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隨處見人欲，隨處見天理─
王船山「理與欲」的意義治療
李瑋皓*

摘 要

宋明儒者言所言之「理」
，即指「性理」
。而「存天理、去人欲」一詞可說是
貫穿整個宋明理學之標語，然後世之學者多半抱持著批判之態度。身處明清鼎革
之際之王船山（A.D.1619-1692）亦提出其見解，底下筆者即分兩小節闡述船山
如何重新詮釋與重建「理欲」之義蘊；接著說明「船山義理與傅朗克（Viktor
E. Frankl，A.D.1905－1997）意義治療之會通在於肯定吾人具有飲食男女之欲和
聲色貨利之欲，進而使自我身心一如，並追尋自我之生命意義」；最後闡述如何
「體現『理欲』」。以下即依上述架構，逐步展開討論。

關鍵詞：王船山、理欲、身心一如、傅朗克、意義治療

*

現為輔仁大學中國文學研究所博士候選人，輔仁大學全人教育課程中心兼任講師。
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壹、前言
宋明儒者們所最重之「理」，乃為「性理」。1他們所關注之核心議題，即是
吾人如何透過道德實踐之工夫，以體現吾人與天地萬物相貫通為一體，進而活出
自我生命之學問。2而「存天理、去人欲」一詞乃宋明儒者論學之重點之一，然
後世之學者多半對此抱持著批判之態度3。「意義治療」（Logotherapy）是由西方
心理學家傅朗克所開創之心理學派。誠然，此處所言之「意義治療」4並非直接

1

2

3

4

唐君毅先生即指出：
「宋明理學之言理，主要者是言性理，由此以及於天理。宋明儒之言天理，
非只視為外在之物質之天地構造之理。如只視為外在之物質之天地構造之理，便只是物理而非
天理。真正之天理，當是由心性之理通上去，而後發現之貫通內外之人我及心理之理。故性理
是宋明理學家之所最重之理。」參見唐君毅，
《中國哲學原論‧導論篇》
（臺北：臺灣學生書局，
2004 年 10 月）
，頁 69-70。
牟宗三先生曾說道：
「宋明儒之將《論》
《孟》
《中庸》
《易傳》通而一之，其主要目的是在豁醒
先秦儒家之『成德之教』
，是要說明吾人之自覺的道德實踐所以可能之超越的根據。此超越根
據直接地是吾人的性體，同時即通『於穆不已』之實體而為一，由此以開道德行為之純亦不已，
以洞澈宇宙之生化不息。性體無外，宇宙秩序即是道德秩序，道德秩序即是宇宙秩序，故成德
之極必是『與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，
後天而奉天時』
，而以聖者仁心之「天地氣象」以證實之，此是絕對圓滿之教，此是宋明儒之
主要課題。」參見牟宗三，
《心體與性體》第一冊（新北：正中書局，2010 年 12 月）
，頁 37。
明儒羅欽順即言：
「《樂記》
『人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也』一段，義理精粹，
要非聖人不能言。陸象山乃從而疑之，過矣。彼蓋專以欲為惡也。夫人之有欲，固出於天，蓋
有必然而不容已，且有當然而不可易者。於其所不容已者而皆合乎當然之則，夫安徃而非善乎？
惟其恣情縱欲而不知反，斯為惡爾。先儒多以『去人欲』
『遏人欲』為言，蓋所以防其流者，
不得不嚴，但語意似乎偏重。」參見明‧羅欽順，
《困知記》
（北京：中華書局，1990 年 8 月）
，
頁 28。清儒戴震亦言：「辨乎理欲之分，謂『不出於理則出於欲，不出於欲則出於理』
，雖視
人之饑寒號呼，男女哀怨，以至垂死冀生，無非人欲，空指一絕情欲之感者 為天理之本然，
存之於心。」參見清‧戴震，
《孟子字義疏證》
（北京：中華書局，2011 年 3 月）
，頁 53。張莉
紅先生即補充道：
「『存天理，滅人慾』的倫理道德觀念的出現，很快成為壓制人性的精神枷鎖，
起著為封建專制統治服務的惡劣作用。因此，清初著名學者戴震（東原）一針見血地揭露了理
學在倫理道德方面所起的作用是『以理殺人』
。」參見張莉紅、羅波，《天理人欲》（新竹：花
神出版社，2004 年 7 月）
，頁 279。陳來先生亦補充道：
「儒家或理學面臨的矛盾在於，它自
身最多只能包持倫理學原理的一般純粹性，而無法判定『義』所代表的準則體系中哪些規範應
當改變以適應社會發展，因而可能會把規範僵化。另一方面，儒家倫理必須褒揚那些不食嗟來
之食的義士或自願守節的烈女，但這種崇褒中隱含著一種危險，那就是有可能導致在不斷地褒
揚中把道德的最高標準當成了道德的最低標準，給一般人造成較大的道德心理負擔。這種崇褒
中不僅會有喪失理性的平衡的危險，還有可能在相對承擔義務的準則體系中使統治的一方利用
這種現象把原本正常的道德規範變成一種片面強調對方義務的壓迫手段。」參見陳來，《宋明
理學》（臺北：允晨文化，2010 年 2 月）
，頁 18-19。
關於此「意義治療」之「意義」，曾昭旭先生曾指出：
「原來所謂意義，就是永恆感的體驗，
也就是無限性地掌握。所以，當人能親切體知人生的意義的時候，他人性中永恆無限的需求就
得到安頓了。」參見曾昭旭，
《良心教與人文教：論儒學的宗教面相》
（臺北：臺灣商務印書館，
2003 年 8 月）
，頁 153。而所謂之「治療」
，林安梧先生則指出：「關於『治療』這個概念，在
我的用語裡，治療不是對治，治療基本上是一個『化解』……由化解到成全，基本上所有的是
儒家的路。」又其補充道：
「我強調『治療』
，基本上是希望落在這整個實踐過程裡面，能夠起
一個恰當的作用。哲學有其恰當的作用，宗教有其恰當的作用，整個人文學也有其恰當的作用。
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將西方理論直接硬生生地套入儒家義理中5。歷來許多學者曾指出儒家義理中蘊
含著「治療意義」6。身處明清鼎革之際之王船山（A.D.1619-1692）亦提出其見
解，以為「天理」與「人欲」之間並非為決裂也，然要如何分辨吾人之欲，並藉
由「理」與「欲」合之義理7，體現活生生，有情感、有血肉之吾人，並進而療
癒自我、挺立自我。底下筆者即分兩小節闡述船山如何重新詮釋與重建「理與欲」
之義蘊；接著說明「船山義理與傅朗克（Viktor E. Frankl，A.D.1905－1997）意
義治療之會通在於肯定吾人具有飲食男女之欲和聲色貨利之欲，進而使自我體現
身心一如之境8，並追尋自我之生命意義」
；最後闡述如何「體現『理與欲』」
。希
冀吾人能透過船山之義理為據，對於修養工夫之方法與歷程之引導能建構出一套

5

6

7

8

這恰當的作用就是怎麼樣由『文』回到『人』，由我們所理解、所詮釋的語言文字符號系統，
回到人本身、回到事物本身、回到道本身，這是我所強調的，這也就是回到天地，而讓天地生
長萬物這個地方我之所以會有這麼強的一個要求，就是因為面對到整個時代的業惑、業力、
迷惑，所產生的一個思考。」參見林安梧，
《儒學轉向：從「新儒學」到「後新儒學」 的過渡》
（臺北：臺灣學生書局，2006 年 2 月）
，頁 73、 81。
曾昭旭先生即指出：
「在西方主於幫助受傷生命復元，中方則在引導健康生命上達。如今可
合併地說，先問生命何以挫折受傷？不正因在上達之途受阻，人之本性本願不得實現，遂產生
意義之失落、存在之被否定嗎？因此療癒之道，除了緊急但暫時的症狀緩解之外，更當進一步
疏通其上達受挫之鬱結，助其重新走通此上達之路以自我實現，才是根本之治療。換言之，引
導生命之有效上達，才是幫助其創傷復元的徹底、充分有效的辦法。於是儒家傳統的心性修養
之學便可全盤引入西方心理輔導、精神治療的領域，以助其調適而上遂。這當然首要肯定人之
性善，並實踐地知其良心，且存在地發用以愛人潤物。」參見曾昭旭，
〈再論儒學對西方文化
的善化功能──以心理創傷療癒與愛情生活發展為論題〉收入於景海峯主編，
《儒學的當代發
展與未來前瞻》
（北京:人民出版社，2014 年 12 月）
，頁 66。
關於儒家義理所蘊含之治療意義，如彭國翔先生即指出：
「儒家的修身（self-cultivation）傳統
不只是一種單純精神性的修養，而是一種身心交關的（psychosomatic）功夫實踐。這種身心修
煉在積極的意義上充分肯定身體的向度；其次，儒家的身心修煉不是一種『隔離』世事的智慧
和實踐，不但不以平淡繁瑣的日常生活為障礙，反而注重將日常生活中的每時每刻都視為身心
修煉的契機。這種身心修煉在終極的意義上肯定日常世界的真實性與價值，身心修煉的終極境
界和目標並不在平常的人倫日用之外，而恰恰就在其中。」參見彭國翔，〈儒家傳統的身心修
煉及其治療意義─以古希臘羅馬哲學傳統為參照〉收入於楊儒賓、祝平次編，
《儒學的氣論與
工夫論》
（臺北：國立臺灣大學出版中心，2012 年 5 月）
，頁 3。又林安梧先生亦有專書指出所
謂「儒家型意義治療學」
，請參見林安梧，
《中國宗教與意義治療》
（臺北：明文書局，2001 年
7 月）
，頁 51-136。
陳贇先生即補充道：
「因為在人道的意義上，真實的存在是感性與理性存在的統一，感性與理
性同樣構成了人之為人的本體論的規定。」參見陳贇，
《回歸真實的存在：王船山哲學的闡釋》
（上海：復旦大學出版社，2007 年 3 月）頁 350。
關於「身心一如」
，林安梧先生即指出：
「『身』
、
『心』互為體用，一者『身』以藏心，
『心』以
發身；再者，
『心』以藏身，
『身』以發心。……『身』之藏心，這是『具體而實存』的藏，是
以此活生生之實存而具體化的身將『心』具體化、實存化、內在化，……這樣的『發』是將原
先普遍、絕對之真實的心融入具體而實存之境域，身心通而為一。
『心』以藏身，這是『本體
而根源』的藏，是將此活生生之實存而具體化的身，藏於本體之源的『心』
，……這樣的『發』
是將此本體之緣的心經由具體兒實存的身，顯露出來，身心通而為一。」參見林安梧，
《牟宗
三前後：當代新儒家哲學思想史論》
（臺北：臺灣學生書局，2011 年 9 月）
，頁 199。
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身心安頓之法。以下即依上述架構，逐步展開討論。

貳、「理與欲」之意蘊
一、「理」之義蘊
見船山詳細地論述道：
理雖無所不有，而當其為此理，有一定之侀，不能推移而上下往來也。程
子言「天，理也」，既以理言天，則是亦以天為理矣。以天為理，而天固
非離乎氣而得名者也，則理即氣之理，而後天為理之義始成。浸其不然，
而舍氣言理，則不得以天為理矣。何也？天者，固積氣者也。乃以理言天，
亦推理之本而言之，故曰「天者理之所自出」。凡理皆天，固信然矣。而
曰「天一理也」，則語猶有病。凡言理者，必有非理者為之對待，而後理
之名以立。猶言道者必有非道者為之對待，而後道之名以定。（道，路也。
大地不盡皆路，其可行者則為路。）是動而固有其正之謂也，既有當然而
抑有所以然之謂也。是唯氣之已化，為剛為柔，為中為正，為仁為義，則
謂之理而別於非理。若夫天之為天，雖未嘗有俄頃之閒、微塵之地、蜎孑
之物或息其化，而化之者天也，非天即化也。化者，天之化也；而所化之
實，則天也。天為化之所自出，唯化現理，而抑必有所以為化者，非虛挾
一理以居也。所以為化者，剛柔、健順、中正、仁義，賅而存焉，靜而未
嘗動焉。賅存，則萬理統於一理，一理含夫萬理，相統相含，而經緯錯綜
之所以然者不顯；靜而未嘗動，則性情功傚未起，而必繇此、不可繇彼之
當然者無跡。若是者，固不可以理名矣。無有不正，不於動而見正；為事
物之所自立，而未著於當然；故可云「天者理之自出」，而不可云「天一
理也」。9
引文中船山即言道就「理」之範疇而言，即「有一定之侀」者，即指是有一定之
客觀之秩序義、規範義、形式義也。是以宇宙萬物之每一事物皆足以有令人分辨
進而得以理解，故理與理之間不可交往互換（不能推移而上下往來也）。船山接

9

參見清‧王夫之，《讀四書大全說》
（北京：中華書局，2011 年 12 月）
，頁 718-719。本文引用
《讀四書大全說》之原典，皆根據此書，以下凡引該書只隨文標註書名與頁碼，不另作其他相關
註解。
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著論述程子「天、理也」之說，程子此處之意，即是「天皆以理為本。」。然依
船山之見，若「理」離了「氣」而言之，即無法體現其真義10，氣必有理，理氣
兩端必合於一致11。是以船山言：「天者，理而已矣，得理則得天矣。」12「理」
之所存仍須以「天」為本，是以理為後起，
「氣之天」才為根源義。
船山接著論述道所謂「天者理之所出」
，此天是經由積氣以成13，所謂之「唯
化現理」
，即為氣之「推移變化」
，是以船山言：
「唯本有此一實之體，自然成理，
以元以亨，以利以貞，故一推一拽，『動而愈出』者皆妙。實則未嘗動時，理固
在氣之中，停凝渾合得住那一重合理之氣，便是『萬物資始，各正性命，保合太
和』底物事。」（《讀四書大全說》頁 663-664）是以此真實無妄之天之本體理氣
合一，即體即用、即氣即化，一切氣之推移變化以及推移變化所形成之條理（健

10

11

12

13

船山言：
「盈天地閒，人身以內人身以外，無非氣者，故意無非理者。理，行乎氣之中，而與
氣為主持分劑者也。」又言：
「天地之閒，皆理之所至也。理之所至，此氣無不可至。言乎其
體而無理不可勝者，言乎其用而無事不可任矣。」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 465、537。
見船山言：「天下之變萬，而要歸於兩端。兩端生於一致，故方有『美』而方有『惡』
。方有
『善』而方有『不善』
。據一以概乎彼之不一，則白黑競而毀譽雜。聖人之『抱一』也，方其
一與一為二，而我徐處於中；故彼一與此一為壘，乃知其本無壘也，遂坐而收之。壘立者『居』，
而坐收者『不去』
，是之謂善爭。」參見清‧王夫之著，王孝魚點校，
《老子衍 莊子通 莊子
解》
（北京：中華書局，2014 年 11 月）
，頁 5-6。船山指出吾人處之生活世界中，有著許多對
立之價值觀，而這些對立之價值觀，實然源自於「道」
。是以其主張吾人必須抱一以超越兩端。
曾昭旭先生即補充道：「其精神則無非是說明兩端之性雖分析地對立，卻是辯證地全具於每一
真實存有之中。……推而廣之，更可以有種種不同的概念設計，而要之是每一成對的概念，都
是其一指涉形而上的道，其一指涉形而下的器，如性情、理氣、新物、義理之性與氣質之性、
道心與人心、道與物、言與意、空與色相等等。而理論的推展，則目的一在於在價值上釐訂二
者的本末關係（形上之道為本、形下之器為末）
，二在於存在上說明二者之相融相即為一體。」
參見氏著，
《良心教與人文教：論儒學的宗教面相》
，頁 97。林安梧先生亦補充道：
「天下的變
化雖然極為雜多，但當我們說變化時實已寓含了一經常不變之道以為對比，否則亦不能顯示出
變化，於是我們可以將天下的萬變推而為『常』『變』兩端，而常變是相依待而成的，常中有
變，變中有常，兩端歸為一致，一致即含兩端。」又言：
「船山所謂的『氣』
，是通形而上，形
而下的，作為本體之體的氣即辯證的具含著理，氣的流行即依理而分劑之，理既具主宰義又具
條理義，氣則是本體之體亦復是個體之體，本體之體的氣與主宰義的理合而為一；就具體實在
而言，理氣亦為一。」
」參見林安梧，
《王船山人性史哲學之研究》
（臺北：東大圖書，1987 年
9 月）
，頁 89、105。換言之，船山以為世間之價值就表面言之看似對立，然就根源而言並無絕
對性之衝突。而聖人抱持著道，即如《中庸》言之：
「執兩用中」
，是故能超越世間之種種衝突，
而使天道獲得開顯。
參見清‧王夫之撰，李一忻點校，《周易內傳》
（北京：九州出版社，2010 年 1 月），頁 279。
蔡家和先生（A.D.1968-）即補充道：
「船山認為以天為理（程子的天理之說）亦無不可，然此
天理，不可離於氣。……然若言天時，不是以氣來理解天，則這時便不可說天同等於理，因為
天本於氣。」參見蔡家和，
《王船山《讀孟子大全說》研究》
（臺北：臺灣學生書局，2013 年 9
月）
，頁 155。
見船山言：「《大易》六十四卦，百九十二陰，百九十二陽，實則六陰六陽之推移，乘乎三十
有二之化而已矣。六陰六陽者，氣之實也。唯氣乃有象，有象則有數，於是乎生吉凶而定大業。
使其非氣，則《易》所謂上進、下行、剛來、柔往者，果何物耶？」參見氏著，
《讀四書大全
說》
，頁 718。
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順、剛柔、中正、仁義），皆是由此本體所開顯之大化之流行。是以天下既有萬
殊之化理，本體則仍渾然一體，純然一理，是謂「萬理統於一理，一理含夫萬理」。
復次，船山將程子所言之「天一理也」，詮釋為「天者理之自出」，並進一
步論述道：
太極最初一○，渾淪齊一，固不得名之為理。殆其繼之者善，為二儀，為
四象，為八卦，同異彰而條理現，而後理之名以起焉。氣之化而人生焉，
人生而性成焉。繇氣化而後理之實著，則道之名亦因以立。是理唯可以言
性，而不可加諸天也，審矣。就氣化之流行於天壤，各有其當然者，曰道。
就氣化之成於人身，實有其當然者，則曰性。性與道，本於天者合，合之
以理也；其既有內外之別者分，分則各成其理也。故以氣之理即於化而為
化之理者，正之以性之名，而不即以氣為性，此君子之所反求而自得者也。
（《讀四書大全說》頁 720）
引文中船山即言道當氣只是渾然一氣、無任何分別，即「太極」之狀態之時，
「理」
是無法建立也。換言之，即陰陽之未分與渾淪。太極在船山而言，是陰陽之相加
而為太極，故太極亦是氣。然氣與氣化不同，陰陽太極為氣，一陰一陽則為氣化。
在氣化流行後，而有所謂「道」
（氣之流行之方式）與「理」
（氣之流行之條理）、
內與外之別，此「道」落實吾人人身上，即為吾人之天生所具之「性」14。是以
船山即以「氣」為其根源義，
「理」作為其「第二義」
，並由此肯定吾人之性乃必
為善性15。
最後，船山以氣化流行之詮釋，加以《中庸》
「以誠言天」
，作為此段之總結：
若夫天，則《中庸》固曰「誠者，天之道也」。誠者，合內外，包五德，
渾然陰陽之實撰，固不自其一陰一陽、一之一之之化言矣。誠則能化，化
理而誠天。天固為理之自出，不可正名之為理矣，故《中庸》之言誠也曰
一，合同以啟變化，而無條理之可循矣。是程子之竟言「天一理也」，且
令學者不審而成陵節之病，自不如張子之義精矣。（《讀四書大全說》頁

14

15

曾昭旭先生即補充道：
「凡氣化皆有理，不問其善不善中正不中正也。至其氣化流行而善而中
正者……，即特名之曰道，道者理之善也。唯道仍是一泛指，當此氣化之善者實凝為人，即善
理……善道實落在人……，則特明之曰性。」同上注，頁 337-338。
見船山言：
「人之性只是理之善，是以氣之善；天之道惟其氣之善，是以理之善。……，在天之
氣無不善。天以二氣成五行，人以二殊成五性。溫氣為仁，肅氣為義，昌氣為禮，晶氣為智，
人之氣亦無不善矣。」參見氏著，《讀四書大全說》，頁 660。
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720）
引文中船山即言所謂之「誠」
，即為陰陽之實16，要先有氣，始有流行變化，是故
船山以為「理」不是由「天」出，此本體在尚未氣化流行時只可曰「天」或「太
極」
；具體流行於吾人之生活世界中，則可曰「氣」或「誠」
。而天理亦必經由氣
之流行，而後起理之名，
「誠天化理」
，誠為氣、為天，氣之流行變化而有吾人之
生，有吾人而有善性。由此可見船山將「天」
、
「氣」
、
「誠」三名實為一，並以宋
儒張載（A.D.1020-1077）之義理為其義理之所歸。
二、「欲」之義蘊
身處明末清初的船山對於「欲」是抱持著怎樣之態度呢？首先即見船山詳細地
論述所謂之「欲」為何：
蓋凡聲色、貨利、權勢、事功之可欲而我欲之者，皆謂之欲。乃以三子反
證，則彼之「有勇」「知方」「足民」「相禮」者，豈聲色貨利之先繫其心
哉？只緣他預立一願欲要得如此，得如此而為之，則其欲遂，不得如此而
為之，則長似懷挾著一腔子悒怏歆羨在，即此便是人欲。而天理之或當如
此，或且不當如此，或雖如此而不盡如此者，則先為願欲所窒礙而不能
通。……天理既該夫萬事萬物，而又只一以貫之，不是且令教民有勇知方，
且令足民，且令相禮，攬載著千伶百俐，與他焜耀。故朱子發明根本枝葉之
論，而曰「一」
、曰「忠」
、曰「大本」
。凡若此者，豈可先擬而偏據之乎？故
三子作「願」說，作「撰」說，便是人欲，便不是天理。欲者，己之所欲為，
非必理之所必為也。夫子老安、友信、少懷之志，只是道理如此，人人可為，
人人做不徹底，亦且不曾扣定如何去安老者、信朋友、懷少者。聖人只說末

16

關於「誠」
，見船山言：
「夫誠者實有者也，前有所始、後有所終也。實有者，天下之公有也，
有目所共見，有耳所共聞也。」又言：
「誠也者實也，實有之固有之也。無有弗然，而非他有
耀也。猶夫水之固潤固下，火之固炎固上也。無所待而然，無不然者以相雜，盡其所可致，而
莫之能禦也。」參見參見清‧王夫之著，王孝魚點校，《尚書引義》
（北京：中華書局，2011
年 12 月）
，頁 60、100。本文引用《尚書引義》之原典，皆根據此書，以下凡引該書只隨文標
註書名與頁碼，不另作其他相關註解。又言：
「說到一箇『誠』字，是極頂字，更無一字可以
代釋，更無一語可以反形，盡天下之善而皆有之謂也，通吾身、心、意、知而無不一於善之謂
也。若但無偽，正未可以言誠。」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 605。船山在此以水與火之
客觀性質為例，論述水之「潤下」與火之「炎上」之性質，在船山看來，客觀存在者即是實有、
即是「誠」
。
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後規模，而即以末後之規模為當前之志願；一切下手煞著，即是枝葉，亦即
不能盡己以忠，亦即是不能一以貫之；……徒立一志以必欲如此，即此是人
欲未淨而天理不能流行。……人欲淨盡，則天理可以流行矣。
（《讀四書大全

