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はじめに

日本におけるアジアとの関係史研究は、日本と対象国および超大国（ア
メリカ等）との関係にのみ注目する傾向がある。日本と中華民国（台湾）
との日華（日台）関係史も例外ではない。日本と中華民国以外は、アメ
リカと中華人民共和国にのみ関心を有していると言っても過言ではな
い。川島真らの『日台関係史』1）でも同様である。気鋭の著者 4人をもっ
てしても、関心は日本と中華民国（台湾）、アメリカ、中華人民共和国
の外に出ない。果たして超大国を除く第三国・地域の動向は、日華（日
台）の二国関係の構造には影響を及ぼさないのだろうか。日華の外交当
事者の意識すら影響しないものだろうか。
本論文は、1950 年代の日華関係における第三国・地域の影響につい
ての考察である。この時期、日華関係は、日華平和条約（政治）と日台
貿易協定（経済）で規定されていた。1951 年に締結されて以来、1971
年断交まで条文が固定されていた平和条約に対し、貿易協定は 1950 年

1） 川島真、清水麗、松田康博、楊永明『日台関係史　1945―2008』（東京大学
出版会、2009年）。なお本論文に関係する主要著書や論文、およびやまだあつ
しの関連著述は、本論文末尾「主要な参考文献・資料」を参照されたい。

第 1 部



58

第 1 部　大戦後アジア地域における経済構造の再編

に締結 2）されて以来、1961 年に終了するまで更新がほぼ毎年行われた。
1950 年代は日台どちらも程度の差はあれ戦後復興から経済発展へとい
う方向へ経済が動いた時代であり、経済の実態は年々変化していた。貿
易協定は、経済の変化を反映したものにならざるを得ない。また協定更
新は相互の関係、およびそれぞれの国内外の政治動向に影響される機会
である。よって毎年更新が行われた日台貿易協定は、1950 年代の日華
の政経関係の動向を反映しているものと言えよう。よって本論は貿易協
定更新時に、第三国・地域がどのように影響したのか、影響させようと
したのかを残された外交資料から観察する。資料は、日本側は外務省外
交史料館 3）、中華民国側は中央研究院近代史研究所 4）が有している。この
資料の中で、（アメリカと中華人民共和国を除く）他国・他地域の動向
が協定更新にどう影響していたかを分析する。

1．1950 年代日台政経関係の枠組みとしての貿易協定

そもそも日台貿易協定はどのようなものであるのか。起源は 1950 年
に SCAP（GHQ）と中華民国が、日本と台湾の間での貿易関係を規定
した協定に遡る 5）。この協定は、日本と台湾の間で 1年間にやり取りす
る貿易の内容および個々の品目の金額を決めた貿易計画と、貿易の決済

2） 次節に記す通り、日本がサンフランシスコ講和条約の発効により独立を回復
するまで、この協定の締結主体は、SCAPと中華民国であり、独立後は日本と
中華民国の協定となった。

3） 「主要な参考文献・資料」に示す通り、日本側の資料として、『日華貿易及び
支払取極関係一件』第 1巻～第 14巻、および『日華貿易及び支払取極関係一
件議事録』第 1巻～第 6巻がある。そのうちWEB上で第 1巻～第 4巻は閲覧
できる。第 5巻以降は現物を見るしかないが、決定事項のごく一部が「主要な
参考文献・資料」に示した通り、国立公文書館から「閣議資料」や「次官会議
資料」としてWEBで閲覧できる。

4） 主要資料は「主要な参考文献・資料」で示した。これら資料は台湾の中央研
究院近代史研究所档案館にて閲覧可能だが、本文は利用制限が厳しい。よって
今回は字句の引用に留める。

5） 貿易協定全般については、廖鴻綺『貿易與政治 : 台日間的貿易外交 (1950-
1961)』（台北・稲郷出版社、2005年）の研究があり、貿易協定の締結の過程に
ついては、徐年生『戰後日本の中國政策の模索と日華関係の研究―1950年代
を中心に』（北海道大学博士論文、2007年）が詳しい。ただ廖鴻綺は中華民国
側の資料しか利用しておらず、徐年生は締結過程にのみ関心を寄せている。締
結後の協定の変化について日本側の資料も利用して分析したものは、やまだの
関連著述である。
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方法を定めた清算勘定協定からなっていた。
協定の特徴は、ドル建て決済だが、決済は全て東京にある銀行口座 6）

