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【要約】 

中共にとって「ひまわり学生運動」で離れた台湾の青年層の心を

取り戻すことは、すでに対台湾政策の主要な目標となっており、両

岸交流を通して大陸志向を伸ばすという戦略が生み出されている。

そのため、大陸での経験が台湾の学生のライフプランにどのような

変化をもたらすかが、両岸関係研究の新たな重要テーマとなりつつ

ある。本論文では、2016 年の夏期・冬期長期休暇を利用して、大陸

での交流団に参加した台湾の学生を対象とし、追跡調査の手法と社

会的接触・合理的選択という理論的基盤を用いて、ライフプランの

変化とそれに影響を与える因子を分析した。本研究では、大陸での

交流経験を経た台湾の学生が、大陸を人生設計の舞台として組み込

もうという願望について 1〜4 点の点数評価を用いた場合、平均 0.14

の有意な増加がみられた。またその願望は学生の 22.10%で希薄な方

に、52.89%で強い方に転じ、25.00%が変化なしであった。本論文で

導かれた回帰方程式は、この願望の変化の程度が 22.71%の変異を説

                                                 
* 本論文は、中華民国科技部の特定領域補助（計画番号 MOST 105-2410-H-214-002- 

MY2）の助成を受けたものである。 
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明できている。さらに、男性で中国大陸へのイメージが良く、大陸

市場への自己評価利益が高い者ほど、この願望が強かった。  

キーワード：ひまわり学生運動、両岸関係、社会的接触、合理的選

択  
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一 はじめに 

 2014 年 3 月に台湾で起こった「ひまわり学生運動」の結果、「両岸

貿易サービス協定」の調印はされたものの未だ施行にいたっていな

い。この運動以来台湾の青年層は、中国共産党（以下中共）による

対台湾政策の主要な対象となった1。中共が台湾の青年層に対して行

った交流の方法の一部は、夏と冬の長期休暇を利用して大陸を訪問

するイベントを開催することであった。2015 年の夏期休暇には、こ

のイベントは観光型・実地学習型・学術討論型の三種があった。こ

のうち観光型は以前から恒例のものであるが、残り二つは「ひまわ

り学生運動」後に新しく形成されたものである。どのタイプのイベ

ントも両岸の青年層の心をつなぐにあたって有利に働くが、観光型

は大陸への印象を改めさせる、学術討論型は台湾の青年層の考え方

を知る、実地学習型は大陸での成長を促すという副産物がある2。筆

者の助手が 2017 年冬期休暇を利用して北京で参加したのは観光型の

イベントであったが、大陸での就業・起業講座も日程に組み込まれ

ており、中共が台湾青年層の大陸での成長を特に重視していること

がうかがえる。このような交流経験は、中共が期待するように、台

湾青年層のライフプラン変更と大陸での成長を成功させることがで

きるのだろうか？  

 ライフプランとは、ある個人が人生のイベントを適切に配置する

ことであり3、自らの能力と価値観を実際の環境から来る需要とすり

                                                 
1 陳鍵興「習近平總書記會見宋楚瑜一行」『新華網』2014 年 5 月 7 日、http://news. 

xinhuanet.com/politics/2014-05/07/c_1110577861.htm。 
2 王嘉州「中共推動兩岸青年交流政策評析」『亞太評論』第 1 卷第 6 期（2015 年 11 月）、

頁 90。 
3 張振成「生涯規劃與生涯發展」『諮商與輔導』第 144 期（1994 年 12 月）、頁 24。 
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合わせる連続的な過程である4。このプランニングが成功するか否か

は、「我を知る」「彼を知る」「決断する」の如何によって決まる。「我

を知る」とは自分の興味・能力・性格・価値観を把握すること、「彼

を知る」とは政治・経済・社会的環境を認識すること、「決断する」

とは情報を収集・分析・比較した後に、最適な決定を出すことであ

る5。大学生はまさにライフプランの「とば口」におり、人生の選択

肢は減ってはきているものの、まだ完全に固まってはいない6。その

ため、大陸経験は「彼我を知る」状況を変えるだけでなく、「決断」

を促すことになる可能性もある。『聯合報』では、台湾の青年層と中

国大陸に関するライフプランとして、現地での就学・勤務または起

業・長期居住・現地人との結婚の四つのステージを挙げている7。諸

文献から、本論文ではそれに「現地人と恋愛関係になる」という一

項が加えられると考えている。これまでの研究から、大陸経験によ

る台湾人学生のライフプラン変更は、中台統一／台湾独立への考え

方に顕著な影響を与えることがわかっている。大陸との交流後、現

地での就学意欲が強くなるほど台湾独立を強く志向し、現地人との

恋愛・結婚への意欲が強くなるほど台湾独立から距離を置くように

なる8。  

                                                 
4 黃惠惠『我的未來不是夢：生涯發展與規劃』（臺北：張老師、2004 年）、頁 56。 
5 張添洲『生涯發展與規劃』（台北市：五南圖書、1993 年）、頁 161-162。 
6 Donald E. Super, “A life-span, life-space to career development,” In D. Brown, L. Brooks, 

and Associates, eds., Career choice and development (2nd ed.) (San Francisco: Jossey-Bass, 

1990), pp. 197-261. 
7 聯合報系民意調查中心「兩岸互動 16 年 台灣青年關鍵 7 變」『聯合報』2016 年 11 月

20 日、https://udn.com/news/story/10599/2117317。 
8 王嘉州、劉羿朋「交流化獨或煙火效應？赴陸臺生統獨立場之持續與變遷」、發表於「民

主與治理的挑戰」研討會（地點：臺灣政治學會、國立金門大、2015 年 11 月 14-15 日）、

頁 14-15。 
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 上記の研究は両岸関係研究において先駆けとなるものであり、主

にデータ収集の困難さから、今のところ他にこれに類する研究はな

い。しかし以上から、台湾の学生が大陸に渡ったことによってどの

ようにライフプランが変化するかは、両岸関係研究の重要なテーマ

であると言える。ただ、上記の研究で対象にしていたのは現地での

就学と両岸にまたがる恋愛・婚姻の三点であり、勤務または起業と

長期居住については触れていない。また、ライフプランを独立変数

と見なしていたため深い分析を欠き、その変化に影響を与える因子

の分析もしていなかった。さらにサンプルは 23 しかない初歩的な研

究と言えるもので、引き続き磨きをかける必要があった。そのため、

本論文では 2016 年に大陸への交流団に参加した台湾の学生を研究対

象として追跡調査を行い、ライフプランの変化とそれに影響を与え

る因子の分析を行う。  

二 先行文献分析と仮説設定 

 本論文のテーマは、大陸経験が台湾の青年のライフプランに影響

を与えたかどうかを見ることである。その理論的背景となるのは、

社会的接触理論と合理的選択理論である9。以下ではそれぞれの理論

がライフプランに与える影響を検討し、研究上の仮説を提出する。  

 