說》頁 369-370）
引文中船山即說道所謂之「天理與人欲」，並不可將此二者視為對立也。天理本
應下貫並流行於萬事萬物之中，而不能流行之原因，即是吾人所發之念與外物相
幾之時有所陷溺17。船山即以孔子（B.C.551-479）與其門人子路（B.C.542-480）、
冉有（B.C.522-?）
、公西華（B.C.509-?）之言行為例證，論述若心中已有一己之
成見，則此時之「欲」，即為「人欲」。18而船山在此亦替朱熹（A.D.1130-1200）
辯解，所謂「根本」，即是吾人要確立自我純淨之「志心」（大本）19並於當幾發
用處一以貫之（枝葉），如此即可謂「人欲淨盡，天理流行」。
復次，見船山繼續論述「理」與「欲」之間的關係：
凡諸聲色臭味，皆理之所顯。非理，則何以知其或公或私，或得或失？故
夫子曰「為國以禮」。禮者，天理之節文也。識得此禮，則兵農禮樂無非

17

18

19

關於「一念之陷溺」
，唐君毅先生曾指出：「人種之罪惡可以齊天，可用一切善為工具，以暢
遂其惡，然而其產生之最原始之一點，只是一念之陷溺，由此陷溺而成無盡之貪欲。……人之
可以由一念陷溺而成無盡之貪欲，只因為人精神之本質，是要求無限。人精神所要求的無現，
本是超越現實對象之無限，然而他一念陷溺於現實的對象，便好似謂現實對象所拘縶，他便互
會去要求現實對象之無限，這是人類無盡貪欲的泉源。人所接觸現實對象，本是有限，祇有精
神之自覺才是無窮無際，人陷溺於現實的對象時，他失去了他自覺中的無窮無際之感，於是想
在現實的對象中，獲得此無窮無際之感，於是人才有了無盡之貪欲。」參見唐君毅，
《道德自
我之建立》（臺北：臺灣學生書局，2015 年 9 月）
，頁 156。
曾昭旭先生即指出：
「心中念念不忘一最高的道德理想（如老安、友信、少懷，這純是理，不
是事），而即以此最高理想為標準，來指導現前所作的種種事，使現前的事，不論是左是右，
是黑是白，……都曲曲折折，復指向理想，這樣的存心態度便是合理的，亦即稱為天理。……
心中無至高的道德理想為標準，乃只能將志願定在一件事上，強求其必實現，而排斥其他事的
理想性與可能性。……此執著切求之心，便是虛妄的，亦即稱為人欲。」參見曾昭旭，
《性情
與文化》
（臺北：時報文化，1988 年 6 月）
，頁 215。
見船山言：「夫此心之原，固統乎性而為性之所凝，乃此心所取正之則。……當其意之未發，
則不必有不誠之好惡用吾慎焉，亦不必有可好可惡之現前驗吾從焉；而恆存恆持，使好善惡惡
之理，隱然立不可犯之壁壘，帥吾氣以待物之方來，則不睹不聞之中，而修齊治平之理皆具足
矣。此則身意之交，心之本體也；此則修誠之際，正之實功也。故曰『心者身之所主』，主乎
視聽言動者也，則惟志而已矣。」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 9。唐君毅先生即補充道：
「心之官則思，而志即規定心之思，使常定向乎道者。則不僅規定當下一時之心思，且規定今
後之心思。故船山言志，不如一般之以心有所之、心之有所向而動，言之；而已志為心所常存，
而主乎視聽言動者。……志既為心所存而能主者，則志為內在，且能主宰、規定今後之心思，
使定向于道者。」參見唐君毅，
《中國哲學原論‧原教篇》
（臺北：臺灣學生書局，2004 年 10
月）
，頁 598。
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天理流行處。故曰：「子路若達，卻便是者氣象。」倘須淨盡人欲，而後
天理流行，則但帶兵農禮樂一切功利事，便於天理窒礙，叩其實際，豈非
「空諸所有」之邪說乎？（《讀四書大全說》頁 371）
又言：
天理充周，原不與人欲相為對壘。理至處，則欲無非理。欲盡處，理尚不
得流行，如鑿池而無水，其不足以畜魚者與無池同；病已療而食不給，則
不死於病而死於餒。（《讀四書大全說》頁 407）
引文中船山即說道「聲色臭味」乃為吾人之欲所對應之對象，亦為天理借以體現
之事物。舉凡「聲色臭味」到「兵農禮樂」，天地之間一切功利事業皆為天理之
流行展現。而船山進一步言道，所謂「理」與「欲」之分別即在公私誠偽之上20，
而分辨之標準即為「禮」21。凡符合禮之聲色臭味和兵農禮樂等人欲皆可視其為
天理。22是以船山以為倘若吾人認為必須將欲完全克盡而後有天理，而無明辨公
欲與私欲之別，如此諸如兵事、農業、典制等，一切帶有功利事業皆被當作有礙
天理流行，如此並非儒家義理之義蘊。所謂「理至處」，即為「天理能充分地體
現」；「欲盡處」，即私欲之澄淨。若天理能充分地發揮進而主宰引導欲，如此理
欲即合一，天理亦能得以流行。

參、「理與欲」與意義治療之交會
筆者於上節論述了船山「理欲」之義蘊。然吾人要進一步追問的是，船山之
「理欲」與意義治療之會通處為何呢？原來船山義理之「理欲」觀與意義治療之

20

21

22

見船山言：
「天理、人欲，只爭公私誠偽。如兵農禮樂，亦可天理，亦可人欲。春風沂水，亦
可天理，亦可人欲。纔落機處即偽。夫人何樂乎為偽，則亦為己私計而已矣。」參見氏著，
《讀
四書大全說》，頁 372。
見船山言：「是禮雖純為天理之節文，而必寓於人欲以見；
（飲食，貨。男女，色。）雖居靜
而為感通之則，然因乎變合以章其用。
（飲食變之用，男女合之用。）唯然，故終不離人而別
有天，
（禮，天道也，故《中庸》曰『不可以不知天』
。）終不離欲而別有理也。」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 519。
陳來先生即補充道：
「如果理能充分徹底地發揮對欲望功利的主導作用，在這種情況下，欲望
功利都是符合理的了，也成為理的流行得以體現的載體。但如果欲望淨盡而功利事項全無，則
理也就無法流行，因為失去了載體。」參見陳來，
《詮釋與重建：王船山的哲學精神》
（北京：
生活‧讀書‧新知三聯書店，2010 年 12 月）
，頁 189-190。
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交會之處即在於「肯定吾人具有飲食男女之欲和聲色貨利之欲，進而使自我身心
一如，並追尋自我之生命意義」
。23吾人生存於此生活世界中，不可避免地一定會
有「欲」之需求，然吾人異於禽獸之處，即在於身而為人，不僅僅只有生存需求，
而是有著須要體現「意義」之雙重需求。24船山即體認到生存需求之正當性25，進
一步體悟生存需求所展現之生命能量，並落實於每個當下之現實層面，正視「欲」
本所具之生命意義，見船山言：
離欲而別為理，其唯釋氏為然。蓋厭棄物則，而廢人之大倫矣。今云「然
後力求所以循天理」，則是離欲別有所循之理也，非釋氏之詖辭哉！……
使不於人欲之與天理同行者，即是以察夫天理，則雖若有理可據(老之重
玄，釋之見性。）而總於吾視聽言動之感通而有其貞者，不相交涉。乃斷
棄人之大用，芟薙無餘，日中一食而後不與貨為緣，樹下一宿而後不與色
相取，絕天地之大德，蔑聖人之大寶，毀裂典禮，虧替節文，己私熾然，
而人道以滅，正如雷龍之火，愈克而愈無已也。
（《讀四書大全說》頁 519-520）
引文中船山即說道天理是要在欲中體現之，是以離欲亦無天理之展現，身為儒者
的船山在此亦批評佛老的禁欲主義，將天理與人欲完全割裂開，去人欲的結果即
是人道無法彰顯。26若吾人將自我之欲望全然克盡而後存理，此非為先秦儒家孔

23

24

25

26

傅朗克即說道：
「意義治療認為人最在乎的是圓滿生命的意義，不僅只想滿足慾望及本能而感
到滿足與喜悅，不僅想調解本我、自我與超我需求的衝突，也不僅是對社會、環境的適應與調
整。」參見 Viktor E.Frankl著，李雪媛、柯乃瑜、呂以榮合譯，《向生命說 yes!》（臺北：啟示
出版，2009 年 6 月）
，頁 161。項退結先生（出生年不詳）亦補充道：
「傅氏的信念是：人的基
本意義既非如佛洛伊德所云的快樂，亦非阿德勒所云的權力，而是在超越自己，找到一個比自
己更高的生活目標；權力祇是達到目標的方法，快樂是超越自己時所發生的副產品。因此，把
快樂本身當作目標，反而得不到快樂。只有追求一個超越自己的目標，人才會真正得到快樂和
滿足。」參見項退結，〈傅氏來台之鱗爪及其他〉收入於傅偉勳，《批判的繼承與創造的發展》
（臺北：東大圖書股份有限公司，1986 年 6 月）
，頁 183。
關於「雙重需求」
，曾昭旭先生即指出：「就人性的兩重需求而言，這就是生存的需求與價值
實現的需求。前者是人與動物相重疊的部份，即告子所謂『食色性也』
，……也可稱之為人性的
初級需求。嚴格地說，這不足以稱為人性，因為無法將人與動物有效區分。因此孟子才即人性
的進級需求也就是意義、價值、尊嚴的需求而界定人性。……由於生存需求的迫切性與優先性，
所以當人還未能滿足『免於匱乏』
、
『免於恐懼』的需求之前，是不會感受到有意義、價值、尊
嚴之需求的。換言之，當人還沒有吃飽飯之前，人只是動物，還不配稱為人。但等到人吃飽飯
之後，意義、價值的需求自然出現，這時人才踏入人的領域，而開始感知人的存在問題。」參
見曾昭旭，
《儒家傳統與現代生活：論儒學的文化面相》
（臺北：臺灣商務印書館，2003 年 10
月）
，頁 2-3。
見船山言：
「飲食男女之欲，人之大共也。」參見清‧ 王夫之著，
《詩廣傳》(北京：中華書局，
2011 年 3 月)，頁 61。
鄔昆如先生即補充道：
「倫理道德的效用，也就在這裡可以發生作用，那就是對欲望的適度節
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子之義蘊27，亦無法立人道之極也。
吾人道德之實踐，乃須透過「欲」進而展現之，欲本身並非為惡。然吾人必
須分辨欲之「公誠私偽」
，即所謂「私欲」與「公欲」
。是以吾人要進一步追問的
是，要如何辨明「欲」之公與私呢？原來船山所謂之「私欲」，見其言道：
謂私欲曰「己」，須是自己心意上發出不好底來。……中之有主，則己私
固不自根本上有原有委的生發將來；然此耳目口體之或與非禮相取者，亦
終非其心之所不欲，則以私欲離乎心君而因緣於形氣者，雖無根而猶為浮
動。夫苟為形氣之所類附，則亦不可不謂之「己」矣。非禮而視，則禮不
流行於視；非禮而聽言動，則禮不流行於聽言動。聖賢純全天德，豈云內
之以禮制心者，其事繇己，外之因應交物者，其事不繇己乎？（《讀四書
大全說》頁 379）
引文中船山即說道「欲」原為可善可不善，若吾人之心與外物相幾時當下有所偏
私而不善，則此時「欲」即陷溺為私欲。是以船山言：「意之所發，或善或惡，
因一時之感動而成乎私」28船山進一步指出吾人之私欲非根源於吾人之心，乃是
起於吾人之形29與氣，而又由形氣獲得彰顯，是以私欲之所發乃出自吾人之私心
私意，是故吾人不可將私欲視作外在之物而卸責為非關己之事。
吾人之心若長期蔽於私意私欲，限制了自我先天本具之善性之體現，則久而
久之養成後天不善之習氣，見船山言：

27

28

29

制。當然，像道家的完全去除欲望，……因為『欲望刺激發展』
，原亦是社會進步的因素；完
全沒有欲望，那豈不是要回復到原始社會中，自食其力，……儒家的『國大民眾』在肯定人際
關係，同時亦積極地規範人際關係，也許才是導目前的偏差的正途。因為，適度的節制與適度
的欲望，互相配合，才是中庸之道。」參見鄔昆如，
《倫理學》
（臺北：五南圖書出版股份有限
公司，2011 年 4 月）
，頁 460。
見船山言：
「孔顏之學，見於《六經》
、
《四書》者，大要在存天理。何曾只把這人欲做蛇蠍來
治，必要與他一刀兩段，千死千休？且如其餘之『日月至』者，豈當其未至之時，念念從人欲
發，事事從人欲做去耶？此不但孔門諸賢，即如今尋常非有積惡之人，亦何嘗念念不停，唯欲
之為汲汲哉？既飽則不欲食矣，睡足則不欲寢矣。」參見氏著，《讀四書大全說》
，頁 282。
參見清‧王夫之著，
《張子正蒙注》
（北京：中華書局，2011 年 12 月）
，頁 163。本文引用《張
子正蒙注》之原典，皆根據此書，以下凡引該書只隨文標註書名與頁碼，不另作其他相關註解。
陳來先生即補充道：「在私欲支配下，一切行為即使成功，也只是增加了惡，在這裡，船山所
持的是動機論的觀點，即只要動機（所欲）是私欲，其行事（所為）便不足取。」參見氏著，
《詮釋與重建：王船山的哲學精神》
，頁 192。
見船山言：「有形斯以謂之身，形無有不善，身無有不善。」參見氏著，王孝魚點校，《尚書
引義》
，頁 100。
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天下善人恆少，不善人恆多；詖而淫，邪而遁，私欲私意，不出于熲而迭
為日新。喜其新而驚為非常之美，驚喜移情，而遂據為己之畛域，故曰「習
與性成」。苟能求其好惡之實而不為物遷，雖不即復于禮，不遠矣。故曰
「為仁由己」。30
引文中船山即說道吾人長期流於習氣之薰染之中，即容易形成不善之習性，當不
善之習氣逐漸沾染吾人之性，則吾人不信自我本具有善性，即如同不曾見日之人，
不信有日也。31是以船山言：「惟習氣移人為不可復施斤削。」32又言：「徇人欲，
則其違禽獸不遠矣。」（《張子正蒙注》頁101）吾人之善與惡，皆必須對自我
負責之。
與人欲之私所相對，即是所謂之「公欲」。見船山言道：
即此好貨、好色之心，而天之以陰騭萬物，人之以載天地之大德者，皆其
以是為所藏之用；故《易》曰：「天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何
以守位曰仁，何以聚人曰財。」於此聲色臭味，廓然見萬物之公欲，而即
為萬物之公理；大公廓然，物來順應，則視之聽之，以言以動，率循斯而
無待外求。（《讀四書大全說》頁 520）
「大公廓然，物來順應」語出《二程集》
。33引文中船山即說道「公理」必體現於
吾人聲色臭味之「欲」中，「理」與「欲」乃為一也。吾人處於此生活世界中，
必一定具有好貨、好色等欲求，船山即引《周易》論述吾人之欲求是須要「導之」，
並非「絕之」
，聖人亦有「欲求」
，其欲求乃為實踐仁德、符合「天理」之公欲34，

30

31

32
33

34

參見清‧王夫之撰，
《思問錄》
，收入於明‧黃宗羲，清‧王夫之撰，《黃梨州王船山書》
（臺
北：世界書局，2015 年 3 月）
， 頁 20。本文引用《思問錄》之原典，皆根據此書，以下凡引
該書只隨文標註書名與頁碼，不另作其他相關註解。
見船山言：
「非絕農人之子於天性之外也，雖欲引之於善，而曀霾久蔽，不信上之有日，且必
以白晝秉燭為取明之具，聖人亦無如此習焉何也。」參見清‧王夫之著，舒士彥點校，
《讀通
鑑論》上冊（北京：中華書局，2015 年 3 月）
，頁 272。
參見清‧王夫之撰，
《俟解》
，收入於氏撰，《黃梨州王船山書》
，頁 18。
「夫天地之常，以其心普萬物而無心，聖人之常，以其情順萬物而無情。故君子之學，莫若
廓然而大公，物來而順應。」參見北宋‧程顥、程頤撰，
《二程集》
（臺北：漢京文化事業公司，
1983 年 9 月）
，頁 460。
見船山言：
「聖人有欲，其欲即天之理。天無欲，其理即人之欲。學者有理有欲，理盡則合人
之欲，欲推即合天之理。於此可見：人欲之各得，即天理之大同；天理之大同，無人欲之或異。」
參見氏著，
《讀四書大全說》，頁 248。
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使吾人之欲求皆能獲得滿足，35是以船山言：
「天下之公欲，即理也；人人之獨得，
即公也。道本可達，故無所不可，達之於天下。」（《張子正蒙注》頁 165）
然船山亦指出，吾人對於「公欲」與「私欲」之分辨時常有混淆之情況，見
其言：
所欲與聚，所惡勿施，然匹夫匹婦，欲速見小，習氣之所流，類于公好公
惡而非其實，正于君子而裁成之。……是故有公理，無公欲，公欲者習氣
之妄也。（《思問錄》頁 30）
引文中船山即說道所謂之「公欲」
，乃為「大公無私之欲」
，非吾人之所好即所有
人之公好，亦非吾人之所惡即所有人之公惡，此乃為受習氣沾染、迫人同己之「人
欲之私」
。36若無經由吾人天生本具之理一以貫之吾人之欲，實則為「習氣之妄」。
唯有使自我之「理欲合一」，進而使自我達至「身心一如」之境，如此吾人即能
立於生存之需求之上，進而安頓自我之生命，實踐自我生命之意義。

肆、「理與欲」之體現
前一節筆者闡述了船山「理欲」與意義治療之會通之處在於肯定吾人具有飲
食男女之欲和權力之欲之層面，進而追尋自我之生命意義，本節筆者將進一步論
述「船山所言之理欲觀該如何體貼於吾人之生活世界中」
。一言以蔽之，即為「存
天理遏人欲」。首先，即見船山言道：
此二語是君子警昏策惰以盡耳目之才，乃復性語也，存理語也，而非遏欲
語也。遏欲之功在辨，存理之功在思。（《讀四書大全說》頁 461）
引文中船山即論述遏欲與存理兩種工夫之不同，而引《中庸》作為其工夫之依據

35

36

蔡家和先生即補充道：
「義利之辨而言，船山也不是去利而孤存義。而是要以義導利，故同樣
面對貨、色亦不是棄絕之，而是能有同理心，推己及人，與民同樂。」參見氏著，
《王船山《讀
孟子大全說》研究》，頁 288。
唐君毅先生即補充道：
「君子不能無欲，以欲非不善也。君子有欲，乃能知人之有欲，而求遂
人之欲，則所以行當然之理于人欲，而仁德歸。則有欲正所以行仁，而使人之善成為可能者也。
若非此欲，則無遂人之欲之仁；而欲雖盡去，亦不得為善也。」參見氏著，《中國哲學原論‧
原教篇》
，頁 574。
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，並認為此二種工夫皆為吾人安頓自我之身心重要之工夫，
「遏欲」即吾人所發

之意念與外物相幾之時，能有所明辨；而「存理」即在於吾人平時意念未發之時，
靜存之「思」38。
然吾人要進一步追問的是，究竟存理遏欲之工夫，是要先「存理」後「遏欲」，
還是先「遏欲」後「存理」呢？見船山繼續言道：
夫人之從事於學，各因其所近以為從入之功。有先遏欲以存理者，則不為惡
色姦言所蔽，乃可進而思明與聰。其先存理以遏欲者，則唯思明而明，思聰
而聰，而後惡色姦言不得而欺蔽之。……故思明思聰，不在去蔽，而但在

主一。去蔽者，遏欲者也，辨之明也。主一者，存理者也，思之慎也。
（慎
謂詳謹而不忽略。）（《讀四書大全說》頁 461-462）
引文中船山即說道吾人之感官之所以會受惡色姦言所蔽，乃是在於吾人不思。
「思」
乃為船山成德工夫立論之根本39，船山進一步說道吾人必須根據自我生命所面對
之不同情境，進而時常調整存理遏欲之工夫，不論是先「存理」後「遏欲」，還
是先「遏欲」後「存理」
，按船山兩端一致之義蘊40，此二種工夫並無先後對錯之
別41，然誠如上文所言，船山工夫義理之根源，在於吾人靜存時之「思」
，是以船

