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講演③

持続可能な社会に向けて
─台湾におけるエネルギー政策と企業の取り組み─

　　台湾東海大学工学院工業工程與経営資訊学系教授

 劉　仁傑

　1980年台湾・東海大学卒業後、1985年神戸大学に留学し、1991年神戸大学にて

経営学博士号を取得。同年、台湾・東海大学理学院工業工程與経営資訊系・大学

院理学研究科に副教授として着任し、1996年教授に昇任。この間、系主任（学科

長に相当）、所長（研究科長に相当）を歴任した。2008年 7 月より大阪市立大学、

2009年 3 月より華東理工大学（上海）客員教授を兼任している。東アジアにおけ

る日本企業の展開と台湾中部の精密機械産業を中心に研究を行っている。

『日本的産業策略』、『日本企業的両岸投資策略』、『分工網路』、『企業改造』、『亜

洲巨龍』、『重建台湾産業競争力』などの著書の他に、国内外の権威ある学術雑誌

に掲載された論文は多数ある。

〔講師プロフィール〕
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演　題： 「持続可能な社会に向けて─台湾におけるエネルギー政策と企業の取り組み─」

講　師：劉　仁傑氏（台湾東海大学工学院工業工程與経営資訊学系教授）

日　時：2011年12月 3 日（土）

会　場：関西大学千里山キャンパス　尚文館 1階マルチメディアAV教室

施氏：これから司会、進行を務めさせていただきます経済・政治研究所東アジア経済・産業研

究班主幹の施學昌と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。

　では、これより午後最初の講演に移りたいと思います。台湾東海大学工学院工業工程與経営

資訊学系教授、劉仁傑先生に「持続可能な社会に向けて─台湾におけるエネルギー政策と企

業の取り組み─」についてお話いただきます。劉先生は1982年東海大学をご卒業後、1985年

神戸大学にご留学。1991年神戸大学より経営学博士号を取得されました。同年台湾東海大学工

学院工業工程與経営資訊系大学院工学研究科副教授としてご着任。1996年に教授に就任されま

した。これまでに系主任（日本では学科長に相当）、研究所長（研究科長に相当）を歴任して

こられました。2008年 4 月より大阪市立大学、2009年 3 月より中国上海にある華東理工大学の

客員教授を兼任され、東アジアにおける日本企業の経済と台湾、中国の工作機械産業を中心に

研究をされておられます。ご研究業績として、『日本の産業戦略』（『日本的産業策略』）、『日本

企業の両岸投資戦略』（『日本企業的両岸投資策略』）、それから『分業ネットワーク』（『分工網

路』）、『アジアの巨龍』（『亜州巨龍』）、『台湾企業の競争力の再構築』（『重建台湾産業競争力』）

等のご著書のほかに、国内外の権威ある学術雑誌に掲載された論文は多数にのぼります。簡単

でしたが、以上で劉先生につきましてご紹介させていただきました。それでは劉先生、ご講演

よろしくお願いいたします。

劉氏：ただいまご紹介いただきました台湾・東海大学の劉と申します。このような貴重な場所

にお招きいただき有難うございます。昨年 8月、私が所属している工業経営研究学会の国際大

会が私の大学で開催され、台湾側は110名、日本の方は103名が参加されました。 2日間全て日

本語で行いましたが、その 2日間の中で来られた日本の方で、トップは大阪市立大学30名、 2

番目は明治大学 8名、実は 3番目が関西大学からで 5名です。施先生を始めとして大勢の方に

お越しいただき、実行委員長としては大変ありがたく、今日この場で関西大学の参加者にお礼

申し上げます。

　さて、実は「持続可能な社会に向けて」という分野、私の専門ではありませんが、大事な話