１ 社会的接触 

 大陸に渡って交流を行うことは、二つの異なる社会のメンバーが

接触する機会である。社会的接触には、偏見をなくすことと強くす

                                                 
9 上記以外にも、強調感性因子による社会的アイデンティティ理論を取り入れる可能

性はある。だが本論文ではそれについて検討する紙幅がない。 
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ることのどちらももたらすことがある 10。接触が繰り返されること

で、個人への偏見やエスニック・グループへの差別を減少させるこ

とができる11。接触は彼我の間に親愛の情を築き、差別や敵視を少な

くさせることができる。そのため、異人種の友人を持つ者は、人種

差別の現象が比較的起こりにくい12。接触によって良好な結果を得る

のに最も貢献する条件は、次の五つに帰着する。二つの集団の地位

が平等であること、共通の目標があること、集団の間に協力関係が

あること、政府から支持されていること、潜在的な親愛の情がある

ことである13。  

 友人と肉親は「知悉性接触（ true acquaintance）」の主要な対象であ

る。相互に信頼と理解があるため、偏見を減少させることが比較的

易しい14。両岸交流で相手の善意を感じることで、理解のための共感

を生み出すことができる。交流を通じて相互に信頼が生まれ、連係

のネットワークが打ち立てられるからである。例えば大陸から短期

交流のため来台した学者は「もし私が台湾人だとしたら、私も今の

状況では統一してほしくない」と述べた15。一方、他人や友人の友人

                                                 
10 Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice (Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954), pp. 

3-7. 
11 Daniel A. Powers & Christopher G. Ellison, “Interracial Contact and Black Racial Attitudes: 

The Contact Hypothesis and Selectivity Bias,” Social Forces, Vol. 74, Issue 1 (September 

1995), p. 205; Thomas F. Pettigrew, “Intergroup Contact Theory,” Annual Review of 

Psychology, Vol. 49, Issue 1 (February 1998), p. 71. 
12 Jürgen Hamberger & Miles Hewstone, “Inter-ethnic Contact as a Predictor of Prejudice: 

Tests of a Model in Four West European Nations,” British Journal of Social Psychology, Vol. 

36, Issue 2 (June 1997), p. 173. 
13 Thomas F. Pettigrew, “Intergroup Contact Theory,” Annual Review of Psychology, p. 80. 
14 Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, pp. 263-268. 
15 陳德昇、陳欽春「兩岸學術交流政策與運作評估」『遠景基金會季刊』第 6 卷第 2 期 

（2005 年 4 月）、頁 44-45、75。 
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など、よく知らない人物はすべて「偶然性接触（casual contact）」の

主要な対象であり、信頼と理解を欠くため、偏見が助長されやすい

16。メディアによる一面的な報道のため、台湾の大部分の大衆は中国

大陸では列への割り込み、ところ構わず痰を吐いたり大声で話した

りするといったマナーの悪さが横行していると思っている。大陸か

らの観光が開放されたため、少数の観光客の言動を報じるメディア

の記事がその認識を裏づける形となり、中国大陸にマイナスのイメ

ージが刷り込まれることとなった17。  

 台湾の学生が大陸への交流団に参加する際は、航空券とビザの費

用は自腹だが、現地滞在中の食事・宿泊・交通費や見学費はすべて

中国政府持ちである。応対するスタッフも、台湾の学生が我が家に

帰ったかのようにくつろげるよう努力している18。このようなもてな

しは「知悉性接触」であり、学生たちが抱いていた中国大陸への悪

印象を変えるのに有利だと予測される。また、空前の発展を遂げた

中国経済に驚愕するなど、自分の目で見たものから変化が起きるか

もしれない。どちらの経験も中国大陸に対するイメージを変え、大

陸をライフプランの舞台として組み入れようという、大陸での成長

願望を高める可能性がある。そこで次の仮説を提出する。  

 

仮説 1 交流の際に中国大陸へのイメージが良好だった者ほど、大陸

での成長願望が強い。  

                                                 
16 王嘉州「來臺陸生統一態度變遷初探─政治社會化途徑與定群追蹤法之分析」『臺灣民

主季刊』第 9 卷第 3 期（2012 年 9 月）、頁 104。 
17 楊開煌、劉祥得「社會接觸及政治態度影響臺灣民眾對大陸印象、認知、政策評估之

分析」『遠景基金會季刊』第 12 卷第 3 期（2011 年 7 月）、頁 50。 
18 王嘉州、李侑潔「赴陸交流對臺灣學生統一意願之影響」『社會科學論叢』第 6 卷第 2

期（2012 年 10 月）、頁 22-23。 
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２ 合理的選択 

 社会的接触理論が学習によるライフプラン変更を主張するのに対

し、合理的選択を採る学派は「自己利益の最大化（ self-interest 

maximization）」を強調し、ライフプランは利益を基礎において深謀

熟慮した末に選択されるものであると主張する 19。合理的選択理論

は、行動を起こす者はすべて自分の好みがあり、それらを配列・取

捨できると仮定している20。そしてその好みは、制度や社会構造の中

から生まれてくるという。なぜなら制度が選択肢を限定し、個人的

利益の提示をもするからである21。また個人的利益は他人との関係、

すなわち社会構造の中での位置から決定される。自己利益は自我を

中心においた物質的なものであり、短期ないし中期に及ぶ個人的行

為を決定する22。自己評価利益（self-interest）こそ、合理的選択が政

策に影響すると主張する核心にある概念である23。  

 両岸の経済・貿易についての議題上、調査対象に「もし政府が両

岸経済・貿易を完全に開放したら」という質問を行った場合、自己

評価利益として実際に用いられる定義は、その各自の経済状況への

                                                 
19 陳陸輝、耿曙、涂萍蘭、黃冠博「理性自理或感性認同？影響臺灣民眾兩岸經貿立場

因素的分析」『東吳政治學報』第 27 卷第 2 期（2009 年 6 月）、頁 93-94。 
20 William H. Riker, “The Future of a Science of Politics,” American Behavioral Scientist, Vol. 

21, No. 1 (September/October, 1977), p. 33. 
21 Keith Dowding and Desmond King, eds., Preferences, Institutions, and Rational Choice 

(Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 2. 
22 David O. Sears, Richard R. Lau, Tom R. Tyler and Harris M. Allen, Jr., “Self-Interest vs. 

Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting,” American Political Science 

Review, Vol. 74, No. 3 (September 1980), p. 671. 
23 Richard R. Lau and Caroline Heldman, “Self-Interest, Symbolic Attitudes, and Support for 

Public Policy: A Multilevel Analysis,” Political Psychology, Vol. 30, No. 4 (July 2009), pp. 

