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�移動��移動�のの時代時代とと街街づくり～づくり～台中台中・・奈良奈良・・大連大連～～   

日程表日程表  

場所「東海大學 圖書館 B1 良鑑廳 

        主催「東海大學 日本語文學系 
        共催「奈良女子大學 人間文化研究科︾東海大學 教學卓越計畫 

時間 2009 年 12 月 18 日 金曜日 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 学科主任挨拶                    
趣旨説明 

     林珠雪
松永稔也 

 
その１ 台中事例報告                          
第一部 都市計画と歴史的経緯から見る第一廣場 

10：10～10：30 台中都市計画における第一廣場の位置づけ 陳彦廷・陳智祥 

10：30～10：50 第一廣場の変遷 白春燕 

10：50～11：05 質疑応答  

 第二部 第一廣場の現在 

11：10～11：30 移動によるサービス業の変化             
－第一廣場のホテルから考える－ 劉玉璽 

11：30～11：50 第一廣場における商品の流通と消費行動の相関について 
－速食麺を例として－ 大内宏信 

11：50～12：05 質疑応答  

12：05～13：20 昼食 

 その 2 大連事例報告 

13：20～13：40 大連の観光交通における路面電車のあり方についての研究 庄義鳳 

13：40～13：50 質疑応答  

 その 3 奈良事例報告  

13：55～14：15 観光と町並み保存について 海老原芳 

14：15～14：35 
奈良県生駒市における商店街活性化事業、駅前再開発事業に
ついて－100円商店街および駅前修景ワークショップを事例
として－ 

大竹梓 

14：35～14：55 奈良・奈良女子大学の紹介、今回の授業成果発表、日本の事
例紹介 

  劉丹・郭琳晶
楊為學 

14：55～15：10 質疑応答  

15：10～15：30 休憩 

15：30～16：30 総合討論（会場の皆さんとともに） 司会：松永稔也 

16：30～16：40 閉会の辞 林珠雪 
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2009年度東海大學日本語文學系・奈良女子大學人間文化研究科	  交流討論會	  

會議趣旨説明	  
  

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

 
 少々長くなりますが今回の合同討論会の開催に至った経緯から始めさせていただきます． 
 東海大學日本語文學系碩士班には 2006 年の開設当初から選択科目の一つとして「移動與溝
通」という名称の授業が設定されています．ここでは「私たちの経済的、文化的、社会的な活動
を成立させるさまざまな「移動」（国境内部における場合から国境の越境まで．留学、観光、ビ
ジネス、移住、移民など）という営為がもたらす公共性の成立過程と、その変容の関係性」が検
討されています． 
 2008 年度にこの授業を担当するにあたって私は「台中駅前にあるショッピング・モール「第
一広場」を移動の「現場」として捉え，第一広場に関わる時間的事柄（歴史，沿革，変遷，将来）
や共時的事柄（どんな店があり，どんなモノが売られ，どんな人が集い，どんな情報が行き交い，
どんな移動が行われているか）について検討し，論文集などの形で「作品化」する」という目標
を設定しました．  
 実際の社会における人々の営みを「作品化する」などという表現は，高等教育機関に所属する
者の持つ「研究対象」化への眼差しであり注意が必要ですが，とにかく，社会に関わること（社
会的実践）を重んじる本碩士班のなかで，自分たちもその構成員として関わっているものとして
社会を捉え，かつ自身の実体験も踏まえつつその社会を切り取ってみる，ということに挑戦して
みたのがこの授業でした．  
 半年の授業のあいだ，ショッピング・モールの持つ公共的性質や商業性，市民参加という観点
からどのように第一廣場を捉えることができるのかといったことを検討しながら，さまざまな論
文の講読を行い，第一廣場にたびたび足を運び，また第一廣場 3 階店舗自治会会長連朝旺さん
からは大変貴重なお話を聞くこともできました．学期末，各受講者の関心に従って第一廣場に関
するレポートを提出してもらいこの授業は終了しました． 
 その後，本学科が 2009 年 6 月に創刊した学科紀要『多元文化交流』の第二号の特集として，
この授業で行った「社会を描写する」試みをもう少し「実践」の方向へ拡張発展させることを提
案しました．この紀要特集の内容を構成するにあたって，都市計画，街づくりの専門家であり，
2007 年度，2008 年度に 2 回にわたり研討會を共催していただいた奈良女子大学人間文化研究
科の中山徹先生に論文の寄稿をお願いしたところ，ご快諾いただくと同時に，東海大學日本語文
學系と奈良女子大学との協働としては 3 回目の合同討論会の提案をいただき，それが本日の合
同研討會の開催へと結実しました．都市計画，街づくりの専門の方々に来ていただくことで，私
たちの実践へ向けた活動がより「実現可能性」の高いものになることを嬉しく思っています． 
 
「移動」の時代と街づくり「移動」的時代與市街營造：タイトルに込めたかった意味 
 
 そもそも，いつの時代も人やモノが全く移動をしないということは無かったといえます．その
意味では，全ての時代が「移動の時代」であるとも言えるわけです．ただ，現在は，人・モノの
みならず金や情報などさまざまなものの移動の方法・手段が格差を伴いながらも高度に発展し
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ている時代である，ということは言えるように思います．この研討會の表題が括弧付きの「移動」
となっているのには，そのような時代の状況に対する意味づけが込められています． 
 当初，この討論会のタイトル案は二つありました．一つは「移動」の時代の街づくり」（「移
動」時代下的市街營造），もう一つは「移動」の時代と街づくり」（「移動」的時代與市街營造）
です．日本語版でいえば，わずかに「「移動」の時代」「街づくり」をつなぐ助詞「の」と「と」
のみという一見すれば些細な違いです． 
 前者のバージョンには，街づくりを行う「主体たち」が「移動」の時代というものに直面させ
られ，翻弄され支配下に置かれてしまう，対応を迫られる，というような意味合いがあるように
思います．そうではなく，街づくりの「主体たち」のほうが，移動の時代と対等に向き合いなが
ら「前向きな」，「積極的な」意味を「街づくり」という営みに対して与えるのである，そのよ
うな希望をこめて，「「移動」の時代と街づくり」というタイトルに決定しました．第一廣場に
関して言えば，「移動者（外国籍の客）」が増えて困る，どうしたらよいのか，というのではな
く，外国籍住民も交えて新しい街づくりを行うことを積極的に働きかけていくイメージ．「移動」
の時代と「うまくやっていく」ことをイメージしてこのタイトルを採用した次第です．このよう
な捉え方が現実に即したものとなり得るのか，はたまた，「移動」の時代にやはり「翻弄される」
と考えざるを得ないのか，この討論會を通して，参加者の皆さんとともに考えていきたいと思い
ます． 
 
 最後に，本討論会の概要について説明します． 
 本討論会は，大きく分けて“事例報告”と“総合討論”の二つの部分からなっています．事例報告
は台中・奈良・大連の 3つの地域に分かれています．まず，“その 1”として東海大學日本語文學
系の学生が台中の事例を，「第一部 都市計画と歴史的経緯から見る第一廣場」と「第二部 第
一廣場の現在」の二部構成で紹介します．発表者たちは（教員も含めて）「街づくり」「都市計
画」の専門家ではないため，踏み込んだ議論を行えるかどうか，についてはやや心許ないという
感がなきにしもあらず，です．が，「多元文化理解」や「社会的実践」の方法（論）を学んでき
た発表者たちが，街づくりという社会的実践とどのように関わることが可能か，その予備的な試
みとして捉えていただきたいと思います．“その 1”は全体として，第一廣場をめぐるさまざまな
事象について過去から現在までをたどることを通して，「第一廣場の将来」像を参加者の皆さん
に想像-創造していただく試みでもあります． 
 “その 2“，”“その 3“では，奈良女子大学人間文化研究科の学生により，中華人民共和国の大
連，および日本の奈良の事例について報告をしてもらいます．“その 2”では，観光都市としての
大連における公共交通のあり方について検討をしています．ここでは「移動」にかかわる二つの
事象「観光」，「都市交通手段」についてアンケート調査等を駆使した報告が行われます．“そ
の 3”では奈良の各市街地における「観光と町並み保存」，「商店街活性化事業、駅前再開発事
業」という観点から報告を行ってくれます．ここでも「観光」，「商店街への消費者の誘致」な
ど「移動」と街づくりの関係性を，さまざまな角度から示してくれています．また，“その 3”
では奈良，奈良女子大学の紹介と移動に関わるさまざまな日本の事例の紹介も行われます． 
 最後には総合討論の時間を設けています．ここでは奈良女子大学より中山先生や婭茹先生にも
加わっていただき，会場の皆さんとともに「移動」と街づくりについて検討を行いたいと思いま
す．繰り返しになりますが東海大學日本語文學系の発表者たちは，街づくりに関してはまったく
の素人です．が，台湾・日本の諸言語，諸文化を学ぶ者たちが，その言語的能力を使い／磨いて
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いくことを通して一体どんな社会的実践ができるのか，奈良女子大学の発表者の皆さん，会場の
皆さん，たくさんの人たちと協働し，考え，行動していきたいと考えています1． 

                                                             
1 なお，この討論会論文集の最末尾には補論として拙文を掲載させていただきました．都市計画の素人集団が，学科の
教学理念の重要な柱である社会と関わる「実践」にすこしでも接近するために，どのような「実践的・理論的」な「構
え」ができるか，というようなことを考えながら書いたものです．第一廣場をはじめとする台中の街づくりに，台中市
民でもあり大学関係者でもある私たちがどのように関わっていけるのか，そのようなことを考え始めるための「実践」
の小さな小さな第一歩となればと思います．その様式としても内容としても論文に値せずという批判は真摯に受け止め
つつ，いかにして実践活動と執筆活動を結びつけていけるか，実践的であることが同時に記述的，論文的でもある，そ
のような道への模索を続けていきたいと考えています． 



-8- 



-9- 

2009年度東海大學日本語文學系・奈良女子大學人間文化研究科	  交流討論會	  

會議宗旨説明	  
 

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

東海大學日本語文學系 蔡薰婕 譯 

 

  雖然有點冗長，請容我從本次交流討論會舉辦的緣由說明起。 
  東海大學日本語文學系自 2006 年創立碩士班起便開有一門名為「移動與溝通」的選修課程。
透過「移動」，經濟層面、文化層面、社會層面的各種活動得以成立，這裡所指的「移動」包含了
國境內的移動也包含了跨越國境的越境移動，留學、觀光、商業、移居、移民等等都在範圍內。課
堂上我們探討「移動」帶來的公共性成立之過程與當中各種變貌之間的關係。 
  2008 年擔任「移動與溝通」的任課教師時，我設定了以下的目標：將台中火車站前的購物商
城「第一廣場」視為移動之「現場」，調查第一廣場的歷時性事件（歷史、沿革、變遷、將來）與

共時性事件（有什麼樣的商店、販賣什麼樣的商品、聚集了什麼樣的人群、有什麼樣的資訊在此交
換、進行著什麼樣的移動），並將調查結果以論文集的形式「作品化」。 

  將社會上實際發生的作為與活動「作品化」的說法實為高等教育機關人員將社會活動貶為「研
究對象」的表現，本應引以為戒。不過，在本系碩士班重視社會脈動（社會實踐）的理念下，身為
社會的一員、身為與社會不可分割的一份子、在這堂課上，我們嘗試理解社會並參照自身的體驗，
企圖捕捉該社會的樣貌。 
  在這半年的課程當中，我們除了討論從購物商城所擁有的公共性、商業性及市民參與等觀點出
發該如何認識、描述第一廣場以外，也講讀許多論文，更時常走訪第一廣場，並訪問第一廣場三樓
商店自治會會長連朝旺先生，從連會長那裡聽聞許多寶貴的意見與逸話。修課學生於期末時針對自
己關心的主題提交報告，課程到此結束。 
  本系學術期刊「多元文化交流」創刊於 2009 年 6 月，我提議將課堂上所嘗試的「社會描寫」
朝實踐性方向發展，並以特刊的方式發表在第二期的「多元文化交流」期刊上。在構思刊物的內容
時，特別向奈良女子大學人間文化研究科的中山徹老師邀稿。中山老師不但是都市計畫及社區市街
營造的專家，2007、2008 連續兩年和本系一同合辦研討會。邀稿時，中山老師不但立即答應撰稿
更提議由東海大學日本語文學系與奈良女子大學合辦第三次的交流討論會。因為以上的緣由才有這
次的交流討論會的誕生。這次得以和都市計畫、市街營造的專家共同舉辦研討會，使我們對活動實
踐性的落實能多一些「實現的可能」，為此由衷感到欣喜。 
 
「移動」的時代與市街營造 「移動」の時代と街づくり：寄託於討論會名稱裡的深意 
 
  人・物完全不移動的時代可說是不存在的，如此說來，所有的時代都是「移動的時代」。然而，
現代除了人・物的移動以外，貨幣與資訊等各式各樣的移動與移動方式之間都存在著極大的落差，
這是一個在具有高度差異性的同時也高度發展的時代。我們將研討會名稱裡的「移動」特別加上引
號就是為了表現現今時代的景況。 
  一開始要舉辦交流討論會時我們有兩個名稱腹案，一個是「「移動」の時代の街づくり」（「移
動」時代下的市街營造），另一個是「「移動」の時代と街づくり」（「移動」的時代與市街營造）。
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乍看之下只是日文「移動」和「街づくり」中間的助詞用「の（下的）」還是用「と（和）」的細
微差別罷了。 
  可是，前一版本帶有市街營造的「主體們」被迫生存於移動的時代下，受其支配與操弄、窮於
應付的意涵。但這並不是我們想要傳達的。市街營造的「主體們」對等地面對移動的時代，並賦與
市街營造「樂觀」「積極」的含意̶̶將這樣的希望寄託於研討會的名稱，最後決定採用「「移動」
の時代と街づくり」的版本。以第一廣場來說，我們想點明的也不是「移入者（外籍訪客）」越來
越多很傷腦筋、怎麼辦才好？而是：和外籍居民共同攜手、積極進行嶄新市街營造的遠景，在心中
描繪「移動」時代並懷抱著「樂觀期盼」於是採用了這次的標題。這樣的觀點是否貼近現實？又或
者，我們終究必須受「移動」的時代所操弄？希望藉由這次的討論會和每一位與會者一同思考。 
 
  最後，針對這次交流討論會的概要稍作說明。 
  本討論會可分為”實例報告”與”綜合討論”兩個部分。實例報告分為台中、奈良、大連三大地區。
首先由東海大學日本語文學系的學生介紹台中，第一節當中又分為兩大部分，分別是：「第一部 從
都市計畫與歷史經過看第一廣場」與「第二部 第一廣場的現在」。所有的發表人（包含教師）都
不是「市街營造」與「都市計畫」的專家，因此是否能夠做深度的討論確實令人有點不安。不過，
我希望大家能夠把這次的討論會當做是一種預備性嘗試，看看發表人在學過「多元文化理解」與「社

會實踐」的方法（論）後如何和名為「市街營造」的社會實踐產生聯繫。在第一節的台中實例報告
裡，從過去到現在整體性地介紹第一廣場各種樣貌，也希望透過第一節的介紹請每一位與會者和我
們的一同想像̶創造「第一廣場的未來藍圖」。 
  在第二節和第三節，我們請到奈良女子大學人間文化研究科的學生替我們介紹中華人民共和國
的大連以及日本奈良的實例。在第二節當中，將探討觀光都市「大連」的公共交通，並報告「觀光」
和「都市交通方式」兩大與「移動」相關之主題的問卷調查結果。在第三節，將從奈良各地「觀光

與街景保存」「活化商店街事業・站前再開發事業」的觀點進行報告。報告中將從各種角度揭示「觀
光」「吸引消費者到商店街的戰略」等等「移動」與市街營造的關係。另外，在第三節中也會介紹
奈良女子大學以及與移動相關的各種日本實例。 
  在討論會的最後我們安排了綜合討論的時間，並請奈良女子大學的中山老師以及婭茹老師一同
加入討論，和會場的所有與會者一起思考、討論「移動」和市街營造。雖然先前也說過，東海大學
日本語文學系的全體參加者都是市街營造的門外漢。但是，這些台灣・日本的諸語言、諸文化的學
習者藉由使用/磨練自身的外語能力究竟能夠達成什麼樣的社會實踐？不只是現在，未來也希望能

和奈良女子大學的各位來賓、會場的與會者、以及各方人士共同合作、思考、行動來找出答案。1 
 

                                                             
1 另外，在會議論文集的刊末以補論的形式刊載了拙作。下筆時我不停地思考：為了能夠更接近本系「實踐（於社會）」之
教學理念，我們這群都市計畫的門外漢究竟可以採取什麼樣的「實踐性・理論性」的「態度方向」。身為一位台中市民、身
為大學教育機構裡的一員，我們該如何參與從第一廣場切入的台中市街營造？筆者懇切希望這次的交流討論會能夠成為「實
踐」的第一小步讓我們開始思考上述課題。確實，這次不論在形式上、還是內容上都不足以稱之為論文。不過，在我們真
心接受這樣的批判的同時，我們也持續努力摸索該如何連結實踐活動與論述活動，讓我們的活動不但是實踐性的同時也是
記述性、論文性的。 
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その一 台中事例報告 

第一部 都市計画と歴史的経緯から見る第一廣場 
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台中都市計画における第一広場の位置づけ	  
 

東海大學日本語文學系 碩士班二年級 陳智祥 

東海大學日本語文學系 碩士班二年級 陳彦廷 

 
1. はじめに 
 台湾第三の大都市台中市は南北をつなぐ都市で、日本植民地時代から現在にかけて、今の台中市の
様子になってきた。 
 大学院の「移動とコミュニケーション」の授業で、「第一広場」を中心として、周辺の人間の移動
と変化について調査を行った。この調査によって、この数十年間の間に第一広場の寂れを目にするこ
とができた。もともと台中市民の良く通っているショッピングモール第一広場は、もうすでに外国労
働者の集中地になってきた。その原因をもっと追究すれば、台中市都市計画に関わるのだろうか。 
 なぜかといえば、日本植民地時代の核心都市と比べると、この二十年間の都市計画の「多核心計画」
は今現在の市中心の周囲の商業と住宅などを発展させている。だから、本論では台中市都市計画の発
展を中心として、ぞれぞれが第一広場にどんな影響を及ぼすのかについて考察してみたい。 
 
2. 台中都市計画の形成と発展 
2.1 台中都市計画の経緯 台中市の都市計画は日本植民地時代から続けられていたが、戦後中華民国は
台湾を接収して、大陸からの移民が増えてきた。台中に移住してきた人も増えた。だから、昔の都市
計画は戦後には建て直された。そして、戦後からの台中中区のところ（第一広場の現地）はずっと台
中の商業中心であったけれども、都市計画が進められるのにつれて、商業の中心も変わってきた。本
節で、主に台中の都市計画の流れを論じて、それぞれの原因を追究していきたいと考える。 
 日本植民地時代の台中は現在より小さくて、住民も多くなかった。民国 34 年（1945）に中華民国
は台湾を接収してから、「台中」というところは「台中市」になった。その頃、台中には「区」が五
つあった。それぞれは北区、南区、中区、東区、と西区だ。民国 36 年（1947）に国民政府が中国大
陸から撤退して、移民が増えてきた。都市の土地使用範囲を拡大する政策が行われて、その時、台中
県に属する「北屯」「南屯」「西屯」が合併された。それが現在の台中市の様子である（図 1 と 2 参
照） 

図 1 図 2 

  
出典：逢甲大學建設學院（民國 90）『修訂台中市綜合發展計劃―部門計劃第一冊』台中市政府 

 昔植民地時代の都市計画も適用しなかったので、民国 42 年（1953）前後から、台中市政府は「旧
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市区主要計画」1を検討して、実施した。が、人数は四十六万人の限りがある。住宅地もすでに足りず。
そして民国 60 年代（1971）に、旧市区主要計画もすでに適用しなかったので、行政院と都市発展処
は「台中綱要計画」2を定めて、未来台中市の「都市計画方案」3の根拠とした。そのため、台中の土地
の利用価値が上がるようになったのである。 
 民国 55 年（1966）から、都市の重画区の計画が実施され、台中市の土地の利用できる範囲が拡大
されいる。民国 89 年（2000）まで、十一期が実施されていた。そして、民国 70 年代（1981）に「変
更台中市都市計画説明書」4で「副都市中心」の案が提出され、現在の中港路と文心路の交差点で新台
中市政府を建設して、もともとの単核心都市を多核心都市に変えていくのである。その法案は民国 84
年（1995）に発表されて、実施された。 
 だから、戦後からの台中市は変化しづづけて、もともとの中区の商業区も多核心都市政策によって
だんだん寂れてきた。このことが第一広場に影響を与えたのではないだろうか。 
 
2.2台中都市計画の発展―重画区を中心とする 

 台中都市計画は民国 34 年（1945）から政府が行ったわけではない。最初は日本植民地時代から残
っていた都市計画を続けて、検討して、発展させるやり方であった。そして、発展し続けて、健全な
計画が求められた。 だから、台中都市の計画が三つの時期：「個別都市計画時期」5、 「区域計画時
期」6、と「総合開発計画時期」7で分けられているのだ。以下に示すように、各時期の計画の内容を説
明する。 
1. 個別都市計画時期： 

 「個別都市計画」は民国 34 年から 58 年まで（1945～1969）実施されていた。都市計画初期は日
本植民地時代の都市計画である「旧市区主要計画」を検討して台中市内の市、鎮、郷を発展させるこ
とだった。それは都市内の経済、交通、教育などの基本施設を建てて、将来の都市の土地使用を計画
することだ。この時期の改革のポイントは台中市の基本建設を行い、土地の使用価値をあげることだ。
都市計画の全体にとって、きわめて重要な時期なのではないか。 
2. 区域計画時期： 

 「区域計画」は民国 58 年から 68 年まで（1969～1979）実施されていた。基本の建設が終わって
から、経済発展や公共建設も台中に住んでいる人々にとって、大切になると思われている。だから、
地域建設の範囲も広がっていくことになる。経済発展につれて各地域の人口が台中に移動してきて、
もともと限られていた四十六万人の人口の住宅区が足りなくなった。そして、公共的な建設も不足に
なってくる。だから、行政院と都市発展処は「台中綱要計画」を定めて、個別都市計画より発展させ
る。それは、台中地域の発展計画といえるだろうか。そして、都市内の産業発展も前期より広く含め
られている。 
3. 総合開発計画時期： 

 「総合開発計画」は、民国 68 年（1979）以降実施された。台中市政府だけで計画するのではなく、
                                                             
1 賴順盛‧曾藍田編（民国 78）『台中市発展史―慶祝建府百週年紀念』台中市政府、P279 

2 逢甲大学建設学院（民国 90）『修訂台中市綜合発展計画―部門計画第一冊』台中市政府、P1-7 
3 同上 
4 賴順盛‧曾藍田編（民国 78）『台中市発展史―慶祝建府百週年紀念』台中市政府、P299 
5 国立中興大学（民国 97）『台中市志―地理志』台中市政府、P222 
6 同上、P223 
7 同上、P224 
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台湾全国の各県と市の都市計画を含めて、各地域の功能を発展させることである。つまり、その計画
は台湾政府が全国を発展させるために、全国各地域の都市功能に関わる資料を分析して、作る計画で
ある。台中市政府は総合発展計画の中に「中部区域計画」8を原則として、台中市を発展させる。 
 以上で述べたように、民国 68 年（1979）以降台中の都市発展はすでに総合発展計画時期だった。
その中で、都市発展にはいろいろな建設が必要である。例えば、台中港と高速道路の建設など。 
 高速道路は全国の交通ネットをつなげ、台湾の各地に住んでいる人々の移動に対して役立ってい
る。国内経済が発達するうちに、西部の南北の交通ネットが必要であるので、国道 1 号は民国 60 年
（1971）から民国 67 年（1978）まで建設された。そして、台中港の建設は北部の基隆港と南部の高
雄港以外には重要な貿易の港である。それぞれは台中市の人口の増加と経済の発展に影響を及ぼして
いる。 
 本論で、筆者は台中地域的な計画を論じたいと考えている。「市地重画区は戦後の台中市都市発展
に重要な役割を占めている」9、ということで、もともとの台中の商業の中心地―中区の発展（現在の
第一広場の周辺）はその都市の重画区から影響されているのではないだろうか。だから、台中地方の
重画区の発展から、台中市の商業と住宅の変化を観察してみよう。 
 民国 49 年（1960）には「台中市都市土地重画施行規定」10が発表され、翌年実施の予定であったが、
市政府の経費が足りないため、延期された。民国 55 年（1965）から第一期重画区の計画（表 1）が
実施された。そこは台中駅近くの大智である。そして、実施し続けられるのは二期と三期である。麻
園と忠明の地方が民国 60 年（1971）から 63 年（1974）にかけて完成された。もうすでに個別計画
から地域計画に変わっている。その時の主な目的は住宅用のための建設であった。ということで、戦
後の人口増加の問題が緩和できるようになるのであろうか。 
 第四期以降はもはや総合計画時期であって、台中都市発展の計画は中央政府による全国開発計画の
ために作られた。だから、民国 68 年（1979）以降、台中の都市発展は前より急速に広がっていく。
前の農業用地が住宅地なって、商業圏（次の節に詳しく論じる）もある。住宅と商圏のほかには、第
五期の交通用地、第七期の新都市中心用地、第九期の台中県との繋がりなどがある。それぞれの重画
区の形成から見ると、台中市はどんどん拡大されてきた。 
台中市土地の重画区（表 1）            面積単位：ヘクタール 

重画区・地域名前 
完成日（民国）／
面積 

重画前の使用 重画後の使用 

第一期・大智 56.08／14.53 農業用地 住宅地 

第二期・麻園 60.02／24.26 農業用地 住宅地 

第三期・忠明 64.11／18.65 農業用地 新商圏 

第四期・中正と東山 69．08／440.66 郊外 商業と住宅 

第五期・大墩 74．01／228.31 農業用地 交通の要地 

第六期・干城 79.01／19.43 国家用地 高度の商業発展 

第七期・恵来 81.11／353.40 農業用地 新都市中心 

第八期・豊楽 80.12／148.80 農業用地 周辺の交通改善 

                                                             
8 国立中興大学（民国 97）『台中市志―地理志』台中市政府、P224 
9 同上、P233 
10 賴順盛‧曾藍田編（民国 78）『台中市発展史―慶祝建府百週年紀念』台中市政府、P301 
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第九期・旱溪 83.04／120.35 工業区 
1. 住宅 
2. 台中県との繋

がり 

第十期・軍公と水景 89.02／220 農業用地 水害の防治 

第十一期・四張犁 86.08／139.80 農業用地 
第四期とのつなが
り、北屯地方を発展
させる。 

整理：筆者 

参考資料出典：逢甲大学建設学院（民国 90）『修訂台中市綜合発展計画－部門計画第一冊』台中市政府 

国立中興大学（民国 97）『台中市志―地理志』台中市政府 

 

2.3まとめ 

 上述のように、台中都市計画には三つの時期があって、それぞれは台中の基本的な建設や経済を発
展させている。民国 68 年（1979）以降の「総合開発計画」は中央政府と一緒に計画され、中部の都
市機能を発揮させている。この時期の高速道路の建設と港もある。基本建設以外には、都市の経済発
展も良くなってきた。 
 都市の建設と経済発展につれて、人口が増加するのはいうまでもないだろう。だから、「重画区計
画」の実施が大切だと思われて、民国 55 年（1966）から実施された。表 1 の示すように、ほとんど
の重画区は住宅用だけれども、交通の改善と都市と都市のつながりの用意もある。 
 台中が都市計画によって発展しているのと同時に、もともとの旧商業区の第一広場の周辺は影響さ
れている。なぜかというと、その辺の人口がどんどん中区以外のところへ移住している。人口の減少
はその辺の商業にも影響しているのではないだろうか。 
 次の節で、商圏の形成の角度から第一広場に関する影響を追究したいと考えている。 
 
3 商圏の形成と発展 
3.1商業区の形成史 

 日本統治時代の台中市の商業区は、現在の駅前から五権路まで規定されて、緑川東路によって、東
は内地人の商人の商店、西は本島人の商人の商店だった。映画館は自由路と中正路の交差エリアにあ
って、雑貨は成功路に集中していたのだ。商業区はほぼ台中駅前に分散していた。つまり、台中市の
最初の商業区は駅前地区から発展して行ったのだ。 
 戦後、国民党政府が台湾を接収して、台湾を省に改制し、南投の中興新村に省政府を作った。その
ため、台中市は省政府の「窓口」として重視され、中部のメトロポリスと設定された。民国 36 年（1947）
以後、中国大陸系の人間がどんどん台湾に来て、台中市の人口が急に増えて、日本時代以来の都市計
画が相応しくなくなった。そのため、北屯、南屯、西屯を台中市に合併し、拡大された。 
 しかし、商業繁栄と人口増加のため、もとの都市計画では足りなくなってしまった、民国64年（1975）
から、台中市拡大都市計画を実行し、そして、民国 75 年（1986）台中市政府に公布された「変更台
中市都市計画説明書」によって、総合発展を狙って、各区機能を強化し「多核心構造」という概念で、
台中市を単一核心都市から多核心都市へ変更しようと示した。 
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 旧来の商業区―駅前商圏はは市中心を中心にして、自由路と三民路にデパートを建てて、デパート
商圏を作ったが、八十年代末期、旧市中心の交通や駐車の問題によって、どんどん発展が辛くなって
いた。民国 80 年代（1991）末期から郊外の中港路により大きいデパートがどんどん立てられていく
のだ。そして、ショッピングモールやスーパーマーケットなど大きい建物はどんどん市中心から離れ
て、多核心商圏発展という形で行くのである。 
 しかし、こういう状況で、商業活動もどんどん市中心から離れて、市中心もどんどん寂れていくの
で；その結果、市中心は寂れていき、周りの郊外は栄えていくという「ドーナツ現象」となった。 
 
3.2台中市各商圏の現状 

 台中市の現在は、多核心都市政策によると、市中心から離れた各「副都市中心」はそれぞれの中心
（デパートやショッピングモール、市場）で商圏を作る。そして、台中市政府の公式オフィシャルサ
イト11によると、現在（2009 年）の台中市の商圏は、以下の表 2のとおりに分けられる。 
 
表 2： 
 所在地 特徴 
精明一街商圏 
 

五期重画区、SOGOデパ
ートの周り 

「台中市のリビングルーム」として、西洋風な喫茶店と
色々な舶来品の店で作る洋風な街。 

大隆路商圏 
 五期重画区 西洋風なレストランと商店で作る洋風な街。 

継光街商圏 
 市中心 昔から引き続く南北の雑貨の街。 

美術園商圏 
 

五権西路の美術館の周
り 異国料理と芸術活動の「芸術街」 

天津路商圏 
 暁明女中の周り 「台中五分埔」と呼ばれる服の街 

大坑商圏 
 大坑風景区の周り 大坑の山登りの人間に向けレストランとホテルの街 

一中街商圏 
 

台中一中、台中技術学院
の周り 若い生徒に向けファッションや食事の街 

逢甲商圏 
 逢甲大学の周り 逢甲大学を中心に商店街と文華夜市で作る現在台中最大

の商圏。 
自由路商圏 
 市中心の自由路 台中名物―太陽餅の店を中心で、色々な機能がある古い

街。 
電子街商圏 
 市中心 パソコン用品、電子製品、オーディオ製品を中心に作る「台

中の秋葉原」 
整理：筆者 

参考資料出典：国立中興大学（民国 97）『台中市志―經濟志』台中市政府台中市政府休閒 FUN台中サイト   

 

 そして、各商圏は大体以下の形式で発展している： 
高級で新しい商圏：精明一街商圏、大隆路商圏、美術館商圏 
 精明一街商圏と大隆路商圏は、前述の三期と五期重画区で民国 60 年代（1970）から発展し、旧い
市中心の狭い道や旧式建築と違う快適な空間を目指す新たな商業区だ。それに、SOGO デパートも伴
って、現在台中の「模範商店街」だ。 
                                                             
11 http://fun.tccg.gov.tw/scenic/index.aspx 2009 年 11 月 19 日の資料より 
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 美術館商圏は台中美術館を中心に発展する商業区であり、日本時代から作られた緑の町はこの商圏
のもう一つセールスポイントだ。そして、美術館と文化中心で作る「文化の町」も、とてもアピール
している。 
風景区商圏：大坑商圏 

 大坑商圏は大坑風景区の入り口で、他の商圏と違う性能の「観光旅行の商圏」であるから、ここの
商店街には主に観光と繋がる店が並ぶ。そして、九二一補助金で商圏をリフォーム「台中市大坑円環
商圏重建景観改善工程」で、現在はもっと新しい観光及び旅行商圏となった。 
 
学区の若者向け商圏：一中街商圏、逢甲商圏 

 一中街商圏は台中一中、台中技術学院の周り、そして中友デパートと各大手の塾で作られた商業区
だ。この商圏は学区として、昼は普通の商店街だが、夜になると夜市の集中地だ。だからここは主に
「食事」中心で若者の消費者を目指す商圏である、個性があるレストランより安い食堂や屋台の方が
多い、それに若者のファッションの店も多くて、つまり、この商圏は若者文化を定位する商業区だ。 
 逢甲商圏は逢甲大学を中心に商店街と文華夜市で作る現在台中最大の商圏で、もちろん主な対象は
大学生だ。だから一中街に似ている「屋台が多い」、「食事が安い」「若者ファッション」という学
区商業区という点もあるが、一中街と違って、将来の市政府の予定地の近くで、将来の発展性も期待
される。 
 
専門店街商圏：天津路商圏、旧市中心の商圏（継光街商圏、自由路商圏、電子街商圏） 

 天津路商圏は暁明女中の周りで、いろいろな服屋で造る「台中の五分埔」だ。服の専門店街とし
て、中部の服屋さんを消費中心にして、中部最大の服の問屋区だ。 
 継光街商圏、自由路商圏、電子街商圏は旧市中心の商圏として、日本時代から引き続く古い商業区
だ。第一広場と隣に発展して、そして現在はそれぞれの特色をアピールした。 
 継光街商圏は日本時代から雑貨街を勤めていたのだ、現在は新しい歩行区を作って、南北の雑貨と
伝統な食べ物の店で造る街だ。 
 自由路商圏は台中の最初のデパート区だったが、現在は太陽餅の店が中心で、銀行や市役所など機
能的な商圏として続いているのだ。 
 電子街商圏は民国 94 年（2005）に台中市で最初に計画された電子街の商圏だ12。パソコン用品、電
子製品、オーディオ製品を中心としており、いわゆる「台中の秋葉原」だ。 
 以上の三つの商圏は、第一広場を中心に発展している。民国 98 年（2009）の現在ではまだ交通が
便利（電車とバスの集中地）だが、林立している新しい商圏に比べると、やはり寂れている。「第一
広場の近くに電子製品商圏がある。それは主に電子製品に関わるものを売っている商圏だが、NOVA13

と比べると、よくない。ということで、第一広場の周辺の景気はよくなくなってきていると見える」14

によって、第一広場の周辺にある電子街商圏に電子製品を買いに行く人が少なくなっている原因は、
やはり別の大きな電子製品の売店から影響を受けているということだろうと考えられる。 
 表 2 によると、現在の台中市の商圏は主に市中心と重画区に分散されるが、市中心の「古い街」に

                                                             
12 国立中興大学（民国 97）『台中市志―經濟志』台中市政府、P335  
13 現在、台中の最も大きな電気製品の売店。場所：台中市西區英才路 508 號 
14 第一広場管理委員会の会長―連朝旺さんのインタビューによる情報。訪問時間：2009 年 10 月 17 日。 
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比べて、重画区の各商圏は主に新しい「異国風レストランの町」を中心に作られているのだ。各区機
能を強化して「多核心構造」という概念で、台中市のそれぞれの商圏はそれぞれの特徴を発展させた。
一方、市中心の旧商圏を存続させるために、重画区の各商圏は主に新しい「異国風レストランの町」
と違う単一のものを売る「専門店街」になってしまった。 
 
3.3まとめ 

 多核心商圏発展という形で発展している台中市は、現在各商圏がそれぞれの特徴を強調し、発展し
ているが、現在の難点は、消費者が各商圏に分散される、つまり、もし商業区の発展がうまく出来な
かったら、商圏の衰弱に伴い消える可能性が高い。その結果、それぞれの発展がうまく出来ずに、た
だ消費者を分散するのみとなってしまう。 
 それに、もう一つ注意しなければならないことは、現在外国人労働者を消費者と目指す第一広場は、
2008 年の世界金融危機による台湾の外国人労働者の数量がこの年の 12 月から減っていく15、その結
果、外国人労働者の消費者が少なくなる第一広場は更に辛くなって行くのだ。 
 
4 結論 
 本論では論じられている「都市計画」と「商圏」は第一広場に対してかなり影響あるだろう。まず、
台中都市計画から見ると、都市計画、経済発展や人口の成長がほぼ重なっているともいえる。だから、
台中の中心地―第一広場の周辺は都市計画の実施と経済成長につれて変化しづづけている。交通の改
善と産業の発展が第一広場の周辺に影響を及ぼしているけれども、「重画区」の実施はかなり関連性
がある。なぜかというと、重画区が実施されてから、台中経済成長以外には、住宅地も拡大されてい
る。もちろん、別の県市の人が台中に移住する可能性が高くなるはずだと思っているが、もともと非
常に込んでいる台中中区の人々はどんどん他の重画区に移住しているのだろう。そうだったら、中区
の周辺の人口が減少し続けていく。第一広場の商業機能が影響されることが考えられる。そして、都
市が拡大されている際に、商業の功能も強くなってきて、経済も成長していく。活発な経済は都市に
対して非常に重要だと思われている。 
 「活発な経済を可能にするために、都市はなにをしなければならないか。それは、いわゆる都市政
策ではありません。これまで都市政策といえば、都市の基盤の整備計画か、都市のひずみへの対応策、
それに補助金行政に限られてきました。都市基盤の整備は必要ですが、それで活発な経済が維持可能
になるわけではありません」16、多核心商圏発展という形で発展している台中市の現在の難点は、前述
のとおり、消費者が各商圏に分散されるということだ、つまり、もし商業区の発展がうまく出来なか
ったら、商圏の衰弱に伴い消える可能性が高い。その結果、各自の発展がうまく出来ずに、ただ消費
者を分散するのみである。 
 一方、台中市はよく屋台で商圏を作るのだ。屋台という「夜市」という形式は、メリットは商圏の
形成がやり易くなるが、逆に商圏が消える可能性も高い。 
 2010年からの「台中県市合併計画」17によると、旧市中心の第一広場を中心にする各商圏は、新し
い市政府の変更によって、将来はもっと新しい道を見つからなければならない。 

                                                             
15 http://statdb.cla.gov.tw/html/mon/212010.htm 行政院労工委員会オフィシャルサイト 2009 年 11 月 26 日の資料より 
16 塩沢由典‧小長谷一之編著（2009）『まちづくりと創造都市―基礎と応用―』晃洋書房、P17 
17 http://big.taichung.gov.tw/ 2009 年 11 月 24 日の資料より。 
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 第一広場の現在の難点は台中市の商圏が増える一方、消費者がどんどんそれぞれの近い商業圏で消
費し、それぞれの商圏がどんどん発展する一方、市中心の第一広場がどんどん寂れていく、その結果、
「ドーナツ化」がもっとひどくなる。もう一つは市政府が七期重画区に移ることだ。市政府、駅、そ
して予定のMRT は、全部中区以外の重画区に移ることになる。つまり、もともと旧市中心で行う行政
や行事の人間も全部重画区に移る、そして、旧市中心の衰弱も予想できるだろう。 
 「今、第一広場に来る市民及び各年齢層の人は少なくなってきた。その原因は二つある。まず、重
画区と商圏が多くなった。次は、高速道路と高速鉄路が都心から離れている」18によると、重画区開発、
商圏発展及び交通の建設が第一広場に行く人が少なくなる原因なのだろう。 
 本研究で追究して分かってきたのは都市計画が都市全体にとっていいことなのだけれども、そのわ
けで悪い影響を受けているところもある。例が台中市中区の第一広場の周辺だ。政府は都市計画を通
して、都市各機能を備えて、市民、或いは外国人にいい生活を与えようとするのと同時に、全体の均
衡発展ということが忘れられてはいけないのだろう。そうすれば、都市の発展は計画不均衡のために
崩れないのだろうと考えている。 
 
参考文献 
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18 第一広場管理委員会の会長―連朝旺さんのインタビューによる情報。訪問時間：2009 年 10 月 17 日。 
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第一廣場在台中都市計畫裡所代表的意義	  
 
東海大學日本語文學系 碩士班二年級 陳智祥 

東海大學日本語文學系 碩士班二年級 陳彦廷 

 
1． 前言 
  台灣的第三大都市－台中市，是連接了南北主要都市。從日本殖民時代開始到現在，造就了台
中市現今的模樣。 
  在研究所的「移動與溝通」一門課裡，我們以第一廣場為中心去調查其週遭的人的移動及變化。
根據調查，這數十年間，第一廣場逐漸沒落。原本台中市民常常拜訪的購物中心－第一廣場，也已

經變成外籍勞工的集散地了。如果試著追究其背後原因，應該是跟台中市的都市計畫有關係吧。 
  為什麼這麼說呢。與日本殖民地時代的核心都市相較之下，這二十年間的都市計畫的「多核心
計畫」發展了現今市中心周圍的商業與住宅。故本論文裡，將以台中都市計畫的發展為中心，去探
討影響第一廣場的種種因素。 
 