であること、また学者としていろいろ考えなければいけないこともあり、あえて、講演をお引

き受けしました。本日は、台湾におけるエネルギー政策と企業の取り組みを中心としてご報告

させていただきます。まず地球の温暖化という話を取り上げて、引き続き台湾における重大な

自然災害を概略的に 4つぐらい挙げます。特に最近の2008年の台風は、実を言うと温暖化が直



232

接関連しているのではないかと言われております。続いて台湾のエネルギーの政策。台湾企業

の取り組みを、そして最後に、会社のあり方を取り上げます。特に、半導体のファンドリーで

ある台湾のメーカーTSMC、ご存知かと思いますが、その取り組みを紹介させていただきいと

思います。

　まず、TOPICS GEOの情報に基づいたこの資料で、全体の地球温暖化の影響が分かるでし

ょう。特に異常気象を示す緑が一番多い。熱、暴風か大雪かです。この緑の箇所については、

経済発展しているところが特に多いと言われております。ブルーは洪水、オレンジも乾燥、寒

波というように、全体的に考えますと、気候の異常は以前より覆いつつあると思われておりま

す。次に示すは台湾の中央気象局の資料で、1986年頃からデータを取り始めたものであります。

　台湾の歴史も少しご説明申し上げますと、1945年までの50年間、日本の植民地となりました。

その後 4年間ほど中国大陸と一緒に国民党政府の支配のもとで内戦がありました。1949年に、

国民党が台湾に来ました。その後、今日まで発展してきましたが、日本との関係ももちろん深

く、台湾の外資系企業のトップはずっと日系企業であります。また、アメリカともいろいろな

面があります。例えば今の台湾の指導者は、総統を含めて閣僚の中の 8割以上がアメリカ留学

したと言われております。日本との関係、アメリカとの関係、特に最近の 4～ 5年間は中国と

の緊張が緩和した関係もあって。ご存知かと思いますが、昨年の末頃に発効したECFAという

台湾と中国間の経済提携の枠組みがあります。今朝の張先生の話をうかがい、たくさんの先生

の話もうかがって、日中の関係は決して強固的ではないと言われました。実は、一時、中国も

日本もあまり台湾の名前が挙がったら相手があまり喜ばないという時期もありましたが、最近

ちょうど逆だと感じます。中小企業が、台湾を拠点として中国を視野に入れたり、提携したり、

特に機械分野が多いです。ちょうどECFAの枠組みを生かしております。元々中国に進出する

ことも難しく、規模の小さな企業であります。工作機械を挙げてみますと、今、中国で成功し

ている企業、例えばマザック、オークマ、ソディックはほとんどトップのクラスの大企業であ

ります。しかし、例えば大阪にあるOKKなど、中堅企業が行きますとほとんどうまくいかな

くなります。投資しても、上手くいきません。しかしそのような中堅レベルと中小レベルの企

業で最近台湾に拠点を作ったのは、私が知る限り 4～ 5社あります。例えば光洋精工と豊田工

機が合併してできたジェイテクトであります。最近新聞に載った倉敷機械、和井田製作所も設

立したばかりであります。また北陸にある高松機械などもあります。そのようにいろいろ深い

関係があります。

　この100年間の歴史を見ますと、実は気温は1.5度高くなりました。温暖化の一つ印といえま

す。最近急に上がり、あとご紹介する自然の災害と関わっております。研究によりますと、地

球は 2度上がると危なくなってくると、ここ10年間、いわれております。しかし過去100年間

を見て1.5度も上がりました。その意味で、またその後の災害とも関わって、この温暖化が深
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刻な問題をもたらしていることが分かると思います。

