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摘要 

  台鐵的經營狀況自 1970 年代起受政府的交通政策及產業政策影響，受次出

現赤字，自此以來經營變得嚴峻，從 1995 年起台灣政府即不斷地開始摸索台鐵

「民營化改革」的可行性，但以往關於台鐵的「民營化」研究，多著重於經濟・

經營的觀點來論述及分析。然而，經由台鐵歷史的探討可知，台鐵由戰前，戰

後， 1989 年的國營事業民營化，1995 年的台鐵「民營化」，各時期的台鐵受當

時的統治主體的交相影響下，各時期被附予不同的角色及定位，而經營至今，

經由歷史的研究可知，關於台鐵「民營化改革」的議題，光是從這兩個面像來

考察是不夠周嚴的。  

  本研究是以 1995 年後的台鐵「民營化改革」議論為主,以台灣政府與台鐵/

台鐵工會為中心，針對台鐵「民營化政策」的形成、轉向、延宕，以至停頓的

真正原因是起因於兩者對民營化認知差異所引起的「對立」、「合作」，「妥協」。

也藉由分析國民黨的「車路分離」政策、民進黨的「車路合一」政策、分析其

政治環境來省視民營化攺革，解明民營化何以困難，造成因難的原因為何?及如

何解決此一困境。 

  台鐵的「民營化改革」各時期，時而被推行、時而被擱置、時而被重視、

時而被輕忽、因此本研究意圖從歷史的面像著手，藉由研究與台鐵「民營化」

政策推行息息相關--政府・台鐵/台鐵工會的認知差異,並經由政府與台鐵/台鐵

工會間的對立軸線，以解明 1995 年後台鐵「民營化改革」各動向的相關性為主

要目的。 
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TRA Today and the Form of "Privatization" 
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- Based on analyzing the recognition differences of 
TRA Privatization between Government, Taiwan 
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Cheng-Lun,TSAI 
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Abstract 

Since the conversion of Traffic and industry policy in 1970s, TRA is in a state of 
deteriorated business for a long time.  Therefore, the government has constantly started to 
fumble for the feasibility of "TRA Privatization" since 1995.  But, in the past, most 
discussions of TRA’s innovation are on the point of view of economy and business.  
However, the issue of "Privatization", just like to examine these two surfaces is not enough.  
From the whole long history to observe, since pre-war, after war, the privatization of 
state-operated enterprises in 1989, till the "TRA Privatization" in 1995, TRA has different 
roles and positions by many political subjects in different periods (including government, 
political parties, nations, companies, unions, the army, etc.)   

After 1995, the “discussion” of TRA’s "Privatization", are shaped by the political 
evolution of "opposition", "compromise", "cooperation" between government and the TRA 
/ TRA union.  Therefore, when study the issue of "TRA privatization", it is necessary to 
re-call upon the formation of policy from the historical context of "political" point.  
TRA’s innovation is the most difficult of all state-owned enterprises, because the political 
and economic factors involved in are the most complex. This study explores the complex 
relations between the TRA and TRA union, and with an emphasis on solving the opposition 
between TRA and the government. Taking advantage of this research, we can understand 
the real reason of the "TRA privatization" policy formation, turning, and delay.      
While studying the historical changes of TRA by the opposition axis among Taiwan 
government, and TRA / TRA union, but also analyzing the “political” of its surrounding.  
Expect this study can make a review and suggestions on the direction of reform to TRA . 
 
Keywords: TRA, privation innovation, union, political, state-operated enterprises 
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要旨 

1970 年代以降、台湾政府の交通政策と産業政策の影響により、台湾鉄道の経営は

はじめて赤字になって、これ以来経営は悪化していた。1995 年以降になると台湾政

府は台湾鉄道の「民営化改革」の可能性を模索しはじめた。従来の台湾鉄道の「民

営化」をめぐる研究においては、その経済的・経営的側面に注目する分析が主であ

った。しかしながら、戦前、戦後、1989 年の国営事業の民営化、1995 年の台湾鉄

道の「民営化」改革といった各時期における台湾鉄道は、様々な主体
アクター

の利害や理念

とのかかわりの中で、時代ごとに多様な役割や位置づけを付与されながら経営を続

けてきた歴史がある。そのような歴史を踏まえず、経済的・経営的側面に注目する

だけでは台湾鉄道の「民営化」について十分な分析を行うことはできない。 

そこで、本稿では 1995 年以降の台湾鉄道の｢民営化改革｣推進の主体
アクター

である政府

と台湾鉄道／労働組合の交渉に照準し、台湾鉄道の「民営化政策」の形成、転向、

遅延、難航の要因は、政府と台湾鉄道労働組合との行き違いにより生じた「対立」、

「協力」、「妥協」にあることを実証する。そして、国民党政府の「車路分離民営化

改革論」と民進党政府の「車路合一民営化改革論」をめぐる民営化改革の推進の経

緯を分析し、歴史の観点から「民営化改革」を読み解くことで、なぜ「民営化」が

困難であるのか、その困難の要因と打開策を明らかにする。 

台湾鉄道の「民営化改革」という課題はある時期においては、肯定派と否定派と

の緊張関係のなかにおかれてきた。本稿は「民営化改革論」の形成に台湾政府と台

湾鉄道／労働組合の対立軸に着目し、1995 年以降の台湾鉄道の「民営化改革」をめ

ぐる諸動向の関連性を明らかにすることを目的としている。 

キーワード：台湾鉄道、民営化改革、労働組合、政治、国営事業 
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はじめに――目的と概要 