2． 台中市都市計畫的發展與形成 
2.1台中市都市計畫的變遷 

  台中市的都市計畫，從日本殖民地時代以來就一直被持續進行著。戰後的中華民國政府在接受
台灣後，從大陸來台的移民就不斷增加。移住台中的人也隨之增加。所以戰後的都市計畫有被重新
規畫。戰後以來台中市的中區（現在第一廣場所在地）就一直是台中的商業中心。但是，隨著都市
計畫的實施，商業中心也逐漸轉變。本節裡，主要論述台中都市計畫的歷史，並追究其因。 
  日本殖民地時期的台中跟現在相較之下，其面積較小，人口也不多。民國 34 年（1945）時，
中華民國政府接收了台灣後，「台中」才變成「台中市」。在那時候，台中有五個區，分別為北區、
南區、中區、東區及西區。在民國 36 年（1947）時，因國民政府從大陸撤退來台，移民數量增
加。施行都市的土地使用範圍的擴大政策，當時僅屬於台中縣的「北屯」、「南屯」、「西屯」等
區域被合併於台中市內。形成現在台中市的樣子（請參照圖 1、2）。 

圖 1 圖 2 

  
出處：逢甲大學建設學院（民國 90）『修訂台中市綜合發展計劃―部門計劃第一冊』台中市政府 

 
  以前殖民地時代都市計畫已不再適用，民國 42 年（1953）前後，台中市政府開始檢討「舊
市區主要計畫」1，並加以實施。但居住人口仍有 46 萬人的限制，居住地仍舊不足。所以民國 60
年（1971），由於舊市區主要計畫已經不再適用，行政院及都市發展處制定「台中綱要計畫」2，
                                                             
1 賴順盛‧曾藍田編（民國 78）『台中市發展史―慶祝建府百週年紀念』台中市政府、P279 
2 逢甲大学建設学院（民國 90）『修訂台中市綜合發展計劃―部門計劃第一冊』台中市政府、P1-7 
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做為未來台中的「都市計畫方案」3的根據。如此一來，台中的土地就變得有利用價值。 
  從民國 55 年（1966）開始，都市重劃區計畫已經開始實施，台中市的可利用的土地範圍也
隨之變大。到民國 89 年（2000）為止，已實施十一期的重畫區。並於民國七十年代（1981）以
「變更台中都市計畫說明書」4為主，提出「副都市中心」的計劃案。新台中市政府將位於現今的
台中港路與文心路的十字路口上，從原先的單核心都市變成了多核心都市。 
  故戰後的台中市逐年變化，原先的中區商業區也由於多核心都市政策而逐漸變得蕭條。這也給
了第一廣場一定程度的影響吧。 
 
2.2台中市都市計畫的發展－以重畫區為中心 

  台中都市計畫並非從民國 34 年（1945）年才開始由政府來計畫。延續日治時代的都市計畫，
檢討過後並加以實施。為了持續的發展並要求全面性的計畫。所以台中的都市計畫分為三個時期，
分別為，「個別都市計畫時期」5、「區域計畫時期」6、「綜合開發計畫時期」7。如下所示，將更
進一步地說明各時期的計畫內容。 
 

1.個別都市計畫時期： 

  「個別都市計畫」於民國 34 年至 58 年（1945－1969）實施。都市計畫初期是將日治時期
的都市計畫「舊市區主要計畫」檢討過後，發展台中市內的鄉鎮市。此計畫亦建設都市內部的經濟、

交通、教育等基本措施，並計畫將來都市內部的土地使用。因此，此時期的改革重點，在於台中市
的基本建設，並提升土地的利用價值，對於都市計畫的總體而言是相當重要的時期。 

 
2.區域計畫時期： 

  「區域計畫」於民國 58 年至 68 年（1969－1979）實施。在基本建設完成之後，其經濟發
展與公共建設等對於住在台中的人也被認為相當重要。所以地域建設的範圍已隨之擴大。隨著經濟
的發展，各地方的人也移住到台中，原本設限 46 萬人口的住宅區已經無法承受。所以行政院級都
市發展處制定「台中綱要計畫」，比起初期的個別都市計畫，更具有發展性。那可謂是台中地區的
發展計畫吧。且都市內部的產業發展，其包含的範圍也較前期為廣。 
 

3.綜合開發計畫時期： 

  「綜合開發計畫」於民國 68 年（1979）後實施。此計畫的參與不只有台中市政府，也包含
著台灣全國各縣市的都市計畫，以發展各區域的功能。也就是說，此計畫是台灣政府為了全國的發
展，分析全國各地區的都市功能所完成的計畫。但是，台中市政府在綜合發展計畫中以「中部區域
計畫」8做為原則，開發台中市。 
  如上所述，民國民國 68 年（1979）以後，台中的都市發展已經進入了綜合發展計畫時期。
在那之中，都市發展需要相當多的建設。如台中港及高速公路的建設等。 
高速公路連接了全國的交通網，對於台灣各地的人民的移動上有相當大的益處。在國內經濟起飛之
時，在西半部連接南北的交通網有著迫切的需要，故國道１號於民國 60 年至民國 67 年（1971－
1978）完工。台中港的建設，在北部的基隆港及南部的高雄港之外成為中部地區的重要貿易港口。
                                                             
3 逢甲大学建設学院（民國 90）『修訂台中市綜合發展計劃―部門計劃第一冊』台中市政府 
4 賴順盛‧曾藍田編（民國 78）『台中市發展史―慶祝建府百週年紀念』台中市政府、P299 
5 國立中興大学（民國 97）『台中市志―地理志』台中市政府、P222 
6 同上、P223 
7 同上、P224 
8 同上、P224 
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這些建設對於台中市的人口增加及經濟發展有著相當程度的影響。 
  但本論文中，筆者將討論台中地區性的計畫。「市地重劃區在戰後的台中都市發展中具有相當
重要的角色」9，由此可知，原先台中的商業中心－中區的發展（現在的第一廣場的周圍）不也會
受到都市重畫區的影響嗎。所以，從台中市得重畫區的發展，可以試著觀察台中市的商業及住宅的
變化。 
  民國 49 年（1960）發表了「台中市都市土地重劃施行規定」，隔年預計實施此計畫，但礙
於市政府的經費不足，而被迫延期。一直到民國 55 年（1965）年才實施第一期重劃區計畫（表
一）。其位於台中車站附近的大智路一帶。麻園及忠明等地區則於民國 60 年到 63 年（1971－1974）
之間完成。這個時期，已經從一開始的個別計畫時期轉變到區域計畫時期。當時的主要目的是提供
更多的住宅用地。因此，可以稍微舒緩戰後的移民人口增加的問題吧。 
  第四期之後，已經完全進入了綜合計畫時期。台中都市發展處的計畫必須配合中央政府的全國
開發計畫來制定。所以，民國 68 年（1979）以後，台中的都市發展較於從前更急速的擴張。不
僅只有從農業用地轉變成住宅地，也有規畫出商圈的部分（商圈，下一節有較為詳細的論述）。除
了住宅與商圈之外，如第五期的交通用地、第七期的新都市中心用地、及第九期的連接台中縣的用
地等。從重畫區的形成來看，台中市可利用的土地範圍正不斷擴張。 
台中市土地重劃區（表 1）                   面積單位：公頃 

重劃區・區域名稱 
完成日（民國）／
面積 

重劃前的使用 重劃後的使用 

第一期・大智 56.08／14.53 農業用地 住宅地 

第二期・麻園 60.02／24.26 農業用地 住宅地 

第三期・忠明 64.11／18.65 農業用地 新商圏 

第四期・中正與東山 69.08／440.66 郊區 商業與住宅 

第五期・大墩 74.01／228.31 農業用地 交通要地 

第六期・干城 79.01／19.43 國家用地 高度商業発展 

第七期・惠來 81.11／353.40 農業用地 新都市中心 

第八期・豐樂 80.12／148.80 農業用地 改善周邊的交通 

第九期・旱溪 83.04／120.35 工業區 
3. 住宅 
4. 連接台中縣 

第十期・軍公、水景 89.02／220 農業用地 水災防範 

第十一期・四張犁 86.08／139.80 農業用地 
連接第四期重劃區，
發展北屯地區。 

整理：筆者 

參考資料出處：逢甲大学建設学院（民国 90）『修訂台中市綜合発展計画－部門計画第一冊』台中市政府 

国立中興大学（民国 97）『台中市志―地理志』台中市政府 

 

2.3小結 

  如上所述，台中的都市計畫分成三個時期，這些促使了台中的基本建設及經濟的發展。於民國
68 年（1979）年以後的「綜合開發計畫」與中央政府一起規畫，更能夠突顯出台中的都市機能。

此時期當然包括高速公路與港口的建設。在基本建設外，台中市的經濟發展也漸入佳境。 

                                                             
9 國立中興大学（民國 97）『台中市志―地理志』台中市政府、P233 
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隨著都市建設與經濟發展，人口的增加是不可否認的吧。所以重畫區的實施對於都市發展而言相當
的重要。此計畫於民國 55 年（1966）開始實施。如表１所示，幾乎所有的重畫區多屬住宅區所
用，也有改善交通與連接外縣市的功能。 
  台中市因都市計畫的實施而發展的同時，原先舊商業區的第一廣場的周邊也遭受衝擊。為什麼
會有此情況呢。是因為周邊的人口逐漸搬移到其他地方居住造成人口的減少也會影響到周邊的商業
的發展吧。 
  在下一節裡，我們將由商圈形成的各個角度來探討對於第一廣場有何影響。 
 
3． 商圈的形成以及發展 3.1商業區的形成史 

  日本統治時代的台中市商業區，位於現在的站前到五權路，以綠川東路為基準，以東是内地人
（日本人）的商店；以西是本島人（台灣人）的商店。電影院位於自由路與中正路的交差口，南北
雜貨集中在成功路一帶。商業區大致分佈在台中車站前。也就是台中市最初的商業區是從車站前開
始發展的。 

  戰後、國民黨政府接收台灣，並將台湾改制為省，而省政府設於南投中興新村。因此，台中市
成為省政府的「窗口」、被定位為中部的都會中心。民國 36 年（1947）以後，越來越多的中國
大陸人來台，台中市的人口因此急增，日治時期的都市計畫因此不敷使用。為了擴大腹地，北屯、
南屯、西屯被併入台中市。 
  但是隨著商業繁榮以及人口増加，原本的都市計畫又不敷使用，於是從民國 64 年（1975）
開始實行台中市擴大都市計畫。並在民國 75 年（1986）台中市政府公布「變更台中市都市計畫
説明書」，以綜合發展為目標，將各區機能強化的「多核心構造」概念，目標將台中市從單一核心
都市變成多核心都市。 
  舊有的商業區―車站商圏是以市中心為中心，並在自由路與三民路興建百貨公司成為台中最早
的百貨商圏，但是從八十年代末期開始，舊市中心的交通以及停車問題使得發展越來越辛苦。因此
從民國 80 年代（1991）末期開始在郊外的中港路的大型百貨逐漸林立。之後，大型購物中心以
及超級市場等大型建築物逐漸遠離市中心，遂形成多核心商圏發展的態勢。 
  但是如此的情形，也使得商業活動遠離市中心，市中心因此逐漸衰退；結果形成市中心衰弱而
周圍郊區繁榮的「甜甜圈現象」。 
 
3.2台中市各商圏的現況 

  依據台中市現在的多核心都市政策，遠離市中心的各個「副都市中心」成為各自的中心（百貨
公司、購物中心、市場）形成商圏。以下便以台中市政府的官方網站資料10說明現在（2009 年）
的台中市商圏如後述的表 2做說明： 
表 2： 
 所在地 特徴 
精明一街商圏 
 

五期重劃區、SOGO百貨
的周邊 

定位為「台中市的客廳」，充滿洋風的咖啡廳以及各式名牌
商店的西洋風街道。 

大隆路商圏 
 五期重劃區 西洋風餐廳以及商店的西洋風街道。 

繼光街商圏 
 市中心 舊有的南北雜貨街。 

美術園商圏 
 五權西路美術館周邊 異國料理以及藝術活動的「藝術街」 

                                                             
10 http://fun.tccg.gov.tw/scenic/index.aspx 2009 年 11 月 19 日的資料 
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天津路商圏 
 曉明女中周邊 被稱為「台中五分埔」的服飾街 

大坑商圏 
 大坑風景區周邊 以大坑的登山客為主的餐庭以及旅館街 

一中街商圏 
 

台中一中、台中技術學院
周邊 以學生為主的年輕時尚以及小吃街 

逢甲商圏 
 逢甲大學周邊 以逢甲大學為中心的商店街以及文華夜市為主，現在是台中

最大的商圏。 
自由路商圏 
 市中心自由路 台中名產―太陽餅店為中心，並有各樣機能的老街。 

電子街商圏 
 市中心 電腦用品、電子產品、音響為中心的「台中秋葉原」 

整理：筆者 

参考資料出處：國立中興大学（民國 97）『台中市志―經濟志』台中市政府台中市政府休閒 FUN台中 

 

各商圏大致以以下形式發展： 
高級、精緻的新商圏：精明一街商圏、大隆路商圏、美術館商圏 

  精明一街商圏以及大隆路商圏，位於前述的三期和五期重劃區，民國 60 年代（1970）開始
発展、與舊市中心的狭小道路或舊式建築不同的是，擁有舒適空間的新商業區。並伴隨 SOGO 百
貨成為現在台中的「模範商店街」。 
美術館商圏以台中美術館為中心開始發展，日本時代開始經營的綠色城市是該商圏的另一個賣點。
美術館與文化中心為主的「文化城市」也相當地吸引著消費者。 
 
風景區商圏：大坑商圏 

  大坑商圏位於大坑風景區的入口，是與其他商圏不同功能的「觀光旅行商圏」，因此這裡的商
店街主要是以觀光相關的店家為主。並且在九二一補助金的幫忙下商圏進行「台中市大坑圓環商圏
重建景観改善工程」的改造。現在成為新式的觀光、旅遊商圏。 
 
位於學區的年輕人商圏：一中街商圏、逢甲商圏 

  一中街商圏位於台中一中、台中技術學院周邊，並有中友百貨以及各大補習班。由於位於學區，
白天是普通的商店街，但到了晚上就成為夜市的集中地。因此這裡主要以「吃飯」為中心的年輕消
費者為目標，比起充滿個性的餐廳，這裡較多的是便宜的餐館和小吃攤，而且年輕時尚的店家也相
當多。也就是說，本商圏定位在年輕文化的商圈。 
  逢甲商圏以逢甲大學為中心的商店街以及文華夜市為主，現在是台中最大的商圏，主要對象當
然是以大學生為主。因此類似一中街的「攤販很多」、「吃的東西很便宜」「年輕時尚」的學區商
業區，但與一中街不同的是，未來的市政府預定地離本商圈相當的近，所以將來的發展性也備受期
待。 
 
専門店街商圏：天津路商圏、舊市中心商圏（繼光街商圏、自由路商圏、電子街商圏） 

  天津路商圏位於曉明女中的周邊，是擁有各式各樣服飾店的「台中五分埔」。以中部服飾
店為消費中心，是中部最大的服飾批發區。 
  繼光街商圏、自由路商圏、電子街商圏是舊市中心的商圏，從日本時代繼承下來的古老商業區。
位於第一廣場的旁邊、現在以各自的特色各自發展： 
  繼光街商圏從日本時代就開始經營南北雜貨，現在規劃成新的歩行區，仍是以南北雜貨以及傳
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統小吃為主。 
  自由路商圏是台中最早的百貨區，但現在以太陽餅店為中心，以及周圍的銀行以及市政府的機
能商圏。 
  電子街商圏於民國 94 年（2005）建立，是台中市最早計畫的商圏11。電腦用品、電子產品、
音響為中心，可說是「台中秋葉原」。 
 
  以上三個商圏、是以第一廣場為中心發展的，在民國 98 年（2009）的現在仍是交通便利（火
車與公車的集中地），但與到處林立的新商圏相比，仍是逐漸地沒落。「第一廣場附近雖然有電子
製品商圏が。主要在賣以電子製品相關的產品，但與 NOVA12相比仍是不好經營。因此，第一廣場
周邊景氣依舊沒有變好」13，去第一廣場周邊的電子街商圏買電子製品的人變少的原因果然是受到
其他大型電子產品專賣店的影響。 
  依照表 2，現在台中市的商圏主要分散於市中心以及重劃區，相較於市中心的「舊街道」，重
劃區的各商圏主要是以新「異國風餐廳街道」為中心經營的。依照強化各區機能的「多核心構造」
概念，台中市各個商圏也發展出各自的特徴。另一方面、市中心舊商圏為了持續經營，遂發展出與
重画區各商圏主要的新「異國風餐廳街道」不同的「専門店街」。 
 
3.3小結 

  多核心商圏発展的形式下發展的台中市現在各商圏發展出各自的特徴，但現在的問題是消費者
不會集中在一個商圈消費，也就是如果商業區的發展不順遂的話，商業區會隨著商圏的衰弱而消失
的可能性也相當的高。而其結果造成各自的發展不順遂，只是分散消費者而已。 
  此外，還有一點不得不注意：現在以外國勞工為主要消費者と的第一広場，在 2008 年的世界
金融危機之後台湾的外國勞工的數量が從該年 12 月開始減少14，使得第一廣場的經營更加地艱辛。 
 
4． 結論 
  本論文所討論的「都市計劃」以及「商圏」究竟對第一廣場是否有相當的影響。首先，看過台
中都市計劃後發現，都市計劃、經濟發展以及人口成長幾乎可以說是同時進行。因此，原本台中的
中心地―第一廣場的周邊會隨著都市計画的実施以及經濟成長產生變化。雖然交通的改善和産業的
発展造成第一廣場的周邊的影響，但「重劃區」的實施才是最具關鍵的因素。由於重劃區的實施除
了台中經濟成長以外，住宅地也隨之擴大。當然外縣市的居民搬來台中的可能性也應該因此變高，
但原本非常擁擠的台中中區的居民也很有可能逐漸搬往其他重劃區。如此的話，中區周邊的人口就
會持續減少。第一廣場的商業機能也會隨之受到影響。都市擴大時期，商業功能也會逐漸變強，經
濟也會隨之成長。活化的經濟對都市是非常需要的因素。 
  「為了讓經濟活化，都市必須有所作為。然而這裡提出的作為並非所謂的都市政策。目前為止
的所有都市政策、都是都市基礎的整備計劃，或是為了對付都市的不良經濟的政策，而且都限定在
補助金行政之內。都市基礎的整備雖然是有其必要，但是這無法維持經濟的活化」15，多核心商圏
発展的形式下發展的台中市現在各商圏發展出各自的特徴，但現在的難處在消費者被分散在各個商
圏，也就是如果商業區的發展不順遂的話，商業區會隨著商圏的衰弱而消失的可能性也相當的高。

                                                             
11	 國立中興大学（民國 97）『台中市志―經濟志』台中市政府、P335 
12 現在台中最大的電子產品專賣店。地址：台中市西區英才路 508 號 
13 採訪第一廣場管理委員會會長―連朝旺的情報。訪問時間：2009 年 10 月 17 日。 
14 http://statdb.cla.gov.tw/html/mon/212010.htm 行政院勞工委員會官方網站 2009 年 11 月 26 日的資料 
15 塩沢由典‧小長谷一之編著（2009）『まちづくりと創造都市―基礎と応用―』晃洋書房、P17 此段由筆者翻譯。 
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而其結果造成各自的發展不順遂，只是分散消費者而已。 
  另一方面，台中市時常以攤販形成的「夜市」形成商圈，其優點是比較容易形成商圈，相反的
其商圈消失的可能性也較高。 
  從 2010 年開始的「台中縣市合併計劃」16來看，以舊市中心的第一広場為中心的各商圏，將
來必定得隨著新市政府的變更發展出新的生存之道。 
  第一廣場現在的問題是隨著台中市商圏的增加，消費者逐漸以就近的商業圏進行消費，各個商
圏逐漸發展而位於市中心的第一廣場卻逐漸沒落，造成「甜甜圈現象」更加嚴重。 
  另一點是市政府即將遷至七期重劃區。市政府、火車站、以及預定的捷運全部都移往中區以外
的重劃區。也就是說，原本在舊市中心辦理行政的人員也全部移往重劃區。今後舊市中心的衰弱也
就可想而知。 
  依據「現在來第一廣場的市民以及各年齡層的人越來越少。原因有兩點。首先是重劃區以及商
圏的增加。其次是高速公路和高速鐵路都遠離市中心」17的說法，重劃區的開發、商圏的發展以及
交通的建設就是來第一広場的人越來越少的原因吧。 
  本研究所追究並加以理解的是都市計劃對都市全體的優點，但也包含其受到不良影響的部分。
其中最大的例子就是台中市中區的第一廣場周邊。政府實施都市計劃並使都市的各機能全備，給予
市民、亦或是外国人舒適生活的同時，也不能不忘記全體的均衡發展。如此的話，都市的發展就不
會因為計劃的不均衡造成其發展的失調吧。 
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17 採訪第一廣場管理委員會會長―連朝旺的情報。訪問時間：2009 年 10 月 17 日。 
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第一広場の変遷	  
 
東海大學日本語文學系 碩士班二年級 白春燕 

 
1 はじめに 
 台中駅から第一広場までは中正路にまっすぐ沿って歩くと５分間がかかる。バスターミナルが
集中している建国路（駅の横の道）では、自宅や学校の寮に戻るためにバスや電車に乗りに来る
大勢の人々が溢れている風景はいつもの日曜日に見かけている。中正路に引き続き沿って歩いて
緑川東街を渡ると、台中市内バスである仁友客運のバスセンターが見える。ここは建国路より広
い空間であり、東南アジア人の顔をしている人々が所々にのんびりと座っている風景に変わって
来ているが、中正路には駅やバスターミナルへ行くため急いで歩いている台湾人はまだ見える。
但し、最後に緑川西街を渡って第一広場に来たら、入り口には東南アジア人が溢れている様子が
目に入り、台湾人の顔は見えなくなった。第一広場と建国路のバスターミナルの賑やかさは同じ
であるが、雰囲気が全然違う。第一広場は現在のように東南アジア人が集まる名所になっている
のは、開業してからそうなっていたのではなく、時間の流れの中にだんだん変化してき
たのである。本論では時間の流れに沿って第一広場の変遷の経緯及び現状を見てみたい。 
 
2 第一市場 
 現在、第一広場は総合商業ビルと認識されているが、その前身は公設消費市場としての第一消
費市場（略称「第一市場」）であった。 
2.1 台中第一消費市場の前身 

 日本統治時代以前、市場というものは交通便利の場所で個人の自由経営の形で日用品・雑貨を
販売するのであるが、市場用の建物や管理方法などは全然無かった。ねずみ伝染病が流行った
1896 年には、日本人が衛生上の理由で台北艋舺、大稻埕に公設消費市場建設を始めた。（莊治
宗、電火球仔月刊 No.52）1901 年に総督府は台中第一消費市場の前身である自由経営市場に対
して、設備などについて厳重な監督を始めたが、建物がまだ出来なかった。1907 年に市場経営
者に補助金を交付し、公共衛生費管理者の職は台中庁長に移した。（氏平要、1934：511） 
2.2 台中第一消費市場の設立 

 1908 年 10 月に緑川河畔の 1,868 坪の敷地に、560 坪1の建物を建築し消費市場として開設し
た。1918 年に中央の本館 324 坪を増築した。1927 年に敷地の回りにレンガ囲いが建てられた。
1929 と 1930 年2に事務所及び桜橋通り（今の中正路）に面する簡易売店が新築された。1929
年は売店 147 軒、1 日の入場者数 3,500 人で繁盛した。（氏平要、1934：512）また、1937
年は 1 日入場者数が 4,500 人まで増えた。（台中市役所、1937：97）1921 年に公共衛生費管
理者の職は台中市尹に移し、台中市の歳出金で経営を維持した。取締上は請願巡査3を、監督上
は市場書記等を置き、経営管理は台中市消費市場使用条令に拠った。（氏平要 1934：511） 
 当時、台中市は栄町（第一）、新富町（第二）、桜町（第三）の三箇所に市営消費市場を経営
していた。小売市場として魚、肉、蔬菜、果物など日用必需品が販売された。1917 年に建設し

                                                             
1 もう一説は 485 坪である（台中市役所 1937：97） 
2 もう一説は 1929 と 1931 年である（台中市役所 1937：97） 
3 請願巡査：町村や私人からの願い出によって巡査を派遣する制度。また、派遣された巡査。費用は請願者が負担した。
（出典：デジタル大辞泉） 
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た第二消費市場4は現在でも建築が保存されながら市場の機能も働いている。1917 年に「第一消
費市場と同様式の建物にし」た（氏平要、1934:513）ので、当時第一消費市場は今の第二消費
市場と同じように西洋風のレンガ作りであり、屋根上には小さなタワーが建てられたことが確認
された。眺望、防衛、見張り・助け合いなどの機能を働かせる。第一消費市場は栄町通（今の継
光街）、寿町通（今の緑川西街）、干城橋通（今の成功路）、桜橋通り（今の中正路）という四
つの道路に囲まれた。第一消費市場のような四面とも道路に面するという敷地は集客や消防、通
気などにはとても有利であるし、「其の位置市商業枢要地に在るが為、四時殷盛を極む」。（氏
平要、1934:512） 
 第一消費市場は 1907 年に『台中市場』という名称で始めた。1917 年に第二消費市場の建設
により第一消費市場に改名された。政府が規定した名称は第一消費市場であるが、庶民の間に通
用した呼称は栄町市場であった。 

  

第一市場（氏平要、1934：513） 第二市場（「台中文献」、2003：96） 
 
2.3 戦後の第一市場 

 第二次世界大戦による物資の欠乏を理由として台湾人の自由売買が禁止されたが、戦後は自由
売買が再度行われた。戦後から 1970 年代にかけて台中駅から北西へ広がっていく約 114 ヘク
タール（114 万平方メートル）の地域では、台中駅商業中心が形成され、売店や露台などによっ
て詰められ、中部四県市の住民の日常需要品を提供していた。（廖家偉、2003:6）第一市場は
台湾中部の商業枢要地にあり、きわめて繁栄していた光景は想像できる。 
 第一市場は戦後の都市使用区分では市場用地と規定され、土地の所有者は財団法人台湾省私立
台中仁愛の家5であり、台中市政府が賃借して市場経営を行っている。1978 年に火事が起こり半
分焼失された。建て直し及び都市更新のために、「都市計画公共施設用地多目標使用方案」に従
って多目的使用として総合商業ビルの建設は台湾省政府に認められた。公開競争入札で落札した
衆城建設股份有限会社と契約を結んだ。総合商業ビルとしての建て直し案が打ち上げられたが、
すぐに着工しなかった。1987 年にようやく改築に着工、1990 年 11 月 28 日に完成、1991 年 2
月より本格的な営業が開始したが、1992 年に正式な開幕式が行われた。台中市政府は民間資金
での市場用地投資及び建設を奨励するために、1980 年に「第一総合市場投資建設奨励計画（第
                                                             
4 第二消費市場は日本人の生活品質を満たすために建築した高級市場であり、主な来客は日本人であり、品物の価格は
第一消費市場より高かった。第一消費市場は消費者が殆ど台湾人であり、価格も安かった。	 
5 2009 年 5 月 6 日に 3 階管理委員会主任委員連朝旺さんへインタビューしたところ、「仁愛の家は日本植民地時代に救済
院と呼ばれ、台中州（現在の台中県、台中市、彰化県、南投県）の地主や紳士が土地や金銭を寄付したことによって設
立された財団法人である。戦後、国民党が救済院を接収して国有となったはずであるが、当時の政治斡旋によって私立
になってしまった」という事情を紹介してくださった。 
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一綜合市場獎勵民間投資興建計畫）」を公布した6。第一市場はこの計画に従って総合商業ビル
として建て直しの第一例であった。 
 1978 年の火事から 1987 年までの期間では、第一市場は営業停止ではなく、焼却した瓦の屋
根をメタル屋根に変えたことだけで、営業は引き続き行われた。1987 年に改築のため、緑川上
に建てられた敷地へ引越しされ、臨時市場として営業も続けられた。つまり、1978 年の火事以
来、建て直し計画は営業主の商売には多少影響を与えたが、販売は続けられたのである。1970
年代の台中は台中市都会地域中心地として商業機能を働いたという背景の中に、第一市場は絶え
ぬ繁盛な光景を続けた7。その後、1991 年に第一広場の完成につれて大繁盛モードに突入した8。 
 
3 第一広場 
3.1 総合商業ビルの建設 

 第一広場の敷地は第一市場とは変わらないまま、延べ面積は 1,868 坪であり、継光街、緑川
西街、成功路、中正路という 4 本の道路に囲まれた。ビルは緑川西街に面している。住所は台
中市綠川西街 135 号である。前述の多目的使用に従って地上 13 階、地下 3 階の総合商業ビル
として 1990 年 11 月 28 日に完成された。1～3 階は小売市場9、4～12 階はカラオケやスケート
場、ビリヤード場、ゲームセンター、映画館、分譲アパート、企業用事務所など、地下 1 階は
飲食店が集まる美食街と洋服店、地下 2、3 階は避難室・駐車場として使用された。管理者は衆
成管理顧問会社であった。1～3 階の小売市場は台中市第一公有小売市場として台中市政府が所
有しているが、土地所有権は相変わらず台中市私立台中仁愛の家に属している。1～3 階以外の
フロアの住宅持ち主は住宅所有権を持ちながら土地所有権者の台中仁愛の家に土地使用料を払
っている。台中仁愛の家は直接テナント（1～3 階）及び住宅持ち主（1～3 階以外）から料金を
貰うことではなく、台中市政府が代わりに料金徴収事務をしている。 
 衆城建設株式会社は台中市政府の建設成果を現すために市政府の認可を貰って自費で記念性
建築物としてガラスピラミッドを建設した。ガラスピラミッドは強化ガラスと中空ステンレスパ
イプで建てられたものであり、第一広場ビルが緑川西街に面している開放空間に設置された。ガ
ラスピラミッドの下方は地下１階の売店へ行くための入り口であり、エスカレートが設置され
た。但し、監察院は建築法の「記念性建築物」の認定基準に適合できなかったことを理由として
台中市政府に対して改正案を出した。ガラスピラミッドは 2000 年 3 月 23 日に取り壊された10。
当時の若者が待ち合わせ場所として活用したガラスピラミッドの消失に対して残念な気持ちを
表した。第一広場の景気はガラスピラミッドの消失につれて段々悪くなったという現地人の感想
も出た11。 

出典：1998 年代の第一広場（余如季 1998:69） 
                                                             
6監察院改正案 http://www.cy.gov.tw/record/3-3-1_PDF/88_049.pdf 
7 2009 年 11 月 24 日に 40 代の女性にインタビューしたところ、1985 年に大学の友人と一緒に第一市場へ有名な小吃（シ
ャオチー）店へ行ったことがあって、小吃店が並んでいる賑わい風景が印象的だと言った。 
8 2009 年 11 月 14 日に 40 代の男性ににインタビューしたところ、1991、1992 年には兵隊に入った時期の土日には、必
ず同僚と一緒に第一広場で食事したり買い物したりすると言った。その理由は台中市で一番賑やかな場所である。 
9 1～3 階は小売市場として元々の営業主に使われたが、販売形態は伝統市場の代わりに小型百貨店になった。 
10 同 6 
11 http://www.mobile01.com/waypointdetail.php?id=2564 
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3.2 第一公有小売市場 

表 1 台中市第一市場のブース・店舗数の変化 
年代 ブース数 店舗数 合計 
1992 年 360 内訳：1F(93)、2F(136)、3F(131) 58 418 
2006 年 8 月 250 58 308 
2009 年 11 月 179 内訳：1F(88)、2F(0)、  3F(91) 58 237 

出所：台中市政府経済局（2006 年 8 月）情報や 2009 年 10 月 17 日、11 月 14 日に 3階管理委員会 
主任委員連朝旺さんと経理劉淑芬さんへのインタビュー情報を元に筆者が整理した。 

 
 第一公有小売市場は道路に面する店舗及びビルの 1～3 階に設置した固定ブースを含んでい
る。ブース・店舗の数量では、2006 年は 1992 年開業時より 27%、2009 年は 2006 年より 23
％減少した。全体的に見れば、1992 年から 2009 年までは 44%落下しているほど衰退している。
その中に 4本の道路に面する店舗は 58 軒という数量が減らなかった。人気の商業地域なら景気
衰退の影響を受けないまま維持できることが分かった。1～3 階のブースの方は 1992 年と比べ
ると、1階は 6％減、2階は 100％減、3階は 40%減となっている。 
1 階 
 現在、携帯電話関係商品を始め、洋服、靴、装身具、刺青、指美容、かつら、果物、オーダ
ーメイドスーツなど、様々な商品が低価格で販売されている。東南アジア人はもちろん、台湾
人の若者も低価格を狙って来ている。所在地中区の商業衰退の中に、1階はアクセスしやすい場
所として販売内容は東南アジア人向けに変化しつつあるが、ブース数は 6%しか減っていない。
その中、オーダーメイドスーツ店は日本統治時代から有名になってきた生地/布販売店の
発展につながったことだと考えられる点は、第一広場でも有数の例の一つである。 
2 階 
 最高の時期で 100 以上はあったが、2008 年 10 月から商売が悪くなり、最後に 5ブースが残
されているまま廃業の運命を迎えた。 
3 階 
 1 階には台湾人と東南アジア人が来ているのに対して、3階には殆ど東南アジア人しか来てい
ない。主な売店は東南アジア人向けの東南アジア料理、携帯電話、洋服である。廃業となった 2
階へ上がったら、暗い雰囲気によって気持ちが悪くなったり、1階しか営業していないと誤解し
たりする台湾人客が多いである。2階の廃業は 3階の台湾人客を少なくしている原因の一つだと
言える。 
表２ 3 階における経営実態 
使用状態 消費者 売店 軒数 使用ブース数 

(1) 東南アジア料理店 12 軒 26 
(2) 携帯電話販売店 多数 25 
(3) 洋服店 3 軒 4 
(4) オーディオ機器専門店 1 軒 8 

東南アジア人
向け 

(5) 東南アジアスーパー 1 軒 16 
(6) 切手・コイン専門店 8 軒 11 

使用している 

台湾人向け 
(7) 軍用品専門店 1 軒 2 
市政府に登録していない 31 使用していない 
登録はしているが、営業していない 8 

 合計ブース数 131 
出所：2009 年 11 月 14 日に 3階管理委員会の経理劉淑芬さんへのインタビュー情報を元に筆者が整理した。 
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(1)東南アジア料理店 
 現在、タイ店 8軒、フィリピン店２軒、ベトナム店 2軒、合計 12 軒の東南アジア料理店が経
営している。1軒は 1ブースに限らず、通常二つ以上のブースを使っているので、合計 26 ブー
スが使用されている。東南アジア料理店の店主は東南アジア人の奥さんと台湾人の旦那さんとい
うカップルであることはその特色である。 
 第一広場では東南アジア料理店は国籍に拘らず「泰国店」（タイ料理店）という通称で呼ばれ
ている。2003 年に初めて開店した東南アジア料理店はタイ料理店なので、後に開店されたフィ
リピン店でもベトナム店でも「泰国店」と呼ばれている。タイ移住労働者は 2003 年に 1 位の
104,728 人（付表 1ご参照）に達したので、タイ人向けの飲食店の開業が理解できる。2003 年
に開業したタイ料理店は 2年間ほど唯一の店としてたくさんお金を儲けた。2年後の 2005 年に
3～4 軒の規模となり、現在は 12 軒まで広がっている。最近、店主たちがベトナム人が増えて
いることを観察した。それは「2008 年末のベトナム移住労働者が 2007 年より 14.9％増加した」
「ベトナム籍の移住労働者及び外国籍配偶者は 1 位の 161,491 人に達している」という事実に
合致した（付表 1ご参照）。今後、ベトナム関係の店が増えるかもしれない。 
 また、インドネシア移住労働者は 2005 年に 44.5%、2006 年に 42.4%を増加したことによっ
て人数が急上昇し、2008 年末に１位の 127,764 人（付表 2 ご参照）に達したが、第一広場で
はインドネシア料理店は１軒も開いていない。その代わりに、第一広場周辺にインドネシア街と
呼ばれている街にはインドネシア料理店が林立している。2005 年以降増えてくるインドネシア
料理店の店主はもう第一広場の景気を諦めてその周辺に店を作ったかもしれない。2009 年 11
月 14 日に第一広場で出会ったインドネシア女性たちは、インドネシア料理店でなくても、タイ
料理の辛さが口に合うので、よく第一広場のタイ料理店で食事していると言った。 
(2)携帯電話販売店 
 携帯電話販売店は使用ブース数が東南アジア料理店より少ないが、狭い場所でもうまく運営で
きる業種なので、軒数は一番多いである。営業内容は携帯電話・シムカードの販売、東南アジア
各国言語入力支援ソフトのインストールなどである。中古携帯電話がかなり安いだという評判が
あった。 
(3)洋服店 
 男性向け 1軒、女性向け 2軒。低価格で東南アジア人が好む洋服を販売している。 
(4)オーディオ機器専門店 
 第一広場のオープンとともに開業した店で、最初は台湾人客が多かったが、移住労働者の増加
につれて、移住労働者客がどんどん増えた。1990 年代に移住労働者はラジオやテレビ、CD プ
レーヤーをプレゼントとして母国の家族へ送っていたので、この店によく訪ねた時期があった。 
(5)東南アジアスーパー 
 タイ・フィリピン・ベトナム・インドネシアの雑貨や食料品を販売している。倉庫を含めて
16 ブースを使用している。土日は結構賑やかなのに、赤字の状態となっている。店主は第一広
場のこのスーパーの赤字を補填するために、桃園に新しい東南アジアスーパーを開いている。3
階管理委員会は低い料金でスーパーに使わせている理由は、スーパーは東南アジア客を引き付け
て第一広場まで足を運んでくるための手段として活用したいのである。 
(6)切手・コイン専門店 
 オーディオ機器専門店と同じく第一広場のオープンとともに開業したが、来客は終始台湾人で
あるまま、1991 年の 3 軒から現在の 9軒まで成長した異例である。切手・コインという商品を
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購買する台湾人の客層はごく一部に限られて、独自の商業生態が形成されている。同業者の紹介
によって第一広場の低賃金に引きつけられ、どんどんここに移したのである。現在、毎週の金曜
日に台湾各地の同業者は情報交流のため第一広場に集まっている。 
(7)軍用品専門店 
 切手・コイン専門店やオーディオ機器専門店と同く 1991 年に開業した。元々5階で営業を始
めたが、1997 年頃に 5階の廃業につれて 3階へ移した。切手・コイン専門店と同じく来客が終
始台湾人である。  
3.3 第一公有小売市場以外 

地下 2,3 階 
 駐車場として経営されているが、駐車率は 1割以下となっている。 
地下 1階 
 1991 年に美食街として使われ、すごく人気であったが、1995 年の衛爾康レストラン火事12の
後、市政府は消防安全の検査を強化した。地下 1 階は消防安全検査が不合格だと認定された。
改善工程は千万元以上が必要とされるので、改善しなかった。改善しないまま無理に営業を続け
た店はあるが、3階や外へ移ったり廃業したりした店が増えつつ、台湾人客もだんだん来なくな
り、最後 2004 年に正式に廃業させた。 
4 階 
 1990 年代は人気の映画館であったが、現在、セカンドラン二番館として見逃した映画を安く
見ることができる映画館となっている。 
5 階 
 ブティック店が集まるフロアであった。1997 年頃に廃業した。5 階の廃業は第一広場の営業
に悪い影響を与えた。 
6 階 
 1990 年代ではビリヤード場や漫画屋として使われたが、現在はフィリピン人・ベトナム人・
インドネシア人向けのディスコ・クラブとなっている。 
7 階 
 1990 年代からずっと経営してきたゲームセンターのほかに、現在ではMTV（個室で映画を
見ることろである）チェーン店も設立された。 
8 階以上 
 8 階以上は A、B、C館に分けている。1990 年代では、A・B館はカラオケ、ボーリング場、
スケート場、ホテル、パソコン学習塾、C館は分譲アパート、事務所として使われた。現在では、
A・B館はパソコン学習塾がなくなり、娯楽商業施設ばかり残されている。C館は事務所が全部
撤退し、分譲アパートの入居率もかなり低い。11 階の A・B 館は現在、フィリピン人・ベトナ
ム人向けのディスコ・クラブとなっている。 
13 階 
 A,C 館は 12 階まで、B 館は 13 階まで建設された。当時の B 館 13 階は衆成管理顧問会社の
事務所として使われたが、2004 年頃に財務管理の問題によって倒産した後、管理委員会の会議
室として使われている。 

                                                             
12第一広場の付近にある衛爾康レストランで 1995 年 2 月 15 日に火事が発生、緊急避難出口が塞がれたため 64 人が死亡

した事件である。 
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所有権に関わる問題 
 先述したように、1～3 階以外のフロアの店主はテナントではなく住宅所有権を持っているの
である。当時、土地所有権者の台中仁愛の家に土地使用料を払わなければならないことを前提と
して住宅を購入した。5階と地下 1階が廃業した場合でも土地使用料を払い続けなければならな
い。土地使用料を払いたくない人は、住宅所有権を放棄するなら支払義務が消失する。但し、現
状では住宅所有権を放棄しないまま土地使用料も支払わなかった人が多い。料金徴収係りの台中
市政府は、台中仁愛の家の代わりに未払相手を被告として土地不法占用の訴訟を起こしている。 
 