513-516. 
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影響についてである24。ほかにも点数方式があり、調査対象に「海峡

両岸サービス貿易協定」の全体的および個人的効果を評価してもら

うことを行っている25。上述のような評価項目は、台湾の青年にとっ

てそれほど切迫した利害につながるものではなかったので、本論文

では大陸でのビジネス展開、あるいは就業を利害評価の指標とす

る。両岸の経済関係が日増しに密接になってきていることは、台湾

の人々の就職先選択にすでに影響を及ぼしている。中国大陸は台商

（台湾ビジネスマン）による長年の巨額な投資があり、また起業地

として台湾の青年層を引きつけていることから、2016 年には現地で

の個人商工企業設立の規制が大幅に緩和された。その結果、台湾企

業経営者の地理的範囲は 26 の省・市・自治区におよび、業種も二つ

から 24 に増えたという26。このような経済情勢と政策変更は、両岸

の就業市場、ひいてはそれに対する台湾の青年層の利害評価に影響

を与えるであろう。  

 本論文では「1111 人力銀行」が 2015 年に実施した「サラリーマン

の大陸西進・台湾帰還アンケート」の結果27を参考に、台湾の学生に

次の五つの側面から中国大陸における就職市場の利害を評価しても

らった。すなわち、大陸市場の展望、自分の強みを活かせるか、立

身出世のチャンス、高給を目指すこと、競争力の強化である。彼ら

が交流イベント終了後、自己評価利益が中国大陸での就職市場にお

                                                 
24 陳陸輝、耿曙、涂萍蘭、黃冠博「理性自理或感性認同？影響台灣民眾兩岸經貿立場

因素的分析」、頁 120。 
25 湯晏甄「『兩岸關係因素』真的影響了 2012 年的台灣總統大選嗎？」『臺灣民主季刊』

第 10 卷第 3 期（2013 年 9 月）、頁 104-105。 
26 潘薇、陳翠仙「個體戶條件鬆綁 臺商搶攻對岸內需財」『聯合新聞網』2017 年 1 月 26

日、https://udn.com/news/story/6867/2252303。 
27 「上班族西進大陸暨歸臺調查」『1111 人力銀行網站』2015 年 2 月 25 日、http://www. 

1111.com.tw/news/surveyns_con.asp?ano=72895。 



 

－32－ 

問題と研究 第 46 巻 2 号 

 

いてより有利に働くとわかれば、自己利益最大化によって大陸での

成長願望が強まることを予測する。そこで、本論文では次の仮説を

提出する。  

 

仮説 2 交流経験後、自分が大陸の就職市場において有利であると認

識した者ほど、大陸での成長願望は強くなる。  

 

 中国大陸へのイメージと、大陸市場への自己評価という二つの独

立変数以外にも、出身（省籍）と性別も大陸志向に影響を与える可

能性がある。本省人（台湾出身者）は中国大陸との関係のネットワ

ークが少なく、当地へのアイデンティティも薄い可能性があり、比

較的民進党を支持する一方、中国大陸には好感を抱いておらず、大

陸での成長願望も比較的弱いと考えられる28。また中台統一／台湾独

立への見方には性別による差異が存在する。男性は女性に比べ、明

らかに利益を計算に入れて統一を支持する者が多い29。そのため、交

流経験後の台湾青年層が中国大陸の就職市場に明るい展望を読み取

ったとき、男性の方が大陸願望が強いことが予想される。このこと

から、出身と性別も本論文においてはパラメータとして考慮に入れ

ることとする。  

 

                                                 
28 耿曙、曾于蓁「中共邀訪臺灣青年政策的政治影響」『問題與研究』第 49 卷第 3 期（2010

年 9 月）、頁 55-56。 
29 楊婉瑩、劉嘉薇「探討統獨態度的性別差異：和平戰爭與發展利益的觀點」『選舉研究』

第 16 卷第 1 期（2009 年 5 月）、頁 58。 
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三 データの出自と各変数の測定 

１ データの出自 

 本論文では 2016 年の冬期および夏期休暇を利用して大陸を訪れた

105 名の台湾青年層（学生）を対象とし、各自二回のアンケート調査

に答えてもらった。回答者は台湾から中国大陸に赴く機上で一回目

の、交流イベント終了後台湾に帰るまでの間に二回目のアンケート

に答えた。これらの結果を比較することで、交流前後の態度に変化

が見られるかどうかを知ることができる。本論文で追跡調査対象と

なった 105 の固定追跡サンプルは、四つの交流団から得られたもの

で、交流期間などは以下の通りである  

 ①「2016 年冬期台湾青年・学生のための中華文化研修キャンプ」1

月 25 日〜2 月 1 日（8 日間）、北京。参加者 27 名全員にアンケート

配布、全員が回答（回収率 100%、以下同）、有効回答 26 名。②「2016

年夏期台湾青年・学生のための中華文化研修キャンプ（北京）」7 月

18 日〜26 日（9 日間）、北京。参加者 32 名中 30 名にアンケート配布、

27 名が回答（90%）、有効回答 22 名。③「2016 年夏期台湾青年・学

生のための中華文化研修キャンプ（上海・湖州・蘇州）」8 月 25 日〜

9 月 3 日（10 日間）、上海・湖州・蘇州。参加者 45 名全員にアンケ

ート配布、42 名が回答（93%）、有効回答 42 名。④「2016 年夏期台

湾青年・学生のための中華文化研修キャンプ（山東省威海・青島）」

8 月 30 日〜9 月 7 日（9 日間）、威海・青島。参加者 15 名全員にアン

ケート配布、全員が回答（100%）、有効回答 15 名。  

 両岸関係に関する問題はセンシティブであるため、回答を保留ま

たは拒否される可能性がある。忌憚なく回答できるよう、今回は匿

名方式を採用した。回答者各自の電子メールアドレスを照合するこ

とで、任意の二回分のアンケート結果が同一人物によるものである
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と認定する。有効回答を行った 105 名のうち、29.5%が男性、70.5%

が女性であった。学歴では、62.9%が学部、21.9%が大学院修士課程

に在学中、また 10.5%が高校卒業直後、4.8%が学部卒業直後か大学

院修了直後であった。ルーツ別では、台湾漢族 85.7%、台湾客家

7.6%、大陸 3.8%、未回答 2.9%となっている。出生年では民国 80〜

87（1991〜1998）年、18〜25 歳が全体の 95.1%を占めた。戸籍は計

17 の県または市にわたり、北部（基隆・台北・新北・桃園・新竹・

苗栗）27.6%、中部（台中・彰化・南投・雲林・嘉義）20.0%、南部

（台南・高雄・屏東）50.5%、台東と金門各 1%であった。  

 

２ 各変数の測定 

 本論文では、従属変数として大陸での成長願望の変化を、独立変

数として中国大陸へのイメージの変化と中国大陸市場への自己評価

利益の変化、以上三つの変数が測定される。それぞれの測定方法は

以下の通りである。  

 