台湾鉄道1には、かつて道路整備や航空業が発達も普及もしていなかった時代に、

台湾の交通市場を独占し、旅客輸送の 7 割を占め、貨物輸送にあっては 9 割にも達

していた黄金期があった。しかし、1970 年代以降、台湾鉄道の経営は非常に厳し

くなっていく。その背景には台湾政府の交通政策と産業政策の転換がある。まず、

指摘できることとして、第 1・第 2 高速道路、「北宜高速道路」、「東西高速道路」、

「快速道路」などが続々と建設され、交通手段の多様化したことがある。近年では、

2007 年 3 月に台湾高速鉄道(台湾新幹線)が正式に運営し始めた2。また、上記の道

路建設や高速鉄道の運営だけでなく、バス、飛行機、地下鉄、高速鉄道、船舶との

競争の影響で、台湾鉄道の利用率は低下の一途をたどり、1 割台になった。そして、

台湾政府の産業政策の力点が重長厚大産業からTET-LCD、半導体などの軽薄短小の

ハイテク産業へとシフトした影響で、鉄道の貨物輸送の経営体力が弱体化した (蔡

2010a)。 新の台湾鉄道管理局副局長の言葉によれば、昨年一年間で 102 億元の赤

字が生じ、長期債務もはじめて 1000 億元を超えたという(聨合報 2011/01/26）。 

このような事態を背景に、1995 年以降行政院(内閣)は台湾鉄道管理局を所轄する

交通部(国土交通省）と台湾省交通処を連合させ、「車路分離民営化改革論」（1995

年～2001 年）と「車路合一民営化改革論」（2001～現在）という二度の「民営化改

革」3を推進した。しかし、二度の改革は暗礁に乗り上げたまま進まず、失敗に終わ

った。 

それに対して、従来の台湾鉄道の「民営化」をめぐる研究においては、その経済

                                                       
1 一般に「台湾鉄道」には、国営鉄道（官営鉄道）、私鉄、糖業鉄道、塩業鉄道、港湾施設

鉄道、鉱業鉄道、林業鉄道、五分車（手押し鉄道）、地下鉄、高速鉄道（新幹線）などが

含まれるが、本稿の研究対象は国営事業に属する「台湾鉄道管理局」の所轄鉄道に限定

し、これを「台湾鉄道」と表記する。 
2 台湾新幹線は日本の新幹線の車両技術を海外に輸出した初めてのケースで、台北市から

高雄市までの 345km を 高速度で 300km/h、100 分で結んでいる。車両は日本の新幹

線技術(700 系をベース)を導入しており、「台湾新幹線」とも呼ばれる。契約獲得にあた

って、フランス・ドイツによる欧州連合と組む台湾高鉄と、日本連合と組む中華高鉄と

が競合したが、プッシュプル方式を提示した欧州連合の方がコストが安価であったこと、

そしてフランスとのつながりを維持する必要があったことなどから、台湾高鉄は契約を

獲得し、軌道と機関車はドイツ製、客車はフランス製で設計が進められた。しかし、の

ちに韓国ゼネコン（現代建設）の手抜き工事の露見、欧州方式は地震に対する防御策が

不十分などから、日本連合に転換した。 
3 本稿において、台湾鉄道にかかわる「民営化」および「民営化改革」に言及する際に括

弧をつけるその理由は、台湾鉄道の「民営化方針」が、現段階において内部改革を中心

として進んでいる現状で、「民営化」が実行されているとは言えないからである。 
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的・経営的側面に注目する分析が主であった(陳 1998，鄭 2002)。しかしながら、

戦前から現在にかけて台湾鉄道は、様々な主体
アクター

4の利害や理念とのかかわりの中で、

時代ごとに多様な役割や位置づけを付与されながら経営が続けられてきた歴史5が

ある。そのような歴史を踏まえると、経済的・経営的側面に注目するだけでは十分

な分析を行えないことは明らかである。 

1995 年以降の台湾鉄道｢民営化改革論｣に関わる諸主体
アクター

には、政府と台湾鉄道／

労働組合を中心に、諸外国、政党(与野党)、利害団体、世論、労働者、国会議員、

学者といった多種多様な諸主体
アクター

が多く含まれている。それら諸主体
アクター

の動向とその複

雑な関係性についての分析を欠いていては、なぜ台湾鉄道の「民営化」が困難であ

ったのかを明らかにすることはできない。 

そこで本稿では、諸主体
アクター

の関係性に着目し、台湾鉄道の「民営化政策」の形成、

転向、遅延、難航の要因が政府と台湾鉄道労働組合との行き違いにより生じた「対

立」、「協力」、「妥協」にあるという仮説をたて、1995 年以降の国民党の「車路分

離民営化改革論」と民進党の「車路合一民営化改革論」の推進した経緯を分析する。

そして政治の観点から「民営化改革」を読み解き、その困難の要因と打開策を明示

していく。 

台湾鉄道の「民営化改革」は、国営事業の改革において台湾政府が抱えるもっと

も困難な問題の一つである。本稿は、その困難なコンフリクトの当事者である台湾

鉄道と労働組合内部に見られる歴史的多様性や、台湾政府との対立(葛藤)に焦点を

当て、台湾鉄道の「民営化改革」の行き詰まりについての根本的な原因を探る試み

である。また台湾鉄道の「民営化改革」という課題は 1990 年代時期においては、

肯定派と否定派との緊張関係のなかにおかれてきた。本稿では、「民営化改革論」

                                                       
4 主体という用語の語源はギリシャ語のhypokeimennであり、その意味は根底にあるもの、

基体の意で、意志に基づいて行動し他者になんらかの作用を及ぼす存在を意味する。そ

して行為者を意味する英語のアクターactor、フランス語のアクトゥールacteurはラテン

語actorを語源とし、「行為、行動、作用」を意味する語actioから派生している。著者は

台湾鉄道の歴史研究を通じて、各時期の日本、諸外国、国民党、民進党、労働組合など

といった行為主体の台湾鉄道への行動とその作用の動態を強調するために、意図的に

「主体
アクター

」という言葉を使用した。 
5
   戦前、戦後の台湾鉄道における「民営化改革」をめぐる歴史とその政治に関する研究、

台湾の国営事業・台湾鉄道「民営化」の重要年表、これに関わる著者の研究などについ

ては、http://www. arsvi.com/w/tc02.htmを参照されたい。 
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の形成の歴史のなかにある台湾政府と台湾鉄道／労働組合の対立軸に着目しつつ、

具体的には 1995 年以降の台湾鉄道の「民営化改革」をめぐる諸動向の関連性を明

らかにすることを目的にしている。 

  本稿は以下の 3 章からなるが、それぞれの概要をあらかじめ示しておく。第 1 章

では、台湾鉄道の現状について論じ、特に経営状況、競争環境、政府政策と関わる

支出について 3 部で概観する。第 2 章では、台湾鉄道労働組合の歴史と政治とのか

かわりを整理する。第 3 章では、台湾鉄道の「民営化改革論」に関する歴史を時系

列にそって、「車路分離」と「車路合一」の二段階の改革に関する政治を整理する。

以上をふまえて、1995 年以降の「民営化改革」の形成、転向、遅延、難航をめぐ

る歴史を政府と台湾鉄道・労働組合との関係から実証的に分析する。 

 

一 台湾鉄道の現状と経営悪化の政治的要素 

(一)台湾鉄道の経営状況 

 台湾鉄道の経営状況が悪化したのは、1978 年に中山高速道路が開通されてからで

あり、その年にはじめて経営業績が赤字になった。その後、台湾政府の交通政策は

道路建設を重視したことや、バス、飛行機、地下鉄、高速鉄道、船舶、そして自動

車の普及6にともなう運輸構造の激変の影響により、台湾鉄道の利用率は一段と低下

していった。そして、産業政策が転換したことも、台湾鉄道の貨物輸送に大きな打

撃を与えた。 

また、台湾鉄道管理局長の職が天下り人事に利用されるなど、台湾鉄道の経営は

長い期間にわたって法令や政治から干渉を受ける状態にあった。そのため、台湾鉄

道管理局は、長期間にわたって安定したリーダーシップを発揮できない状況にあっ

た。 

  このような背景にあって、台湾鉄道は毎年平均 100 億元以上の赤字を出してきた

（石 2003）。国営事業のなかで長期債務の累積が も多くなり、2011 年現在におい

て 1000 億元を超えた。赤字の要因として、台湾鉄道の営業 km 数の 1090.6km、駅

数 217 駅のうち 51 駅がローカル線、つまり人口の少ない地域にあることが、その

                                                       
6 交通部運輸研究所（2009a）『台湾地域歴年人口及汽車持有数』の統計によれば、台湾の

自動車保有率は 1980 年に 40 台/千人から 2007 年に 295 台/千人へ大幅に増加している。

平均的に 3.5 人のうちに自動車 1 台を持っている比率である。 
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要因として指摘されている(張 2005: 68)。また、2007 年 3 月の台湾高速鉄道の開通

にともない、台湾鉄道の経営環境は一層厳しくなった。表 1 が示すように、2007

年の高速鉄道開通の前後を比較すると、台湾鉄道輸送成長率はマイナスになってい

る。今後、高速鉄道のほかに、台北、高雄、台中、桃園などの都市の MRT(地下鉄)