4 第一広場の変化 
 第一広場は 1991 年 2 月より営業を開始、大盛況の光景を示したが、実は、1990 年代は第一
広場所在地の中区が没落していく時期である。こういう背景の中に、1995 年の衛爾康レストラ
ン火事、1999 年の九二一大震災を経て、台湾人客が減少の一途をたどり、景気がだんだん悪く
なってきた。 
 国の政策として 14 項重要建設工程及び 6年国家計画を推進するために、フィリピン、タイ、
マレーシア、インドネシアの 4国の移住労働者は 1989 年より正式的に導入された。台中県・市
に働いている移住労働者は休憩日とされる日曜日に自分でバスを利用して交通便利の台中駅付
近に来るし、移住労働者をたくさん雇用した工場経営者が会社の車で移住労働者を第一広場付近
まで運んできて、楽しい一日を過ごさせる場合もたくさんあった。第一広場管理委員会や関係者
は景気をよくする方法を詮索したところ、移住労働者が第一広場付近に集まっていることに啓発
され、移住労働者向けの商売を始めたのである。第 1軒の東南アジア料理店が 2003 年に開店し
たのに対して、台湾人客向けの地下 1階は 2004 年に全般廃業に入った。東南アジア人向けの商
売は第一広場の景気を回復したが、台湾人客をもっと少なくした問題が現われた。 
 2008 年 10 月より世界金融危機の影響を受けた台湾では、移住労働者に対して母国へ返送し
たり、給料を少なくしたりする動きが始まった。第一広場では再度不景気を実感させた中に、移
住労働者向けの商売は業種が限れている点、世界の経済及び国の政策の変動によって衝撃を受け
やすい点に気づいた。やはり台湾人向けの商売が望ましいという声が出た。 
 
5 最近の動きから考える 
商業用地への変更 
 1 階～3 階は市場用地なので、業種が制限されている。商業用地へ変更すれば第一広場及び付
近地域に繁盛をもたらせるという管理委員会の意見があった。商業用地への変更案は「台中市都
市計画変更における市場用地全般検討案（台中市變更都市計畫市場用地專案通盤檢討案）」に収
められているが、土地所有者の仁愛の家が反対した。用地を変更する場合、土地所有者は先に多
額のフィードバック金（回饋金）を払わなければならないと規定されているが、用地変更後に仁
愛の家ではなく、住宅所有者が実際にメリットを貰うようになる。仁愛の家にとってメリットの
ないまま多額のフィードバック金を払う意欲は全然なかったのである。第一広場が仁愛の家と交
渉してフィードバック金計画を作成しなければ用地変更の検討は進められない現状である（台中
市政府新聞処、2008)。 
2 階の委託経営 
 台中巿経済発展処市場科は 2階のブースを全部回収したので、12 月に 2 階のフロアごとに委
託経営のために公開競争入札を実施する予定があり、東南アジアやヨーロッパ料理店や洋服店、
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若者向けの電子商品店の開店が期待される。（黃任膺、2009 年) 
補助金1500万元 
 台中市政府は経済部から補助金 1500 万元を貰った。第一広場の電気設備や排水設備、植木美
化などの更新作業を行う以外に、ビル手前の開放空間（500 坪）にコンサート・伝統市場祭りな
どの様々なイベントを開催する計画も考案している。2009年 11月 1日に第一広場で行った「台
湾市場美食店舗（台湾市集名攤）」祭りは第一広場を変身させるための一回目の行事であった。
（黃任膺、2009 年) 
 
結論 
 第一広場は台中市の商業区の変化につれて大きく変動したが、時代の流れの中にようやく新し
い方向を見つけて進んできた。但し、安定した仕組みが世界経済の変化につれて再度取り壊され
た。現在では第一広場の関係者だけではなく、台中市政府も力を加えている動きも見える。台中
住民の関心を呼びかければ手はつながるはずである。これこそ今後努力していく方向ではないか
と思う。
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付表 1 台湾移住労働者・外国籍配偶者人数―国籍別 (一部)   単位：人数；％ 
年度別 合計 (注 1) インドネシア フィリピン タイ ベトナム 

2003 年底 300,150 * 56,437 * 81,355 * 104,728 * 57,603 * 

2004 年底 314,034 4.5%↑ 27,281 51.7%↓ 91,150 10.8%↑ 105,281 0.6%↑ 90,241 36.2%↑ 

2005 年末 327,396 4.1%↑ 49,094 44.5%↑ 95,703 4.8%↑ 98,322 6.7%↓ 84,185 6.8%↓ 

2006 年末 338,755 3.4%↑ 85,223 42.4%↑ 90,054 6.0%↓ 92,894 5.4%↓ 70,536 16.3%↓ 

2007 年末 357,937 5.4%↑ 115,490 26.3%↑ 86,423 4.1%↓ 86,948 6.5%↓ 69,043 2.2%↓ 

2008 年末(a) 365,060 2.0%↑ 127,764 9.7%↑ 80,636 6.7%↓ 75,584 13.1%↓ 81,060 14.9%↑ 

国籍別 合計を占める割合 35.0％ 22.1％ 20.7% 22.2％ 

2008年度外国籍配偶者(b) (注2) 26,071 6,233 8,558 80,431 

2008年度移住労働者＋外国籍配
偶者(a)+(b) 153,835 86,869 84,142 161,491 

*前年より増加/減少いした百分率 注 1：モンゴルやマレーシアを含めた合計  注 2：カンボジアと日本を含
めた合計 

出所：行政院勞工委員会及び戶政司のデータ（（2009 年 12 月 5 日参照））を元に筆者が整理した。 
 

付表 2 インドネシア移住労働者人数－年度別  単位：人数；％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：行政院勞工委員会のデータ

（2009 年 12 月 5 日参照）を元

に筆者が整理した。 

*前年より増加／減少いした百分率 
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2002 年末 303,684  93,212  2.3%↑ 
2003 年末 300,150  56,437  39.5%↓ 
2004 年末 314,034  27,281  51.7%↓ 
2005 年末 327,396  49,094  44.5%↑ 
2006 年末 338,755  85,223  42.4%↑ 
2007 年末 357,937  115,490  26.3%↑ 
2008 年末 365,060  127,764  9.7%↑ 
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第一廣場的變遷	  
 
東海大學日本語文學系 碩士班二年級 白春燕 

 
1 前言 
  若要從台中車站到第一廣場，沿著中正路一直走５分鐘就到了。在星期日的公車乘車處聚集的
建國路（車站前面那一條路）上，可以看到很多為了返家或回學校宿舍的人們來此搭公車或火車。
沿著中正路走下去，過了綠川東街之後，可以看到屬於台中市內公車的仁友客運的乘車處。這裡的
空間比建國路來得寬廣，可以看到很多東南亞臉孔的人們悠閒地四處散坐的情景。中正路上仍然可
見為了到公車站或車站疾步而行的台灣人。但是，過了綠川西街來到第一廣場時，看到的是外勞人
滿為患，完全看不到台灣人的身影了。第一廣場的熱鬧程度與建國路的公車乘車處一樣，但是雰圍
卻全然不同。第一廣場並不是一開始就變成現在的外勞聚集地，而是在時間的過往當中逐漸改變而
來的。本文將沿著時間的過往來釐清第一廣場變化的過程及其現況。 
 
2 第一市場 
  我們現在對第一廣場的認識是一座綜合商業大樓，但其前身其實是一座公設消費市場，名稱是
第一消費市場（簡稱「第一市場」）。 
2.1 台中第一消費市場的前身 
  在日本還未統治台灣之前，所謂的市場，不過是在交通便利之地以個人自由經營的模式在進行
日用品及雑貨的交易，完全沒有可供市場使用的建築物及管理辦法。在鼠疫大流行的 1896 年，日
本人以衛生上的理由開始在台北艋舺及大稻埕興建公設消費市場。（莊治宗、電火球仔月刊No.52）
在 1901 年，總督府對於台中第一消費市場前身的自由經營市場，開始進行設備等方面的嚴格監
督，不過當時仍然還沒有建築物。在 1907 年，對市場經營者提供補助金，並且將公共衛生費管理
者的職務轉移給台中廳長。（氏平要、1934：511） 
2.2 台中第一消費市場的設立 
  1908 年 10 月在綠川河畔 1,868 坪的土地上建設了 560 坪1的建築物，開始做為消費市場之
用。1918 年增建了中央本館 324 坪。1927 年在四周圍起磚牆。1929 及 1930 年2增建事務所及
面對櫻橋通（現在的中正路）的簡易商店。在 1929 年，商店有 147 間、1 天的入場人數有 3,500
人，相當繁榮。（氏平要、1934：512）而在 1937 年，1 天的入場人數增加到 4,500 人。（台中
市役所、1937：97）在 1921 年，公共衛生費管理者的職務轉移給台中市尹，以台中市的歳出金
來維持經營。在取締方面設置有請願巡査3，在監督方面設置有市場書記，經營管理以台中市消費
市場使用條例為依據。（氏平要 1934：511） 
  當時台中市在榮町（第一）、新富町（第二）、櫻町（第三）三處經營市營消費市場。以零售
市場的形式販售魚、肉、蔬菜、水果等生活必須品。1917 年建成的第二消費市場4到現在其建築仍
被保存著，並且具備著市場的功能。第二市場是在 1917 年被建成「與第一消費市場相同形式的建
築物」（氏平要、1934:513），因此可以知道當時第一消費市場與現今的第二消費市場一樣是西
                                                             
1 另一說法是 485 坪（台中市役所 1937：97） 
2 另一說法是 1929 及 1931 年（台中市役所 1937：97） 
3 請願巡査：意指當鄉鎮或私人提出申請時會派出警察的制度。或者指被派遣的警察。費用由申請者負擔。（資料來源：數
位大辭泉） 
4 第二消費市場是為了滿足日本人的生活品質而建的高級市場，主要客人是日本人，物品價格第一消費市場貴。第一消費
市場的消費者幾乎都是台灣人，價格也比較便宜。 
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洋風格的磚造建築，屋頂上設有小尖塔，具有眺望、防衛、守望相助的功能。第一消費市場是由榮
町通（現在的繼光街）、壽町通（現在的綠川西街）、干城橋通（現在的成功路）、櫻橋通（現在
的中正路）這 4 條道路所包圍。像第一消費市場這種四面都面向道路的建築物，在集客、消防、
通風上都很有利，「其位置居市商業要樞之地，四時殷盛之極」。（氏平要、1934:512） 
  第一消費市場在 1907 年是以『台中市場』的名稱開始的。當 1917 年建成第二消費市場時，
就改名為第一消費市場。政府訂定的名稱雖然是第一消費市場，但在居民之間卻通稱為榮町市場。 
 

 
 

第一市場（氏平要、1934：513） 第二市場（「台中文獻」、2003：96） 
 
2.3 戰後的第一市場 
  在第二次世界大戰期間，以物資缺乏為由禁止台灣人自由買賣，戰後又恢復了自由買賣。從戰
後到 1970 年代，從台中車站往西北延伸約 114 公頃（114 萬平方公尺）的區域形成了台中車站
商業中心，到處都是商家及攤販，提供中部四縣市居民的日常必須品。（廖家偉、2003:6）第一
市場位居台灣中部商業要樞之地，足以想像其繁榮至極的情況。 
  第一市場在戰後的都市使用區分屬於市場用地，土地所有權人是財團法人台灣省私立台中仁愛
之家5。台中市政府向其租借做為經營市場之用。1978 年發生火災而燒毀近半。為了進行重建及都
市更新，依據「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」建設綜合商業大樓的方案得到台灣省政府
的許可。衆城建設股份有限在公開投標中得標，與其簽訂契約。重建為綜合商業大樓的方案雖然已
被提出，但並沒有馬上動工。遲至 1987 年才開始進行改建工程，於 1990 年 11 月 28 日完成，
1991 年 2 月開始營業，但正式的開幕式則延至 1992 年才舉行。台中市政府為了獎勵民間資金投
資興建市場用地，於 1980 年發布「第一綜合市場獎勵民間投資興建計畫6。第一市場乃是依據該
計畫重建為綜合商業大樓的首例。 
  從 1978 年的火災到 1987 年這段期間，第一市場並沒有停止營業，只是將被燒毀的舖瓦屋頂
改為鐵皮屋頂，便繼續營業了。在 1987 年，為了進行改建才遷到綠川加蓋的臨時市場，但仍然繼
續營業。也就是說，自從 1978 年發生火災以來，雖然改建計畫對店家的生意多少造成影響，但是
仍然保持繼續營業。1970 年代的台中是台中市都會區域的中心地，扮演著重要的商業功能，第一

                                                             
5 在 2009 年 5 月 6 日訪問 3 樓管理委員會主任委員連朝旺先生時，連先生提到：「仁愛之家在日據時代稱為救濟院，由是
由台中州（現在的台中縣、台中市、彰化縣、南投縣）的地方士坤捐錢捐地所設立的財團法人。到了戰後，應該由國民黨
接收濟院做為國有，但因當時的政治操作而變成了私立機構」。 
6 監察院改正案 http://www.cy.gov.tw/record/3-3-1_PDF/88_049.pdf 
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市場在這樣的背景之下持續著繁華的榮景7。其後，隨著第一廣場在 1991 年的完成，開始邁入無
比繁榮的境界8。 
 

3 第一廣場 
3.1 綜合商業大樓的興建 
  第一廣場的土地與第一市場時完全相同，總面積為 1,868 坪，由繼光街、綠川西街、成功路、
中正路這 4 條道路所包圍。大樓面對著綠川西街。地址是台中市綠川西街 135 號。依前述多目標
使用原則建設地上 13 層、地下 3 層的綜合商業大樓，於 1990 年 11 月 28 日完成。1～3 樓為零
售市場9、4～12 樓有 KTV、溜冰場、撞球場、遊樂中心、電影院、公寓、公司辦公室，地下 1樓
是美食街及服飾店，地下 2、3 樓做為避難室及停車場之用。管理者是衆成管理顧問公司。1～3
樓的零售市場是台中市政府持有的台中市第一公有零售市場，但是土地所有權一樣是由台中市私立
台中仁愛之家持有。1～3 樓以外的樓層的屋主持有住宅所有權，但必須付土地使用租金給土地所
有權人台中仁愛之家。台中仁愛之家沒有直接向租戶（1～3 樓）及屋主（1～3 樓以外）收取租金，
而是由台中市政府代為收取。 
  衆城建設股份有限公司為了展現台中市政府的建設成果而在市政府的許可之下以自費興建了
玻璃金字塔做為紀念性建築物。玻璃金字塔以強化玻璃及中空不鏽鋼管所建成，設置於第一廣場大
樓面對綠川西街的開放空間。玻璃金字塔的下方設有手扶梯通往地下１樓的店家。但是監察院視其
不符合建築法的「紀念性建築物」認定標準，對台中市政府提出糾正案。玻璃金字塔於 2000 年 3
月 23 日拆除10。當時的年輕人都將其做為等待見面的目標物，故對於玻璃金子塔的消失表示遺憾。
也有人認為第一廣場的景氣隨著玻璃金字塔的消失而漸漸變差11。 

資料來源：1998 年代的第一廣場（余如季 1998:69） 

 
3.2 第一公有零售市場 

表 1 台中市第一市場的固定攤位及店舗數的變化 
年代 固定攤位數 店舗數 合計 

1992 年 360 内訳：1F(93)、2F(136)、3F(131) 58 418 
2006 年 8 月 250 58 308 
2009 年 11 月 179 内訳：1F(88)、2F(0)、  3F(91) 58 237 

資料來源：依據台中市政府經濟局（2006 年 8 月）資料及 2009 年 10 月 17 日、11 月 14 日分別訪問 3樓
管理委員會主任委員連朝旺先生及會計劉淑芬小姐所得的資料，由筆者整理而成。 

 
  第一公有零售市場包含面對道路的店舗及設於 1～3 樓的固定攤位。關於固定攤位及店舗的數
量，2006 年比 1992 年開業時減少 27%、2009 年比 2006 年減少 23％。以整體而言，從 1992

                                                             
7 2009 年 11 月 24 日訪問 40 幾歲的女性，她提到曾經在 1985 年與大學同學一起去吃第一市場有名的小吃，當時兩旁都是
小吃店，相當熱鬧。 
8 2009 年 11 月 14 日訪問 40 幾歲的男性，他提到 1991、1992 年當兵時期在假日一定會跟同事一起到第一廣場吃東西或買
東西，因為那是台中市最熱鬧的地方。 
9 1～3 樓是為了安置原本的店家而設的零售市場，但是經營形態已非傳統市場，改成了小型百貨店的形態。 
10同 6 
11 http://www.mobile01.com/waypointdetail.php?id=2564 
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年到 2009 年這段期間，總共減少了 44%。但是面對 4條道路的店舗仍然維持 58 間，數量沒有減
少。由此可知，若是有人氣的地段，也可以不受景氣衰退的影響而繼續維持下去。關於 1～3 樓的
固定攤位，與 1992 年比起來，1樓減少 6％，2樓減少 100％，3 樓減少 40%。 
1 樓 
  現在採低價策略販售著手機相關產品、服飾、鞋子、裝飾品、刺青、指甲美容、假髮、水果、
訂製西裝等各式各樣的商品。除了外勞之外，台灣的年輕人也會因為便宜而前來消費。第一廣場所
在地的中區雖然商業景氣已然衰退，也以外勞為主要消費者，但由於 1 樓是容易被消費者接觸到
的地點，故固定攤位的數量只減少了 6%。這裡有一定西服店，應該與日本統治時代這一帶相當
有名的布莊有所關連而一直維持下來，在第一廣場算是屈指可數的例子。 
2 樓 
  最好的時期曾超過 100 家，但是從 2008 年 10 月開始生意變差，最後只剩下 5攤，並且遭到
關場的命運。 
3 樓 
  相對於 1 樓有台灣人及外勞的消費者，3樓幾乎只有外勞會來。主要的店家都是以外勞為銷售
對象的外勞餐廳、手機店、服飾店。當台灣人走到已經關場的 2 樓時，有的會因陰暗的氣氛而感
到不舒服，有的則誤以為再上去沒有店家了。2樓的關場可以說是造成台灣很少到 3樓消費的原因
之一。 

表２ 3 樓的經營狀況 
使用狀態 消費者 店家 店數 使用攤位數 

(1) 外勞餐廳 12 家 26 
(2) 手機店 很多 25 
(3) 服飾店 3 家 4 
(4) 音響專賣店 1 家 8 

外勞 

(5) 外勞超市 1 家 16 
(6) 郵幣社 8 家 11 

有使用 

台灣人 
(7) 軍用品専賣店 1 家 2 
未向市政府登記 31 未使用 
有登記但沒營業 8 

 合計攤數 131 
資料來源：依據 2009 年 11 月 14 日訪問 3樓管理委員會會計劉淑芬小姐的資料，由筆者整理而成。 

 
(1) 外勞餐廳 
  目前泰國店有 8家、菲律賓店有２家、越南店有 2家、合計 12 家。1 家店面不限定只能使用
1個攤位，通常都使用 2個以上，目前合計使用了 26 個攤位。外勞餐廳有一個特色是老板都是外
籍新娘和台灣老公的組合。 
  第一廣場的外勞餐廳不管哪一國都通稱「泰國店」。2003 年第一家來開店的就是泰國店，其
後來開店的，不管是菲律賓店或越南店，都一律稱為「泰國店」。泰勞人數在 2003 年的人數居冠，
共有 104,728 人（請見附表 1），因此可以理解是泰國店會先開張。在 2003 年開店的泰國店整
整 2年都是唯一的一家外勞餐廳，賺了很多錢。在 2年後的 2005 年增加到 3～4 家，目前則增至
12 家。最近店家的老板有發現越南外勞變多了。這個觀察與「越南外勞在 2008 年比 2007 年增
加 14.9％」「越南外勞與越南外籍配偶合計人數居冠，共有 161,491 人」的事實相符合（請參考
附表 1）。今後與越南有關的店家可能會有所增加。 
  印尼外勞在 2005 年增加 44.5%，2006 年增加 42.4%，人數急速上升，2008 年底已達第１
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名的 127,764 人（請參考附表 2）。然而，在第一廣場竟然沒有一家印尼餐廳。相對地，在第一
廣場附近出現了一條印尼街，裡頭印尼餐廳林立。印尼外勞從 2005 年以後才開始增加，印尼餐廳
的老板可能是不看好第一廣場的景氣，而改在其外圍開店。不過，2009 年 11 月 14 日在第一廣場
遇到的幾位印尼女性提到，雖然這裡沒有印尼餐廳，但是泰國菜可以合她們的口味，所以也常來第
一廣場的泰國店吃飯。 
(2) 手機店 
  由上表可以看出手機店所使用的攤位數較外勞餐廳少，但由於手機店不需要用到極大的店面，
小小的一個攤位就能做生意，因此店家數在 3 樓是最多的。營業内容有手機及 SIM 卡的販售、外
勞各國語言輸入軟體的安裝服務等。也有人提到中古手機相當便宜。 
(3) 服飾店 
  男性服飾店 1家、女性服飾店 2家。都是以低價在販售外勞喜好的衣服。 
(4) 音響專賣店 
  這家店在第一廣場開場時即已入駐，最初的客人都是台灣人，但隨著外勞人數的增加，外勞客
人也逐漸增多。在 1990 年代，外勞都會購買收音機、電視、音響寄給在母國的家人，因此有一段
時間常造訪此店。 
(5) 外勞超市 
  這家外勞超市販售泰國、菲律賓、越南、印尼的雜貨及食品材料等。包含倉庫在內共使用 16
個攤位。星期六日生意相當好，但其實已呈虧損狀態。店家老板為了填補第一廣場這家超市的虧損，
而在桃園新開了一家外勞超市。3樓管理委員會之所以很低的租金讓該超市使用這些攤位，是希望
籍由外勞超市來吸引外勞到第一廣場消費。 
(6) 郵幣社 
  郵幣社與音響專賣店一樣是在第一廣場開場時即已入駐，但不同的是，客人始終都是台灣
人。從 1991 年的 3 家發展到現在的 9 家，是相當特殊的例子。會購買郵幣這種商品的只侷限於
少部分的台灣人，他們形成了獨特的商業生態。在同行的介紹之下，很多郵幣社被第一廣場的便宜
租金所吸引而移到此處。目前每個星期五，台灣各地的同行都會聚集在第一廣場進行情報交流。 
(7) 軍用品専賣店 
  郵幣社與音響專賣店同樣在 1991 年開業。原本在 5樓營業，當 5樓於 1997 年左右關場之
後，就移到了 3樓。和郵幣社一樣，客人始終都是台灣人。  
 
3.3 第一公有零售市場以外 
地下 2,3 樓 
  做為停車場之用，目前停車率在 1成以下。 
地下 1樓 
  1991 年是做為美食街之用，生意相當好。但在 1995 年的衛爾康餐廳大火12之後，市政府加
強進行消防安全檢查，地下 1 樓被判為消防安全不合格。改善工程需要 1 千萬元以上，故未予以
改善。有的店家在未改善的狀態下仍然勉強開店，但愈來愈多店家移到 3 樓或第一廣場之外，有
的甚至就不做了，台灣客人也變得愈來愈少，最後在 2004 年正式關場。 
4 樓 
  在 1990 年代是極受歡迎的電影院，但現在變成了可以用便宜看過時電影的二輪電影院。 

                                                             
12位於第一廣場附近的衛爾康西餐廳在 1995 年 2 月 15 日發生火災，因逃生門阻塞而造成 64 人死亡。 
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5 樓 
  5 樓全部都是精品店，於 1997 年左右關場。5樓的關場對第一廣場的生意造成了不良的影響。 
6 樓 
  1990 年代是開設撞球場及漫畫屋，但現在變成菲律賓、越南、印尼的迪斯可舞廳。 
7 樓 
 除了從 1990 年代開始一直經營至今的遊樂中心之外，現在還多了MTV 連鎖店。 
8 樓以上 
  8 樓以上分為 A、B、C三館。在 1990 年代，A・B館有卡啦 OK、保齡球館、溜冰場、飯店、
電腦補習班、C館有公寓及辦公室。現在的 A・B館已經沒有電腦補習班，只保留了娛樂商業設施。
C 館的辦公室則已全部撤走，公寓的入住率也相當低。11 樓的 A・B 館現在變成了菲律賓人及越
南的迪斯可舞廳。 
13 樓 
  A,C 館只蓋到了 12 樓，B 館則蓋到 13 樓。當時的 B 館 13 樓是當做衆成管理顧問公司的辦
公室，但其自 2004 年左右因財務管理問題而破產，後來做為管理委員會的會議室之用。 
 
所有権問題 
  如前所述，1～3 樓以外樓層的店家不是承租戶，他們持有建戶權狀。當時他們是在「必須付
租金給土地所有權人仁愛之家」的前提下買下了建戶。即使像 5 樓及地下 1 樓已經關場，但是仍
需繼續支付租金。若不願再付租金的話，只要放棄建戶所有權，那麼就付租金的義務就會消失。然
而現況是很多人都不願意放棄建戶所有権，但仍然未付租金。負責收錢的台中市政府已代台中仁愛
之家以侵占土地為由控告不付錢的建戶所有人。 
 
4 第一廣場的變化 
  第一廣場在 1991 年 2 月開始營業時，生意相當好。但其實 1990 年代是第一廣場所位居的中
區開始景氣變差的時期。在這樣的背景之下，歷經了 1995 年的衛爾康西餐廳火災、1999 年的九
二一大地震之後，台灣客人變得愈來愈少，景氣愈來愈差。 
  台灣為了推行 14 項重要建設工程及 6年國家計畫，從 1989 年正式引進菲律賓、泰國、馬來
西亞、印尼 4 個國家的外勞。在台中縣市工作的外勞在星期假日會自行搭車來到交通便利的台中
車站附近，甚至有些雇用很多外勞的企業主會以公司的車子載外來到第一廣場附近下車，讓外勞們
渡過愉快的一天。第一廣場管理委員會及其他相關人士在思索如何振興景氣時，看到很多外勞聚集
在第一廣場附近而嗅到商機，開始從事外勞相關行業。第 1家外勞餐廳於 2003 年開店，但是台灣
客人常去的地下 1樓則於 2004 全面停場。從事外勞生意雖然提升了第一廣場的景氣，但是卻出現
了台灣人變得更少的問題。 
  受到 2008 年 10 月開始的金融危機的影響，台灣開始出現將外勞送回國或減少薪水等動作，
這讓第一廣場再度感受到不景氣。店家發現只做外勞生意的話，業種類別會受限制，而世界的經濟
狀況及國家的政策改變的話，就很容易受到影響。有的人認為還是做台灣人生意比較好。 
 
5 從最近的動向來思考 
變更為商業用地 
  1 樓～3 樓因為是市場用地，故業種是有所限制的。管理委員會提出的意見是，若能變更為商
業用地的話，可以帶動第一廣場及附近區域的繁榮。商業用地的變更案已納入「台中市變更都市計
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畫市場用地專案通盤檢討案」在做檢討，但是土地所有人仁愛之家持反對意見。若要變更用地的話，
土地所有人必須先付出一筆巨額的回饋金，但是土地使用者不是仁愛之家，所以在用地變更之後的
受益者是建戶所有人及承租戶，故這個變更案對仁愛之家沒有任何利益可言，故完全沒有變更的意
願。現況是，第一廣場必須與仁愛之家協商出一個回饋金計畫，用地變更案才能繼續檢討下去。（台
中市政府新聞處、2008)  
2 樓委外經營 
  台中巿經濟發展處市場科已將 2樓攤位全部回收，將於 12 月以 2 樓整場委外經營的方式進行
公開投標，希望東南亞或歐洲的餐廳或服飾店、年輕人喜愛的電子產品等商品店能夠進駐。（黃任
膺、2009 年) 
補助金1500萬元 
  台中市政府已從經濟部取得 1500 萬元補助金，將用於第一廣場的電氣設備、排水設施、植栽
美化等工程，並且努力計畫在大樓前面的開放空間（500 坪）舉辦音樂會或傳統市集等各種活動。
2009 年 11 月 1 日在第一廣場舉辦的「台灣市集名攤」活動就是為了讓第一廣場轉型的第一個活
動。（黃任膺、2009 年) 
 
結論 
  第一廣場隨著台中市商業區的變化而改變，但在時代的洪流下終於找到自己的方向走了下來，
但是好不容易穩定下來的結構卻再度受世界經濟改變而破壞。我們可以看到目前除了第一廣場的相
關人士之外，台中市政府也開始出現協助的動作。若是能喚起台中居民的關心，就會更有力量。我
想這應該就是今後應該努力的方向吧。 
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附表 1 台灣外勞・外籍配偶人數―國籍別       單位：人數；％ 
年度別 合計 (注 1) 印尼 菲律賓 泰國 越南 

2003 年底 300,150 * 56,437 * 81,355 * 104,728 * 57,603 * 

2004 年底 314,034 4.5%↑ 27,281 51.7%↓ 91,150 10.8%↑ 105,281 0.6%↑ 90,241 36.2%↑ 

2005 年底 327,396 4.1%↑ 49,094 44.5%↑ 95,703 4.8%↑ 98,322 6.7%↓ 84,185 6.8%↓ 

2006 年底 338,755 3.4%↑ 85,223 42.4%↑ 90,054 6.0%↓ 92,894 5.4%↓ 70,536 16.3%↓ 

2007 年底 357,937 5.4%↑ 115,490 26.3%↑ 86,423 4.1%↓ 86,948 6.5%↓ 69,043 2.2%↓ 

2008 年底(a) 365,060 2.0%↑ 127,764 9.7%↑ 80,636 6.7%↓ 75,584 13.1%↓ 81,060 14.9%↑ 

國籍別 佔合計的比例 35.0％ 22.1％ 20.7% 22.2％ 

2008年度外籍配偶(b) (注2) 26,071 6,233 8,558 80,431 

2008年度外勞＋外籍配偶(a)+(b) 153,835 86,869 84,142 161,491 

*比去年増加／減少的百分率 注 1：此為包含蒙古及馬來西亞在內的合計  注2：此為包含柬埔寨及日本在內的
合計 
資料來源：根據行政院勞工委員會及戶政司的資料（2009 年 12 月 5 日參考）由筆者整理而成。 
 

附表 2 印尼外勞人數－年度別  單位：人數；％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：資料來源：根據行政院勞工
委員會的資料（2009 年 12 月 5
日參考）由筆者整理而成。 
*比去年増加／減少的百分率 

 各國合計 印尼 * 
1991 年底 2,999  －  0% 
1992 年底 15,924  －  0% 
1993 年底 97,565  －  0% 
1994 年底 151,989  6,020  0% 
1995 年底 189,051  5,430  9.9%↓ 
1996 年底 236,555  10,206  46.8%↑ 
1997 年底 248,396  14,648  30.4%↑ 
1998 年底 270,620  22,058  33.6%↑ 
1999 年底 294,967  41,224  46.5%↑ 
2000 年底 326,515  77,830  47.1%↑ 
2001 年底 304,605  91,132  14.6%↑ 
2002 年底 303,684  93,212  2.3%↑ 
2003 年底 300,150  56,437  39.5%↓ 
2004 年底 314,034  27,281  51.7%↓ 
2005 年底 327,396  49,094  44.5%↑ 
2006 年底 338,755  85,223  42.4%↑ 
2007 年底 357,937  115,490  26.3%↑ 
2008 年底 365,060  127,764  9.7%↑ 
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移動によるサービス業の変化	  ―第一広場のホテルから考える―	  
 

東海大學日本語文學系 碩士班一年級 劉玉璽 

 

1 この二十年台中市各行政区の人口移動の変化 
 台中市政府の人口統計資料によると1、2007 年末に台中市に人口登録している人口が 1,055,898
人いる。2006 年末の人口 1,044,392 人に比べると 11,506 人が増え、つまり、人口増加率が 1.10
パーセントである。中には新生児のほか、台中市以外の県市から移住する台湾人が 7,165人いる。
一方、第一広場にある中区の人口数がさらに分析する見ると大分減少してくることが分かる。台
中市は行政区が八つに分けて2その中には中区の人口数が一番多かったのが 1986 年である
43,656 人だった。1987年台中市の人口がただ 70万あたりで中区に住む人が 4.1 万にんもいる、
その後台中市人口が激増することの逆に中区に住む人が激減する。台中市の人口総数が成長して
きて、2009 年 9 月の統計に、計 1,071,117人もいるが中区の人口が 23,603 人しかいない。それ
は経済にも政府の経営方針にも掛かっているだろう。 
	 下図にて台中市人口増加の逆に中区人口の減少が一見に見える。 

表 1 

表 2 

 台中市に増加してる人口が駅周辺に中区や北区などの中心位置に住んでることなく西屯区や
北屯区など周辺に移動する注 1。 
 だから、中区にある第一広場の周辺の人口がずいぶん減った、商売も以前、にぎやかだったが

                                                             
1台中市政府インターネットサイト http//www.tccg.gov.tw/sys/SM_theme?page=45b47fe4 からの統計資料を参考し
て筆者が作る表である 
2台中市政府の資料によると、今までの行政区が八つ―中区、西区、東区、北区、南区、西屯区、南屯区、北屯区―に分
けるが新しい都市計画は分け方が違って一期から数える。 
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現在は姿が全然変わった3。足を向ける人も昔の学生とか社会人の台湾人から今の外国人労働者
に変更した。店も日一日に外国人労働者―タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの国
の人―向けの商店や屋台が多くなってくる。 
 この報告では第一広場にあるたっだ一つのホテル̶旧称緑川ホテル、いまの宝華ビジネスホテ
ルからサービス業の変異を考えて行きたい。この度調査のために第一広場へ通った。実際にその
現場で状況を調べに行って、最初（2009/5）自治会会長の連さんにインタービューをする時、
連さんからの情報だった。それが、この第一広場には緑川ホテルがあったということである。筆
者は大学卒業したから初の仕事がホテルのスタッフで今年までもう四年間している。だから、緑
川ホテルの変わり移りに興味深いである。いっだい、台中区中区の人口種類や数の変化が第一広
場にどんな衝撃を与えるのか？そして、サービス業としての緑川ホテルにどんな影響を与えるの
か。 
 
2 「宝華ビジネスホテル」の変遷 
 ホテルが第一広場のビル A1-8 階から A1-12 階までで一階には幅の広くないロビーがある。
2009/6/22 にはホテルがまた変装する工事中で外には何の看板もなく外見から見るだけでとて
もホテルとは考えられない。入り口が売店のオーナーから教えられなかったら見つけられない。 
 緑川ホテルが 1978 年第一広場が火事後立て直してから営業開始する、10 年ぐらい前、つま
り 1999 年4に営業停止した。今年、2008 年末建物は内装をデザインされて、外見が変えられて、
ホテル名を宝華ビジネスホテルに変更したリーニューオープンされた。たとえ 1989 年に台湾に
は外国人労働者の正式導入がきっかけで 2002 年に第一広場の衰退が開始したら、外国人労働者
の大量移入することと台湾人の移出することが緑川ホテルの廃業とは関係があまりないとも言
えないか。なぜなら、緑川ホテルが 1999 年に不経済が原因で商売をやめるから。 
 宝華ビジネスホテルには旧緑川ホテルと同じように部屋 60 軒がある、部屋の大きさも変えな
いままデザイン直す。2009.7 月中旬か下旬に再度営業の予定であるが、消防が国家の標準に達
することができなかったから 10 月下旬に試行販売し始める。そのとき部屋の値段が定価 2400
元の三分の一くらい、シングルが朝食二人分付 1000 元になる。試行販売が 11 月 30 日までで
ある。12 月 1 日から、普通平日の値段が 11 坪あるシングルは 1600 元で 12 坪ぐらいあるツイ
ンの部屋が平日 2660 元から 2800 元である。そして、スウット（リビルン付け）の 15 坪の部
屋が平日 3220 元になる5。以上の値段が昔の旧緑川ホテルの値段とはあまり変わっていない。 
 台中駅の周辺にはたくさん 30 以上も歴史がある旅館がある。その中には公務員の軍人や警察
を対象する安くと 400 元から 600 元だけかかると一泊に泊める。例えば、台中駅に出ると右側
20 メートル近くにある南北大飯店は一泊が 500 元であて、南北大飯店向こうにある巧合大飯店
のほうは一泊 950 元で駐車場付きである。だから、この周辺の旅館に比べると旧緑川ホテルの
値段がずいぶん高いことが分かる。 
 しかし、旧緑川ホテルの営業状況が、やはり第一広場にあるのが原因の一つ、台中駅の周辺の
旅館より悪いとはいえない。 

                                                             
3詳しい情報が陳彥廷/陳智祥--台中都市計画における第一広場の位置づけと白春燕—第一広場の変遷にて報告する。 
4情報が宝華ビジネスホテルマネージャの張志義から聞いた、詳細日付が確認できず、だいだいの時間しか教えられなか
った。なぜなら、張さんが新任支配人だから。 
5宝華ビジネスホテルのサイト http://powa.okgo.tw/room.html には値段について詳しい情報がある。 
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2.1 A1-8～A1-12 階：宝華ビジネスホテル（工事中） 
2009/6/22 の姿 

図 1 

ホテルの入り口が第一広場の一番端な
ところで靴屋さんのすぐそばにあるゲ
ートが図 1 ようみ見るとわかる大きく
ない。第一広場に直面すると左側ビル
が A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2 館
に分けている。商売さんに訪ねると場
所を説明するときよくこのコートを使
っている6。 
 

図 2 

入り口がとても暗くてなかなか見つか
らなかった。それにホテルの看板が外
で見るにも中に入るにも見えない。 

 

                                                             
6一階にある映画館の 20 代スタッフから中国語で「你可以去那個 B2 旁邊的管理室問看看」と言った。一階にある廟のば
あさんから台湾語で「嘿底勒 A1 那邊啦」と言った。など、第一広場に住んでる人や仕事をしてる人々がよく使ってい
るようだ。 
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図 3 

入り口に入ると図 3 ような風景がみえ
る。一見と工事中することがわかる。 
 

 
図 4 

そして、曲がると専用のエレベーターが
二台ある。使用できるかどうかが迷って
たところある工人がエレベーターで降り
たことを目の前に発生するこそ安心にエ
レベーターを乗るのができる。 
 

 
図 5 

図 5そのエレベーター内に貼っているお
知らせ。上に載ってる日付が 2008 年 10
月 31 日である。内容が建築会社にのお
知らせだ。	 
１．ごみを必ず毎日自分で捨てるように 
２．安全注意や出る前に電源を消すよう
に 
３．一点と二点を守らなかったら罰金す
ること 
これらの風景が見るのが 
2009/6/22 である。 
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2.2 A1-8～A1-12 階：宝華ビジネスホテル（試行販売直前） 
2009/10/1７の姿 

図 6 

図 6 がホテルの外見である。図 7
がロビーである。ホテルのロビー
が一般的に言えば広くて堂々だが
第一広場にて一階の売店のほうが
業主にとって人気があって、家賃
も相対的に高いから、宝華ビジネ
スホテルの一階にあるロビーが一
単位7しかない。	 

 

図 7 図 8	 

図 9 

                                                             
7白春燕—第一広場の変遷：3.2 第一公有小売市場にて紹介する店舗の数、一つが一単位として家賃を計算する。 

図 8がエレベーターで図 9がツイ
ンの部屋の様子である。 
この時点には外見も内装も、だいだ
いできて、残るのが仕上げのほかに
勤務員の訓練である。 
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 2009/12/07 に宝華ビジネスホテルマネージャの張志義さんを、2009/11/30 までに試行販売
の営業状況をたずねるために、再訪する。張さんによると試行販売期間に土日が 60 軒ほぼ満室
で平日も７割以上の宿泊率があった。これからは外国人観光客のほかに出張する台湾人や日本人
などを客層として商売する。 
 しかし、ここには問題点がある。以上の視点から見ると第一広場宝華ビジネスホテルの移り変
わりが人口の移動と変化があまり関係がなければ、なぜ、盛衰の変化がざっと目を通すと明らか
に分かるのか。この問題点について張さんから経済不景気の回復が一番大きい原因だと説明す
る。昔の緑川ホテルでいい、宝華ビジネスホテルでいい、どっちも台中市第一広場周辺の住人や
足を向ける人を客層とすることではなく、外地から台中市に出張する客や遊びに来る人を狙って
商売してくる。だから、周辺の人口よりも経済の活発のほうが影響が大きいである。1980 年以
降、台湾の投資環境が第二次石油危機の影響で激変が起こられる。それから 20 年の間台湾には
三回のデプレッションがあった。そして、2000 年末、バブルテクノロジーの崩壊に世界原油価
額上昇の影響でもっと不景気になる。さらに、2001 年 911 テロの影響で経済成長率がマイナス
成長 2.18 パーセント、失業率も大幅に上昇する。2006 年 6 月までには緑信号以下だった8がそ
の後ようやく緑信号へ回復するように見える。無論、就業率も、海外への貿易も、物価も、いい
調子に向かうように進んでいくことが景気の分析からわかる9。だから、宝華ビジネスホテルの
オーナーにとっては今こそリーニューオープンの絶好時期だとも言える。 
	 

注 1：付表 1、付表 2に参考する。 
 

参考文献： 
黃嘉斌(2008)「善用 10 年景氣循環小心邪惡第 5波」 Smart 智富月刊第 120 期付 

（ http://learn2rich.blogspot.com/2008/08/105.html、2009/11/29 参照） 

經研處（2007/04/09）景氣對策信號（Monitoring indicator）

（http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0000883,2009/12/07 参照） 

白春燕̶第一広場の変遷(共同検討会論文 2009/12/07 参照) 

	 

参照インターネットサイト： 
台中市政府 http://www.tccg.gov.tw 

台湾経済研究院 http://www.tier.org.tw/ 

台湾行政院建設委員会 http://www.cepd.gov.tw/ 

宝華ビジネスホテル http://powa.okgo.tw/room.html 

	 