上で清算し現金はドルであれ円や元であれ原則として動かさない、オー
プンアカウントと呼ばれる方式を採用したことである。現金を動かさな
い貿易として他に物々交換（バーター貿易）があるけれども 7）、物々交
換は何と何を交換するか品目と数量の事前取り決めと取り決めの順守が
必要である。オープンアカウントの場合も、毎年どんな品目を何ドル買
うか事前に取り決め、日本から台湾への輸出額と台湾から日本への輸出
額が同額になるよう貿易計画を立てておくけれども、実際の貿易は双方
の輸出金額の差が事前に取り決められた許容値（スウィング幅）を越え
なければ、何をどう輸出入しようとかまわない 8）。すなわち、現金を動
かさないにも関わらず、物々交換と比べれば民間企業同士の比較的自由
な貿易を許容できる仕組みである。オープンアカウントは、SCAP占領
中のため自由貿易等ができない状況下で（それまで食糧の多くを依存し
ていた植民地からの食糧移入が途絶えて）食糧難が続く日本と、国共内
戦に敗退して台湾に逃げ込んできて、生き残りのために台湾の資源を最
大限に活用したいが（日本への移出用農産資源の生産に台湾が特化して
いたため）適当な資源輸出先がないという状態の中華民国の双方にとっ
て、現金のドルを用意せずに比較的自由な貿易ができるという点で好都
合な貿易方式であった。
日華平和条約 9）（サンフランシスコ講和条約の直前に締結）後、貿易

協定は SCAP と中華民国の協定から、日本と中華民国の協定として結
び直された。この時に追加されたものに船舶協定がある。日華平和条約

6） 1950年の貿易協定では、中国銀行東京支店の口座上で、1953年以降は日本
銀行本店の口座上で、全ての決済が行われた。

7） 1950年代に日本と中間人民共和国間の民間貿易協定での貿易は、バーター
貿易であった。

8） 協定上の話であって、政府の規制は別である。双方の政府の規制のため輸出
入できない、または輸入数量に制限のある商品は多々あった。またスウィング
幅を越えた場合は、輸入超過の国から輸出超過の国へ、超過額に見合うドルを
現金で送金する必要があった。

9） 条文は、国立公文書館で「日本国と中華民国との間の平和条約及び関係文書」
という件名で閲覧できる。URL は以下。
　https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&

BID=F0000000000000327616&ID=M0000000000001788515&TYPE=&NO=

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000327616&ID=M0000000000001788515&TYPE=&NO=
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によって日本籍船の台湾渡航が可能になったため、従来全て中華民国籍
船または第三国籍船（アメリカ籍船等）が運行していた日台間航路に日
本籍船が参入することとなった。後発参入者という点では日本側が不利
であり、船の能力（積載量、船齢等）は大型の造船所を多数抱えていた
日本側が有利であった。船舶協定は、日本と中華民国間での船の積み荷
の不平等是正のため、日本船と中華民国船での各品目の輸送比率を定め
たものであった 10）。
貿易協定の更新交渉は、1950 年代前半と後半で内容が異なっている。
1950 年の協定交渉は、各品目の実際価格には関与しない立場をとった。
協定は上述の通り、日台の貿易関係（貿易計画）と決済方法（清算勘定
協定）という貿易の枠組みを決めるものに過ぎず、実際の物のやり取り
と価格（単価）は、企業（商人）同士が交渉すべきものという立場であっ
た。貿易計画の中で主要商品の価格が計上されたが、計上された商品は
日台双方とも輸出入の必要を認めており、年間にこの程度の金額（その
商品の年間合計貿易総額）の貿易をしたい、という意思表示に過ぎなかっ
た。ところが、1955 年以降の協定交渉では、台湾側の主要輸出品（粗糖、
コメ）の価格（単価）も交渉の場で協議された 11）。これは日本側の主張
による。日本側は、台湾の主要輸出品（粗糖、コメ）が国際市況からみ
て割高であることに不満を持っていた。そこで 1955 年の交渉において
日本側は、台湾の主要輸出品の価格を定めないと貿易を計画ができない
と主張した。台湾の輸出品が主要輸出品に集中しているため、その価格
の上下が貿易計画全体を左右するというのと、主要輸出品の対日販売者
は、政府系（公営企業や台湾省糧食局）であるから協定交渉の場で価格
も交渉可能である、というのが日本側の主張根拠であった。中華民国側
はこの主張に反発したが、結局この後の交渉では主要輸出品の価格協議
が行われ、両国とも国際市況を睨みながら、それに幾ら割り増しをつけ
るかを巡って議論することとなった。
中華民国側は唯々諾々と日本側の主張を呑んだわけではない。対抗手

段として、台湾米の日本への輸出金額と日本から台湾が輸入する化学肥

10） この協定は非公開とされた。
11） 1955年の交渉変化は、やまだあつし「1950年代日台貿易交渉――1955年第

2回交渉を中心に」（名古屋市立大学『人間文化研究』19号、2013年）参照。
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料の輸入金額のリンクを主張した。台湾が輸入する肥料はコメの生産に
使われるのだから、台湾米が日本に高値で売れなければ、日本から肥料
を買うお金はない、との主張である。これも台湾側の肥料購入者が政府
系に限られていたことを活かした対抗手段であった 12）。これら価格協議
を巡る対立はいたずらに交渉日数を増す原因となった。さらに価格を決
める以上、数量も決めなくては貿易計画を決定できず、かつ数量を決め
る以上はどの程度輸出できるのか、収穫状況から工場の稼働状況、港の
荷役能力にまで議論が及ぶ。1950 年には 2 週間で済んだ交渉が、1950
年代後半は 3か月以上掛かる原因になった 13）。