が続々と開通する予定である。台湾鉄道にとって、今後の交通業界の厳しい競争に

耐えられるような効率のよい経営体制を作り出すことは、喫緊の課題であろう。 

 

表 1 台湾鉄道輸送成長統計                単位：％ 
年別 2004 年 2005

年 
2006
年 

2007 年 2008
年 

年成長率 7.25 1.50 －1.69 －4.30 －2.45 
注）出典：台湾鉄道管理局， 2009,『台湾鉄路統計年報』をもとに 

著者が日本語表記で再構成したもの。 

 

 現在、台湾鉄道は現有の組織内で様々な改革を実行している。ダイヤの改正、列

車の種類の簡略化、新しい列車の購入、関連商品の開発、記念切符の発売、駅の開

発、観光列車の増発、サービスの向上といった改革を行い、毎年 120 億元の赤字が

100 億元にまで縮小するという成果が見えてきた。これに続いて、国営事業体制と

しての優遇運賃、不採算路線の経営、退職金支出、膨大なインフラ設備維持・投資、

長期債務の返還と利子の支出といった台湾政府の政策をめぐる支出が削減できれ

ば、経営体制の改善によりいっそうの効果が見込まれると考えられる。 

しかし、これらの台湾政府の政策に基づく支出は社会福祉、安価で普遍的なサー

ビス、雇用創出による社会の安定、他国との関係の考慮といった文脈からなされた

側面もあった。このような支出は、公共性の維持から見れば、重要かつ必要なもの

である。今後、台湾鉄道の経営正常化を達成するには、台湾政府が政策に基づいて

生じた費用と責任とを、確実に国家に負わせることができるかどうかが重要になっ

てくる。このことは「民営化改革」の成敗を決める鍵にもなる(蔡 2010b)。次節で

は台湾政府の政策に関わる支出を詳しく分析し、台湾鉄道の経営を悪化させる要因

について検証する。 
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(二) 政府政策と関わる支出――予算と政治からの干渉 

戦後の台湾鉄道の支出比率は、当時の国益を誘導するという政府の政策方針に合

わせて、退役軍人の雇用提供、車両の購入、優遇運賃の設定、不採算路線の経営、

不必要なインフラ整備・投資などの分野が非常に高かった。表 2 が示すように、毎

年の 300 億元余りの支出の中に、車両の購入は毎年およそ支出の 7％ 7を占めてい

る。戦後の退役軍人の大規模な雇用もあって台湾鉄道の退職金支出はおよそ 15％と

なっている。また、優遇運賃の実施による毎年の支出は 15％である。さらに、不採

算路線経営により 3％、インフラ整備により 15％の支出になった。 

上記の支出は、雇用の確保、社会の安定化、他国との友好関係の構築・維持、安

価で普遍的なサービスの提供といった成果をもたらした。このような成果はとくに

公共性の維持という観点から、重要かつ必要な支出である。「民営化改革」に直面

している台湾鉄道にとって、今後これらの成果をどのように維持するのか、維持す

るさいの責任の帰属先はどこなのか、経営状況の弱体化にどう対処すべきかといっ

た問題はその経営改善において重要な鍵を握っている。 

 

表 2 台湾鉄道経営損益表                                   単位：億元 
年別 

項目 
1998 年 
決算数 

1999 年 
決算数 

2000 年 
決算数 

2001 年 
決算数 

2002 年 
決算数 

平均数 

収入 211.21 222.01 237.90 213.40 230.99 223.10 
支出 318.34 312.72 332.34 339.84 325.64 325.78 
当年度の赤字 －107.13 －90.71 －94.44 －126.44 －94.65 －102.68 
1．優遇運賃 50.06 46.16 43.54 46.29 46.34 46.48 
2．不採算路線経営 7.83 7.39 7.51 7.45 6.87 7.42 
3．退職金支出 50.06 46.16 43.54 46.29 46.34 46.48 
4．インフラ・設備維

持 
54.52 55.81 57.38 50.43 50.77 53.78 

5．長期債務利息支出 31.85 26.93 24.89 27.06 21.22 26.39 
注）出典：石(2003)の表をもとに著者が日本語表記で再構成したもの。 

 

1 車両の購入とインフラ整備の投資 

台湾政府は台湾鉄道の車両購入に際して、特定の国家の商品を指示してきた。主

に貿易摩擦を緩和するためにアメリカの車両が選択されてきたが、このほかにも国

                                                       
7 表 2 のインフラ・設備維持の 4 割は車両などの設備購入と施設の減価償却費用である。 
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交政策の思惑が介在しており、友好関係の維持への配慮から日本、韓国、ドイツ、

イギリス、イタリア、フランスの車両が購入されてきた。各国の技術と列車の規格

の差が非常に大きいため、のちの車両の手入れと維持に台湾鉄道側は多大なコスト

を負担してきた(蔡 2010b: 202-3)。事実、台湾鉄道は毎年インフラ整備と施設の維

持をするために、毎年 55 億元も出費している(石 2003）。 

他国の状況を参照すると、鉄道会社の負担を軽減し鉄道の安全性を確保するため

に、軌道設備などのインフラ整備やその維持を国家が担っている状況がよく見られ

る。鉄道は道路と同じく、一般の人々の交通手段である。また、自動車や飛行機よ

りエネルギー消費が少なく、環境への負荷も少ないという特徴から、今後の天然資

源の希少化を考慮にいれれば、それは保護される必要があるだろう。この点から、

道路事業のように設備の維持、更新、建設、安全性にかかるコストとその責任は政

府に委託するという意見もある(蔡 2009)。しかし、現実において台湾では、そうし

た責任と負担は国家ではなく鉄道会社が負っている。こうした台湾政府の国交政策

と交通政策のもとで台湾鉄道の経営コストは高騰し、経営的に非常に不利な状況に

おかれている。 

 

２ 退職金の支出と長期債務の累積 

第二次大戦後、共産党との戦いに敗退した国民党政府は 200 万人の軍民とともに

台湾に渡ってきた。台湾鉄道は 10 万人の退役軍人と国民党党員に雇用を提供した

が、適正人数の倍以上の復員者を無理に雇用した結果、人件費、特に退職金の負担

が大幅に増加した。 

 白素琴（2008）の研究によれば、上記の背景から台湾鉄道は数十年間新規採用を

一切行ってこなかった。その結果、2007 年には従業員数が 1 万 2619 人になり、半

減している。確かに新規に雇った従業員はほとんどいないため、新規採用にともな

う人件費の負担は増加しない。とはいえ、しかしながら表 3 が示すように、従業員

の高齢化という事態を招いてしまっている。2008 年の台湾鉄道従業員年齢統計表

によると、従業員年齢の 40 才～45 才の比率は全体の 14.87％で、45 才～50 才は

24.69％、50 才～55 才は 24.06％となっており、40 才以上の構成率は 83.09％に達

している。表 3 によれば、50 代以上の従業員数は 5 割ほどの割合をしめており、

今後は、退職金の負担が経営を圧迫すると予想される(白 2008)。事実、表 4 で示さ
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れているように、年々、退職金が増加していることがわかる。 