37

「誠之者，擇善而固執之者也。博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」參見南宋‧ 朱
熹，
《四書章句集註》
（新北：鵝湖月刊社，2014 年 10 月）
，頁 31。
38
關於「思」
，見船山言：
「今竟說此『思』字便是仁義之心，則固不能。然仁義自是性，天事
也；思則是心官，人事也。天與人以仁義之心，只在心裡面。唯其有仁義之心，是以心有其思
之能，不然，則但解知覺運動而已。
（犬牛有此四心，但不能思。）此仁義為本而生乎思也。」
參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 700。船山以為「思」是吾人體悟天道之德所賦予吾人之仁義
禮智之理，乃為「先天之道德之理」
，而非如耳目之官具有一定之形構。在船山之理解中，
「思」
並非純粹只是思辨認知外在事物之能力，而是有著可以體現自我生命意義之成德工夫。
39
見船山言：
「故『思』之一字，是繼善、成性、存存三者一條貫通梢底大用，括仁義而統性情，
致知、格物、誠意、正心，都在者上面用工夫，與洪範之以『睿作聖』一語斬截該盡天道、聖
功者同。孟子之功，不在禹下，此其一徵矣。」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 700-701。
40
關於船山「兩端一致論」之義理思維模式，可參見氏著，
《王船山人性史哲學之研究》
，頁 87-94。
41
施盈佑先生即指出船山重「先遏欲後存理」
，見其言：
「吾人皆屬『欲重者』
，是要『遏欲』或
『先勝人欲而後能存理』
。……由此觀之，陳來先生於《詮釋與重建：王船山的哲學精神》所
言『存理遏欲』
，必須稍作調整成『遏欲存理』
，如此方能揭櫫王船山理欲觀與『存理滅欲』的
差異性，方能切中船山理欲觀的真實意蘊。」參見施盈佑，
〈王船山重「氣」道德論對重「理」
道德論的反思〉
，《興大中文學報》第三十三期（2013 年 6 月）
，頁 176。施盈佑先生之論述有
其見地，然見船山言：「知、仁以存天理，勇以遏人欲。欲重者，則先勝人欲而後能存理，如
以干戈致太平而後文教可修。若聖者，所性之德已足，於人欲未嘗深染，雖有少須克勝處，亦
不以之為先務；止存養得知、仁底天德完全充滿，而欲自屏除。」又言：
「遇著有一時一事，
但克己則已復禮；遇著有一時一事，但復禮則無己可克；遇著有一時一事，克己後更須復禮；
遇著有一時一事，復禮後更須克己。此與存養、省察一例，時無先後，功無粗細，只要相扶相
長，到天理純全地位去。 」參見氏著，
《讀四書大全說》，頁 101、374。船山在此即認為若欲
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山乃主張以「存理」為先，見其言：
遏欲有兩層，都未到存理分上：其一，事境當前，卻立著個取捨之分，一
力壓住，則雖有欲富貴、惡貧賤之心，也按捺不發。其於取舍之分，也是
大綱曉得，硬地執認，此釋氏所謂「折服現行煩惱」也。其一，則一向欲
惡上情染得輕，又向那高明透脫上走，使此心得以恆虛，而於富貴之樂、
貧賤之苦未交心目之時，空空洞洞著，則雖富貴有可得之機，貧賤有可去
之勢，他也總不起念。繇他打點得者心體清閒，故能爾爾。則釋氏所謂「自
性煩惱永斷無餘」也。（《讀四書大全說》頁 237）
引文中船山即說道有兩種遏欲之工夫，其一乃為強行抑制富貴惡貧賤之欲以按捺
不發；其二乃為吾人之本性上原本就空空洞洞、清閒寡欲。然此二種工夫依船山
看來，皆「未到存理分上」。換言之，船山以為若吾人純粹只是專注於「遏欲」
之上，此乃佛家義理之義蘊，而非儒者所強調修身成德之工夫42，身為儒者之船
山，在此堅定其立場詞斥佛老淨人欲說，不論吾人富貴、貧賤與否，唯有存理，
此時吾人之欲才會進而與天理合一。
然吾人要進一步追問的是，船山所謂之「存理」，究竟要如何實踐呢？見船
山言道：
存者，存其理也，存學、問、思、志所得之理也。若空立心體，泛言存之，，
既已偏遺仁之大用，……若能於此四者用功，不即與事物俱流，而實以與
萬事萬物成極深研幾之體，則心之所存，皆仁之所在，必不使一念之馳於
仁外矣。……使人欲不得而起之謂哉？云「所存」者，即存仁也，存仁之

42

重之吾人必須先遏欲，方能存理，而已見天理之成德之人，則重存養自我之性，如此欲即自澄
淨。曾昭旭先生即補充道：
「吾人乃可點出船山之修身工夫，其要點為何矣。即（1）其工夫是
本末交修而仍以本貫於末為主者。
（2）其本心之存養，乃是實有一仁義之全體大用（性）為標
準，此標準亦超越（自天而來）亦內在（由性所生）亦下貫（必達於情）
，故亦可因省察有得
而愈加篤厚貞定。」參見氏著，
《王船山哲學》
，頁 453。船山之工夫要旨即在不可偏廢於一端，
存養與省察之功必為以本貫末、互相交發，以盡全體之大用。
見船山言：「註言『無私欲而有其德』
，究在『有其德』三字上顯出聖學，而非『煩惱斷盡即
是菩提』之謂。西山云『諸子寡欲，顏子無欲』，則寡欲者斷現行煩惱之謂，無欲者斷根本煩
惱之謂。只到此便休去、歇去，一條白練去，古廟香罏去，則亦安得有聖學哉？」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 282。陳來先生即補充道：
「船山認為，儒家聖學，
『大要在存天理』
，而
佛老之學可謂『大要在淨盡人欲』。這包括兩點，一是儒家在存理遏欲之間主張存理為主，二
是儒家的『遏私欲』與佛老的『淨人欲』有所不同。」參見氏著，
《詮釋與重建：王船山的哲
學精神》
，頁 185。
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顯諸事理者也，存夫所學所志所問所思之擇乎仁而有得者也。
（《讀四書大
全說》頁 490-491）
引文中船山即說道原來吾人存養吾心由學問思辨所涵養之理，即為「存理」，並
非存個虛空之心，亦非泛泛地存心，而是須存「仁義之心」43，使其不會受「欲」
影響而陷溺。
「存心」即為「存仁」
，船山特別指出吾人必須透過正確之為學工夫
（博學切問）
，以得事物之理（篤志近思）
。是以船山言：
「求放心者，求仁耳。……
只欲仁便是求放心也。……乃昏而放失其仁，固也；然一不昏而即可謂之仁乎？
既不昏，亦須有所存。先儒謂『隨處體認天理』，故亦必學問以為之津涘。」
（《讀
四書大全說》頁 690）吾人存心，即是存理、存仁，即求盡其吾人心中本具之理，
而吾人亦可在每一當下，依己心本具之天理以好好惡惡，立人道之極。
船山以《論語‧憲問》中「克、伐、怨、欲」論其「存理遏欲」之義蘊，見
其言：
業已有「克、伐、怨、欲」矣，一事忍之，他事不能，一日忍之，他日不
能，如善飲人終不免醉。使終日懷挾四者於心，而禁之一絲不露，恐盡天
下，通古今，無此強力之人也。明乎此，則知「克、伐、怨、欲不行」，
即是克己。即或當念未嘗不動，而從事於非幾將搆之際，以力用其遏抑，
而不能純熟淨盡，則學者之始事，固無不然者。先儒言克己之功，云「難
克處克將去」，正此謂也。亦安得以強制病之哉？乃朱子抑有「合下連根
鏟去」之說，則尤愚所深疑。合下不合下，連根不連根，正釋氏所謂「折
服現行煩惱」
、
「斷盡根本煩惱」之別爾。……聖學中原不作此商量。……
乃「克、伐、怨、欲不行」
，既即為克己，而子曰「仁則吾不知」
，此固大
疑之歸也。雖然，無容疑。子之言仁，曰「克己復禮為仁」，初不徒言克
己；抑曰「能行五者於天下」，初不徒言不行不仁。以體言之，則有所復

43

見船山言：
「目言『仁義之心』
，則以『存之』為工夫，孔子曰『操則存』
，孟子曰：
『存其心』
者是也。」又言：
「孔子曰『操則存』
，言操此仁義之心而仁義存也；
『舍則亡』
，言舍此仁義之
心而仁義亡也；
『出入無時』
，言仁義之心雖吾性之固有，而不能必其恆在也；
『莫知其鄉』
，言
仁義之心不倚於事，不可執一定體以為之方所也；
『其心之謂與』
，即言此仁義之心也。」參見
氏著，
《讀四書大全說》
，頁 635、686。陳祺助先生即指出：
「本心一經人當下體認、操存，挺
立自己，自做主宰，便能擴充其固有的仁義之理，而滋護長養性體的生物成物之能，至於其極，
則能與天地參。故存養本心本性之工夫，既易簡，又久大。唯人之心卻可能離性而動，乃放失
其固有的仁義之性， 而徒有知覺之靈明。當人之心放失仁義， 就是其本心或仁心放失──所
放失的本心、仁心曰『放心』
。」參見陳祺助，
《王船山「道德的形上學理論」之開展》
（高雄：
麗文文化，2012 年 6 月）
，頁 377-378。
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也，而乃以克所克；克所克矣，而尤必復所復。以用言之，則其所不當行
者不行，尤必其所當行者行之也。蓋必使吾心之仁泛應曲當於天下而無所
滯，天下事物之理秩然咸有天則於靜存之中而無所缺，然後仁之全體大用
以賅存焉。故存養與省察交修，而存養為主，行天理於人欲之內，而欲皆
從理，然後仁德歸焉。（《讀四書大全說》頁 405-406）
引文中船山即說道古今天下無人能真正地做到完全「禁欲」之工夫，是以吾人只
能透過「克己」
（遏欲）在當下與外物相幾之時用力抑止，使自我之意純熟淨盡，
然此並非如用強壓之方式體現之，反而應該使自我之欲暢達，如此欲才會合於天
理。44船山接著說到朱熹所謂「合下連根鏟去」之說，實際上即是佛家之「去欲」，
然此亦非儒家義理之義蘊。45船山以為當吾人之欲淨盡之時，並非必能體現天理46，
是以唯有透過吾人靜時之存養，於意念動時省察、並進而一念自反47，方才可體
現天理。48「克己復禮」與「存養省察」實為體用、交相成之工夫，貫通吾人之

44

見船山言：
「故君子之用損也，用之於『懲忿』
，而忿非暴發，不可得而懲也；用之於『窒欲』
。
而欲非已濫，不可得而窒也。」參見清‧ 王夫之撰，李一忻點校，
《周易外傳》
（北京：九州出
版社，2010 年 1 月）
，頁 87。又可見其言：「不肖者以縱其血氣以用物，非能縱也，遏之而已
矣。縱其目於一色、而天下之羣色隱，況其未有色者乎？縱其耳於一聲、而天下之羣聲閟，況
其未有聲者乎？縱其心於一求、而天下之羣求塞，況其不可求求者乎？……故天下莫大於人之
躬，任大而不惴，舉小而不遺，前知而不疑，疾合於天而不慙，無遏之者，無所不達矣。……
一朝之念，一念之欲，一意之往，馳而不反，莫知其鄉，皆為其遏之也。」參見氏著，
《詩廣
傳》
，頁 112-113。林安梧先生即補充道：
「所謂的『縱欲』
，本質上是『遏欲』的，他認為欲不
可縱，縱之所以遏之也，欲亦不可遏，故宜暢其欲，達其情，而上通於道。」參見氏著，《王
船山人性史哲學之研究》
，頁 116-117。
45
見船山言：
「聖學則不然。雖以奉當然之理壓住欲惡、按捺不發者為未至，卻不恃欲惡之情輕，
走那高明透脫一路。到底只奉此當然之理以為依，而但繇淺向深，繇偏向全，繇生向熟，繇有
事之擇執向無事之精一上做去；則心純乎理，而擇夫富貴貧賤者，精義入神，應乎富貴貧賤者，
敦仁守土。繇此大用以顯，便是天秩天敘。所以說 「一日克己復禮，天下歸仁」
，非但無損於
物而以虛願往來也。」參見氏著，《讀四書大全說》，頁 238。
46
見船山言：
「人自有人欲不侵而天理不存之時。在為學者，撇除得人欲潔淨，而志不定、氣不
充，理便不恆；境當前，則因事見理；境未當前，天理便不相依住。即在未學者，天理了不相
依，而私智俗緣未起之時，亦自有清清楚楚底時候。在此際，教他設法去取富貴，舍貧賤，亦
非所樂為。此其可謂之君子乎？可謂之仁乎？」參見氏著，
《讀四書大全說》
，頁 236。
47
關於「一念自反」
，唐君毅先生即指出：
「不陷溺之念即是天理流行，依乎天機而動。……誠然，
我們要常常自覺有不陷溺之心境，非最高的人格不能。但是當下的不陷溺的心境，則是一念自
反，即能具備的。因為我們才覺有陷溺，知病便是藥，我們的心便已不限溺。我們覺有陷溺而
拔出，即不陷溺。這是我們當下可以求得的。我們亦可說，我們之不陷溺的心，原即我們之從
事一切現實活動的心之『本體』。我們只怕不自反；才自反，它便在。而一念之超拔，即通於
一切的善。」參見唐君毅，
《道德自我之建立》
（臺北：臺灣學生書局，2015 年 9 月）
，頁 168。
48
曾昭旭先生即補充道：「據船山本必貫末而本末交與為體之義，本乃是必在貫徹於萬末之後，
本始真是本者，不然則只是虛玄孤致之道，而非天地之誠矣。故心之存養，必通過中間無數之
省察工夫，而後漸得其存在上之貞定。……由是此常存之仁義心始足隨時應幾以誠其意焉，而
此仁義心之念念常持常存即所謂靜中工夫，故靜存之工夫必無間斷而與身終始也。而動察之工
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身心，使欲理合一，發用流行，以體現仁德之全體大用。

伍、結論
經由上文筆者之梳理，吾人可知船山所言之「存理遏欲」之義蘊在於肯定吾
人具有飲食男女之欲和聲色貨利之欲，進而使自我身心一如，並追尋自我之生命
意義。
船山別於宋明儒者肯定「欲」對於吾人體認天理之正面意義，若吾人完全淨
自我之欲，這無法使吾人挺立自我之生命，是以船山主張透過「存理遏欲」，以
理導欲、進而使自我之理欲合一，合乎生活世界中之欲求。最後見船山作個總結，
見其言：
孟子承孔子之學，隨處見人欲，即隨處見天理。學者循此以求之，所謂「不
遠之復」 者，又豈遠哉？不然，則非以純陰之靜為無極之妙，則以夬之
「厲」
、大壯之「往」為見心之功，仁義充塞。
（《讀四書大全說》頁 520-521）
引文中船山即說道先秦儒家聖學，並未否認過人欲之正面意義，在人欲中體現天
理（仁義禮智），則隨處皆為天理之流行，此即為筆者篇名所下之旨趣。船山接
著以《周易‧復卦‧象辭》中「不遠之復，以修身也。」強調儒學中身心一如之
意義。49接著以《周易‧夬卦》中「夬，揚于王庭，孚號有厲。告自邑，不利即
戎，利有攸往。」一段，論述天理必體現於人欲之中，若抑制自我之欲，終會有
間斷處，而導致吾人心之陷溺。50最後以《周易‧大壯卦‧象辭》中「藩決不羸，
尚往也。」一段，論述吾人「靜時存理動時遏欲」之重要性51。天理人欲絕非對
立，吾人透過「欲」實踐「理」，如此即能療癒自我之身心，進而彰顯自我之生

49

50

51

夫則反而只是隨時應幾而作（所謂『隨事報功也』）
，以加慎此心而使其存養之功益密者。」參
見氏著，《王船山哲學》，頁 457。
見船山言：
「『身』者，最其不遠者也。乃動而出以應物，……得物感而始生其心，後念之明，
非本心之至善也。方一起念之初，毀譽吉凶，皆無所施其逆億，而但覺身之不修，無以自安，
則言無過言，行無過行，卓然有以自立矣。」參見氏撰，李一忻點校，《周易內傳》，頁 115。
見船山言：
「陰之為德，……在心則為利，為欲。……以義制利，以理制欲者，天理即寓於人
情之中。天理流行，而聲色貨利皆從之而正。若恃其性情之剛，遂割棄人情以杜塞之，使不足
以行，則處心危，而利欲之乘之也，終因間而復發。」同上注，頁 186。
見船山言：
「大體者，天地之靈也；小體者，物欲之交也。……人唯不先立乎其大者，以奮興
而有為，……以食色為性，以一治一亂為數之自然，……為君子積剛以固其德，而不懈於動，……
正其大體以治小體。」同上注，頁 151。
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命意義。
筆者蒙前賢之脈絡乃能有所見如此，有所說如此。今即暫以此文標示筆者目
前之所見，並以為日後努力之起點，自勉之餘尚祈各位學者賜正。
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清‧王夫之著，《讀四書大全說》，北京：中華書局，2011 年 12 月。
清‧王夫之著，王孝魚點校，
《老子衍

莊子通

莊子解》
，北京：中華書局，2014

年 11 月。
清‧王夫之著，舒士彥點校，《讀通鑑論》，北京：中華書局，2015 年 3 月。
清‧戴震，《孟子字義疏證》，北京：中華書局，2011 年 3 月。

二、近人論著：
（一）專著（按作者姓名筆劃排序）：
牟宗三，《心體與性體》，新北：正中書局，2010 年 12 月。
林安梧，《王船山人性史哲學之研究》，臺北：東大圖書，1987 年 9 月。
林安梧，《中國宗教與意義治療》，臺北：明文書局，2001 年 7 月。
林安梧，
《儒學轉向：從「新儒學」到「後新儒學」的過渡》
，臺北：臺灣學生書
局，2006 年 2 月。
林安梧，
《牟宗三前後：當代新儒家哲學思想史論》
，臺北：臺灣學生書局，2011
年 9 月。
唐君毅，《中國哲學原論‧導論篇》，臺北：臺灣學生書局，2004 年 10 月。
唐君毅，《中國哲學原論‧原教篇》，臺北：臺灣學生書局，2004 年 10 月。
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唐君毅，《生命存在與心靈境界》，臺北：臺灣學生書局，2006 年 9 月。
唐君毅，《道德自我之建立》，臺北：臺灣學生書局，2015 年 9 月。
曾昭旭，《性情與文化》，臺北：時報文化，1988 年 6 月。
曾昭旭，
《良心教與人文教：論儒學的宗教面相》
，臺北：臺灣商務印書館，2003
年 8 月。
曾昭旭，《王船山哲學》，臺北：里仁書局，2008 年 3 月。
張莉紅、羅波，《天理人欲》，新竹：花神出版社，2004 年 7 月。
景海峯主編，
《儒學的當代發展與未來前瞻》
，北京:人民出版社，2014 年 12 月。
陳來，《宋明理學》，臺北：允晨文化，2010 年 2 月。
陳來，
《詮釋與重建：王船山的哲學精神》
，北京：生活‧讀書‧新知三聯書店，
2010 年 12 月。
陳贇，《回歸真實的存在：王船山哲學的闡釋》，上海：復旦大學出版社，2007
年 3 月。
陳祺助，《王船山「道德的形上學理論」之開展》，高雄：麗文文化，2012 年 6
月。
陳榮捷，《王陽明傳習錄詳注集評》，臺北：臺灣學生書局，2006 年 9 月。
楊儒賓、祝平次編，
《儒學的氣論與工夫論》
，臺北：國立臺灣大學出版中心，2012
年 5 月。
傅偉勳，
《批判的繼承與創造的發展》
，臺北：東大圖書股份有限公司，1986 年 6
月。
蔡家和，
《王船山《讀孟子大全說》研究》
，臺北：臺灣學生書局，2013 年 9 月。
鄔昆如，
《倫理學》，臺北：五南圖書，2011 年 4 月。
（二）、期刊論文（按作者姓名筆劃排序）：
施盈佑，〈王船山重「氣」道德論對重「理」道德論的反思〉，《興大中文學報》
第三十三期，2013 年 6 月。

三、譯作資料：
Viktor E. Frankl 著，李雪媛、柯乃瑜、呂以榮合譯，《向生命說 yes!》，臺北：啟
示出版，2009 年 6 月。
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Wang Chuanshan’s " heavenly principle and
desires" of Logotherapy
Lee Wei-Hao*

Abstract
The Song dynasty and Ming dynasty Confucian scholar says says it “the
principle”, namely refers to “the innate disposition”. But “saves the natural justice,
goes to the human desire” a word to be possible to say is slogan of the penetration
entire Song dynasty and Ming dynasty Neo-Confucianism, however scholar of the
later generation is embracing manner of mostly the critique. Places when the Ming
and Qing Dynasties tripod with two handles leather Wang Chuanshan
(A.D.1619-1692) also to propose its opinion, how under the author is the weight
section elaboration Chuanshan again annotation and the reconstruction “heavenly
principle and desires” the implication; Then explained “Chuanshan and Viktor
E. Frankl the significance treatment can pass lies in affirmed we have desire of the
food and sex desire of with the demeanor goods advantage, then causes Physical and
mental balance, and tracks down the self-life significance”; Finally elaborated how
“manifests the ' heavenly principle and desires '”.The following namely according to
the above construction, launches the discussion gradually.
Keywords: Wang Chuanshan, heavenly principle and desires, Physical and
mental balance, Viktor E. Frankl, Logotherapy

*

Department of Chinese Literature Fu Jen’s Catholic University Ph. D. candidate Fu Jen’s
Holistic Education Center Adjunct Instructor.
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于省吾《楚辭．離騷》疏證之探析
李名媛*

摘 要
于省吾所撰之《澤螺居楚辭新證》
，係以文字、古文物二重證據之考釋方法，
對《楚辭》部分詞語進行考證的著述。于氏在疏證《楚辭》方面的著作目前仍未
受到關注，因此，筆者希望能透過于氏對《楚辭》詞語的考述，來探討其《楚辭》
論證方面的考察。在《澤螺居楚辭新證》書中，于省吾共考證 49 條詞語，本文
以于氏在是書中針對同篇考證最多的〈離騷〉為論述焦點，透過於氏引述及論辨
的過程加以分析，對於于氏在《澤螺居楚辭新證．離騷》這 14 條詞語中所運用
的資料與出土文獻等進行整理、製表。首先，筆者先梳理于省吾的生平傳略及其
著作概況，再逐步以于氏考釋詞語的方式、其《楚辭》研究的價值及于氏論述中
需重新商榷之處，分析于氏的《楚辭》研究。
關鍵詞：于省吾、《楚辭》、澤螺居、〈離騷〉、新證派

*

李名媛，國立彰化師範大學國文學系兼任講師。
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壹、 前言
《楚辭》係中國戰國時期南方的詩歌總集，據高秋鳳教授統計，1947 年至
2009 年臺灣研究《楚辭》之論述共可分為十六類。1高教授所作統計係為 1947
年起之著述，而民國初期的《楚辭》研究相關論著，可從張高評教授主編之《民
國時期文學研究叢書》2略可見一斑，然而，張教授主編之該叢書所收，係 1912
年至 1949 年的作品、高教授所統計係臺灣學者於 1947 年至 2009 年所撰著作，
尚有部分在國民政府遷臺（1949）後，留在「新中國」的研究者透過各種方法鑽
研《楚辭》之相關論著未被列入其中，被胡樸安（1878-1947）歸納為新證派3代
表，透過金文、出土文物等材料進行疏證的于省吾（1896-1984）即是一例。
于省吾，字思泊，號澤螺居士、雙劍誃主人，晚號夙興叟，齋名為未兆廬、
雙劍誃及澤螺居，4遼寧海城人，生於清光緒 22 年（1896）12 月（陰曆 1896 年
11 月），卒於 1984 年 7 月，年 89。1918 年（民國 7 年，于氏時年 23 歲）時，
因受吳闓生（1878-1949）影響，喜桐城派古文，5撰《未兆廬文鈔》
， 1928 年，
張學良（1901-2001）、楊宇霆（1886-1929）籌辦專講國學的奉天萃升書院，任
于氏為院監以主持院務，于氏延攬王樹枬（1851-1936）、吳廷燮（1865-1947）、
吳闓生、高步瀛（1873-1940）分別主講課程。除主持萃升書院之院務外，自 1929
年起至 1949 年止，于氏曾執教於北平輔仁大學、燕京大學、北京大學，講授課
程均為古文字學。1955 年，于氏應東北人民大學（即吉林大學前身，1958 年 8
月更名為吉林大學）校長匡亞明（1906-1996）邀約，任歷史系教授，同時亦從

