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平成 28 年 4 月 30 日 

 

九州大学大学院経済学研究院 

産業マネジメント専攻長  高田 仁 殿 

 

 

出張報告書 

 

報告者 

ICABE 学生交流推進プロジェクト 

学生代表 荒木 憲 

 

 

ICABE 学生交流推進プロジェクトによる出張を下記の通り行いましたので、ご報告申し上

げます。  

 

記 

 

1. プログラム名称 

ICABE 学生交流推進プロジェクト（第 25 回） 

 

2. 出張地・訪問先 

台湾・台北および新竹 

- 大学（国立政治大学（NCCU）ビジネススクール） 

- 日系企業（福岡銀行台北駐在員事務所） 

- 現地企業（偉詮電子股份有限公司（Weltrend Semiconductor）） 

- 研究機関（工業技術研究院（ITRI）） 

  

3. 出張の背景および目的 

- International Consortium of Asian Business Education (ICABE) に基づき、アジア各地の

ビジネススクールを訪問して学生間交流を行う。 

- 日系および現地企業への訪問を通じて、現地の最新事情の把握、経済・文化に対す

る理解を深める。 

 

4. 日程 

平成 28 年 3 月 20 日（日）から 3 月 22 日（火）（2 泊 3 日） 
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5. 参加者 

14 名（教員 3 名、在学生および卒業生 11 名） 

1) 教員 

高田 仁 教授（専攻長）、平松 拓 教授、寺﨑 新一郎 助教 

2) 在学生 

大淵 和憲、清藤 貴博（以上 12 期）、荒木 憲、井上 真翔、小川 弘美、 

喬 明華、下田 恭平、寺田 尚平、三重野 通和（以上 13 期） 

3) 卒業生 

力丸 美和（8 期）、増本 衛（10 期） 

 

6. スケジュール詳細 

【3 月 20 日】 

午前   福岡発（CX511 10:15-12:00、CI111 10:55-12:35 の 2 班で移動） 

正午頃  台北着 

午後   台北市内に移動、市内観光等 

【3 月 21 日】 

 10:00-11:30 福岡銀行台北駐在員事務所訪問 

 14:30-18:00 NCCU ビジネススクール訪問 

 18:00-20:00 NCCU 学生との夕食会 

【3 月 22 日】 

 10:00-12:00 偉詮電子股份有限公司（Weltrend Semiconductor）訪問 

 12:30-13:30 工業技術研究院（ITRI）訪問 

 夕方   台北発（CI116 16:30-19:35、CX510 17:55-21:15 の 2 班で移動） 

 夜  福岡着 

 

7. 学生リーダー所感 

台湾は ICABE では初の訪問となることもあって、参加者の期待が非常に高かった。今

回は 2 泊 3 日のコンパクトな日程であったが、国立政治大学をはじめ、台湾の基幹産業

であるハイテク産業の集積地の新竹、そして九州を地盤とする日系企業の現地拠点を訪

問し、台湾と日本、とりわけ九州との経済的なつながりの深さや今後の可能性を確認で

きた。 

 

そして、国際政治において微妙な立ち位置にある台湾の現状を改めて確認する機会にも

なった。「一つの中国」の原則から中華人民共和国と入れ替わるように台湾は国連から

の脱退を余儀なくされ、日本を含め、多くの国との外交関係を失い、現在では中米・カ
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リブの小国や太平洋の島嶼国などの 20 あまりと国交があるにすぎない。国立政治大学

ビジネススクールの留学生の大半が台湾政府から奨学金を得たそうした中米出身の学

生で、一見、ラテンアメリカとは縁遠そうな台湾でこれだけの数の人に出会うとは思い

もよらなかったが、台湾の外交戦略の一端を垣間見ることができる、非常に示唆に富ん

だ経験だった。また、大陸には 100 万人以上の台湾人が住み、経済的には両者は不可分

の関係にある。今回訪問した半導体メーカーの社長は、台湾独立や反中国大陸の色の強

い民進党（同名の日本の政党ではない）の熱心な支持者であるが、政治的な課題はひと

まず横に置き、経済面では台湾はより大陸と密接な関係を築くべきだという現実的な見

解を示していた。これは、台湾の多くの人々の意見を代弁しているようにも感じた。 

 