	 

                                                             
8 Monitor ing indicator-景気動向指標の景気信号が五つにわける、一番いいからは：赤信号、黄色赤信号、緑信号、
黄 色 青 信 号 、 青 信 号 。 一 番 不 景 気 の が 青 信 号 で あ る 。 台 湾 行 政 院 経 済 建 設 委 員 会 サ イ ト
http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0000883 
9 Business cycle :台湾経済研究院サイトwww.tier.org.tw/comment/pre_20060817.doc 
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付表 1 
 人口 
人口統計資料為供政府釐訂各項施政措施之最基本資料，如研究人口之特性、推論未來之消長趨
勢，人口各種質量相關組合、提供生命表之編製以及學術性研究等，以應政治、軍事、教育、經濟
建設及人力運用之重要依據。 

 
 （一）人口分佈與密度 
根據民國 97 年底戶籍登記資料顯示（按我國戶口統計採事件發生登記制度）：本市現住人口已達
1,066,128 人，較上年底 1,055,898 人增加 10,230 人，增加率為 0.97％。 
根據統計，民國 97 年全年遷入本市人口數為 81,220 人，而自本市遷出人口為 74,900 人，亦即
淨遷入 6,320 人。 
 

 

現住人口性別方面：97 年底男性為 520,274 人，占 48.80％，女性為 545,854 人，占 51.20％。
其性比例為 95.31，較上年性比例 95.59 減少 0.28 百分點。 

 

人口密度方面：民國 97 年底每平方公里為 6,523.63 人，較上年底每平方公里人口密度 6,461.03
人，增加 62.60 人。97 年底本市各區人口中，以中區每平方公里 26,812.45 人為最高，北區
21,292.81 人次之，而以北屯區每平方公里 3,859.28 人最少。 
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付表２ 

 

民国年（西暦） 台中市中区人口 民国年（西暦） 台中市中区人口 

78 年末（1989） 37,177 88 年末（1999） 23,557 

79 年末（1990） 35,702 89 年末（2000） 23,096 

80 年末（1991） 34,447 90 年末（2001） 23,420 

81 年末（1992） 33,564 91 年末（2002） 23,536 

82 年末（1993） 33,291 92 年末（2003） 23,535 

83 年末（1994） 31,772 93 年末（2004） 23,762 

84 年末（1995） 28,282 94 年末（2005） 24,062 

85 年末（1996） 26,815 95 年末（2006） 23,527 

86 年末（1997） 25,554 96 年末（2007） 24,010 

87 年末（1998） 26,815 97 年末（2008） 23,603 

 

 

2010 景氣 ww.tier.org.tw/observe/macro_forecast.asp 
	 

民国年（西暦） 台中市人口/人 民国年（西暦） 台中市人口/人 

78 年末（1989） 746,780 88 年末（1999） 940,589 

79 年末（1990） 761,802 89 年末（2000） 965,790 

80 年末（1991） 774,197 90 年末（2001） 983,694 

81 年末（1992） 794,960 91 年末（2002） 996,706 

82 年末（1993） 816,601 92 年末（2003） 1,009,387 

83 年末（1994） 832,654 93 年末（2004） 1,021,292 

84 年末（1995） 853,221 94 年末（2005） 1,032,778 

85 年末（1996） 876,384 95 年末（2006） 1,044,392 

86 年末（1997） 901,961 96 年末（2007） 1,055,898 

87 年末（1998） 917,788 97 年末（2008） 1,066,128 
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從移動看服務業的變化	  ―自第一廣場的飯店來思考―	  
 

東海大學日本語文學系 碩士班一年級 劉玉璽 

 

1． 這 20年台中市各行政區的人口移動的變化 

  從台中市政府的人口統計資中可以得知1、到 2007 年底為止，台中市登錄在案的人口數為

1,055,898 人。相較於 2006 年底的人口 1,044,392 人多出了 11,506、也就是說人口增加率為百
分之一點一。其中除了新生兒之外，自台中市外遷入的人口數有 7,165 人。若是再進一步分析，
可以得知:中區的第一廣場人數大幅度的減少了。台中市的行政區分為八個2，其中，中區的人口數

最多的時期是在 1986 年當時有 43,656 人。1987 年台中市的人口只有 70 萬人左右，但，中區的
人口數就有 4.1 萬人之多，其後，相對於台中市人口數的急速增加中區的人口數反而大幅減少。台
中市的人口成長到 2009 年 9 月時，已達到 1,071,117 人，但中區的人口只有 23,603。其原因大
概與經濟也有關係也與政府的政策有關。 
  從下圖可以看出近年來台中市人口增加，另一方面台中市中區的人口卻是減少的。 

表 1 

表 2 

 
 
     台中市所增加的人口並不是增加在火車站周邊的中區或北區，而是遷入西屯區或是北屯區等
地注 1。 

                                                             
1 參考台中市政府網站 http//www.tccg.gov.tw/sys/SM_theme?page=45b47fe4 上的資料，筆者自行做的圖表。 
2 根據台中市政府的資料、至今為止的行政區分為八個―中區、西區、東區、北區、南區、西屯區、南屯區、北屯區―但，
新的都市計劃的分法不同是自一期起計算的。 
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     所以在中區的第一廣場的人口數減少了相當多，商業活動相較於以前也完全不同於以往的熱
絡3。會到第一廣場的人也從以往的台灣人變為外藉勞工。商店也漸漸變成針對外藉勞工所開設的

店為多數，如泰藉勞工、越南勞工、印尼勞工、菲律賓勞工等等。 
  此報告是針對第一廣場唯一的飯店̶舊稱綠川飯店、現在的寶華商旅-為對像來思考第一廣場
服務業的變遷。此次實際到第一廣場做調查，在 2009/5 月訪問第一廣場自治會會長連先生時，從

連先生那得來的資訊:第一廣場曾有一間飯店叫做綠川飯店。筆者自大學畢業以來，第一個工作就
是飯店的服務人員，至今已經在飯店服務四年了，所以對於綠川飯店的興衰及變遷有很大的興趣。
究竟台中市中區的人口種類及其變化對於第一廣場有何種衝擊，再者對於服務業有何影響。 
 

2． 「寶華商旅」的變遷 
  飯店在第一廣場的A1棟的8樓到12樓，在A1的一樓有設置一個寬幅不大的大廳。2009/6/22
時，飯店仍在改裝中，其外觀沒有招牌也沒有任何的告示，所以自外面看起來完全看不出是飯店，
飯店的入口若不是一旁的商店的老闆告的話還真的遍尋不著。 
  綠川飯店在 1978 年第一廣場發生火災重建之後開始營業，而在大約 10 年前，也就是 1999
年4停止營業。在去年 2008 年底，開始改裝內部的設計，外觀也做了重新整修，改名為寶華商旅，

再次對外重新營業。若是依目前所得的資料推測、1989年台灣正式引進外藉勞工為原因，之後2002
年第一廣場開始衰退的話，那麼以時間點來看，綠川飯店停止營業與外藉勞工的大量引入及台灣人
外移似乎可說沒有很大的關連。因為綠川飯店自 1999 年就因為經濟不景氣而停止營業了。 
  寶華商旅與舊綠飯店一樣都是 60 間房間，房間的大小也沒有很大的改變，只是重新裝潢而已。
原本預計 2009.7 月中旬或下旬再次營業，卻因為消防未達到國家標準而延宕，所以到了 10 月下
旬才開始對外試賣。試賣時，房間的售價僅房間訂價的三分之一左右，單人房附兩客早餐是 1000
元，而試賣期間到 11/30 為止，自 12 月 1 日起所有的價格即調回原價，平日的價格是 11 坪的單
人房是 1600 元、12 坪左右的雙人房是 2660 元到 2800 元，含有客廳的套房則是 15 坪、平日價
格是 3220 元5。以上的價格與以前的舊綠川飯店的價格沒有很大的差別。 

	 	 在台中火車站周邊有很多 30 年以上歷史的老舊旅館，這些旅館很多都以公務員的軍人或警察
為對象，價格便宜的自 400 元起至 600 元左右就可以住上一晚。例如，在台中火車站出來右側距
離 20 公尺處，有一飯店是南北大飯店，住宿一晚是 500 元，而南北大飯店的對面的巧合大飯店則
是一晚 950 元，附設停車場。所以與這周邊的旅館比起來，我們可以得知舊綠川飯店的售價要高
得許多。 
	 	 但是舊綠川飯店的營運狀況並不比台中火車站周邊的旅館還差，果然還是因為是在第一廣場中
的原因之一嗎?。 

                                                             
3	 詳情請參照陳彥廷/陳智祥--台中都市計画中第一廣場的代表意義及白春燕—第一廣場的變遷。 
4	 資料來源為寶華商旅經理張志義，只能夠提供約略時間，無法確切告知日期，因事件發生時張志義並不在這間飯店服務。 
5 寶華商旅的網站 http://powa.okgo.tw/room.html 有詳細房價資訊 
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2.1 A1-8～A1-12 樓：寶華商旅（施工中） 
2009/6/22 的樣子 

図 1 

 

飯店的入口是在第一廣場最邊邊的皮鞋店
旁，其處有一大門，如圖 1可看到，其大門
並不大。面對著第一廣場，自左側開始分為
A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2 棟，在訪
問第一廣場的商店時，他們經常用這分法在
表示6 
	 

	 

	 

 

図 2 

 

 

 

入口非常的昏暗，且不太容易找到，在飯店
的外側看不到任何的招牌，裡面也沒有任何
標示。 
 

 

                                                             
6 一樓電影院的 20 多歲的工作人員就用國語跟我說「你可以去那個 B2 旁邊的管理室問看看」。 
而一樓廟旁的老婆婆則是用台語跟我說「嘿底勒 A1 那邊啦」等等，住在第一廣場或是在第一廣場工作的人似乎常常使用
這種分法。 
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図 3 

由入口進入之後就可以看到如圖 3 的景
像，一看就知道是在施工中。 
 

 
図４ 

轉個彎，可以看到兩台飯店專用的電梯，
當我正在猶豫這電梯可否使用時，正好有
一個工人自樓上搭電梯下來，我才能夠放
心使用這電梯。 
 

 

図 5 

圖 5 是其中一部電梯中所貼的告示。上面
寫的日期是 2008年 10月 31日。是給建

築公司的告示。	 

其內容是 
１．垃圾一定要每天自行丟棄 
２．為了安全，在離開前一定要將所有電
源關掉 
３．若是沒有確實遵守 1、及 2則罰錢 
以上這些是 
2009/6/22 看到的景象。 
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2.2 A1-8～A1-12 樓：寶華商旅（試賣前） 
2009/10/1７的樣子 

図 6 

圖 6是飯店的外觀。圖 7是大廳。飯
店的大廳一般而言是很堂皇的，但第
一廣場的一樓的商店好像訊問度很
高所以租金相對得也比較高，所以寶
華商旅的一樓只有一個單位而已7

。 
 

 

図 7 図 8	 

図 9 

                                                             
7 白春燕—第一広場の変遷：3.2 第一公有零售市場中介紹的店舖數，一個就是一個單位做為收取租金之計算。 
 

圖 8是電梯圖9是雙人房的房內的照
片。 
些時外觀也快好了，裡面的裝潢也大
部份快好了只剩下收尾的部份及員
工訓練的部份了。 
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	 	 2009/12/07 再次拜訪寶華商旅的張志義經理，為了訊問到 2009/11/30 為止試賣的營運結果
如何。張經理表示，試賣期間的週末六日 60 間房間幾乎都會客滿，而平日也有達到 7成以上的住
宿率。今後要以外國的觀光客及出差的台灣人及日本人等的做為進攻的客層。 
	 	 但是，這裡碰到一個問題點，就是由以上的視點來看第一廣場寶華商旅的變遷及人口的變化，
似乎與人口的移動變他沒有很大的關係。那麼又為何可以這麼明顯得看出其興衰的變化呢?關於這
點，張經理回答說，這次的開業與景氣的回復有很大的關係。之前綠川飯店也好，現在的寶華飯店
也罷，兩者皆不是以台中市第一廣場周邊的人及到第一廣場來的人們為客層，一直都是以外地來的
出差客或是來玩的遊客為主要客層。所以，比起周邊人口的多寡經濟的活絡方面影嚮較大。自 1980
年以後、台灣的投資環境被第二次石油危機影響而起的相當大的變化。其後 20 年間，台灣經歷了
三次的蕭條期，之後到了 2000 年底，又受到了科技泡沫破滅及國際原油上漲的影響，更加得不景
氣。再加上 2001 年 911 恐怖攻擊的影響，經濟負成長百分之 2.18，失業率也大幅升高。到 2006
年 6 月之前，景氣的信號都是在綠燈以下，但後半年終於回復到了綠燈8。無論是就業率也好，國
外貿易也好，物價也好，都朝著樂觀的方向前進，這一點自景氣的分析就可以看得出來9。所以，
對寶華商旅的老闆而言，現在這個時間點可以說是重新開幕的大好時機。 
	 

注 1：請參考付表 1、付表 2。 
	 

参考文献： 

黃嘉斌(2008)「善用 10 年景氣循環小心邪惡第 5波」 Smart 智富月刊第 120 期付 

（ http://learn2rich.blogspot.com/2008/08/105.html、2009/11/29 参照） 

經研處（2007/04/09）景氣對策信號（Monitoring indicator）

（http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0000883,2009/12/07 参照） 

白春燕̶第一広場の変遷(共同検討会論文 2009/12/07 参照) 

 

参照網址： 
台中市政府 http://www.tccg.gov.tw 

台湾経済研究院 http://www.tier.org.tw/ 

台湾行政院建設委員会 http://www.cepd.gov.tw/ 

寶華商旅：http://powa.okgo.tw/room.html 

	 

                                                             
8 Monitoring indicator-景氣動向指標地景氣信號共有五個。由好到壞分別為：紅、黃紅、綠、黃藍、藍。
最不景氣的信號為藍色。台灣行政院經濟建設委員會網頁：http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0000883 
9 Business cycle :台灣經濟研究院網頁www.tier.org.tw/comment/pre_20060817.doc  
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付表 1 
 人口 
人口統計資料為供政府釐訂各項施政措施之最基本資料，如研究人口之特性、推論未來之消長趨
勢，人口各種質量相關組合、提供生命表之編製以及學術性研究等，以應政治、軍事、教育、經濟
建設及人力運用之重要依據。 

 
 （一）人口分佈與密度 
根據民國 97 年底戶籍登記資料顯示（按我國戶口統計採事件發生登記制度）：本市現住人口已達
1,066,128 人，較上年底 1,055,898 人增加 10,230 人，增加率為 0.97％。 
根據統計，民國 97 年全年遷入本市人口數為 81,220 人，而自本市遷出人口為 74,900 人，亦即
淨遷入 6,320 人。 
 

 

現住人口性別方面：97 年底男性為 520,274 人，占 48.80％，女性為 545,854 人，占 51.20％。
其性比例為 95.31，較上年性比例 95.59 減少 0.28 百分點。 

 

人口密度方面：民國 97 年底每平方公里為 6,523.63 人，較上年底每平方公里人口密度 6,461.03
人，增加 62.60 人。97 年底本市各區人口中，以中區每平方公里 26,812.45 人為最高，北區
21,292.81 人次之，而以北屯區每平方公里 3,859.28 人最少。 
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付表２ 

	 

民国年（西元）	 台中市中區人口	 民国年（西元）	 台中市中區人口	 

78 年底（1989）	 37,177	 88 年底（1999）	 23,557	 

79 年底（1990）	 35,702	 89 年底（2000）	 23,096	 

80 年底（1991）	 34,447	 90 年底（2001）	 23,420	 

81 年底（1992）	 33,564	 91 年底（2002）	 23,536	 

82 年底（1993）	 33,291	 92 年底（2003）	 23,535	 

83 年底（1994）	 31,772	 93 年底（2004）	 23,762	 

84 年底（1995）	 28,282	 94 年底（2005）	 24,062	 

85 年底（1996）	 26,815	 95 年底（2006）	 23,527	 

86 年底（1997）	 25,554	 96 年底（2007）	 24,010	 

87 年底（1998）	 26,815	 97 年底（2008）	 23,603	 

 

 

2010 景氣 ww.tier.org.tw/observe/macro_forecast.asp 

民国年（西元）	 台中市人口/人	 民国年（西元）	 台中市人口/人	 

78 年底（1989）	 746,780	 88 年底（1999）	 940,589	 

79 年底（1990）	 761,802	 89 年底（2000）	 965,790	 

80 年底（1991）	 774,197	 90 年底（2001）	 983,694	 

81 年底（1992）	 794,960	 91 年底（2002）	 996,706	 

82 年底（1993）	 816,601	 92 年底（2003）	 1,009,387	 

83 年底（1994）	 832,654	 93 年底（2004）	 1,021,292	 

84 年底（1995）	 853,221	 94 年底（2005）	 1,032,778	 

85 年底（1996）	 876,384	 95 年底（2006）	 1,044,392	 

86 年底（1997）	 901,961	 96 年底（2007）	 1,055,898	 

87 年底（1998）	 917,788	 97 年底（2008）	 1,066,128	 
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第一廣場における商品の流通と消費行動の相関について －速食麺を例として－	  
 
東海大學日本語文學系 碩士班二年級 大内宏信 

 
0. はじめに 
 台中市の「第一廣場」3階にある「売店」には、さまざまな商品が置かれている。乾物や菓子類、ソ
ース類や果物の缶詰、速食麺などといった食品から、各種飲料、化粧品類、雑貨、雑誌や CD などに
いたるまで、生活に必要と思われる品物が揃っている。 
 購買層は、台湾において、いわゆる「外労」と呼ばれるタイやフィリピン、インドネシア、ベトナ
ムなど東南アジア諸国から働きに来ている外籍労働者たちが中心である。まれに台湾籍の顧客も訪れ
るが、その数、割合は、数値化はできないものの、一見して比較にならない。 
ここ最近、すなわち 2009 年 11 月現在で言うと、平日の「第一廣場」は閑散としている。従業員たち
は、店内、カウンター内に待機しているか、仕入れ棚、商品陳列棚の整理といった仕事をしている。
その日たまたま仕事が休みの「外労」たちが、わずかに買い物に訪れる程度で、従業員たちは概して
暇をもてあましているように見える。土曜日になると、若干、客数が増加する。しかし「第一廣場」
が圧倒的な賑わいを見せるのは日曜日である。特に午後、夕食前の 5 時頃までがもっとも混雑する時
間帯であるようだ。夕食の時間帯になると、「外労」たちの多くは食堂へ入るか、門限があるために
宿舎へ戻ってしまう。 
 感覚的に言うと、「第一廣場」の客足は、日曜日を 10 として、土曜日が 3、平日が 0、といった割
合である。 
 しかし最近では、昨年来の世界金融危機の影響のために仕事を失い帰国させられた「外労」たちも
多く、あるいは「外労」たちの購買力の低下から、「第一廣場」の営業成績は落ち込んでいるとも聞
く。前述の「日曜日を 10」とする場合の、「10」が表す実数の変化が、ひとつのバロメーターとして
注目されるべきポイントであるのかもしれない。 
 さて、「第一廣場」3 階の「売店」の入口を入ると、すぐに 3 つのレジが並んでおり、そこを通過
して左手には食品や化粧品、雑貨類などの商品棚が並んでいる。これをそのまま左手に進み、突き当
たりに並べられているのがタイ、フィリピン、ベトナム、インドネシアから輸入された速食麺である。
この速食麺の売り場スペースはかなり大きく、突き当りの壁一面にタイ、フィリピン、ベトナムの順
に麺が置かれ、さらに店内を右に折れて、菓子類・飲料などの商品ケースの並ぶスペースを抜けると、
インドネシアの麺が大量に並んでいる。日曜の速食麺は売れ行きが良く、店員がどんどん新しい箱を
開けて商品を補充していく。箱ごと買占めていく客たちも目立つ。ひとつのポイントは値段である。
ここの速食麺はどこよりも安く値段設定されているため、「外労」たちの手頃な日常食として活躍し
ていることが考えられる。 
 本論では、この輸入速食麺を例として、「第一廣場」における商品の流通と消費行動の相関につい
て考えてみたい。 
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1. 輸入速食麺の流通 
 台湾における、製造業者～小売店、消費者までの、輸入速食麺の流通経路は以下の通りである。 
 
１．製造業者 → ２．輸出業者 → ３．輸入業者 → ４．卸売業者 → ５．小売店  
  → ６．消費者 
 
 台湾全般の小売店に関して言えば、当然輸入品ではなく、国内生産の品物も売られているが、「第
一廣場」の「売店」に置かれている速食麺は、原則としてすべて輸入品である。輸入品の場合、ライ
センスの問題さえクリアすれば、卸売業者が輸入業者を兼務している場合や小売店が輸入業者から直
接商品を購入している場合、あるいは輸出業者と直接取引をするケースも考えられるが、「第一廣場」
の「売店」における速食麺の流通経路としては、上記の通りとなっている。 
 また、「第一廣場」の「売店」の速食麺は、後段及び注で個別に示すように、タイ、ベトナム、フ
ィリピン、インドネシアから、多くは台北周辺の、いくつかは高雄などの輸入商を通じて輸入され、
「売店」内で小売されている。 
 
２．「第一廣場」の「売店」と他の小売店の比較 
 それでは、台湾のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで売られているものと比較した
場合、「第一廣場」の「売店」で売られている速食麺は、流通経路や価格設定などにおいて、どのよ
うな特徴が見られるのだろうか。 
 今回は、台中市内の任意のスーパーとコンビニを選び、「第一廣場」との比較を行ってみた。選ん
だスーパーは「台糖量販」（Taisuco）、コンビニは「セブン・イレブン」各一店舗である。 
 また、今回調査した速食麺は、「第一廣場」の「売店」のもの 10 点、「台糖量販」のもの 5点、「セ
ブン・イレブン」のもの 5 点で、各店舗のすべての速食麺を網羅できたわけではない。できるだけ製
造地域や製造者、価格面でのバラエティをカバーできるよう考慮して、商品の選択を行った（詳細は
注を参照）。 
 まずは製造地域及び流通面から見てみたい。 
 第一廣場で売られている速食麺は、前述のようにタイやベトナム、フィリピン、インドネシアなど
から輸入され、台湾での輸入会社は台北周辺か、あるいは高雄などにある。 
 それに比べて台糖量販の速食麺では、台湾製造のもののほか、日本、韓国、あるいは香港から輸入
している場合もあったが、第一廣場のような、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアからの輸
入品は見られず、ほかに、シンガポールから輸入している商品がひとつあったものの、これは、価格
的にも比較的割高のものであった。 
 セブン・イレブンの速食麺は、今回訪れた店舗では台湾で製造されたものがほとんどであり、意外
なことに日本製のものが見当たらなかった。「和風精進料理椎茸の味杯麺」という名称のものでさえ、
台湾の会社が製造している。ほかには韓国製のものと、タイが日本向けに製造していると思われる商
品が輸入されていた。 
 このように、「第一廣場」の「売店」と「台糖量販」、「セブン・イレブン」の 3店舗の比較では、
タイやベトナム、フィリピン、インドネシアからの輸入品を置いている「第一廣場」は、他の 2 店舗
に比べて流通面で異なっていることがわかる。 
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 続いて、価格面ではどうか。今回調査してきた 15 点の商品について、商品単価・グラム単価などに
基づき、比較表及びグラフを、製造・輸入元を含めて以下の通り作成してみた。 
 

商品別グラム単価と製造・輸入元 単位：元（商品単価の小数点以下四捨五入） 

NO 商品名 商品単価 グラム単価 製造・輸入 店舗 

1 
伊麺（Rich Mami Noodles 

beaf mami） 
6 0.11 

フィリピンから、高雄

にある泰大貿易有限

公司が輸入 

2 
速食麺  咖哩雞味（Rasa 

Kari Ayam） 
6 0.08 

インドネシアから輸

入 

3 健力蔬菜速食麺 6 0.09 タイから輸入 

4 酸辣海鮮味速食麺 6 0.09 タイから輸入 

5 鴨肉味麺 6 0.11 タイから輸入 

6 好好 蝦蔥麺 6 0.08 ベトナムから輸入 

7 Mi Tom Chua Cay 速食麺 8 0.11 ベトナムから輸入 

8 泰式火鍋味粉麺 10 0.13 ベトナムから輸入 

9 

速食海鮮碗麺（LUCKY ME 

SUPREME MINI 

SEAFOOD NOODLES） 

13 0.37 フィリピンから輸入 

10 
日清杯麺（NISSIN CUP 

NOODLES Chicken） 
13 0.33 フィリピンから輸入 

「第一廣場」の

「売店」 

1 統一脆麺 7 0.12 台湾で製造 

2 原味鮮蝦魚板麺 12 0.15 台湾で製造 

3 日清出前一丁拉麺 16 0.16 香港（日清）から輸入 

4 韓国 PALDO 龍蝦麺 29 0.26 韓国から輸入 

5 日清の どん兵衛 68 0.7 日本から輸入 

台糖量販 

1 張君雅小妹妹 8 0.2 台湾で製造 

2 統一麺 蔥燒牛肉麺 15 0.16 台湾で製造 

3 農心 辛拉麺 39 0.33 韓国から輸入 

4 和風精進料理椎茸の味杯麺 25 0.41 台湾で製造（和風） 

5 
タイの台所 トムヤムラー

メン 
32 0.46 

タイで日本向けに製

造したものを輸入 

セブン・イレ

ブン 
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このようにグラム単価で比べてみると、総じて「第一廣場」の速食麺が安いのがわかる。

これは製造元（タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシア）の物価、為替レートなどの 
 影響も考えられるが、あるいは製造会社や輸出・輸入会社、卸売会社、小売店までの流通全体を含
めたマーケティング戦略による影響もあるのかもしれない。これについてはあらためて考察してみた
い。 
 また、「台糖量販」よりは「セブン・イレブン」の商品のほうが輸入品か台湾製造であるかを問わ
ず、比較的に高い価格設定である。このことは流通や営業・販売体制の違いで、速食麺に限らずほか
の商品全般にもおおよそ当てはまることであると思われる。「第一廣場」との比較というポイントと
もずれるので、ここではそのことについてこれ以上は追究しない。 
 
３．売り手側の利益の必要について 
 さて、こうした比較から見えてくるものは何か。ひとつには、当然のことながら、「第一廣場」の
「売店」で売られている速食麺は、「外労」という客層にあわせてタイ、ベトナム、フィリピン、イ
ンドネシアからの輸入品であり、こうした商品をほぼ一切置いていない「台糖量販」や「セブン・イ
レブン」が対象としている客層とは異なっているということを、明らかに示している。 
 そしてもうひとつは、「第一廣場」の「売店」における速食麺が、商品単価、グラム単価ともに、
他の小売店に置かれているものよりも安く設定されているということである。「第一廣場」近隣のあ
る店舗からは、「実は速食麺に関して、利益を度外視した価格設定をしている」という情報も伝わっ
てきており、日常食としての速食麺を安価に売ることで、「外労」たちの利便を図ると同時に、なお
かつそのことによる集客・営業効果を狙っていることが考えられるのではないか。商品単価 6 元、グ
ラム単価にして 0.08 元という価格設定は、他の小売店では特売などの例外を除いては考えられない。
「第一廣場」の「売店」では、さらに箱買いすることによって商品単価が１元安くなるという商品も
あり、また特売では商品単価 4 元と言うものまで見られた。こうした、速食麺自体による利益を度外
視したような販売戦略は、①消費者のニーズ・利便を考える、②結果としての売り上げ全体の伸張を
考える、といったいずれの考えに照らしても、他の小売店では通常見られないことである。 
 しかし同時に聞こえてくるのは、昨今の「第一廣場」での「外労」向け商品の売り上げ低下により、
別の販売戦略を売り手側が求められている、といった話である。原因としては、これも先述したが、
昨年来の世界金融危機の影響により、多くの「外労」たちが職を失い帰国させられた、あるいは収入
が減り、購買力が低下した、というものが聞かれる。 
 売り手側は結局のところ、結果としての利益が必要であるので、売り上げが上がらなければ他の商
品戦略・販売戦略を強いられ、あるいは営業方針自体の転換を要求される。現実に、「第一廣場」の
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「売店」で 5 元で販売されていたインドネシアの速食麺は、2 ヶ月ほど前に 6 元に値上げされたばか
りであるという。それでも他の小売店より安価ではあるものの、売り手側は収支をにらんだ対応を余
儀なくされているのである。 
 
４．消費者側の視点 
 「第一廣場」の「売店」に足を運ぶ「外労」たちの側の視点はどうか。 
 何人かの客から話を聞く機会があったが、彼ら彼女らは、それぞれの購買力に合わせて、それぞれ
の頻度で店を訪れ、必要なものを購入していることがわかる。速食麺を購入する顧客は多く、中には
箱買いしていく客も見られる、というのは前述したとおりである。そして同時に、他の必要な品物も
買い物カゴに入れて購入していく。話を聞いた人たちは皆、ここで購入する速食麺はおいしいし、安
い、また、この「売店」は便利だから買い物に来る、と言っていた。実際にその通りなのだと思う。
私も、ここ数ヶ月の間に、何度も「第一廣場」の「売店」に足を運び、速食麺を購入した。味もよい。 
 「第一廣場」を「外労」たちが訪れる理由はそれぞれである。速食麺を含めた食品や雑貨などを購
入しに来る場合もあるし、携帯電話が壊れたので買いに来るという場合もある。昼食をとりながらカ
ラオケを楽しみに来るという場合もあるし、建物の外で仲間たちと集まって談笑などしている、とい
うこともある。 
 私は現実に、「第一廣場」以外の場所で知り合った「外労」の友人が「第一廣場」で仲間たちと談
笑しているのにばったり出会ったことがある。挨拶をして、しばらく話をして別れたが、彼らはそれ
ぞれの理由で「第一廣場」に集まって、それぞれに楽しんだり、買い物をしたりしているのである。 
 売り手側の経営収支は、消費者側の需要と相関関係にあるといえるが、同時に、売り手側のやり方
そのものによって、消費者の需要が作り出されているという言い方も可能な場合がある。 
 こうした売り手と消費者の関係は、売り手側の収支と消費者側の需要という、ある言い方をすれば
「自然的」な条件によって決まると考えるべきなのか。あるいは、肯定的な意味でも否定的な意味で
も、売り手側の「意図的」な条件、すなわち「意図的」な需要の作り出しや、消費者側の「動機的」
な条件、すなわち消費者による「動機的」な消費行動との相関によって決まるといえるのか。 
 そこに何らかの「公共的」条件についての議論、住民の考えや行動が反映されるような「公共的」
議論を導入できるのかどうかについて、考慮の必要があるのではないか。 
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注 
今回調査対象とした「第一廣場」の「売店」＝10 点、「台糖量販」＝5 点、「セブン・イレブン」＝
5点の商品情報について、以下に簡単な詳細を掲載する。 
 

「第一廣場」の「売店」＝10 点 

１．商品名：伊麺（Rich Mami Noodles beaf mami） 商品単価：6元 

内容量：55 グラム  グラム単価：0.11 元 

製造：Maggi 原産地：フィリピン 

輸入：泰大貿易有限公司 住所：高雄市 

※フィリピンから、高雄にある泰大貿易有限公司が輸入 

 

２．商品名：速食麺 咖哩雞味（Rasa Kari Ayam）商品単価：6元 

内容量：72 グラム  グラム単価：0.08 元 

製造：PT. INDOFOOD SUKES MAKMUR  

原産地：インドネシア 

輸入：光恆實業有限公司 住所：中壢市 

※インドネシアから輸入 

 

３．商品名：健力蔬菜速食麺  商品単価：6元 

内容量：70 グラム  グラム単価：0.09 元 

製造：PRESERVED FOOD FACTORY LTD. 原産地：タイ 

輸入：志洋實業有限公司 住所：北縣 

中部代理：泰政實業有限公司 南部代理：泰人實業有限公司 

※タイから輸入 

 

４．商品名：酸辣海鮮味速食麺   商品単価：6元 

内容量：67 グラム  グラム単価：0.09 元 

製造：萬泰食品有限公司 原産地：タイ 

輸入：志洋實業有限公司 住所：北縣 

中部代理：泰政實業有限公司 南部代理：泰人實業有限公司 

※タイから輸入 

 

５．商品名：鴨肉味麺   商品単価：6元 

内容量：55 グラム  グラム単価：0.11 元 

製造：THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Bangkok THAILAND  

原産地：タイ 

輸入：力寶貿易股份有限公司 住所：台北市 

※ タイから輸入 
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６．商品名：好好 蝦蔥麺   商品単価：6元 

内容量：75 グラム  グラム単価：0.08 元 

製造：Acecook Vietnam JSC 原産地：ベトナム 

輸入：群亞昇龍国際貿易開發有限公司 住所：桃園縣 

※ベトナムから輸入 

 

７．商品名：Mi Tom Chua Cay 速食麺   商品単価：8元 

内容量：75 グラム  グラム単価：0.11 元 

製造：THIEN HUONG（胡志明，越南） 原産地：ベトナム 

輸入：北岸有限公司 住所：台北市 

※ベトナムから輸入 

 

８．商品名：泰式火鍋味粉麺   商品単価：10 元 

内容量：80 グラム  グラム単価：0.13 元 

製造：ASIAFOOD越南  原産地：ベトナム 

輸入：全統商行 住所：屏東縣 

※ ベトナムから輸入 

 

９．商品名：速食海鮮碗麺（LUCKY ME SUPREME MINI SEAFOOD NOODLES）    

商品単価：13 元 内容量：35 グラム  グラム単価：0.37 元 

製造：MONDE NISSIN CORP.  原産地：フィリピン 

輸入：富鎰貿易有限公司 住所：高雄市 

※フィリピンから輸入 

 

10．商品名：日清杯麺（NISSIN CUP NOODLES Chicken）    

商品単価：13 元 内容量：40 グラム  グラム単価：0.33 元 

製造：NISSIN-UNIVERSAL ROBINA CORP.   

原産地：フィリピン 

輸入：泰大貿易有限公司 住所：高雄市 

※フィリピンから輸入 

 

「台糖量販」（Taisuco）＝5点 

１．商品名：統一脆麺（五包入） 商品単価：6.8 元 

内容量：55 グラム（毎一份）グラム単価：0.12 元 

製造：統一企業（股）公司 原産地：台湾 

住所：台南縣 

※ 台湾で製造 
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２．商品名：原味鮮蝦魚板麺（四包装） 商品単価：12.25 元  

内容量：83 グラム（毎一份） グラム単価：0.15 元  

製造：味全食品工業股份有限公司 原産地：台湾 

住所：雲林縣 

※ 台湾で製造 

 

３．商品名：日清出前一丁拉麺（綜合５入） 商品単価：16.4 元  

内容量：100 グラム  グラム単価：0.16 元 

製造：日清食品有限公司 原産地：香港 

輸入：信德股份有限公司 住所：台北市 

※ 香港（日清）から輸入 

 

４．商品名：韓国 PALDO 龍蝦麺  商品単価：29 元 

内容量：110 グラム  グラム単価：0.26 元 

製造：韓国 PALDO 原産地：大韓民国 

輸入：良澔股份有限公司 住所：台中市 

※ 韓国から輸入 

 

５．商品名：日清の どん兵衛  商品単価：68 元 

内容量：96 グラム  グラム単価：0.7 元 

製造：日本日清食品株式会社 原産地：日本 

輸入：信德股份有限公司 住所：台北市 

※日本から輸入 

 

「セブン・イレブン」＝5点 

１．商品名：張君雅小妹妹 捏碎麺 商品単価：8元 

内容量：40 グラム グラム単価：0.2 元 

製造：維力食品工業股份有限公司 原産地：台湾 

住所：彰化縣 

※台湾で製造 

 

２．商品名：統一麺 蔥燒牛肉麺  商品単価：15 元 

内容量：90 グラム グラム単価：0.16 元  

製造：統一企業（股）公司 原産地：台湾 

住所：台南縣 

※台湾で製造 
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３．商品名：農心 辛拉麺  商品単価：39 元 

内容量：120 グラム  グラム単価：0.33 元 

製造：株式会社 農心  原産地：韓国 

輸入：星禾國際有限公司 住所：台北縣 

※韓国から輸入 

 

４．商品名：和風精進料理椎茸の味杯麺  商品単価：25 元 

内容量：60 グラム  グラム単価： 0.41 元 

製造：味丹企業股份有限公司 原産地：台湾 

住所：台中縣 

※台湾で製造（和風） 

 

５．商品名：タイの台所 トムヤムラーメン 

（泰國厨房酸辣杯麺 TD-Tom Yum Flavour） 

商品単価：32 元 内容量：70 グラム グラム単価：0.46 元 

製造：曼谷食品有限公司 原産地：タイ（泰國） 

輸入：(株)アライドコーポレーション  

住所：横浜市 （←商品に印刷） 

輸入：友士股份有限公司  

住所：台北市 （←ラベルに印刷） 

※タイで日本向けに製造したものを輸入 
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第一廣場的產品流通及消費行為的關連性 －以速食麵為例－ 
 

東海大學日本語文學系 碩士班二年級 大内宏信 

東海大學日本語文學系 碩士班二年級 白春燕 譯 

 
0. 前言 
  位於台中市「第一廣場」3樓的「外勞超市」裡販售著各式各樣的產品。除了南北貨、餅乾、調味醬、
水果罐頭、速食麵等食品類之外，還有各種飲料、化粧品、日常用品、雜誌 CD 等等，生活所需的用品
一應俱全。 
  消費者主要是來自泰國、菲律賓、印尼、越南等東南亞國家的外籍勞工，在台灣被稱為「外勞」。
其中也有極少數台灣籍客人前來造訪，雖然並未實際統計數字，但一看就知道人數少得不成比例。 
  這一陣子，也就是說 2009 年 11 月現在，非假日的「第一廣場」是相當冷清的。店員們不是在店內
或櫃台內待命，不然就是在做補貨上架或整架的工作。偶而會有剛好放假的「外勞」們前來購買，但整
體而言，店員看起來是相當空閒的。到了星期六，來客數會有些許增加。不過，「第一廣場」最壓倒性
的熱鬧時刻是星期日。尤其是星期日中午以後到晚餐前的 5 點之間這段時間，算是人潮最多的。然而一
到晚餐時間，很多「外勞」會去吃飯、或者因為門禁限制而回宿舍去了。 
  感覺上而言，若將「第一廣場」在星期日的人潮比例視為 10 的話，星期六的比例是 3，非假日則是
0。不過聽說最近因為去年的世界經濟危機的影響，造成很多「外勞」沒有工作而被遣送回國，即使沒有
被送回去，消費能力已然降低，使得「第一廣場」的營業額向下滑落。以前述的「星期日視為 10」而言，
代表「10」這個數字的實際人數變化也許是值得注意的一項指標。 

  走進「第一廣場」3樓的「外勞超市」入口時，會看到有 3個收銀櫃台並列，走過櫃台之後往左走，
是陳列食品、化粧品、南北貨的產品架。再一直往左走到底，靠著牆壁陳列著從泰國、菲律賓、越南、
印尼進口進來的速食麵。這家商店的賣場空間相當大，整片牆壁以泰國、菲律賓、越南的順序陳列著速
食麵。在此處往右轉，走過餅乾、飲料等的產品陳列架之後，會看到大量的印尼麵擺在那裡。在星期日，
速食麵旳銷售量很大，店員都不斷地拆箱補新貨。也有很多客人是整箱購買的，其中一個理由是價格問

題。由於這裡的速食麵訂價比其他地方都便宜，因此很受「外勞」們歡迎，都會拿在做為日常食用之物。 
  本論文將以該進口速食麵為例來探討「第一廣場」的產品流通及消費行為的關連性。 
 
1. 進口速食麵的物流通路 
  在台灣，進口速食麵從製造商到零售店、消費者的物流通路如下所示。 
１．製造商 → ２．出口商 → ３．進口商 → ４．批發商 → ５．零售店  
  → ６．消費者 
  就整個台灣的零售店而言，除了進口產品以外，當然會販售台灣國內生產的產品。但是「第一廣場」
的「外勞超市」裡的速食麵原則上全部都是進口的。若能解決進出口牌照的問題，即使是批發商也能兼
具進口商的角色，而零售店也能直接向進口商購買產品，或者直接與出口商進行交易。不過「第一廣場」
的「外勞超市」在速食麵的物流通路方面仍然保持上述的路線。 
 由後文及注釋可知，「第一廣場」的「外勞超市」裡的速食麵，主要透過位於台北附近、其中幾家位
於高雄等地的進口商從泰國、越南、菲律賓、印尼進口到台灣，然後在「外勞超市」進行零售。 
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２．「第一廣場」的「外勞超市」與其他零售店之比較 
  茲與台灣的超級市場或便利商店等店家販售的速食麵加以比較，目的是為了探討「第一廣場」的「外
勞超市」所賣的速食麵在物流通路及價格設定方面具有哪些特徵。 
  本次任意選擇台中市内的超市及便利商店來與「第一廣場」進行比較。選定的是超市「台糖量販」
（Taisuco）一家、便利商店「7-11」一家。 
  關於本次調查的速食麵品項，「第一廣場」的「外勞超市」10 項、「台糖量販」5 項、「7-11」5

