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はじめに
　本稿では、最近の台湾の賃金事情につい
て、中華民国政府1によって公表された統計
データからアプローチする。まず、最近の経
済成長状況を俯瞰し、次に労働市場、さら
に産業別の平均賃金の推移、初任給と焦点
を絞りながら賃金の現状を把握する。加え
て最低賃金や労働運動など市場外要因も含
めて考察し、台湾における賃金の実態を浮
き彫りにする。

１.   近年の台湾における経済成長と産業構
造の特徴

　まず、賃金を決定する背景となる経済成
長状況を確認する。図1に示したように、リ
ーマンショックからV字回復して以降、10年

間の台湾経済は比較的堅調に成長しており、
年平均の成長率は4.1%である。同統計によ
れば、その間の消費者物価指数の上昇幅は
年率0.9%であるから、実質値でも相当の成
長率を確保していると言える。また、産業構
造に特徴があり、2012年以降、サービス業
の比率が下がり、工業の比率が上昇してい
る。半導体製造大手のTSMC（台湾セミコ
ンダクター・マニュファクチュアリング）に
代表されるIT関連企業の成長が著しいため
である。製造業が名目国内総生産（以後
GDPと略す）に占める割合は、2012年は
27.2%であったが、2020年には31.5%にまで
上昇した。一方、サービス業でも工業に比
べれば成長率が鈍るものの、新型コロナウ
イルスの封じ込めに一定程度成功している
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図１ 近年の名目国内総生産（GDP）と産業別構成比の推移

： 棒グラフ）

出所）中華民國立法院主計局統計資訊網「國民所得及經濟成長」から筆者作成。＊NT$（ニュー台湾ドル。台湾の通貨）
の為替レートは 2021 年 9 月 23 日現在、1NT$=3.91 円である。４倍すれば日本円での価値に概算できる。
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こともあって、2020年も年率1.8%の成長率を
維持している。

２． 台湾における労働市場の変化と特徴
　図2では労働市場の概況を示した。台湾で
は少子高齢化が進展しつつあるが、人口は
増加を続けており、労働力人口も増加傾向
にある。また、高学歴化が進んでいるのも
特徴の一つである。中華民国内政部の提供
する2020年の人口統計調査によれば25-29歳
の若年者のうち67.6%が4年制大学の学歴を
もち、8.8%が修士以上の学歴を持つ。労働
力人口において専門的知識を擁す高学歴の
人材が蓄積されている。2012年以来の景気

回復を受けて失業率は低下傾向にあり、概
ね低水準で推移している。同統計によれば、
中卒、高卒、専科（日本でいう高専や短大）
卒に比較して、大卒以上、特に4年制大学の
学歴を持つ者の失業率が2020年では5.48%と
比較的高い水準にあり、急激な高学歴化に
伴う学歴と雇用のミスマッチが懸念されて
いる2。
　他方で大学院卒の失業率は3.10%と比較的
低いことから、大学院まで進学することによ
って就職が有利になる側面も看取できる。

３． 台湾における平均賃金と産業格差
　図3に示したように、賃金は年平均1.8%で

図２　学歴別労働力人口と失業率の推移
（千人：棒グラフ）

出所）中華民國立法院主計局統計資訊網「人力資源統計調査 109 年」から筆者作成。

図 3 　平均賃金（月当たり）の推移と雇用者報酬の割合
（NT＄：折線グラフ）

出所）平均賃金は中華民國立法院主計局統計資訊網「人力資源統計調査」から、雇用者報酬の割合は「國民所得
及經濟成長」から、筆者作成。
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成長を続けている。
　賃金の上昇が顕著になった2017年以降、
GDPに占める雇用者報酬の割合も上昇して
いる3。
　また、産業別平均賃金の推移を見れば、
金融保険業は高賃金産業で平均2.3%と成長
幅が大きいことがわかる。卸売小売業でも
2.3%、製造業では2.1%であったが、低賃金
産業である宿泊・外食サービス業では1.8%
にとどまり、低賃金産業の賃金上昇幅は高
賃金産業の賃金成長に及ばず、結果として
産業別賃金の格差が拡大していることがわ
かる。