台湾の親日ぶりは世界一とも言われ、街角の風景や現地で観たテレビ番組など、さまざ

まなところで日本との密接なつながりを実感できた。福岡から台北は、東京から台北へ

の距離の半分程度で、近年は格安航空会社（LCC）の就航も相次ぎ、QBS の教室のある

博多の駅ビルでも台湾からの観光客を数多く目にする。このように今回、九州にとって

非常に身近な存在である台湾との交流の機会を得たことは、QBS にとっても大きな財産

となるのではないかと思う。 

 

8. 各活動報告 

1) NCCUビジネススクール訪問（3月 21日） 

国立政治大学（NCCU）は台湾屈指の名門大学で、商学院（ビジネススクール）には

2 つの MBA コースが設置されている。ひとつは QBS と同じく主に社会人向けの夜

間コース、もうひとつは英語で授業が行われ、留学生中心で全日制のインターナシ

ョナル MBA（IMBA）。今回は平日の昼間の訪問ということもあり、NCCU 側の参加

者は IMBA の留学生が大部分であった。 

 

双方の大学の簡単な紹介のあと、日本や台湾での新たなビジネスの可能性について

アイディアコンテストを実施した。QBS、NCCU で 4 チームに分かれて、1 時間程

度、各チームでアイディアを検討し、プレゼンテーションを行った。QBS および

NCCU の教員がそれぞれのアイディアを審査、講評し、その結果、チーム 4 が発表

した、日本式トイレのアイディアが最優秀賞に選ばれた。 
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QBS から NCCU へ土産物の進呈   参加者全員での記念撮影 

 

各チームのビジネスプランの詳細な検討内容は以下のとおり。 

 

【チーム 1】 

QBS: 清藤（記録）、三重野、小川 

NCCU: 斉藤ゆき（日本人留学生）、Jose Chamorro 

 

 ディスカッション内容 

始めに、どのような社会問題を解決するのかを明確にするためディスカッション

を行った。現在、台湾では日本同様に少子高齢化が問題となっており、人口減少、

特に労働力減少に対する日本企業の対応策を紹介した。ソフトバンクが提供する

ペッパー、そして、ハウステンボスが取り組む、ロボットが受付などを行う無人ホ

テル「変なホテル」を紹介し、このシステムとサービスの台湾での適用可能性を検

討した。 

 

 所感 

短期間でビジネスプランを作成することに加え、各メンバーの合意形成を行うこ

とが難しく、特に NCCU の学生は自らの意見を明確に主張した。このように自分

の意見を強く主張することもグローバルに活動する上では必要な要素かもしれな

い。 
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【チーム 2】 

QBS: 大淵（記録）、喬、寺田 

NCCU: Carlino Gonzalez（ドミニカ共和国）, Johana Colocho, Ricardo Morales（以上

2 名・エルサルバドル共和国）, Jean Carlos Tunon, Robert Loo（以上 2 名・パナマ共

和国）（5 名、カッコ内は出身国） 

 

 ディスカッション内容 

QBS 側からのビジネスアイディアとして「日本の伝統的工芸品を台湾で販売展開

するには」、NCCU 側からは「台湾と日本とで共通に存在するコンビニ事業を応用

することができないか」などの案出しをした。その中から、コンビニ事業の応用に

焦点を当てて検討することになった。 

 