據高秋鳳教授統計，1947 年至 2009 年，臺灣《楚辭》學研究可分為：書目編纂、篇章辨偽、
聲韻研究、語法研究、古史辨證、神話研究、源流研究、楚文化研究、分篇專門研究、文學賞析、
美學研究、作者研究、專題研究、比較研究與楚辭學研究等方面，僅音樂研究方面付之闕如。參
高秋鳳，〈楚辭研究在臺灣（1947-2009）
〉
，《雲夢學刊》31 卷 6 期（2010 年 11 月）
，頁 37。
2
張高評教授所主編之該叢書，所指涉的「民國時期」係指民國元年（1912）至 1949 年 9 月 30
日新中國成立前的階段。參張高評主編：
《民國時期文學研究叢書》
（臺中：文听閣圖書有限公司，
2011 年 12 月）
，第一編第一冊，頁 13。
3
胡樸安在《中國訓詁學史》一書中，將于省吾列為「新證派」之代表人物。是書云「李泰棻本
甲骨文為《今文尚書正譌》一書，……于省吾《尚書新證》
、
《詩經新證》采取金文中之材料，以
資考證之處多。其書本身之價值如何？吾人不必遽下斷語，而甲骨與金文為重要考證之材料，而
確今後訓詁學之趨勢，而李氏、于氏之書，可謂篳路藍縷，以啟山林也。」參胡樸安撰，《中國
訓詁學史》
（臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1977 年 10 月）
，頁 353-354。
4
《莊子．秋水》云「計四海之在天地之間也，不以礨空之在大澤乎？」參［清］郭慶藩撰、王
孝魚點校，
《莊子集釋》
（北京：中華書局，1961 年 7 月）
，頁 563、566-567。于省吾在《雙劍誃
莊子新證》中將舊釋為「蟻穴」的「礨空」新釋為「螺孔」
，亦藉此以「澤螺居」為室名，表明
學問之無止境。《雙劍誃莊子新證》收入氏撰，《雙劍誃諸子新證》（北京：中華書局，2009 年 4
月）
，上冊，頁 614-616。
5
何景成，〈澤螺居士夙興叟──于省吾先生傳略〉
，《東北史地》2011 年第 1 期，頁 3。
1
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事古文字、古文獻之相關研究。6
于省吾畢生致力於古文字研究、考釋及古代典籍之考證等方面。在中國古文
字和古代史的考證上深具貢獻，被認爲係中國著名的古文字學專家、考古學家，
于氏對古文字的考釋精審周密，且堅信古文字是客觀的存在，它們的形、音、義
是可識、可讀、可訓的，只要方法得當，經過深入鑽研及實事求是的科學分析，
多數古文字就能夠被正確認識。于氏認為研究先秦歷史應以考古資料爲主，兼之
歷史典籍。然而，若是二者發生矛盾時，則應考古實證以勘正典籍的錯誤。于氏
此種治學方法對研究先秦歷史具有重要的指導意義，撰有《甲骨文字釋林》
、
《雙
劍誃吉金文選》
、
《雙劍誃詩經新證》
、
《雙劍誃易經新證》
、
《澤螺居楚辭新證》
、
《澤
螺居詩經新證》7、《雙劍誃諸子新證》等書。
于省吾所作《澤螺居楚辭新證》一書，針對《楚辭》詞語以進行考證。8然
而，就筆者所見，針對于氏的研究，主要仍為針對其考釋甲骨文字、提出訓詁新
證之著作上加之鑽研與探索，于氏經學方面的探討，則僅有討論于氏根據甲骨文、
金文、傳統小學考證方法及歷史沿革等面向來探討的《易經》相關論述一篇及透

劉紹唐主編，
〈民國人物小傳．于省吾〉
，
《民國人物小傳》
（臺北：傳記文學出版社，1994 年 4
月）
，第 12 冊，頁 1-10。
7
于省吾《澤螺居詩經新證》上卷係根據《雙劍誃詩經新證》刪訂而成；中卷則據《澤螺居詩經
札記》
、
《澤螺居詩義解結》進行刪改；下卷收錄《詩經》考證的單篇論文。參《澤螺居詩經新證．
澤螺居楚辭新證》
，頁 1。
8
《澤螺居楚辭新證》有二版本，由北京中華書局於 2003 年、2009 年出版，二本差異為 2003
年本為簡體字排印本；2009 年本為繁體字版，參于省吾，
《澤螺居楚辭新證》
（北京：中華書局，
2003 年 4 月）
、于省吾，《澤螺居楚辭新證》
（北京：中華書局，2009 年 4 月）
，是書原刊於《社
會科學戰線》
，分為上、下二期，分別為〈澤螺居楚辭新證（上）〉
，
《社會科學戰線》1979 年第 3
期，頁 217-228；
〈澤螺居楚辭新證（下）〉
，《社會科學戰線》1979 年第 4 期，頁 233-245。于氏
在《澤螺居詩經新證．澤螺居楚辭新證．前言》提及「《楚辭新證》是 1963 年舊稿，1979 年曾
在《社會科學戰線》三、四期發表，因為未得到我的校對，譌字較多，現在均加以糾正。」參氏
撰，
《澤螺居詩經新證．澤螺居楚辭新證》
，頁 1。據筆者統計，于氏是書中討論〈離騷〉詞語 14
條、
〈九歌〉詞語 2 條、
〈天問〉詞語 8 條、
〈九章〉詞語 10 條、
〈遠遊〉詞語 1 條、
〈九辯〉詞語
6 條、
〈招魂〉詞語 2 條、
〈大招〉詞語 6 條及《楚辭》一書中的字義解釋 3 篇，是書共計探討《楚
辭》中 49 條詞語及討論單字釋義之論文 3 篇。筆者以北京中華書局 2009 年本為主要文本，並以
2003 年本互校，以下引述《澤螺居楚辭新證》詞語時，皆使用 2009 年本之頁碼。
6

25

真理大學人文學報第二十期

過《澤螺居詩經新證》所使用的訓詁方法加以討論的論文，9對於于省吾在《楚
辭》考證方面的研究卻付之闕如，而《澤螺居楚辭新證》中，則是于氏以文字、
古文物之考釋方法，對《楚辭》部分詞語進行考證的著述。因此，筆者希望能透
過于氏對《楚辭》詞語的考述來探討于氏的《楚辭》考證。在《澤螺居楚辭新證》
中，于省吾共考證 49 條詞語，包括〈九歌〉2 條、
〈天問〉8 條、
〈九章〉10 條、
〈遠遊〉1 條、
〈九辯〉6 條、
〈招魂〉2 條、
〈大招〉6 條，而以〈離騷〉14 條詞
語為最多。本文以于氏考證〈離騷〉的 14 條詞語為例，10透過其引述及論辯的
過程加以分析。以下，筆者將透過于氏考釋詞語的方式、其《楚辭》研究的價值
及其需商榷之處幾方面，試圖分析于氏的《楚辭》研究。

貳、于氏考釋〈離騷〉詞句之方法
于省吾考釋甲骨文字的態度，根據今人趙誠〈于省吾甲骨文字考釋方法探索〉
一文所言，可分為前、後二期，前期係指 1940 年左右，該時期于氏主張「研究
古文字，其形音義三者，必無一不符，方可徵信」
；後期則指 1980 年左右，在此
時期，于氏進一步提出座標軸的概念，認為「研究古文字，既應注意每一字本身
的形、音、義三方面的相互關係，又應注意每一個字和同時代其他字的橫的關係，
以及它們在不同時代的發生、發展和變化的縱的關係」。11由此可見，不論前、
後期，于氏在考釋文字上，皆注重形、音、義，此情形在于氏分析《楚辭》詞語
上同樣顯而易見。
在于氏考述〈離騷〉之詞語時，均先引述東漢王逸（89-158）《楚辭章句》
與宋代洪興祖（1090-1155）
《楚辭補注》二書所言，再依序透過形、音、義等方

9

考釋甲骨文字：趙誠，
〈于省吾甲骨文字考釋方法探索〉
，《勵耘學刊》
（語言卷）2005 年第 1

期，頁 23-42；
［香港］饒宗頤口述，劉釗整理，
〈甲骨文研究斷想──為紀念于省吾先生百年誕
辰而作〉
，《史學集刊》1996 年第 3 期，頁 11-13；鄭一，
《于省吾〈雙劍誃殷契駢枝〉與〈甲骨
文字釋林〉釋字比較研究》（重慶：西南大學文學院漢語言文字學科碩士論文，2012 年 5 月）
；
提出訓詁新證方面，則有：包詩林，〈于省吾《諸子新證》的訓詁內容〉，《古籍整理研究學刊》
2006 年第 1 期，頁 81-85；包詩林，
〈于省吾《諸子新證》的據境索義考察〉
，《樂山師範學院學
報》22 卷 2 期（2007 年 2 月）
，頁 68-71；包詩林，
《于省吾〈新證〉訓詁研究》
（合肥：安徽大
學文學院漢語言文字學科博士論文，2007 年 5 月）
；彭淑涓，
《雙劍誃諸子新證研究》
（臺中：東
海大學中國文學研究所碩士論文，1994 年）
；在探討于氏《易經》研究方面，有姜燕，
〈古籍新
證的典範──論于省吾先生的《周易》研究〉
，
《古籍整理研究學刊》2002 年第 3 期，頁 88-91、
59；在于氏《詩經》研究方面，則有李玉萍，《于省吾〈澤螺居詩經新證〉訓詁研究》
（吉首：
吉首大學文學與新聞傳播學院漢語言文字學科碩士論文，2013 年 5 月）
10
于省吾考證〈離騷〉詞語 14 條，收入〈澤螺居楚辭新證（上）〉
，頁 218-224；
《澤螺居楚辭新
證》
，頁 245-267。
11
趙誠，
〈于省吾甲骨文字考釋方法探索〉，頁 23。
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式分別考述。筆者根據是書中于氏考釋〈離騷〉詞語，形、音、義的部分進行整
理，詳見下表一：
「《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條考釋層面」。
表一：《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條考釋層面
詞語

形

音



朕皇考曰伯庸
恐皇輿之敗績

義






忍而不能舍也





五子用失乎家巷





乃遂焉而逢殃





憑不

乎求索

相觀民之計極







哀高丘之無女



解佩纕以結言兮



欲遠集而無所止兮



索瓊茅以筳篿兮



孰信修而慕之



榝又欲充夫佩幃



惟茲佩之可貴兮





7

12

合計

3



資料來源：筆者據于省吾：《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條，自行整理。
由上列表格統計可知，于氏在〈離騷〉方面之考證，以字義為主，計有 12 條；
次之則為字音，計有 7 條；討論字形者則僅有 3 條。然而，于氏所作的考釋，有
部分並不僅止於形、音、義中的單項考證，有時兼雜形、義（據上述表格統計共
2 條）
；有時兼雜音、義（據表格計有 4 條）
；有時則兼備形、音、義三項（計有
1 條），筆者據此統計，繪製成下圖一「于省吾考釋〈離騷〉14 條形音義之示意
圖」
，詳見下圖一所示。
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圖一：于省吾考釋〈離騷〉14 條形音義之示意圖
根據上圖，吾人得以知曉，在字義部分，于氏著墨較深，透過饒宗頤〈甲骨文研
究斷想──為紀念于省吾先生百年誕辰而作〉所載，亦可觀察出些許端倪，饒氏
云：
在考釋字形的同時，必須強調的是要把甲骨文字字義的訓釋放在重要的位置。
在有的情況下字義比字形顯得更為重要，因為字義的訓釋有時會影響對字形
的考釋。字形考釋只是第一步手段，最終解決字義才是目的。12
由上述引文中，吾人可以得知于氏對於字義的訓釋比字形考釋更為注重，在于氏
考證〈離騷〉之 14 條的數據亦可窺知一二，就筆者統計，于氏〈離騷〉疏證論
及字義者，14 條中即佔 12 條（約 86%），而獨論字義者，計有 5 條；獨論字音
者，計有 2 條；兼雜形、義者，計有 2 條；兼雜音、義者，計有 4 條；兼備形、
音、義者，則有 1 條。以下，筆者茲分項陳述之。

［香港］饒宗頤口述，劉釗整理，〈甲骨文研究斷想──為紀念于省吾先生百年誕辰而作〉
，
頁 12。
12
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一、以字義詁訓
于氏於〈離騷〉字義考證上，共有 12 處，在這些詞語中，于氏提出不少與
先前注家不同的看法，以下，筆者茲臚列敘述之。
（一）「朕」皇考曰伯庸
一般認為先秦時期的「朕」字是第一人稱代詞。不分尊卑均可自稱為「朕」，
然而，于氏以周代金文通例為例證，認為「『朕』係第一人稱代詞之含有屬詞者，
猶今人言『我的』
」
。13于氏提出在〈大雅．韓奕〉
「無廢朕命」14、
《論語．堯曰》
「朕躬有罪」15與《孟子．萬章》
「干戈朕，琴朕，弤朕，二嫂使治朕棲」16等詞
語中的「朕」字，均應解作「我的」
。于氏更進一步指出，
〈離騷〉
、
〈九章〉等篇
章中，所出現的「朕」字，均應解為「我的」，其說云：
〈離騷〉中除「朕皇考」之外，還有「回朕車以復路兮」
，
「哀朕時之不當」，
「懷朕情而不發兮」。又〈九章．抽思〉：「敖朕辭而不聽」，〈思美人〉：「固
朕形之不服兮」。以上所引〈離騷〉中的三個「朕」字和〈九章〉中的兩個
「朕」字，均與金文用法若合符節。17
上述引文中，于氏指出〈離騷〉、〈九章〉中有「朕」字之詞語均解作「我的」，
與金文用法相符。然而，〈招魂〉「朕幼清以廉潔兮」則當解為「我」，于氏認為
「如果〈招魂〉係屈原的作品，則一人所作，不應前後互異如此」，18因此，以
為或可作為〈招魂〉非屈原所作之例證。
（二）恐「皇輿」之「敗績」
于氏認為，典籍所言之「敗績」
，有廣、狹二義。就狹義而言，則以「車覆」
為「敗績」，如王夫之（1619-1692）《楚辭通釋》、戴震（1724-1777）注《屈原
賦》皆持論「敗績，車覆也」19；就廣義而言，則以「事業之失敗」為「敗績」，
如《國語．晉語》。然，于氏以為此處當以狹義為訓，當為二者連稱，訓為「車
覆」。20
《澤螺居楚辭新證》
，頁 245。
［漢］毛亨傳、鄭玄箋、
［唐］孔穎達疏，
《毛詩正義》，收入［清］阮元校刻，
《十三經注疏》
（北京：中華書局，1980 年 10 月）
，頁 570 下。
15
［宋］朱熹撰，《四書章句集注》（北京：中華書局，1983 年 10 月）
，頁 193。
16
《四書章句集注》
，頁 303。
17
《澤螺居楚辭新證》
，頁 246。
18
《澤螺居楚辭新證》
，頁 246。
19
［清］戴震注，《屈原賦戴氏注》（清乾隆 25 年［1760］汪梧鳳刻本）
，收入吳平、回達強主
編，
《楚辭文獻集成》
（揚州：廣陵書社，2008 年 8 月）
，第 14 冊，頁 9727；
［明］王夫之，《楚
辭通釋》
（長沙：岳麓書社，1996 年 2 月）
，頁 215。
20
《澤螺居楚辭新證》
，頁 247。
13
14
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（三）憑不

乎求「索」

「索」，繼洪興祖、朱子（1130-1200）及陳第（1541-1617）等注家後，後
人皆從「索音素」，于氏藉此考證「索」與「素」的原始關係，于氏引述《說文
解字》
、信陽楚簡、尹知章注《管子》等書，認為索與素在典籍中，往往並訓之。
21

（四）五子用「失」乎家巷
王逸《楚辭章句》
、洪興祖《楚辭補注》
、朱子《楚辭集注》均以為「失」為
「失國」22；王引之（1766-1834）以「失」字為衍文23；戴震、姚鼐（1731-1815）
則認為「失」為「佚」，古亦通「逸」。于氏言：「夏康娛以自縱，不顧難以圖後
兮，
〈五子用失乎家巷」
，係指「不顧國難以圖謀後世，而五子只貪于目前享受，
佚樂乎家巷」
，認為先前注家僅知「失」為「亡失」
，不知「失」為「佚」之古文，
致使爭訟不已。24
（五）乃「遂焉」而逢殃
「遂焉」，于氏反駁王夫之、王樹枏（1852-1936）、龔景瀚（1747-1802）等
注家「『遂』為『遂以』」、「『遂焉』作忽焉」、「遂，安也」25之言，並以王念孫
（1744-1832）所注「『遂』讀作『墜』」為是。並以金文「墜」字均作「

」
，
「墜」

26

乃後起的孳化字。

（六）相觀民之「計極」
于氏以古鉨文為例，認為「計」與「信」在古鉨文中字形相似，因此，「計
極」本應作「信極」，而〈離騷〉中言「信姱」、「信芳」、「信美」等，均與「信
極」之語例相同。27
（七）哀高丘之無女
王逸《楚辭章句》云「楚有高丘之山。女以喻臣。言己雖去，意不能已，猶
復顧念楚國無有賢臣，心爲之悲而流涕也。或云：高丘，閬風山上也。無女，喻

《澤螺居楚辭新證》
，頁 249-250。
參［漢］王逸撰，黃靈庚疏證，
《楚辭章句疏證》
（北京：中華書局，2007 年 9 月）
，頁 277-278；
［宋］洪興祖，
《楚辭補注》
（北京：中華書局，1983 年 3 月）
，頁 21；
［宋］朱熹撰，
《楚辭集注》
，
收入朱傑人、嚴佐之、劉永翔等主編，
《朱子全書》
（上海：上海古籍出版社；合肥：安徽教育出
版社聯合出版，2002 年 12 月）
，第 19 冊，頁 30。
23
參［清］王念孫，《讀書雜志》
（臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1978 年 12 月）
，第 8
冊，頁 57-60。
24
《澤螺居楚辭新證》
，頁 251-252。
25
［清］王樹枏，
《離騷注》
（清光緒《陶廬叢刻》刊本）
，收入《楚辭文獻集成》
，第 17 冊，頁
12376；
［清］龔景瀚，《離騷箋》（清光緒 3 年［1877］湖北崇文書局刊本）
，收入《楚辭文獻集
成》
，第 15 冊，頁 10913。
26
《澤螺居楚辭新證》
，頁 252-253。
27
《澤螺居楚辭新證》
，頁 253-255。
21
22
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無與己同心也。舊說：高丘，楚地名也。」28于氏考證〈離騷〉中之「高丘」在
今何地，于氏以安徽壽縣出土之楚懷王時鄂君啟節（有舟節、車節二種），車節
上載：
自鄂往，庚（庚通更，訓「經過」
，下同）
，陽丘，庚邡（方）城，庚菟和，
庚

焚，庚

陽，庚高丘，庚下

（蔡），庚居

（巢），庚郢。29

于氏引車節上之記載，說明此即為楚國境內行程所經過的重鎮，自「庚菟和」
（今
陝西商州）起，接以「庚下蔡」
，則當時楚地的「高丘」
，應在今安徽省的西北部
或靠近其西北部之河南境內。于氏以楚節所載之「高丘」證實「哀高丘之無女」
之「高丘」確有其地。
（八）解佩纕以「結言」兮
于氏認為《屈賦》中的「結言」
，係指緘結書札之義。于氏以王國維（1877-1927）
《簡牘檢署考》
、王獻唐《臨淄封泥文字．敘》
、馬衡《封泥存真．序》等，簡述
晚周以來的簡牘封緘方法及封緘情況，再透過信陽楚簡以「襄」為「囊」，以其
為絲織品，故又作「纕」，「纕」與「襄」係古今字。30
（九）欲遠集而無所「止」兮
王逸《楚辭章句》釋「止」為「之」，于氏以古文字檢驗之，提出「之」字
本作「止」。31
（十）索瓊茅以筳篿兮
歷來《楚辭》注家均解「索」作「取」
，然而，于氏以為「『索』謂『繩索』，
在此作動詞用。」高步瀛（1873-1940）《古文辭類要箋證》訓「以」為「與」，
謂「筳篿二字連讀，皆折竹也。」于氏以為高氏注解較舊解為優。于氏認為此句
係指「以藑茅為繩索，與折竹八段相結合以占。」于氏視其為遠古八索之占的遺
風。32
（十一）孰信修而「慕」之
歷來注家多認為「慕」讀如字，然而，于氏引金文以「慕」為「謨」
，因此，
若解「慕」為「羨慕」
、
「愛慕」
，係較為後起之義，然「慕」若讀如「謨」
，訓為
「謀」，則「君明臣良，兩美自有必合之時，而楚人誰能信其修善之行，為之謀

28
29
30
31
32

參《楚辭章句疏證》
，頁 376-377。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 255-256。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 256-262。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 262-263。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 263-264。
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畫，使之終于相合呢？」33
（十二）惟茲佩之可貴兮，委厥美而歷茲。芳菲菲而難虧兮，芬至今猶未「沬」
「沬」，王逸《楚辭章句》訓為「已」，洪興祖《楚辭補注》言「沬音昧」，
訓為「微晦」，于氏以此二句無押韻，認為「惟茲佩之可貴」二句誤倒，然「倒
之則乖于音，正之則合于韻。」34
二、以字音探討
于氏於〈離騷〉字音考證上，認為有 7 處有疑義，以下，筆者茲分項敘述之。
（一）忍而不能「舍」也
于氏認為，
〈離騷〉
「忍而不能『舍』」之「舍」字，今人多誤讀為「捨」
，為
證成己說，于氏引述洪興祖《楚辭補注》、朱子《楚辭集注》「舍，尸夜反」；陳
第《屈宋古音義》
、顧炎武（1613-1682）
《唐韻正》
「舍，古音暑」35；江有誥（？
-1851）
《楚辭韻讀》則以為「舍」音「恕」
。又引孫詒讓《札迻》
，認為「舍當為
予之借字」
，于氏再提出金文中「舍」字的用法，得出「舍」字同于「給予」之
「予」。36
（二）憑不

乎求「索」

「索」
，于氏引述洪興祖《楚辭補注》
、朱子《楚辭集注》
、陳第等，認為「索
音素」。37
（三）五子用「失」乎家巷
于氏引述戴震《屈原賦》、姚鼐《古文辭類纂》等書之言，認為「失」讀作
「佚」，古亦通「逸」，並提出「失」乃「佚」的古文。38
（四）乃「遂」焉而逢殃
于氏贊同王念孫《讀書雜志》所言，認為「遂讀作墜」。39
（五）孰信修而「慕」之
歷來注家多將「慕」讀如慕，然而，于氏引金文以「慕」為「謨」，並訓為
「謨」。40