(1) 大陸での成長願望の変化 

 この変数に関するアンケート項目は次の五問である。「大陸で就学

する意思がありますか？」「大陸で就業または起業する意思はあり

ますか？」「大陸に長期居住する意思はありますか？」「大陸の人を

恋人にしたいという願望はありますか？」「大陸の人と結婚したい

という願望はありますか？」30。回答の選択肢は「非常に希薄」「希

                                                 
30 「恋人どうし」は二つの個人的関係の進展とみることができ、同化理論のいう構造

的同化（structural assimilation）にあたる。一方「婚姻」は二つの家族間関係の進展で

あり、「婚姻同化（marital assimilation）」にあたる。参考：Milton M. Gordon, Assimilation 

in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins (Oxford and New York: 
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薄」「強い」「非常に強い」の四種で、それぞれ 1 から 4 までの数が

割り当てられているので、これらの数値が高いほど大陸願望が強い

ことになる。これら五問に対するクロンバックの α 信頼性係数は、

一回目 0.77、二回目 0.86 であった。回答の数値の平均をとることで、

台湾の学生の大陸願望を読み取ることができる。また交流前後の変

化は二回目の数値から一回目の数値を引くことで表せる。その差は

-3 から 3 の範囲にあり、正の数なら願望が強くなっているというこ

とである。  

 

(2) 中国大陸へのイメージの変化 

 この変数に対応する問題は「中国大陸の民衆へのイメージは良い

ですか、悪いですか？」「中国大陸の国家指導者へのイメージは良い

ですか、悪いですか？」「中国大陸全体へのイメージは良いですか、

悪いですか？」の三問である31。この設問に対しても悪い方から「は

なはだ良くない」「良くない」「良い」「非常に良い」の四つの回答が

用意されており、順に 1 から 4 の数字を割り当てられているので、

これらの数値が高いほど中国大陸へのイメージは良いことになる。

クロンバックの α 信頼性係数は、一回目 0.63、二回目 0.69 であった。

回答の数値の平均をとることで、中国大陸へのイメージを読み取る

ことができる。また交流前後の変化は二回目の数値から一回目の数

値を引くことで表し、その差は-3 から 3 の範囲、正の数なら中国へ

のイメージがよくなっていることを表している。  

 

                                                                                                         
Oxford University Press, 1964), pp. 70-71. 

31 この三問は台湾の学生による中国大陸への「偏見」が薄まったか強まったかを測る

ためのものである。もし薄まっているなら、社会的接触理論の「知悉性接触」の予

測と符合するし、強まっているなら「偶然性接触」の予測と符合する。 
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(3) 中国大陸市場への自己評価利益の変化 

 この変数を測定するための設問は「大陸市場の展望は明るい」「大

陸での就業により、自分の強みを活かすことができる」「大陸での就

業により、出世するチャンスがある」「大陸での就業により、より高

いサラリーが望める」「大陸での就業により、競争力を強化すること

ができる」の五問である。回答の選択肢は「非常に怪しいと思う」「怪

しいと思う」「妥当だと思う」「非常に妥当だと思う」の四つで、同

様に点数を割り当てて平均値をとると、最小 1、最大 4 となる。これ

が大きいほど自己評価利益が大きいことになる。クロンバックの α

信頼性係数は、一回目 0.71、二回目 0.86 であった。交流前後の変化

は二回目の数値から一回目の数値を引くことで表し、その差は-3 か

ら 3 の範囲、数値が大きいほど自己評価利益が高くなったことを表

している。  

四 データの分析と考察 

 まずクロス分析表と棒グラフにより、従属変数である大陸願望の

変化について述べ、交流経験後のライフプランに変化が見られたか

をみる。続けて独立変数である中国大陸へのイメージと自己評価利

益の変化を述べる。最後に回帰分析を用いて仮説検定を行い、独立

変数の変化が従属変数に影響を与えているかをみる。  

 

１ 大陸での成長願望の変化 

 台湾の学生による大陸での成長願望が交流前後でどのくらい変化

したかを、表 1 に整理した。まず大陸で就学する願望がある者の割

合は、交流前の 58.09%と交流後の 71.43%を比べると、13.34%増加し

ている。「非常に希薄」と答えた者が 0.95%から 1.90%に増える一方、

「非常に強い」と答えた者も 5.71%から 10.48%に増えた。クロス分
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析の結果、62.85%が交流前後で見方を変えていないことがわかる。

その内訳は、20.95%が一貫して願望が希薄な者、41.90%が一貫して

強い者である。37.13%が見方を変えた者で、内訳は 26.66%が願望が

強いに転じ、10.47%が希薄に転じた。  

 大陸で勤務または起業の願望がある者の割合は、交流前の 71.43%

と交流後の 83.81%を比べると、12.38%増加している。「非常に希薄」

と答えた者が 1.90%から 0.95%に減る一方、「非常に強い」と答えた

者は 11.43%から 15.24%に増えた。クロス分析の結果、68.57%が交流

前後で見方を変えていないことがわかる。その内訳は、10.48%が一

貫して願望が希薄な者、58.09%が一貫して強い者である。31.42%が

見方を変えた者で、内訳は 23.80%が願望が強いに転じ、7.62%が希

薄に転じた。  

 大陸で長期居住願望がある者の割合は、交流前の 19.04%と交流後

の 39.05%を比べると、20.01%増加している。「非常に希薄」と答え

た者が交流前後で 8.57%と変わらないのに対して、「非常に強い」と

答えた者は 1.90%から 4.76%に増えた。クロス分析の結果、59.04%

が交流前後で見方を変えていないことがわかる。その内訳は、46.66%

が一貫して願望が希薄な者、12.38%が一貫して強い者である。40.93%

が見方を変えた者で、内訳は 31.42%が願望が強いに転じ、9.51%が

希薄に転じた。  

 大陸の人を恋人にしたい願望がある者の割合は、交流前の 50.00%

と交流後の 53.85%を比べると、3.85%増加している。「非常に希薄」

と答えた者が 4.81%から 7.69%に増える一方、「非常に強い」と答え

た者は 2.88%から 6.73%に増えた。クロス分析の結果、70.19%が交流

前後で見方を変えていないことがわかる。その内訳は、36.54%が一

貫して願望が希薄な者、33.65%が一貫して強い者である。29.80%が

見方を変えた者で、内訳は 18.27%が願望が強いに転じ、11.53%が希
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薄に転じた。  

 

表 1 中国大陸での成長願望の変化 

 
交流前  

非常に 
希薄 希薄 強い

非常に 
強い 合計%

大陸での就

学願望 
交流後 非常に希薄  1.90   1.90 

希薄 0.95 20.95 4.76  26.67 
強い  17.14 40.00 3.81 60.95 
非常に強い  0.95 7.62 1.90 10.48 

