
産業リーダーの皆様、こんにちは。 

 台南市政府が2014年5月に発行した投資情報メールマガジンは、業界・
産業そして技術関連の情報を提供して各界から大きな反響を得ました。
台南市政府は永続的奉仕の精神をもって、弛まず励み、常に新しく豊富
な内容のメールマガジンを続けていきます。また、台南市は皆様の産業
政策に対するご意見やご提案を常に歓迎いたします。今後ともご指導ご
鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

台南市政府経済発展局 

産業動態 

 5月のメールマガジンでも言及しましたが、台南市はハイテクノロジー産
業における優先発展産業として、オプトエレクトロニクス、集積回路、バイ
オテクノロジー、グリーンエネルギーを含む4大産業クラスタに注目し、主
要な発展方向としています。前二回では台南市のバイオテクノロジー産業と
グリーンエネルギー産業の現況を紹介しました。今回はさらに掘り下げて太
陽光発電製造産業を紹介します。 

一、総体的環境分析 

(1) 経営環境情勢 
 台湾政府は対内的に「太陽光発電屋根百万計画」を推進し内需市場の拡大、
そして対外では「太陽光発電海外市場拡大行動計画」を進め海外の端末シス
テム市場の拡大を図っています。ツインエンジン式で産業の持続的成長を促
進しています。しかし中国メーカーが低価格を武器に各国の市場を席巻して、
他国企業の巨大な経営圧力となっています。2013年12月31日にはドイツの
ソーラーワールドAGのアメリカ子会社が中国及び台湾の太陽光発電メーカー
に対する反補助金と反ダンピングに関して申し立てを起こし、アメリカ商務
省はこれを受けて調査を行うことになり、その裁定は2014年6月に下される予
定となっています。 



 

(2) 国内市場概況 
 台湾メーカーは第2四半期の受注状況が良好なことから、2014年第2四
半期の太陽光発電製造業の生産高と売上高は2桁の年間成長率を維持する
見通しです。国内外の太陽電池の需要増加が見込まれ、製品価格が安定
している環境で、当産業は2014年第2四半期の輸出入数は前年同期に比べ
成長していると推測されます。多結晶シリコンの価格上昇はありません
が、太陽電池の価格は政府の補助金縮小に起因して大幅な値上げが簡単
ではないことから、2014年第2四半期の生産コスト圧力は軽減されないで
しょう。 
 2014年1～3月は国外からの注文増加と一部企業の前期実績の低さもあ
り、台湾の太陽光発電製造業の主要メーカーの連結営業利益の合算は前
年同期より70.43％増の364.64億台湾ドルでした。2014年3月から太陽電
池の価格に下落傾向が見られましたが、台湾国内外の太陽電池の需要は
安定的に増加しており、2014年第2四半期の電池製造業主要メーカーの連
結営業収益の合計は前年同期比2桁の成長となる見込みです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 注：中美矽晶、綠能、合晶、茂迪、益通、昱晶、新日光、太極能源、 
   昇陽科、碩禾の計10社。2012年から連結営業収益値。 

二、動向と展望 
(1) 中国の太陽電池産業チェーンによる増産が懸念されており、2014年下

半期の製品価格傾向の変数となっています。幸い、2014年上半期の景
気見通しが良好に推移しているので、2014年の台湾の太陽光発電製造
業の生産高と売上高は前年比2桁成長を維持できる見通しです。 

<出典：台湾経済研究院産経資料庫> 

<図1 太陽光発電産業主要メーカー営業収益合計> 



 

(2) 2013年から太陽エネルギー市況は好転しており、台湾国内外の主要企
業は次々に生産拡充計画を実行し始めました。本来財務困難で生産停
止をしていた中国企業も製品代金を流入し地方政府の支持の下、操業
を再開する兆しも見られます。もし太陽電池業界全体の拡張が無秩序
であれば2011～2012年の生産過剰の二の舞となる恐れがあります。総
体的には、ヨーロッパの太陽電池建設量は楽観できませんが、中国と
日本の太陽電池需要は依然強く、拠って2014年世界需要の成長は持続
する見通しです。そしてアメリカ、日本などの国では高効率ソーラー
セルとモジュールの需要が高いです。これらのことは台湾企業の世界
シェア拡大の梃入れとなります。 