 1988 年に労働基準法が改定され、退職金の負担額は毎年 10 億元ずつ増加してい

る。しかし、戦後 60 年間一貫して国営事業であった台湾鉄道は、全収入を国庫に

納めてきたため、退職金の準備はなされていない。ちなみにその退職金であるが、

昨年一年間だけでも 69 億元の支出となっており、経営的に台湾鉄道にとって も

重い負担になっている。 

 台湾鉄道の抱える債務は主に退職金と長期・短期債務から構成されており、これ

らは台湾政府が 30 年来採用してきた政策と制度から生じた「負の遺産」として評

価することができる。今後、台湾鉄道の改革を推進する際には、この長期債務を国

家に担わせ、別の機関を設けて処置すべきと考える。 

 

表 3  2009 年度台湾鉄道従業員年齢統計         単位：人；％ 
年齢 人数（人） 百分率（％） 

20 以下 2 0.02 
20～30 1680 5.28 
30～40 1851 14.39 
40～50 4247 33.01 
50～60 5237 40.70 
60 以上 849 6.60 
平均年齢 47.86 

注）出典：台湾鉄道管理局，2009,『台湾鉄路統計年報』をもとに著者が再構成し

たもの。 

 

表 4 台湾鉄道退職金負担費用統計                                                  

従業員数(人) 人件費 

(百万元) 

項目 

年度 

小計 在職 退撫 小計 在職 退撫 

現職者の退

職金負担(元

/人) 
1993 35,506 19,778 15,728 14,599 11,159 3,440 173,931 
1994 34,827 19,030 15,797 14,201 10,677 3,524 185,181 
1995 34,137 18,356 15,781 16,120 12,261 3,859 210,231 
1996 33,798 18,029 15,769 17,111 12,486 4,625 256,531 
1997 33,101 17,459 15,642 17,380 12,511 4,869 278,882 
1998 33,174 17,588 15,586 18,672 12,970 5,702 324,198 
1999 32,577 17,195 15,382 18,214 13,108 5,106 296,947 
2000 32,096 16,928 15,168 19,516 13,719 5,797 342,450 
2001 31,349 16,143 15,206 20,199 14,134 6,065 375,705 
2002 30,280 15,097 15,183 18,492 12,553 5,939 393,389 

注）出典：石(2003)の表をもとに著者が日本語表記で再構成したもの。 

3 運賃改正問題と優遇運賃制度 
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戦後、台湾鉄道は国営事業として社会の安定化を求められ、国民に安価で便利な

大量輸送を安全に提供することが求められてきた。そのため、台湾鉄道自体に経営

状況を改善する権利やコストに応じた運賃を改正する権限持たなく、1995年に 0.96

元/kmから 1.06 元/kmと調整して以来、15 年間も運賃の適正価格について検討され

ていない。また、台湾鉄道の営業収入の本業ともいえる旅客輸送の営業収入の状況

を反映できなかった結果、その収入構造には不均衡が生じている。台湾鉄道の運輸

構成の特徴として、長中距離運輸である「自強号・莒光号」 8が総輸送量のわずか

30%しかないにもかかわらず、営業収入の 70%に達することが表 5 を見るとわかる。

これに対し短距離運輸の「復興号・通勤電車」は総輸送量の 70%でありながら、全

営業収入の 30%しか占めていない。つまり、総輸送量の 3 割しか占めていない中・

長距離旅客輸送が営業収入の 7 割を占める反面、総輸送量の 7 割を占める都市間の

短距離旅客輸送の営業収入における割合が 3 割にとどまっており、車種別の総輸送

量と営業収入のバランスが悪いものとなっている。 

このような事態は、台湾鉄道が運賃計算において距離比例法を採用しているため

である。近い将来、台湾鉄道は台湾高速鉄道によって長中距離運輸の市場が減少す

ると考えられ、この状況を是正するには、台湾鉄道に運賃改定の権限が与えられる

必要があり、運賃計算の基礎となっている距離比例法についても検討する必要があ

る。ゆえに経営の正常化には早期の運賃構成の改訂が必要であると考える(蔡 2005）。 

一方、「高齢者福祉法第 22 条と障害者保護法第 50 条によると、「65 歳以上の高

齢者や身心障害者とその同伴者に対して半価の優遇運賃で提供する義務が課せら

れる」ことになっている。かつて軍人・公務員・教師に対して優遇運賃制度を適用

されることがあり、政府の社会福祉政策であるにもかかわらず、その支出費用を台

湾鉄道に負担させてきた歴史がある。この事態は国家が一企業に福祉施策の財源を

担わせているということを示す。少なくとも、現在において、公共性の高い事業に

ついてどのように財源を調達するかという議論が省かれており、台湾鉄道の財源が

国家政策によって動かされているといえる(蔡 2005）。今日、軍人などに対する優遇

運賃制度は廃止されたが、この制度によって生じた不利益は長期債務となっており、

今も台湾鉄道の経営を悪化させる要因となっている。これら運賃制度や優遇運賃制

                                                       
8  「自強号・莒光号」は日本の急行・快速列車に相当する車種であり、「復興号・普通車」

は各駅停車列車に相当するものである。 
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度の是正なしに台湾鉄道の経営正常化は不可能である(張 2005)。 

 

表 5 台湾鉄道における車種別営業収入 
年度 合計 自強号 莒光号 復興号（通勤電

車） 
普通電車 他の収入

毎日平均収入（万元） 
1999 年 4438.7 2164.8 867.6 1206.7 140.1 59.6 
2000 年 4717.8 2345.6 910.3 1261.9 147.3 52.7 
2001 年 4475.1 2182.0 964.3 1170.6 117.9 40.3 
2002 年 4304.8 2102.8 958.4 1115.1 95.6 31.8 
2003 年 3899.3 1937.2 795.5 1065.8 74.0 26.9 

比率（％） 
1999 年 100 48.77 19.55 27.18 3.16 1.34 
2000 年 100 49.72 19.30 26.75 3.12 1.12 
2001 年 100 48.76 21.55 26.16 2.64 0.90 
2002 年 100 48.86 22.27 25.91 2.22 0.74 
2003 年 100 49.68 20.40 27.33 1.90 0.69 
注）出典：台湾鉄道管理局『台湾鉄路統計年報』(2003)の表をもとに著者が日本語表記で再

構成したもの。 

 

4 ローカル線問題と不採算経営問題 

台湾鉄道管理局は 1948 年に成立し、台湾省政府に経営委託したのちに行政院交

通部の国営事業に属している。経営と施設はすべて国有であり、その形態は典型的

な国営鉄道といえる。憲法に定められる『国営・公営』の目的は「人民の生存を世

話する義務を果たす」ことにあると大法官会議は解釈している。台湾鉄道は 200 あ

まりの駅を保有しているが、その 4 分の 1 はローカル線・支線の駅である。普遍的

なサービス提供を維持するために、毎年平均 7 億元の赤字が出ている(石 2003）。し

かしながら、台湾鉄道は地域の住民の交通権を確保するために、毎年一定の損失を

出しながらも、ローカル線の運営を維持している。 

今後、健全な経営体質を構築していくためには、地方公共団体と中央政府とが毎

年の予算から台湾鉄道の損失を補填するシステムが必要である。ドイツやフランス

などの国では、公正性・公共性の観点からローカル線地域の住民の交通権を守るた

めに、毎年の国家予算から鉄道の損失を補填する制度がある。このような公共的性

格を持つ事業の財源については、どのような公共的討議によって正当化されるべき

なのかが、重要な課題としてある(林 2003)。台湾鉄道が経営の正常化を達成するに
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は、国家に政府の政策施策の財源を一企業に負担させることを止めさせる必要があ