2．日琉関係の日台貿易協定への影響

1950 年に日台貿易協定が始められた時、日本側が必要としていたの
は粗糖（原料糖）にしろコメにしろ、日本統治時代に台湾から移入して
いたものであった14）。日本統治時代の台湾は1910年代に粗糖の日本への
大量供給地としての地位を確立した。1920 年代になるとコメの対日供
給も「蓬莱米」と呼ばれる日本米に準じた食味を有するコメの開発成功
により安定するようになった。ところが敗戦によって、日本は急に植民
地との関係を断たれた。コメ等、植民地に多くを依存していた食糧も断

12） 1950年代の台湾において、肥料は台湾省糧食局の独占販売であった。糧食
局は独占を活かして肥料を希望する農民に対し、肥料 1kgとコメ 1kgとの物々
交換を強要していた。これを米肥バーター制と言う。この制度の制定過程につ
いては、陳金満『台湾肥料的政府管理与配銷（1945-1953）―国家与社会関係
之一探討―』（稲郷出版、2000年）がある。

13） ただし交渉が遅れる原因は価格交渉に限られた。外交問題で遅れたのは、
1958年の第 4次日中民間貿易協定に中華民国が反発した時だけであった。こ
の時も長崎国旗事件で逆に中華人民共和国が日本に反発して貿易を打ち切った
ため、中華民国とは 1か月余りの中断で交渉再開へとこぎつけることとなった。
日本にとっては、中華民国と中華人民共和国はどちらも同程度の貿易相手であ
り、日本側から進んでどちらかと貿易関係を切るという必要性はなかった。中
華民国にしてみれば日本は最大の貿易相手であり、中華人民共和国に日本が限
度を超えて接近しない限り、貿易関係も見て見ぬふりをしていた。第 2章や第
3章で論じる第三国の影響も、価格や数量という面では交渉に影響し、交渉が
遅れる原因にもなったけれども、第三国の影響それ自体を交渉で問題視したわ
けではない。

14） 日本統治時代の台湾経済については、凃照彦『日本帝国主義下の台湾』（東
京大学出版会、1975年）が刊行 40年近くになるにもかかわらず、まずは参考
とすべき研究書である。



62

第 1 部　大戦後アジア地域における経済構造の再編

たれて厳しい食糧不足に直面した。亜熱帯にある台湾米（一期作）は日
本から見れば超早場米であり、端境期すなわち最もコメが不足している
時期の貴重なコメであったので、その必要性は量の割に大きかった。粗
糖も食品原材料の基本であり、断絶は日本の食糧事情に悪影響を及ぼし
た。台湾との関係復活は、1950 年時点での日本にとって食糧事情上、
大いに切望することであった。日本側から台湾へは肥料や工業製品が輸
出された。これも 1930 年代以降の植民地の主要移入品が、日本の工業
製品であったことの復活であった。この意味で 1950 年度の貿易協定は、
敗戦で断絶してしまった日本と旧植民地との経済関係を、台湾に限り復
活させたと言えないこともない。
ただし日本が、日本統治時代に台湾から日本へと移出されていた全て

の農産物の輸入を希望したわけではない。1920 年代台湾は、コメとと
もに熱帯作物の開発を進めた。バナナとパイナップルがその代表である。
これらも日本が主市場であった。戦前日本の工業化とともに都市住民の
生活水準は向上し、豊かな食品を求める層が増加していた。これら層へ
日本では生産できない熱帯果物を供給するのが、台湾総督府等の狙いで
あった。しかしながら 1950 年の日本にとって、バナナやパイナップル
は主食でもなければ基本原材料でもない奢侈品に過ぎない。さらに日本
にはリンゴもミカンもある。バナナ等は貴重な外貨等を使ってまで輸入
すべきものと日本政府は見なさなかった。それでも中華民国側の強い要
望によってバナナは貿易品目のリストに計上され、パイナップル等の対
日輸出も認められた。とはいえ、日本側がバナナ等輸入に高額の調整金
を課し、輸入数量自体も制限をすることを甘受しなければならなかった。
1950 年代後半になってくると、貿易協定は日台双方の経済発展によ