「台北で多くのコンビニが店舗展開している現状を見ることができた」という話

から、「商品を宅配するサービスはまだ十分に展開されていない、この状況をビジ

ネス機会にできないか」と NCCU 側から問題提起があった。即ち「今後はコンビ

ニに来店できない高齢者が台湾全土で増加する可能性があり、配達サービスに顧

客ニーズが高まるのではないか」という議論であった。日本と同様に台湾でも高齢

化社会が進んでおり、さらには人口減少局面段階が迫っているという現状把握は、

福岡銀行台北駐在員事務所で受けた説明も踏まえることができ、将来的視野に立

つ「配達サービスのニーズの高まり」に納得できた。その上で「オンライン注文を

受け、即時に無料配達をする」というビジネスモデルに、スピード感を強調するた

め「Insta-delivery」と命名し、想定する顧客像やサービス内容、収益費用の考え方

などについて議論を行うことで、より実現可能性の高い結論を目指した。 
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 所感 

ディスカッションは 60 分間ほどで大変短い時間に感じられた。その中でも、顧客

イメージ形成や収益構造の構築、スライド作成などを適宜分担することができ、ス

ピード感を持って取り組めたと思う。日頃の授業の中で学んだフレームワークの

適用を目指したが、もっと反射的に適用できるくらいの俊敏な運用能力をつける

必要性を痛感した。さらにはスライド構成が整った後も、発表直前までフォントや

文字配置にこだわり、「魅せるスライド」を追求する NCCU の学生の姿勢を目の当

たりにし、大いに刺激を受けた。 

 

ちなみに、NCCU 側のメンバーはいずれも中南米諸国から台湾に留学しているフ

ルタイムの学生たちで、彼ら同士では時折スペイン語が飛び交う場面もあった。な

ぜこんなにもラテン系学生が多いのかと疑問に思っていたが、台湾（中華民国）を

国家承認している国家が 22 カ国ほどある内、ラテンアメリカ国家は 12 カ国を占

め、チームメンバーはいずれも承認国出身である、ということが後で分かり合点が

いった。いずれにしても中国本土の提携大学では体験できない、台湾ならではのデ

ィスカッションができたと感じた。 
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【チーム 3】 

QBS: 増本、井上（両名とも記録） 

NCCU: 留学生 5 名 

 

 ディスカッション内容 

台湾と日本を絡めたグローバルビジネスは何だろうか？というところからスター

ト。IoT（Internet of Things）やビッグデータなどのテクノロジー系の話も出たが、

今回はイメージしやすい食品輸入を選択した。まず知らない人に対して焼酎の説

明をし、焼酎が台湾の文化に売れ入れられるかどうかという機会を考えた。次にタ

ーゲットとして若者を設定し、おしゃれでクールな飲み物というポジショニング

を考えた。これを 4P のそれぞれの視点から考え、どうマーケティングしていくか

を図示して発表した。 

 

焼酎を選んだ理由としては、①イギリスで焼酎のカクテルが若者に流行っている、

②台湾の若者は先進国の流行（クールなもの）を取り入れる、③日本的なものが好

まれるため日本独自で歴史が深い、などが挙げられる。販売チャネルとしてはコン

ビニ、スーパーマーケットなどの販売網が広い小売業者を狙う。マーケティング方

法としては、SNS や若者に人気のある飲み屋のメニューとして取り扱いをしても

らい、若者の興味を誘うことを考えた。 

 

 所感 

中南米の留学生が多く、彼らのアルコールを楽しむ文化がベースにあったようで、

台湾現地でのお酒トークで盛り上がった。 
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【チーム 4】 

QBS: 力丸、荒木、下田（記録） 

NCCU: 留学生 3名、台湾人学生 1名 

 

 ディスカッション内容 

NCCU、QBS メンバー7 名でディスカッションを重ね、3 つのビジネスプラン候補

のうち、「トイレの神様」といわれる日本式トイレのビジネスプランの提案が決定

した。 

- 日本式トイレはリラックススペースとしての価値を提供し、台湾におけるト

イレの再定義を行いサービスの提供を行うビジネスプラン。 

- ターゲットはトイレを使用する全ての人であり、想定する顧客像やサービス

内容、収益費用の考え方などについて議論を行うことで、より実現可能性の高

い結論を目指した。 

 