 合計%（N＝105） 0.95 40.95 52.38 5.71 100.00 

大陸での就

業願望 
交流後 非常に希薄   0.95  0.95 

希薄 0.95 10.48 3.81  15.24 
強い 0.95 15.24 49.52 2.86 68.57 
非常に強い  0.95 5.71 8.57 15.24 

 合計%（N＝105） 1.90 26.67 60.00 11.43 100.00 

大陸で長期

居住願望 
交流後 非常に希薄 0.95 5.71 1.90  8.57 

希薄 5.71 45.71 0.95  52.38 
強い 1.90 20.00 11.43 0.95 34.29 
非常に強い  0.95 2.86 0.95 4.76 

 合計%（N＝105） 8.57 72.38 17.14 1.90 100.00 

大陸の人と

の恋愛願望

交流後 非常に希薄 4.81 0.96 1.92  7.69 
希薄  31.73 6.73  38.46 
強い  12.50 32.69 1.92 47.12 
非常に強い   5.77 0.96 6.73 

合計%（N＝104） 4.81 45.19 47.12 2.88 100.00 

大陸の人と

の結婚願望

交流後 非常に希薄 4.76 2.86 0.95  8.57 
希薄 0.95 36.19 6.67  43.81 
強い  13.33 26.67 1.90 41.90 
非常に強い   4.76 0.95 5.71 

 合計%（N＝105） 5.71 52.38 39.05 2.86 100.00 

出典：筆者作成。  

 

 大陸の人と結婚したい願望がある者の割合は、交流前の 41.91%と

交流後の 47.61%を比べると、5.70%増加している。「非常に希薄」と

答えた者が 5.71%から 8.57%に増える一方、「非常に強い」と答えた
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者は 2.86%から 5.71%に増えた。クロス分析の結果、68.57%が交流前

後で見方を変えていないことがわかる。その内訳は、40.95%が一貫

して願望が薄な者、27.62%が一貫して強い者である。31.42%が見方

を変えた者で、内訳は 19.04%が願望が強いに転じ、12.38%が希薄に

転じた。  

 

図 1 台湾学生の中国大陸での成長願望の変化 

 
出典：筆者作成。  

說明：サンプル数 104。  

 

 上の五問に対する諸数値から、大陸への成長願望を構成すること

ができる。一回目のアンケートによる数値の平均は 2.49 で標準偏差

は 0.45、二回目についてはそれぞれ 2.63 と 0.55 であった。二回のア

ンケートの各サンプルの平均から t 検定を行うと、願望の平均は有

意に 0.14 上がっている（p=0.001）。交流前後の平均点数の変化は図

1 にまとめており、平均は 0.14、標準偏差は 0.41 である。横軸は理

論的に−3 から 3 までの値を取り得るが、実際には−1.4 から 1.0 であ

った。この数字が大きいほど、交流経験によって願望が強められた

ことになる。図 1 からは、22.10%の学生が交流後に願望が弱く、
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52.89%が強くなり、25.00%が変化なしということがわかる。まとめ

ると、大陸訪問後、大陸願望がより強くなった学生は、より希薄と

なった学生より 30.79%多かった。  

 

２ 中国大陸へのイメージの変化 

 台湾の学生による中国大陸へのイメージが交流前後でどのくらい

変化したかを、表 2 に整理した。中国大陸の民衆へのイメージが良

いと答えた者の割合は、交流前の 46.66%と交流後の 56.19%を比べる

と、9.53%増加している。クロス分析の結果、57.09%が交流前後で見

方を変えていないことがわかる。残り 42.85%が見方を変えた者で、

内訳は 25.71%がイメージが良いに転じ、17.14%が悪に転じた。中国

大陸の国家指導者へのイメージが良いと答えた者の割合は、交流前

の 41.91%と交流後の 54.28%を比べると、12.37%増加している。クロ

ス分析の結果、69.52%が交流前後で見方を変えていないことがわか

る。残り 30.48%が見方を変えた者で、内訳は 20.95%がイメージが良

いに転じ、9.53%が悪いに転じた。最後に、中国大陸全体へのイメー

ジが良いと答えた者の割合は、交流前の 45.19%と交流後の 71.15%を

比べると、25.96%増加している。クロス分析の結果、52.89%が交流

前後で見方を変えていないことがわかる。あとの 47.10%が見方を変

えた者で、内訳は 37.49%がイメージが良いに転じ、9.61%が悪いに

転じた。  
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表 2 中国大陸へのイメージの変化 

 
交流前  

非常によい よい 悪い 非常に悪い 合計% 

民衆への

イメージ 

交流後 非常によい 0.95  0.95  1.90 
よい  31.43 22.86  54.29 
悪い 0.95 13.33 24.76 1.90 40.95 
非常に悪い   2.86  2.86 

 合計%（N＝105） 1.90 44.76 51.43 1.90 100.00 

国家指導

者へのイ

メージ 

交流後 非常によい  0.95  0.95 
よい 2.86 31.43 18.10 0.95 53.33 
悪い  6.67 37.14 0.95 44.76 
非常に悪い    0.95 0.95 

 合計%（N＝105） 2.86 39.05 55.24 2.86 100.00 

中国全体

へのイメ

ージ 

交流後 非常によい  1.92 0.96  2.88 
よい 34.62 31.73 1.92 68.27 
悪い  8.65 17.31 0.96 26.92 
非常に悪い   0.96 0.96 1.92 

 合計%（N＝104） 0 45.19 50.96 3.85 100.00 

出典：筆者作成。  

 

 上の三問に対する諸数値から、中国大陸へのイメージを構成する

ことができる。一回目のアンケートによる数値の平均は 2.43 で標準

偏差は 0.44、二回目についてはそれぞれ 2.61 と 0.44 であった。二回

のアンケートの各サンプルの平均から t 検定を行うと、願望の平均

は有意に 0.17 上がっている（p<0.001）。交流前後の平均点数の変化

は図 2 のようにまとめることができる。平均は 0.17、標準偏差は 0.47

である。横軸は−3 から 3 までの値を取り得るが、実際には−0.67 か

ら 1.33 であった。図 2 からは、24.04%の学生が交流後にイメージが

悪い方へ、46.15%が良い方へ、29.81%が変化なしということがわか

る。まとめると、大陸訪問後、中国大陸へのイメージがより良くな

った学生は、より悪くなった学生より 22.11%多かった。  
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図 2 台湾学生の中国大陸イメージの変化 

 
出典：筆者作成。  

説明：サンプル数 104。  

 