項，但並非網羅各店家所有的速食麵。產品的選擇是以製造地區、製造商、價格面的多樣化為考量來進
行選定的（詳細內容請參考注釋）。 
  首先來看看製造地區及流通面。 
  如前所述，第一廣場所賣的速食麵進口自泰國、越南、菲律賓、印尼等國，台灣的進口商位於台北
附近或高雄等地。 
  相較之下，台糖量販的速食麵除了台灣製造的之外，還有日本、韓國或香港進口的，但沒有看到像
第一廣場那樣進口自泰國、越南、菲律賓、印尼的產品。除此之外，還有看到一種新加坡進口的產品，
但是價格比較貴。 
  至於 7-11 的速食麵，本次造訪的店家裡陳列的幾乎都是台灣製造的產品，令人感到意外的是完全沒
有日本製的產品。其中一種產品的名稱寫著「和風精進料理椎茸の味杯麵」，但卻是台灣的公司製造的。
除此之外，還有韓國製的產品、以及設定為日本市場的泰國製產品。 
  經由「第一廣場」的「外勞超市」、「台糖量販」、「7-11」這 3 家店的比較之後，可以知道販售
泰國、越南、菲律賓、印尼進口產品的「第一廣場」在物流通路方面，與其他 2家是有所不同的。 
  接下來針對價格加以探討。本次對於所調查的 15 項產品、依產品單價及每公克的單價製作了比較表

及圖表，其中包含了製造商及進口商的資料。 
產品別每公克單價及製造・進口商 單位：元（產品單價小數點以下四捨五入） 
NO 產品名 產品單價 每公克單價 製造・進口 店家 

1 伊麺（Rich Mami Noodles 
beaf mami） 6 0.11 位於高雄的泰大貿易有限

公司從菲律賓進口 

2 速食麺 咖哩雞味（Rasa 
Kari Ayam） 6 0.08 從印尼進口 

3 健力蔬菜速食麺 6 0.09 從泰國進口 
4 酸辣海鮮味速食麺 6 0.09 從泰國進口 
5 鴨肉味麺 6 0.11 從泰國進口 
6 好好 蝦蔥麺 6 0.08 從越南進口 
7 Mi Tom Chua Cay 速食麺 8 0.11 從越南進口 
8 泰式火鍋味粉麺 10 0.13 從越南進口 

9 
速食海鮮碗麺（LUCKY ME 
SUPREME MINI 
SEAFOOD NOODLES） 

13 0.37 從菲律賓進口 

10 日清杯麺（NISSIN CUP 
NOODLES Chicken） 13 0.33 從菲律賓進口 

「第一廣場」
的「外勞超
市」 

1 統一脆麺 7 0.12 台灣製造 
2 原味鮮蝦魚板麺 12 0.15 台灣製造 
3 日清出前一丁拉麺 16 0.16 從香港（日清）進口 
4 韓国 PALDO 龍蝦麺 29 0.26 從韓國進口 

台糖量販 
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5 日清の どん兵衛 68 0.7 從日本進口  
1 張君雅小妹妹 8 0.2 台灣製造 
2 統一麺 蔥燒牛肉麺 15 0.16 台灣製造 
3 農心 辛拉麺 39 0.33 從韓國進口 
4 和風精進料理椎茸の味杯麺 25 0.41 台灣製造（和風） 

5 タイの台所 トムヤムラー
メン 32 0.46 進口以日本市場為目的的

泰國製產品 

７－１１ 

 
 
 
 
 
 
 
  在比較每公克的單價之後可知，總的來說，「第一廣場」的速食麵較為便宜。除了必須考量製造端
（泰國・越南・菲律賓・印尼）的物價、滙率等的影響之外，從製造商、出口商、進口商、批發商到零
售店整個通路的市場策略也可能影響價格的高低。茲欲針對此項進行更深入的探討。 
  再者，比起「台糖量販」，「7-11」的產品不論是進口產品或台灣製造的產品，在價格上都訂得比
較高。這應該是物流通路及營業銷售體制的差異所致，不只是速食麵，其他所有產品都可以置於這個邏
輯之下來思考。此事已偏離與「第一廣場」的比較重點，故不在此深入探討。 
３．賣方在利潤上的必要性 
  我們能夠從這樣的比較中看到什麼呢。其一是，「第一廣場」的「外勞超市」賣的速食麵是為了配

合「外勞」這種客戶層而從泰國、越南、菲律賓、印尼引進的產品，這明顯有別於完全沒有擺放這種產
品的「台糖量販」及「7-11」所鎖定的客戶層。 
  其二是，「第一廣場」的「外勞超市」裡的速食麵，不論是產品單價或每公克的單價，都與其他零
售店販售的產品便宜。「第一廣場」附近的某家商店也提到「其實我們在設定速食麵的價格時，都不做
利潤的考量」。之所以將這種做為日常食品之用的速食麵以便宜的價格販售，除了為「外勞」們謀方便
之外，應該還是希望藉此達到集客的營業效果。價格設定為產品單價 6元、每公克單價 0.08 元，是其他
零售店在促銷時才可能出現的價格。在「第一廣場」的「外勞超市」裡，有些產品整箱購買的話，產品
單價會便宜１元，而且在促銷時，也可以買到產品單價 4 元的產品。這種不在乎速食麵利潤的銷售策略
乃基於①考量消費者的需求及便利、②期許最終能提升整體的營業額 的這兩種想法，這通常在其他零售
店是見不到的。 
  不過，同時也有人提到，由於近來「第一廣場」以「外勞」為訴求的產品在營業額方面有所下滑，
賣方正在尋求其他的銷售策略。如前所述，其原因是去年年底的世界經濟危機造成影響而使得很多「外
勞」失去工作被送回國，或者收入減少造成消費能力降低。 
  賣方在最後還是要有利潤上的要求，在營業額無法提高的情況下，只好設法強化其他的產品策略及
銷售策略，或者改變營業方針。事實上，「第一廣場」的「外勞超市」原本賣 5 元的印尼速食麵已在 2
個月前調漲價格為 6 元。雖然這個價格還是比其他零售店便宜，但這是賣方基於收支考量而不得不為之
因應方式。 

每公克單價 

7－11 
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４．消費者的觀點 
  至於前來「第一廣場」的「外勞超市」購買的「外勞」們的觀點是如何呢。  
  在與幾位消費者談話的機會中得知，他/她們基於各自的消費能力，以各自不同的頻率來此購買必要
的物品。有很多顧客會購買速食麵，如前所述，也可看到有些客人整箱購買。在這同時，他們也會將其
他的必要物品一起放入購物籃裡。與我談話的幾位客人提到，這裡的速食麵很好吃、很便宜，也有人說
是因為這家「外勞超市」很方便才來買的。事實上也的確如此。這幾個月來，我也好幾次到「第一廣場」
的「外勞超市」購買速食麵，口味也很好吃。 
  「外勞」造訪「第一廣場」的理由有很多。有的是要來購買含速食麵在內的食品或南北貨，有的是
因為手機壞了而前來的，有的則是前來用餐，並且一邊愉快地唱卡啦 OK。在大樓外面，也可看到朋友們
聚在一起閒聊談笑。 
  事實上，我自己曾經在「第一廣場」遇到其他地方認識的「外勞」朋友們，他們正在此與朋友們開
心地談笑著。我與他們打招呼並且短暫談話之後就分開了，但是他們則是在各種不同的理由之下聚集於
「第一廣場」，從事著各種娛樂活動或購物消費行為。 
  賣方的經營收支與消費者的需求可以說是密切相關的，但也可以換個說法，那就是賣方的操作方式
會創造出消費者的需求。 
  關於這種賣方與消費者的關係，亦即賣方的收支與消費者的需求，是否只該認為是依「自然性」的
條件而決定的呢。不管是肯定的、或是否定的含意，我們是否可以認為：這是基於賣方「意圖性」的條
件(也就是「意圖性」地創造需要)、以及消費者「動機性」的條件(也就是消費者的「動機性」的消費行
為)之間的關連性所致呢。 
  對於是否能在此導入針對某些「公共性」條件的討論、以及能夠反映住民意見或行動的「公共性」
的討論，應該是值得多加思索的問題。 



-81- 

注釋 
關於本次調査對象「第一廣場」的「外勞超市」＝10 項、「台糖量販」＝5 項、「7-11」＝5 項產品的
情報，簡單掲示如下。 
 
「第一廣場」的「外勞超市」＝10 項 

１．產品名：伊麵（Rich Mami Noodles beaf mami） 產品單價：6元 

内容量：55 公克  公克單價：0.11 元 

製造：Maggi 原產地：菲律賓 

進口：泰大貿易有限公司 住址：高雄市 

※位於高雄的泰大貿易有限公司從菲律賓進口 

 

２．產品名：速食麵 咖哩雞味（Rasa Kari Ayam）產品單價：6元 

内容量：72 公克  公克單價：0.08 元 

製造：PT. INDOFOOD SUKES MAKMUR  

原產地：印尼 

進口：光恆實業有限公司 住址：中壢市 

※從印尼進口 

 

３．產品名：健力蔬菜速食麵  產品單價：6元 

内容量：70 公克  公克單價：0.09 元 

製造：PRESERVED FOOD FACTORY LTD. 原產地：泰國 

進口：志洋實業有限公司 住址：北縣 

中部代理：泰政實業有限公司 南部代理：泰人實業有限公司 

※從泰國進口 

 

４．產品名：酸辣海鮮味速食麵   產品單價：6元 

内容量：67 公克  公克單價：0.09 元 

製造：萬泰食品有限公司 原產地：泰國 

進口：志洋實業有限公司 住址：北縣 

中部代理：泰政實業有限公司 南部代理：泰人實業有限公司 

※從泰國進口 

 

５．產品名：鴨肉味麵   產品單價：6元 

内容量：55 公克  公克單價：0.11 元 

製造：THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Bangkok THAILAND  

原產地：泰國 

進口：力寶貿易股份有限公司 住址：台北市 

※ 從泰國進口 
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６．產品名：好好 蝦蔥麵   產品單價：6元 

内容量：75 公克  公克單價：0.08 元 

製造：Acecook Vietnam JSC 原產地：越南 

進口：群亞昇龍國際貿易開發有限公司 住址：桃園縣 

※從越南進口 

 

７．產品名：Mi Tom Chua Cay 速食麵   產品單價：8元 

内容量：75 公克  公克單價：0.11 元 

製造：THIEN HUONG（胡志明，越南） 原產地：越南 

進口：北岸有限公司 住址：台北市 

※從越南進口 

 

８．產品名：泰式火鍋味粉麵   產品單價：10 元 

内容量：80 公克  公克單價：0.13 元 

製造：ASIAFOOD越南  原產地：越南 

進口：全統商行 住址：屏東縣 

※ 從越南進口 

 

９．產品名：速食海鮮碗麵（LUCKY ME SUPREME MINI SEAFOOD NOODLES）    

產品單價：13 元 内容量：35 公克  公克單價：0.37 元 

製造：MONDE NISSIN CORP.  原產地：菲律賓 

進口：富鎰貿易有限公司 住址：高雄市 

※從菲律賓進口 

 

10．產品名：日清杯麵（NISSIN CUP NOODLES Chicken）    

產品單價：13 元 内容量：40 公克  公克單價：0.33 元 

製造：NISSIN-UNIVERSAL ROBINA CORP.   

原產地：菲律賓 

進口：泰大貿易有限公司 住址：高雄市 

※從菲律賓進口 

 

「台糖量販」（Taisuco）＝5項 

１．產品名：統一脆麵（五包入） 產品單價：6.8 元 

内容量：55 公克（毎一份）公克單價：0.12 元 

製造：統一企業（股）公司 原產地：台灣 

住址：台南縣 

※ 台灣製造 



-83- 

２．產品名：原味鮮蝦魚板麵（四包装） 產品單價：12.25 元  

内容量：83 公克（毎一份） 公克單價：0.15 元  

製造：味全食品工業股份有限公司 原產地：台灣 

住址：雲林縣 

※ 台灣製造 

 

３．產品名：日清出前一丁拉麵（綜合５入） 產品單價：16.4 元  

内容量：100 公克  公克單價：0.16 元 

製造：日清食品有限公司 原產地：香港 

進口：信德股份有限公司 住址：台北市 

※ 從香港（日清）進口 

 

４．產品名：韓國 PALDO 龍蝦麵  產品單價：29 元 

内容量：110 公克  公克單價：0.26 元 

製造：韓國 PALDO 原產地：大韓民國 

進口：良澔股份有限公司 住址：台中市 

※ 從韓國進口 

 

５．產品名：日清の どん兵衛  產品單價：68 元 

内容量：96 公克  公克單價：0.7 元 

製造：日本日清食品株式会社 原產地：日本 

進口：信德股份有限公司 住址：台北市 

※從日本進口 

 

「7-11」＝5項 

１．產品名：張君雅小妹妹 捏碎麵 產品單價：8元 

内容量：40 公克 公克單價：0.2 元 

製造：維力食品工業股份有限公司 原產地：台灣 

住址：彰化縣 

※台灣製造 

 

２．產品名：統一麵 蔥燒牛肉麵  產品單價：15 元 

内容量：90 公克 公克單價：0.16 元  

製造：統一企業（股）公司 原產地：台灣 

住址：台南縣 

※台灣製造 
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３．產品名：農心 辛拉麵  產品單價：39 元 

内容量：120 公克  公克單價：0.33 元 

製造：株式會社 農心  原產地：韓國 

進口：星禾國際有限公司 住址：台北縣 

※從韓國進口 

 

４．產品名：和風精進料理椎茸の味杯麵  產品單價：25 元 

内容量：60 公克  公克單價： 0.41 元 

製造：味丹企業股份有限公司 原產地：台灣 

住址：台中縣 

※台灣製造（和風） 

 

５．產品名：泰國の台所 トムヤムラーメン 

（泰國厨房酸辣杯麵 TD-Tom Yum Flavour） 

產品單價：32 元 内容量：70 公克 公克單價：0.46 元 

製造：曼谷食品有限公司 原產地：泰國（泰國） 

進口：(株)ALLIED CORPORATION  

住址：横浜市 （←印刷於產品上） 

進口：友士股份有限公司  

住址：台北市 （←印刷於標籤上） 

※進口以日本市場為目的的泰國製產品 
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その二 大連事例報告 
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大連の観光交通における路面電車のあり方についての研究	  
 

奈良女子大学 人間文化研究科 博士前期課程 2 回生 庄義鳳 

 
研究背景 
 「改革開放政策」が実施されて以来、大連は中国東北地方有名な観光都市として注目を浴びている。
市民の収入が大幅に増加した結果、生活水準も改善され、旅行への消費は顕著になっている。 
 近年、政府主導の政策により、大連“十一五観光計画”の実現に向けて、緑色旅行体系の建設が提唱
され、観光政策の見直し、観光開発・サービスの促進を行い、観光産業は飛躍的に発展している。 
 しかしながら、急増する観光需要に対して、市内各地の観光地及びその周辺において渋滞などの交
通問題が発生している。観光客が自動車交通に過度に依存し、特に外国人観光客が観光地までの移動
手段が単一となっており、観光地の魅力の低下を招くとともに、市民生活に影響している。その受入
環境づくりとしても観光問題の解決が重要である。 
 
研究の目的 
 背景で述べたように、大連観光の魅力を維持向上、創造していくとともに、観光客が大連に訪問す
る際の快適性を確保するため、観光地までの交通環境の整備が欠かせない。 
 本研究は使いやすい公共交通の利用促進や、緑色観光体系建設の応えるため、自動車交通の抑制・
分散化、路面電車の活用など改善策を検討することを目的とする。 
 
大連の概要 
 大連は中華人民共和国遼寧省の南部に位置する地級市（地区クラスの市）。総面積 12,574 平方キロ
メートル、旧市街地面積 2,415 平方キロメートル。大連市は、6区、3 市、1 県から構成されている。
人口は約 650 万人。 
 19 世紀の 80 年代、清は現在の大連湾の北岸に港の桟橋を建てて砲台を築き、水雷の大隊を設け、
しばらく小鎮になった。1899 年大連市を量っていることに始まる。第 1、2 の回のアヘン戦争の時に、
英軍は大連地区に侵入し騒擾を行った。日清戦争と日露戦争の主要な戦場として、大連は近代史の上
で 2 度の大きい戦争の影響を被って、半分世紀近くロシア、日本の植民地に成り果てて、その中の日
本の植民地統治は 40 年に達する。1945 年 8 月、日本は無条件投降を宣言して、大連は反ファシスト
の戦争の勝利の中から解放を獲得して、植民地統治を終えた。その年の 9 月、大連市の従業員の総会
の準備委員会が構成された。10 月、中国共産党中央の東北局は韓光同志に市の委員会の書記を再任す
るように派遣して、中国共産党の大連市委員会を構成して、そして大連市政府を創立した。1949 年～
1956 年社会主義的改造を基本的に完成させ、1957 年～1966 年に全面的に社会主義を建設した。1966
年～1976 年には、“文化大革命”を経験し、その後社会主義現代化建設の新時期に入る。1984 年、国
務院が大連を沿海開放都市と許可した。1985 年、大連市は国務院に計画的財政上独立市に確定され
て、省レベルの経済管理の権限を有することとなった。 
 現在の大連は中国北方著名の港口、工業、貿易、都市であり、京津の門戸を守ると環渤海経済の重
要区域、東北亜の商貿、金融、旅行中心、“東方香港”と言われている。 
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大連の観光現状 
①代表の観光地 
中山広場：大連を代表するロータリー（広場）。中山広場は日本統治時代は大広場と呼ばれ、ここを
取り囲むように旧大連市役所や旧ヤマトホテル（現・大連賓館）、旧横浜正金銀行大湾支店（現・中
国銀行大連支行）、旧逓信局、旧朝鮮銀行大連支店、旧警察署など歴史的な建築物が建っている。 
 
星海(シンハイ)広場、星海公園：総面積は 170 万平方メートル。星海湾を埋め立て、一時ゴミ捨て場
になっていたところに大連市の 100 年記念として建設された。1997 年 6 月 30 日開場。中央にはシン
ボル塔「漢白玉華表」がたっている。中央の散策路沿いには噴水が続く。遊園地もある。広場内には
馬車が走る。広場中央から 500 メートルのところにイベント会場として会議・展示センター（会展中
心）があり、最近は広場の西側に大連世界博覧広場とレストラン街も建設された。星海広場のさらに
西に星海公園があり、日本時代は「星ヶ浦」と呼ばれ、いまも格好の海水浴場である。 
 
旧ロシア人街、旧日本人街：勝利橋（旧日本橋）の北のもともとロシア統治時代の政府期間があると
ころにロシア人街が称されます、中山広場の少し南東の方へ南山ところに日本人街が称されます。 
 
大連建築：中国、ロシア、日本の建築家が集ったデザインの魅力都市。 
 
路面電車：中国では路面電車を残す都市が、わずか四つである。大連の路面電車が最初に建設された
のは､日本占領期の 1909 年。当時は、全市であわせて 13 本の路線があった。住民たちが出かけると
きは、ほとんどが電車に頼っていた。60 年代になると、自動車工業の発展を支持するために、路面電
車のレールがつぎつぎと取り除かれた。80 年代に入ると、電車は汚染が少ないために、ふたたび人々
から重視されるようになり、大連の路面電車も新しい車両へと交換された。2004 年後半からレトロ車
両の復活計画もある。今も市民の足として活躍のほか、観光客にも人気がある。車掌は 100 パーセン
ト女性である。 
 
②観光業の受け入れ状況 
 1998 年から 2004 年までで，大連市海外観光客は 20 万人から 52 万人に増加し、毎年平均 6 万人
増加している。全国の都市で観光客総数は第 15 位である。国内観光客も 1900 万人から毎年 100 万人
増加している。2006 年に中国国家旅行局が国連世界観光機関が大連は「中国最佳旅游城市」（最良観
光都市）の都市と認定している。2005 年から 2008 年まで、大連市海外観光客は 60 万人から 87 万人
に増加し、国内観光客数は 2500 万人に増加している。2010 年までの予計海外観光客は延べ 110 万人
で、国内観光客数は延べ 2800 万人である。 
 大連の国際旅行社は 29 社で国内旅行社は 323 社であり、星級ホテル 155 個、旅行客に接待する用
のベッド数 11.5 万個、観光バス会社４社，各種観光バス 170 車、大連飛行機航路国際と国内航路 90
条、旅行景区、景点、レジャー地 160 個地が開発されている。 
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大連の交通現状 
1）大連交通開発状況：空港、港口、バイパス、快速公共交通バス、タクシー、有軌電車、無軌電車、
軽軌、長距離バス、中距離バス 、瀋大高速公路（シェンダー高速道路）、丹大高速公路（ダンダー高
速道路）、土羊高速公路（トゥーヤン高速道路） 、大窑湾疏港高速公路（ダーヤオ湾疏港高速道路）、
長興島疏港高速公路（チャンシンダオ疏港高速道路）など全部開発していた。 
大連地下鉄 1、2 号線、軽軌 4号、8号線の計画は 2015 年竣工になります。 
大連は坂道が多いため、自転車禁止になっている。 
2）大連観光交通の主要利用手段： 
移動手段として、タクシー・路線バス・路面電車・快速電車が利用する方多い。 
 
大連の観光交通に関する問題 
1）大連の道路交通現状から観光交通の問題点を整理すると次のようになる。 
①主要観光地の周辺への自動車交通の集中による問題 
市内の移動手段はバスやタクシーが主体である。また、市民の通勤、通学、交通のピークが午前 7 時
と午後 4 時、観光客の滞在時間は滞在者数のピークで午後 2 時頃である。そのため、公交バス数量と
線路の大幅な増加が必要、ピーク時間には満員状態になる、しかし、バス車両増加した結果で、道路
の混雑や渋滞が生じる、幅員が狭い道路では歩行者の安全性などといった問題が生じている。 
②市内を周遊する公共交通機関の問題 
市内の移動手段の中で、快軌と路面電車で移動できる範囲が少ない、自家用車といった個別手段に限
られており、その以外は路線バスを利用する。しかし、公共バス交通機関のサービス水準が低いこと
は、観光客がタクシーによって周遊することを助長することにつながると考えられる。また、高齢社
会の進行の中でこの傾向は進むと考えられる。多数の観光地までの周遊を便利にするために設置され
た観光環状バスは赤字状態で運行している。 
③路面電車の現存問題 
路面電車は大連の歴史遺物として保存しているが、路面電車に乗るために来訪する観光客も増えてき
た。しかし、線路は 2 本線しか残っておらず、運行距離も短く、交通ピーク時には、いつも 2 車両が
同時に到着するといったことが発生している。 
 

 以上から、大連の観光交通に関する課題として、観光交通の問題点から、①バスや公共交通のアク
セスに対する市内移動手段の提供による自動車交通の減量化、②周遊型観光に対する市内移動手段の
多様化、③路面電車の有効利用、市内交通移動手段の安全性・利便性の向上、などが課題になる。 
 
2）大連地域づくりにおける将来計画 
 政府主導の政策により、大連“十一五観光計画”では、緑色旅行体系の建設を提唱され、にぎわい街
づくり、歴史的文化観光地域として、観光拠点として地域活性化を図るとされている。観光政策の見
直し、観光開発・サービスの促進を行い、大連は地域性旅行中心、国際の風景観光名城を建設なりと
提唱されている。「観光特色商標の製造」「販売促進戦略を高める」「旅行管理行業を強化する」な
どが示されている。 
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交通政策の整備目標と具体的方法について、大連地下鉄 1 号線、2 号線、軽軌 4 号線を 2015 年まで
に完成する計画の確保、軽軌（快軌、通勤電車）将来は九里から更に普蘭店市、金渤海岸方向まで延
伸する計画が進んでいることが明らかになっており、将来は北三市を"衛星都市"化することを目指して
いる。 クセス道路の整備と適切な駐車場配置、歩く道作りの拡充と歩行者の優先があげられている。 
 
アンケート調査 

 
アンケート調査結果（主要な集計結果） 
・外国人と本国人両方視点から総括している。外国人の回答数は三つの場所で 78 人、本国人は 116
人となる。 
・回答者の特性は、20 歳代以下の方が最も多く 10％で、20 歳から 55 歳代 55％、55 歳代以上は 36
％になる。 
・来訪回数は、今回初めてとする人が 18％だか、2－3 回の方は 21％を占め、４回以上は 14％を占め、
本地住民は４７％を占めます。 
・来訪者のグループ人数は、２人を中心に、１－４人の少人数が多く、家族が約半数以上を占めてい
る。一方、職場・地域グループによる来訪者も見られ、10 人以上の団体は少ない。 
・訪問目的 
外国人仕事出張を目的とする人が半分以上 56％、観光 29％、友人の訪問 12％を占める。 
本国人は観光を目的とする人が約半分の 52％、次は友人の訪問 32％、仕事出張のためは 14％を占め
る。 
・移動手段 
外国人が一番多く利用するはタクシーで、46％を占める。次は路面電車で約 16％を占め、快軌電車は
15％、徒歩は 21％、公共交通バス 1％を占める。 
本国人は公共交通バス 23％、タクシー21％、路面電車 18％、快軌電車 15％、徒歩 13％を占める。
総体として家族来訪と２－４人のグループでのタクシー利用の割合が多く、職場・学生・本地住民は
鉄道利用の割合が多い。また、年齢階層別には高齢者の方はタクシー利用が最も多く、中年層は公共
交通の利用割合が多くなっている。 
・道路施設の評価 
外国人は横断歩道・休憩スペース・治安防犯施設について普通と感じるの人は約半分で、公共トイレ

調査名 大連市内の観光交通に関する調査 

調査目的 大連の観光行動・交通利用手段・行動の特性・交通手段利用意向の把握 

調査対象 大連の観光者・住居者（ホテル宿泊者、ッァ参加者、代表観光地の観光客） 

調査方法 ホテル・代表観光地・駅へのアンケート配部・回収 

調査期間 2009 年 9 月 10 日～10 月 15 日 

調査項目 
自身及び同行者の属性・来訪の目的・旅行形態・来訪回数・滞在期間・訪問場所・移動
手段・公共道路施設の評価・移動に使用した交通手段・交通状況についての感想・観光
の総体評价 

備考 日本語・韓国語・英語 
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・交通ルールは半分以上の方が良くないと感じる。 
本国人の多くは施設に対しては普通で、道路案内・治安防犯については半分以上の方が良くないと感
じ、交通ルールは良くないと感じる人が 8割以上を占める。 
・公共交通バス利用現状 
外国人バス利用者は二人しかいないが、本国人利用者は 83 人でバス利用者数の 98％を占める。外国
人バス利用者二人とも乗り継ぎ･案内情報・乗り心地は良くないと言われている。本国人バス利用者は
半分以上の方は運行本数・運行路線は多い、乗る継ぎ・運賃価額・案内情報・乗り心地は普通、到着
時間・安全性・従業員の親切さは良くないと答えている。 
・路面電車の利用現状 
外国人路面電車利用者は 30％を占め、本国人利用者は 70％を占める。外国人路面電車利用者の多く
は、運行路線は多く、到着時間を守れ、運賃価額･安全性・乗り心地は良い、案内情報良くない、運行
路線少ない、乗り継ぎよくないと感じており、約 8 割を占める。本国人路面電車利用者は多くの方は
運行本数・安全性・乗り心地が良い、運行線数少ないということ以外は、大部分が普通と感じる人が
多い。 
・快軌（快速電車）の利用現状 
外国人快軌利用者は 33％を占め、本国人利用者は 67％を占める。外国人快軌利用者は半分以上の方、
ほとんどの面で良いと感じている。路線数と価額は半分以上の方は普通と感じている。本国人利用者
は到着時間、安全性、乗り心地、従業員の態度大部分方は良いと感じ、乗り継ぎと案内情報は普通と
感じて、運行本数、路線と価額は良くないと感じる人が大半を占める。 
・タクシーの利用現状 
外国人タクシー利用者と本国人タクシー利用者は各 50％を占める。外国人タクシー利用者は運行本
数、価額、従業員の態度、乗り心地を大部分方は良いと感じで、案内情報と安全性は普通と感じてい
る。本国人のタクシー利用者は運行本数、従業員の態度、乗り心地は良いが、運賃価額と安全性は半
分の方が良くないと感じている。案内情報は普通と感じている。 
・大連観光の総体満足度 
とても満足の方は 27％を占め、満足の方は 58％、不満の方は 15％を占める。 
 
結果に対応した観光交通方策の提案 
大連観光の特性は：中老年齢層の観光客が多い一方、若年層が少ない。タクシーにより、多くの観光
施設を巡回する観光客が多い。大連には歴史的資産だけではなく多用な観光資源が存在する。四季の
魅力がある。 
そのため、具体的な方策を検討することが必要になる。 
1）魅力ある周遊コースの設定と観光案内の充実。 
2）公共移動手段の多様化の提供、自動車交通利用減量化。 
3）拡大鉄道発展計画、路面電車の有効開発。 
4）歩道拡充、安全性・利便性の交通体系の構
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大連觀光交通及路面電車的現況研究	  
 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程 2 期生 庄義鳳 

 
研究背景 
  中國的"改革開放政策"實施以來，大連被作為中國東北地區著名的旅遊城市而受到註目。由於市民收
入的大幅度增加,從而生活水平也有所改進,並且對旅行方面的消費也起了顯著的推進。  
  近年來，在政府主導的政策基礎上，大連實施“第十一五觀光規劃”，提倡綠色旅行系統的建設，推
進観光総合服務的發展，大力開発特色観光産業，打造世界級観光名地等，使大連在觀光產業中得以飛
躍地發展。 
  但是與此同時，急速增長的觀光需求中，對於觀光交通需求方面問題顯著，市內個觀光地以及周邊
地區時常發生交通阻塞問題，觀光客對自動車交通的過度依賴，特別是外國籍遊客，到達觀光目的地的
移動手段單一,導致旅遊地的魅力的低下，市民的生活環境造成影響，大連觀光交通環境的建設問題迫在
眉睫。 
 
研究目的 
  如背景中所提，為了大連觀光魅力的維持向上，繼續開創的同時，觀光客到大連訪問時快適性得以
確保，本研究以促進便利公共交通的利用，順應緑色観光體系的建設，自動車交通運輸能夠得以抑制・
分散化等為研究目的，並以解決城市交通困難，以發展鐵道建設，對路面電車能夠有效開發與利用做為
改善策略而提出議案。 
 
大連的概要 
  大連市位於遼東半島南端，東瀕黃海，西臨渤海，南與山東半島隔海相望. 現轄 3 個縣級市(瓦房店
市、普蘭店市、莊河市)、1 個縣(長海縣)和 6 個區(中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區、旅順口區、
金州區)。另外，還有 4個國家級對外開放先導區(開發區、保稅區、高新技術產業園區、金石灘國家旅遊
度假區)。 總面積 12,574 平方公裏,舊市區面積 2,415 平方公裏。人口約 650 萬人。 
  1899 年 9 月大連港開工興建，大連正式建市。第一、二次鴉片戰爭期間，英軍對大連地區進行了侵
擾。作為甲午戰爭和日俄戰爭的主要戰場，大連在近代史上曾遭受兩次大的戰爭劫，淪為俄、日殖民地
近半個世紀，其中日本的殖民統治達 40 年。1945 年 8 月，日本宣布無條件投降，大連從反法西斯戰爭
的勝利中獲得解放，結束了殖民統治。同年 9月，大連市職工總會籌委會組成。10 月，中共中央東北局
派韓光同誌到大連任市委書記，組成了中共大連市委員會，並成立了大連市政府。1946 年 7 月，改為旅
大地委。1949 年至 1956 年基本完成了社會主義改造；1957 年至 1966 年開始全面建設社會主義；1966
年至 1976 年經歷了“文化大革命”；1976 年之後進入社會主義現代化建設的新時期；1984 年，國務院
批準大連為沿海開放城市；1985 年，大連市被國務院確定為計劃單列市，享有省級經濟管理權限。  
  現在的大連是中國北方著名的港口,工業,貿易,旅遊城市,並且是京津的守護門戶，是環渤海経済東北
亞的商貿,金融,旅行核心，被稱為"東方的香港"。 
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大連的観光現状 
①代表的觀光地 
中山廣場：大連代表的環形交叉轉盤(廣場)。日本管理時代中山廣場被叫做大廣場,現在圍繞廣場周圍的
建築，被作為歷史建築群而保存，有舊大連市政府以及舊大連賓館，舊橫浜正金銀行大灣分店(現在/中國
銀行大連支行),舊通信局,舊朝鮮銀行大連分店,舊警察局等等。 
 
星海(シンハイ)廣場星海公園： 星海灣廣場，中心廣場面積 4.5 萬平方米，總占地面積 172 萬平方米，
為紀念香港回歸而建於 1997 年 6 月 31 日。廣場上的漢白玉華表，高 19.97 米，直徑 1.997 米；華表
底座附有八條龍、柱身雕有一條龍，寓意九州；頂端蹲有一只金光閃閃的動物，俗稱"朝天吼"，高 2.3 米。
"朝天吼"，傳說是龍王的兒子，有守望習慣。這裏取盼望之意。廣場中心仿效北京天壇圜丘，由 999 塊
四川紅大理石鋪就。大理石上雕刻著天幹地支、24 節氣和 12 生肖，外圍是金黃色的大五角星，周邊由
漢白玉石柱托起五盞大型宮燈，柱高 112.34 米。廣場四周，安放著按周朝圖譜鑄就的 9只造型各異的大
鼎，每鼎刻一字，組成"中華民族大團結萬歲"。寓一言九鼎。中心廣場內圓直徑為 199.9 米，外圓直徑為
239.9 米，分別寓意 1999 年、2399 年時，大連建市 100 周年、500 周年。從廣場中央大道中心點往北
行 500 米，是會展中心；往南行 500 米，是藍色的大海。中央大道紅磚鋪地，兩側綠草如海，每隔 20
米設一個航標燈造型的石柱燈，象征著中國正面對大海，走向世界。星海公園由占地 15 萬平方米的陸域
園林和長約 800 多米的弓形海水浴場組成。公園內的遊樂項目很多，還有從加拿大引進的目前世界上最
長的跨海飛降索道。園內的史前生命博物館是我國唯一的史前展覽館，裏面展示的是幾億年前各種生命
化石。 
 
舊俄國街,舊日本人街 ：位於西崗區的勝利橋北,保留了 38 棟原遠東白俄羅斯時的建築,距今已百年歷史
了。1999 市政府決定在保留原建築風格的基礎上,進行修繕裝修,使其成為大連市獨具歐洲風情的特色一
條街。全長 500 米,總規劃面積約 50,000 平方米。該街以歐式風格建築為主,經營俄羅斯餐廳、夜總會、
酒吧、旅遊工藝品、紀念品店等，另外還有用臘像塑造的二、三十年代白俄羅斯遠東總督等行政官員當
時在大連地區辦公、生產等情景，以及運用俄式風情馬車等娛樂設施，開展特色旅遊活動。在勝利橋(前
日本橋)的北面是南山日本統治時期叫日本街,今年日本人街被復原了,但是,至今到訪的遊客很少。 
 
代表建築：俄羅斯建築,日本建築群，中國近代建築群，多樣建築集合起來，形成了新式樣的魅力都市。 
 
路面電車：在中國建設過路面電車的僅有四個都市。大連就是其中之一，也是現在中國大陸唯一保有路
面電車的城市。大連的有軌電車最初建設与日本占領期的 1909 年。當時在全市合計有 13 部的線路。在
居民們出門的時候,大多數人都依靠電氣列車。60 年代的時候為了支持汽車工業的發展，有軌電車的軌道
被相繼地拆掉了。當 80 年代初，為了減少汽車汙染所以電氣列車被人們再度重視起來,現在只有 2條線，
仍在運行。並且以新型有軌電車樣式改換。從 2004 年初，開始了老式車輛的復活計劃。現在老式電車
的復蘇，除了活躍市民還吸引了很多遊客。列車員 100%是女性。 
  
②旅遊業的受入狀況 
2005 年，全年共接待國內遊客 1900 萬人次，比上年增長 18.8%；接待海外遊客 60 萬人次，增長 15.4%。
實現旅遊總收入 210.9 億元，增長 24%。其中，國內旅遊收入 178.1 億元，增長 26.1%；旅遊創匯 4
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億美元，增長 15%。2007 年，全市接待海外遊客 80 萬人次，旅遊創匯 5.4 億美元，實現旅遊總收入約
280 億元，年均分別增長 15.4%、15.6%和 18.1%；預計 2010 年，全市接待海外遊客 100 萬人次，旅
遊創匯 7億美元，實現旅遊總收入 416 億元，年均分別增長 8%、9%和 14%，全面確立旅遊業在我市的
支柱產業地位。截至年末，全市擁有星級賓館（飯店）155 家，增加 30 家；旅行社 362 家，增加 42 家，
其中從事國際旅遊業務的旅行社 29 家，增加 1家；接待旅行客用的床鋪數 11.5 萬床 ，観光巴士會社４
社，各種観光巴士車 170 車，大連國際和國內的飛機航路路線 90 條，旅行景區、景點、閑暇遊地 160
所， 
國家 A 級旅遊區（點）12 個，其中 4A 級 8 個；全國工農業旅遊示範點 21 個，其中工業旅遊示範點 6
個。 
 
大連的交通現狀 
1)大連交通開發狀況：機場,港口,,快速公交通巴士,路面電車,無軌電車,軽軌,長途汽車,中距離汽車,瀋大高
速公路,丹大高速公共路,土羊高速公共路,大是灣疏港高速公共路,長興趣島疏港高速公共路,大夥地鐵號
公路一個或兩個,軽軌 4 號,號公路 8 的計劃，全面開發中。全市共有公交線路 102 條，共有各類公交車
輛 3597 臺，快軌列車 17 列，出租汽車客運起始於上個世紀 70 年代末，目前已發展到 12304 臺，其中
市區有 8000 臺、各區市縣 4000 多臺，日客運量達 60 多萬人次，市民乘車率達 86%以上。 
由於大連破路較多，所以為了交通安全，自行車禁止。 
2）大連観光交通的主要利用手段： 
計程車、公交巴士、路面電車，快速軌道 
 
大連観光交通有關問題 
從大連觀光現狀來看總結以下幾點問題 
1)大連主要觀光地自動車運輸集中問題。 
①公共汽車和出租汽車成為室內交通移動手段的主體。另外,市民的上下班,上學,交通的高峰時間段在上
午 7:00 和下午 4:00 點鐘，觀光遊客的移動高峰時間是下午 2:00 左右。為此,交通系統大量增加了交通
巴士車的數量和線路，以致移動高峰期呈現自動車運行道路擁擠，車內人員擁擠的狀態，道路發生混雜，
阻塞等問題，道路兩旁步行者的安全業受到威脅。 
②市內公共交通環城路線問題 
在市內公交移動手段中，由於線路少的原因，快軌以及路面電車可移動的範圍比較短，只有少數區間範
圍內的乘客可以利用，大連地域自家用車還未能普遍，利用自家用車作為移動手段的觀光客也只有少數，
大部分地區乘客都以快速公交巴士車進行移動。但是，公交巴士車人員擁擠，綜合服務水準低下，從而
助長了出租車移動手段的利用，隨著高齡這社會的到來，出租車的利用趨勢不斷上漲。然而，大連交通
部門為遊客設立的觀光環狀巴士車長期以來仍以赤字狀態運行中。 
③路面電車現存的交通問題難以解決 
近年，路面電車作為大連歷的遺物得以保存，為了體驗觀光而乘坐路面電車國內外遊客不斷增加。但是
由於線路的減少，運行距離較短，在交通移動高峰期，兩輛電車同時到達終點的現象常常發生。 
 以上,通過大連觀光交通的問題來得出課題 
提供公交巴士車等交共通交通手段的情報聯絡裝置，使自動車交通手段利用量減少化，周遊型市內觀光
手段的多樣化，發展安全性，利便性移動手段，使有軌電車能夠有效的利用等等為課題。 
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大連地域建設的發展規化以及具體方案 
  在政府主導的“十一五觀光規劃”中提唱緑色旅行體系的建設，促進観光総合服務的發展，大力開発
観光産業，「観光特色商標的製造」「提高販売促進戦略」「強化旅行管理行業」大連地下鉄 1號線、2
號線、軽軌 4號線至 2015 年完成計畫的確保等被提示。《建設“大大連”規劃綱要（2003̶2020 年）》
中，加快大連旅遊業的發展，確立並發揮旅遊業的支柱產業地位和作用，全面推進老工業基地振興和“大
大連”建設，現提，堅持以人為本、全面協調可持續發展的理念，按照“政府主導、企業主體、市場運作”
的原則，完善發展規劃和產業布局，整合旅遊資源和旅遊項目，強化政策引導，深化體制改革，加強法
制建設，全面提升旅遊服務功能，增強旅遊業發展活力，形成觀光、休閑、度假、購物、會展等相融合
並具個性化服務特征的旅遊形態，構築立足大連、聯系東北和環渤海地區、資源共享、優勢互補的區域
一體化旅遊功能鏈，實現發展旅遊經濟、促進社會進步與保護生態環境的和諧統一，打造並率先創建中
國最佳旅遊城市，把我市建設成為具有鮮明海洋文化特點和國際性城市色彩的區域性國際旅遊中心。 
 
問卷調査 

調査名 有關大連市內観光交通的問卷調査 

調査目的 大連的観光行動・交通利用手段・行動特性・交通手段利用意向的把握 

調査対象 大連観光者・住居者（酒店住宿者、旅遊團體參加者、代表観光地的観光客） 

調査方法 酒店・代表観光地・車站進行問卷的配部・回収 

調査期間 2009 年 9 月 10 日～10 月 15 日 

調査項目 
自身以及同行者構成・來訪目的・旅行形態・來訪回數・滯在期間・訪問場所・
移動手段・公共道路施設的評価・移動時使用的交通手段・對現存交通狀況的感
想・観光的総體評價 