 所感 

60 分間と限られた時間の中でプランの設定、プレゼン準備を行うことの大変さを

感じた。ビジネススクール同士ということもあり共通のフレームワークの活用、プ

レゼン等の部分に一定の共通認識を持ち合わせており、ターゲットの設定～収益

構造、提供の方法を設定することが出来た。また、プレゼンでは、聴衆を魅了する

プレゼンかつ飽きないための工夫があり、大変勉強になる部分も多く、刺激をもら

うこともしばしばあった。今回の交流会を通じて共通言語としての英語の習得は

非常に重要で、グローバル化が進むビジネスの世界でも必須のスキルになること

を今回の国立政治大学との交流を通じて体感した。 

 

 

コンテストに優勝し、チームで記念撮影 
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2) 福岡銀行台北駐在員事務所訪問（3月 21日） 

面会者：平山孝行 所長 

記録者：小川 

 

a. 企業概要 

福岡銀行台北駐在員事務所は、台湾に、地方銀行として初めて開設された駐在員

事務所である。設立の背景として、九州の人口が減少傾向にある中、台湾への進

出や販路拡大を検討している取引先企業が増加しており、相談窓口の設置を要

望する声が高まっていることがある。 

 沿  革：2015 年 12 月開所 

 管  轄：台湾 

 メンバー：行員 1 名、現地スタッフ 1 名の 2 名体制 

 所在地 ：多くの日系企業が拠点を構える「中山区」に位置している。 

MRT「松江南京駅」より徒歩 1 分。桃園国際空港からタクシーで約 50 分。 

 

b. 面談内容 

(1) FFGの海外ネットワーク 

福岡銀行を中核とする、ふくおかフィナンシャルグループグループ（FFG）で

は、海外駐在員事務所 7 カ所（大連、上海、香港、台北、バンコク、ホーチミ

ン、シンガポール、ニューヨーク）と本部専門部署のスタッフが海外ビジネス

をサポートしている。駐在員事務所は、支店と異なり営利目的の活動はできな

いが、事務所の情報ネットワークを通じて得た現地情報を提供する場として機

能し、取引先企業の販路開拓などに貢献している。 

 

(2) 提供サービス 

主に、九州の企業が台湾に進出する際の、現地法人の設立や従業員の雇用、不

動産の取得、現地金融機関での口座開設など、各種手続きの支援業務などを手

がける。 

 

(3) 台湾概要 

① 台湾と日本の関係 

日本と台湾には国交がないため大使館は存在せず、日台間実務関係を維持す

るために設立された公益財団法人交流協会が台湾との準公的なパイプ役を果

たしている。 



10 
 

② 台湾人の投資ニーズ 

台湾では、東京、大阪、福岡などへの不動産投資熱が高まっており、日本にお

ける不動産購入資金の融資に需要があり、台湾銀行や中國信託商業銀行など

地場の金融機関も東京に支店を設置している。 

③ 台湾での信用調査 

販路開拓やビジネスマッチングの際に取引先企業から台湾での信用調査依頼

もあるが、台湾には、日本でいう帝国データバンクのような企業の信用調査機

関がない。したがって、本駐在員事務所においては、こうした要望に対し、現

地金融機関等と連携しながら情報提供を行うことを検討している。 

④ 台湾への投資 

台湾は海外からの投資や産業を呼び込むために、2013 年 8 月より、「自由経済

モデル区」を設置し、産業自由化と新形態のビジネスを試行している。スマー

トロジスティクス、国際医療、付加価値農業、金融サービス、教育を重点産業

とし、これまで海外に流出してきた企業投資や資金の流れを台湾に呼び戻す

動きをしている。 

 

c. 質疑応答 

(1) 駐在員事務所における収益 

駐在員事務所は、営利目的の活動ができず、取引先企業に対する相談業務自体

が銀行収益に直結するわけではない。地方銀行として最多となる海外ネットワ

ークを活かした、企業の海外進出支援等を通じて、日本国内での取引深耕につ

なげることが重要になる。 

 

