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台湾・高知県防災フォーラムに参加して 

 

第一コンサルタンツ 楠本雅博 

 

 

1．はじめに 

平成 28 年 10 月 23 日から 27 日まで、台湾の台北

市、高雄市、台南市において、台湾・高知県防災フォ

ーラム・パネルディスカッション、防災セミナー、防災製

品・技術商談会および大学・民間企業との技術交流会

が高知県主催で実施された。 

台湾での商談会は今年で 3 年目である。高知県訪

問団は、尾崎知事を始め、危機管理部、商工労働部、

工業振興課、産業振興センター、貿易協会および防

災関連企業 6 社の総勢 32 名である。 

第一コンサルタンツは現在株式会社高知丸高と共

同で維持管理に関する製品を開発中であり、現在は

販売可能な製品はない。今回は高知丸高の技術支援

と台湾官産学との技術交流を目的として参加した。 

 

表 1 台湾・高知県防災フォーラム等の日程 

日付 主な行事 

10/23 空路：高知→羽田→台湾松山空港 

台湾民進党幹部との夕食懇親会 

10/24 台湾行政院公共工程委員会表敬訪問 

台北市にて防災フォーラム、商談会 

台湾関係団体との夕食会 

10/25  新幹線：台北市→高雄市 

高雄市にて防災セミナー、商談会 

台湾関係団体との夕食会 

10/26  バス：高雄市→台南市 

國立成功大学を視察、表敬訪問 

台湾民間企業訪問（技術交流） 

 新幹線：台南市→台北市 

10/27  空路：桃園國際空港→成田→高知 

 

2．第 1日目 

高知龍馬空港に集合し、羽田空港経由で、台湾松

山空港に移動した。余談になるが、羽田空港から台湾

松山空港までの全日空の機材はボーイング 787 であ

った。この機材には日本のカーボンファイバーが使用

されていることで有名である。今回の機材は国際線仕

様によるものか、トイレにウォシュレットが装備されてい

た。ウォシュレット愛用者の筆者にはありがたい装備だ

った。 

台湾松山空港に到着後、ホテルにチェックインした。

滞在したホテルは「老爺會舘台北林森」である。老人

会館ではない。これで「ロイヤルイン台北林森」と読む

そうだ。また、このホテルのバスルームにはバスタブが

ない、シャワーのみである。これに関しては賛否の分か

れるところである。 

ホテルに荷物を置き、台湾民進党幹部との夕食懇

談会が行われるアンバサダーホテルに向かった。アン

バサダーホテルは「台北國賓大飯店」と書く。漢字表

記からホテルの雰囲気が読み取れる。 

 

尾崎知事と談話中の施委員（左から 2日目） 

 

施義芳立法委員と筆者 
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夕食懇親会は、尾崎知事主催で行われ、台湾民進

党の立法委員である施義芳氏(Shih, Yi-Fang)氏が出

席された。立法委員は日本の国会議員に当たる。施

氏は建設技術に精通した唯一の立法委員であるとの

紹介があった。施氏の話を聞いて、紹介内容に間違い

がないことがすぐ理解できた。 

施委員の性格か、夕食懇親会は終始和やかな雰囲

気で、活発な意見交換が行われた。施委員には、す

べての参加者に対して、あたかも昔からの友人であっ

たかの如く接して頂いた。台湾までの移動の疲れも感

じないほど、非常に有意義な夕食懇親会であった。 

 