り変質し始める。台湾米は輸入米の中でも「準内地米」として日本側に
高く評価されていたが、コシヒカリ等の新品種の導入、日本各地での開
拓の進展 15）、そして食糧管理制度による生産奨励により、日本は 1950 年
代前半までのような絶対的なコメ不足という状態ではなくなっていた。
つまり毎年の大量輸入を確約しなくても、必要なときに必要な量を輸入

15） 戦後の引き揚げ者の収容と、植民地喪失による食糧不足対策のため、日本各
地で開拓が進められた。名古屋近辺だと 1959年の伊勢湾台風で大被害を被っ
た鍋田干拓地（愛知県弥富市）は、1950年代の新規開拓地の一例である。
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すれば良い状態になっていた。
とはいえ貿易協定は、日本と台湾が同額を輸出入することを前提とし

ていた。そして日本の台湾への輸出は大口の化学肥料輸出以外に、機械
設備等の輸出が好調であった。1950 年代の台湾はいわゆる輸入代替工
業化の時代であって工業製品の輸入を制限する傾向を強めていたし、ア
メリカから受けた援助の中には工業製品もあった。しかし台湾の工業化
を進めるためには製造機械や部品の輸入が必要であり、それらは日本か
らの輸入に頼っていた 16）。台湾にはアメリカ式の技術教育が浸透を始め
ていたものの、既存の工場技術者の多くは日本式の教育を受けており、
日本語も堪能であった。つまり台湾からのコメの輸入を代替措置なく減
らすことは、好調な日本からの対台湾輸出を制限することに繋がる。よっ
て、台湾からのさらなるコメ購入要請は断ったものの、輸入を減らすこ
ともできない。図 1は台湾からの輸入金額（計画値）のうちの総額、砂
糖、コメの数値であるが、コメは 1950 年代後半になるとほぼ横ばいを
続けることとなる。

図1：1950～60年度の日台貿易計画における台湾側の輸出総額および粗糖と米の輸出額
出典：『日華貿易及び支払取極関係一件』各巻（外務省外交史料館蔵）からやまだ作成
　　　縦軸：1000ドル　　横軸：年度（4月～翌年 3月）
　　　1960年度の米は、年度当初には数値を計上せず。

16） 台湾人企業家で新光グループの祖である呉炎獅の回顧録『台湾の獅子』（講
談社、1992年）を読むと、規制をかいくぐって日本から部品を輸入して繊維
工場を設立した話が記載されている。
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日本側は、台湾からコメの代わりに輸入して貿易総額を維持できるも
のの模索を始めた。まず検討したのが、粗糖の輸入拡大である。日本は、
粗糖を仮に台湾から輸入しなくても、他の国から輸入せざるを得ない。
1955 年には台湾糖の割高さを問題視した日本であったが、日本製品の
輸出の維持拡大のためには、国際価格との差がある以内に収まれば良し
として、台湾側に粗糖の輸出拡大を迫った。ところがこれは台湾側（公
営企業の台湾糖業公司）から拒否された。1950 年代台湾の砂糖輸出は、
日本への輸出は日本統治時代からの慣例で粗糖を輸出していた（日本の
精製糖工場で精製されてから、食用になる）のに対し、他国へは精製糖
で輸出していた。製造工程が異なり、製糖工場も区別されていた。つま
り粗糖の製造工場は日本専用に製糖を行い、精製糖の製糖工場は日本以
外への輸出および台湾島内用に製糖を行う。国際糖業協定で特定国への
集中的輸出量に制約が課されている中で、さらに日本専用の粗糖工場を
設置（または精製糖工場から転換）することは、ある程度以上の価格差
を日本側が呑まない限り、台湾糖業公司としては躊躇せざるを得なかっ
た。結局これも図 1の通り、1955 年度に一度増加して総額増に寄与し
たものの、1956 年度は価格問題から反対に減少して総額も減、そして
1957 年度以降は 1953・54 年度の水準にほぼ落ち着くこととなる。
代わりに台湾側から提案されたのが、赤糖（黒砂糖）やバナナ・パイ

ナップルの輸出拡大である。台湾の赤糖は民間企業で製造されており、
日本にも菓子業界等ある程度の需要者がいた。バナナやパイナップルも、
日本側は奢侈品と見なして調整金を掛けていたが需要者は多数いた。そ
してパイナップルの金額拡大には日本側も同意する。図 2は台湾からの
輸入金額（計画値）のうち、バナナ、パイナップル、赤糖の数値である。
パイナップルの数値は 1956 年度、1957 年度と急増した。ところが 1958
年度以降、パイナップルの数値は伸びず、逆に 1959 年度以降は減少す
ることとなる。赤糖も台湾側の輸出拡大要請に反して、1956 年度以降
は減少してしまう。かわりにバナナが 1958 年度以降に急増することと
なる。このような動きの背景には、日本と琉球との関係があった。
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図 2：1953 ～ 60 年度の日台貿易計画における台湾側の輸出総額および黑砂糖・
バナナ・パイナップルの輸出額