４． 産業内の職種による賃金格差
　安定的な賃金成長をみせる製造業である
が、職種別に見ると均等に成長しているわ
けではないことがわかる。表1-1に示したよ

うに、同じ産業でも職種別の賃金の格差が
あって、その格差が拡大したことがわかる。
製造業における準専門職にあたる専門助手・
技術職の平均所定内賃金は5年間4で14.6%上
昇したのに対し、工場労働者を中心とする
技能・機械操作職は8.6%、非熟練労働者に
ついては6.8%に留まった。高賃金職の賃金
がさらに高くなり、低賃金はそれなりに上昇
した結果として、賃金格差が広がる現象が
同産業内の職種間でも確認できる。
　製造業の中でも半導体などを生産する電
子部品製造業では、賃金上昇幅が大きい。
成長著しい当該産業では工場労働者の賃金
も大きく上昇し、管理監督者の賃金も製造
業平均より1.25倍高い。
　表1-2では、さらに細かく職種別賃金を見
る。大卒以上が多い職種（以下、上位職と
呼ぶ）である、管理監督職、専門職、専門

表 1-1　製造業と電子部品製造業における賃金変化

表 1-2　上位職における賃金と上昇幅

出所）表 1-1、1-2 ともに中華民國勞動部「職類別薪資調査」より筆者作成。
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助手・技術職に分類される職種ごとの所定
内月額賃金を比較してみる。
　専門職と専門助手・技術職についてはボ
リュームの大きい（前者は3万人以上、後者
は5万人以上）職種の賃金を示した。製造業
平均と比較して電子部品製造業の上位職の
賃金は高かったが、それがこの5年間でさら
に大きな格差になっている。エンジニアだけ
でなく、日本の営業職と意味が近い工商販
売代表職も大幅に賃金が上昇した。また、
管理監督職の中にも上、中、現場で賃金に
大きな格差があることもわかる。

5.  学歴別初任給のこの10年における変化
　表2に示したように、この10年で初任給も
上昇した。産業全体では大卒でおおよそ
12％程度、高卒は職によっては25％以上上
昇した。以前は大卒にしては低賃金である

と批判されていた宿泊・外食サービス業の
サービス・販売職ではどの学歴でも30％程
度初任給が引き上げられている。低賃金と
されてきた産業、職種で初任給が上昇した
主な原因は、後で述べる最低賃金の引き上
げであると考えられる。また、同じ学歴、同
じ職種であっても産業によって平均初任給
に格差があることがわかる。最も初任給が
高いのは、金融保険業の大学院卒の初任給
である。台湾では、大学院への進学は高賃
金で報われる。産業において修士以上の高
等教育が活かされる地盤があることを意味
する。

６． 法定最低賃金の引き上げ5の推移と変化
　表3に法定最低賃金の推移を示した。台湾
の最低賃金は月給と時給のそれぞれで定め
られる。労働運動と親和性の強い民進党（正

表 2 　学歴別産業別初任給とこの 10 年の変化

出所）中華民國勞動部「職類別薪資調査」より筆者作成。
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式名称：民主進歩党）の蔡英文氏が総統に
なった2016年以降、不定期だった最低賃金
の改正が定期的になり、また、コロナ禍の
2020年を除き、引き上げ幅も大きくなった。
　また、2016年以降、時給の最低賃金の引
き上げも顕著であり、月給の最低賃金額を
時給で割った値も2020年には150.0にまで低
下した。台湾では時給の仕事では150時間働
けば正社員の最低賃金に達する。日本では
大卒初任給を21万円として、最低賃金の時
給千円では210時間働かなければならないこ
とと比較すれば、台湾では、パートタイム労
働者の使用が必ずしも人件費の削減につな
がらないことがわかる。台湾のパートタイム
労働者の比率は７%程度で、この10年でほと
んど変化がない。

7.  台湾における労働組合組織と労働争議発
生件数の趨勢

　台湾における労働組合法にあたる「工會
法」は1929年に制定された。2010年の改正
前は、労働組合は一つの企業に一つの「企
業組合」と地域で一つの職業別の「職業組合」

しか認められなかったのであるが、改正後
は、同じ産業内で結成する「産業組合」を
結成できるようになった。他方で、「企業組合」
と「職業組合」への加入義務がなくなった6