　台湾の重大な自然の災害は、1959年の水害、1999年の大震災、それから2001年の台風が挙げ

られます。注目されるのは2008年の台風です。2008年の台風は死者と行方不明者757人。その

被害、天災か人災かという話もありました。つまり開発等によって、地球温暖化のいろいろ合

わせての台風の被害の一つの原因かもしれません。私が、ちょうど生まれたばかりの時の1959

年の水害については、親から、そういう大きな被害があったと聞きました。

　最近、東日本大震災のことで多くの日本の方から台湾が多額な義援金を出しているというお

礼の話を多く聞きます。多分、あまり意外ではない話ではありますが、1999年 9 月21日の台湾

の大地震で、赤十字国際委員会のデータに基づくと、各国から寄付金は、日本からの寄付金が

8割を占めております。また、最も早い時点で救援隊を台湾に派遣して、しかも人数が50数名

です。これまでの日本の海外災難救援活動の中で、日本から海外へ派遣したのは史上最大とい

う人数という報告もありました。その意味で台湾と日本もいろいろな面から交流があったと言

えるでしょう。

　ここで、最も注目されるのは2008年のモーラコット台風であります。この写真の村は、台湾

南部に位置するきれいな村でありますが、その村が全くなくなって、完全に消えてしましまし

た。死者・行方不明者数が700名を超えました。その中から得た教訓があります。それは、温

暖化がこのままいくと、このような災害が増え続けるのではないかという危惧があると、議論

されていることであります。

　次に、台湾のこれまでのエネルギーの政策についてお話しいたします。もちろん温暖化とエ

ネルギー領域の政策とは関わりがあり、また最近特に福島原子力発電所の問題もあって、一時、

石炭と併用するかという時代もありましたが、やはり一つのこれからの大きな課題であると私

は思います。台湾政府では、1968年から持続可能なエネルギー政策指針が出来るまで、いろい

ろエネルギーの問題を検討してきました。過去の経験、研究を踏まえて政策指針を打ち出しま

した。この指針の内容をここで簡単に紹介させていただきます。2008年 5 月から今の馬政権で

あり、その新政権ができて、すぐに同年の 6月 5日にこの政策指針を出しました。つまり、国

の一つの重要な政策として取り上げております。台湾の内閣にあたる行政院で可決した内容で

は、主に三つの焦点が挙げられます。

　一番目は温暖化。温暖化の動向を把握しこれに対応する政策を策定します。二番目は経済発

展。エネルギー供給と環境保護とのバランスを十分に取るエネルギー政策の策定であります。

三番目は具体的なエネルギーの削減目標を策定すると挙げることが出来ます。その内容を、私

は、台湾総合研究院というシンクタンクの報告書より図にしてまとめました。

　まず、目標です。エネルギーの、エネルギー、環境、経済、それぞれの目標を設定してその

効率を向上したり、クリーンエネルギーを発展させます。実は皮肉なことでありますが、その
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時のクリーンなエネルギーの話では、その時期、実は石炭を減して、原子力を増えることです。