出典：『日華貿易及び支払取極関係一件』各巻（外務省外交史料館蔵）からやまだ作成
　　　縦軸：1000ドル　　横軸：年度（4月～翌年 3月）

1945 年の沖縄戦によって、沖縄本島はアメリカ軍に占領された。以
降は日本本土と切り離した形でアメリカ軍が沖縄本島を始めとする南方
の各群島を直接統治した。琉球民政府が成立して以降も、アメリカ軍の
高等弁務官の支配下での自治に過ぎず、1951 年のサンフランシスコ条
約による日本の再独立以降も、アメリカは琉球（沖縄）占領を継続した。
とはいえ日本は南方の各群島を見捨てたわけではない。アメリカとの交
渉により奄美の本土復帰を実現させ、さらには南方連絡事務局を東京、
南方連絡事務所を那覇にそれぞれ設置し、琉球民政府との関係を樹立し
た。
1950 年代は、琉球にとっても経済再建の時代であった。輸出用農産

物として、砂糖とパイナップルの生産が琉球民政府により奨励された。
砂糖は戦前からの生産品であり、パイナップルは 1950 年代に風土に適
したものとしてあらたに導入したものであった。砂糖は沖縄地場資本に
より、まずは黒砂糖の製糖工場が建設された。パイナップルは日本資本
も交えて缶詰工場が建設された。砂糖とパイナップルの市場として期待
されたのは、日本であった。離島に新設されたパイナップル工場や在来
技術による黒砂糖工場には国際競争力など期待できない。琉球民政府は
日本政府と協定を結び、沖縄原産品目の多くが（戦前の沖縄県時代と同
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様に）無関税で日本へと輸出できることとなった。とはいえ無関税だけ
で売れるほど簡単でもない。琉球の経済団体により、日本側への黒砂糖・
パイナップルの積極的な売り込みが行われた。ただ単に売り込むだけで
なく、琉球の市場拡大の支障となる勢力を排除する働きかけも行われた。
1960 年度交渉を収めた『日華貿易及び支払取極関係一件』第 13 巻に

は興味深い陳情書が綴じ込まれている。差出元は、琉球経済団体の一つ
である琉球輸出パインアツプル罐詰組合（理事長名義）で、琉球民政府
主席の添え状もついている。宛先は日本の外務省であり、日台貿易協定
の担当者（経済局長　牛場信彦　殿）に向けて送られたものである。内
容は琉球経済の現状を訴えた後、

御承知のように台湾のパインアツプル産業は、戦前数拾年の操業
の歴史をもつているに拘らず、琉球のそれは戦後発足した新興産業
であり台湾パインアツプル産業と平等な条件下に於ける競争が可能
になるのは如何にしてもこの二、三年本土側の保護育成の措置がな
くしては不可能と考えられますので、琉球におけるパイン産業を国
内産業の保護育成の立場から左記のことについて御指導御協力下さ
れ度請願するものであります。

一、台湾産パイン罐詰の輸入枠設定に当つては琉球のパイン罐詰
の生産量（今年度は約七十二万ケース予想している）を考慮
して戴きたい。

二、琉球に於ける今年度の生産量と日本の需要量からおして台湾
産パインアツプル罐詰の輸入枠を百万弗以内に圧縮して戴き
たい。

として、台湾のパイナップル産業よりも後発である琉球のパイナップル
産業を「国内産業」として保護育成すべきこと、そのために競争相手と
なる台湾のパイナップル缶詰が日本に持っている輸入枠（1959 年の協
定では、150 万ドルが設定されていた）を、100 万ドルへと輸入枠を圧
縮して欲しいと、露骨に訴えたものである。
このような陳情書は 1960 年度交渉に綴じ込まれた文書が一番露骨な
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表現であったが、他の年度にも存在した。また外務省の文書には綴じ込
まれていないが他の機関や日本の国会議員にも送付されていた。黒砂糖
についても同様の要求が琉球側からなされていた。
琉球からの陳情、そしてそれを背景とする日本国内からの圧力を背景

として、日本は日台貿易協定更新において中華民国に対し赤糖（黒砂糖）
の金額削減、次にパイナップルの金額削減を通告した。台湾にとっても
黒砂糖は国際競争力が無く保護すべき産業であった。パイナップルは競
争力がまだあったが、一度は輸出枠の増枠に成功しさらには果実の缶詰
だけでなくパイナップルジュースの輸出交渉を予定していただけに、ど
ちらも猛反発した。とはいえ日本側も沖縄返還問題に関連する事項であ
る以上は譲歩できず、バナナの増枠そして米や砂糖の価格調整で決着し
た。とはいえ、今後の調整余地がなくなってきた。