《澤螺居楚辭新證》
，頁 264-265。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 266-267。
35
［明］陳第，
《屈宋古音義》
（清光緒 6 年武昌張氏校刻本）
，收入《楚辭文獻集成》
，第 19 冊，
頁 13561-13562；
［清］顧炎武，
《唐韻正》
，收入［清］紀昀總纂，
《景印文淵閣四庫全書》
（臺
北：臺灣商務印書館股份有限公司，1983 年 12 月）
，第 241 冊，頁 305-306。
36
《澤螺居楚辭新證》
，頁 248-249。
37
《澤螺居楚辭新證》
，頁 249-250。
38
《澤螺居楚辭新證》
，頁 250-252。
39
《澤螺居楚辭新證》
，頁 252-253。
40
《澤螺居楚辭新證》
，頁 264-265。
33
34
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（六）榝又欲充夫佩「幃」
陳第謂「幃」古音為「怡」41；王念孫、王引之認為「幃」字古音應讀如「殷」
。
于氏以西周金文「殷祀」及「殷商」之「殷」也均作「衣」
，
「衣」與「幃」之毒
「殷」，係脂、諄陰陽對轉。42
（七）惟茲佩之可貴兮
洪興祖《楚辭補注》言「沬音昧」
，陳第改「沬」為「沫」
，謂「沫古音迷」，
于氏以為陳第之注有誤，提出應作「委厥美而歷茲兮，惟茲佩之可貴」
，
「貴」與
「沬」韻，古音並在脂部。43
三、以字形考釋
于氏於〈離騷〉字形考證上，共有 3 處係透過西周晚期金文以證之。于氏在
是書序言中提及：
本文專為解釋《楚辭》若干字句上的義訓問題而作，其中多半取證于周代尤
其是晚周的文字或文物。我們現在所見到的《楚辭》傳本，曾被後人展轉竄
改，遠遠不是它的本來面貌。……由于古今文字大有異同，因而義訓也往往
頗有出入，故特分條考索，以匡舊解之誤。44
于氏認為現今所見《楚辭》文本，多經由後人竄改，在訓詁方面也多有出入，因
此，于氏透過西周文字及出土文物，考證《楚辭》詞語之字形，以下，筆者將于
氏所列〈離騷〉中 3 條有疑義之詞語，透過西周金文、信陽楚簡與古鉨文等，加
以討論之。
（一）恐皇輿之「敗績」
于氏以西周晚期金文檢驗之，則「敗績」當作「敗

」
，而後人作「績」或

「迹」。45
（二）憑不

乎求「索」

于氏以信陽楚簡所載為例，楚簡載：「索緙

」，也以索為素。象兩手糾合

46

繩索形。

（三）相觀民之計極
41
42
43
44
45
46

《屈宋古音義》，收入《楚辭文獻集成》，第 19 冊，頁 13575-13576。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 265-266。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 266-267。
《澤螺居楚辭新證．序言》，頁 241。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 247。
《澤螺居楚辭新證》
，頁 249-250。
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于氏以古鉨文為例，認為「計」與「信」在古鉨文中字形相似，因此，「計
極」本應作「信極」。47
于省吾考釋〈離騷〉方法，皆先引述歷來注家對於這些詞語之注解，再以信
陽楚簡、西周金文、甲骨文、古鉨文等古文及出土文物進行佐證，透過這些出土
文物來證成己見或反駁前人對〈離騷〉詞語之注解，筆者據于氏是書對於〈離騷〉
14 條詞語的考證，繪製圖表、統整表格，整理于氏對此 14 條之疏證，以字義為
最多，次之為字音，再者才為字形。

參、于氏《楚辭》研究之特色及其價值
于氏《澤螺居楚辭新證》共考證《楚辭》詞語 49 條，針對《楚辭》中〈離
騷〉
、
〈九歌〉
、
〈天問〉
、
〈九章〉
、
〈遠遊〉
、
〈九辯〉
、
〈招魂〉
、
〈大招〉等 8 篇詩篇
中部分詞語進行考釋，筆者將是書考述之分布情形繪製為圖表，詳見下圖二：
「于
氏《澤螺居楚辭新證》研究《楚辭》詞條數量示意圖」所示。

于氏《澤螺居楚辭新證》研究《楚
辭》詞條數量示意圖
〈招魂〉; 2; 4%

〈大招〉; 6;
12%

〈離騷〉; 14;
29%

〈九辯〉; 6;
12%

〈九歌〉; 2; 4%

〈遠遊〉; 1; 2%
〈九章〉; 10;
21%

〈天問〉; 8;
16%

圖二：于氏《澤螺居楚辭新證》研究《楚辭》詞條數量示意圖
由上圖分布可知，《澤螺居楚辭新證》中，共考述〈離騷〉詞語 14 條、〈九歌〉
47

《澤螺居楚辭新證》
，頁 253-255。
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詞語 2 條、〈天問〉詞語 8 條、〈九章〉詞語 10 條、〈遠遊〉詞語 1 條、〈九辯〉
詞語 6 條、
〈招魂〉詞語 2 條、
〈大招〉詞語 6 條，以〈離騷〉詞語為最多，又，
透過上圖統計，亦可發現于氏所疏證的篇章，皆為戰國篇章，未涉及漢人及漢代
以降續補之作。48筆者先以于氏考證〈離騷〉這 14 條為探討文本，認為于氏將
王國維「二重證據法」廣泛運用，其引據及運用金文與出土文物等新證據、引述
前人注解《楚辭》之說也相當詳實。以下，筆者將于氏考證〈離騷〉之特色分別
敘述之。
一、將王國維「二重證據法」廣泛運用
自王國維提出運用「地下之新材料」與古文獻記載相互印證，藉以考證古代
的歷史文化後，「二重證據法」也逐漸成為一種學術風氣，王氏云：
吾輩生於今日，幸於紙上之材料外，更得地下之新材料。由此種材料，我輩
固得據以補正紙上之材料，亦得證明古書之某部分全為實錄，即百家不雅馴
之言亦不無表示之事實。此二重證據法，惟在今日始得為之。雖古書之未得
證明者，不能加以否定，而其以得證明者，不能不加以肯定，可斷言也。49
王氏提出「二重證據法」係將「地下發現之新材料」與「紙上之材料」二者互相
釋證，藉以達到考證古史的目的，于氏也同樣運用出土文物及歷來注家的相互對
照，以金文、出土文物等材料，與典籍加以比對，試圖恢復《楚辭》文本的本來
面貌。
二、使用金文與出土文物等新證據相當豐富
于省吾畢生致力於古文字之研究，更透過甲骨文、金文及出土文物等，考釋
《詩經》
、
《易經》
、
《楚辭》
、等多部古代典籍，筆者根據于氏考證〈離騷〉14 條
所引述金文、信陽楚簡、古鉨文與出土文物，製成表格，詳見下表二：
「《澤螺居
楚辭新證．離騷》14 條引述資料一覽表」。

《楚辭章句》收入 17 篇作品，王逸作注時，認為自〈惜誓〉至〈九歎〉係漢代文人仿《楚辭》
體例而作，而最末篇〈九思〉則為王逸所作。而宋代晁補之更輯有先秦至唐代的作品，晁氏撰有
《重編楚辭》、
《續楚辭》
、《變離騷》三編，《續楚辭》輯有六十篇作品，或為文、或為賦，都是
與《楚辭》較為類似之作；《變離騷》則收錄九十六首，係與《楚辭》更為疏遠一點的作品。就
筆者所見，于氏所考證的八個篇章，皆係戰國時期作品，于氏並未針對漢代乃至漢代以降的作品
進行考察，或可從中窺得于氏所認知的《楚辭》定義。
49
王國維撰，宋韜編，
《古史新證──王國維最後的講義》
（北京：清華大學出版社，1994 年 12
月）
，頁 2-3。
48
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表二：《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條引述資料一覽表
序號

詞語

西周金文

1

朕皇考曰伯庸



2

恐皇輿之敗績



3

忍而不能舍也



4

憑不

5

五子用失乎家巷

6

乃遂焉而逢殃

7

相觀民之計極

8

哀高丘之無女

信陽楚簡

古鉨文

出土文物



乎求索




安徽壽縣楚懷
王鄂君啟節

解佩纕以結言兮

9






簡牘封泥

10

欲遠集而無所止兮

11

索瓊茅以筳篿兮

12

孰信修而慕之



13

榝又欲充夫佩幃



14

惟茲佩之可貴兮

合計

7

2

1

2

資料來源：筆者根據《澤螺居楚辭新證》考證〈離騷〉14 條詞語，于氏引述之
資料，自行歸納整理。
由上述表格可略知于氏在考證〈離騷〉詞語時，所引述的證據類別及引述數量，
于氏考證〈離騷〉時，除引用歷來注家的言論外，使用最多的係金文（14 條中
即占 7 條，50%），信陽楚簡、古鉨文、出土文物等亦皆有引述。
三、引述歷代《楚辭》注家之說詳實
相較於于省吾在《澤螺居詩經新證》上的疏證，于氏對於《楚辭》研究的疏
證上，引述前人言論頗豐。據中國學者包詩林統計，《澤螺居楚辭新證》考釋前
注計有 26 家，包詩林云：
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《楚辭新證》考釋前注涉及 26 家，其中主要有王氏《章句》
（44 例）
、洪氏
《補注》及《考異》（29 例）、朱子《集注》（17 例）、王夫之《通釋》（17
例）、蔣驥《山帶閣注楚辭》（12 例）等。50
據包詩林統計，于氏《澤螺居楚辭新證》共引述 26 位注家，其中以王逸、洪興
祖、朱子、王夫之、蔣驥（1714-1787）等注家為多。
而筆者透過是書考證〈離騷〉14 條所引述的典籍與歷來注本進行統計，製
成表格「于省吾《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條引述典籍及數量一覽表」。
表三：于省吾《澤螺居楚辭新證．離騷》14 條引述典籍及數量一覽表
朝代／作者

書名

數量

同意、反駁之數量

［漢］王 逸

《楚辭章句》

10

同意：2
反駁：7
進一步說明：1

［宋］洪興祖

《楚辭補注》

8

同意：3
反駁：4
進一步說明：1

［宋］朱 子

《楚辭集注》

6

全反駁

［明］陳 第

《屈宋古音義》

4

同意：1
反駁：3

［清］顧炎武

《唐韻正》

1

反駁

［清］王夫之

《楚辭通釋》

7

同意：1
反駁：6

［清］蔣 驥

《山帶閣註楚辭》

1

反駁

［清］戴 震注

《屈原賦》

2

全同意

［清］姚 鼐

《古文辭類纂》

2

全同意

［清］王念孫

《讀書雜志》

3

同意：2
反駁：1

［清］龔景瀚

《離騷箋》

1

反駁

［清］方 績

《屈子正音》

1

同意

［清］江有誥

《楚辭韻補》

2

全反駁

50

《于省吾〈新證〉訓詁研究》
，頁 21。

37

真理大學人文學報第二十期

［清］朱駿聲

《離騷補注》

［清］俞 樾

《古書疑義舉例．上下 1

2

全反駁
同意

兩句易置例》
［清］王闓運

《楚辭釋》

［清］吳汝綸

《古文辭類纂點勘記》 1

反駁

［清］王樹枏

《離騷注》

同意：1

2

2

全反駁

反駁：1
［清］武延緒

《楚辭札記》

1

反駁

高步瀛

《古文辭類要箋證》

1

同意

曾運乾

《喻紐古讀考》

1

同意

聞一多

《離騷解詁》

2

全反駁

資料來源：筆者根據《澤螺居楚辭新證．離騷》所引述典籍、注本，自行統計。
據筆者統計，于氏考述〈離騷〉時，所引典籍及注本有漢代王逸《楚辭章句》
（10
條）
；宋代洪興祖《楚辭補注》
（8 條）
、朱子《楚辭集注》
（6 條）
；明代陳第《屈
宋古音義》（4 條）、顧炎武《唐韻正》（1 條）、王夫之《楚辭通釋》（7 條）；清
代蔣驥《山帶閣註楚辭》51（1 條）、戴震《屈原賦》（2 條）、姚鼐（1731-1815）
《古文辭類纂》
（2 條）
、王念孫、王引之《讀書雜志》
（3 條）
、龔景瀚《離騷箋》
（1 條）
、方績《屈子正音》52（1 條）
、江有誥《楚辭韻補》
（2 條）
、朱駿聲（1788-1858）
《離騷補注》
（2 條）
、俞樾（1821-1906）
《古書疑義舉例》
（1 條）
、王闓運（1833-1916）
《楚辭釋》（2 條）、吳汝綸（1840-1903）《古文辭類纂點勘記》（1 條）、王樹枏
《離騷注》（2 條）、武延緒（？-？，光緒 18 年［1892］進士）《楚辭札記》（1
條）
；高步瀛《古文辭類要箋證》
（1 條）
、曾運乾（1884-1945）
《喻紐古讀考》
（1
條）與聞一多（1899-1946）
《離騷解詁》
（2 條）等，共引述 22 本著作、61 筆資
料，這些引述于氏或同意其觀點（18 例）；或據以反駁（41 例）；或據此進一步
說明（2 例）。
此外，在于氏《澤螺居詩經新證》方面，就筆者所見，所引述之著述則多以
毛《傳》
、鄭《箋》
、孔《疏》為本，輔以清代《詩經》注家之考證，在于氏《詩

［清］蔣驥，
《山帶閣註楚辭》
（清雍正 5 年［1727］武進蔣氏山帶閣刻本）
，收入《楚辭文獻
集成》，第 9 冊，頁 6073。
52
［清］方績，
《屈子正音》（清光緒 6 年［1880］網舊聞齋刊本）
，收入《楚辭文獻集成》
，第
21 冊，頁 14650。
51
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經》研究方面，較少引述宋代治《詩》之著作。53在《詩經》、《楚辭》二書中，
于氏的考證及引述資料已有相當程度之差別。
本節歸納了于氏《澤螺居楚辭新證》的特色及價值，筆者以為，于氏繼承了
王國維提倡的「二重證據法」，透過以金文、楚簡與出土文物等材料，企圖呈現
《楚辭》之原始面貌，並詳實地引述歷來《楚辭》注家所作的注解，或同意這些
注家觀點；或透過金文、楚簡、出土文物加以反駁；或引述這些觀點，並進一步
提出說明。

肆、于氏《楚辭》研究之商榷
于省吾認為現在所見的《楚辭》傳本，曾被後人輾轉竄改，因此，于氏透過
古文字、金文等，考述《楚辭》詞語的形、音、義，企圖恢復《楚辭》的本來面
貌。然而，筆者以為，于氏持論中仍有部分待商榷之處，以下，筆者將分別臚列
陳述之。
一、持論前後矛盾
〈離騷〉
「朕皇考曰伯庸」一詞，于氏以為「朕」應解作「我的」
，並以周代
金文通例、典籍等作為例證，然而，卻又提出〈招魂〉「朕幼清以廉潔兮」為反
例，于氏將「朕幼清以廉潔兮」之「朕」解作「我」，于氏云：
〈離騷〉中除「朕皇考」之外，還有「回朕車以復路兮」
，
「哀朕時之不當」，
「懷朕情而不發兮」。又〈九章．抽思〉：「敖朕辭而不聽」，〈思美人〉：「固
朕形之不服兮」。以上所引〈離騷〉中的三個「朕」字和〈九章〉中的兩個
「朕」字，均與金文用法若合符節。
〈招魂〉的首句為「朕幼清以廉潔兮」
，用「朕」作主語，與前文所引諸「朕」
字當作「我的」用者截然不同。54
于氏將《楚辭》中有「朕」之詞語皆一一列出，認為「朕」在〈離騷〉、〈九章〉
等篇章，皆解作「我的」，〈招魂〉中「朕」卻作為主語，解作「我」，二者截然
就筆者所見，于省吾《澤螺居詩經新證》引述宋代治《詩》著作，僅有《朱子語錄》
「舊見人
畫列女傳，漆室乃手執一物，如今銀子樣。意其為紡磚也，然未可必。」參［宋］朱熹撰，《朱
子語類》
，收入朱傑人、嚴佐之、劉永翔等主編，《朱子全書》
（上海：上海古籍出版社；合肥：
安徽教育出版社聯合出版，2002 年 12 月）
，第 17 冊，頁 2803。
54
《澤螺居楚辭新證》
，頁 246。
53
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不同。將「朕」解作「我」或「我的」，雖僅有一字之差，卻是于氏反駁前注的
持論，隨後卻又以〈招魂〉「朕幼清以廉潔兮」解作「我」為例，顯然在持論上
是前後矛盾的。
二、僅以部分篇章詞語提出疏證
王逸《楚辭章句》收入 17 篇作品，于氏是書僅考證〈離騷〉、〈九歌〉、〈天
問〉
、
〈九章〉
、
〈遠遊〉
、
〈九辯〉
、
〈招魂〉與〈大招〉等 8 篇，僅疏證一半作品。
又，
〈離騷〉全詩共有 373 句，于氏該書卻僅考證〈離騷〉中 14 條詞語，在比例
上相當不均，無法以之觀諸《楚辭》文本之全面，難免流於片面。

伍、結語
新證派代表于省吾在疏證《楚辭》詞語方面，撰有《澤螺居楚辭新證》一書，
筆者以于氏該書考釋〈離騷〉的 14 條詞語為例，透過于氏的引述及論辨的過程
加以分析。將于氏考釋詞語的方式、其《楚辭》研究的價值及其需商榷之處等方
向進行分析，得出以下結論。
首先，于氏在考釋〈離騷〉詞語時，皆先引述歷來注家對於這些詞語之注解，
再運用西周金文、信陽楚簡、古鉨文、出土文物等材料來證成己見或反駁前人之
見，根據中國學者包詩林統計，于氏《澤螺居楚辭新證》共引述 26 位注家之注
解，引述頗為廣泛。而筆者統計後，于氏考述〈離騷〉時，則引述了 22 位注家
之作，計 61 筆資料，于氏或同意其觀點（18 例）
；或加以反駁（41 例）
；或據此
進一步說明（2 例）。
其次，于氏在《澤螺居楚辭新證》
、
《澤螺居詩經新證》二書中，雖皆引用朱
子著作，然前書引用 6 處皆屬於完全反駁的情況，而在考述《詩經》詞語時，所
引述之著作則多以毛《傳》
、鄭《箋》
、孔《疏》為主，並輔以清代《詩經》注家
之考證，除引用《朱子語類》1 處之外，鮮有引述宋代治《詩》之著作，可見于
省吾的宗漢反朱立場。
至於《澤螺居楚辭新證》的特色及價值，筆者以為，于氏繼承了王國維提倡
的「二重證據法」，透過以金文、楚簡與出土文物等材料，企圖呈現《楚辭》之
原始面貌，有其學術用心之價值。
然而，于省吾在考述〈離騷〉詞語時，有時流於持論前後矛盾，並僅就部分
篇章進行考釋，例如《楚辭》共 17 篇，于氏僅就 8 篇之詞語進行疏證，而〈離
騷〉有 373 句，于氏卻僅考釋其中的 14 條詞語，未免流於片面，也較難體現其
《楚辭》研究之全面性。
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The research of the words from ”Li-Sao” by
Yu-Xing-Wu ‘s textual criticism
Ming-Yuan, Li

Abstract

The research called "Ze Lo Ju Chu Ci new residence" written by Yu-Xing-Wu,
through ancient writing and some antiquities method to verify "Chu-Ci" some words.
But , his research in "Chu-Ci" did not get attention as famous as his other research .
Therefore, I hope through "Ze Lo Ju Chu Ci new residence"

In the book,

Yu-Xing-Wu total research 49 words. ”Li-Sao” which is known as Qu-Yuan’s
autobiography and is the one of famous in“Chu-Ci”, Mr. Yu verified 14 words in
this chapter , which is the maximum number of the "Ze Lo Ju Chu Ci new residence" .
This article introduce Mr. Yu’s life and his writings , then gradually to his way on the
textual research and explanation words , analyzing the value of its ”Chu-Ci” research
and question, with his ”Chu-Ci” research.
Keywords：Yu-Xing-Wu , ”Chu-Ci” , Ze-Luo-Ju , ”Li-Sao”, New Evidence
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岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に
対する視点の比較
林冠汝

要 旨
本研究では,岐阜・静岡両県と台湾における経済・貿易の関係を分析し,両県
の産業に対して台日産業連携政策が与える影響,両県企業の台湾企業と連携を
する意向,台日産業連携に対する課題などを把握することにする。そして，本
研究のアンケート調査結果との対比を見ることにする。最後に，研究結果と台
日産業連携の発展の在り方を取り上げる。
本研究の結果として，岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点に
は，大きな差異がないと見られる。ちなみに，アンケート調査とインタビュー
調査をした結果が近いものとなっている。また，台湾政府が推進した台日産業
連携プロジェクトに対して，台日双方の産業・企業にとってインセンティブが
あり，したがって，台湾企業と日本企業は，連携すれば双方にとってもメリッ
トがあり，台日産業連携の発展を促進させていく可能性が高いといえる。しか
し，静岡県は台湾との連携・交流に対して，海外展開戦略政策と担当機関分業
など強い資源でサポートし，また，台湾に駐在事務所を設立しているため,岐
阜県より台湾と交流・連携が盛んになっている。

キーワード:台日産業連携，岐阜，静岡，アライアンス，台日経済・貿易
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一、 はじめに
台湾政府は，台日の産業・企業の連携・交流を促進するため，2011 年 11 月
に「台日産業連携架け橋プロジェクト」を立案策定した。以後,積極的に日本
の地方自治体との連携・交流に努力してきた。台日産業連携推進オフィス
（TJPO）
（以下は「TJPO」と呼ぶ）の統計資料によると，2016 年 6 月までに，
TJPO は日本の 35 以上の地方自治体と交流・連携の交渉をしている。しかし,
現在のところ,三重県,和歌山県,秋田県,高知県,愛媛県など，5 つの地方自治体が,
台湾の TJPO と産業連携覚書（Memorandum of Understanding：MOU）を交
わすにとどまっている。「産業連携架け橋プロジェクト」は，台日産業連携に
対してインセンティブの効果を発揮できるのか。その成否が「台日産業連携架
け橋プロジェクト」を実施したことが成功したか否かの鍵になる。
日本では，2011 年の 3.11 日本大震災により東北地方の産業インフラがダメ
ージを受けたのを契機に，ダメージの軽かった東海地方の 5 つの地方自治体1は，
県内への投資誘致と観光誘致のため，日本政府や他の地方自治体より率先して，
さらに，TJPO と産業連携覚書を締結している三重県以外の地方自治体より早
く,台湾政府との交流・連携を積極的に進めている。例えば,三重県は 2012 年 7
月に TJPO と産業連携覚書（MOU）を締結し,静岡県は 2013 年に「台湾静岡県
駐在事務所」を設置し,岐阜県は 2012 年に美濃市と台湾高雄市の美濃区と「友
好交流協定」を締結した。さらに,上述の地方自治体では台湾が「海外展開戦
略」の対象交流国・地域になっている。その結果,他の地方自治体より台湾と
の交流・連携が盛んである。
今回，検討の対象として上記 5 自治体のうち岐阜・静岡の両県の企業を採用
したが，2014 年の内閣府「平成 25 年県民経済計算」の統計によると，岐阜・
静岡の両県は人口数が各々全国の 10 位と 17 位であり,また，製造品出荷額が
各々全国の第 4 位と 20 位を占めている（160,507 億円,51,012 億円）。したがっ
て，両県の経済活動の基盤は 47 都道府県の中位程度に位置しており,特に,静岡
県は 47 都道府県の中位以上の製造品出荷額を保持している。また,2013 年度に
おける両県の鉱工業域内生産額（名目）の産業別構成比（岐阜県：32.6％,静岡
県：31.4％）2は全産業の第一位に達しており,他の産業の域内生産額（名目）
1