備考 日本語・韓國語・英語 

 
問卷調査結果 
・從外國人和本國人兩方面的觀點進行総結。本次調查外國人的回答數 78 個人,本國人回答數 116 個人。 
・來訪者的特性，20歲以下的來訪者最多占10%,20歲至55歲的來訪者占55%,55以上的來訪者占36%。 
・來訪回數、 初次來訪的觀光客占 18％、 來訪 2－3 回的觀光客占 21％、 來訪 4 回以上的觀光客占 
14％、本地住民占４７％。 
・來訪者的人數組成、來訪者以２人一組為中心、１－４人一組的小團體數較多、家族式到訪者高達半
數以上。另外、也存在職場團體和地域團體等小型的團體來訪者，10 人以上団體較少。 
・訪問目的 
外國人的來訪目的多半是工作出差，占 56％、以観光為目的占 29％、探親訪友占 12％。 
本國人的來訪目的多半以旅遊觀光為主，占 52％、其次是探親訪友占 32％、以工作出差為目的占 4％。 
・移動手段 
外國人的移動手段最多利用的是出租車占 46％，其次是路面電車約占 16％を占め、快軌電車占 15％、
徒步的利用者占 21％、公共交通巴士的利用者占 1％。 
本國人的移動手段，公共交通巴士占 23％、出租車占 21％、路面電車占 18％、快軌電車占 15％、徒步
占 13％。総體來說家族來訪者和２－４人的團體來訪者車租車利用比例比較多、職場・學生・本地住民
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則鉄道交通利用的比例比較多。另外、根據年齡層而言，中年人公共交通利用者所占比例較多，高齢者
人利用出租車移動的比例較多。 
・道路施設的評価 
外國人對與橫斷歩道・休憩空間・治安防犯施設等感覺普通人達半數、公共廁所・交通規則等認為不好
的達半數以上。 
本國人對大部分道路施設成普通的態度、對道路案內・治安防犯達半分以上的人覺得不好、交通規則感
覺不好的來訪者占 8成以上。 
・公共交通巴士的利用現狀 
外國人公共巴士利用者只有 2人,然而本國人公共巴士利用者占 82 人，占公共巴士車利用數的 98%。外
國人公交巴士利用者二人都認為車輛的轉乘，情報案內不好以及乘坐狀態不舒服。本國人公交巴士的利
用者，半數以上的利用者感覺運行本數・運行路線好、車輛的轉乘・運賃価額・案內情報・乘坐狀態很
普通，到著時間・安全性・従業員態度感覺不好。 
・路面電車的利用現狀 
外國人路面電車利用者占 30％、本國人利用者占 70％。多數外國人路面電車利用者感覺運行路線、到
著時間、運賃価額･安全性・乘坐感覺都非常好、案內情報不好、運行路線少、其他車輛的轉乘感覺不好
的占 8 成。本國人路面電車利用者，很多利用者覺得運行本數・安全性・乗做感覺都很好、很少一部分
人認為運行線數少，大部分持普通態度的利用者比較多。 
・快軌（快速電車）的利用現狀 
外國人快軌利用者占 33％、本國人利用者占 67％。外國人快軌利用者數以上的人感覺各方面都很良好，
少部分人認為路線數和運行価額很普通。本國人利用者，到著時間、安全性、乗做感覺、従業員的態度
大部分利用者都認為良好は、車輛轉乘和案內情報感覺普通，但是運行本數、路線和運行価額多數認為
不好。 
・出租車的利用現狀 
外國人出租車利用者と本國人出租車利用者人數各占 50％。外國人出租車利用者對與運行本數、価額、
従業員的態度、乗坐感覺大部分人都認為感覺良好、案內情報和安全性感覺普。本國人出租車利用者覺
得運行本數、従業員的態度、乗坐感覺良好，但是運賃価額和安全性半數的人感覺不好、案內情報感覺
普通。 
・大連観光的総體満足度 
非常滿足的觀光客占 27％、満足的觀光客占 58％、不満的觀光客戰 15％。 
 
觀光交通對應方策的提案 
大連観光的特性：中老年齢層観光客較多，若年層較少。利用出資車進行環城旅遊的觀光客占多數。大
連不僅歴史的資産豐富，擁有多方面観光資源條件。擁有四個季節代表的魅力。 
為此、進而提出具體的方策進行検討。 
1）魅力環城路線的設定 
2）観光指南和道路引導進一步強化 
3）公共移動手段多様化、自動車交通利用減量化的提供 
4）路面電車的拡大開発及有効利用 
5）歩道拡充、安全性・利便性交通體系的構築
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その三 奈良事例報告 
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観光と町並み保存について	  
 

奈良女子大学人間文化研究科 博士前期課程 2 回生 海老原 芳 

 
歴史的まち並みへのあゆみ 
 現在ある「まち」は長年に渡り作られてきたものである。 
 まち並みは、気候・風土・習慣・人の住まい方など、さまざまな要因と、人々が生活を営み続けて
いる事で「伝統」が維持され、固有のまち並みは永い年月をかけ形成されてきた。 
 しかし、1950 年代半ば頃からは高度経済成長が始まり、急速な開発が行われ、古都のまちの風景を
破壊が始まった。これを背景に「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下、「古都保
存法」という)」が創設された。 
 その後全国で、歴史的集落やまち並みが消えていくのを危惧し、保存を訴える運動が各地で起こり
1975 年に文化財保護法の改正による「伝統的建造物群保存地区(以下、「伝建地区」という)制度」が
創設された。 
 このような背景のもとで、歴史的まち並みを生かした法律は関心が高まり、発展をしていく。(図１
参照) 
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(1) 文化財保護法 
 文化財保護法は 1950 年に制定され、文化財の保存・活用を図るため、重要なものを重要文化財等
として指定等を行い、現状変更の規制や助成措置等を講ずるものである。 
 この法律は、指定文化財等の保存・活用に係る措置が目的であり、文化財の周辺にある歴史的な建
造物、まち並みの保全はできない。 
 

(2) 古都保存法 
 古都保存法は 1966 年に制定された法律である。 
 法令で市町村を規定、国が保存区域を指定し、保存計画の策定を行う。古都における歴史的風土を
形成するものとして、市街地の背景となる自然的環境を特別保存地区の指定により保全を行うことを
目的としている。 
 しかし、古都保存法では、対象を政令で京都・奈良・鎌倉等 10 市町村に限定されており、全国的に
活用できなかった。 
 

(3) 美しい国づくり政策大網 
 2003 年 7 月に国土交通省から公表された「美しい国づくり政策大網」は、戦後の経済発展により社
会資本は充足した一方で、景観の魅力に乏しい日本の現状を認識し、美しい国づくり・地域づくりを
今後の主要な政策に掲げたものである。 
 大網のなかでは、地域の歴史や文化に根ざしたまち並みや建造物等をまもるためのとり組みは高く
評価されている。総合的かつ体系的に推進する具体的施策に活かされている。 
 

(4) 景観法 
 景観法は、2004 年に制定された。日本の都市、農村漁村等における良好な景観の形成を促進するた
め、景観計画の策定等により、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造等を
図り、地域社会の発展に寄与する事を目的としている。 
我が国で初めての景観についての総合的な法律である。 
 
(5) 街並み環境整備事業 
 この事業の目的は、より一層の整備を図る区域、条例で景観形成を図るべきとされている区域を生
活道路・通路・緑道等の整備や景観形成により、ゆとりとうるおいのある住宅地とすることを目的と
している。 
 

(6) 歴史まちづくり法 
 歴史まちづくり法は 2008 年に制定され、良好な環境(歴史的風致)を維持・工場させ、後世に継承す
るために施工された。 
この法律のなかで定められている「歴史的風致」とは、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映
した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体とな
って形成してきた良好な市街地環境を示しており、この地域が計画対象地である。 
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(7) 伝統的建造物群保存地区制度 
 1975 年に制定された伝統的建造物群保存地区制度(以下、「伝建制度」とする)は歴史的な建造物を
群として周囲の環境とともに保護することを目的としている。 
 伝建制度では、市町村自らが都市計画や保存条例に基づいて、保存地区の決定、保存計画の策定を
行う。国は保存地区のなかから市町村の申し出に基づいて重要なものを重要伝統的建造物群保存地区
(以下、「重伝建地区」とする)に選定し、保存事業に対する財政的援助、指導助言を行う。 
この制度での主体は市町村と住民であり、文化財保護法のなかでも特色のある制度である。 

 以下、伝建地区の概要について触れたいと思う。伝建地区には、伝統的建造物に指定されている物
件と指定されてない物件の２種類が混在している。ここでは、指定されている物件を伝建、指定され
ていないものを非伝建という。伝建地区の保存の手法として３つのパターンが挙げられる。ひとつは
修理である。これは伝建にもちいられ、現状を維持しながら、あるいは、復原的手法を用いて、傷み
の激しい伝統的建造物を健全な状態に直すことをいう。噛み砕いてあらわすと、伝建に指定された建
物は取り壊して建て替えたりすることはできず、修理して保存することとし、さらに修理するという
ことは単なる修繕ではなく、オリジナルな形に戻す復原を基本としている。次の２点は非伝建に対す
るもので、２つめは修景である。修景とは伝統的建造物以外の建造物や地区内に新築される建造物が
歴史的風致と調和するよう、外観を整備したものである。３つめは許可といい、保存地区内において、
新築・改築・増築等の行為について、あらかじめ市町村の教育委員会の許可を受けなければならない
もの。修理と修景の基準を満たす場合には工事経費に補助が降りるが、許可には下りない。しかし、
伝建地区の建造物を現状変更する場合、修理基準・修景基準・許可基準のいずれかを満たさなくては
ならない。 
 
橿原市今井町伝統的建造物群保存地区の概要 
位置と地勢 
 橿原市今井町は、奈良盆地の南部、大和三山に囲まれ、その一つ畝傍山を南に仰ぐ山地に近い平野
部にできた町である。橿原市のほぼ中央に位置し、飛鳥川、曽我川に挟まれた土地であり、北は小綱
町、南は四条町、西は五井町、東は八木町に接する。橿原市今井町伝統的建造物群保存地区は、東西
600m、南北 310m、約 17.4ha と小さいですが、かつて「大和の金は今井に七分」・「今井しんど屋
は大金もちや 金の虫干し玄関までも」といわれるほど繁栄した町であった。現在も今井町の旧環濠
内には、約 612 戸あり、そのうち 8割が伝統的な町家で、戸建ての町屋は独立建が約 7割、長屋建が
約 3割を占めている。 
 町の大半の町家が大切に保管され、江戸時代の姿を残しており、旧環濠内にある約 612 軒余の民家
のうち、約 500 軒が江戸時代からの伝統様式を残す町家であり、うち 9 軒が国の重要文化財に、3 軒
が県の文化財に、6軒が市の文化財にそれぞれ指定されている。 
 
歴史 
(1) 寺内今井の成立 
 「今井」が初めて文献上登場するのは、興福寺一乗院文書で、至徳 3 年(1386)、興福寺の荘園とし
て登場する。室町時代の後期には、この付近に一向宗(浄土真宗)の道場(後の称念寺)ができ始め、旧勢
力に何回か焼き払われるものの、天文年間(1532～55)頃には、寺内が誕生したと考えられている。寺
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内町今井は、中世の環濠集落を母体とし、天文年間には東西南北の四町ができ、文禄検地頃には、六
町が成立した。周囲に堀(約 3 間)及び土居をめぐらし、九つの門が存在した。 
元亀元年(1570)大坂石山本願寺は織田信長軍に攻撃を開始、今井では今井兵部のもと、町を武装化し
参戦。しかし、天正 3年(1575)に織田信長から赦免され、その後在郷町として発展する。 
 
(2) 江戸時代の今井 
 江戸時代の今井は幕藩体制下で、郡山藩等に入ったこともあるが、約 180 年間天領であった。 
 しかしながら、自治の気風は強く、大幅な自治的特権が許されていた。町政は、今西、尾崎、上田
氏の惣年寄を中心に組織され、司法・警察権の一部を握っていた。また、町民自らが「町掟」を定め
て社会のルールを作っていた。 
 今井には、近在から多くの商人が移り住み、あらゆる商売が行われ、なかでも繰綿・古手・木綿を
中心に多いに栄えていた。その中から豊かな財力を貯えたものも出て、両替商を営み、大名にも金銀
を貸すものもあらわれていた。 
寛永 11 年(1634)には「今井札」の発行が幕府から許可されたほどであった。 
 
(3) 今井町の歴史を生かしたまちづくり 
 今井町の伝統的様式の町家は、切妻造、平入、前後庇付本瓦葺(または、桟瓦葺)が基本である。内部
は、片側を通り土間として、片側は床上の居室部となっている。正面からみると、出入口を大戸構え
とし、全面に様々な意匠の格子をはめ、上方「つし二階」にはむしこ窓をあけている。 
 今井町で町並みを守る運動がおきたのは、昭和 30 年頃である。昭和 40 年代には、全国的に大きな
流れの中で、今井にも住民組織が結成された。昭和 50～60 年代には、住民と行政が一体となり、ま
ちづくりの調査や話し合いが繰り返し行われるとともに、建物修理、修景補助事業や歴史を生かした
道路整備が実践された。また、各種イベントや地道な活動により、平成 5 年に重要伝統的建造物群保
存地区に選定され、歴史的な町並みを生かした「まちづくり」が行われている。 
 
その他伝統的建造物群保存地区の取り組み 
（1）徳島県美馬市脇町 
 脇町（わきまち）は徳島県の西部、吉野川の中流域北岸にあった町である。阿波九城の 1 つである
脇城の城下町、そしてうだつの街並で知られる。1東西に通じるメインの道路の長さは約４３０ｍ、指
定地区の面積は５．３ｈａである。町家の敷地の奥行きは間口に比べて深く、８０ｍ以上のところも
ある。建物の特徴は、屋根は本瓦葺であり、２階の窓は防火に重点をおいた「虫籠窓」となっていま
す。２階の屋根の両端にしっくい塗りの「うだつ」がある。建物で最古のものは、１７０７（宝永４）
年の棟札は確認されている。地区内の８件が国の重要文化財に指定されている。 
 

(2)千葉県香取市佐原 
 東京から 70 キロ、利根川から少し入った内陸に位置する小都市。 
 佐原発展のきっかけは利根川の東遷事業（1594-1654）とされる。徳川家康の命により、60 年かけ
て東京湾に注いでいた利根川が太平洋に付け替えられた。これにより利根川は江戸と東北を結ぶ重要
な物流ルートとなり、また流域には一大穀倉地帯が形成された。つまり佐原は利根川を行き交う船舶
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の「中継地」であると同時に、近隣村落で生産した物資をまとめる「集積地」でもあった。戦後、高
度成長の過程で衰退していく中で古い街並みが見直されるようになり、1974 年に文化庁補助事業によ
る町並み調査、1991 年「佐原の町並みを考える会」発足、1996 年伝建地区指定となって現在に至っ
ている。地区内の９件が国の重要文化財に指定されている。
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觀光與街景保存	  
 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程 2 回生 海老原 芳 

東海大學日本語文學系 葉懿萱 譯 

 
歷史街景之沿革軌跡 
  現存的「市街」是經過長年的歲月累積營造出來的。 
  街景的「傳統」之所以能傳承至今，和氣候、風土、習慣、居民的生活方式、長年生活於當地的居
民，以及其他各項因素有著密不可分的關係，一個固有的街景之所以能形成今日的風貌靠的是經年歲月
的累積。 
  1950 年代後半經濟快速起飛加速了各地的開發，然而在急速開發的同時，古都的街道風景也面臨遭
受破壞的命運。為了因應環境的變遷，因此制定了「古都歷史風土保存相關特別措施法」(以下簡稱「古
都保存法」)。 
  其後由於憂心具歷史性的聚落及街景會逐漸消失，全國各地紛紛展開了要求保存歷史街道的訴求運
動，1975 年修訂文物保護法的同時制定了「傳統建築物群保存地區制度」(以下簡稱「傳建地區」)。 
  在此背景之下，如何賦予歷史街景新生命以及有效運用歷史街景的相關法律成了眾人關心的焦點，
也因此促成了各項相關法律、制度的制定。(請參照圖 1) 
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(1)文物保護法 
  文物保護法制訂於 1950 年，目的在於保存、運用文物，法中規定被指定為重要文物的物件在需要
辦理現狀變更或是申請補助時應該採取的相關措施。 
  此法保障的範圍僅限於指定文物本身的保存、運用，並不包括文物週邊的歷史建築物、街景。 
 
(2)古都保存法 
  古都保存法是 1966 年制定的法律。 
  國家從適用古都保存法的市町村(市町村：日本地方行政的最小單位，類似台灣的城鄉鎮市)中選出需

要保存的區域，並對該地區訂定相關的維修保存計畫。古都的街道及周圍的自然環境是形成當地歷史人
文風土的重要因素，為了順利進行相關的維護保存作業，因此將古都街道以及周圍的自然環境規劃為特
別保存地區。 
  古都保存法目前僅適用於京都、奈良、鎌倉等 10 個市町村，並非全國適用。 
 
(3)營建美麗之國政策大綱 
  2003 年 7 月國土交通省(相當於交通部)公佈了「營建美麗之國政策大綱」。體認到戰後日本雖然在
社會資本方面日益富足充裕，但是在景觀方面卻乏善可陳、缺乏引人致勝的魅力，因此制定本大綱，旨
在明訂今後營建美麗國家、地區的主要相關政策。 
  在本大綱當中，對於為了保護與地區歷史、文化融為一體的街景、建築物所做的努力給予相當高度
的肯定。另，本大綱充分運用在整體、系統性推動的具體政策措施之上。 
 
(4)景觀法 
  景觀法制定於 2004 年。旨在打造日本都市、農村、漁村等地優美的風土景致；透過景觀設計的規
劃，力求營造美麗風雅的國土景觀，創造富足豐裕的生活環境，以期對地區社會發展做出貢獻。 
  此法為我國第一個與景觀設計相關的綜合法律。 
 
(5)街景環境整修計畫 
  此整修計畫的施行對象是需要進一步整修的地區，或是依條例規定需要重新打造景觀的地區。通過
整修地區內的生活道路、通路、綠蔭道及景觀打造，以期將該地區建設為舒適愜意的住宅地區。 
 
(6)歷史街道營造法 
  歷史街道營造法制定於 2008 年。旨在維護美麗的環境(歷史風土景致)、提升環境品質，以便將來傳
承後世子孫。 
  此法中所謂的「歷史風土景致」指的是能夠反映一個地區的歷史和傳統的人文活動，以及舉辦該類
活動時會使用到的高歷史價值建築物和周邊市街景觀。能夠完美地結合人文活動和周邊歷史環境的地區

是歷史街道營造法的適用對象。 
 
(7)傳統建築物保存地區制度 
  傳統建築物保存地區制度(以下簡稱「傳建制度」) 制定於 1975 年，旨在保護歷史建築物群及其週
邊環境。 
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  傳建制度規定，市町村依據都市計畫或是保存條例，劃定保存地區並制定相關維護計畫。國家配合
市町村提出的申請，從市町村劃定的保存地區中選出重要的地區，將該地區指定為重要傳統建築物保存
地區(以下簡稱「重傳建地區」)，由國家提供維修工作所需的財政援助和指導建議。 
  這個制度是以市町村和居民為主體，在文物保護法中是相當具特色的制度。以下就傳建制度做一簡
單介紹。在傳建地區內併存有指定傳統建築物和非指定傳統建築物。指定傳統建築物稱為傳建，非指定
傳統建築物稱為非傳建。傳建地區的保存方式有以下三種。第一種是「修理」。此方式使用於傳建，指
的是維持建築物現狀，或是使用復原的修法修復受損嚴重的傳統建築物。簡單說來就是被指定為傳建的
建築物不能拆掉重建，必須採用修理保存的方式，而修理並不只是單純的維修，原則上必須將建築物恢
復原貌。另外兩種保存方式則是針對非傳建。第二種保存方式是「修景」。所謂「修景」指的是整修保
存地區內的非傳統建築物，或是在保存地區內新增建築物時，其外觀必須配合歷史風土景致，務求與當
地景觀融為一體。第三個保存方式為「許可」。在保存地區內不論是新建、改建或是增建都必須事先得
到市町村教育委員會的允許。若是符合「修理」或是「修景」的標準，會補助相關工程經費；若是「許
可」則不在補助範圍之內。如果要對傳建地區內的建築物進行現狀變更，必須符合修理基準、修景基準、
許可基準的其中任何一項基準方可進行變更。 
 
 
橿原市今井町傳統建築物群保存地區之概要 
地理位置與環境 
  橿原市今井町位於奈良盆地南部，其南方為大和三山(畝傍山、香具山、耳成山)之一的畝傍山，為
接近平原區的山地。地處橿原市中央地區的今井町，位於飛鳥川、曾我川兩河之間，北接小綱町、南接
四條町、西邊為五井町、東邊是八井町。橿原市今井町傳統建築物保存地區東西長 600 公尺，南北寬 300
公尺，大約佔地 17.4 公頃，雖然面積不大，但以前曾是風光一時的繁榮城鎮，甚至有「大和之財七成在
今井」、「大戶今井新黨屋曬錢曬到玄關去」這樣的說法出現。 現在今井町舊環濠內的住戶約有 612 戶，
其中有 8成是傳統町屋，獨棟的町屋大約佔了 7成，長屋建築約為 3成。 
  町內大半的町屋保存狀況都相當良好，並且保持著江戶時代(江戶時代：1603 年-1868 年)的模樣，
舊環濠內約 612 戶的民宅中大約有 500 戶的町家還維持著江戶時代流傳下來的傳統樣式，這些町家當中
有 9間被指定為國家重要文物，有 3間是縣的指定文物，有 6間是市的指定文物。 
 
歷史 
(1)寺內今井的成立沿革 
  歷史文獻中第一次出現「今井」這個地名是在至德 3 年(1386 年)，記載於興福寺一條院文書之中，
根據記載當時該地是興福寺的莊園。室町時代(室町時代：1336 年-1573 年)後期，一向宗(淨土真宗)的道
場(之後的稱念寺)在此地設立，道場雖多次遭舊勢力放火燒毀，但寺內在天文時期(1532 年-55 年)時已於
此地逐漸成型。寺內町今井是以中世的環濠聚落為主體，在天文時期時共有東西南北四町，到了文祿檢
地(文祿檢地：1582 年由豐臣秀吉下令實施全國檢地)時期則增加成為六町。寺內今井周圍設有城牆和三
條護城河，城牆出入口共計有九道門。 
  元龜元年(1570 年)大坂石山本院寺開始對織田信長發動攻擊，在今井則是由今井兵部帶領了整個町
參與戰事。天正 3年(1575 年)因為織田信長大赦，此地開始以地方都市展開了建設。 
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(2)江戶時代的今井 
  江戶時代的今井在幕藩體制下曾隸屬於郡山藩，但大約有 180 年的時間是幕府的直轄地。 
  此地自治風氣旺盛，被允許擁有相當程度的自治特權。由今西、尾崎、上田氏等惣年寄(町的最高官
員)為首主持町的相關政務，並掌握部分司法、警察權。町民甚至自己制定了「町掟」(町的法令)作為當
地的社會規則。 
  許多商人自郊區移住到今井，並在今井做起了各式買賣，其中以粗製棉、舊衣物、木棉等生意為大
宗，金井的繁榮景象盛極一時。有人因為做生意賺進了大筆財富，有人做起了兌幣生意，甚至有人有能
力融資借款給諸侯。 
  寬永 11 年(1634 年)，幕府甚至允許在今井發行「今井札」(流通於今井的貨幣)。 
 
(3)運用今井町歷史的街道營造 
  今井町傳統町家的基本樣式為切妻造(懸山式屋頂)、平入式，屋簷前後有雨庇，屋頂為本瓦(或是棧
瓦)。屋內一側為土間(門廳沒鋪地板的地方)，另一側則是位在地板上的起居室。正面出入口有大片的窗
戶，並充滿著饒富創意的的格子；二樓的「廚子二階」(位於天花板與牆壁連接部附近高度較低的小房間)
其正面是稱做「虫籠窗」的窗戶 (虫籠窗：如裝蟲籠子的格子窗，通風、防火用)。 
  保護今井町景觀的運動開始於昭和 30 年代左右(昭和 30 年：1955 年)。昭和 40 年代(昭和 40 年：
1965 年)在全國的風潮之下今井的居民也組成了相關組織。昭和 50-60 年代(昭和 50 年：1975 年、昭和
60 年：1985 年)居民和行政單位聯手，經過多次街道營造的相關調查和不斷的協商，終於讓建築物修理、

修景補助計畫、以及賦予歷史景觀新氣象的道路重建工程得以付諸實行。另外透過各種活動和不懈的努
力，今井町於平成 5 年(1993 年)被選定為重要傳統建築物群的保存地區，落實了賦予歷史街景新生命的
「街道營造」。 
 
其他傳統建築物群保存地區的相關活動 
(1)德島縣美馬市脇町 
  脇町是位於德島縣西部，吉野川中游北岸的小鎮。是阿波九城之一的─脇城─的城下町，以卯建式(卯
建：防火用短樑柱式)的街道聞名。橫貫東西的主要道路約長 430 公尺，指定地區的面積約 5.3 公頃。町
家建地的長度和正門的寬度相比是相當深長的，有些地方甚至長達 80 公尺以上。建築物的特徵是屋頂為
本瓦，二樓的窗戶是具防火作用的「虫籠窗」。二樓屋頂的兩端是塗了灰漿的「卯建」。根據樓牌確認
的結果得知最古老的町家是建於 1707 年(寶永 4 年)。此地區內有 8間被指定為國家重要文物。 
 
(2)千葉縣香取市佐原 
  佐原距離東京約 70 公里，是個位在離利根川有點距離，稍微深入內陸的地方小都市。 
  佐原的開發一般認為是源自利根川東遷工程(1594 年-1654 年)。此工程為德川家康下令進行的，總
共花了六十年的時間將原本注入東京灣的利根川改道成從太平洋出海。因為這項工讓利根川串連起了江
戶和東北之間的交通網絡，形成了一個重要的物流路線，流域附近也因此變成了一大穀倉地帶。所以可
以說佐原不僅是來往於利根川的船隻的「中繼站」，也是匯整附近村落物資的「集散地」。第二次世界
大戰後，隨著經濟的快速起飛，沒落的古老街道重新受到審視，1974 年根據文化廳的補助計畫對佐原地
區展開街景調查，1991 年成立了「重整佐原街景之會」，1996 年佐原被指定為傳建地區。目前地區內

有九項物件被指定為國家重要文物。 
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奈良県生駒市における商店街活性化事業、駅前再開発事業について	  

－100円商店街および駅前修景ワークショップを事例として－	  
 

奈良女子大学人間文化研究科 博士前期課程 2 回生 大竹 梓 

 
【日本の中心市街地・商店街の現状】 
 中心市街地は、その地域の歴史的背景、地理的条件を背景に、文化や伝統を育み、居住、教育・医
療・行政等の公益、産業等の各種の機能を担ってきた社会資本が蓄積された都市の中心であると同時
にコミュニティとして重要な存在である。 
 日本の都市は戦後、農村部からの人口移動に伴う、人口の集中や産業の集積による生活環境の悪化
・地価の高騰になどにより都市圏が周辺地域に拡大し、郊外化が進み、中心市街地の機能が低下し始
めた。一方、郊外部は人口増加に伴い、道路網の整備によるモータリゼーションの進展によって、大
型商業施設の進出やロードサイドの商業集積、公共公益施設などの郊外への移転もみられるようにな
り、郊外化が加速されていった。さらに、人口減少や少子高齢化といった社会の変化に伴い市民生活
や経済状況、消費者のニーズも変化している。これらにより、中心市街地には空洞化がみられるよう
になり、現在では衰退状況に陥っている。 
 さらに近年は、中心市街地の核的役割を果たしてきた地元百貨店やスーパーマーケットなどの大型
商業施設の撤退もみられ、空洞化がさらに深刻化してきている。とりわけ中小小売業が集積する商店
街では、各店舗の経営悪化に加え、経営者の高齢化に伴う後継者難などによる空き店舗も増加し、衰
退が著しい。 
 中小企業庁が 3年毎（2000 年度以前は概ね 5年毎）に全国の商店街を対象として実施している「商
店街実態調査」によると、商店街の景況について、「繁栄している」と答えた商店街は 1995 年度に
は 2.7％と少なかったが、その後もさらに減少傾向にあり、2006 年度の調査では 1.6％となっている。
また、「停滞している」・「衰退している」と答えた商店街を合計すると 2006 年度には 98.0％にの
ぼっている。来街者数については、2003 年度の調査において、前回調査時との来街者数の変化を「増
加」と答えた商店街は 6.1％しかなかった。一方、「減少」と答えた店舗は 68.7％にのぼっている。
今後の動向予測についても、「繁栄する」と答えた商店街は 6.7％しかおらず、「変わらない」および
「衰退する」と答えた商店街をあわせると約 9割にのぼる。 
 消費者を対象とした調査は、内閣府が小売店舗等に関する世論調査を 1997 年度および 2005 年度に
行っている。その結果から、「最寄品」を買う際に主に利用する店としては、「家に近い大型店」と
いう回答が約半数をしめている。次いで「家に近い商店街・中小小売店」で 22.7％だった。また、「買
回り品」を買う際に主に利用する店舗としては、「家から離れている郊外大型店」30.3％、「家に近
い大型店」29.6％、「家から離れている中心部の大型店」24.3％となっている。「商店街・中小小売
店」を利用する人は約 1割しかいなかった。 
 以上のような調査結果から、中心市街地・商店街が衰退しているのは明らかである。 
 
【政策の変遷】 
 このような状況に対応するために、様々な政策も採られている。1998 年にいわゆる「まちづくり 3
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法」が制定される以前は、都市政策と商業・地域振興
政策は連動しておらず、別々に様々な法律が定められ
ていたが、中小小売業の経営悪化には歯止めがかから
なかった。 
 そのため、1990 年代以降においては、地域社会と
の関わりを強化した視点から政策が拡充・強化される
ようになり、「まちづくり 3法」として展開された。
これは、都市政策と地域振興政策との連動を視野に入
れ、制度化されたものである。 
 以下に 3法の概略を示す。 
 

■中心市街地活性化法（1998 年 7 月施行） 
市町村が中心市街地の活性化を目的とした関連政策を総合的に実施するための諸制度を体系化。 
■改正都市計画法（1998 年 11 月施行） 
小売業を含む諸施設の立地のコントロールをある程度可能にするための都市計画法の一部改正。 
■大規模小売店舗立地法（2000 年 6 月） 
大型店の出店を生活環境の保全という観点から調整する。 
 

 これら 3 法制定により、その後の景気低迷、大型店の郊外立地等にも関わらず、関係者がまちづく
りに積極的に取り組み、顧客・住民ニーズを実現し、中心市街地のにぎわい回復に至った地域もすく
ないものの現れた。しかしながら、この 3 法は縦割り的に運用され整合性・連携がとれなかったこと
などもあり、地方都市を中心にいわゆるシャッター通りが出現するなど多くの中心市街地は依然とし
て危機にさらされている。 
 「まちづくり 3 法」による成果がみえない状況の中、さらに、日本が今後直面するだろう社会経済
情勢を踏まえ、見直しの方向性が定められた。 
 3 法全体の見直しの方向性としては、郊外開発が認められやすい都市計画体系を見直し、広域的観点
も含めて無秩序な郊外開発を抑制する土地利用制度とすることと、様々な都市機能を市街地に集約
し、中心市街地のにぎわい回復を強力に国が後押しする仕組みを再構築することの 2 点から法制度を
点検し、今後の経済社会情勢に対応した新たなまちづくりの制度設計を行うこととした。 
 主な改正内容を以下に示す。 
 

■中心市街地活性化法（以下、改正中活法） 
・以前の中心市街地活性化法における、制度面のばら撒き支援を是正し、各省施策の横の連動性を高
める観点から、内閣に中心市街地活性化本部を設置する。また、市町村が作成した基本計画について、
内閣総理大臣による認定制度を創設し、意欲的に取り組む市町村を「集中と選択」により重点的に支
援することとした。 
・改正中活法では多様な民間主体によって組織される中心市街地活性化協議会を法制化し、民間事業
の司令塔としての機能を発揮するよう期待することとした。中心市街地活性化協議会はまちづくりに
関するトータルコーディネートの役割を担うこととしている。 

図 1 政策の変遷 
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■都市計画法 
・広域にわたって都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設について、郊外での無秩序な立地に
歯止めをかける観点から、都市計画区域内外についてゾーニングを強化する。 
・都市の秩序ある整備を図るための計画策定プロセスをより適切なものにする観点から、都市計画の
手続きの円滑化や広域調整を充実させる。 
■大規模小売店舗立地法 
 大規模小売店舗立地法については、法律自体の改正はしないが、共生のまちづくりへの大型店の地
域貢献を求め、以下のように定めた。 
・大型店等の社会的責任については、中心市街地活性化法において、事業者の責務規定を創設し、こ
の規定を受けて退店時の対応等について業界が自主的に社会的責任を果たすよう、経済産業省が関連
業界団体に対して、業界ガイドラインの作成などを強力に求めることとした。 
 
 また、新たに、地域商店街活性化法（正式名称：商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた
事業活動の促進に関する法律）が、2009 年 7 月 15 日に公布、同 8月 1 日に施行された。 
 これは、商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」としての機能を発揮することにより、商
店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による、地域住民に役立ち、地域の魅力を発信
する取組に対し支援を行うために定められた。 
 この法を柱として、予算補助、税制支援、無利子融資、（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）
助成事業を活用した人材育成など、総額１００億円を超える商店街対策を総合的に推進し、地域のた
めにがんばる商店街に対して、これまでにない支援が行われる。また、こうした商店街支援を総合的
に行うため、関係省庁や地方公共団体との連携を深めるとともに中小企業関係団体との協力も強化
し、商店街にとって利用しやすい支援策の提供に努めるとしている。 
 2009 年 10 月には、認定第 1弾として、19 件の事業が認定された。 
 
【中心市街地活性化・再開発の事例－奈良県生駒市の概要－】 
 中心市街地活性化や商店街活性化への取り組みは各地で様々な事業が行われている。地域や商店街
ごと特色や独自性のある取り組みを行い、再活性化を図る地域・商店街も数多くある。ここでは奈良
県生駒市の事例を示す。 
 生駒市は奈良県の北西端に位置し、大阪府と京都府に接する。玄関口である、近鉄生駒駅は、大阪
難波と奈良を結ぶ近鉄奈良線、生駒から大阪市営地下鉄の大阪南港コスモスクエアまで直通運転され
る近鉄けいはんな線と王寺までを結ぶ近鉄生駒線のターミナル駅であり、日本初のケーブルカーが、
生駒駅前から宝山寺や生駒山頂とを結んでいる。現在は、その自然環境の良さや交通の利便性から大
阪府や京都府、奈良市などのベッドタウンとなっており、平成 2 年に奈良県で 3 番目に人口 10 万人
を超え、以後は人口も増加傾向にある。平成 21 年 4 月 1 日現在で、人口 118,722 人、世帯数 45,274
世帯である。（生駒市 HP より） 
 その一方で、郊外部への大型店出店などにより、生駒駅周辺の商店街への来訪者は減少しており、
その対策として、駅周辺の 8つの商店街・百貨店では『ハートフルエイト』と名付けた組織を結成し、
活性化に取り組んでいる。奈良女子大学も 2003 年より、ミニコミ誌の発行や商店街内での公開講座、
事業調査などを実施してきた。 
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【生駒駅前 100 円商店街】 
 駅前商店街が 2008 年度より新たな活性化事業地として『生駒
駅前 100 円商店街』を開催している。『100 円商店街』は、中
心商店街の各個店で 100 円商品販売を仕掛けることにより、消
費者の足を中心商店街へ向かせ、まちの賑わいづくりにつなげる
という目的で、山形県新庄市南北本町商店街において平成 16 年
7 月より始まったものである。新庄では、その後、2カ月おきに
継続的に開催している。 
 この事業は、100 円の商品を用意するという手軽さから、業種
に関わらず気軽に参加でき、他の事業で問題となっていた業種間
の意識の差があまりない。また、ただ 100 円の商品を売るのではなく、「店頭にワゴンを置く」、「店
頭で接客をする」、ただし「会計は店内のレジでする」という 3 カ条により、店と客とのコミュニケ
ーションを図り、店の知名度の向上、新規客・固定客の獲得につなげられ、一時的なイベントになら
ないという利点もある。生駒市駅前商店街では、2008 年 10 月 25 日に第 1 回を開催し、以後は 3 か
月おきに定期的に開催している。現在、『ハートフルエイト』所属約 110 店舗のうち約 80 店舗が参
加している。 
 この事業においては、2009 年 10 月までの 5回の開催時全てで、消費者に対するアンケート調査を
行ったほか、第 1回、第 2回、第 4回の開催後に商店主に対するアンケート調査を実施した。 
 消費者の調査結果からは、毎回、回答者の約 7割が女性であり、30 代から 60 代がそれぞれ約 15～
20％と幅広い世代にわたっている。居住地は約 8割が生駒市内で、県内全体では 9割を超える。県外
者のほとんどが大阪府からである。また、第 1 回から回を重ねるにつれ、10 代、20 代の若年層の参
加が増加している。 
 第 4 回開催時に、これまでの過去 3回の 100 円商店街に来たことがあるか尋ねると、約 6割が参加
したと答えた。また、100 円商店街を利用したことで、通常時の「利用頻度が増えた」、「それまで
知らなかった店も利用するようになった」と答えた人は半数を超えた。 
 第 2 回開催時の商店主調査結果からは、100 円商店街開催時に「100 円商品以外の売れ行きが普段
よりも多かった」と答えた店舗は 45.7％あった。また、「今後も参加したい」と答えた店舗は、約 8
割にのぼった。 
 第 4 回開催時の商店主調査結果からは、100 円商店街の事業効果として、「商店街の活性化につな
がった」、「店の宣伝になった」という意見が多く、他の事業と比べ、比較的効果が現れていると言
える。また、100 円商店街の利点としては「客とのコミュニケーションがとれる」という意見が最も
多かった。 
以上の結果より、生駒駅前 100 円商店街では、徐々にリピーターの確保ができ始めており、子どもや
若年層も取り込めていることがわかる。さらに、開催時には周辺の自治会が協力し、綿菓子などの子
ども用の店を出店するなど、地域一丸となった取組になっている。商店側も以前の事業よりも参加し
やすく、効果がわかりやすいといった意識があり、事業に積極的である。一方で今後も続けていく上
でマンネリ化を懸念する声や、3カ条がうまく機能せず固定客に結びついていないといった意見もあが
っており、まだ改善の余地がある。 
 

生駒駅前 100 円商店街の様子 
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【生駒駅前北口第 2地区修景ワークショップ】 
 生駒市の中核地域である生駒駅周辺では、昭和 57 年（1982 年）に南口が完成し、続いて北口の再
開発が計画された。再開発前の北口には、木造低層建築物が密集し、火災等の危険性が高いうえに、
道路が狭く広場などの公共施設も未整備だった。さらに南口に商業・交通が集中していたため、土地
の合理的な高度利用と都市機能・都市景観の更新が必要とされていた。北口は第 1 地区～第 4 地区に
分けられ、1992～1997 年に第 1地区、1997～2005 年に第 4地区の事業が行われた。 
 まず、第 1 地区は駅に最も近く、玄関口としての整備を目的としていた。木造低層建築に代わる住
宅棟を建設し、安全な生活環境を確保すると同時に、来街者のニーズに応えるため百貨店を核とする
商業ビルを建設した。さらに幹線道路や歩行者専用デッキ、駅前交通広場を整備した。 
 第 4 地区は、建築物の高さや外観・色調に統一感をもたせ、7 棟の建築物を整備した。スポーツク
ラブを核に業務、店舗、住宅等で構成され、商業の活性化や住み良い住環境整備を目的としている。 
 今回、ワークショップでの検討対象となるのは、2013 年に完成予定の第 2地区である。第 2地区で
は、計画当初には市民ホール等の入った公共公益施設の建設が予定されていたが、事業化に至らず見
直しが図られ、現在では商業施設、住宅、駐車場を整備する計画となっている。 
 ワークショップでは、商業施設の 2 階部分に広がるデッキ広場とその周辺の街路について、そのあ
り方や利用方法、イメージなどを市民が意見を出し合う。2009 年 10 月から 2010 年 3 月にかけて計
7回のワークショップが開催されるほか、それに参加していない市民にもより多くの意見を聞き、情報
公開する場として、オープンハウスも併用している。 
 ワークショップでは、大学生から定年後の高齢者まで様々な立場の人が集まり、専門家のアドバイ
スなども聞きながら進めている。また、毎回 6～8 人程度のグループに分かれて検討することで、意見
を述べやすい環境を作っている。子どもを持つ参加者のために託児サービスも実施されている。 
 2009 年 11 月末時点で、3 回のワークショップが行われているが、参加者は積極的に意見を述べる
人が多く、充実したワークショップとなっている。 
 
【まとめ】 
 生駒駅前ではハードとソフト両方の整備・充実が図られており、比較的発展していると言える。一
方で、今後は少子高齢化などの社会変化もさらに進行するため、より一層住民の意見・ニーズを反映
した事業が必要となってくると思われる。 
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關於奈良縣生駒市的商店街活性化事業、站前再開發事業	 

̶以 100日元商店街及站前景觀修飾研討會為例̶	  
 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程 2 期生 大竹 梓 