3．日台貿易協定の結末と日アジア関係

本特集号の他論文でも論じているように、1950 年代は日本にとって
経済成長を始めた時代であるとともに、戦時賠償の解決を進めた時代で
あった。日本の中華民国への賠償は、1952 年の日華平和条約に際して
中華民国が賠償請求を放棄することで決着していたけれども、他のアジ
ア諸国との間では、サンフランシスコ条約の枠組みに基づいた賠償もし
くは準賠償、特別円や請求権の清算等の戦後処理が進行していた 17）。そ
れら賠償は、1946 年のポーレー調査団の報告に象徴されるような、日
本にある工業設備を大幅撤去してアジアへ移設することで（日本の国力
を削減し工業化を抑制しながら）アジア工業化を進めるというものでは
無かった 18）。賠償（特記ない場合は準賠償等含む、以下同じ）は、日本
の国力と経済発展にとって無理ない範囲に押さえられていた。賠償方式
も工業設備撤去ではなく、日本で生産された工業製品を引き渡すとか、

17） 例えば、近藤正臣、永野慎一郎編『日本の戦後賠償―アジア経済協力の出発―』
（勁草書房、1999年）参照。

18） 例えば洪紹洋『台湾造船公司の研究―植民地工業化と技術移転（1919-1977）―』
（御茶の水書房、2011年）は造船設備について、中華民国側が日本の造船業の
撤去移設をどう期待していたか、賠償移設が進まない中で、接収した台湾の造
船設備が（日本の造船設備と比べると劣るものであったが）どのような活用さ
れていったかを紹介している。
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賠償対象国にインフラを建設するとかの形で行われていった。それは製
品を生産したりインフラを建設したりする企業にとって、日本政府から
受注が入ることと同じで、さらに将来はメンテナンスという形で当該相
手国への企業進出できる契機も得たということであった。さらに日本は
賠償が決着した国に対し、円借款や延払い等、相手国・相手企業の支払
い条件を緩和しながらの工業製品輸出を企図していった。これは一時払
いの賠償で済ませず、経済に余力を持てるようになった日本をもってア
ジアを継続的に支援させるという面もあったが、日本企業の進出には役
立った。
一方、相手国側はただ単に賠償や援助を受けたのではない。日本が輸

出を志向するのと同様に、相手国側も日本に自国産品を輸出することで
外貨の獲得やさらなる日本製工業製品の輸入を求めていた。ただ、工業
化が進展していない 1950 年代後半のアジア諸国が輸出可能で、かつ日
本も輸入が可能であったものは限られていた。その中でコメは、多くの
国で輸出可能であった。

1960 年度の日台貿易交渉は、3月に東京で開始された。中華民国側は、
農産物の新たな輸出枠拡大は難しいとして 1959 年度同様の計画を提示
した。ところが日本側は、国内のコメ需給状況は大幅に緩和していて 4
月時点で台湾から新たな購入の確約は難しく、秋の収穫状況をまって可
能であれば購入するとして、日本側計画案に台湾米の数字を計上しな
かった。
これに対し、中華民国側は貿易協定を維持する見地から日本側に再三

再四コメ購入を働きかけるとともに、他の国が日本にコメ購入を迫って
いないか、日本駐在以外の外交官にまで情報収集を求めていた。その中
で韓国米に関して、以下のような情報のやり取りがあった 19）。
まずは経済部（日本の経済産業省に相当）は、外交部（日本の外務省

に相当）に対し、「経台（49）商字第 4021 号」文書（中華民国 49（1960）
年 4月 8日）によって、

19） 全て「中日貿易会議」（档号 032.2/0003）所収。原文は中国語。やまだの仮
訳で載せる。
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一、（日本での）新聞報道によると、日本政府は韓国政府との間
で双方の貿易関係を回復させることについて了解が成立して
おり、かつ韓国政府から巨額の食用米を購入するとのことで
ある。本年度の中日貿易計画会議において、日本側提案の新
計画で（台湾から）食用米（を購入する）の項目が無いこと
および（日本が台湾に販売する）肥料の数量と金額を減らし
ているということは、恐らくこの報道と関係しているであろ
う。

二、日韓両国間でのコメおよび肥料の購入について、最近の状況
を明らかにするために、本件を駐韓の王大使に転送し、調査
報告することを依頼する。

として、駐韓大使館に日韓でのコメ購入計画の調査を求めた。一方、駐
日大使館経済参事処は、台北外交部（台北の外交部本部）に対し、「電
579 号」電報（中華民国 49（1960）年 4月 14 日 10 時発信）において、