(2) 日系企業と台湾企業双方にとって提携等が有用な理由 

- 日本企業が中国へ進出する場合 

中国は、日本のブランド力には一目置いているものの、例えば飲食業界におい

て、現地の味に近づけることなどローカライズを考えた場合、台湾人や華僑の

ネットワークを使うことでビジネス成功率があがると考えられる。台湾は、日

本のようにブランド力のある完成品メーカーはあまりないが、OEM 生産を通

じて大手企業の技術要求に応えてきており、相応の技術力とグローバルネッ

トワークを有している。日本を含む他国企業は、うまくパートナーを選ぶこと

ができれば、華僑の多い台湾を足がかりに、中国その他の地域へ進出できる可

能性が広がる。 

 

- 台湾企業がベトナムに投資・進出する場合 

ベトナムも親日的な国で、日本の商品がブランド力を持っており、台湾企業単
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独で進出するよりも、日系企業と組むことにより、ベトナムでのビジネス成功

率が高くなると言われている。ベトナムに一番投資しているといわれる台湾

にとって、日系企業と組むメリットは大きいと考えられる。 

 

(3) 日本から台湾を経て中国へ進出する場合の提携先等：①華僑、②華僑以外 

華僑と組んだ方がよいが、華僑の人数は多くないので提携先等を見つけるのは

容易ではない。ただし、華僑に限らずとも台湾企業はもともとグローバルネッ

トワークが充実しており、台湾企業と組んで中国へ進出する方法も十分有用で

ある。 

 

(4) ビジネスにおける儒教の影響 

台湾の方は、日本人よりも日本人の心・日本精神を持っているといわれる。そ

の観点からは、日台間ビジネスにおいて宗教的文化の違いは大きく影響してい

ないといえる。 

 

(5) MBA取得者の待遇 

台湾の所得水準は大卒初任給で 7 万円程度と依然として低く、MBA 取得者の

ような高級人材は、海外に出て活躍している場合が多い。現在、こうした高級

人材を国内に取り戻す方策の検討が急がれている。 

 

d. 所感 

日本企業の海外進出にあたっては、往々にして日本人と現地人の価値観の違い

が課題となると考えられる。質疑応答での「台湾の方は、日本人よりも日本人の

心・日本精神を持っている」とのお話から、文化的・宗教的要素が日台間ビジネ

スに大きな影響を与える可能性は低いと考えられる。今後、市場や販路の拡大を

求める企業等にとって、よきパートナーになり得るとの期待を持つことができ

た。 

 

経済活動のグローバル化が進む一方、国内では人口が減少傾向にあり、金融機関

を取り巻く環境は大きく変化している。こうした中で、高度化・多様化する顧客

ニーズの変化に伴い、金融機関の収益構造多様化の重要性が増している。駐在員

事務所は営利目的の活動ができないため、目先の収益確保には至らないものの、

海外ネットワークを活用した取引先企業の海外進出支援等を通じて、日本国内

での取引深耕につなげるという取り組みは非常に興味深く、今後の展開を注目

していきたいと思う。 
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駐在員事務所入口で平山所長（前列右端）と 

 

3) 偉詮電子股份有限公司（Weltrend Semiconductor）訪問（3月 22日） 

台湾のシリコンバレーと呼ばれる新竹科学工業園区（新竹サイエンスパーク）にあ

る半導体設計会社、偉詮電子股份有限公司（Weltrend Semiconductor, Inc.（以下、

Weltrend））を訪問した。 

 

面会者：林錫銘（Sam Lin）CEO 

記録者：井上、寺田 

 

 
林社長（後列右から 6 番目）を囲んでの記念撮影 
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a. 企業概要 