３ 自己評価利益の変化 

 台湾の学生による中国大陸での就業の利害評価が交流前後でどの

くらい変化したかを、表 3 に整理した。大陸市場の展望は明るいと

答えた者の割合は、交流前の 84.76%と交流後の 89.52%を比べると、

4.76%増加している。大陸での就業で自分の強みを活かすことができ

ると答えた者の割合は、交流前の 58.10%と交流後の 65.72%を比べる

と、7.62%増加している。大陸での就業で出世するチャンスがあると

答えた者の割合は、交流前の 63.81%と交流後の 60.00%を比べると、

3.81%減少している。大陸での就業でより高いサラリーが望めると答

えた者の割合も、交流前の 76.19%と交流後の 71.43%を比べると、

4.76%減少している。最後に、大陸での就業で競争力を強化すること

ができると答えた者の割合は、交流前の 82.86%と交流後の 83.81%を

比べると、0.95%増加している。  
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表 3 自己評価利益の変化  

 
交流前  

非常に反対 反対 同意 強く同意 合計%
大陸市場

の展望は

明るい 

交流後 
 

反対 1.90 1.90 6.67  10.48 
同意  10.48 60.95 4.76 76.19 
強く同意  0.95 7.62 4.76 13.33 

合計%（N＝105） 1.90 13.33 75.24 9.52 100.00 

就業で強

みを発揮

できる 

交流後 
 

反対  22.86 11.43  34.29 
同意 0.95 17.14 35.24 0.95 54.29 
非常同意  0.95 7.62 2.86 11.43 

合計%（N＝105） 0.95 40.95 54.29 3.81 100.00 

出世のチ

ャンスが

ある 

交流後 
 

反対 0.95 24.76 14.29  40.00 
同意 0.95 9.52 36.19 1.90 48.57 
強く同意   9.52 1.90 11.43 

合計%（N＝105） 1.90 34.29 60.00 3.81 100.00 

高いサラ

リーが望

める 

交流後 
 

反対 15.24 13.33  28.57 
同意 7.62 49.52  57.14 
強く同意  0.95 8.57 4.76 14.29 

合計%（N＝105） 0 23.81 71.43 4.76 100.00 

競争力が

強化でき

る 

交流後 
 

非常に反対 0.95   0.95 
反対 7.62 6.67 0.95 15.24 
同意  8.57 48.57 6.67 63.81 
強く同意   12.38 7.62 20.00 

合計%（N＝105） 0 17.14 67.62 15.24 100.00 

出典：筆者作成。  

 

 上の五問に対する諸数値から、中国大陸での就業の利害評価を構

成することができる。一回目のアンケートによる数値の平均は 2.80

で標準偏差は 0.38、二回目についてはそれぞれ 2.88 と 0.49 であっ

た。二回のアンケートの各サンプルの平均から t 検定を行うと、自

己評価利益の平均は 0.08 上がっており、統計上有意なレベルである

（p=0.046）。交流前後の平均点数の変化は図 3 のようにまとめるこ

とができる。平均は 0.08、標準偏差は 0.43 である。横軸は−3 から 3

までの値を取り得るが、実際には−1.0 から 1.2 であった。図 3 から
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は、31.43%の学生が交流後に低く、40.00%が高くなり、28.57%が変

化なしということがわかる。まとめると、大陸訪問後、大陸での就

業に対する自己評価利益がより高くなった学生は、より低くなった

学生より 8.57%多かった。  

 

図 3 台湾学生の自己評価利益の変化  

1.90 
0.95 

1.90 

9.52 

17.14 

28.57 

16.19 

8.57 

3.81 
5.71 

4.76 

0.95 

0

5

10

15

20

25

30

‐1.00 ‐.80 ‐.60 ‐.40 ‐.20 .00 .20 .40 .60 .80 1.00 1.20％
 

出典：筆者作成。  

説明：サンプル数 105。  

 

４ 大陸での成長願望の変化についての回帰分析 

 本論文の従属変数、すなわち大陸願望の二回のアンケート間の差

は連続変数なので、線形回帰を仮定する最小二乗法（ordinary least 

squares, OLS）を用いて、その変化がもたらす影響を測ることがで

き、表 4 に示す結果を得た。この回帰モデルは F 検定で妥当とされ

（F=8.23, p<0.001）、従属変数に説明力があることを示している。回

帰方程式はこの願望の変化の程度が 22.71%の変異を説明できてお

り、二つの仮説も支持された。  
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 本論文では性別とルーツ（省籍）を制御変数としているが、従属

変数に有意な影響を与えたのは前者だけであった。成長への願望の

増加は、単位あたり標準偏差にして男性の方が女性より 0.15 大き

く、男性の方が利益を考慮し願望を変化させた可能性が考えられ

る。ルーツを台湾漢族に持つ者の願望は持たない者に比べると、単

位あたり標準偏差にして 0.11 低く、理論による予測と符号はする

が、統計的に有意な水準には達しなかった（p=0.236）。この結果が

台湾の青年層の中国大陸に対する態度において、ルーツは考慮しな

くてもよい因子であることを示すかは、より多くの実証研究を待た

ねばならない。  

 社会的接触の仮説を検証すると、中国大陸へのイメージの変化が

単位あたり標準偏差にして 1 増加するごとに、大陸での成長への願

望の変化も同様に 0.41 と、統計的に有意な水準だけ上がっており

（p<0.001）、仮説 1 は支持される。台湾の学生は我が家に帰ったか

のようにくつろぐことができ、相手の善意を感じたほか、相互に信

頼が生まれ、連係のネットワークが打ち立てられたのである。また

中国大陸へのマイナスイメージについても、空前の発展を遂げた中

国経済に驚愕するなど、自分の目で見たものから変化が起きたのか

もしれない。以上のことから、台湾の学生は中国大陸に対する印象

を改め、大陸での成長願望を高めたと考えられる。これは社会的接

触理論の主張する知悉性接触の影響を支持する結果である。  

 合理的選択の仮説を検証すると、自己評価利益が単位あたり標準

偏差にして 1 増加するごとに、大陸での成長願望の変化も同様に 0.18

と、統計的に有意な水準だけ上がっており（p=0.050）、仮説 2 は支

持される。台湾の学生が台湾の産業の展望を憂慮し、中国大陸の市

場の展望が明るいとみるほど、大陸では自分の強みが活かせ、出世

のチャンスがあり、より高いサラリーを得ることができ、さらに競



 

－46－ 

問題と研究 第 46 巻 2 号 

 

争力を高めることができるとして、大陸での成長願望を強くするの

である。これは合理的選択理論の主張する自己利益最大化を支持す

る結果である。  

 

表 4 台湾学生の大陸での成長願望の変化要因 OLS 回帰モデル  

 B 値 標準誤差 Beta 値 

中国へのイメージの変化  .36 .08*** .41 

自己評価利益の変化  .17 .09+ .18 

性別（女性は対照群） 
男性

 .14 .08+ 
.15 

省籍（非閩南人は対照群） 
閩南人

-.13 .11 
-.11 

常数  .13 .10 
 

アンケート数 
R2 

Adj. R2 

S.E.E. 
F 

102 
       0.2577 
       0.2271 
       0.3678 
       8.42*** 

 