2

東海 5 県は愛知県、静岡県、岐阜県、長野県、三重県である。
「東海(5 県)経済の現状」,
http://www.chubu.meti.go.jp/a31tokai-kyougikai/kyougikai1/4-1tokaigennzyou.pdf#search='%E6%9
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産業別の構成比より高くなっている。製造業を中心にしている両県の産業構造
は台湾の産業構造（（2014 年度の鉱工業の生産額：35.51％）にも近い3。それ
に,岐阜県は航空宇宙,医療福祉機器,医薬品,食料品,次世代エネルギーなどの 5
分野の産業4を,静岡県は新エネルギー,次世代自動車,医療・健康・福祉,環境,ロ
ボット,航空宇宙などの産業5を,重点産業として積極的に発展させている。さら
に,『国際戦略総合特別区域新計画案』により,2014 年 6 月 に 東海地方の 5 県6
を「ア ジ ア No1.航 空 宇 宙 産 業 ク ラ ス タ ー 形 成 特 区 」に 国 家 認 定 さ れ て
い る 。岐 阜・静岡の両県が促進して重点産業は台日産業連携の戦略産業7に入
っており,台日双方政府側が締結している「日台産業連携架け橋プロジェクト
の協力強化に関する覚書」
（MOU）8の 11 項目特定産業9にも入っている。その
ため,産業構造と戦略産業が似通っているもの同士の産業連携のケースとして,
今回は,高い経済力を保持している岐阜・静岡両県を,全国の地方自治体の代表
として,台日産業連携政策がどの程度有効に働いているかについての考察が主
なテーマとなる。
2011 年 11 月の「台日産業連携架け橋プロジェクト」実施以降，当該プロジ
ェクトが日本企業の台日産業連携に及した影響に関する研究は非常に少ない。
一方，東日本大震災以降，台湾と日本の両国は以前より交流や連携を盛んに行
っている。台湾と日本の産業連携が促進され，そして，台湾と日本の産業競争
力が向上し，台湾と日本双方の産業を Win-Win の関係に発展させることが期待
されている。したがって，本研究では，台湾と日本の産業連携分野の研究に寄
与したいと考えている。
本研究では,「岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点の比較

D%B1%E6%B5%B7%285%E7%9C%8C%29%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E7%8F
%BE%E7%8A%B6'。
3経済部統計処「統計指標簡易查詢」, 経済部統計処ホームページ：
http://dmz9.moea.gov.tw/GMWeb/common/CommonQuery.aspx。
4

岐阜県《平成 27 年度〈岐阜県長期構想」実施情報報告書》,2014 年 9 月,p4。

静岡県〈静岡県総合計画（冨国有徳の理想郷“ふじのくに”の不ランドデザイン）後期アクシ
ョンプラン〉,2014 年 3 月,p.129,静岡県ホームページ：
https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-220/20140331.html。
6
愛知県,岐阜県,静岡県,三重県,長野県などの 5 県である。
7
航空，半導体機械，グリーンエネルギー，バイオテクノロジー，デジタルコンテンツ，ハン
ドツールなどの 6 つ産業である。
8
〈台日二重課税回避協定を承認〉，2015 年 12 月 11 日，
http://japanese.rti.org.tw/news/?recordId=38337。
9
風力発電，太陽光発電，電気自動車，LED 照明，金物，機械部品，電子設備，デジタルコン
テンツ，バイオ医療，情報サービス，電子商務取引などの 11 項目の特定産業である。
5
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」をテーマに,その構成は，第 1 節では,本研究の背景と目的などを述べ,第 2
節では,両県の企業アンケート調査の実施状況と調査結果を説明し，第 3 節で
は,岐阜・静岡の両県と台湾における経済・貿易・文化の関係を分析する。第 4
節では,両県の産業に対して台日産業連携政策が与える影響,両県企業の台湾企
業と連携をする意向,台日産業連携に対する課題などを把握することする。第 5
節では,積極的に台湾企業と連携・交流している岐阜県の企業事例を取り上げ
る10。そして,本研究のアンケート調査結果との対比を見ることにする。最後に，
研究結果と台日産業連携の発展の在り方を取り上げる。
本研究では,先行文献の調査や各種データの分析などを中心にした。また,
最新の情報や,諸種の知見を得るため,日本の関係機関,岐阜県と静岡県の産業
に所属する専門家,台湾における日本の関係機関,日本企業と連携・交流してい
る台湾企業に対して,詳細なインタビュー調査を行った。さらに,アンケート調
査は，岐阜・静岡の両県の企業を対象に,海外展開戦略や台日産業連携などに
ついての考え方を中心に実施した。

二、 岐阜・静岡両県の企業アンケート調査の実施状況
続いて,本研究によるアンケート調査について説明する。
（一）アンケート調査の対象企業，調査方法と調査期間
このアンケートの調査対象は岐阜県と静岡県における企業である。先に岐阜
県について説明する。岐阜県では,公益財団法人中小企業同友会に登録してい
る約 800 社を基礎データとした。この調査データを基に任意抽出した約 158 社
にアンケート用紙を郵送した。調査期間は 2015 年 2 月 27 日から 3 月 24 日ま
でである。アンケート調査内容による回答項目は単一回答と複数回答の二種類
がある。調査内容は「回答者の基本情報」,「日本企業の基本情報」,「日本企
業の海外経営の状況」,「日本企業と台湾企業との連携・交流状況」などの四
項目である。回答の不完全な企業に対しては追加調査をした。追加調査期間は
2015 年 4 月までである。最終的にこの調査で，回答した有効なアンケート企
業数は 43 社で，回答率は 27.21％であった（表 1 参考）。

10

2015 年 7 月下旬と 2016 年 10 月 14 日に,岐阜・静岡両県の企業,台湾企業に対して詳細なイ
ンタビューを行った。しかし,調査した静岡県企業は台湾企業との交流・連携したがってい
るが,また台湾企業と交流・連携していないので,この研究の事例に入れないことにした。
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表1
項目

岐阜・静岡両県の企業に実施したアンケート調査の回答状況
単位:社,％

地域別

（1）従業員数別

岐阜県
社数

静岡県
構成比

社数

構成比

300 人以上

0

0

2

4.00

299 人～100 人

2

4.68

7

14.00

99 人～50 人

12

27.91

24

48.00

49 人～20 人

15

34.88

8

16.00

19 人以下

14

32.56

9

18.00

合計

43

100.00

50

100.00

（2）資本金別

社数

構成比

社数

構成比

3 億円以上

0

3 億円未満～1 億円以上

0

0

2

4.00

1 億円未満～5,000 万円以上

7

16.28

11

22.00

0

0

0

5,000 万円未満

36

83.72

37

74.00

合計

43

100.00

50

100.00

（3）業種別
製造業

社数

構成比

社数

構成比

33

76.74

33

66.0

農業

1

2.33

1

2.00

設備•総合•職別工事業

2

4.65

1

2.00

2

4.00

電気,ガス,熱供給·水道

1

2.33

卸売業

2

4.65

2

4.00

小売業

1

2.33

宿泊業

1

2.00

倉庫業

1

2.00

不動産業

1

2.00

食品サービス業

1

2.00

運送業（鉄道,道路,水運,航空）

その他
合計
注 1：回答項目は単一回答である。

3

6.98

7

14.00

43

100.00

50

100.00

注 2：本研究のために行ったアンケート調査結果を整理したものである。

次に静岡県について説明する。静岡県の企業に対するアンケート調査は 2 回
実施した。一回目は,静岡県中小企業家同友会に登録している約 950 社を基礎
データとした。この調査データを基に抽出した理事企業 34 社にアンケート用
紙を郵送した。調査期間は 2015 年 3 月 9 日から 3 月 24 日までである。回答し
た有効なアンケート企業数は 14 社のみであった。二回目には静岡県ホームペ
ージから「元気な企業」を任意抽出し，100 社にアンケート用紙を郵送した。
調査期間は 2015 年 4 月 13 日から 5 月 7 日までである。アンケート調査内容に
よる回答項目と調査項目は岐阜県と同じである。同様に,回答が不完全な企業
に対しては追加調査をした。追加調査期間は 2014 年 5 月までである。回答し
た有効なアンケート企業数は 36 社であった。最終的に 2 回調査した有効なア
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ンケート企業数は 50 社であり,アンケートの回答率は 37.31％であった。
（二）アンケート調査結果と産業・企業の属性
ここでは，回答企業の属性を説明する。先に,岐阜県から見る。表 1 に示す
ように,従業員数別に見ると,アンケート調査をした 43 社はすべて従業員 300 人
未満と資本金 1 億円未満の中堅・中小企業であり,全社数の 100.00％を占めて
いる。最後に業種別に見ると,製造業は 33 社であり,全社数の 76.74％を占めて
いる。卸売業と設備・総合・職別工事業が各々2 社であり,各々全社数の 4.65％
を占めている。その他の業種は 3 社で,全社数の 6.98％を占めている。そして，
残る産業は農業,電気,ガス,熱供給・水道業,小売業などの業種である。
次に静岡県について見る。表 1 に示すように,従業員数別に見ると,300 人以
上の企業は 2 社であり,全社数の 4.00％を占めており,300 人未満の企業は 48 社
であり,全社数の 96.00％を占めている。また,資本金別に見ると,回答した企業
はすべて 3 億円未満の企業となっており,全社数の 100％を占めている。最後に
業種別によると,製造業は 33 社であり,全社数の 66.00％を占めている。卸売業
と運送業（鉄道,道路,水運,航空）は各々2 社であり,各々全社数の 4.00％を占め
ている。その他の種業は 7 社で,全社数の 14.00％を占めている。そして，残る
産業は宿泊業（1 社）,飲食サービス業（1 社）,不動産業（1 社）,倉庫業（1 社）
などの業種である。
総じて,今回のアンケート調査対象企業は,日本企業の規模別分類によると,
資本金が 3 億円未満や職員数が 300 人以下の中堅・中小企業に集中しており,
岐阜県は静岡県より中小企業の構成比が高い。また,業種別分類によると,岐
阜・静岡両県の製造業の構成比は 60％以上を超え,非常に高かった。

三、岐阜・静岡両県と台湾の経済・貿易・文化交流の関係
次に静岡・岐阜両県と台湾との経済・貿易関係について述べる。
(一)岐阜・静岡両県と台湾との投資の関係
まず，静岡県から見てみよう。
『平成 27 年静岡県内企業海外展開状況調査報
告書』によると11，2015 年の静岡県企業の海外事務所数は 1,297 件に達してお
り,2014 年（1,250 件）より 3.76％成長した。その中で，台湾へ投資した企業の
11

静岡県産業経済部《平成 27 年静岡県内企業海外展開状況調査報告書》，pp.10-12，静岡県ホ
ームページ：http://www.pref.shizuoka.jp/index.html。
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件数（41 件，構成比 3.61％）は，中国（412 件,34.00％），タイ（184 件,14.18％）
欧州（101 件,7.79％），アメリカ（126 件,9.71％），インドネシア（110 件,8.48％）,
ベトナム（74 件,8.48％,7.71％）,インド（49 件,3.77％）などの国・地域より少
なかった。しかし，マレーシア（31 件，2.39％），韓国（23 件，1.77％）など
より多かった。また，本研究の調査結果によると，図 1 に示すように，静岡県
の企業の海外投資は「東南・南アジア（72.73％）」と「東アジア（72.73％）」
に集中している。したがって，本研究の静岡県の企業に行ったアンケート調査
結果は，静岡県経済産業部の『平成 27 年静岡県内企業海外展開状況調査報告
書』の統計に近く,同じアジア注力型であった。
図 1 静岡県の企業の海外進出先相手国
単位：％

注 1：回答項目は複数回答である。
注 2：本研究のために行ったアンケート調査結果を整理したものである。

続いて，岐阜県を見てみよう。岐阜県には静岡県における『静岡県内企業海
外展開状況調査報告書』のような年次報告書がないので，岐阜県の各地域・国
に対する投資動向を見ることができない。そのため,本研究が岐阜県の企業に
行ったアンケート調査結果のもとに,岐阜県の海外投資地域について見よう。
図 2 に見られるように，岐阜県の企業の海外投資は東南・南アジア（50.00％）
と東アジア（25.00％）に集中しており，他の地域はその比率が比較的小さく，
また，東南・南アジアと東アジアなどの地域への主な進出先相手国は静岡県に
近い。
図 2 岐阜県の企業の海外進出先相手国

単位：％

注：図 1 に同じ。

総じて，両県では東南・南アジア，中国などの東アジア地域へ投資が集中し
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ている。特に，近年日本の自動車メーカーは東南アジアへの進出を増加させて
いるので，自動車の原材料・部品に関わる企業が自動車メーカーに随伴して東
南アジアへの進出を増加させている。そして，現地で自動車メーカーに原材料，
部品などを供給することを考えている。『平成 27 年静岡県内企業海外展開状
況調査報告書』の統計によれば，静岡県ではアジアへ進出している企業が 420
社であり，その中では運送用機械器具製造業は 95 社となっている12。
（二）岐阜・静岡両県と台湾との貿易の関係
名古屋税関の『貿易年表平成 27 年』13によると，2015 年の静岡県清水港14の
台湾に対する輸出入金額が清水港の全輸出入金額に占める比率は，各々3.10％，
7.72％に達しており，台湾は清水港の貿易相手国として輸出では第 8 位，輸入
では第 3 位に位置している。また，2015 年の静岡県静岡空港の台湾に対する
輸入金額（152,571 千円）が静岡県の全輸入金額（210,284 千円）に占める比率
は 72.55％に達しており，第 1 位に位置している。したがって，台湾は静岡県
にとってはアジア地域の中で重要な貿易・投資相手国の一つである。また，静
岡県（清水港と静岡空港）の台湾に対する輸出入は日本の他の地域より活発で
ある。
岐阜県には台湾に対する輸出入金額の統計がないから,台湾との貿易の関係
が捉まえられない。しかし，「平成 27 年岐阜県観光入込客統計調査」15によ
ると,2014 年と 2015 年の岐阜県の外国人宿泊数は台湾が各々第 1 と第 2 位であ
り,各々全県外国人宿泊数の 27.3％（122,560 人）と 20.4％（144，040 人）を占
めており，中国（12.0％，23.2％），タイ（9.5％，7.7％），香港（9.7％，12.2％）,
などのアジア諸国やアメリカ（5.4％，4.0％）より多くなっている。台湾は岐
阜県にとって観光客の主な来源国であるため，当県の観光消費額に対してもか
なり貢献していると思われる。
(三)岐阜・静岡両県と台湾政府間の交流・連携
先に岐阜県と台湾間の交流・連携についてみる。2007 年に策定された「岐
阜県国際戦略」は岐阜県としての重点国・地域との交流政策の方向性を示して
同注 13。
名古屋税関《貿易年表平成 27 年》，pp.21-23，名古屋税関のホームページ：
http://www.customs.go.jp/nagoya/boueki/download_nenhyou.htm。
14
静岡県清水港は静岡県の最大の輸出入港であり,その輸出入金額は全国の第 9 位を占めてい
る。
15
岐阜県《岐阜県成長・雇用戦略》，平成 26 年 3 月，pp.4-6，岐阜県ホームページ：
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/horei/11351/index_55332.data/00seichokoyo.pdf。
12
13
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いる16。特に，2011 年の 3.11 東北地震後，岐阜県は県内への外国観光客誘致，
地場産品と農畜産物等の海外市場展開の強化・促進，「グレータ・ナゴヤ・イ
ニシアティブ・センター（以下 GNIC と略す）」17政策を通じた海外企業誘致，
県内企業の台湾への事業展開の支援，陶磁器博物館での文化交流，などの目的
の推進のために台湾を「岐阜県国際戦略」の重点対象地域に入れ，積極的に台
湾と連携・交流を進めている。現在の岐阜県はまだ台湾の TJPO と産業連携覚
書（MOU）を締結していない。しかし，2011 年 11 月に岐阜県の美濃市が台湾
の高雄市美濃区と友好交流協定を締結し，産業，観光,文化等の分野で連携・
交流を進めている。
2011 年以降の岐阜県と台湾政府との連携・交流の事例を具体的に幾つか挙
げてみよう。①観光客誘致：同県は 2011 年から 2015 年までに海外向け観光キ
ャペ－ンなどを実施するため，台北で開催された「海外国際旅行博覧会」に出
展した。また，中部地域隣県や「東海地域外国観光客誘致促進協議会」と連携
し，当地の旅行者や観光協会などとの交流会・交換会を開催し、かつ商談会に
参加した。加えて，2016 年 6 月に台湾で「立山・冨山・長野・岐阜広域観光
商品提案会」を開催した。②県内企業の海外事業展開の支援：県内企業は 2011
年に台湾での「Food Taipei」に出展し，また同県は 2012 年に台日産業技術促
進会の協力で，県内の部材関係企業と台湾企業とのビジネスマッチング及び工
場視察を台中市で開催した。2013 年と 2014 年に台湾における販路拡大や「パ
ートナー」の発掘を目的として進出する県内企業を支援し，海外ビジネス環境
セミナーや現地企業とのビジネス交流・商談会を開催した。③台湾企業の県内
への投資誘致：2014 年に台日産業技術促進会の協力で，グレータ・ナゴヤ・
イニシアティブ・センター(GNIC）を宣伝するため，台湾の企業を対象に二次
16

17

〈国際交流戦略に基づく分野別及び国･地域別交流の進め方（平成27年版）〉，岐阜県ホー
ムページ：
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/syuyo-keikaku/kokusai/senryaku.data/H26-versi
on.pdf。
グレーター・ナゴヤは日本最強の「ものづくり」集積地であり，日本の製造業の心臓部で
す。この地域は，過去 30 年近くにわたり，その製造品出荷額において，日本一の座を守っ
ています。グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（ＧＮＩ）は,圏域の産業経済をよりオー
プンなものとして,世界から優れた企業・技術やヒト・情報を呼び込むとともに企業の海外
展開支援を行うために,圏域の県,市,産業界,大学,研究機関が一体となり,国際経済交流を促進
する活動です。2006 年 2 月に設立された「グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会
（GNIC）」は,グレーター・ナゴヤ・イニシアティブを推進する事務局です。注力産業は自
動車,自動車部品,工作機械,航空機,電気部品,ロボット,新素材等,さまざまな産業の集積地と
なっています。また,IT,マルチメディア,バイオテクノロジー,医療,燃料電池といった分野や,
対消費者向け,対企業向けのサービス産業においても,積極的な投資誘致プロジェクトが進行
しており,産業集積に向けた取組みがなされています。（Greater Nagoya ホームページ：
http://greaternagoya.org/ja/ind/grow.html による）
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投資セミナーを開催した。④陶磁器博物館交流：2005 年に岐阜県現代陶芸美
術館と台北県立鶯歌陶磁博物館と覚書を締結し，2007 年に鶯歌陶磁博物館で
「アジア陶磁デルタプロジェクト」を開催した。
静岡県は県内の交流人口や通商の拡大を図るため,2007 年に「静岡県総合計
画」18を策定して以降,毎年更新し,海外展開戦略政策を推進し，地域外との交
流を進めている。この計画により,海外の重点国・地域19を位置付け,姉妹都市
交流を進める県内市町とのネットワークを強化するほか,海外との交流を進め
る企業,民間団体等と連携し,また,海外駐在事務所を核として,上述の重点国・地
域との交流・連携を進めようと考えている。そして,2015 年と 2016 年に静岡県
は、積極的に台湾と連携・交流を進めるため、①防災分野の連携や県内企業の
海外展開、県産品の販路拡大等の経済的活動に対する支援、②台湾及び台北経
由のトランジット便を活用した東南アジア等からの観光誘客の促進、③民間の
交流を拡大するための,スポーツの交流を通じた民間団体間のマッチング支援
等,などを行った。
上述した目的で,静岡県は,2013 年に「台湾静岡県駐在事務所」を設立し,静岡
空港から台北空港の直行便もできた。これを契機に、双方の交流が一層盛んに
なっている。
「2016 年の静岡県地域外交基本方針アクションプログラム」によ
ると,2015 年の静岡県と台湾との連携・交流の事例は表 2 に表した通りである。
静岡県は,「台湾全域の交流」,「文化・観光交流」,「経済交流」,「インフラン
交流」,「防災交流」,「青少年交流」などの分野を各県内における担当機関に
担当させ,全面的に台湾と産業,防災,観光,スポーツ・教育文化などの交流を進め
ている。
したがって,静岡県は海外展開戦略政策と担当機関分業などの強い資源でサ
ポートしているので,岐阜県より台湾との交流・連携が盛んになっており,また,
多くの交流・連携の事例も出てきている。この点により判断すれば,静岡県は
岐阜県より国際化が進んでいると思われる。

静岡県〈静岡県総合計画（冨国有徳の理想郷“ふじのくに”のグランドデザイン）後期アクシ
ョンプラン〉,2014 年 3 月,pp.94-95,静岡県ホームページ：
https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-220/20140331.html。
19
重点国・地域は中国,韓国,台湾,モンゴル,東南アジア,米国などの国・地域が入っている。
18
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表 2 静岡県と台湾交流の実績－2015 年を中心として
交流 組織
知事直轄組織

担当機関
地域外交課

交流

実績

台湾との交流強化

①

事トッププロモーション：11 月に副知事等が台湾を訪問し,県内サイ
クリングの情報の発信,政府関係機関への表敬訪問等を実施。
②民間外交支援事業の実施；団体の交流を支援。
文 化 ・ 観 光 部 富士山世界遺産課 友好連携に基づく相互交流支援：
（文化文化・観
①12 月に日本富士山協会が台湾を訪問し,中華民国山丘協会と交流。
光交流）
②富士山万葉集の募集：台湾から海外最多の応募。
私学振興課
1.高校生の相互交流
①訪日教育旅行の受け入れや高校生の海外修学,研修旅行などの交流を
支援(2016 年 3 月までに 34 校が来静した。
スポーツ交流課
東京オリピック·パラリンピックを通じた国際交流促進
①事前キャンプ誘致：県内の多くの観光機関や体育関係機関が台湾の体
育関係機関を訪問し,双方の体育交流を提案·実施。
観光振興課
観光誘客の促進
① 静岡県は台北・高雄や台中などの観光国際博覧会に出展。
② 観光セミナ－開催,フェイスブックによる情報発信,静岡県ガイドブ
ック発行,Line スタンプ作成などを実施。
空港利用促進課
富士山静岡空港の利用の促進
① 11 月にチャイナエアライン会長を受け入れたほか,年間を通じて増
便などの働き掛けを実施。
② 台北線の利用を促進するため,チャイナエアライン主催の博覧会に
出展。11 月にチャイナエアライン会長が来静し,旅行セミナーを開
催。
経済産業部（経 マーケティグ課
県産品の販路拡大
済交流）
①県産品の販売支援：2015 年 11 月から 2016 年 3 月までに,静岡県は(株)
沖縄県物産公社と連携したキャンペーン販売を実施。
②静岡農林水産海外市場開拓研究会を通じ他企業の海外販路開拓支
援：通年で海外商談会の案内,マッチング情報の提供などを実施。経済
交流の促進。
企業立地推進課
経済交流の促進：現地経済団体の静岡県訪問受入：11 月に台湾三三企業
交流会及び台日商務交流協進会を受け入れ,県内経済団体と MOU 締結,
県内企業との交流会実施。
県内企業の国際業務支援：ビジネスインターン受入：10 月と 11 月に屏
東科技大学より 2 人受入。
農業ビジネス課
農業交流の促進
① 農林大学校の台湾派遣:10 月と 11 月に台湾を訪問し,有機農業視察,
意見交換等。
危機管理部（防 危機政策課
相互応援協定に基づく交流
災交流）
①台湾政府内政部消防署視察団受入：台湾内政部消防署と各地方政府訪
問団の訪問を受け入れ,県防災訓練の視察など。
教育委員会（青 高校教育課
高校生の相互交流：台日高校生産業技術交流事業の実施,訪日教育旅行の
少年交流）
受入,高校生の海外修学·研修旅行等を実施。
グローバル人材の育成：海外インターンシップ等を実施。
健康体育課
スポーツを通じた国際交流推進
高校生の男子·女子バスケットボール交流を実施。
出所：〈静岡県地域外交基本方針アクションプログラム（平成 28 年）〉,静岡県ホームぺージ：
http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-130/documents/s3-usa.pdf。