・ 1989 年、新竹科学工業園区にて創業。 

・ 26 年超の業歴を有する台湾証券取引所上場の企業。 

・ 従業員は約 290 名、資本金は NT＄22.14 億。 

＜業務内容＞ 

・ Display、Power & Analog、Consumer、General Purpose の 4 つの事業領域を持

ち、自社ブランドの IC 製品のデザインや販売を行う。 

・ 取引先の IC 製品のデザインや販売を行う（相手先より委託）。 

・ 海外の電子ブランド品の代理販売を行う。 

＜経営理念＞ 

・ 「革新・品質・穏健・現実的」 

半導体業界において影響力のある企業であり続けるために、絶えず技術の向

上を追及する。また収益性確保にも注力し、社会的貢献を果たせる倫理観を

持った企業を目指す。 

＜主な実績＞ 

・ 国家磐石奨を受賞（1995 年、新竹サイエンスパーク内で最初） 

・ CRT Monitor デジタル制御 IC 業界トップシェア獲得（2000 年～） 

・ PC Power Supply 電源制御 IC 業界トップシェア獲得（2004 年～） 

・ デビットカードに使用するスマート SDTM 制御チップを開発（世界初、2010

年～） 

＜主な取引先＞ 

・ サムスングループ 

・ デルタ電子株式会社 

・ Chicony Electronics Co., Ltd. 

 

b. 工場見学 

・ テスト施設 

ウェハーと完成品の IC の品質テストを行っている。 

Weltrend では、厳格な品質管理体制を構築しており、品質テストは必ず 2 度実

施している。 
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IC のテスト工程（設計会社が自前のテスト施設を有するのは珍しい） 

 

c. 質疑応答 

質問① 

新規製品を開発する場合、Weltrend が顧客への提案から開始するのか、または潜

在的ユーザーが Weltrend への開発依頼をもとに開始するのか？ 

→ セールスとプロダクトマネージャーが顧客への提案を行うケースと、顧客か

ら相談されるケースの 2 通りある。 

質問② 

Weltrend の競争優位性は何か？ 

→ 林社長がマーケティングに対する深い知見と経験を持ち、競合企業にない商

品の開発を先んじて行っている。コスト競争となるため、汎用品などの競争優

位性が低い商品は取り扱わない。 

質問③ 

新技術の開発の手段として、産学連携を行っているか？ 

→ 台湾にある大学は基礎技術を専門としているため、自社に取り込むことは難

しく、産学連携は行っていない。理論的ではなく、実践的な人材を中途採用し、

新技術の開発を任せている。 

質問④ 

日本企業での競合相手はいるか？ 

→ ソニー等が IC を開発しているが、日本は規格を統一して製造を行っている。

当社は、顧客が求める規格に合わせて IC 製造を行っている。当社における IC

製造工程は分割されており、工業団地にある企業が各工程を担っている。同じ

団地内であるため、20 分以内に分納が可能である。このような中小企業型の

デザインハウスは、マーケットに近いため、素早くニーズを反映することが可

能である。 
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質問⑤ 

ドローンで用いる IC を製造しているか？ 

→ していない。 

質問⑥ 

新規顧客から製造依頼がある場合、顧客の選定を行っているか？ 

→ 1 枚当たりのウェハーから 1 万個のチップが製造されるため、数量で判断して

いる。 

質問⑦ 

TSMC（世界最大の半導体受託生産会社）との関係は？  

→ TSMC は、当社の半導体製造を 100%担っている。加えて、TSMC の会長（台

湾半導体産業の父と呼ばれる立志伝中の人物）は林社長が工業技術研究院

（ITRI）在籍時の上司で、個人的な付き合いがある。 

質問⑧ 

IC 産業における中国と台湾の関係と今後の展開についてどう考えるか？ 

→ 中国のマーケットは非常に大事である。IC が用いられる最終製品は中国で製

造されるため、台湾は中国市場を拡大しなければならない。中国政府は国内の

半導体産業に対して 1200 億人民元の投資を検討している。この投資では 12 イ

ンチウェハー製造工場を 2 つ建設できる程度の金額でしかないし、国内の競

争が激化して潰れる工場が増えるだけで価値が少ないと考える。加えて、半導

体製造に必要な電力と水の供給に対する中国のインフラが悪いため、中国内

で安定的に良質な IC を製造できるか疑問である。それよりも、中国は台湾に

投資し、中国と台湾の関係性を強化する方が良い。 

 