三、台南への投資の優勢と機会 
(1) 南部サイエンスパーク製造業の転換、整った産業チェーン：薄膜電池、

シリコン電池、シリコンチップ、シリコン材料の川上・川中・川下
メーカーはすべて台湾南部に工場があります。 

(2) 台湾南部の充足した日照：台湾北・中部に比べ、台南地区は日照量が
多いです。 

(3) 既存産業クラスターの優勢：金属鉄鋼、小型製造業、システム周辺の
支援が可能な企業など、川下である太陽光発電メーカーとの協力が双
方により高い成果を生み出します。 

(4) 台南市政府は「台南市ソーラーシティ推進計画」を全面展開し、「台
南市政府グリーンエネルギープロジェクト推進オフィス」を設立しま
した。台南をグリーンエネルギーを運用する国際的モデル都市とする
ため、そしてソーラーシティが低炭素都市の象徴となるよう、太陽光
発電システムを広範囲に設置して、メーカーの技術能力を蓄積、そし
て関連産業の発展を促します。 

(5) 欧米が中国製品に課した反補助金と反ダンピングの制裁により、中国
メーカーは生産設備の一部を台湾に設けて生産しています。 

(6) 太陽光発電の需要成長は政府の補助政策による普及促進が拠り所であ
り、数年来日本の市場政策の恩恵を受けています。 

(7) 競争力を持たないメーカーの淘汰が始まっており、市場が健全に安定
して運営されていることは、現在台湾メーカーの最大のメリットと
なっています。 

 
 
 
 
 

一、台南市の人口動態 

投資情報 



 

 2014年4月末の台南市戸籍人口は1,883,102人、総戸数664,400戶、一戸当
たりの平均人口2.83人、総人口は昨年末の1,883,208人に比べ106人減少、行
政区画37区中11区が人口増加となり、中でも善化区が最多の5.71％、ついで
安南区が3.66％の増加となっています。 
 
二、南部サイエンスパークの概況 
 2014年第1四半期時点で南部サイエンスパークが投資を承認した企業は351
社、2013年第4四半期の347社から4社(1.15％)増加しました。業種別ではオ
プトエレクトロニクス産業が111社と最多で31.62％、ついでバイオテクノロ
ジー産業が85社で24.22％を占めています。従業員数は71,010人、2013年第4
四半期の64,9009人に比べ6,101人(9.40％)増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、営利事業登記社数と売上高 
(1) 2014年2月の台南市における営利事業登記社数は100,676社、売上高

321,664百万台湾ドルです。 
(2) 2014年2月の営利事業登記社数は1月の100,624社に比べ52社(0.05％)増

加しており、前年同月の98,767社に比べると1,909社(1.93％)の増加と
なっています。業種別では、卸売・小売業が49,859社で49.52%、ついで
製造業が12,456社で12.37%を占めています。 
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<図2 南部サイエンスパーク投資承認企業数> 
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(3) 台南市2014年2月の営利事業売上高は、2013年12月の375,643百万台湾ドルに
比べ53,998百万台湾ドル(14.37%)の減少、前年同月の312,174百万台湾ドル
に比べると9,470百万台湾ドル(3.03%)の増加となっています。業種別では、
製造業が最多の151,850百万台湾ドルで47.21%、ついで卸売・小売業が
108,503百万台湾ドルで33.73%を占めています 

一、台南市管理職創新学院系列講座―2014年8月まで 
 台南市は施振榮氏、嚴長壽氏など著名な企業家をお招きして、貴重な知識や経験を披露
していただく講座を開催いたします。 
「賴清德市長の言葉：健全な企業体質とニッチな競争力のみがグローバル企業の挑戦に立
ち向かうことができます。海外展開を考える上で企業の向上以外に生存の道はありません。
台南市政府はこの催事をとおして市内企業の国際競争力が強化されること希望します。」 
詳細はこちら http://www.tainan.gov.tw/economic/ 
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 2013年末 347 30 110 83 23 80 4 17    64,909  6,151.3 

 2013年 第1四半期 329 28 103 81 21 76 4 16    64,464  1,386.2 

            第2四半期 333 28 104 83 22 76 4 16    66,207  1,578.5 

            第3四半期 340 29 107 83 23 78 4 16    67,993  1,554.1 

            第4四半期 347 30 110 83 23 80 4 17    64,909  1,632.5 

 2014年 第1四半期 351 31 111 85 23 80 4 17    71,010  … 

     第1四半期前年比 22 3 8 4 2 4 - 1 6,546  … 

     第1四半期前年比(％) 6.69 10.71 7.77 4.94 9.52 5.26 - 6.25 10.15  … 

<表1 南部サイエンスパーク業種別営業統計> 

<以上資料の出典：台南市政府主計處、南部サイエンスパーク管理局> 
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