る。 

 

二 台湾鉄道労働組合の歴史 

(一) 戦後から戒厳令解除までの台湾鉄道労働組合  

1949 年に国共内戦で台湾へ敗退してきた国民党政府は、共産党と闘争した経験

から農民運動や工人（労働）運動を強く警戒していた。それゆえ台湾の労働組合は、

戒厳法が解除される 1987 年まで、労働組合としての機能はつよく規制されていた。

大体の労働組合はその機能を規制されていたが、とりわけ国営事業の労働組合に対

する規制は厳しかった。例えば、国営事業の従業員は、労働者と公務員の身分を兼

ねているとされ、行政院台 79 労字第 37527 函によれば、「公務員と労働者の身分を

兼ねている者は労働組合の合法ストライキに参加できない」と規定されていた。こ

の条文からもわかるように、国営事業の従業員は労働三権(団結権、団体交渉権、ス

トライキ権)を自由に行使することができなかった。そのため、国営事業の労働組合

は「形式労働組合」と呼ばれていた(楊 1996)。 

1958 年以来、台湾の経済政策は「輸入代替工業化」から「輸出志向工業化」に

転換した。経済発展期の台湾は、輸出市場の開拓と外国顧客との関係を築くために、

積極的に外国資本を誘致し、国内の投資環境を安定化させようとした。穏やかな投

資環境には、まず低賃金で規律良好な労働者が必要であり、台湾政府の労働組合へ

のコントロールはさらに強まっていった。 

ところで、戦後すぐの時期において、台湾鉄道にも労働組合があった。この労働

組合には、党の支部(鉄道党部)が置かれたりもした。1947 年 4 月に「台湾省鉄道特

別党部」の同意で、同年の 8 月 14 日に「台湾省鉄道工会」(台湾省台湾鉄道労働組

合)が正式に成立されている。これの現在の会員数は 1 万 4 千人あまりいる。しかし

ながら、台湾鉄道労働組合は、選挙動員の組織として活用され、長らく国家の力に

強く縛られた発展する余地のない形式的な存在でしかなかった。 

 

(二) 戒厳令解除後の台湾鉄道労働組合  

1949 年から 1987 年まで共産党の浸透活動を防ぐために 38 年もの間、戒厳令が

敷かれた。この期間に国家権力が乱用され、人民の基本的な権利が保障されること
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もなく、労働組合の機能・活動も大きく制限された。しかし、蒋経国元総統は台湾

島内の情勢を考えて、戒厳令の解除を宣言し、これ以来、中国大陸への往来、結党、

新聞紙発行、労働組合に対する管制は相当緩和された。 

戒厳後、政府部門の公権力が弱まる反面、労働組合の力は強くなっていった。1987

年の「五一労働節」(勤労感謝の日)には、台湾鉄道労働組合は工党と民進党などの

政治団体や学者の力を借りて、「労働人権宣言」が起草され、そして 1988 年には「組

合自主宣言」が発表された。1989 年以降、国営事業の民営化に反対するために、

いくつかの労働団体が設立される。1994 年に「交通事業工会聨合会」が、1997 年

には「公営事業産業工会聨合会」、1999 年に「公営事業工会大聯盟」、2000 年に「全

国産業総工会」が結成された。台湾鉄道労働組合はこれらの団体の重要成員であり、

その活動に重大な役割を果たしてきた。戒厳令解除後の台湾鉄道労働組合は完全に

国家の統制から脱却し、自立の道を歩んできた。民営化反対運動に参加する際、現

代民主国家の投票制度を用いて政治の力を巧妙に利用し、台湾鉄道の労働者の権利

を保護してきた(楊 2006: 42-43)。 

 

三 台湾鉄道「民営化改革」政策の制定とその政治 

 第 1 章では、台湾鉄道の経営が、いかに政府の政策と関連しており、その影響を

受けてきたかを実証した。そして台湾政府の政策に関する支出が台湾鉄道の経営に

多大な悪影響を与えていることを検証した。本章では、台湾鉄道「民営化改革」政

策の形成、実行、難航、転向、そして遅延していく経緯について究明し、民営化政

策の困難の要因が、政府と台湾鉄道労働組合との行き違いにより生じた「対立」、「協

力」、「妥協」にあるという仮説を実証する。 

 

(一)台湾鉄道「民営化改革」政策の歴史 

台湾鉄道の改革の歴史は 1970 年代後期から「行政院経済建設委員会」のもとで

台湾鉄道組織内における一連の改革案が提出されたことから始まった。一つ目は、

1978 年に西ドイツの鉄道顧問会社に委託するという「台湾鉄道管理局財務構造及

営運管理之研究― 終報告」がある。しかしこれは当時の台湾鉄道は官庁の怠慢で

改革が進まなかった。二つ目は、1980 年に「台湾鉄道整理委員会」が設立され、

この組織によって組織縮減、従業員のリストラ、駅の削減などの改革を行ったこと

 

現在の台湾鉄道と「民営化改革論」の形成 
―民営化改革における政府側・台湾鉄道側／労働組合側の行き違いを中心に―

271



がある。しかしこれは大きな成果をあげなかった。三つ目は、1988 年に「台湾鉄

道監理委員会」を創設したことがある。だが、これも、台湾鉄道に改革の権限を与

えなかったためにその成果はなかった。四つ目は、1994 年に「台鉄業務改進方案

審査小組」が設立されたことである。この組織はひたすらに体制内の改革を実行し

た。しかし、体制内の改革は行政上の安定を求めることを前提としていたために、

局部的かつ内部的な改革にしかならなかった。そのため、これも具体的な成果は収

められなかった。これらの組織の設立は、組織内改革を表すものでもあるが、実際

には、台湾鉄道が中央立法院議員と省政府議員との緊張関係9を緩和するために設立

した組織でもあった(張 2005; 林 2003; 蔡 2010a）。 

台湾政府は有効的に民営化政策を推進するために 1989 年 7 月に「行政院公営事

業民営化推動専案小組」を設置した。この組織は、行政院経済建設委員会主任委員

を召集人として、専門家や学者を集めただけでなく経済部、財政部、国庫署、経建

会計画処を統合し、民営化に関連する法令や民営化方針、民営化執行方案などを審

議するものであった。 

台湾鉄道の統計によれば 1998 年から 2004 年までの平均収入は 220 億元、平均支

出は 330 億元であり、毎年 100 億元以上の損失が出ている。そして退職金には 967

億元の支出が必要であり、2004 年まで長期債務の累積はすでに 1223 億元を超えて

いる（張 2005）。台湾鉄道の経営状況は極めて厳しく、1996 年以降「国家発展会議」

の決議で正式に台湾鉄道管理局の「民営化改革」の対象になった。1995 年には、

国民党の「車路分離民営化改革論」、（以下、「車路分離」と明記）2001 年民進党の

「車路合一民営化改革論」（以下、「車路合一」と明記）が実行されている。本節で

は、この「車路分離」と「車路合一」の二度の「民営化改革論」の形成、遅延、転

向、難航の歴史を分析する。 

  