（4）岐阜・静岡両県の企業と台湾の企業との取引・連携実績
先に台湾企業との連携や取引の実績についてみる。本研究のアンケート調査
によると，表 3 に示すように，岐阜・静岡両県の企業では，台湾企業と取引や
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連携をした経験がない企業のほうが多く，全社数の約 75％％を占めており，
逆に台湾企業と取引や連携をした経験がある企業は，全社数の約 25.00％しか
占めていない。このアンケート調査に回答した企業では中堅・中小企業の割合
が大きいため，台湾との取引や連携をした経験の割合が高くないのである。
続いて，台湾企業との取引や連携の形態についてみる。表 3 に示すように，
両県の企業は「台湾企業への製品・材料・部品・機械などの販売」，
「台湾企業
への生産委託」，
「台湾企業への販売委託」，
「台湾企業との経営ノウハウ・サー
ビス・人材などの交流」などが多くなっている。そして，
「台湾への技術移転」,
「共同技術開発」，
「共同出資」などの連携が両県ではまちまちであるが、相対
的に少なくなっている。
表 3 台湾企業との取引や連携の形態―岐阜県と静岡県
単位：％
項

目

岐阜県

静岡県

1.取引や連携をした経験
経験がない

72.09

経験がある

74.00

27.91

26.00

100.00

100.00

16.67

0.00

共同技術開発

8.33

0.00

台湾への技術移転

0.00

7.69

台湾企業への製品・材料・部品・機械などの販売

16.77

53.85

台湾企業への生産委託

25.00

38.46

合計
2.連携形態（経験がある企業のみ対象）
共同出資

台湾企業への販売委託
台湾企業との経営ノウハウ・サービス・人材などの交流
その他
注 1：回答項目は単一回答である。
注 2：この研究のために行ったアンケート調査結果を整理したものである。

8.33

7.69

16.67

7.69

58.33

7.69

四、岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点
次に,岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点の差異を比較して
みよう。
（一）台湾の投資環境に対する評価
本研究のアンケート調査を比較すると，図 3 と図 4 に示すように，岐阜・静
岡両県の企業は台湾の投資環境に対する評価が似通っている。
「信頼感があり，
親日感が高い」
，
「政治・治安が安定している」，
「日本語のできる人材が多い」，
「投資環境の整備はアジア地域における他の国より進んでいる」，
「生産製造・
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研究開発・市場開拓などの能力が高い」,「労働者が勤勉な性格をもつ」など
が強い印象を与えていると見られる。しかし，「その他」と答えた企業が約
20.0％と 11.6％を占めていることを見ると，台湾の投資環境に詳しくない企業
はまだ多いとも考えられる。
図 3 台湾の投資環境について―岐阜県
単位：％

注：図 1 に同じ。

図 4 台湾の投資環境について―静岡県
単位：％

注：図 1 に同じ。

(二)台日産業連携が双方の企業に与えるメリット
表 4 は，岐阜・静岡両県の台日産業連携により日本企業，台湾企業の双方が
享受できるメリットについて表したものである。両県の企業は「生産拠点と販
売ネットワークが利用できる」，
「台湾企業のグローバルなネットワークを活用
し，中国以外の国・地域の市場を開拓できる」，
「台湾企業が中国で築き上げた
政府との関係，人脈，人材を活用できる」などのメリットを高く評価している。
しかし，「言語や生活習慣が共通している台湾企業の人材を，中国ビジネスに
活用できる」,「製造開発などの能力を活用してコストを抑えることができる」
という観点からのメリットがやや小さいと評価されている。また，「その他」
（わからない）
（約 20.00％）を選んでいる企業も少なくない。その原因は日本
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企業がいまだ産業連携や台湾の環境に対して理解が低いことにあると考えら
れる。
これに対して，台湾企業に与えるメリットは次のとおりである。表 4 に示す
ように，
「日本企業から技術や経営のノウハウを獲得できる」が第 1 位である。
ついで，
「日本企業への製品と部品納入，または OEM，ODM 供給拡大により，
生産が拡大できる」,「日本企業のネットワークを活用し，中国やその他の国・
地域の市場を開拓できる」などが高く評価されている。「台湾企業にとって，
中国における日本企業との合弁は一種の保険となる」などのメリットもあるが，
前者に比べて評価は低い。
「その他」
（わからない）
（岐阜県では 20.93％，静岡
県では 20.00％を占めている）を選んでいる企業も少なくない。
表4

台日産業連携が双方の企業に与えるメリット―岐阜県と静岡県
単位:％

日本企業に与えるメリット
項

目

岐阜県

台湾企業に与えるメリット
静岡県

項

目

岐阜県

静岡県

55.81

58.00

日本企業への製品と部品納入，ま
たは OEM，ODM 供給拡大により， 44.19
生産が拡大できる

42.00

生産拠点と販売ネットワークが利
用できる

日本企業から技術や経営のノウ
54.00
ハウを獲得できる

51.16

台湾企業のグローバルなネットワ
ークを活用し，中国以外の国・地域
の市場を開拓できる

20.93

台湾企業が中国で築き上げた政府
との関係，人脈，人材を活用できる

39.53

台湾企業にとって，中国における
24.00 日本企業との合弁は一種の保険
となる

9.73

6.00

言語や生活習慣が共通している台
湾企業の人材を，中国ビジネスに活
用できる

18.60

日本企業のネットワークを活用
14.00 し，中国やその他の国・地域の市
場を開拓できる

27.91

27.91

製造開発などの能力を活用してコ
ストを抑えることができる

13.95

18.00

20.93

20.00

その他

18.60

20.00

20.00

その他

注：図 1 に同じ。

以上のように,台湾企業にとっては日本企業からの技術や経営のノウハウを
獲得できると高く評価されている20。これに対して,日本の岐阜・静岡両県の企
業は台湾企業より高い製造・開発技術の能力をもっているので，台湾企業のも
つ製造・開発技術を活用する可能性は比較的低いとみられる。しかし,両県に
おけるアンケート対象の大半を占める中堅・中小企業は，海外へ進出するグロ
ーバルな経験や経営資源などが不足しているため，台湾企業が中国や海外で構
築している生産拠点，販売ネットワーク，人脈，並びに台湾企業の豊かな国際
経営経験を活用できるため，台日相互にメリットを補える点が多いというのが
20

朱炎〈日台企業アライアンスの新展開〉《日台ビジネスアライアンス研究会》,日本貿易振
興聞機関海外調査部中国北アジア課,2010 年 5 月,pp.40-44。
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表 4 から得られる結論である。
(三)岐阜・静岡両県の企業の経営課題と経営戦略
表 5 に見られるように，岐阜県の企業の経営課題は静岡県の企業の経営課題
とは同じで，「国内市場需要の減少」が一番深刻な経営課題であり，そして，
「国内外市場での競争激化」，
「円安で材料・部品コストが高騰」，
「国内労働者
の確保が困難」などの深刻な課題がある。「川下産業の海外進出の拡大」，「外
国語のできる人材が少ない」がこれに次ぐ課題であるが，重要度は小さい。そ
の原因は，2012 年後半以降,日本は円安になり，また,2011 年の 3.11 東北地震
以降，国内サプラチェーンの崩壊の課題に対しても対応策が奏功してきたので，
「円高で輸出が減少」，
「国内サプライチェーンの崩壞」などの経営課題はウエ
イトが小さくなっている。
表5

岐阜県と静岡県の企業の経営課題と経営戦略
単位：％

経営課題

岐阜県

静岡県

岐阜県

静岡県

0.00

0.00

海外へ進出し，生産コストを
引き下げる

9.30

10.00

国内市場需要の減少

58.06

58.00

商品多様化・事業の多角化で，
経営リスクを分散する

34.88

40.00

外国語のできる人材が少ない

10.75

14.00

海外市場を開拓する

25.58

20.00

国内サプライチェーンの崩壊

0.00

0.00

川下産業の需要に対応し，海
外へ進出する

0.00

2.00

川下産業の海外進出の拡大

6.45

4.00

職業訓練を強化し，生産効率
を高める

18.60

12.00

国内外市場での競争激化

43.01

46.00

市場需要に柔軟かつ迅速に対
応する

58.14

42.00

国内労働者の確保が困難

25.81

22.00

より安い材料・部品を海外か
ら調達する

13.95

18.00

円安で材料・部品コストが高騰

27.96

30.00

その他

18.60

22.00

その他

12.93

10.00

円高で輸出が減少

経営戦略

注：図 1 に同じ。

上述した経営課題に対して，岐阜・静岡両県の企業はどのような対応策に取
り組んでいるか。両県の企業は「市場需要に柔軟かつ迅速に対応する」，
「商品
多様化・事業の多角化で，経営リスクを分散する」，などの対応策が最重要と
いう同じ視点を持っている。また，
「海外市場を開拓する」,「職業訓練を強化
し，生産効率を高める」，
「より安い材料・部品を海外から調達する」なども比
較的重要と考えているが，
「生産コストの引き下げ」，
「川下産業の需要に対応」
を目的とした海外展開に対する関心は高くない。これは岐阜・静岡両県の企業
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は、海外向け輸出や安い海外部品・材料の輸入に興味はあっても，海外へ進出
する意向が低いことと係っている。今回のアンケート調査した両県企業（93
社）は「これからも海外進出しない予定」と全社数の約 50.0％が答えた。これ
に対して，「今後はいいチャンスがあれば,海外へ進出する」（39.78％）と「現
在計画しているところである」（9.68％）は全社数の 50.00％に近いと見られ,
台日産業連携政策を適切に行えば、これらの企業に対応できることを示してい
る。
（四）政府間の台日産業連携政策の影響
前述した分析によると，岐阜・静岡両県の企業のうち、海外市場への展開を
意図する企業は約半分を占めている。それでは，台湾と日本政府間の台日産業
連携政策が両県の産業に与えるインセンティブは存在するのであろうか。この
点を表 6 で見ることにする。岐阜県企業では「影響度が低い」
（41.86％）と「影
響度がない」
（20.93％）との合計が、
「影響度が高い」の 37.21％を上回ってい
る。静岡県の企業でも岐阜県の企業と評価がほぼ一致しており，「影響度が低
い」
（36.00％）と「影響がない」
（18.00％）との合計で約 54.0％となり，
「影響
度が高い」（46％）を大きく上回っている。それでも筆者は「影響度が高い」
と評価した企業も静岡県では 46.00％，岐阜県では 37.21％あり，「台日産業連
携架け橋プロジェクト」の効果もかなりあると評価をしている。
表6

台湾政府の台日産業連携政策の企業に対する影響度―岐阜県と静岡県
単位：％

「台日産業連携架け橋プロジェクト」の影響
影響度

岐阜県

静岡県

影響がない

20.93

18.00

影響度が低い

41.86

影響度が高い
合計

自治体の促進の影響
影響度

岐阜県

静岡県

影響がない

16.28

10.00

36.00

影響度が低い

46.51

34.00

37.21

46.00

影響度が高い

37.21

56.00

100.00

100.00

合計

100.00

100.00

注：表 1 に同じ。

続いて，日本の地方自治体の台日産業連携政策の企業に対する影響度につい
てみる。両県は「海外展開戦略」の中で，台湾との連携・交流を促進する政策
と措置に取り組んでいる。これは，両県の企業の台湾への投資動向にどの程度
の影響を及ばすのであろうか。まず,岐阜県からみる。表 6 に示すように，岐
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阜県の企業では「影響度が低い」（46.51％）が「影響度が高い」（37.21％）を
上回っているが，その差があまり開いていない。しかし，その詳細を従業員数
別によると，図 5 に見られるように，50～99 人の従業員数の低い中小企業は
「影響度が高い」が「影響度が低い」より極端に低い割合となっているが、他
はほぼ両者が拮抗している。これにより，中小企業は政府の促進政策と奨励措
置に期待していることを表していると見ることができよう。
次に，静岡県をみよう。岐阜県と静岡県のアンケート調査を比べてみると，
表 5 に見られるように，静岡県の企業の「影響度が高い」
（56.00％）という評
価が岐阜県のそれ（37.21％）よりかなり大きくなっており、政府への期待度
の高さがうかがえる。
図 5 岐阜県の台日産業連携政策が岐阜県の企業の対台湾投資に与える影響
単位：％

注：図 1 に同じ。

以上のことから判断して，両県の行政機関が産業連携政策や海外投資政策を
促進すれば，一部分の企業に影響を及ぼすのではないだろうか。とくに,静岡
県の企業は岐阜県の企業より台日産業連携の誘致政策に対する評価が高くな
っている。その原因は，静岡県の企業は岐阜県の企業より国際化が進んでいる
ことにあると考えられる。
(五)岐阜・静岡両県の企業の台湾企業との連携に関する意向
1.台湾企業と連携する意向
岐阜県の企業は，台湾企業とどの程度連携したいと考えているのか。岐阜県
のアンケート調査によると，「連携する予定がない」（51.16％）が第 1 位であ
り,そして，「チャンスがあれば，連携したい」（39.53％％）が第 2 位であり，
「もう連携している」（4.65％）と「連携を計画している」（4.65％）が第 3 位
である。静岡県は岐阜県と同じに「連携する予定がない」
（64.00％）が「チャ
ンスがあれば，連携したい」（26.00％）,「もう連携している」（6.00％）,「連
携を計画している」
（4.00％）よりかなり高い。その原因は市場志向,企業規模,
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海外展開の経営資源と係っているのである。図 6 に表すように，両県の企業に
とって「国内市場向けに集中」と「小規模経営なので,海外へ進出する必要性
が低い」が海外進出していない主な原因である。そのため，台湾の企業と提携
する意向も低くくなっている。しかし，このような中堅・中小企業は上述した
深刻な経営課題がある21ため，従来の内需市場志向からの転換を図る企業が多
く，そのため，海外へ進出したいという意向が強く，岐阜県では 39.53％静岡
県では 26.0％の企業が,チャンスがあれば，台湾企業と連携したいと考えてい
るのである。
図 6 岐阜県と静岡県の海外進出していない理由について
単位：％

注：図 1 に同じ。

2.台湾企業と連携しやすい企業規模
岐阜県の企業の考える連携しやすい台湾企業の企業規模は，どの程度であろ
うか。本研究のアンケート調査結果によると，「中小企業」が一番連携しやす
い企業規模であり，全社数の 83.72％がそう望んでいる。
「大企業」が第 2 位で
あり，全社数の 27.81％を占めている。
「小規模企業」
（16.28％）は連携希望が
少ないと考えられる。静岡県の企業の場合も岐阜県の企業と同じで，「中小企
業」（82.00％），「大企業」（26.00％），「小規模企業」（14.00％）などの順位に
なっている。今回のアンケート調査では，両県の対象企業の規模は中小企業が
8 割以上を占めているので，台湾企業と連携しやすい企業規模は「中小企業」
が中心となっている。

21

「４．岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点」の（3）岐阜・静岡両県の企業の経営課題
と経営戦略を参考に。
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3.台湾と連携しやすい業種
図 7 と図 8 に示すように，両県の企業は製造業が一番連携しやすい業種と考
えている。その原因は，調査対象産業に製造業が多いためである。ところが，
静岡県では環境，立地，気候，文化,産業発展度とその奨励政策などの違いも
あって，農業，水産養殖業，医療・保健衛生業,情報サービス業などの産業が，
岐阜県より発達している。このため，上述した業種でも，岐阜県の企業より，
連携しやすい業種と認められている。それに,両県は観光産業の発展を促進し
ているため，宿泊業，飲食サービス業も連携しやすい産業と考えられている。
4.台湾企業と連携しやすい形態
台湾企業と連携しやすい形態については，表 7 に示すように，岐阜・静岡両
県の企業の考え方はほぼ同じであり，「マーケティングの連携」と「生産製造
の連携」が一番連携しやすい形態としている。これに対して，「事業経営の連
携」と「研究開発・デザインの連携」などの形態はやや低くくなっている。
図 7 台湾企業と連携しやすい業種―岐阜県
単位：％

注 1：この回答項目は岐阜県の企業に対して「台湾企業と提携しやすい岐阜県の産業は何でし
ょうか」という意向を聞いたものである。
注 2：図 1 に同じ。
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図 8 台湾企業と連携しやすい業種―静岡県
単位：％

注 1：この回答項目は静岡県の企業に対して「台湾企業と提携しやすい静岡県の産業は何でしょ
うか」という意向を聞いたものである。
注 2：図 1 に同じ。

表7

台湾企業と連携して市場開拓を行いたい国・地域と連携しやすい形態
単位：％

市場開拓したい国・
地域

岐阜県

静岡県

東アジア

48.84

61.40

東南・南アジア

41.86

北米

連携しやすい形態

岐阜県

静岡県

マーケティングの連携

34.88

54.00

52.00

生産製造の連携

37.21

40.00

20.93

16.00

事業経営の連携

16.28

16.00

中南米

4.65

4.00

研究開発・デザインの連携

13.95

12.00

欧州

6.98

2.00

その他

25.58

28.00

アフリカ

2.33

0.00

その他

25.58

20.00

注：図 1 に同じ。

5.台湾企業と連携して開拓したい地域
台湾企業と連携して，どの国・地域の市場開拓を行いたいと思うかを聞いた，
岐阜・静岡両県のアンケート結果を比較してみよう。表 7 に示すように，両県
は台湾企業と連携して新たに市場開拓を行いたい国・地域が同じ傾向にあり，
東アジアと東南・南アジアなどの地域の市場開拓を中心にしている。逆に，既
に見てきたように，北米，欧州，中南米などの地域の市場開拓の意向は比較的
に低い。日本企業にとって，台湾企業と連携すれば，「台湾企業が中国で築き
上げた政府との関係，人脈，人材を活用できる」，
「言語や生活習慣が共通して
いる台湾企業の人材を，中国ビジネスに活用できる」などのメリットがあるの
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で，台湾企業と連携して，市場開拓したい国・地域が中国に集中している。本
研究のアンケート調査によると，開拓したい市場は，東アジア地域では，中国
が第 1 位であり，続いて台湾と韓国である。「東南・南アジア地域」では，イ
ンドネシア，タイ，ベトナム，インドなどを選んだ企業も多く見られる。しか
し，両県の企業には，台湾企業と連携しない予定の企業が半分を占めている。
そのため，台湾企業と連携する形態，連携して開拓したい地域を「その他」
（わ
からない）と答えた企業がかなり多い結果となったと思われる。
(六)台日産業連携の将来と課題
次に，岐阜・静岡両県の企業が台湾企業と連携するときに，発生する課題，
必要なサポート，サポートしてもらいたい機関を考察し，その後に，台日産業
連携に対するあり方を考えてみたい。
1.台湾企業と連携する時に発生する課題
岐阜・静岡両県の企業では，台湾企業と連携する時，どのような課題がある
のであろうか。アンケート調査によると，両県の企業にとって，「パートナー
探しが困難（岐阜県:53.9％,静岡県：54.00％）」，
「海外進出に必要な人材の不足
（岐阜県:46.51％, 静岡県：46.00％）」，
「言葉に対応する問題（岐阜県:37.21％，
静岡県：38.00％）」，
「投資環境が不明（岐阜県:37.21％，静岡県：26.00％）」な
どが重要な課題である。逆に「資金調達の問題（岐阜県:25.58％，静岡県：
18.00％）」は深刻な課題ではないとしている。この理由は，両県のアンケート
対象企業は中小企業が主体なので，むしろ，海外へ進出する時，パートナー探
し，外国語で対応できる人材，進出相手国の投資情報などが課題と考えられて
いる。そのため，台湾と日本双方の台日産業連携政策は，このような問題に焦
点を絞る必要があるように思われる。
2.台湾企業と連携する時に必要なサポート
岐阜県の企業は台湾企業と連携する時，どのようなサポートが必要と考えて
いるか。表 8 に示すように，岐阜・静岡両県の企業は同じような傾向にある。
「台湾における連携できる可能性が高いパートナー情報の提供」が第 1 位であ
り，「日本政府や地方自治体の海外投資奨励と支援政策の提供」と「台湾へ進
出する時，言葉に対応できる人材の紹介」が第 2 位と第 3 位である。そして，
「台湾における連携できる可能性が高い産業情報の提供」，
「台湾へ進出する必
要な資金調達の提供」，
「台湾企業における投資環境情報の提供」などなどがや
や低くて 20.0％台のウエイトを占めている。今回調査企業は中堅・中小企業が
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多く、中小企業の場合，海外へ進出した経験や資源が不足しているため，台湾
の連携パートナー探し，政府からの政策的支援,海外へ進出するための人材確
保などが強く期待されている。
表8