4) 工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute : ITRI）訪問（3月

22日） 

面会者：工業技術研究院 国際センター産業推動組管理師（博士） 簡頌恩氏 

記録者：三重野 

 

a. 研究院概要 

ITRI は台湾経済部（日本の経済産業省に相当）直轄の産業技術研究開発機関と

して 1973 年に設立された。台湾の北西部にあるハイテク産業の拠点「新竹科

学工業園区（Hsinchu Science Park）」に位置している。職員数は 5,680 名で、う

ち博士 1,345 名、修士 3,115 名が在籍している（2015 年 11 月現在）。簡氏によ

れば、保有する技術特許は 23,000 件を超え、244 社に及ぶベンチャー企業の育

成実績がある。 
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広大な敷地に建てられた高層研究棟は真っ直ぐな建物と湾曲した建物からなり、

上空から見ると「IC」の文字を模したレイアウトで建設されていた。 

 

ITRI では歴史的に IC 技術、PC 技術、新素材技術、LED 技術の順で技術研究が進

められてきたが、現在はシステム・ソフトウェア・サービスを主軸に、①スマート

ライフ（Smart Living）、②ヘルスケア（Quality Health）、③持続可能な環境（Sustainable 

Environment）の 3 つを大きな研究テーマとして掲げている。このうち、①スマー

トライフの分野では、フレキシブルエレクトロニクスの開発において、携帯型の 3D

スキャナーや高付加価値の機能性材料の開発など、未来のデジタルライフスタイ

ルを担うキーテクノロジーの創出への貢献を目指して研究が展開されている。ま

た、②ヘルスケア分野では生物製剤といったバイオメディカル分野に注力してお

り、とりわけ内視鏡手術のヘッドマウントディスプレーといった医療画像処理な

どの研究開拓の実績を重ねながら、快適なロハス社会実現への貢献を目指してい

る。③持続可能な環境については、再生可能エネルギーやバイオマスなどの分野に

注力している。エネルギー貯蔵技術の例として、高速充放電のアルミイオン電池が

挙げられる。省エネ製造技術研究を通じ、産業界と連携してグリーンで持続可能な

未来実現を目標に掲げている。 

 

b. 質疑応答 

質問① 

ITRI では何を専門にしていると言えるのか？ 

→ 様々な研究分野がある中で、最先端分野としては、ビッグデータとクラウドソ

リューションを手がけている。注目の研究分野について「センター」として個

別に立ち上げる形を採っている。 

質問② 

ITRI における資金調達の方法は？ 
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→ 運営資金全体の 50%程度を国庫が支出しており、プロジェクトごとに対して