今は考え方をほとんど変えているかもしれませんが、実は原子力もクリーンと言われている時

代もありました。三番目はエネルギーの安定の供給。ご存知かと思いますが、台湾と日本が似

ており、どちらもエネルギーをあまり持たない国であります。このような目標を定めて、「二

高二低」という「高効率、高価値、低排出、低依存」原則を立てて、それに基づいて指針とし

て省エネルギーをたてております。

　このような取り組みに基づくこれまでの実践について、今日の講演のためにいろいろ調べて

みました。しかし、宣言は多いですが実践の内容は乏しいです。政策の策定の段階にとどまり、

有効で実践的なことは実はそんなに見られておりません。その中で理念的な発言が多く見られ

ますが、いかに達成するかについて、明らかにされておりません。例えば馬総統は、着任まも

なく、2018年は2008年の水準、それから2025年は2000年の水準にするという二酸化炭素排出量

策定の目標を宣言しておりました。日本の方が、この宣言を見れば、おそらく鳩山元首相が就

任したばかりの時の国連における、「温室効果ガスを1990年比で2020年までに25％の削減する」

という演説を思い出すかもしれません。政治家が根拠もなくて喋るばかりという、日本と台湾

は似ているところがあるようです。

　このような、これまでの政府の乏しい政策よりも、企業の取り組みに注目すべきと私は考え

ます。ここでは、いくつかの企業の事例を紹介させていただきたいと思います。まず民間団体、

タイセ（TAISE）という民間団体について説明します。その中国語名称は「台湾永続能源研究

基金会」であります。能源はエネルギーで、基金会はファンドという意味であります。台湾の

持続可能なエネルギー研究ファンドであり、企業の資金で作られております。その目的は気候

変化や持続可能なエネルギーへの理解を深め、台湾企業の低炭素経済に向けての転換を促進す

る組織であります。特に気候の変化、低炭素経済、環境保護等いろいろなテーマで研究したり、

研究の助成をしたりして活発に活動しております。

　その活動の内、特に企業と関わったことでは、台湾企業での持続可能な発展活動の奨励とい

う「台湾CSR賞」が大いに注目されております。2008年より始まり今年で 4年目に入ります。

台湾CSR賞の審査のプロセスでは、まず企業が申請書を提出し、その申請書に基づき三つの

階層に分けて評価項目を設けます。各項目について 0ポイントから 4ポイントまで点数の評価

を行います。評価の中身は、表のとおりで、戦略の説明、仕組み、ガバナンス、持続可能性、

活動内容等、細かいところを、いろいろ研究を行います。インデックスを作ってパフォーマン

スを評価するわけであります。

　このような評価表に基づいた結果、最新の受賞企業のリストをお示ししました。製造業から

TSMC、UMC、AUOいずれもトップクラスの半導体か液晶パネルのメーカーであります。サ

ービス業も入っております。TSMC、UMC、AUO等、これらは日本の新聞にもよく出ており
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ます。今回、資料でお示ししたのは、日経ビジネスに掲載された「台湾のハイテク分野におけ

る台湾の世界制覇」で、2010年のデータであります。半導体の、生産受託、パッケージング、

テスティングはトップで、それはほとんど委託生産であり、PCもポーターブルカーナビ等、

いろいろな分野で、若干 2番目のものもありますが、トップが多いです。昨年までは、利益も

よかったです。

　しかし、最近、そのリストの中で、特に液晶パネルは、供給過剰かまたは韓国のサムスンに

負けたか、苦しくなっております。太陽電池も苦しくなっております。今、太陽電池も中国が

一生懸命発展しております。最初、多分台湾も日本も中国の市場を狙っておりましたが、最近

台湾も日本もどちらも業績不振になりました。つまりシェアでは世界ナンバー 1、ナンバー 2

でありますが、利益、半導体のトップメーカーや、いくつかの優良企業を除いてすべて利益が

良くありません。

　TSMCは良い方で、知名度も高く、特にトップのモリス・チャン（張忠謀）が、この「持続

可能な社会」をこれまで強調し続けております。また、このモリス・チャンのもう一つユニー

クなことは、政治のことはあまり興味を持っていないことであります。ご存知かと思いますが、

台湾は今、総統選挙活動期間中であり、来年の 1月に投票が行われます。モリス・チャンのよ

うな政治には興味がない経営者は、台湾にも増えつつあるという気がします。

　モリス・チャンのTSMCは、1987年に設立され、今、半導体生産受託メーカーとして、その

売上高は、世界 1位の米国のインテル、 2位の韓国のサムスンに次いで、TSMCは世界 3位で

あります。年間売上高は約120億米ドルで、従業員数は2.3万人となっております。台湾以外は

上海にも拠点あり、まだ大きくはありませんが、しかし着実にやっております。創業者のモリ

ス・チャンは、今もまだ現役の会長であります。米国のテキサスインスツルメンツ（TI）社

の副社長、台湾工業技術研究院長を歴任した後、TSMCを創設しました。最近、太陽光発電に

も参入しております。

　TSMCは「社会的責任投資」という分野で「SRI」という世界的な指標「ダウ・ジョーンズ・

サステナビリティ・ワールド・インデックス」構成銘柄に連続10年間選定されております。連

続10年間は、日本の企業でもないとは言えないが少ないでしょう。創業してからずっと「持続

可能な社会」を強調しているTSMCの中身、基本の発想を、この資料の図で表現出来るかと思

います。モリス・チャンは、「企業の最も重要な社会責任は社会を健全的な方向へ引っ張って

いくことである」と主張しております。この主張は、政治とはあまり関わりたくないという主

張にも通じております。

　持続可能な発展の三つの柱を挙げております。一番目は「ガバナンス」であります。これは、

誠実、信用、法律遵守、またどのように情報開示をしていくかということであります。二番目

は「環境」であります。これは環境産業を展開していくことであります。彼もNPOを作ったり、
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支援したりしております。三番目は「社会」であります。より良い地域社会の発展に寄与する