（一）韓国のコメと肥料の話は、電 578 号に詳述した通り、（日本
の）肥料協会会長に言によれば、今のところ日本の肥料を韓
国へ輸出する話は議論していない。

（二）（日本の）農林省によれば、（1）日本の外米購入計画は、本
年度上期（4月から 9 月）の外貨予算で 10 万 4 千トン分を
計上しており、そのうち我が国のコメ 3万トン（これは、李
糧食局長が 2月に日本と契約した 15 万トンの残額である）、
タイ国の良質米 6万トンおよび普通米 5千トン、良質白米 9
千トンであり、下期（10 月から来年 3月）の購入計画は未
定である。（2）日本の（貿易交渉）代表団が、台湾米は貿易
計画草案に入れないのは、日本の国会がまだコメが残ってい
るのに購入するのは如何かと指摘するのを考慮したものでは
ないか。ただし（国会は）5月下旬に閉会する。

として、日本の韓国米購入説に対し否定的な報告をしている。駐日大使
館経済参事処報告は続けて、
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通産省の人員の非公式発言によれば、本年は合計で 5万トン以上
の台湾米を（日本は）購入可能である。ただし協議に時間を要する。

と、購入数量は減るものの、日本側は台湾米を購入可能であるとも述べ
ており、国会が 5月下旬に閉会することともあわせ、楽観的な見解を示
していた。しかしながら、駐韓大使館から、台北外交部へ「第 838 号」
電報（中華民国 49（1960）年 4月 14 日 15 時発信）において、

（1）日本側は、韓国米 3万トンを購入することに同意した。4月
15 日（つまり明日）の韓日正式会談で決定する。

（2）韓国の肥料の年間需要は約 80 万トンで、アメリカドルで
4500 万から 5000 万ドル相当である。本年 1 月から 4 月 14
日までに、すでに輸入した肥料の総額は約 4530 万アメリカ
ドル（半数が前年度の予算）で、日本からの輸入は 60％を
占める。

（3）今から 9月末までに、韓国は 2730 万アメリカドルの肥料購
入を計画しており、日本からの輸入は 60％、およそ 1638 万
である。

として、日本の韓国米購入がほぼ決定したことと、韓国の日本肥料の購
入状況を報告した。つまり日本が、国内のコメ需給緩和を根拠として、（国
交があり長年にわたりコメを継続購入している）台湾からのコメ購入を
確約できないと貿易協定交渉で回答しているのにもかかわらず、韓国か
らは国交がないにも関わらずコメ輸入を（台湾から例年購入していた量
よりは少ないものの）確約しようとしている事態は、本当であったとい
う情報である。
日本側の動きをつかんだ中華民国側は、日本側提案に反発し対抗措置

として日本からの肥料の購入確約を取り下げた。すでに日本側自ら、肥
料の台湾輸出予定額を減らしていたが、中華民国側はゼロ回答で答えた。
しかしながら日本側のガードは今度も固く、協定は台湾米と日本の肥料
の数値を除き（どちらも購入を予定するが数値は計上しない）、金額が
縮小したものになった。これにより相互の貿易拡大を図るという日台貿
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易協定の大義名分がここに失われた。
1950 年代後半に、日本政府は食糧確保に自信を得ただけでなく、輸
出についても貿易協定のような外国に日本製品購入枠を設ける手段をと
らなくても、延払い輸出や円借款などの手法で十分な競争力を持ってい
るとの自信を得るようになっていた。IMFからの貿易自由化勧告もあっ
て大蔵省の主導下、最大 16 か国 20）を数えた貿易協定を順次廃止し、
1960 年時点で貿易協定を有効であったのは台湾と韓国のみとなってい
た。そして 1960 年の日台貿易交渉のもう一つの焦点は、清算勘定協定
の廃止であった。
第 1節で説明したように、日台貿易協定は貿易計画と清算勘定協定か

ら成り立ち、それに船舶協定が付随していた。清算勘定協定抜きの貿易
計画は単なる数値目標に過ぎない。中華民国は日本側の清算勘定協定廃
止に抵抗していたが、貿易計画の主要項目の一つであったコメの数値計
上ができなくなった 1960 年交渉でついに協定維持を諦め、1961 年 9 月
限りでの協定廃止に同意した。これによって、日本と中華民国（台湾）
の間は、通常の外貨決済貿易へと転換した。これは貿易協定による少な
くとも金額上は対等な輸出の貿易から、日本の工業製品の輸出超過構造
へと転換することとなった。そして 1965 年からの円借款による日本の
資本進出にも道を開くこととなった。