出典：筆者作成。  

説明：+：p<.1， ***：p<.001。  

 

五 結論 

 習近平時代になり中共の台湾青年層に向けた交流政策の目標は、

彼らを大陸で発展させるよう引きつけるものに変わってきた。中国

大陸での短期交流経験は、台湾青年層の大陸願望を強めることがで

きるのだろうか？またどのような因子がそれに影響するのだろう

か？この問題には両岸の政府が関心を持っているが、学会はまだそ

の答を提供できていない。本論文はその空白を埋めようとするもの

である。ここからは本研究でわかったこと、また理論に貢献できる
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ことと政策上の参照価値を述べる。  

 本論文では大陸での成長項目を五つに分けた。中国大陸での交流

経験は、台湾の青年層の大陸での成長願望を確実に押し上げたが、

五つの上昇率を高い順に挙げると、長期居住（ 20.1%）、就学

（13.34%）、就業または起業（12.38%）、結婚（5.70%）、恋愛（3.85%）

である。これら五項目を総合した場合の願望の数値は、交流前の平

均が 2.49 で標準偏差は 0.45、交流後はそれぞれ 2.63 と 0.55 であっ

た。平均値は 1〜4 点の評価で 0.14 増加している。また、中国大陸へ

のイメージと大陸での就業に対する自己評価利益でも、平均値はそ

れぞれ 0.17 と 0.08 の増加を見せた。本論文で導かれた回帰方程式は

この願望の変化の程度が 22.71%の変異を説明できている。まとめる

と、中国大陸へのイメージが良いほど、また大陸市場への自己評価

利益が高いほど、大陸での成長願望も強いものになる。  

 上述の結果は、両岸の民間交流が民意の構造に影響を与えること

を、改めて証明した。台湾の学生による大陸での交流をテーマとし

た先行研究を見ると、一回限りのアンケートを用いた横断的研究で

は、交流の影響は認知面、すなわち中国大陸へのエスニック的な偏

見と刷り込みの減少に限られ、アイデンティティ面における両岸統

一／台湾独立の立場、両岸統一の可能性、自分は台湾人か中国人か

といったアイデンティティに関する見解は変わらないとされた32。し

かし追跡調査によって交流前後の比較を行うと、統一反対から賛成

に転じた者が、逆に反対に転じた者より 12.3%多くなっており33、「独

立指向」者も正味 14.29%減少していたのである34。本論文で取り上

                                                 
32 耿曙、曾于蓁「中共邀訪臺灣青年政策的政治影響」、頁 46、55-56。 
33 王嘉州、李侑潔「赴陸交流對臺灣學生統一意願之影響」、頁 1-34。 
34 王嘉州「交流生共識？赴陸臺生統獨立場之變遷」『東亞研究』第 46 卷第 1 期（2015

年 1 月）、頁 20。 
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げた独立変数、すなわち中国大陸へのイメージと大陸市場への自己

利益評価は、どちらも認知面のものとみることができる。また従属

変数（大陸での成長願望）はアイデンティティ面のものとみること

ができる35。よって、本論文の研究結果として、台湾の学生の大陸で

の交流経験は、認知面・アイデンティティ面両方に影響を及ぼすと

いうことが言えるであろう。  

 上記の結果に対して、台湾政府は中共の対台湾交流システム告知

にも寛容であるべきであろう。それは中共に台湾の武力統一ではな

く交流を経た統一促進に向けてのたゆまぬ努力を鼓舞することにな

るからである。もう一方では、台湾政府と学界は大陸への成長願望

に影響を与える因子がほかにないか、また交流が政治的見解に与え

る影響を深く研究し、それに対応する戦略を練るべきである。進ん

で交流に赴きたがる学生は、そうでない学生に比べて中国大陸への

態度を変えやすいのか？可能性としてはあるが、現在のデータでは

検証できない。また中国大陸へのイメージの変化にどのような因子

が影響を与えるのかということも関心を惹く問題であるが、本論文

ではそれを論じるスペースがない。さらに、交流により生じた影響

が台湾に帰った後は時間とともに減衰していくということがあるの

か、これも本論文の限られたデータでは答えようがない。この三つ

の問題が今後の研究の目指すべき方向となるだろう。  

（寄稿：2017 年 4 月 13 日、採用 2017 年 6 月 7 日）  

翻訳：田中研也（台湾・東呉大学日本語文学科非常勤講師）  

                                                 
35 大陸での成長願望に属する五項目のうち「就業」と「長期居住」は、中国大陸をホ

ームグラウンドとみて留まり、花を咲かせたいという抱負を表す者で、同化理論の

いうアイデンティティ同化（identificational assimilation）に近い。参考：Mary E. Wilkie, 

“Colonials, Marginals and Immigrants: Contributions to a Theory of Ethnic Stratification,” 

Comparative Studies in Society and History, Vol. 19, No. 1 (January 1977), p. 88. 
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習近平時代赴陸交流臺生生涯規劃之 

定群追蹤 
 

 

王 嘉 州 

（義守大學公共政策與管理學系教授） 

 

 

【摘要】 

太陽花學運後爭取臺灣青年的認同，已成中共對臺政策的首要目

標，其創新策略乃透過交流吸引臺灣青年赴陸發展。因此，赴陸臺生

生涯規劃變遷乃兩岸關係研究之新興重要議題。本文以 2016 年寒假與

暑假赴陸交流團的臺生為研究對象，採用定群追蹤調查法，根據社會

接觸與理性選擇理論，分析赴陸臺生生涯規劃之變遷與影響因素。本

研究發現：臺生前往大陸交流後的赴陸發展意願，其平均數在 1 至 4

的量表中顯著提升 0.14，22.10%臺生赴陸發展意願變低，52.89%變高，

25.00%沒有變化。本文建構的迴歸方程式可以解釋臺生赴陸發展意願

變遷程度出現 22.71%的變異。男性、對中國大陸印象變愈佳、以及對

大陸市場自評利益變愈佳者，其赴陸發展意願變愈高。  

關鍵字：太陽花學運、兩岸關係、社會接觸、理性選擇  

                                                 
 本文乃科技部專題補助研究成果，計畫編號：MOST 105-2410-H-214-002-MY2。 
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Panel Study of Career Planning Among 
Taiwanese Students Studying in Mainland 

China During the Xi Jinping Era 
 

 

Chia-Chou Wang 
Professor, Department of Public Policy and Management,  

I-Shou University, Taiwan 

 

【Abstract】 

In the wake of Taiwan’s Sunflower Student Movement, a primary goal 

of the Chinese government in its policy towards Taiwan has been to gain a 

greater identification with Chinese identity among more Taiwanese youths. 