ということであります。この三つの柱は、まず内部からしっかりやっていく。内部でしっかり

やってから、自分のお金で、寄付金で作ったNPOで外部でも出して、推進する。

　その組織内の取り組みとして次の四つを挙げることが出来ます。まずはグリーン製造であり

ます。温室効果ガス排出量の削減、節水、原材料使用量の削減、廃棄物リサイクルに全般的に

取り組んでおります。次はクリーン製品で省エネルギーのデザインであります。数年前から専

門家を招いて頑張っているようであります。三番目はグリーンサプライチェーンで、二酸化炭

素排出量のチェック、カーボン・フットプリントの軽減について、きちんとチェックして記録

を残すという施策をとっております。最後はグリーン建築で、グリーン建築の取り組みは、台

湾で大きな話題を呼んでいるようであります。ご覧の写真は、実際にグリーン建築に従って新

しく建築した 2つの建物のものであります。

　グリーン建築の特徴は、生態系に配慮して、省エネルギー、廃棄物の削減と健康という面で

積極的に評価されるという建築であります。今後の新築は全て同じ基準でやっていくと強調し

ております。

　すでに建築された 2つのグリーン建築には、次の三つの特徴が挙げられます。一番目はアメ

リカの冷凍空調協会の基準に比べて 2割以上の省エネルギー効果を実践したこと。二番目は製

造プロセスでは85％以上の排水が再利用されること。三番目は製造する際の廃棄物の91％以上

がリサイクルされること。これらは内部のことであります。先ほども申し上げたように、先に

組織内でしっかり実施し、また彼らが作ったNPO、寄付したNPOによって、外部でも推進し

ようかと考えております。

　こちらは実際の推進活動の写真でありますが、2008年10月にTSMCは持続可能な発展フォー

ラムを立ち上げ、企業に呼び掛けて20社の参加を得ました。それに基づいて自らの経験を業界

に提供しております。全体の発想は、まず内部の共有をしっかりやること。そして、過去20年

間、台湾で重要で成功している産業と考えている半導体産業から、あらゆる分野に広げていき

ます。

　フォーラムを呼びかけて参加した大企業を中心に経験は公開されたりしております。そのよ

うな活動によって台湾全体に、特に省エネルギーをどのように行うかという意識を高めたり、

社会責任を果たしたりしております。その活動は学校へもそういう活動に参加を呼びかけてい

て、私自身も何回かそういうお誘いを受けました。

　またそれだけではなく、その活動の一環として産官学の連携でグリーン工場の建設と評価基

準を推進する計画も設けております。この計画は、実は2010年の建築工事とグリーン生産の評

価から始まり、2011年にグリーン工場の表彰制度を作っているようであります。間もなくこの

計画案が今年の末から来年の初めごろに出るのではないかと思われます。また今後は、審査の
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具体的手続きを定めたり奨励もしようとしております。国全体で、政府の力も生かして、学者

も取り入れて推進していくわけであります。

　最後に、このような持続可能な社会に向けて取り組んでいくことは極めて大事なことである

のは誰でも分かるかと思いますが、問題は、どう推進していくかということであります。政府

に期待するよりも、やはり代表的な企業が先頭に立って呼び掛けることも大事ではないと、私

は思います。私自身が経営学を教える時よく使う、生態学、生物学者のダーウィンの「生き残

るのは最も強いものでも、大きいものでもない。変化し得るものである」という言葉がありま

す。まさに、生き残れる企業は、やはり環境に適応していく企業であります。また70億人を超

えた人類、これからどうなりますか。これまで全く経験した事ではないかと思います。最近確

かに短い間に10億人以上を増えました。これからもちろん少子化、高齢化になるかと思います

が、それも多分100億人になってから減るのではないのかと思われます。その時はおそらく知

恵をいろいろ生かしていくかと私は思っております。台湾では環境経営は遅れているため、日

本から大いに勉強すべきだと私はずっと考えております。環境保全に関する日台間の交流が盛

んになってほしいと、私自身も期待しているところであります。ちょうど時間になりましたの

で、これで講演を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

施氏：口先ばかりで、持続可能な社会の実現に有効な政策を打ち出せずにいる台湾の政府より

も台湾の産業界における実際の取り組み、努力を中心に劉先生にご講演いただきました。劉先

生へのご質問、ご意見につきましては、後ほど質疑応答の時間にお願いいたします。劉先生、

どうも有難うございました。
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