1 「車路分離民営化改革論」の形成（1995 年～2001 年） 

国民党政府は政治上、中国に対して「民主台湾」を誇示する意欲を潜在させてき

た。そして国民党政府は、50 年間の長期政権に対する国民の不満を解消するために、

国民党政府の台湾化、政治的民主化にともなう経済の自由化・民主化の一環である

                                                       
9 当時、中央政府と台湾省政府は台湾鉄道の帰属問題、そして利益問題について論争し、

いまだ緊張関係にある。 
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「自由化、国際化、制度化」の経済発展方針を打ち出すことで、国民の支持を得よ

うとした。その一環として、国営事業の民営化の推進があった。1988 年 7 月に「行

政院公営事業民営化推動専案小組」が成立されると、これを契機に一連の民営化改

革がはじまった。国民党第 13 回全国党代表大会で「国営事業の民営化開放」の決

議が採択された。1989 年 7 月には国営事業の非効率な経営が政府の財政負担を生

みだすとされ、この財政問題を解決する目的で 1996 年の「国家発展会議」以降、

台湾鉄道や台湾汽車を経営状況の悪化した国営事業として正式に民営化の対象と

していった。1995 年 9 月には、交通部と台湾省政府が台湾鉄道の経営を改善する

ために、共同で「部省専案小組」を立ち上げ、台湾鉄道に「車路分離民営化案」を

提出した。この民営化案がいわゆる第 1 回台湾鉄道「民営化改革」である。1996

年 6 月に交通部のシンクタンクである交通部運輸研究所も国際情勢を鑑みて各国の

国鉄改革、とくにイギリスの経験を参照し、「車路分離」の報告として台湾政府に

提出した。改革案の内容に関しては、1998 年 2 月 14 日の行政院第 909 次会議の決

議で、「台湾鉄道は 2000 年まで公司化し、そして 2002 年 6 月に民営化すべき」と

決められていた。 

「車路分離」というのは鉄道の所有権と経営権を分離し、政府側が鉄道の基礎建

設と投資を担当し、民間業者の負担を軽減するというものである。これは、業者に、

経営の効率化はもとよりサービスの品質向上、列車の安全性・時間性といった旅客

輸送の本来の業務に専念させるための改革案であった。つまり、現在の台湾鉄道を

二つの組織を分離して、１つは官営の組織である「台湾鉄道局」が、インフラ設備

の維持や更新だけでなく民間業者の監督や長期債務の返済、従業員の再就職、土地

資産の処理などの業務を担当し、もう一つの民間業者の組織「台湾鉄道株式会社」

は、鉄道の運営や多角経営、駅の経営などの業務を担当するというものである。 

1999 年には、台湾鉄道自身も「民営化推動小組」を創設しており、この組織は

「車路分離改革案」に反対する労働組合との折衝を行うことを主な目的とする組織

であった(林 2003; 白 2008; 蔡 2010b; 張 2005）。 

 

2 「車路合一民営化改革論」への転向（2001～現在） 

国民党政府時代に定めた「車路分離民営化案」（「車路分離」）は、2000 年 5 月に

台湾史上初めて政権交代を果たした民進党政府によって、その政策方針が大きく転
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向した。2001 年 3 月の、台湾鉄道労働組合の反発によって、「車路分離」の政策方

針は一転して「車路合一民営化改革案」（「車路合一」）に転向した。当時採用して

いたイギリスの国鉄改革は、重大な大脱線事故の発生や設備老朽化にともなう不祥

事の多発によって廃止され、これに伴い日本国鉄道と似た修正案が提起された。そ

して民営化の期限が 2007 年 6 月にまで延期された。しかし、「車路合一」の改革案

は、民間業者が所有権と経営権を同時に行使する必要があり、台湾鉄道が膨大な未

処置資産と長期債務を抱えている現実から見れば、相当な資本がなければ長期経営

の可能性が低いと判断されるものであった。この改革案の提出によって、台湾鉄道

の「民営化」はいっそう困難なものとなった。 

民進党政府は、台湾鉄道労働組合の意見を配慮する一方で、政党自身の思惑で「車

路合一」を支持するようになる。たとえば、新改革案を推進する過程で、天下り人

事によって党の勢力を国営事業へと広げようとし、国営事業への党の支配力を強化

しようとした。これは政治上の権力や威厳を確立し、友好財団との関係を構築する

ためになされたことである。このことから新しい台湾鉄道「民営化改革」案の改定

は、政党の支配力の確立や、新しい権力を構築する意図が含まれたものでもあった。

(趙 2004: 111)。 

台湾鉄道の「民営化改革論」の歴史を概観してみると、国民党と民進党の両政党

ともそれぞれの政権下において、台湾鉄道改革を国家政策の道具を見なし、政党の

利益を 大化し、追求しようとしていたことが伺える。いずれの改革案も政党の政

治的利益と政商関係の構築という思惑が裏に潜んでいた。 

 

(二)台湾鉄道「民営化改革」政策の執行とその政治 

1 「車路分離」政策遅延の理由（1995 年～2001 年）  

(1)財団化10と党産化への疑惑 

 戦前から、日本の資産の一部が国民党省党部に接収されてきた歴史があり、この

歴史から国民党には国家資産と党資産とを混同する傾向があった。このことは、当

時の野党であった民進党に批判されてきており、国営事業の民営化を促進する要因

ともなっている(劉 2003; 蔡 2010a)。しかし、中華電信、台湾機械、陽明海運、台

                                                       
10  ここの「財団化」という用語は特定の政党が特定の企業に対し利益輸送することを指す。金融グ

ループ化とも呼ばれる。 
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湾人寿、中興紙業などの国営事業が民営化された際、事業体の株式が国民党と友好

関係にある財団に所持されることは、世論からつよい批判を浴びた。また、中工と

中石化が威京グループに買収される一案については、威京グループの責任者である

沈慶京が国民党中央委員という地位を悪用したことに加えて、中工と中石化の経営

資金を株式市場に流用し、投資しようとした事件もある。沈は国民党中央財政委員

会の役職を兼ねていることもあり、この国営事業の財団化についても非難された。

また、国民党と由縁ぶかい中華開発は 20 件余りの国営事業の民営化に介入してお

り、株式売却計画に参入することは国家財産の党産化という疑惑を招いていた。国

民党政府は巧妙に民営化政策を推進すると同時に、国営事業の株式の一部を党営事

業として運営しようとしたり、友好関係にある財団に株式を移転しようとしてきた。

このような国民党の財団化や株式運用は、国家財産の党産化の疑惑をまねき選挙の

時には、つねに指摘されるものであった(趙 2004: 65; 北波 2004)。 

 