One innovative strategy the Chinese government has adopted is to attract 

Taiwanese youths to pursue a career in mainland China through organizing 

exchange activities. Therefore, studying changes in the career planning of 

Taiwanese students who have undertaken such exchanges in China have 

become an important emerging topic in cross-strait studies. This study 

focuses on Taiwanese students who visited China during the winter and 

summer vacations of 2016. It employs a panel data investigation based on 

social contact and rational choice theories to analyze the changes in their 

career planning and the factors that influenced these changes. The results 

showed that on a scale of 1-4, the average score of these students’ intentions 

to pursue a career in China significantly increased by 0.14, with 52.89% 

exhibiting an increased intention and 22.10% a decreased intention, and 

25.00% demonstrating unchanged intentions. In addition, a regression model 

                                                 
 This work was supported by the Ministry of Science and Technology, R.O.C. [grant number 

MOST 105-2410-H-214-002-MY2]. 
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was established to explain 22.71% of the variance in these changes. 

Specifically, Taiwanese students who were male, gained an improved 

impression of China, and those whose perceived benefits in the Chinese 

market had been enhanced showed an increased intention to pursue a career 

in China. 

Keywords: Sunflower Student Movement, cross-strait relations, rational 

choice, social contact 



 

－52－ 

問題と研究 第 46 巻 2 号 

 

〈参考文献〉 

「上班族西進大陸暨歸臺調查」『1111 人力銀行網站』2015 年 2 月 25 日、http://www.1111. 

com.tw/news/surveyns_con.asp?ano=72895。 

王嘉州「來臺陸生統一態度變遷初探─政治社會化途徑與定群追蹤法之分析」『臺灣民主季

刊』第 9 卷第 3 期（2012 年 9 月）、頁 85-118。 

王嘉州「交流生共識？赴陸臺生統獨立場之變遷」『東亞研究』第 46 卷第 1 期（2015 年 1

月）、頁 1-33。 

王嘉州「中共推動兩岸青年交流政策評析」『亞太評論』第 1 卷第 6 期（2015 年 11 月）、

頁 73-91。 

王嘉州、李侑潔「赴陸交流對臺灣學生統一意願之影響」『社會科學論叢』第 6 卷第 2 期

（2012 年 10 月）、頁 1-34。 

王嘉州、劉羿朋「交流化獨或煙火效應？赴陸臺生統獨立場之持續與變遷」發表於「民主

與治理的挑戰」研討會（地點：臺灣政治學會、國立金門大學、2015 年 11 月 14-15

日）、頁 1-18。 

耿曙、曾于蓁「中共邀訪臺灣青年政策的政治影響」『問題與研究』第 49 卷第 3 期（2010

年 9 月）、頁 29-70。 

張振成「生涯規劃與生涯發展」『諮商與輔導』第 144 期（1994 年 12 月）頁 24。 

張添洲『生涯發展與規劃』（台北市：五南圖書、1993 年）。 

陳陸輝、耿曙、涂萍蘭、黃冠博「理性自理或感性認同？影響臺灣民眾兩岸經貿立場因素

的分析」『東吳政治學報』第 27 卷第 2 期（2009 年 6 月）、頁 87-125。 

陳德昇、陳欽春「兩岸學術交流政策與運作評估」『遠景基金會季刊』第 6 卷第 2 期（2005

年 4 月）、頁 35-82。 

陳鍵興「習近平總書記會見宋楚瑜一行」『新華網』2014 年 5 月 7 日、http://news.xinhuanet. 

com/politics/2014-05/07/c_1110577861.htm。 

湯晏甄「『兩岸關係因素』真的影響了 2012 年的台灣總統大選嗎？」『臺灣民主季刊』第

10 卷第 3 期（2013 年 9 月）、頁 91-130。 

黃惠惠『我的未來不是夢：生涯發展與規劃』（臺北：張老師、2004 年）。 

楊婉瑩、劉嘉薇「探討統獨態度的性別差異：和平戰爭與發展利益的觀點」『選舉研究』

第 16 卷第 1 期（2009 年 5 月）、頁 37-66。 

楊開煌、劉祥得「社會接觸及政治態度影響臺灣民眾對大陸印象、認知、政策評估之分析」

『遠景基金會季刊』第 12 卷第 3 期（2011 年 7 月）、頁 45-94。 

潘薇、陳翠仙「個體戶條件鬆綁 臺商搶攻對岸內需財」『聯合新聞網』2017 年 1 月 26 日、

https://udn.com/news/story/6867/2252303。 

聯合報系民意調查中心「兩岸互動 16 年 台灣青年關鍵 7 變」『聯合報』2016 年 11 月 20

日、https://udn.com/news/story/10599/2117317。 

Allport, Gordon W., The Nature of Prejudice (Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954). 



2017 年 4.5.6 月号 習近平時代における大陸交流台湾人学生のライフプラン追跡調査 

－53－ 

Dowding, Keith, and King, Desmond, eds., Preferences, Institutions, and Rational Choice 

(Oxford: Clarendon Press, 1995). 

Gordon, Milton M., Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National 

Origins (Oxford and New York: Oxford University Press, 1964). 

Hamberger, Jürgen, and Hewstone, Miles, “Inter-ethnic Contact as a Predictor of Prejudice: Tests 

of a Model in Four West European Nations,” British Journal of Social Psychology, Vol. 36, 

Issue 2 (June 1997), pp. 173-190. 

Lau, Richard R., and Heldman, Caroline, “Self-Interest, Symbolic Attitudes, and Support for 

Public Policy: A Multilevel Analysis,” Political Psychology, Vol. 30, No. 4 (July 2009), pp. 

513-537. 

Pettigrew, Thomas F. “Intergroup Contact Theory,” Annual Review of Psychology, Vol. 49, Issue 

1 (February 1998), pp. 65-85. 

Powers, Daniel A., and Ellison, Christopher G., “Interracial Contact and Black Racial Attitudes: 

The Contact Hypothesis and Selectivity Bias,” Social Forces, Vol. 74, Issue 1 (September 

1995), pp. 205-226. 

Riker, William H., “The Future of a Science of Politics,” American Behavioral Scientist, Vol. 21, 

No. 1 (September/October, 1977), pp. 11-38. 

Sears, David O., Lau, Richard R., Tyler, Tom R., and Allen, Harris M. Jr., “Self-Interest vs. 

Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting,” American Political Science 

Review, Vol. 74, No. 3 (September 1980), pp. 670-684. 

Super, Donald E., “A life-span, life-space to career development,” In D. Brown, L. Brooks, and 

Associates, eds., Career choice and development (2nd ed.) (San Francisco: Jossey-Bass, 

1990), pp. 197-261. 

Wilkie, Mary E., “Colonials, Marginals and Immigrants: Contributions to a Theory of Ethnic 

Stratification,” Comparative Studies in Society and History, Vol. 19, No. 1 (January 1977), 

pp. 67-95. 

 



 

－54－ 

問題と研究 第 46 巻 2 号 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