東海大學日文語文學系碩士班二年級 陳子元 譯 

 
【日本的中心市區．商店街的現況】 
  所謂的中心市區，是從當地的歷史背景和地理環境的條件下，孕育了當地的文化和傳統，且肩負起
居住、教育、醫療、行政…等公益、產業各項機能於一身的存在。是社會資本累積起的一個都市的中心，
且同時是共同體的一種重要存在。 
  日本的都市在戰後，農村的人口外流。因人口的集中和產業的累積，造成了生活環境的惡化及地價
的過分上漲…等問題。所以都市圈擴大到周邊的地區，向郊外化發展。而中心鬧街的機能也開始逐漸下
降。另一方面，伴随著郊外人口增加，道路網的整修也形成了汽車的普及化。也因此，能看見大型商業
設施的郊外化和路旁商圈的林立及公共公益設施…等轉移到了郊外，更加速了郊外化的情況。加上，人
口減少和少子高齡化等的社會改變，市民的生活和經濟情況及消費者的需求也跟著改變。基於以上種種
理由，已看得見中心市區的空洞化。而現在更陷入了衰退的情況。 
  加上近年來，也能看見一直支撐著中心市區繁榮的重要角色-當地的百貨公司及超級市場…等大型商
業設施的撤退。讓中心市區的空洞化更加嚴重。特別是在中小型商店集合的商店街中，除了各店的經營
惡化之外，經營者的高齡化及後繼無人等狀況，導致了空白店家的增加，更能明顯看出其衰退。 
  日本的中小企業廳每三年(2000 年之前是大概每 5 年)會實施一次對全國的商店街的「商店街實態調
查」。而在報告中指出，對商店街景氣情況的看法這個項目中，回答「繁榮」的商店街在 1995 年度僅
有 2.7%，之後更是不停的在減少。在 2006 年的調查中更只剩 1.6%。此外，在 2006 年度回答「景氣停

滯不前」．「正在衰退」的商店街，合計起來更攀升至 98.0%。在關於來商店街的顧客數這個項目中，
2003 年度和 2003 年度前一次的調查比較起來，商店街顧客數的變化，回答「增加」的商店街中僅有

6.1%。而回答「減少」的店家增至 68.7%。即便是予測今後的動向，也僅有 6.7%的商店街回答「會愈
來愈繁榮」，而回答「不會有所改變」及「會愈來愈衰退」的商店街合計起來大約提升至 9成。 
  有關消費者的調查，內閣府在 1997 年及 2005 年有實施和商店等有關的世論調查。調查的結果顯示，

要買「日常用品」時主要利用的店家，回答「離家近的大型商店」的人數約莫佔了總人數的一半。然後
回答「離家近的商店街．中小型商店」的人佔了 22.7%。然後，要買「需比較品質、價格的商品」時主
要的利用商店的話，「離家較遠的郊外大型商店」有 30.3%、「離家近的大型商店」有 29.6%、「離家
遠的市中心大型商店」有 24.3%。只有約一成的人回答會利用「商店街．中小型商店」。 
  由以上的調查結果可以很明顯的看出中心市區．商店街正在衰退中。 

 
【政策的變遷】 
  為了因應這樣的狀況，政府亦實施了各種政策。在 1998 年「市街營造 3 法」制定之前，都市政策
和商業．地域振興政策並沒有配套實施，各自制定了相關的法律。但是，這並沒有辦法有效阻止中小型
商店經營惡化的情況。 
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  因此，在 1990 年代之後，也擴充、強化，
經由強化地方社會關聯性的視點來出發的政
策。正式展開所謂的「市街營造 3法」。這個
法令，是注重都市政策和地方振興政策之配套
所制定下來的法令。 
  下面是有關三法的概略。 
 
■中心市街地活性化法（1998 年 7 月施行） 
因應城鎮要全面實施以中心市區活化為目的
的相關政策而體系化的種種制度。 
■改正都市計画法（1998 年 11 月施行） 

為了要能夠在某種程度上掌控包括小型商店等設施的地段選擇，而將都市計畫法做了部分修正。 

■大規模小売店舗立地法（2000 年 6 月） 
由大型商店開分店時所保障了周圍生活環境這樣的觀點下來做調整。 
 
  因制定了以上三法，所以之後不論是景氣低迷不振或是大型商店跑到郊外開店，相關人士還都能夠

積極地參與都市再造活動，實現了滿足顧客．居民的所需。僅管不多，但也出現了部分地區的中心市區
重現了往日熱鬧光景。然而同時，也有這三法無法有效取得上下交互運用的整體性和連帶性的情況。以
地方都市為主的中心市區，還是有很多出現了像閉門街之類的情況。危機還是仍未解除。 
  在「市街營造 3 法」看不到有效成果的狀況下，加上依據日本社會今後會面對到的社會經濟情勢，
也定出修正的方向。 
  以 3 法全面性的修正方向而言，修正了很容易就取得核可的郊外開發的都市計畫體系，制定用整體
廣域的眼光來省視，抑止毫無秩序可言的郊外開發的土地利用制度。以及，再將各式各樣的都市機能集
中在市區、用國家的力量來強力推動支援中心市區的方式，以期回復中心市區的繁榮情景。由以上的二
點來檢視現行的法令制度，設計因應今後經濟社會情勢的都市再造制度。 
  以下就是主要的修正內容 
 
■中心市街地活性化法（以下略為、改正中活法） 
．在之前的中心市街地活性化法中，修正制度面上支援系統的混亂。由提高各個政府機關間的相連性這
樣的觀點來做出發，在內閣中設立中心市街地活性化本部。此外，在有關城鎮作成的基本計畫上，創立
得經由內閣總理認可才能執行的制度，刻意地用「集中和選擇」過的城鎮來做重點性的支援。 
．在改正中活法中，把經由各類由民間自發性組成的中心市街地活性化協議會來法制化，以期中心市街
地活性化協議會能發揮民間事業司令部的機能。使中心市街地活性化協議會肩負起關於都市再造整體調
合的工作。 
■都市計画法 
．用廣角的視野來看，在對都市構造具有很大影響的大規模集客設施這一點上，由抑止在郊外毫無秩序
開業的觀點出發，加強都市計畫區內外區域的功能區分。 
．為圖訂定都市能有秩序的整理規畫之計畫，其制定過程將由更貼切合適的觀點出發，將都市計畫的手
續順暢化及充實廣域調整。 

圖 1 政策的變遷 
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■大規模小売店舗立地法 
  有關大規模小売店舗立地法的話，雖然法律自身並沒有做修正，但為求對共存於都市再造的大型商
店的地區貢獻，制定了以下的法律。 
．有關大型商店的社會責任，在中心市街地活性化法中，訂定了業者的責任義務規定。此規定是為求業
界能自動自發的盡到像是把店收起來不做了的處置…等等的社會責任，經濟產業省也對相關業界團體強
烈地要求要制定業界的統一標準。 
 
  此外，也在 2009 年 7 月 15 日新頒布了地域商店街活性化法(正式名稱為: 商店街の活性化のための
地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律)。在同年的 8月 1 日開始上路。 
  這個法律，是經由只有商店街才能夠發揮的「地區共同體的推手」機能，以商店街活性化為目的，

透過商店街振興組合等團體，進行對地方居民有貢獻、宣揚地方魅力的支援而被制定下來的。 
  以這個法律為根基，來做預算輔助、稅制支援、無息借貸、養成能活用 (独)中小企業基盤整備機構(中
小機構) 輔助事業的人材…等等的支援，全方位來推動總價超過 100 億日元的商店街對策。對地方繁榮
而努力的商店街，進行以往都沒有過的支援。此外，為了要進行全方位的商店街支援，除了加強有關機
關和地方公共團體的合作之外，也需要加強和中小企業關係團體的合作關係。致力於提供讓商店街容易
利用的支援政策。 
  在 2009 年的 10 月中，在核可的第一波名單中，已核可了 19 件事業。 
 
【中心市區活化．再造的事例ー奈良縣生駒市的概要ー】 
  對中心市區或商店街的活化，在各地已經展開各式各樣的工作。用地方或商店街才看得到的特色或
其獨有性為主打，以期再活化的地區．商店街也很多。在此舉出奈良縣生駒市的例子。 
  生駒市位於奈良縣的西北端，接鄰著大阪府和京都府。作為出入口的近鐵生駒站，有連結大阪難波
和奈良的近鐵奈良線。還有可以直接從生駒出發通往到有大阪市營地下鐵路的「大阪南港コスモスクエ
ア站」的「近鉄けいはんな線」。以及連結生駒站到王寺站的「近鐵生駒線」。而生駒車站更是「近鉄
けいはんな線」和「近鐵生駒線」的終點站。日本第一座空中纜車，也是從生駒站前一直通向寶山寺和
生駒山頂的。現在，因為該市的優美自然環境和其交通網的便利性，已成為大阪府、京都府及奈良市等
都市的通勤住宅區。在平成 2 年(1990 年)時，成為奈良縣中第三個超過 10 萬人口的都市，而之後人口
也有逐漸增加的傾向。在平成 21 年(2009 年)的 4 月 1 日時，總人口已達 118,772 人，計有 45,274 個
家庭在這地區生根。(生駒市官方網站資料) 
  但另一方面，因為大型商店進入郊外，也使得來光顧生駒站周邊商店的顧客減少了。為了應付這情
況，所以車站周邊的八個商店街．百貨就組成了一個叫『ハートフルエイト』(Heart Full Eight)的組織。
以期能夠再活化這地方。奈良女子大學也從 2003 開始，開

始發行地方資訊誌和在商店街內舉辦公開講座和事業調…
等等活動直至今日。 
 
【生駒站前 100 日元商店街】 
  站前商店街從 2008 年開始舉辦全新活化地方方案的
『生駒站前 100 日元商店街』。所謂的『100 日元商店街』，

生駒駅前 100 円商店街の様子 
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是透過讓各個在中心商店街的店家販賣 100 日元的商品，讓消費者有意願前往中心商店街。以此為目的
來重現城市熱鬧的情景。這活動是於平成 16 年(2004 年)7 月時，在山形縣新庄市南北本町商店街開始實
施的。此後在新庄，持續著每二個月就會舉辦一次這樣的活動。 
  這個活動，不過就是準備 100 日元的商品，所以不論是什麼種類的行業都可以很輕鬆加入其行列。
而其它活動不同的是，它並不太會造成不同行業間的落差。此外，這個活動不是只有販賣 100 日元的商
品就好了，而是透過「在店的外頭放置商品陳列架」、「在店的外頭接待客人」但得「在店內結帳」這
樣三原則，來達到店家和顧客的交流、同時提升店家的知名度、還能開發新的顧客群．熟客群。不會變
成只是一次性的活動。生駒市站前商店街，在 2008 年 10 月 25 日時第一次舉辦這樣的活動。而後每三
個月就會定期的舉辦一次。現在，參加『ハートフルエイト』的 110 家店中，約有 80 家店參加了這個
活動。 
  到 2009 年 10 月為止一共進行了五次活動，除了五次的活動都對消費者進行了問卷調查之外，也在
第一次、第二次、第四次的活動結束後對各家店的老闆進行問卷調查。 
  從調查的結果來看，每一次活動舉辦時回答問卷的人約有 7 成為女性。而且橫跨了從 30 多歲到 60

多歲的各個世代，且各個世代都佔了回答人數的 15~20%。回答問卷的人當中約有 8成住在生駒市當地，
而住在奈良縣內的比例更超過 9成。而非奈良縣縣民的，也大多是從大阪府來消費的人。此外，隨著 100
日元活動的不斷舉辦，10 幾歲到 20 幾歲的年輕族群參加人口也逐步增加。 
  在第四回活動舉辦時，約有六成的人回答說過去三次舉辦時曾來過 100 日元商店街。另外，在參與
100 日元商店的活動之後，有超過半數的人回答，和平時比較起來「在店家消費的頻率增加了」、「在
以往都沒有進去過的店消費」。 
  從第二次舉辦時對各家店老闆所做的問卷調查結果來看，有 47.5%的店家回答，在 100 日元商店街

活動舉辦時「100 日元以外的商品也比平常賣出了更多」。此外，更有約 8 成的店家回答「之後也想要
繼續參與這個活動」。 
  從第四次舉辦時對各家店老闆所做的問卷調查結果來看，在有關 100 日元商店街的活動效果問題
中，回答「這個活動活化了商店街」「能夠達到宣傳效果」的意見相當多，和其它的活動相比，可以稱

得上是比較看得到成效的活動。此外，在有關 100 日元商店街的優點這一項目，最多人回答「能取得和
顧客的交流」。 
  由以上的結果來看，能看出生駒站前商店街已能夠漸漸確保回流的顧客群和 

  低年齡層和年輕族群也會來這邊消費。更進一步的，是在舉辦活動時周邊的自治會也會協助進行，
而像是賣棉花糖等等以低年齡層為主打的店家也會來這邊擺攤。將地方人士融為一體。店家也因為這活
動比以往的活動更易參加，成效也容易了解，所以也非常積極的參與這活動。但另一方面，也有人擔心
如果今後不停舉辦這樣的活動，要是喪失了新鮮感之後該怎麼辦，以及三原則沒有辦法有效達到穩住熟
客的功能。此類的意見也增加。活動還是有可改善的空間。 
 
【生駒站前第 2地區景觀修飾研討會】 
  在生駒市的核心地段的生駒站週邊，於昭和 57 年(1982 年)完成了南口的開發，接著計畫要對北口
再進行改造。再改造前的北口，除了木造低層建築物過於密集而有火災等安全上的顧慮之外，道路過於
狹窄、廣場等的公共設施也未加建造。加上因南口的商業．交通集中，所以土地的合理高度利用，以及
都市機能．都市景觀的更新就變得更有其必要。北口劃分為第 1 地區到第 4 地區，在 1992 年~1997 年
進行第 1地區的再造，也在 1997 年~2005 年進行第 4地區的再造工程。 
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  首先，因第一地區離車站最近，所以視其為門面來進行開發。建設住宅大樓來替代木造低層建築物。
確保安全生活環境的同時，也為了呼應來此區消費的人的需求，建造了以百貨業為中心的商業大樓。以
及整修主要幹線道路、徒步區和站前交通廣場。 
  在第 4 地區中，為了讓建築物的高度及外觀．色調有統一感，而修建了 7 棟建築物。以運動俱樂部
為中心的業務、店家、住宅等…來規劃構成此區。以期能夠達到商業活性化和建設一個良好居住環境。 

  在這一次研討會中討論的主題是預計在 2013 年完工的第 2 地區。在第 2 地區，初期的計畫中本來
是要建造像市民大廳…等等的公共、公益設施，但因為沒有辦法達成此計畫，所以對計畫再作了修正。
現在變成了要整修商店設施、住宅、停車場的計畫。 
  在研討會中，讓市民各自提出在有關商業設施 2 樓部分的廣場和周邊街道其存在方式及利用方法、
形象等事務的見解。除了舉辦自 2009 年 10 月到 2010 年 3 月止，合計共 7次的研討會之外，為了要能
夠聽到沒有參與研討會市民的聲音和作為一個公開資訊的場合，也一併實行開放參觀日這活動。 

  這個研討會，集合了各種立場的人。從大學生到已經退休的老年人都有。研討會是一邊聽著專家的
建議一邊進行著的。另外，每一次的研討會，都會將與會者劃分成 6~8 人的小組來進行討論，製造一個
易於表達意見的環境。而且為了能讓有小朋友要照顧的與會者參加，研討會也貼心的設立了托育服務。  
  2009 年 11 月底的這個時間點，雖然才不過舉行了 3次研討會，但有很多參加者都踴躍地表達自己
的意見。使研討會的內容變得非常地充實。 

 
【總結】 
  生駒站前所規畫硬體和軟體設施二方面的整修．充實行動。可稱得上是比較有在發展的。另一方面，
因為今後少子高齡化等等的社會變化會更加的劇烈，所以一般認為會變得更加需要能進一步反映居民的
意見．需求的事業。 
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奈良・奈良女子大学の紹介、今回の授業成果発表、日本の事例紹介	  
 

奈良女子大学大学院人間文化研究科 博士前期課程 2 回生 劉丹 

奈良女子大学大学院人間文化研究科 博士前期課程１回生 郭琳晶 

奈良女子大学大学院人間文化研究科 博士前期課程１回生 楊為學 
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奈良・奈良女子大學的介紹、本次課程之成果發表、日本的實例介紹	  
 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程 2 期生 劉丹 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程１期生 郭琳晶 

奈良女子大學人間文化研究科 博士前期課程１期生 楊為學 
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その三 補論 
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「移動」の時代と街づくり 公共性の観点に立った街づくりの可能性	  
 

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

 

1. はじめに 
 台湾鉄路台中線の台中駅から徒歩 5 分ほどの場所に，第一廣場という複合施設がある．戦前の第一
消費市場より始まり，1991 年に地上 13 階地下 3 階建て，総床面積 96321.95 ㎡（29137.39 坪），
第一廣場百貨，商業施設，映画館，分譲住宅，駐車場などよりなる複合建築施設1として開業して以来，
現在に至っている．開業当時の模様を伝える写真資料からはその活況がうかがえる．また，現在でも
第一廣場という場所は，台中出身者にとって一定の認知を得ている場所であるように思われる2． 
 しかし，現在，例えば土曜日の昼過ぎに第一廣場に足を向けると，客の少なさを感じまたこの建物
全体から「寂しさ」のようなものを感じるにちがいない．これが平日ともなるとその感は更に強くな
る．第一廣場は近隣住民にとっての憩いの場としての役割を終えようとしている，そのような印象す
ら受ける． 
 しかし，日曜日には状況が大きく変わる．第一廣場は外国籍住民たちが多く訪れる場所となってい
るのである3．このような状況は 2000 年に入って以降のことだという4が，これは台湾が雇用政策とし
て外国籍労働者の受け入れを積極的に行った頃と時期を一にしている．ただし，集客力として見ると，
第一廣場全体としてはかつての盛況ぶりはなく，今や第一廣場の商業施設部分である 1 階から 3 階ま
でのうち 2 階部分は店舗数の減少を理由に一時閉鎖し，現在は店舗の再募集を行っているが，応募は
ほとんど無いという状態である5．また，1 階および 3 階でも，使用されていない場所も散見されるな
かで一部店舗が営業を続けているという状況である． 
 筆者としては，自身もそのなかのひとりであるということもあるので，台湾，台中という街のなか
に外国籍住民が集える場所があること，これをまずは素直に喜びたいところである．しかしながら， 第
一廣場の営業状況を想像するに，筆者のような経営・経済・商業の門外漢から見ても状況は決して安
心していられるようなものではないようにも映る． 
 
 本論では，この第一廣場を対象として，台中第一廣場の関係者をはじめとする台中市民が外国籍住

民とともに
・ ・ ・ ・

街づくりを行う可能性を，昨今の公共性に関する議論を参照しながら探っていきたい． 
 以上の説明が示すとおり本論には，第一廣場というものを中心に据えて，「公共性（に関わる議論）」，
「外国籍住民」，「街づくり」など，いくつかの視点・論点・理論的補助線が引かれている．筆者は，
台湾で高等教育機関に教員として関わるなかで 3 年ほどのあいだ，公共性の議論について少しずつ検
討を行ってきてはいるものの，いわゆる公共哲学の専門的な訓練を受けた経験はない．また，都市計

                                                             
1 使用區分として，都市計劃市場用地（公共施設用地多目標使用）の文字が見える（衆成管理『第一廣場使用説明書常用篇』）．
なお，この説明書には出版情報が無い．記載された年表などから判断して 1993 年ごろの印刷物であることが予想される． 
2 白春燕「第一廣場の今昔」（2008 年度東海大學修士班授業「移動與溝通」期末レポート，pp.8-9）では，インターネット上の議
論を引きながら，当時高校生だった世代が第一廣場を憩いの場として捉えていた様子が示されている． 
3 なかでも，ベトナム，タイ，インドネシアおよびフィリピンの人々を主な対象とする商店や食堂，酒場が目立つ． 
4 第一廣場の管理に携わる第一広場店舗自治会会長連朝旺さんへのインタビューより．2009 年 5 月 6 日および 2009 年 10 月 17
日に私たちのインタビューのためにそれぞれ一時間半以上の時間を割いてくださった． 
5 同上． 
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画や街づくりについての実践的な知も持っておらず，おもに書籍・論文等およびわずかながら実地で
の見聞を通して得た知識を元にしながら，第一廣場に関わる提言を行うというやり方をとらざるを得
ない．その意味で，本論で展開される議論には，特に実効性・実行可能性の点でいくつもの難点があ
ることだろう． 
 それでも，筆者が台湾を初めて訪れた 2006 年 3 月に出会った第一廣場が，今後も存続すること，

新しい時代に翻弄されるのではなく，新しい時代とうまくやっていく
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

存在として，その象徴として機
能することを願っている．誰かが勝って誰かが負けるような（ゼロ・サムな）暮らしではなく「皆が
より良く暮らせる街」のモデル事業となれば，と夢想的ではあるが考えている． 
2. 公共性・街づくり・その担い手 
公共性とは 
 街づくりに公共性の概念を導入する意図とは何か．それは，公共性の議論のなかに「さまざまな立
場の人々が，より良く生きていくための場所や空間，余地を作っていくことへの配慮」が含まれてお
り，それは街づくりにも欠かせない考え方であると感じるからである．この考え方は，第一廣場の街
づくりを考える場合にも，重要な行動哲学になるはずである． 
 
 公共性の議論は，国民国家建設に代表される近代化の「プロジェクト」の遂行のために排除されて
きたさまざまな立場の人々への「気づき」とともに，日本では 1990 年代ごろより行われるようにな
ってきたといわれる．活発な議論が行われているにもかかわらず，公共性の定義は難しい．その要因
の一つは，公共性が現実態ではなく，理想態であることにある．公共性を有した場所が，今あるいは
かつてどこかに既に存在した「実体」として描けないため，理念的な論じ方が多くなるわけである． 
 それでもあえて，公共性の定義をいくつか示し，第一廣場と公共性の関係についてふれてみよう．

まず，公共性の説明においては「人と人の間
あいだ

」に必ず生まれる関係がすでに公共的なものである，と
言われる．また，公共性の議論において参照されることも多く，いわば必読文献である齋藤（2000）
は，様々な論点から公共性について論じるなかで，その冒頭で公共性の「用語解説」（一般に「公共
性」という言葉が用いられる際の主要な意味合い）として（1）国家に関係する公的な（official）もの
という意味，（2）特定の誰かにではなく，すべての人びとに関係する共通のもの（common）という
意味，（3）誰に対しても開かれている（open）という意味，の 3つを挙げている（齋藤，2000：viii-x）．
これら 3つの性質は相補的な場合もありまたお互いに抗争を行う場合もある，と言われる． 
 第一廣場などの商業的空間は公共性の議論においては「私的行為の空間」として捉えられる．しか
し，第一廣場にさまざまな人々が集まっていることを想起するならば，この場所は（2）common，（3）
open の性質も有しているといえよう6．後述するように，台中市政府も第一廣場に関わるアクターで
あるとすれば（1）official という視点も含まれることになる．つまり第一廣場には公共的な性質がす
でに備わっているといえる．本論では，この第一廣場が商業的施設としてもまた公共的な場所として
もより発展していくための提案をすることを目指したい．  
 
 以上，公共性の概念について，また第一廣場と公共性の関係について簡単に述べたが，そのような

                                                             
6 ただし，商業施設が「開かれている」という観点には留保も必要であろう．全ての人を歓迎している様に見えるが，その歓迎
は消費可能な人々への歓迎であることは否定できない．この消費可能性をめぐって，販売者と顧客のあいだに販売・消費をめぐ
る意味の抗争が行われているとするフィスクの指摘も見逃すことができない（フィスク，1999）． 
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公共性の担い手は誰か，という問いにはどのような答えがあるのだろうか．  
 
市民概念の拡張 
 一般的に市民とは「その場所に生来居住する者，その場所が属する国家の籍を持つ者でかつその場
所に定住しているもの」であるといえるが，公共性概念から考えても，また，人やモノや情報などの
移動とその手段がかつてないほど高速化し発達していることを考えても，市民概念をこのように限定
することは難しくなっている．法的な身分資格を精査する，滞在資格認定にあたって遂行される納税
等の義務をもって根拠とするなど，さまざまな方法が考えられるが，いずれにせよ市民概念の定義に
はさまざまな問題が含意されていることが分かる．市民とは資格なのか，権利なのか，義務なのか．
市民であることを拒否することはその場所への滞在にどのような影響を与えるのか．市民に対してそ
の場所への滞在を認めない，ということは行政上の権利としてあるのか．憲法，国際条約等も含めた
さまざまな法令の検討も必要となる7．  
 このように市民の定義の多様性と難しさを認めつつ，本論では「その場所に（本論でいうならば，
台中縣市に）生活している者たち全て」が台中市民の資格要件を満たしている，と考えたい．ここで，
「生活をする」ということが含意するのは，正業や明確な身分を持たない（持てない）者であっても
生活者として台中に住まう以上は市民であるということである．これは人間の存在をその有用性のみ
で測ることへ反対する公共性の議論とも通底する考え方である． 
 
 以上のことから，台湾国籍のさまざまな人々にはじまり，外籍配偶やその子弟などをはじめとする
長期滞在者・永久居留者としての外国人についてはもちろんのこと，短期滞在，期限付き滞在者とし
て台湾に暮らす海外契約労働者たちも，台中に生活し台中に関わる者として市民であるという風に考
えたい8．そして市民であるということは，台中の街づくりに欠かせない「アクター（actor）」である
ことを意味する． 
 
街づくり：公共性・新しい市民概念とともに 
 当然ながら，台湾での滞在年限が設定されている外籍勞工と呼ばれる住民たちにも，今日の台湾社
会，台中という街での人間としての営みがある．第一廣場はそれを象徴的に見せてくれる場所でもあ
る．そのような場所が，今後どのような形で存続し変化していく可能性があるのか．第一廣場という
商業施設を象徴的に捉えながら，台中市という台湾第三の規模を持つ街全体が，市政府行政・住民・
移動する人々も含めて，「移動」の時代とどのように向き合っていくのか，そのようなことも試され
ていると言える． 
 齋藤も指摘するように，公共性の議論自体，お互いの利害や目標の不一致からつねに「抗争を行う」
ものである．そのため，公共性に関する議論はややもすると理想論的なものになりがちであり，その
姿を目の前に実現させるということが難しいという感は否めない．本論もそのような限界を抱えてい

                                                             
7 当然ながら，法学的な視点のみではなく，政治学，文化表象論，（ポスト）コロニアル論など，実に多くの問題関心とともに
大きな問題系を形成しているといえる． 
8 短期間の滞在であるがゆえに一過性の問題として扱われる．あるいは一般市民の眼からすれば，考慮されるべき対象としてす
ら認識されない，いわゆる不可視の存在とされることも多いと思われる．しかし公共的空間に対するニーズは，滞在期間の長短
といった「量的」尺度のみから測られるべきものではないはずである．公共性研究はそうした「不可視」を問題視し，そうした
状況に光をあてより良い方向を模索していくことを重視する実践的学問態度である．本論でも，公共性の研究におけるそうした
態度に賛同しながら，台湾社会における公共性，公共的空間のより良い存在様式を検討して行きたい． 
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ることを認めなければならない．それでも筆者が公共性の議論にこだわるのは，消費を行える，経済
活動を行える，つまり経済力を持った人々のみではなく，そのような可能性から排除されがちな人々
も含めて現在の社会は形成されているのであるという確信があるからである．  
 
 以上の議論を踏まえながら，ここに第一廣場の街づくりの提案を行う際の基本的な考えを以下に示
して，本節を締めくくることにする． 
 
1. 第一廣場を，物品のみを扱う単なる消費空間として捉えるのではなく，情報を生産し共有できる

場所，台中に集まる人々の「より良い生活」に関わる諸条件を提供する場所として捉えること．
情報の凝集・共有点としての機能が発展することで人々を集め，従来の消費へも好影響を与える
こと． 

2. この企画においては，第一廣場の所有者，第一廣場で営業を行っている経営者のみではなく，周
辺事業者および市政府，政府関係機関（消防・警察等も含む）といった公的セクター，そして何
よりも，台中のさまざまな市民セクターの関心の喚起と協力が重要となる． 

3. 第一廣場は台中市民にとって財産である．この施設が，時代の変化にうまく対応しながら末永く
存続するための企画．これを，市民自らも関わりながら行うことに価値があるのではないか． 

4. 採算ベースをどのように確保するか．これは，シビアな商業的判断となる．そうした点で発案者
が「素人」である点は大きな問題となる．しかし，「お金にならないことに投資を行いながら，
お金を呼び込む工夫」という点で何らかの貢献ができればと考えている． 

5. 第一廣場が，現在までの商売をなるべく維持しつつ，新しい価値付け行いながら，台中市政府も
含めた街全体へメッセージを発信していくこと 

 
 山脇直司はその著書で，これからの公共哲学の進むべき方向として，「社会の現状（ある）のリア
ルな分析」「望ましい（あるべき）社会の理想の追求」「その理想の実現可能性（できる）の探索」
の 3 つのレベルを区別しながらも統合する道を選ぶ，としている（山脇，2004：223）．このような
「統合」を「理想」として，第一廣場がさまざまな人々が集まることが可能な公共的な空間として機
能する可能性を模索してみたい． 
3. 第一廣場の街づくり案 
 ここでは，筆者が約 3 年間第一廣場と関わっていくなかで少しずつ書きためてきた第一廣場の街づ
くりの案を示す．内容もその実現可能性もまちまちであり決して理論としても確かなものとは言えな
いが，なるべく多くの案を列挙する．これらをたたき台にすることで，少しでも第一廣場の発展へ寄
与できれば幸いである． 
 以下，①から⑧の 8つの案を示す． 
3.1 第一廣場を知ってもらうこと・宣伝に関わるもの 
まずは，第一廣場のことを知ってもらうために行えることを挙げたい． 
 
①３F（food, fashion, festival）の積極的活用 
 現在の第一廣場において独自性を主張しうる（つまり「差別化」のできる）「売り」は，東南アジ
ア諸国の料理や食材の店が集合しているという事であろう．食（food），衣装（fashion），祭り・祭
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典（festival），のいわゆる３F の利用については，外国籍住民等の持つ異文化への理解が固定的にな
りがちである点，あるいは外国籍住民の側がそうした固定観念を自ら過剰に身体化してしまう状況な
どから，従来の文化研究では（やや）否定的に捉えられがちである．しかし，第一廣場の発展に向け
た初期段階としては，こうした「文化的商品」を積極的に利用することも重要である．これは，第一
廣場にさらに外国籍住民の顧客を増やすことと同時に，台湾人に第一廣場に再び関心を持ってもらう
ことにも繋がる． 
 第一廣場の出店において食（food）については，すでに通常営業として実践されているものである．
台湾においては，ことタイ，ベトナムの料理に関して言えば，台湾各地で比較的容易にまた安価で口
にすることができる状況がある9．しかし，第一廣場は，各店舗が協力することで「ある地域の「郷土」
料理が味わえる」から「さまざまな「郷土」料理が味わえる」へ，さらには「さまざまな「郷土料理」
の食べ比べへ」などへと展開していける可能性を秘めている．この点が第一廣場の強みであるといえ
よう． 
 このような既に備わっている機能を積極的に活用しさらに発展させれば，宣伝・広報活動の一環と
して「祭り」を企画することもできる．可能ならば，各国の外交部局の在台湾窓口に積極的に協力を
要請し，各国・各地域の紹介を行うなどの試みもあわせ行う10．これらの機関にとって自国の文化紹介
は重要な役割であるはずであり，場合によっては資金援助等を受けることも可能であろう．第一廣場
の元気さを印象付けるためにも，このような企画は年に一度，二度しかも毎回同じ時期に開催するこ
とが望ましい．反対に一過性のものにしてしまうことで，第一廣場そのものに対する記憶が過去のも
のへと簡単に風化してしまう可能性もある．  
 
②コンペティションによる再生の具体案の獲得と波及宣伝効果 
 例えば，第一廣場（再）利用コンペティションを行うこと．この案は，企画そのものが「宣伝効果」
を持ち，かつ，その企画の結果自体が第一廣場に好影響を与える可能性がある．応募課題として，例
えば「現在閉鎖中の 2階の敷地を賃貸料 16 万元，採算可能な形で活用する方法」といったことを挙げ，
それを台中周辺の建築系の学科を始めさまざまな学科の学生へ考えてもらう．学生たちにとっては自
分たちの住む街の活性化に対してその専業性を使って貢献できる貴重な機会となり，また，アイデア
が活用される場合はそれ自体が栄誉・名誉となるはずである．近年重視されている産学協働の一環と
しても意味があるのではないだろうか． 
 もちろん，提案者を学生のみに限定する必要はない．台中周辺の学生，台中市民，外国籍住民のさ
まざまなアイデアを集積していくことで，台中市民の各セクター間の一体感も生まれていくはずであ
る． 
3.2 第一廣場を情報発信点・集約点とすること 
 ここに示す案は，直接的な収入の上昇には繋がらないため，即効性は無い．ただし「人と人との交
流の場」の提供を通して「結果としての消費」という状況を生み出していくための基盤整備として機
能するものであるといえる． 

                                                             
9 この点「エスニック料理」が特別であり高級店になってしまう日本と事情が異なるといえよう．ただし，台湾に高級エスニッ
ク料理の店がない，というわけではない． 
10 食を通した廣場活性化の取り組みを台中市政府と共に取り組んでいるとの情報もあったが，第一廣場に現在根を下ろしている
各国の料理を市政府援助によって供与すること，ではなく，台湾各地の市場の飲食店が料理を第一廣場来場者に無料で提供する
というものであった（張菁雅，2009：自由時報電子版）． 
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③情報サロン設置 
 これは，情報の収集，展示を行う場を設けるという案であり，第一廣場に来れば，生活を充実させ
るためのさまざまな情報が手に入るという環境を作っていくことが目的である．そこで提示される情
報は，例えば，「不要品の売買，譲渡」，「賃貸住宅情報」，「ルームシェアリング（room sharing）」，
「就職情報11」等である．一定の利用者があるなどの条件が整えば，情報掲示のみではなく，これらの
情報に関する連絡の仲介などのための人員を配置することも期待される12． 
 
④コミュニティ・ラジオ局開設 
 日本では，街づくりにおいて コミュニティ・ラジオ が活用されている事例が数多く見られるとい
う13．そうした事例を紹介・分析したものとして，浅田（2009），吉富（2008）などがある．前者で
は，コミュニティ・ラジオ局が設立後の赤字経営を乗り越えて，単独で採算を得るようになる経緯が
分析されている14．一方，後者では，阪神・淡路大震災の直後に外国籍住民への情報提供のために開
局されたミニ FMを母体として作られた「FMわぃわぃ」を紹介している．「多文化共生と人間らしい
まちづくり」のメッセージとともに，外国籍住民，市民団体，高齢者グループ，中学・高校の放送部，
障害者団体，なども参加し，2008 年時点で世界各地の 11 の言語による放送を行っている．この「FM
わぃわぃ」は，震災後に形成された「特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター（TCC）」
内のいくつかの団体と事業グループ化して「多文化プロキューブ・グループ」を形成しさまざまなコ
ミュニティ・ビジネスに取り組んでいる15（吉富，2009）． 
 これらの事例は，台湾・第一廣場周辺の状況を考えた場合に決して簡単に適応可能なモデルとは言
えない．しかし FM 局の開設には，外国籍住民の出身地域の音楽の提供などを通して第一廣場への関
心を高める効果，いわば第一廣場集客の後方支援・広報支援的な役割を担う効果が期待できる16． 
 まずは，館内の放送設備を応用し，館内放送の形から実験的に始めることも可能であろう．第一廣
場の各商店の情報を流すことはもちろんのこと，第一廣場に集まる主要な外国籍住民の出身地域の情
報および台湾に関する情報を台湾諸語であるいは各地域言語を使って伝えることで，台湾と諸地域間
の情報・人・言語の双方向的な交流・流通の機会を生み出すことになる． 

3.3 非営利的組織の誘致 

⑤政府系組織（GO）施設の誘致 
 現在の第一廣場が，外国籍住民が集う場所になっているということを鑑みての提案である．具体的
には，（1）台中市政府の外国人関連手続き窓口の日曜出張営業を行うこと，（2）各国大使館業務17の
事務所，あるいは出張所を設置すること，である．外国籍住民の多くが自由に活動を行えるのは週末

                                                             
11 台湾の外国籍労働者の雇用において，仲介業者を介さない直接雇用の制度や仕組みが整い普及，発展していくことが条件とな
る． 
12 台湾での外国籍労働者の就業においては仲介業者の存在が大きい．こうした業者の事務所の入居などは，第一廣場の現状と
して一考の余地有りではないだろうか．この場合，筆者の強い希望としては，雇用者・被雇用者・仲介者すべてにとって利点の
ある（win-win）雇用条件が提示される状況作り・雰囲気作りを，第一廣場側が率先して行って欲しい． 
13 2008 年当時，全国で 216 の局があったという（浅田，2009：93）． 
14 二つの実例が提示されているが，それぞれのラジオ局の設立趣旨は「災害時の非常時情報無線整備」，「メディアを活かした活
気ある街づくり」となっている． 
15 例えば，多言語コミュニティ放送局「FM わぃわぃ」，翻訳・通訳技術や人材のコーディネートを行う「多言語センターFACIL」
の他にも，多様な文化的背景の子供に関わる活動を行う「ワールドキッズコミュニティ」，IT 技術などで交流を支える「ツール
・ド・コミュニケーション」など（吉富，2009：131）． 
16 もちろん，廣播電視法をはじめとする台湾の電波関連法の考慮が必須となる．  
17 なお台湾は，国際的立場上正式な国交樹立国が少なく，そのため各国大使館業務は民間機関が担う，という形を取っている． 
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のみであること18から，このように営業日を設定した．毎週でなくとも良い．例えば外国籍労働者の給
料日直後の日曜日などのみを営業を可能だろう．この案も，直接的な消費のためというよりは，結果
的な消費行動を促すための提案であるといえる． 
 
⑥NGO/NPO の事務所誘致 
 これは，さまざまな NGO/NPO が低家賃で活動できるスペースを提供する案である． 
 第一廣場の現在の特性を考えれば，筆頭として外国籍住民の生活支援のNGO/NPO の誘致が考えら
れるが，それに限らず，街づくりや都市再生，女性支援，児童の生活・学習支援など，さまざまな
NGO/NPO を誘致し，台中における NGO/NPO の活動拠点として機能させることも考えられる． 
 機能が集約することで情報交換や困難を抱える人々へのすばやい対応が可能になる．商業施設とし
ての顔だけではない多様な機能の提示は，③，⑤などの案や後述の⑦などとともに，第一廣場に対し
て文化的中心地としての印象を喚起し，結果として第一廣場や周辺に，「文化都市」「国際市民都市」
といった新しい印象を付与する戦略としても有効である． 
 
⑦学術機関の誘致：大学サテライト・語学学校など 
 この案は，全面閉鎖状況である第一廣場の 2階部分の活用を視野に入れたものある19．ここでは台中
周辺の大学が（共同の）大学分校を第一廣場に設ける，という提案を行いたい．いきなり大学の分校
をここに設置することに問題があるならば，まずは大学の紹介所，大学情報入手の窓口，大学のモデ
ルルーム的なものを設置することも可能である．それに付随して，2，30 名程度が列席可能な会議室
を設けなるべく多くの利用者に安価で開放する．まずは学術的活動のごく一部からでも提供する事を
始め，採算の見込みが整うようであれば少しずつ市民大学としての機能を拡充していく．台中の中心
に位置するこの場所を各教育機関が共同で運用するサテライト学習施設とすることができれば面白い
のではないだろうか．これらを，大学単独で行うのではなく，大学間の交流も含めて行うことがリス
ク軽減の上でも，各大学の資源の有効活用の面からも，また人的交流の面からも有効であろう． 
 また，第一廣場自体がさまざまな言語・文化の交叉する場所として機能していることを考えれば，
語学教育系の学校の開設も視野にはいるだろう．現在のところ，外国籍住民の多くがいわゆる３K 労
働や感情労働20に従事しており，いわゆる頭脳労働や技術系の雇用については外国籍住民に全面開放さ
れているという状況ではない．しかし今後，外国籍住民の就労先の選択が現在よりも自由になり，雇
用者と被雇用者の間に直接雇用契約が結ばれる可能性が高まっていくとするならば，そのような外国
籍労働者の雇用機会の創出の一端として言語教育も可能ではないだろうか． 
 教育を受ける者が定期的に訪れるという情景が日常化することでこの地域に与えられるイメージ・
雰囲気，これは，第一廣場に，さまざまな市民が集う魅力のある場所という新しい価値を付与する出
発点ともなるだろう．  
 

                                                             
18 なお，日曜日が休日である，という条件は全ての外国籍住民に与えられている権利ではない．とくに，24 時間の住み込みで
介護の仕事をする外国籍住民には，台湾の労働基本法である「就業服務法」の労働時間規定が適用されにくいという状況がある．
第一廣場に来ることすら許されない「見えない人々」の存在を忘れることのないように心がけたい． 
19 この 2 階部分全体を借りた場合の家賃は月額 16 万元であるとのことである． 
20 介護に関する労働など，就労において労働者の身体的行為とともに感情（愛情）を伴う相互行為が必要とされるとされる職業
を指すことば（渋谷，2003：26）． 
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⑧宗教施設の併設の可能性 
 現在，第一廣場には福徳正神21廟が設置されており，熱心な参拝者による参拝が見られる．このこと
から，宗教的施設の設置自体に問題はないと思われる．キリスト教教会，イスラム教のモスク等の宗
教的な施設，信仰の拠り所が併設可能となれば，この場所の持つ魅力は更に増すであろう．しかし，
現実の問題として，一つの場所に異なる宗教の施設が複数存在する可能性など，この案の実現は困難
であることは想像に難くない． 
 お互いの価値観，というものが強く示される行為であるため，問題発生も懸念されるが，それでも
敢えて，一案としてここに記しておくことにする．仮にこの試みが成功すれば，その意義は大きい． 
 