(2)精省問題―-企画権は労働組合へ 

 日本国鉄とイギリス国鉄の民営化改革をみると、それらの国々は鉄道の民営化を

遂行する際に「中央主導」の方式で行っている。各国のリーダーは鉄道の民営化の

際に重要なポストについていた。日本の元首相である中曽根康弘は、国鉄の民営化

の過程で指導者としてのリーダーシップを発揮し、民営化を完成させたのである。 

しかし、台湾鉄道の「民営化改革」は、台湾省の「精省」という政治闘争の背景の

もと、民営化企画の権能は台湾鉄道自身に委ねられた。1994 年の台湾省長選挙と

1996 年の大統領選挙以降、中央と台湾省の管轄権問題が生じ、これがのちの権力

闘争、政治闘争問題に発展した。中央と地方の職権と資源とが重なり対立する事案

が出てくると、両者の関係が悪化しはじめた。この政治闘争時、当時の台湾省政府

は民営化する事業体を数多く抱えており、その対応に追われていた。そのため、こ

の当時、台湾鉄道の民営化における「中央指導」の執行方式をあきらめざるを得な

い状況だった。このような背景の下で「被民営化対象である台湾鉄道」に、民営化

の企画と執行プロセスの権利が授権された。台湾鉄道の管轄にある行政院と交通部

は、民営化の監督と指導の役割を演じるだけであった(鍾 2006)。ちなみに台湾鉄道

労働組合は、一貫して民営化に反対する立場にあり、このことは民営化政策の推進

が難航する一因でもあった。 
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(3)選挙の配慮 

 2000 年の大統領選挙の 10 日前に、当時交通部長であった林豊正は台湾鉄道労働

組合の幹部と会談し、その会談で林は 2002 年の改革日程の延長に同意した。そし

て、国民党大統領立候補であった連戦は、「台湾鉄道労働組合の代表大会で、もし

民営化の条件がまだ揃わないなら、無理やりに民営化を遂行することはしない」と

いう態度を示した。また、同じく無所属の大統領立候補あった宋楚瑜は、「政府が

民営化問題を処置するときに企業に丸投げするやり方はできない」とのべ、従業員

の権益が損なわれないこと、財団化問題、事業の状況に応じて対応を決めるべきこ

とを訴えた。民進党の大統領立候補であった陳水扁は、従業員の工作権、民営化監

督委員会の問題や党産化の問題を強調した(鍾 2006)。各政党の立候補者からは、選

挙の配慮からか台湾鉄道の「民営化」問題に対して保留の態度が伺えた。大統領選

挙と重なって、巧妙に輿論の関心を呼んだことで台湾鉄道労働組合の主張が政治的

機会に恵まれていたことが考えられる(北波 2004)。 

 

2 「車路合一」政策難航の背景（2001～現在） 

(1)台湾鉄道労働組合の反発――911 ストライキ表決活動 

 台湾鉄道の労働組合は、工作権の確保問題で一貫して民営化政策に反対する立場

を取り続けてきた。労働組合が徹底的に民営化に反対するその理由は、台湾が欧米

諸国と比べて労働三権への保護が不足しているというものである。中華工程の前例

11をからもわかるように、民営化後、労働者の工作権の保障は非常に重要な問題で

ある。このような社会背景のもとで台湾鉄道の労働組合は、民営化後の事後問題か

ら、工作権の保障のために労働争議を起こした。2003 年 9 月 11 日に労働基本法第

37 条、そして工作規則第 40 条の規則に従って会員大会を召集した。これは 1947

年の台湾鉄道労働組合の結成以来はじめての、つまりは第 1 回目の会員大会であっ

た。そしてこの出来事は、台湾の労働運動史上、初めてのストライキである。この

出来事は海外の国々から注目され、ロシア、インド、日本、フランスなどの労働組

合、国際労工聯盟からも応援の手紙が送られたほどである。そしてその 911 の会員

大会で、ストライキ表決活動が行われた。9 月 11 日は台湾にとって重要な祝日――

                                                       
11 中華工程が民営化された際に、「正社員ではない」という理由で契約工の従業員 1700 名

をリストラの対象とした事件。 

 

台灣應用日語研究第八期

276



中秋節であり、その当日、会員大会を召集し、そこでは 2004 年の旧正月にストラ

イキ活動を決行すること、台湾政府の交通政策が台湾高速鉄道に偏ることに対して

抗議することを表決したのである。表決された決議案を投票する際には、会員の過

半数 7839 人が参加し、そのうち 7812 人の賛成を得て可決された(趙 2004: 121)。 

民進党政府は、国民の権利と 2004 年の大統領選挙に配慮し、台湾鉄道の「民営

化」を延期することを労働組合に承諾した。2003 年 12 月 11 日の院台交字第

0920093777 号函によれば、「1.台湾鉄道の債務、従業員退職金などの歴史的な負担

はすべて政府が受け継ぐこと。2.政府政策による優遇運賃、不採算経営は全額政府

が補填すること。3.インフラの維持と建設、維持費用、車両の購入などは政府が負

担すること」と明記された。いままで未解決であったほとんどの歴史的・公共的負

担が政府側に移転されることが承諾されたのである。これからの民営化については

まず、経営の効率化を図り、企業化を進める必要がある。将来主、客観の条件 12が

揃えるなら、民営化の日程について議論する結論となった。現在において、台湾鉄

道の「民営化」政策は、労働組合の圧力によって未完成のものとなっている。 

 

(2)政府の財政状況 

 台湾経済研究院 13の研究によれば 1989 年から 2001 までの 26 件の国営事業体の

民営化に支出された費用は、総計 1391 億元でありそれは政府収入の 36％を占めて

いた。この支出が政府の財務において大きな負担であることは容易に推測できる(鍾

2006)。 

台湾鉄道の場合から見れば、台湾鉄道の長期債務は 1200 億元をこえて、退職金負

担も 1000 億元、そして利子の負担、設備更新・維持、優遇運賃などの支出などを

含めると、総計 1800 億元以上の支出が必要になってくる。この債務のすべてを、

政府がすぐに負担することは、現在の政府収入から鑑みても不可能である。そのた

め台湾鉄道の「民営化計画」は、一時的に停止せざるを得ないものである(趙 2004)。 

 

                                                       
12  ここの主、客の条件というのは主要に台湾鉄道の経営効率化、そして台湾鉄道の労働組

合からの了承を指す。 
13 台経院は 1976 年 9 月に創立され、台湾の独立学術研究機構である。主要に国内・外の経 

済と産業経済の研究に従事している。この研究成果を政府、企業、学術界に提供し、台

湾経済の発展を促進することを目的としている。 
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(3)台湾鉄道労働組合は政府への不信感 

公営事業民営化移転条例によれば、国営事業の民営化の形式は当該事業体の株式

上場または資産売却をその方法とすると定めている。政府資本が 50％以下に減資さ

れれば民営化の基準を満たすと定義している。政府は各事業体の状況をはっきり把

握していないまま、一律に株式と資産売却の方式で国営事業の民営化を推進してき

た。国営事業を民間に移転する際にあまり金銭補償に依存し、従業員の再就職・転

職計画を立てずに推進してきた。ゆえに、台湾鉄道労働組合は、従業員の工作権の

確保問題に対して、台湾政府に強い不信感をもっている。 

 

 