3．第 2日目 

午前中、台湾行政院公共工程委員会を表敬訪問し

た。日本では国土交通省に当たる政府機関である。今

回の台湾・高知県防災フォーラムの開催に関しては、

同委員会の全面的な協力を頂いたとの事である。表敬

訪問には、昨夜お逢いした施委員も同席して頂いた。 

表敬訪問では、技術處の林傑副處長を始めとする

技術職員の方にお逢いし、今回のフォーラムの目的や

参加企業の製品紹介をさせて頂いた。公共工程委員

会のご協力により、午後開催したフォーラムには、多数

の行政機関の職員が参加されていた。 

午後のフォーラムは、台北市の台北國際會議中心

で開催された。会場からは台北 101 の堂々たる眺望を

見上げることができた。 

フォーラムでは、尾崎知事から「防災先進県『高知』

の取り組み」として講演が行われた。尾崎知事のプレ

ゼンテーションが優れていることは噂として聞いたこと

があった。実際に聞かせて頂いて、防災に関してはあ

る程度の知識を持っていると思っていた私でも引き込

まれる魅力があった。表現力・説得力ともにすばらしい

プレゼンテーションであり、高知県訪問団の一員として

少し誇らしい気持ちになった。 

尾崎知事の講演に続き、台湾内政部消防署長の陳

文龍署長より「台湾における防災対策の現状と課題」と

題する講演があった。同時通訳によるためか、防災に

関する具体的なものは聞き取れず、防災システム全体

の概要に関する一般的な講演であったように思う。 

講演の中で気になったのは、「離災」というキーワー

ドが出てくるが、避難に関するシステムがないことであ

る。災害発生を警告するシステムがあり、復旧に関する

システムはあるが、本来この間にあるべき避難に関す

るシステムはなかった。 

講演に続き、「日台双方の防災力向上に向けて意

見交換」と題するパネルディスカッションが行われた。 

 

防災フォーラムで講演中の尾崎知事 

 

同時開催のパネルディスカッション 

コーディネーターは銘傳大学 都市計画・防災学系

客座教授の陳亮全先生（写真左端）、台湾側登壇者

は官代表として講演して頂いた陳署長（写真左から 3

人目）と、産代表として台湾防災産業協会理事長の周

天穎氏（写真左から 2 人目）である。高知県側の登壇

者は、尾崎知事（写真右から 2 人目）と京都大学防災

研究所教授牧紀男氏（写真右端）である。牧教授は、

高知県訪問団の一員として参加された。 

パネルディスカッションでは、両国の防災に関する

過去の技術交流、今後両国で取り組むべき課題など

について活発な意見交換が行われた。私が特に印象

に残った内容について記載する。 

 

〇 台湾においても風水害の対策はほぼ出来上がっ

ているが、地震の対策はまだである。地震のシミュ

レーションはやっているが、防災システムに組み込

まれていない。 

〇 台湾において防災用品の備蓄という意識は行政も

民間も低い。 

〇 過去の地震では、阪神→台湾→新潟と両国の技

術交流が行われ、守るための技術はほぼ出来上が

っているが、発災後の対応はまだまだである。 

〇 風水害の対応システムはできているが、近年大規
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模化、激化の傾向があり、システムの見直しが必要

である。 

〇 BCP/BCM の目的は命を守る、財産を守る、地域

産業を守るの 3 点であり、人口減少社会において

は地域産業を守ることが重要である。 

 

パネルディスカッション後の聴講者からの質問に対

して、尾崎知事から「高知県では現在受援システムの

構築に取り組んでいる」との回答があった。台湾では

防災システムは既に構築されているが、被災時にシス

テムが期待どおりに機能するのか不安に思っている聴

講者が多いように感じた。 

パネルディスカッション終了後、別室にて防災製品・

技術の商談会が開催された。事前に予約されていた

企業以外の訪問は少なかった。台湾の民間企業が直

接防災に係わろうとする意識は、まだ低いのではない

だろうか。 

夜は、台湾関係団体を招待した夕食会が開催され

た。私の隣の席は、國立中央大学の土木工程學系教

授である王仲宇先生だった。王先生には今年 7 月に

台湾中央大学を表敬訪問した際に始めてお逢いし

た。 

王先生は橋梁関係の維持管理を専門としており、7

月の表敬訪問時には、維持管理に関する本を頂いた。

中国語で書かれた本であるが、調査から解析まで細か

く書かれており、非常に参考になるものである。 

王先生は温厚かつ物静かな方である。自分の祖先

は日本人だったと言い切るほどの親日家である。本年

11 月に高知県で開催される「第 5 回高知ものづくり総

合技術展」に来賓として高知に来られるという事であっ

た。 

王先生は残念ながらお酒を飲まれないが、精一杯

のおもてなしをしたいと考えている。 

 

