話し合いました。

高雄市はまた、国際的な責任を果たすべく力
を尽くし、スロバキアのブラチスラバ県、ルーマ
ニアのコンスタンツァ市、そしてインドに医療用マ
スクを寄贈しました。2021 年 6 月、台湾で感染
拡大が深刻化した際には、日本とアメリカからワ
クチンが台湾に提供されました。国際間の真摯
な友情が、肩を並べ、共に前進する力を与えてく
れるのです。
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