支給される。残りの 50%は民間が出資していて、企業などから依頼を受け、資

金を受け取る形。 

質問③ 

研究の内訳として基礎・応用研究の割合は？ 

→ ITRI は日本の産業総合研究所（産総研）やドイツのフラウンホーファー研究

機構（Fraunhofer）、オランダの TNO（オランダ応用科学研究機構）に相当す

る研究機関だが、産総研やフラウンホーファーが基礎研究に力点を置くのに

対し、ITRI は応用研究に注力している。その割合は応用研究が 8 割、基礎研

究は 2 割にとどまり、企業が本当に基礎研究を行おうとする場合は ITRI では

なく大学と連携をする。あくまで ITRI の研究開発は「台湾国内の民間技術を

発展させること」が第一目標であり、そこでは“スピード”が重要なカギであ

る。よって台湾においては、研究開発スパンを長くても 1 年と据える企業が、

最低でも 5 年と捉える大学と直接組むのは難しく、スピード重視の ITRI と組

む方が効率的である、とされる。この点が産学連携の難しさでもある。 

質問④ 

ITRI における研究開発プロジェクトの実施期間は？ 

→ 最も多いのは 1 年間。しかし企業側の求めで 3 カ月間というものもある。 

質問⑤ 

ITRI のガバナンス面について。どういう研究プロジェクトが提起され、誰が決め

るのか。 

→ ITRI 内の組織で「先端技術審議会」があり、所長や主任らが各提案を見た上

でプロジェクトを決定する。残り 50%は政府の産業政策であり、研究院で決

定するが、台湾総統の意向が大きく働くこともある。 

質問⑥ 

プロジェクトに採択されない ITRI の研究者はいないのか？いればどうするの

か？ 

→ 当然存在するが、不採択という理由で即退職させることはない。その場合は数

年間、必ずしも自分が好まない内容の研究を担当することもある。 

質問⑦ 

ベンチャー企業との付き合い方は？ 

→ 「スタートアップ審議会」が存在し、ITRI の技術開発を行った研究者が投資

会社と連携し自ら創業・スピンオフして結果的にベンチャー企業の創業者と

なる事例は多い。また ITRI の人間が新しい事業にスピンインすることもある。 

質問⑧ 

「ビッグデータ」「クラウド」「センサー」という分野で、どこに力を入れている
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か？ 

→ サイバーセキュリティに力を入れていて、ビッグデータ分析を利用したスマ

ートシティ監視システムなどの研究を行っている。また、センサー研究も各研

究室が行っている。どこと連携したいかをそれぞれの研究組織が選んで決め

ている形になっている。 

 

c. 展示館見学 

展示館では ITRI の研究内容の歴史や最新の業績等について、一般の見学者に

対しても分かりやすい展示がなされていた。このうち、特筆すべき研究開発例

として簡氏は「アルミイオン電池（An ultrafast rechargeable aluminum-ion battery）」

を詳しく説明して下さった。 

 

アルミイオン電池はリチウムイオン電池に替わる次世代の電池としてアメリ

カ・スタンフォード大学と共同で開発されたもので、研究成果は『Nature』誌

で発表されている。この新しい電池については「爆発などの心配がなく安全性

が高まる」「形状が板状であり折り曲げることも可能」「3 分程度の急速充電が

可能」といった特徴がある。特許については、スタンフォード大学がアメリカ

と中国での特許を有しているのに対し、ITRI は台湾国内のみにとどまってい

る。「今後より世界の注目を集めるものになる（簡氏）」とみられる。 

 

  

 

d. 所感 

ハードとしての研究施設が大規模であることに圧倒されたのはもちろんであるが、

「スピード優先」という統一目標に、ITRI の構成員各々が意志統一を行っている

雰囲気が簡氏の説明の一言一句や展示館の諸成果から感じられ、その研究マイン

ドを十分に理解できた。また展示館の展示は成果毎にコンパクトに整えられて見

やすく、工学的知識がない文系人間の私でも興味を持つことができた。大学の研究
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成果をいかに一般向けに理解しやすいように見せることができるかがよく考えら

れた展示で、企業を相手に取り組んでいる研究組織が持ちうる姿勢であると感じ

た。（大淵） 

 

工業技術の研究機関であって、その目的は研究ではなく、あくまでも産業化を意識

したものであると感じた。こういった展示方式は日本でもメーカー企業のショー

ルームではよく見かける方法ではないか。あえて成果をわかりやすく展示する工

夫をすることによって、来場者の興味を引き、産業化のオファーに結びつく可能性

を高めることを意識しているのではないか。簡氏の説明は中心となる研究分野が

時とともに変わっていることを特に強く感じた。そう感じたのは意図的であるこ

とを暗示し、こういった姿勢が常に最先端であり続ける原動力となるものである。

（三重野） 

 

 
 

 

以上 