台湾関連団体との夕食会 

 

 

4．第 3日目 

午前中、台北市から高雄市まで台湾新幹線で移動

した。台湾新幹線に乗るのは始めてではないが、日本

の新幹線と同様の快適性を感じることができる。 

高雄では、「台湾・高知県防災セミナーin 高雄」と題

してセミナーおよび高知県参加企業のプレゼンが行わ

れた。 

セミナーでは、高知県商工労働部の中澤一眞部長

が挨拶を、高知県危機管理部の渡辺副部長が「防災

先進県『高知』の取り組む」と題する講演が行われた。

渡辺副部長のプレゼン資料は前日の尾崎知事が使用

したものと同じであったが、より具体的なプレゼンテー

ションであった。知事のプレゼンは力強さを、副部長の

プレゼンは繊細さを感じた。同じ資料であっても、説明

の仕方、話し方により印象が異なることを感じた。 

 

高知県の講演の後、國立高雄第一科技大学 榮建

系副教授の廬之偉先生から「台湾における防災対策

の現状と課題について」と題する講演が行われた。 

廬先生は、今年 2 月に発生した高雄美濃地震の現

地調査でお世話になった。京都大学の木村研究室で

学ばれていた事もあり、日本語も堪能である。技術的

な話しをする際に通訳を介すると真意が伝わっている

か不安な場合がある。やはり直接会話ができるというの

はコミュニケーションに重要である。少なくとも英会話ぐ

らいはできるようになっておくべきだった。 

廬先生は、今年 4 月 18 日に高知県橋梁会が開催し

た「平成 28 年度第 1 回高知県防災関連交流会・第 1

回高知県橋梁会研修会」で、「2016 高雄美濃地震に

おける建築の被害」について講演をして頂いた。高知

県と台湾の学会の橋渡しとして、いろいろな面で大変

お世話になっている先生である。 

セミナー会場は聴講者 100 名で予定されていたが、

高雄第一科技大学の学生を含め130名以上の聴講者

が集まる盛大なセミナーとなった。 

講演に引き続き、参加企業 5 社のプレゼンが行われ

た。高雄では台北のような商談会は行われなかった。

参加企業の製品を展示・紹介するスペースを設けてい

たが、来訪者は台北と同様に少なかった。ただし、来

訪して頂いた方は防災関連製品を積極的に導入した

い方であり、中身のある商談ができたようである。 

夜は、高雄市の関連団体を招待した夕食会が開催

された。高雄市側の参加者が少なかったのが残念で

ある。廬先生も所用のため参加頂けなかった。 
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中澤商工労働部長の挨拶 

 

渡辺危機管理部副部長の講演 

 

高雄第一科技大学 廬先生の講演 

 

会場一杯の聴講者 

5．第 4日目 

宿泊地である高雄市から台南市までバスで移動し

た。台湾では高速道路が整備されており、移動は大変

便利である。高架橋も多く見られるが、コンクリート表面

の状態があまりよくない。断面修復された箇所が見ら

れたが、モルタルを無理矢理擦り付けたような状態の

箇所もある。建設技術自体は日本とほぼ同じであると

推測されるが、維持管理面ではやや後進のように思え

た。 

台南市では國立成功大学を表敬訪問した。成功大

学の前身は、日本の台湾総統府により 1931 年に創立

された台南高等工業学校である。1928 年に台北に設

立された台湾大学に継ぐ台湾第 2 の大学である。 

成功大学では、防災研究中心と水工試験所を視察

した。防災研究中心では、災害の調査から解析、復旧

対策まで幅広く研究している。以前、台北の中央大学

を訪問した時にも思ったが、防災に関するセンサや通

信などの ICT 技術は日本よりも進んでいるのではない

だろうか。成功大学では、京都大学の防災研究所を始

め、日本の大学とも親密に連携している。高知工科大

学からもよく来られているとの事であり、磯部学長もよく

ご存じであった。 

 