おわりに

本論文の問いである日台貿易協定が、他国・他地域の動向にどう影響
されたかであるが、貿易協定をめぐる日台の議論は、基本的には日本の

20） 「中日貿易会議」（档号 032.2/0003）には「日本外匯銀行與原訂有記帳貿易弁
法現己作廃之諸国銀行間信用借款往来（credit lone）情況表」という題名の資
料が付されている。抄件の印があるので何かの資料のコピーである。これは日
本がかつて貿易協定を結んでいたアルゼンチン、ブラジル、エジプト、フィン
ランド、フランス、ベトナム、西ドイツ、インドネシア、イタリア、オランダ、
フィリピン、スウェーデン、タイ、トルコの各国（つまり 16か国から中華民
国と韓国を除いたもの）が、協定終了後から 1959年 9月までに、日本（具体
的には当時 11あった都市銀行）からどのような延払い措置を受けていたかを、
延払いの上限として締結された額と、実際に適用された額の 2つから整理した
表である。このような資料からも、中華民国側も貿易協定廃止後の日本との貿
易関係について、様々な検討をしていたことがわかる。
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コメ自給率向上と台湾の工業化で日本の輸出超過に傾く貿易をどう釣合
わせるかの議論であった。ただし、1950 年代後半の釣合わせ困難化を
加速したものとして日琉関係があり、そしてコメ問題を解決困難へと追
い込んで協定終結へと導く要因となったものとして、アジアからのコメ
輸入があった。これら他国・他地域の関係は、日台の貿易総額と比べれ
ば少ない金額に過ぎなかったが、それぞれの購入金額よりは大きな影響
力を発揮した。料理で言えば調味料のようなものであった。
外交当事者の意識について言えば、第 3節で見えるように特に中華民

国側は、他国と日本との貿易関係に注目し、大使館等から集めた情報を
も利用しながら、台湾を差し置いて他国・他地域の購買を優先する日本
を厳しく批判していた。しかしながら、新たな外交関係樹立、特に懸案
となっていた日韓国交という、より優先した課題によってこれらを購入
せざるを得ない日本側のガードは固かった。
なお本論文は、日本と中華民国の相互関係の資料で第三国・地域を見

た。第三国・地域側が日華関係どう見ているかは分析の視野外にある。
今後の課題としたい。

本論文は、科研費・基盤研究A（課題番号　23243026：研究代
表者　増田知子）「日米特殊関係による東アジア地域再編の政治経
済史研究」の成果の一部である。

主要な参考文献・資料
公文書：

日本国外務省『日華貿易及び支払取極関係一件』第 1~14巻

『日華貿易及び支払取極関係一件　会議議事録』第 1~6巻（外務省外

交史料館蔵）

中華民国外交部「中日貿易会議」（档号 032.2/0002）、「中日貿易会議」（档号

032.2/0003）、「中日貿易会議記録」（档号 032.2/0026）　（中央研究

院近代史研究所蔵）

「日本国と中華民国との間の貿易取極並びに支払取極及び附属文書の署名等に関する



73法政論集　260号（2015）

1950年代日台政経関係にアジアや琉球はどう影響したか（やまだ）

件（外務省）」

作成者：内閣官房内閣参事官室（閣議資料）　　作成年月日：昭和 28年 6月 12日

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=def 

ault&BID=F0000000000000558593&ID=M0000000000001386043&TYPE=& 

NO=

「日本国と中華民国との間の貿易取極に基く貿易計画の採択について（外務省）」

作成者：内閣官房内閣参事官室（次官会議資料）　　作成年月日：昭和 32年 8月 26日

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?XSLT_NAME=frame&NO 

=16&BID=F0000000000000559099&IS_STYLE=default&IS_TYPE=JPEG&LAN 

G=default&ID=&act=&GID=&IMG_FLG=&TYPE=

先行研究：

劉淑靚『台日蕉貿網絡与台湾的経済精英 1945-1971』（台北・稻郷出版社、2001年）

廖鴻綺『貿易與政治 : 台日間的貿易外交 (1950-1961)』（台北・稲郷出版社、2005年）

徐年生『戰後日本の中國政策の模索と日華関係の研究―1950年代を中心に』

（北海道大学博士論文、2007年）

川島真、清水麗、松田康博、楊永明『日台関係史　1945―2008』（東京大学出版会、2009年）

やまだあつしの関連研究（全て名古屋市立大学大学院人間文化研究科『人間文化研究』

　　名古屋市立大学学術機関リポジトリ https://ncu.repo.nii.ac.jp/

　　からダウンロード可）：

「1950年代日台貿易交渉――1955年第 2回交渉を中心に」（2013年 19号、91-99頁）

「1950年代日本商社の台湾再進出」（2012年 18号、213-222頁）

「1950年代における日本の台湾輸出」（2011年 16号、119-132頁）

※本論文は『名古屋大学学術機関リポジトリ』（http://ir.nul.nagoya-u. 
ac.jp/jspui/）内に電子版が掲載されており、閲覧・ダウンロードが可
能である。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000558593&ID=M0000000000001386043&TYPE=&NO=
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?XSLT_NAME=frame&NO=16&BID=F0000000000000559099&IS_STYLE=default&IS_TYPE=JPEG&LANG=default&ID=&act=&GID=&IMG_FLG=&TYPE=
https://ncu.repo.nii.ac.jp/











	本文
	資料1 陳情書
	本文（p.66）に戻る



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