4. 第一廣場活性化成功への課題 
 第一廣場の活性化の実現可能性と実効性の条件は多くあるが，なかでも①人的資本の発掘・社会関
係性資本の形成，②資金，③周辺施設の充実，が重要になる． 

4.1 人的資本の発掘・社会関係性資本の形成 

 街づくりに関する多くの研究・事例報告が示すとおり，街づくりの成功には個々の人々の能力（人
的資本）と，人と人のネットワーク・信頼関係・規範意識などを特徴とする社会関係性資本（ソーシ
ャル・キャピタル）を有する組織形態があることが必須となる22．第一廣場の新しい価値を広めていく
ための活動においても，第一廣場発展を新たな視点から考える母体，例えば「第一廣場発展協会」の
ような部局を既存の第一廣場の組織内に設ける必要があるだろう．このような組織は「第一廣場の商
店主」「商店主の代表による管理委員会代表」「台中市の各局」「台中にある在外公館関係者」「外
国籍住民のうち第一廣場で店舗を有する者」「外国籍住民のうち第一廣場の利用者」「学術機関23」
「NGO/NPO」などさまざまな立場の人々から構成されることが望ましい． 
 街づくりを一過性のイベント・活動で終わらせないためにも，こうした人材の確保は慎重にそして
長期的視野で行われるべきである．そのためにも「さまざまな立場の人々をともに市民として捉え，
全ての人のより良い生活を考えていく」という公共性の概念を，私たち全台中市民が育んでいくこと
が重要になる． 

4.2 財政基盤 

 出資の可能性を持つ組織は二つあると思われる． 
 
第一廣場自体による出資 

 まず，第一廣場に入居している各店舗からの共同出資である．現在の経済状況から見ても簡単なこ
とではないと思われるが，当事者たちがどの程度「やる気」をみせることができるかが問われている
とも言える． 
 具体的な資金の運用にあたってはルール作りが必要になる．例えば，個別の新規事業に対しての融
資にも適用可とするか否か，の判断である．これを不可とした場合は，この共同出費は第一廣場全体
に関わるもののみに適用可とする．第一廣場内の各種案内（出入り口，非常口，トイレ，エレベータ
                                                             
21 土地公ともいう．土地の神，財の神として，商売に携わる人々に親しまれるという． 
22 街づくりと社会関係性資本についての分かりやすい解説は，小長谷・武田・辻（2009）を参照． 
23 大学の教員・学生による街づくりの例としては奈良女子大学中山研究室編（2006）が参考になる．大学関係者が社会実践に関
わるにあたって求められること，時間のかけ方，そしてなによりも多くの人々と関わり合いながらネットワークを形成していく
ことなど，見習うべき点が多い． 
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ー，エスカレーター等の表示，イベントのお知らせ等の文字情報の多言語化や HP の作成），第一廣
場全体の修繕に関わる費用などに適用されることになる． 
 
政府関連の出資 

 台中市政府のインターネット・ホームページを見ると，トップページ最上部には次のような文字が
見える．「臺中市政府・全球資訊網 taichung・・・文化・經濟・國際化」．台中市にとって，文化
・経済・国際化は一体化した目標である，という風に読める． 
 まずは市政府が第一廣場を台中市にとっての貴重な財産であると見なし，かつ，第一廣場が「台中
市民」である外国籍住民にとって欠かせない場所になりつつあるこという事実を認識すること．その
上で，市政府が「国際化」を真の意味で推進するつもりであるなら，国際交流の実践のための実験場
としての可能性を有する第一廣場を活用することが検討されてもよいだろう． 
 「金銭的な見返り」「経済的な保証」を越えた部分で，共通善や公共財という見方から資金を支出
できる組織としての，行政のポテンシャル．これ無くして街づくりは成功しない． 
 パブリック・サーバントの権限が，多様なニーズを抱えながら拡張していく市民のために，多くの
他者のために働くために付与されている限りにおいて，筆者はそれを支持しまた微力ながら協力した
いと考えている24． 

4.3 周辺施設の整備 

 なかでも，交通機関の整備は大きな問題である．旧市街地に位置する第一廣場は自動車でのアクセ
スが決してよいは言えない．バスなど公共交通機関の利用も，狭い道路状況などにより決して快適と
は言えない． 
 現在，台湾各地では MRT25建設が計画されており，台中も複数の路線計画が存在する．それらの計
画の行方も，この街づくりの成否を大きく左右すると思われる26．  
5. おわりに 
 本論では，第一廣場という具体的な場所を対象として，さまざまな人々が協働する街づくりの提案
を行った．くりかえし述べているように，これらの提案が非常に素朴かつ実効性が疑わしいものであ
るという点は否めない．ただ，あれもだめ，これもだめ，ではなく，ここから始められることやほん
の少しでも使える部分があれば幸いである．本論で示した案が実行された場合に，各セクターが得ら
れるであろう「利益」を以下に示す． 
  
• 第一廣場の店主：街を自らの手で発展させているという歓び，多くの人が集まる活気のある場所

の再生，そして「結果としての消費」  
• 台中市政府・行政：台中市が示している国際化の真の推進．「多様な国籍の市民を有していると

いう静的な意味」ではなく「多様な国籍の人々が台中市に関わりながら，台中に暮らすことを選
んでいる」街へ．つまり国際化のモデル都市としての台中のアピールが可能になる． 

• 台中の人々：さまざまな立場の人々が集える場所を得ることができる．特に NGO/NPO 関連組

                                                             
24 台中市がすでに行っている活動が無いわけではない．例えば，慈濟総合醫院と台中市政府勞工局の合同による「大愛無國界外
籍勞工義診」活動（簡，2007：80-82）． 
25 Mass Rapid Transit，大量高速輸送の略．台湾では現在，台北市と高雄市のものが開業中である． 
26 事実，第一廣場のなかにも，MRT 開通にともなう地下街の整備によって第一廣場に人の流れができることを期待する声もあ
る（第一広場店舗自治会会長連朝旺さんへのインタビューより）． 
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織の活動拠点化などの目に見える成果を通して，「より良く暮らす」ことの意味を考えること，
発見することができる． 

• 外国籍住民：お客さん，見えない人々，から街の主役のひとりへ． 
 
 現在の第一廣場は，交通の面から考えても便利とは言い難い状況にある．台中縣から台中市の中心
へ向けて走る台中港路という道路は，第一廣場のある台中市の最中心部に向かうにつれ道幅が狭くな
る．東海大學から第一廣場まで休日に市バスを利用して向かうと一時間以上かかる，ということであ
る．それでも，日曜日になると多くの外国籍住民が訪れるのはなぜだろうか． 
 ここに来ればたくさんの仲間に会える，という気持ちがあるかもしれない．ここにしかないものを
買いに来る，という気持ちもあるだろう．だとすれば，第一廣場はすでに，彼／彼女らにとってかけ
がえのない場所になっているのである．とくに，外籍勞工といわれる人々の現在の生活状況を考えた
とき，ときどき訪れる第一廣場だけが「たった一つの居場所」である場合もあり得る．現在の生活環
境において自分の望むような居場所が確保しがたい人々にとって，第一廣場のような場所は，公共性
の議論で齋藤の言う「親密圏」やそれに関連する「ディスプレイの政治」といった考え方に通ずる場
所なのであり，肯定的にとらえられるべきものであろう（齋藤，2000：95-100）． 
 一方で，その場所にしか居場所がないこと，は，考えようによっては，他者の囲い込み，文化的ゲ
ットー化の危険性をはらんだものともなりえる．その端的な例とは，他者がそこに存在するというこ
とを「必要性」「有用性」の範囲内のみ制御するべく，そうした他者（彼／彼女ら）に適当な場所を
限定的に与えてうまく管理・監視をする，という権力の行使である．こうしたことは，権力志向をも
った人々によって意図的に行われるとは限らない．私たちも，他者との関係を築くなかで知らず知ら
ずのうちに行ってしまっているかもしれない． 
 先日，第一廣場を訪れた際，筆者の目からは異様と思える光景を見た．100 人規模の警察官が第一
廣場前の広場に並び，その後第一廣場の各施設を視察して回るところに出くわしたのである．この視
察がどのような意図で，あるいはどのような無意識や自明視のもとに行われたのか．この視察によっ
て第一廣場に関係する多様なアクターたちが，それぞれ，どのように感じたのか27．「外国籍住民は経
済的に下位にいるから，少々劣悪な環境であっても金を稼ぎに我が街に来る」という考えは誤ってい
る．外国人支援 NPO の代表者による「そこに住む人々が住みたくないというような街には外国人だっ
て住みたくないんですよ．」という発言が想起される． 
 
 全ての人たちが，全く居場所が無い状態から，たった一つでも居場所を確保できること，そうした
居場所が少しずつ増える状態へ．政府機関，私企業，学術機関，小規模商店主，台湾人市民，外国籍
住民などといった，さまざまな組織や個人が知恵を出し合い「生活するなら台中で」と思ってもらえ
る街づくりを行うこと．これは移動の時代に台中が街として「答え」を世界に示すことになる． その
第一のモデルとして第一廣場が発展していくために，外国籍市民のひとりとして協力していきたいと
考えている． 
 
 
                                                             
27 2009 年 11 月 7 日付の新聞で，その詳しい様子が紹介されている（孫，2009）．合法的労働者は歓迎しつつ，非合法の店舗を
取り締まるべく，威嚇の意味でおこなわれたということである．この視察が，決して，外国籍住民を潜在的「犯罪者」として取
り締まりの対象とするために行われたものではない，ということを願う． 
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「移動」的時代與市街營造 從公共性的觀點探討市街營造的可能性	  
 

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

吳函璇 譯 

 
1. 前言 
  距離台灣鐵路台中縣台中站步行五分鐘的地方，有一棟名叫第一廣場的綜合設施。期前身為戰前的
第一消費市場，建於 1991 年，為一地上 13 樓、地下 3 樓，樓層總面積 96321.95 ㎡（29137.39 坪）
之建築物。第一廣場自開業以來，以複合建築設施1的型態營業至今，集合百貨、商業設施、電影院、集
合住宅、停車場等等。從照片資料可以窺見開幕當時的盛況。時至今日，生長於台中的人仍對第一廣場
有一定的認識2。 
  可是，現在若在星期六下午來到第一廣場，必定會感受到門可羅雀及整棟建築所散發出的「寂寥」
氣氛。換作是平日，這樣感覺則更加強烈。甚至會讓人覺得，第一廣場就快不是鄰近居民的休憩場所了。 
  然而，一到了星期日情況就完全相反，這是因為第一廣場已經成外籍居民時常走動的場所3。此一狀
況自 2000 年以後形成4，這是由於當時台灣的僱用政策開始積極接受外籍勞工的緣故。不過，從集客力
來看，第一廣場整體已經不復過去的盛況，如今第一廣場作為商業設施使用的一樓到三樓裡，二樓因店
家數量減少而暫不開放，現在仍在招商卻幾乎沒有人來詢問5。此外，一樓和三樓的各處也能看到閒置中
的空間，只有部分的店家還在繼續營業。 
  以筆者自身的立場來說，由於自己也是屬於該圈子的一員，在台灣・台中這個城市裡能有外籍居民
聚集的場所，確實是件令人高興的事情。然而，就算是像筆者這般企管、經濟、商業的門外漢，第一廣
場的營業狀況也絕非是令人感到安心的狀態。 
 
  在本論文裡，將以第一廣場為對象，並對照現今與公共性相關的議題探討台中市民身為第一廣場的
相關人與外籍居民共同‧‧進行市街營造的可能性。 
  一如以上說明，本論文以第一廣場為中心，用多方視角、論點、理論的輔助線去探討「公共性（相
關議題）」、「外籍居民」、「市街營造」等等。筆者擔任台灣高等教育機構教職員的三年裡，雖逐步
研究公共性的議題，但並沒有接受過公共哲學的專業訓練。此外，也不具有實踐都市計劃與市街營造的
知識，只能以書籍、論文及一些實際案例的經驗為基礎，針對第一廣場提出可能的方案。因此，本論文
所做的論述特別是在實效性、實行可能性上可能會有難行之處。 
  儘管如此，筆者仍期望 2006 年 3 月第一次造訪台灣時邂逅的第一廣場今後也能繼續存在，不受新
時代捉弄、左右，而是能跟上新時代腳步‧‧‧‧‧‧‧的存在，並成為與新時代並進的象徵。並非誰勝誰敗（零和遊
戲）的生活，而是「所有人都能安居樂業」的模範事業──雖然近乎夢想但這是筆者的想法。 
 
                                                             
1 在使用區分上，可以看到都市計劃市場用地（公共設施用地多目標使用）的文字（眾成管理『第一廣場使用說明書常用篇』）。另，
本說明書並無出版資訊。根據其內刊載的年表判斷，應是 1993 年左右的印刷物。 
2 根據白春燕「第一廣場的今昔」（2008 年度東海大學碩士班課程「移動與溝通」期末報告，pp.8-9），從網路上的討論可以得知：
對當時尚為高中生的世代來說，第一廣場是民眾休憩的場所。 
3 其中以越南、泰國、印尼及菲律賓人為主要對象的商店及餐飲店非常顯眼。 
4 此為根據擔任第一廣場管理的第一廣場店家自治會會長連朝旺先生的訪問。連先生於 2009 年 5 月 6 日及 2009 年 10 月 17 日兩天，
特地為我們訪問各撥出一小時半以上的時間。 
5 同上． 



-146- 

2. 公共性・市街營造・參與者 
何謂公共性 
  為什麼要將公共性的概念導入市街營造呢。這是因為，在公共性的議題裡包含了「為了讓站在不同
立場的人們，都能獲得更良好的生活場所、空間及緩衝地」的思維，筆者認為這是進行市街營造時不可
缺少的想法。這個想法在思考第一廣場的市街營造時，應該也會是重要的行動哲學。 
 
  為了實行代表國家建設的現代化「計畫」時，往往會被排除在外的各立場族群開始「受到注意」，
隨著這樣的改變，日本自 1990 年代起公共性的議題逐漸受到重視。即便議題受到廣泛的討論，定義公
共性仍是十分的困難。其主要原因之一，是因為公共性並非「現存性」，而是理想性的。由於無法以實
際存在的「實體」來描述現在或過去具有公共性的地域，因此，因此多為理念式的論述。 
  即便如此，接下來仍會試著提出數項公共性的定義，並說明第一廣場與公共性的關係。首先，在說
明公共性時，一般認為「人與人之間」必然會產生的關係皆為公共性的。此外，在公共性議題中時常被
引用，亦為必讀文獻的齋藤（2000），在從各種論點論述公共性時，於開頭的公共性「用語解說」（一
般使用「公共性」一詞時的主要含意）裡舉出三點（1）與國家有關之公務（official）事務，（2）並非
針對特定對象，而是與所有人都有關係的共通事務（common），（3）對任何人都是開放（open）的
（齋藤，2000：viii-x）。這三項特性有時會互補，有時也會互相衝突。 
  第一廣場這類商用空間在公共性議題裡被視為「個人行為的空間」。然而，從許多人聚集在第一廣
場的角度來說，它也符合（2）common 和（3）open 的性質6。如下面文章所述，若將台中市政府也視
為第一廣場的相關參與者，那就也包含了（1）official 的視點。換句話說，第一廣場早已具備了公共的
性質。冀望本文所提之方案能使第一廣場同時作為商用設施及公共性場所並更加蓬勃發展。 
 
  針對公共性的概念及第一廣場與公共性的關係做出以上簡單的說明，而其公共性的參與者是誰，這
問題又會導出何種答案呢？ 
 
市民概念的擴張 
  一般所謂的市民為「生於此、住於此，並擁有該地國籍、定居於該地者」，不過，不論從公共性概
念來思考，還是從現代人、物、資訊等移動與其手段遠比過去先進、高速化的現狀來思考，要如此限制
市民概念是愈來愈困難。依據法律上的身分資格普查來定義、或是定義為具有滯留資格並完成納稅義務

者等等，雖然能舉出許多定義的方法，但無論是哪一種，都讓人了解到市民概念的定義存在著許多問題。
所謂的市民是資格、權力還是義務呢？若是拒絕市民的身分，對滯留該處會產生什麼樣的影響呢？行政
系統有權利拒絕承認市民在該處的滯留嗎？為此有必要探討憲法、國際條約等法令7。 
  至此，在認同市民定義的多樣性及困難的同時，筆者希望能用以下的視點來思考：「在該地（本文
中則指台中縣市）生活的所有人」都具備台中市民身分的資格。這裡所說的「生活」包含了：儘管沒有
正職工作或不具有（無法持有）明確的身分，只要是居住於台中的生活者皆為市民。此觀點也能通用於
反對只以有用性來評斷人類存在價値的公共性議題。 
 
                                                             
6 然而，「商業設施為開放性（open）」的觀點似乎也有待商榷。乍看之下商業設施歡迎所有的族群，但無法否定其歡迎是針對「可
能會消費」的族群。我們無法忽視 John Fiske 的批評，他說：針對消費可能性，販賣者與消費者之間始終進行著與消費相關的意識
戰爭。 
7 當然，並非只有法學的觀點，還有政治學、文化表象論、（後）殖民論等眾多對問題的關注，但在關注聚焦的的同時，也形成了
一個龐大的問題體系。 
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  如上述，本稿將「市民」定義為：具有台灣國籍的各個族群、外籍配偶及其子女、外籍的長期滯留
者・永久滯留者，短期滯留或滯留一定期限的海外約聘勞工們，都是在台中生活、與台中息息相關的市
民8。而當他們是一名市民時，也代表他們是台中市街營造所不可或缺的「參與者（actor）」。 
 
市街營造：公共性・全新的市民概念 

  不消說，被限制在台滯留期限、稱之為外籍勞工的居民們也在今天的台灣社會－台中這個城市裡經
營他們的生活。第一廣場不但是商業設施，同時也是一個展現上述外籍勞工生活經營的象徵地。這樣的
地方今後有何種可能性，並以何種形式存續、變化呢？從象徵性的角度捕捉第一廣場這個商業設施的同
時，在台中市這個台灣第三大的城市裡，市政府行政機關、居民、移動的人們等等，要如何面對這個「移
動」的時代，可說是一大考驗。 
  一如齋藤所指出的，公共性的議題本身由於彼此利害、目標不一致而時常「產生衝突」。因此，我
們無法否認公共性議題的議論確實容易流於理想，難以使議論落實於眼前。不可諱言，本文也有其極限。
儘管如此筆者仍堅持於公共性議題乃是因為：我確信形成這個社會的，除了具消費能力、能夠進行經濟

活動，也就是擁有經濟能力的族群以外，還包括那些極易被排除在其可能性之外的人們。 
 
  基於以上的論述，在此將第一廣場的市街營造提案的幾個基本想法列於下方並結束此章節。 
 

1.不將第一廣場視為單純的商品消費空間，而是產生及共享資訊的場所，是一提供台中生活者「營造
更好生活」各式相關條件的地方。發展其資訊集中與資訊共享的機能，藉此聚集人潮為消費面帶來
正面效果。 

2.在本企劃中，不僅只是寄託於第一廣場的所有者、在第一廣場營業的經營者們，更重要的是喚起周
邊業者以及市政府、政府相關機構（包含消防局、警察局等）等公務單位的關注與協助，當然，最
重要的還是來自台中各界市民單位的關注及協助。 

3.第一廣場之於台中市民來說是財產。本企劃的目的正是讓此設施能夠順利應對時代的變化，並長久

存續下去。這應是與市民們息息相關、具有執行價値的企劃。 
4.要如何確保獲利是一項十分困難的商業判斷。在此點上，提案者為「門外漢」是一大問題。然而，
筆者盼能在「投資在無法獲利的地方，同時能招來錢潮的方法」之層面上有所貢獻。 

5.盡量維持第一廣場至今為止的商業行為，並附加新的價値，向包含台中市政府在內的整個城市發出
訊息。 

 
  山脇直司在其著作中，雖將公共哲學今後的方向分為以下三個等級：「社會現狀的現實分析（既存
事實）」「理想社會的追求（應有的姿態）」「理想實現可能性之探索（實踐可能）」，確仍選擇三者
並暨的統合之路（山脇，2004：223）。做為一公共空間，各族群都可聚集於第一廣場。以「統合」為

「理想」，本文嘗試摸索出第一廣場發揮公共空間功能的可能性。 
3. 第一廣場的市街營造案 
  在此，舉出筆者這三年在第一廣場走動時陸續寫下的第一廣場市街營造提案。其內容和實現的可能
                                                             
8 因為短期滯留而被視為一時性的問題，或是跟本不被一般市民當做是應該列入考慮的對象，意即被忽視的存在，像這樣的情形並
不在少數。然而，對於公共空間的需求應當不是以滯留期間的長短，也就「量化的」標準來衡量。公共性研究為實踐性的學問態度，
正視這些「被忽略的」對象，為這種狀況引進一道光芒，並重視尋求更佳解答的摸索。本文贊同公共性研究的這般態度，並探討台
灣社會中的公共性，以及公共空間的更佳的存在型態。 
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性皆有所不同，以理論來看也稱不上十分明確，但希望儘可能提出多樣的提案，盼能以此為基礎為第一
廣場的發展帶來一點幫助。 
  以下，提出①到⑧共八種方案。 

3.1 讓民眾認識第一廣場、宣傳第一廣場 

首先舉出可以讓民眾認識第一廣場的幾種方式。 
 
① 積極活用３F（food, fashion, festival） 
  現在第一廣場可以主張獨特性（也就是有「差異性」）的「生意」，就要屬林立於三樓的東南亞各
國料理和食材店鋪了。食物（food），服飾（fashion），祭典、節慶（festival），針對目前三樓的應
用方式來說，這樣的應用極易讓來訪者對外籍居民的異文化產生刻板印象，又或者是讓外籍居民自身過
分接受這樣的僵化印象並將其內化。不論是前者或是後者，在既往的文化研究中往往對此採取傾向否定
的態度。然而，在第一廣場的發展初期，積極利用這些「文化性商品」也是很重要的。這是為了讓第一
廣場在增加外籍居民顧客的同時，也可讓台灣人再度注意第一廣場。 
  目前第一廣場的店鋪中，餐飲業（food）已是長期營業的安定狀態。相較之下，在台灣還蠻容易吃
到泰國菜和越南料理，而且價格便宜9。但是，在第一廣場可以透過各店家協助，從「能吃到某地的「鄉

土」料理」進階到「能吃到各式各樣的「鄉土」料理」，甚至是「能四處品嚐、比較各種「鄉土」料理」。

可以說第一廣場的優勢就隱藏在這裡吧。 
  只要如此積極活用既有的長處並加以發展的話，也就能企劃「祭典」活動，而「祭典」本身又會成
為宣傳、廣告活動一環。可能的話，積極向各國的在台外交窗口尋求協助，試著介紹各國、各區域的文
化10。對這些機構來說，介紹自己國家的文化應該是重要的工作，視情況或許還能得到資金援助。為了讓
人們對第一廣場產生有活力的印象，這類企劃最好能一年進行一、兩次，且每次都在相同的時期舉辦。
相反地，如果只是一時的活動，人們對第一廣場的記憶很容易就會變成過去的事情進而被遺忘。 
 
② 透過競賽獲得再生的具體提案及宣傳的漣漪效果 
  舉例來說，像是舉辦第一廣場的（再）利用競賽。這項企劃本身就具有「宣傳效果」，且企劃的成
果也有可能為第一廣場帶來正面影響。例如，「現在封閉中的二樓租金 16 萬元，如何以可獲利的方式活
用？」可以提出類似像這樣的題目，請台中一帶的建築系等各系所的學生幫忙思考。對學生來說，這樣
的活動是讓自己對居住城市的活性化提供自身專業、貢獻一己之力的珍貴機會。且，提案被採用的話也
會是該名學生的榮譽・名譽。近年注重產學合作，在此意涵上這不也是一件非常有意義的一件事嗎。 
  當然，不必將提案者侷限在學生。收集台中周圍的學生、台中市民、外籍居民各式各樣的提議，應
該也會讓台中市民的各單位之間產生一體感。 

3.2 將第一廣場作為資訊的發佈地、集中地 

  由於這裡所提示的提案與提升收入沒有直接的關係，因此沒有即效性。然而，透過提供「人與人交
流的場所」當能衍生「消費行為的結果」，接下來的提案可說是培育上述情況的基礎。 
 

                                                             
9 關於這點，台灣並不像日本，「異國料理」往往是特別且高級的餐廳。但是，這並不代表台灣沒有高級的異國料理餐廳。 
10 雖然曾與台中市政府共同舉辦活動利用餐飲吸引人潮，不過當時的活動並非利用現在已穩固紮跟的第一廣場三樓店家，而是由台

灣各地市場的店鋪免費提供飲食給第一廣場的來客。（張菁雅，2009：自由時報電子版） 
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③ 開設資訊沙龍 
  此提案建議在第一廣場內設置情報收集與展示處，其目的在於建置一個讓市民只要來到第一廣場便
能得獲得各種充實生活之資訊的環境。舉例來說，而這裡可以提供像是「二手貨的買賣與轉讓」、「房
屋出租資訊」、「房間分租（room shoaring）」、「就業訊息11」等資訊。只要達到一定人數的利用者，
不只是資訊刊登，聘請專員處理與資訊相關的聯絡仲介似乎也指日可期12。 
 
④ 設立社區・廣播電台 
  在日本，能看到許多活用社區・廣播電台的市街營造案例13。介紹、分析這些案例的有淺田（2009）
與吉富（2008）等等。前者是分析從設立社區・廣播電台後克服營收赤字直到獨自獲利為止的過程14。
而後者則是介紹「FM YY」，阪神・淡路大震災後，為提供資訊給外籍居民而設置了迷你 FM電台，「FM 
YY」便是以該迷你 FM電台為母體。「多文化共生與營造更有人情的市街」除了傳達這樣的訊息，外籍
居民、市民團體、高齡者團體、國・高中的廣播部、身心障礙者團體等等也加入活動，到了 2008 年已

在世界各地以 11 種語言播放。「FM YY」將震災後成立的「特定非營利活動法人鷹取社區中心
Takatori Community Center

（TCC）」
當中的數個團體與事業集團化，並組成「多文化 Pro3 集團」，從事各類社區事業15（吉富，2009）。 
  在思考過台灣・第一廣場的周邊情況時，這些案例絕不是能夠簡單套用的。但是藉由設立 FM電台、
提供外籍居民家鄉的音樂，當能增加人們對第一廣場的注意，意即我們可以期待電台擔任提高第一廣場

集客力之後援以及宣傳支援的效果16。 
  首先，應該可以運用館內的廣播設備，以館內廣播的形式做實驗性的開始。當然，一定會播放第一
廣場內各店家的訊息，再來是聚集在第一廣場的主要外籍居民的家鄉資訊以及台灣的相關訊息，並以台

灣各語言或各地區語言播放，藉此創造出台灣與各地區之間的資訊・人・語言能雙向的交流・流通的機
會。 

3.3 吸引非營利組織進駐 

⑤ 吸引政府組織（GO）進駐 
  這是觀察到目前第一廣場為外籍居民聚集地之後所提出的方案。具體來說，（1）設置台中市政府的
對外籍人士辦事窗口，於週日進行外派營業，（2）設立各國大使館的業務17辦公室，或是外派營業所。
由於外籍居民大多只有在星期日才有自由活動的時間18，所以才把營業時間選定在週日。可以不必每個星
期都營業。比如，只在外籍勞工發薪日後的星期日營業應該是可行的。與其說是促進直接的消費行為，
本提案當屬導出消費結果的促進方案。 
 

                                                             
11 關於這點，必須在台灣的外籍勞工雇用不再需要仲介業者的介入，直接雇用制與措施等都確立並並普及的情況下才能實行。 
12 外籍勞工要在台灣就業時，仲介業者扮演了一個重要角色。就第一廣場的現狀來說，讓這類業者設立辦公室應該也是一個可以考
慮的方案。在此現狀下，筆者強烈希望第一廣場能率先創造一個讓雇主、雇員、仲介業者三贏（win-win）的雇用條件及環境。 
13 2008 年時，全國共有 216 個電台（浅田，2009：93）。 
14 雖然這裡舉出兩個實例，但這兩個廣播電台設立的主旨分別為「天災時的緊急資訊之無線整備」，及「活用媒體營造充滿活力的
市街」。 
15 例如，多國語言交流廣播電台「FM YY」旗下，除了有「多國語言中心 FACIL」做翻譯、口譯技術和人才的調度外，還有「世
界兒童交流」進行各種和多文化背景孩子們有關的活動，另外還有支援 IT 技術交流的「Tool de Communication」等等（吉富，
2009：131）。 
16 當然，必須考慮到廣播電視法等台灣的無線電訊相關法律。 
17 此外，台灣在國際上的正式外交國較少，因此各國大使館的業務通常由民間機構承辦。 
18 而且，並非每個外籍居民都有星期天可以休假的權利。尤其是 24 小時住在雇主家、從事看護工作的外籍居民，很難適用於台灣
勞動基本法中「就業服務法」裡的勞動時間規範。希望在思考這些議題的同時，不要忘記並顧慮這一群連第一廣場都不能來的「看
不見的族群」。 
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⑥ 吸引 NGO/NPO 的辦事處進駐 
  本提案旨在以低廉的租金提供 NGO/NPO 能夠進行各式活動的空間。 

  從第一廣場現行的特色出發的話，首先可以想到的就是吸引支援外籍居民生活的NGO/NPO 進駐。
但不只是這樣的組織，包括像是市街營造與都市再生、女性支援、兒童生活・學業支援等等的 NGO/NPO
都可以是引進的對象，讓第一廣場成為台中 NGO/NPO 的活動據點。 
  若第一廣場具備各種機能，那麼資訊就能夠迅速交換，對於尋求幫助的人也能夠採取快速的應對。
讓第一廣場不只是單純的商業設施也能夠擁有更多面相，關於這點在前述的③、⑤及以下的⑦有都有相

關敘述。除此之外，賦與人們第一廣場為文化中心地的印象，並藉此創造周遭地區為「文化都市」「國
際市民都市」的嶄新印象，此舉在創造第一廣場的多樣性上應為有效之策略。 
 
⑦ 吸引學術機關進駐：大學分校、語言學校等 
  本提案著眼於活用目前全面封鎖的二樓19。由台中周邊的大學在第一廣場設置（共同的）大學分校。
若是要大學馬上在此設立分校會有困難的話，一開始可以先設置大學的介紹所、大學資訊窗口、大學的
展示室等。並附加能容納 2、30 人的會議室，以低廉的租金盡可能開放給眾多的民眾使用。先從提供一
小部份的學術活動開始，若是營收方面已漸入佳境，便可以一步步擴充功能朝市民大學邁進。在位於台
中中心的此處，有各教育機關共同運作的分校授課設施的話不是蠻有意思的嗎。由於不是各大學獨自進
行而是共同合作，如此一來不但可以促進各校之間的交流也能減少風險，更能有效活用各大學資源、促
進人與人之間的交流，相信在這些層面上應該都是很有助益的。 
  另外，思及第一廣場本身便是一個各類語言、文化交織的場所，設置語學教育相關學校應該也是可
行的方案。目前外籍居民大多從事所謂的 3K 勞動或感情勞動20，換句話說腦力工作及技術領域工作並非
全面開放給外籍居民。但是，若未來外籍居民的職業選擇能夠比現在更加自由、雇主和勞工之間締結直

接雇用契約的可能性增加的話，語言教育未嘗不是一個創造外籍勞工受僱的機會。 
  人們為了上課定期造訪此處的光景變成日常生活的一部分，此地的印象、氛圍也因而改變。這樣個
改變應該也會成為付與第一廣場全新價值的出發點，讓市民發現第一廣場是一個聚集不同市民、充滿魅

力的場所。 
 
⑧ 與宗教設施共同設置的可能性 
  現在第一廣場有設置福德正神21的廟，可以看到虔誠的信徒前去參拜。就這點來看，設置宗
教設施本身並沒有問題。像基督教教會、伊斯蘭教的清真寺等宗教設施，若能一併設置支援信
仰的場所，這個地方的魅力應該會提升吧。然而現實是，從要在同一個地方同時存在多個不同
宗教的設施這點，便可以想像實踐本提案的困難度。 
  由於此為讓彼此的價值觀被強調出來的行為，雖然有產生問題的疑慮，但在此仍然提出作
為一個方案。若這項嘗試能夠成功，便會有十分重大的意義。 
 
4. 成功促進第一廣場蓬勃發展所面臨的課題 
  雖然要成功促進第一廣場的蓬勃發展，在各種可能的實踐性和實效性上都有許多條件，但其中又以
以下三點為首要項目：①開發人力資本・形成社會關係性資本、②資金、③充實周邊設施。 

                                                             
19 租借整層二樓的租金是每月 16 萬元。	 
20	 意指在工作上，勞工不只是付出身體勞動還必須伴隨感情（愛情）行為的職業，如看護相關的勞動工作等等。（涉谷，2003：26）	 
21	 又稱為土地公。是土地與財富之神，對從事商業活動的人來說是很親近的存在。	 
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4.1 開發人力資本・形成社會關係性資本 

  根據許多市街營造的相關研究、案例報告所示：市街營造要成功，在組織型態上必須具備：參與者
每一人的能力（人力資本），以及擁有團隊合作・互信關係・意識規範等特徵的社會關係性資本（社會
性資本）22。為了擴展第一廣場的新價值，應當需要一個從新視角思考第一廣場發展的母體，像是在第一

廣場既有的組織內設置「第一廣場發展協會」。個人希望由各種立場的人組成這樣的組織，例如「第一
廣場的商店經營人」「各店家代表所組成的管理委員會代表」「台中市各局」「台中市的各海外辦事處」
「在第一廣場經營店舖的外籍居民」「使用第一廣場的外籍居民」「學術機關23」「NGO/NPO」等。 
  為了不讓市街營造變成一時的企劃、活動，應該有遠見並慎重地確保人才。為此，「將不同立場的
人都當做市民，並思考如何讓每一位市民都能有更好的生活」，培養這樣的公共性概念是我們每一位台
中市民重要的任務。 

4.2 財政基礎 

  筆者認為有可能出資的組織有兩個。 
 
來自第一廣場本身的出資 
  首先，是由第一廣場內的各店家共同出資。雖然以目前的經濟狀況來看實非易事，但也能從其中看
出當事者們「參與意願」的高低。 

  在具體的資金運用方面，需要訂定規則。有了規則才能判斷「資金是否可以融資個別的新興事業？」
等問題。假設答案是否定的，那麼共同出資就只能用在與第一廣場整體有關的事務上。像是：第一廣場
內的各種標示（出入口、逃生口、洗手間、電梯、手扶梯等的標識，以及活動宣傳等文字資訊的多國語
言化及 HP 製作），與第一廣場整體修繕相關的費用等等。 
 
政府方面的出資 
  進入台中市政府的網站，在首頁最上方可以看到下面這行字：「臺中市政府・全球資訊網 taichung
・・・文化・經濟・國際化」。 這可以解讀成：台中市以文化、經濟、國際化的一體化為目標。 
  首先，若市政府視第一廣場為台中市的貴重資產，並認為對於身為「台中市民」的外籍居民而言第
一廣場是一個不可或缺的場所。在此前提下，第一廣場還可以當做是國際交流實踐的實驗地，若是市政
府打從心底要推動「國際化」，思考如何善用第一廣場這樣的特性應該沒有任何壞處。 
  「成本無法回收」「獲利無法保證」的部份，則有賴行政單位的協助，從的公共利益與公共財角度
出發提供資金援助。缺少了這樣的支援，市街營造就無法成功。 
  只有在「基於服務不斷增加的市民、滿足市民日益多樣的需求、以及為了眾多人民努力」的情況下，
筆者支持賦予公僕權限，並願意盡一份微薄之力。24 

4.3 周邊設施的整頓 

  在這當中，交通運輸系統的整頓是一大問題。第一廣場位於舊市街，開車前往絕對稱不上是方便。
就算利用巴士等大眾交通工具，因道路狹窄也說不上舒適。 

                                                             
22 簡單明瞭的市街營造與社會關係性資本之解說請參考小長谷・武田・辻（2009）。 
23 由大學教職員、學生進行的市街營造案例請參考奈良女子大學中山研究室編（2006）。大學相關者在社會實踐上所接受到的要求、
花費時間的方式，尤其是從與許多人建立關係開始形成聯絡網，等等皆有許多值得學習的地方。 
24 台中市並非沒有舉行過任何的活動。舉例來說，像是慈濟綜合醫院與台中市政府勞工局合辦的「大愛無國界外籍勞工義診」活動
（簡，2007：80-82）。 
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  目前，台灣各地都有 MRT25的建設計畫，台中也規劃了數條路線。這些規劃的走向也對市街營造的
成功與否帶來很大的影響26。 
5. 結語 
  本稿以第一廣場此一具體場所為對象，提出各種由眾人共同合作的市街營造方案。一如文中反覆重
申，這些方案不但非常簡陋且實踐性令人質疑，這點筆者無法否認。不過，只要這些提案並非毫無可取
之處，儘管只有一小部份能讓人認為「可以從這著手」的話，那筆者是再高興不過了。執行本文所提及
之方案時，各單位可得到的「利益」如下所示。 
  
• 第一廣場的店家：親手促進市街發展的喜悅，市街因此重生為人群聚集、充滿朝氣的地方，最後衍

生出「消費行為的結果」。 

• 台中市政府・行政機關：真正推動台中市所表明的國際化。並非「擁有各國藉市民的靜態意義」，
而是讓台中蛻變為「各種國籍的人們在和台中市互動的同時，選擇居住在台中」，讓台中可以推銷
自己是一個國際化的模範都市。 

• 台中的人們：獲得一個不同立場族群都能夠聚集的場所。特別是成為 NGO/NPO 相關組織的活動

據點這些可以親眼見證的成果也讓人們開始思考、發現「更好生活」的意義。 
• 外籍居民：從客人、看不到的人們，轉變成市街的主要角色之一。 

  
  目前第一廣場的交通聯絡實在很難說是方便。連接台中縣往台中市中心的台中港路，愈往第一廣場
所在的台中市中心部，道路就愈狹窄。假日的時候，從東海大學搭市內公車前往第一廣場要花一小時以
上。儘管如此，為什麼只要到了星期日，就會有許多的外籍居民來到第一廣場呢。 
  只要到這裡就能遇到許多同伴──或許是出自這樣的心情吧；來採購這裡才有賣的物品──或許是
出自這樣的想法吧。若是如此，第一廣場對他／她們來說早已是無可取代的地方。這群外籍居民被稱為
外籍勞工，只要想到他們的生活情況，那麼只有偶爾才能造訪的第一廣場很有可能就是他們「唯一的容
身之處」。對無法在生活環境裡保有符合期望的棲身之處的人們來說，像第一廣場這樣的地方，正符合
公共性的議題裡齋藤所說的「親密圈」，以及與之相關的「炫耀性政治」的觀點，應當給予正面評價。
（齋藤，2000：95-100）。 
  另一方面，「僅有該地是容身之處」̶̶以不同的角度來思考，這很可能會導致他們形成小集團並
增加文化邊緣化與隔離化(ghetto)的危險性。舉個極端的例子，行使權利迫使他／她們在非「必要性」與
「有用性」的情境下不得處於該處，並派給他／她們一個規定好的適當場所以利管理・監督。並不是有
權力慾的人才會刻意這麼做，我們或許也在和他們建立關係的過程中不自覺地做出這樣的行為。 
  前陣子筆者前往第一廣場時，看到一幕十分異常的畫面。約有 100 人的警察排在第一廣場前的廣場，
我在碰巧遇到警察們在臨檢第一廣場的各個設施。這次的臨檢究竟是出於什麼樣的意圖？是出於何種無
意識、或是心知肚明的目的所進行的呢？第一廣場的每一位參與者又是如何看待這次的臨檢的呢27？「外
籍居民處於經濟弱勢，所以就算是比較惡劣的環境，為了賺錢他們還是會跨海而來」這種想法是錯誤的。
在此筆者不由得想起某個外國人援助 NPO 的代表者曾說過：「當地居民都不想住的地方，外國人也不會

                                                             
25 Mass Rapid Transit，大眾運輸系統的簡稱。目前台灣營運中的 MRT 只有台北市及高雄市。 
26 事實上，第一廣場內部也有人表示希望隨著 MRT 開通整頓地下街，進而為第一廣場帶來人潮（資料來源：第一廣場店家自治會
會長連朝旺先生的訪談）。 
27 2009 年 11 月 7 日的報紙對這件事有詳細的報導（孫，2009）。在歡迎合法勞工的同時，也應該取締違法的店家，據報載這次行
動帶有恫嚇的涵意。筆者只希望不是因為把外籍居民當作潛在的「犯罪者」，列為取締的對象才進行這次的臨檢。 
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想住在那裡。」 
 
  每個人都是從沒有棲身之地的狀態開始，確保僅有一處的容身之地，然後漸漸增加自己的棲身場所。
政府機關、私人企業、學術機關、零售業、台灣人市民、外籍居民等等組織和個人都拿出自己的智慧，
一同著手進行市街營造、讓人覺得「要居住就選擇台中」。在這個移動的時代，這樣的市街營造也等於
是向全世界揭示台中市所找到的「答案」。而為了使其第一個範本̶̶第一廣場能夠逐漸發展，筆者也

希望以一名外籍市民的身分提供協助。 
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