おわりに――結論と今後の課題 

 本稿では「車路分離民営化改革論」（1995 年～2001 年）と「車路合一民営化改

革論」（2001～現在）の二時期を考察した。その結果、「民営化」は政府と労働組合

の対立という構造だけで理解できるほど単純ではなく、「協力」や「妥協」などさ

まざまな政治的要素がはらんでいたことが明らかとなった。台湾鉄道の「民営化改

革」政策の形成には、「政治改革」、「国民の支持」、「財政負担の軽減」の 3 つの政

治上の理由が挙げられる。そして政策の遅延には「財団化・党産化への疑惑」、「労

働組合の反対」、「精省の政治闘争」、「選挙の配慮」などの要因があった。政策の転

向には「政権交代」、「労働組合の反発」、「国営事業への支配」という政治的要素が

あった。政策の難航した理由には「労組の 911 ストライキ表決活動」、「財務状況」、

「労組は政府への不信感」があった。民営化計画の形成、遅延、転向、そして難航

する経緯について、当事者である政府と台湾鉄道労働組合との行き違いにより生じ

た「対立」、「協力」、「妥協」に、その要因があることを実証した。 

また、国民党の「車路分離民営化改革論」と民進党の「車路合一民営化改革論」

の歴史をつぶさに検討した結果、台湾鉄道が民営化の道に進むべきかどうかという

ことは、各政党・政府の意識で決められていくものであることが明らかとなった。

そして台湾鉄道労働組合の一貫して民営化に反対し続けた姿勢は民営化政策の推

進を左右した重要な要因であった。 

以上から、台湾鉄道の「民営化」を考究するには、政府と台湾鉄道労働組合とが

せめぎ合う政治的な局面にも注目する必要性を指摘することができる。本稿の研究
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で、民営化改革における台湾政府と台湾鉄道／労働組合の行き違いは民営化の進展

を阻む大きな要因を検証した。 

本稿では、民営化改革に対する政府と台湾鉄道／労働組合の認識の相違が民営化

政策の実行を遅延させた主要な理由であることを明らかにしたが、一方で、いかに

両方の認識の差を縮めるのかという重要な課題も残されている。民営化改革にむけ

る台湾政府と台湾鉄道側／労働組合に対する筆者の提案 14を示すことを本稿の結論

とする。 

台湾政府側にとって、政治改革と財政上の配慮は重要である。しかし、各国との

関係を重視して国営事業の政策を作成していくことは大切であるが、外国の圧迫・

圧力によって拙速に民営化が図られることは避けなければならない。とくに台湾鉄

道のような公益性が高い事業は、市民の交通権を確保するために普遍的サービスを

継続的に提供していく必要がある。諸外国の圧力によって拙速に「民営化」を達成

しようとするあまり、社会的弱者の切捨てが生じ、社会格差が広がるおそれがある。

鉄道の民営化改革は、単に政府株式を売却すれば民営化が成立するというものでは

なく、現在においてもまだその方法は確立されていない。世界各国の民営化をみて

も適切な民営化の定義とその方法はいまだ模索段階にある（北波 2004）。ゆえに世

界の潮流に盲従するのではなく、台湾鉄道の歴史的な背景を十分に理解して民営化

を考察することが肝要になってくる。 

そして、政府の財政負担の軽減だけを求めて、一律に国営事業の株式と資産売却

の方式を通して民営化を達成することは、台湾鉄道労働組合の不満を買うおそれが

ある。台湾政府は従業員の再就職や工作権の確保に配慮しなければならない。政府

と労働組合の互いの不信感を解消することは民営化政策の推進にとって重要なこ

とである。今後、民営化政策を策定・推進する際には、政府、政党、台湾鉄道など

の関係者のほかに、台湾鉄道労働組合の意見にも耳を傾けることは重要かつ必要な

ことである。 

 台湾鉄道側／労働組合側にとって、これまで一貫して工作権の確保を理由に民営

化に反対してきた立場について考えなおす必要がある。台湾鉄道の旅客輸送におけ

                                                       
14 民営化についての台湾政府と台湾鉄道／労働組合との認識の差をどう縮めるかの問題

については紙幅の制限により、本稿でその詳しい内容と議論について論じることはでき

ない。そのことは別途、稿を改めて論じる。ここでは本稿の論旨に重要かつ必要な要素

と思われることしか記述していない。 

 

現在の台湾鉄道と「民営化改革論」の形成 
―民営化改革における政府側・台湾鉄道側／労働組合側の行き違いを中心に―

279



る利用率は 盛期の 7 割から 2 割ほどに落ちた。しかし、安定かつ安価なサービス

を提供することで、長期にわたって国民に信頼されてきた。とくに正月などの帰省

時期において、国民にとって台湾鉄道は不可欠な存在である。今後も安定かつ安価

なサービスの提供を存続していくためには徹底的な改革が必要である。台湾鉄道労

働組合はまず台湾鉄道という事業体が持続して存在できることを踏まえて、工作権

の確保を求める信念を持たなければならない。 

 今後、台湾政府と台湾鉄道／労働組合との間にある民営化についての認識の相違

を縮めることで互いのコンセンサスを達成することは台湾鉄道の改革にとって必

要不可欠なことである。 

今後、台湾政府は、台湾鉄道労働組合との折衝を通じて、公共的議論を行うべき

である。しかしながら、台湾鉄道の改革後においても、鉄道の安全保障に抵触する

問題は残ると予想される。民営化後の台湾鉄道は「企業性」を追求するあまりに、

「安全性」を維持することをなおざりにする恐れがある。政府が鉄道の「安全性」

をどのように確保し、それを監督する機制をどう作っていくのかは、今後の考察の

課題としてある。そのためにも、改革のあり方やその内容、両者の折衝に関して、

観察・考察することは非常に意義があることと考える。 
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歴史的・政策的な文脈のもとで、展開されてきた台湾鉄道 

戦前 戦後から 1989 年まで 
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植民地鉄道（近代鉄道）の支配と産業 
①植民地主義とグローバリゼーション 
（中核による周辺の支配と収奪） 
②国民・国家統制 
（植民地台湾の統制強化） 
③鉄道の発達 
（軍事・防衛の需要） 
④旅客輸送の重視 
（移民、物資輸送） 
⑤産業政策（軍事用途） 
植民地主義（帝国主義）とグローバル化 
国民統制・支配 
＊経済との関連性 
 
主体
アクター

：日本（台湾総督府） 

＊国営事業の任務性 
①産業構造の変化 
（政府の産業政策、重長厚大の工業から軽
薄短小のハイテク産業へ） 
②交通手段の多様化 
（政府の交通政策、道路建設重視、地下鉄、
高速鉄道の育成） 
→国営事業の経営効率低下 
多くは国営事業として統制され、経済の再
編に達した。 
 
＊接収と国有化 
＊党産化争議 
 
主体
アクター

：台湾政府（国民党政府） 
1989 年を中心に 1995 年から現在まで 

国内：長期債務、労働組合、産業・交通構
造、労働意識、政治上の要因、法令の制限、
環境保護 
国際：外国改革の刺激、新自由主義、WTO
加盟、対米貿易摩擦、外資の導入、政治改
革など 
 
グローバル化による国際進出、格差問題 
民営化賛成者：非効率、負担増 
民営化反対者：公共性、弱者の切り捨て問
題 
 
 
主体
アクター

：台湾政府（国民党）、諸外国 

『車路分離民営化改革論』（1995 年～2001
年） 
『車路合一民営化改革論』（2001～現在） 
＊台湾鉄道「民営化政策」の形成、遅延、
転向、難航に関わる政治→政府と労組との
行き違いの分析を中心に 
 
＊政策と関わる支出： 
内部：戦後の退役軍人収容、優遇運賃、不
採算路線経営、不必要なインフラ整備など
外部：車両購入、対中自由化の誇示など 
 
主体
アクター

：台湾政府（国民党、民進党政府）、

台湾鉄道、台湾鉄道労働組合など 

 

 

現在の台湾鉄道と「民営化改革論」の形成 
―民営化改革における政府側・台湾鉄道側／労働組合側の行き違いを中心に―
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