室内での技術交流の後、水工試験所の中を見せて

頂いた。空港にある飛行機の格納庫のような大きな試

験所の中には、巨大の実験用水槽が設置されていた。

最大 1/35 の模型での実験が可能であるとの事であり、

巨大な水槽の各所に港湾や漁港の模型が設置されて

いた。 

また、屋外には延長 300m の水路形造波装置があっ

た。この規模の造波装置は世界的にもこことドイツにし

かないとの話しであった。日本のフジテレビからも津波

の実験取材が行われておりビデオを見せて頂いた。ま

た、近日日本テレビも取材にくるとの事であった。 

 

工学分野において実験は重要である。近年コンピュ

ータによる数値シミュレーションが盛んに行われている

が、数値シミュレーションのみに依存すると物体の本来

の挙動がわからなくなる。パラメータ１つで結果をどうに

でもできるからである。これに対して、成功大学では実

験とシミュレーションが併用されており、工学系研究施

設の本来あるべき姿だと思った。 

成功大学の出身者は台湾でも成功した人材が多く、

年間 400～500 億円という規模の寄附があり、これを使

って先進的な研究がなされているとの事であった。 
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成功大学の表敬訪問、技術交流 

 

水工試験所内の巨大な実験水槽 

 

水槽内に設置された漁港模型 

 

延長 300mの巨大な造波装置 

 

 

午後は台南市で開発中の新吉工業区の開発現場

事務所において技術交流会が開催された。この開発

現場は 123.26km2 に及ぶ広大なものであり、液状化が

懸念されるとの話しであった。両国の技術的なプレゼ

ンを行い、交流を行った。 

 

6．第 5日目 

5 日目は企業毎の独自行動となった。私は同行した

株式会社高知丸高の高野会長、小西課長、陳さんと

共に桃園國際空港から空路帰途についた。 

 

7．おわりに 

私は今まで製品を販売するという事を意識したこと

がなかった。台湾・高知防災フォーラムに参加し、売る

という事は造ることと同等以上に努力が必要であること

を身にしみて感じた。 

プレゼンでは技術的な面よりも、ユーザーのメリット

を強調したものでなければならない事。日本で開発さ

れたものを無理強いするのではなく、現地に合わせた

カスタマイズが可能でなければならない事。こちらの技

術を売り込むのと同時に、相手のもつ技術を適切に評

価し、取り入れる姿勢を持つ事。などである。 

台湾・高知県防災フォーラムは、防災製品の商談会

として始まったが、3 年目の今年はフォーラムやセミナ

ーなどの技術交流が積極的に行われた。日本におい

ても、台湾においても産官学の連携は必須となってい

る。今年の高知県訪問団には、唯一京都大学の牧先

生が参加されているが、今後は高知大学、高知工科

大学などを含めて交流の輪を拡げる必要があるので

はないだろうか。 

また、当社のような非製造業者が、台湾に商圏を拡

大する方法として下記 2 つの方法がある。 

① 技術開発を行い、新技術を製品として提供する。 

② 日本にある技術や製品の中から、台湾が必要とす

るものを、台湾に合ったものに加工し提供する。 

  

 今回、台湾・高知県防災フォーラム等に参加させて

頂いた経験、知識、人脈を糧として、来年の訪問時に

は当社独自の製品・技術を提供できるようにしたいと考

えている。 

 最後に、台湾・高知県防災フォーラム等に関係する

高知県および台湾関係各位に心より感謝します。 

（楠本雅博拝） 