ために、組織率は低下傾向にある。2021年9
月現在、政権を執る民進党は、戒厳令下で
違法とされていた体制外の労働組合運動と
ともに弾圧された共通経験を持つ。2016年
に民進党の蔡英文氏が台湾総統に当選する
と、労働基準法の改正も相俟って労働組合
運動が活発化し、図4に示したように労働争
議件数が2万5千件を超えるようになった。労
働基準法の改正によって時間外労働に対す
る規制も強化された。また先に述べたように
最低賃金も引き上げられた。そのため、時間
外手当や未払い賃金支払いに関する争議が
頻発している。2020年にはコロナ禍の影響と
考えられるが、この10年間で最も高い争議件
数が記録されている。

まとめに
　台湾経済はこの10年間、年率平均4.1％で
経済成長を続けてきた。TSMCに代表され

表 3　台湾における最低賃金の推移

出所）中華民國勞動部「基本工資之制訂與調整經過」より筆者作成。
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る半導体などの電子部品製造業を擁する工
業のGDP貢献が上昇している。また、台湾
の労働市場における労働力人口は安定的に
増加し、失業率も2015年以降3%後半で安定
的に推移している。何よりも労働市場を特
徴づけるのは高学歴化である。若年層の７
割近くが4年制大学に進学し、大学院に進学
する者も多く、労働市場の知的水準を向上
させている。
　GDP成長に伴い、賃金も安定的に上昇し
ている。高賃金産業では特に大きく上昇し
た。そのため、賃金の産業格差が拡大して
いる。また、2017年以降、雇用者収入のGDP
に占める割合が上昇しているのも特徴的であ
るといえよう。職種別では管理監督職や専門
職などの上位職における賃金上昇幅は、事務
支援職や工場労働者などの下位職位と比較
して大きい。成長の著しい電子部品産業で
はとりわけ上昇幅が大きくなっている。さら
に細かい職種分類を見れば、元々賃金の高
かった電子部品産業の専門職では20%程度の
上昇を示す職種もある。競争力の強い産業
において、専門職人材が特に厚遇されてい
る。台湾の初任給も上昇傾向にある。特に
低学歴者や下位職において上昇幅が大きい。
産業別低賃金産業では全ての職種において
初任給が上昇しているのに対し、高賃金産
業では高学歴の専門職での上昇幅が大きい
ことがわかった。
　2016年5月から台湾総統の地位にある蔡英

 1  台湾の政府について、本稿では統計での表記に準じ、
中華民国政府と呼称する。

 2  國府俊一郎「台湾における高学歴化と不完全就業-宿
泊業・飲食サービス業を中心に-」『日本台湾学会報』
第20号、日本台湾学会、2018年、を参照。学歴と職
業のミスマッチとそれの引き起こす離職率上昇につ
いて論じた。

 3  当統計における雇用者報酬の2020年の数値は2021年9
月時点では未発表であった。

 4  当統計の所定内賃金は、単年ではその年の景気によ
るぶれが大きくなるので、3年間の平均値をとった。
従って、それぞれの期間の中間である2014年から
2019年までの5年間と考える。

 5  本節は中華民國勞動部「基本工資之制訂與調整經過」
からデータを抽出した。

 6  國府俊一郎「労働時間規制と労使自治－日本と台湾
の比較から－」『大東文化大学紀要：社会科学』第
57号pp.149-166、大東文化大学、2019年、では、台
湾労働運動についてレビューした。

図 4　台湾における労働組合組織率と労働争議発生件数

出所）中華民國勞動部「勞動統計月報」より筆者作成。

文氏は民進党から出た。民進党は最低賃金
の引き上げや残業規制、労働組合の保護・
育成など労働側に親和的な政策をとってき
た。2016年以降の民進党の政策は低賃金産
業や低学歴の下位職種の賃金引き上げのほ
か、GDPに占める雇用者報酬の増加に寄与
したと言える。
　まとめれば、近年の台湾における賃金上
昇は、市場の働きによる専門職などの高賃
金職の賃金上昇と政策による低賃金職の賃
金引き上げという二つの揚力を持っていたと
説明できる。
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