台湾企業と連携する時，必要なサポートと支援機関―岐阜県と静岡県
単位：％
必要なサポート

項

目

サポートしてもらいたい機関

岐阜県

静岡県

日本政府や地方自治体の海
外投資奨励と支援政策の提
供

46.51

44.40

台湾企業における投資環境
情報の提供

27.91

台湾における連携できる可
能性が高い産業情報の提供

項

目

岐阜県

静岡県

自社で事業を進行するので，支
援機関からの支援は必要ない

2.33

8.77

20.00

ジェトロから海外情報の取得

51.16

32.00

32.56

28.00

地方治自体における海外投資
担当機関の協力

39.53

28.07

台湾における連携できる可
能性が高いパートナー情報
の提供

53.49

44.00

国内銀行からの資金や海外情
報の提供

27.91

30.00

台湾へ進出する時，言葉に対
応できる人材の紹介

41.86

40.00

中小企業支援機関から資金，人
材や情報の提供

37.21

42.00

台湾へ進出する必要な資金
調達の提供

23.36

18.00

台湾の当地政府機関からの支
援

32.56

22.00

その他

18.60

22.00

日本における台湾政府代表機
関からの支援

16.28

10.00

その他

16.28

24.00

注：図 1 に同じ。

3.サポートしてもらいたい機関
岐阜・静岡両県の企業を比較するとほぼ同じ傾向の回答である。表 8 に見ら
れるように，両県の企業はジェトロ,地方治自体における海外投資担当機関,中
小企業支援機関,国内銀行,台湾の当地政府機関などの機関からの支援に対する
期待が大きい。ところが,静岡県は岐阜県の企業より国際化が進んでいるので，
地方自治体とジェトロからのサポート依存度は岐阜県より低く，これに対して，
国内の銀行や中小企業支援機関からの支援への依存度が高くなっている。日本
においては，地方銀行が企業の海外投資の相談に応じるケースが多く，ジェト
ロや中小企業支援機関も充実しているので，両県の地方自治体はこれらの機関
と連携し，台湾政府の受け皿と密接に接触しながら，サポートしていく体制を
組むことが望ましいと考えられる22。この点で，静岡県は台湾に静岡県事務所
を設置している。これらの地方自治体の海外担当機関が、日本と台湾間の関係

林冠汝〈三重県の企業と愛知県企業の台日産業提携に対する視点の比較〉《アジア研究》,
名城大学アジア研究所編集,Vo1.No.1,2015 年 3 月,pp.44～45。

22
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機関とが強くつながり，企業に対してサポート機能を果たすことができるよう
に期待されている。
4.台日産業連携の発展の見込み
岐阜県の企業は，台日産業連携の発展についてどう思っているのか。アンケ
ート調査によると，「両国産業に対してインセンティブがあるので発展してい
くであろう」
（41.86％）が第 1 位であり，「台湾市場は大きくないので，台湾
市場からスタートし，台湾を拠点にその他の国を開拓していくべきであろう」
（34.88％）が第 2 位であり，
「台湾政府との連携・交流を積極的に促進すれば，
両国産業連携・交流は発展する」（27.91％）が第 3 位である。
静岡県の企業の回答では，静岡県と台湾との連携・交流がもっと進んでもら
いたいため，
「台湾政府との連携・交流を積極的に促進すれば，両国産業連携・
交流は発展していく」（41.86％）という意見が強かった。これに，「両国産業
に対してインセンティブがあるので発展していくであろう」（40.00％）が第 2
位として続き，「台湾市場は大きくないので，台湾市場からスタートし，台湾
を拠点にその他の国を開拓していくべきであろう」
（26.00％）が第 3 位であっ
た。両県では，「両国の相互貿易規模が大きくないので，日台産業連携の発展
が限られる」（岐阜県：11.63％，静岡県：0.00％）と「その他（わからない）」
（岐阜県：11.63％，静岡県：16.00％％）と答えた企業は少なかった。
以上を要約すると，岐阜・静岡両県の企業は台日産業連携が双方産業にとっ
てインセンティブがあるので，双方政府が積極的に促進すれば，両国の産業連
携・交流が盛んになっていくであろうと考えられ，また，戦略的には，台湾の
市場は大きくないので，台湾市場からスタートし，台湾を拠点として他の国・
地域を開拓していくべきことを強調している。

五、岐阜・静岡の両県企業の台湾へ連携・交流の事例
続いて，積極的に台湾企業と連携・交流している企業事例を取り上げる。こ
れらの事例により，上述したアンケート調査にもとづき分析した両県企業の台
日産業連携に対する視点を再確認できると考える。ところが，静岡県の企業に
インタビューをした企業23は台湾と連携した経験がないので，ここで、岐阜県
の事例を代表することにする。次に三つの事例をみてみよう。
(一)株式会社タイメック
23

2015 年 7 月 29 日に，静岡県における市川製茶を訪問し，インタビューをした。
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株式会社タイメック（以下「（株）タイメック」と呼ぶ）24は 1969 年に岐阜
県関市に設立されている。資本金は 6,200 万円で,従業員は 62 名である。主な
事業内容は，工作機械・設備機械,土木建機,特注建築金物,環境関連機器の開
発・製造・販売,人工大理石加工・施工,建築資材,人工大理石製品の開発・製造・
販売等であり,伝統的な産業の中小企業である。上述の製品で,人工大理石の洗
面台は高齢化とオリンピック開催等のメリットで,生産量が増加していくので
あろう。但し,洗面台以外の産品は成長しにくいと予想されている。2000 年に
（株）タイメックは，国内・外市場の情勢に応じて,中国の上海で「上海泰美
克有限公司」を設立し，海外展開し始めた。しかし,情勢の変化もあり,長期的
に台湾からよい品質の人工大理石の材料を供給してもらってきたため,相応し
い連携できる台湾のパトーナーを探している。次に（株）タイメックにおける
経営課題とその対応策,台湾の企業との連携や取引の現状などについて説明す
る。
1.経営課題とその対応策
（株）タイメックにとって主な経営課題は労働者の不足,円安で輸入する材
料のコスト高である。そのため,幾つかの対応策を取り入れてきた。第一に,労
働者の不足に対応するため,外国研修生を受け入れることになった。最初は中
国の研修生であった。ところが,中国の研修生の賃金が高くなり,途中で逃げた
事例も多くなってきたため,2 年前から,賃金が低い25，かつ真面目なベトナムの
研修生に切り替えることにした 26。第二に,円安に対応するため,台湾の取引先
（人工大理石の材料）と交渉し,支払代金の振込みを US ドルから日本円に切り
替えて,会社の通貨変動リスクを低くした。第三に,中国の研修生を受け入れた
ことを契機に,「上海泰美克有限公司」を設立した27。日本側は生産技術を提供
し,15 年前の中国の研修生に経営・営業・管理などを担当させた。第四に,コス
トを下げるため,人工大理石の材料は中国の工場から台湾の「明豐材料」から
の輸入に切り替えた。その理由は台湾の人工大理石の材料は中国からの材料よ
り品質が良く，価格も低いというメリットがあった。そのため,3 年前から中国
の工場の生産は中止した状態にある。
24

2015 年 7 月 27 日に株式会社タイメックに訪問し,詳細なインタビューをした。2016 年 10 月
14 日に株式会社タイメックの経営者が台湾に来たときにもインタビューをした。
25
中国の研修生は約一ヶ月 80,000 円で,べトナム研修生は約 25,000 円である。
べトナムの研究生の育成方法について半年,当地で日本語を習わせて,来日以降,一ヶ月生活体
験をさせてから,会社で働かせる。上述した行程はあわせて,3 年間である。
27
中国政府の投資規制に対応するために，中国の会社が 30.0％で,（株）タイメックが 70.0％で
共同出資した。
26
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2.台湾の企業との連携の背景と連携の意向
先に連携の背景について述べる。第一に,（株）タイメックが生産している
洗面台の人工大理石の材料は台湾から輸入しているため,当地の台湾で生産す
れば,生産コストが減少できるからである。第二に,台湾の企業の価値観は，日
本の企業に近いし，納期を厳密に守るし，人工大理石の材料の品質がよいし，
日本語のできる人が多い。グロバー化も進んでいるので,日本の企業にとって
連携しやすい。第三に,洗面台の市場から考慮すれば,台湾は高齢化が進んでお
り,生活の質も高くなってきた。それで,自社が開発した老人でも自立でき、か
つ生活しやすい商品は,台湾における病院,高級老人ホーム,高級住宅などの市
場に向け,医療用かつ生活用設備として市場での展開が可能と判断できた。
次に台湾の企業との連携の意向について説明しよう。連携形態としては,台
湾の相応しいパトーナーと連携できれば,技術移転と生産委託を選択しようと
考えている。ターゲット市場としては,台湾市場を始め,また,中国市場の拡大も
見込め，台湾のパトーナーに販売委託も可能になる。更に,中国の国内市場を
拡大できれば,生産を中止している上海工場の生産を回復することも可能とな
る。台湾市場以外への海外進出としては,ベトナムの研修生を受け入れた経緯
もあり,ベトナムの若い労働力を活用した生産量の増加が期待できるベトナム
への進出も準備している。ベトナムへの進出の場合には,人材の育成,独資や共
同投資,販売委託から生産委託などの連携形態と,現地市場をターゲット市場に
することが予定されている。しかし,（株）タイメックにとっては,まず台湾の
企業と連携する意向が非常に高いのである。そして 2016 年 10 月に，台湾にパ
トーナーを探しに来た。
(二)岐阜産研工業株式会社
岐阜産研工業株式会社（以下「岐阜産研工業」と呼ぶ）28は 1973 年に岐阜
県に設立した。現在,資本金は 6,000 万円，従業員は約 60 名である。主な事業
内容はキャスター,合成樹脂成形,ギフト商品等の製造・販売であり,販売先は，
日本国内市場を中心にしている 29 。上述した製品の営業額は各々全営業額の
30.0％,20.0％と 50.0％を占めている。キャスター産品のみで営業利益が維持で
きるが,他の産品は営業利益が減少している30。2000 年に岐阜産研工業は台湾
2015 年 7 月 24 日に岐阜産研工業株式会社を訪問し，また,当年 8 月に鴻鐿貿易株式会社に
も訪問し,詳細なインタビューをした。
29
岐阜産研工業株式会社のホームページ：http://gifusanken.com/company/。
30
従業員は約 60 名であり，約 3 人が自社の技術を開発し,約 30 名がキャスター事業部に働いて
いて,残るは他の事業部門で働いている。
28
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企業と資本連携して,「上海永佳工業車輪有限公司」を設立して以降,2002 年に
本社でキャスター事業部を発足させた。また,キャスターは物流移送の合理
化・軽労働に大きく貢献する製品として多種多様な産業で広く活用されている
ため,当社は品質の向上を図るとともに高性能キャスターの開発などに努力を
続けている。次に,岐阜産研工業の経営課題とその対応策,台湾企業との連携の
状況,将来の展望について述べよう。
1.経営課題とその対応策
岐阜産研工業は,幾つかの経営課題を抱えている。そして,幾つかの対応策に
取り込んでいる。第一に,国内市場の縮小という課題に対しては，海外へ進出
することにしている。第二に,円安での材料と部品等のコストの上昇31という課
題には,国内市場から調達する部品や材料を増加させる対応策を採用した。第
三に,市場競争激化という課題に対しては,品質向上のための技術を開発,それ
による利益率引き上げ，かつ販売が安定しているキャスター生産の拡大,固定
で強い，大重量に積載可能なキャスターなどでの商品差別化を採用している。
2.台湾企業と連携の状況
（1）連携背景と連携形態：岐阜産研工業は，長く台湾台中県にある「鴻鐿貿
易株式会社」と取引をしている。両方はよい信頼関係を築いているため,
両社は各々50.0％の資本金（10 万 US ドル）を支出し,資本連携の形態
で,2000 年に「上海永佳工業車輪有限公司」
（以下「上海永佳工業」と呼ぶ）
設立をした。2015 年までに,上海永佳工業では,生産設備投資も１億 NT ド
ルを超過している。
（2）連携の現状と事業分業：日本側は，技術を指導・提供するため,日本から
の技術者を 2,3 年間派遣し、交代して中国支社へ指導しに行くことになっ
ている。そして,中国市場に詳しい、かつ中国語のできる台湾側に合資会
社の経営・管理の役割を担当させ,日本側はほとんど経営に介入しない。
中国支社の社員数は 60 名である。その中で,現場の作業員が約 50 名であ
り,その他は営業や経営と技術等の業務を担当している。現在,上海永佳工
業の経営は，台湾側から派遣してきた鴻鐿貿易株式会の江金火董事長に担
当させている。江董事長は，市場分業,技術かつ品質の向上,生産設備の更
新などの経営対策に取り組みながら,スムーズに運営しており,毎年の上海
永佳工業の営業額も 2 億 NT ドルに達している。そして営業利益があれば,
31

1 ヶ月一回車輪の部品などは中国から輸入しているため,円安が会社のコストに大きな影響
を与えている。
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毎年,本社へ送っている。現時点では,岐阜産研工業の最初投資した 10 万
US ドル資本金もすべて回収できている。
（3）ターゲット市場：海外支社の市場開拓はすべて台湾側が担当しており,当
地の中国社員に任せている。また,中国支社の製品は,本社から要求する品
質に達しなければならないので,本社の製品の品質とほとんど変わらない
レベルである。上海永佳工業の製品の約 30.0％は日本の本社へ輸出されて
いる。特に車輪の部品はすべて日本の本社へ提供されている。中国や東南
アジアなどの市場は約 70.0％を占めている。しかし,中国市場での主な販
売対象はほとんど現地の日系企業である。
（4）海外投資の課題：上海永佳工業は，最初の営業赤字段階から抜け出し、
営業利益の目標に達している。しかし,幾つかの課題が残っている。第一
に,中国現地の職員は，品質の意識が弱く,また,仕事の定着性が弱いので,
製品の品質管理がしにくいのである。これから,従業員の品質意識の強化
が必要である。第二に,近年,中国では，人件費,人民元と税金の上昇などが
あり,生産コストが急に高くなっている。第三に,現在,鴻鐿貿易株式会の江
董事長は，上海永佳工業を経営・管理するため,中国と台湾に各半月住む
ことにしている。しかし,江董事長も退職年齢に近づいている。そのため,
日本側パートナーの岐阜産研工業に後継者を探してほしいと伝えている。
ところが,江董事長ほどの経験と人脈が豊かな人を見つけるのが難しい。
3.将来の海外へ進出動向
上述した国内外の経営課題に加えて,海外市場の拡大のために、近年ベトナ
ムとタイへの進出を計画している。それで,大阪の商社である日伝商社経由で
当地のパトーナーを探している。投資形態は，上海支社と同じように,台湾パ
トーナーと共同資金を提出して資本連携という形態をとりたいと思っている。
しかし,岐阜産研工業が，支配権を持ちたければ,投資比率は 50.0%以上を超え
る必要がある。もし,東南アジアへ進出すれば,先に販売委託を行い,事業が順調
に行けば,生産委託へと移行したい。そのターゲット市場は現地の市場を中心
にしているが,当面販売対象としては日系企業を中心したいと考えている。

（三）株式会社タカイコーポレーション
株式会社タカイコーポレーション（以下「（株）タカイコーポレーション」
と呼ぶ）32は 1953 年に創業し,1990 年に岐阜県美濃市に個人経営から転換して
32

2015 年 7 月 22 日に（株）タカイコーポレーションを訪問し,詳細なインタビューをした。
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株式会社タカイコーポレーションとして設立した33。2016 年 11 月現在,資本金
は 1,000 万円であり,従業員は 70 名で伝統的な産業の中小企業である。2009 年
に年営業金額も 25 億円に達し,また,「岐阜の若者が選ぶ魅力的な 100 会社」に
入っているため,一般に伝統的な産業にある人材・労働力不足という課題が存
在していない。主な事業内容は，金型用標準部品,FＡ用標準部品,特殊ネジ製品,
搬送用部品などの生産である。搬送用部品のみが国内市場向けで,他の製品は
国内・外両市場が対象である。次に（株）タカイコーポレーションの経営課題
とその対応策,及び海外への展開について述べよう。
1.経営課題とその対応策
（株）タカイコーポレーションは，幾つかの経営課題を抱えている。第一に,
国内市場の縮小と競争激化である。第二に,FＡ用標準部品は国家の安全に係っ
ているため,FA の産品に対する輸出・入規定がかなり厳しくなっている。規定
によると,FA の製品は輸出する前,国へ輸出の申請と審査を受けなければなら
ない。また,海外で組み立てた FA の部品を国内へ逆輸入することができないの
である。第三に,当社の FA の主な販売対象は台湾の半導体産業である。5 年後,
中国の半導体産業の競争力が台湾の半導体産業に追いついたら,台湾市場で販
売している FA 商品への影響が大きくなろう。
これに対し，
（株）タカイコーポレーションは次の対応策に取り込んでいる。
第一に,生産産品を少量化,差別化,高付加価値化,個別化などの方向で展開して
いる。第二に,技術と管理能力をアップし続けている。2011 年に経済産業省の
「中小企業 IT 経営力大賞 2011 大奨」と中部経済産業省の「中部企業経営大賞
2011 大奨」などの賞を受賞している。また,行政・管理効率をアップするため,
入荷と出荷などの作業はすべてコンピュータ化して,従業員にもコンピュータ
を利用させて,商品の管理力を高めている。第四に,市場を開拓するために,海外
市場へ展開している。
2.海外への展開の現状
（1）台湾との連携や取引の経験
（株）タカイコーポレーションは,一部分の産品（ユニオンバルブ・MF PFA
細口ボトル０１34と滑軌・定位用ネジ）を台湾市場へ販売するに連れて,台湾企
業との連携や取引の経験を積重ねている。数年前に（株）タカイコーポレーシ

33

（株）タカイコーポレーションホームページ：http://www.takaicorp.co.jp/。

34

ユニオンバルブ MFPFA 細口ボトル 01 の用途はバイオ理化学容器,耐薬品ホース,半導体関係,分析
化学,工業薬品等,製薬工程などで使用可能である。
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ョンは，FA 等の製品を台湾で組みたてるために,台湾で「台湾艾姆薾公司」
（資
本金 300 万円）を設立した。しかし,FA に係る部品は，台湾から日本へ輸出が
出来なくなったため生産を中止した。今,台湾の企業は販売委託の取引をして
いる。
「ユニオンバルブ」は，アメリカ,ドイツなどの先進国しか生産できない
ものであり,日本全体の生産量は全世界の約 8.0％を占めている。また,この製品
は日本,アメリカ,ドイツ,韓国,シンガポール,中国（香港経由）,台湾などの半導
体産業を持っている国へ輸出されている。5 年前から,台湾の「建誼企業股份有
限公司」が台湾での第一半導体ブランドである TSCM（台積電）に提供するた
め,1 年に 2 回（株）タカイコーポレーションに注文する。現在,（株）タカイ
コーポレーションは，台湾の「伽納企業有限公司」を「滑軌,定位用ネジ」の
代理店として,委託販売を行っている。しかし,営業金額は高くなく,2 万円から
約 50～60 万円になっている。
（2）韓国企業との連携の状況
韓国は，半導体を生産している国であるため,2000 年に（株）タカイコーポ
レーションは，韓国の KONG-YOUNG 社

と共同投資をして韓国との事業連

携（委託販売）を始めた。日本の製品を韓国へ輸出することにしている。事業
はほとんど韓国のパトーナーに任せている。ところで,韓国政府は中小企業を
重視していないので,両方が連携してから,この合弁会社はあまり発展していな
い。しかし，利益赤字にはなっていない。
（3）中国への進出を計画している
（株）タカイコーポレーシヨンは，市場を拡大するため,半導体産業が成長
している中国市場へ自社の製品を提供するため，中国への進出を計画している。
連携相手は台湾企業を第一に考えている。連携形態としては,日本側が生産技
術を提供し,中国語ができ，かつ人脈のある台湾企業に中国市場への委託販売
をさせる。または,台湾の企業と共同で資金,技術,マーケディングなどで連携し,
中国へ投資をすることも考えている。ところが,中国市場は半導体産業が発展
していくと,FA の産品の需要も高くなるが，しかし,中国は空気の品質がよくな
いので,半導体の品質が影響されるという課題がある。

六、おわりに
本研究は，台湾の「台日産業連携架け橋プロジェクト」実施以降の，岐阜・
静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点の差異を捉えるものである。また，
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積極的に台湾への展開を進めるため，台湾に駐在事務所を設置しているか否か,
地方自治体が台日産業連携に対して提案するインセンティブの効果が発揮で
きているか否かも見てきた。次に幾つの差異をあげてみよう。第一に，アンケ
ート調査から見ると，岐阜・静岡両県の企業の台湾の投資環境に対する認識，
台湾企業との連携や取引経験，台湾政府と地方自治体の台日産業連携を促進政
策の企業への影響，台日産業連携に双方の企業が感じるメリット，台湾の企業
と連携する意向，台湾の企業と連携する時に，発生する課題とそれを解決する
ための必要なサポート，台日産業連携の発展の見込みなどについての意見に大
きな差異がないと見られる。しかし，海外進出の経験の差異，経営体質の強弱，
所属する産業の違い等により，企業の連携に対する判断が微妙に異なる場合も
ある。現に岐阜・静岡両県の企業の細かい差異がアンケート調査からも伺えた。
第二に，岐阜・静岡両県の企業の台湾の企業に対する印象と連携する意向に
ついて，アンケート調査とインタビュー調査をした結果が近いものとなってい
る。近年，岐阜・静岡両県は国内市場の縮小と円安等からくる課題を抱えてい
る。そして，
「市場需要に柔軟かつ迅速に対応する」，
「商品・事業多角化」，
「海
外への進出」などの対応策に取り組んでいる。上述の事例からみると，日本の
中小企業は自社が開発した生産技術を台湾の企業に提供し，また，台湾企業が
中国や海外で構築している生産拠点，販売ネットワーク，人脈，並びに台湾企
業の豊かな国際経営経験を活用し，それを見極めた事業分業をしているため，
産業連携が成功した事例が見られる。これらの台日産業連携が成功した事例は，
他の日本企業が台湾の企業と連携をする時，参考になる事例となっているので
ある。
第三に，岐阜・静岡両県を比較すると，静岡県は対外の海運と空運を両方も
っていて，経済基盤や産業発展も比較的に強いので，台湾との経済・貿易関係
は岐阜県より密接である。岐阜・静岡両県は台湾の TJPO とも産業連携覚書
（MOU）を締結していない。ところが，静岡県は台湾との連携・交流に対し
て，海外展開戦略政策と担当機関分業など強い資源的なサポートをし，また，
台湾に駐在事務所を設立しているため,岐阜県より台湾と交流・連携が盛んに
なっていいる。ここで，他県の例を挙げると，例えば，沖縄県は 2000 年前後
に，台湾で駐在事務所を設立して以降，台湾との交流・連携が非常に盛んにな
った。静岡・沖縄両県のような政策・措置が他の地方自治体にも望まれるので
ある。但し，各地方自治体の抱える企業の特性や志向に合った施策でなければ
ならない。
第四に，岐阜・静岡両県における中小企業は，上述した深刻な経営課題があ
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るため，従来の内需市場志向からの転換を図る企業が多く，そのため，海外へ
進出したいという意向が強く，チャンスがあれば，台湾企業と連携したい企業
も少なくないと見られる。それゆえに，日本政府や地方自治体からの海外投資
奨励や台湾とのパ-トナー情報の提供が大いに期待されている。また，海外へ
進出する時，中小企業支援機関，ジェトロ，地方治自体における海外投資担当
機関などからの支援が重要だと思っている。しかし，岐阜・静岡両県の企業の
大半を占める中堅・中小企業は，海外進出経験や経営資源などが不足している。
台湾政府は地方自治体との間で，地方自治体・台湾間の一層の交流・連携の促
進政策を練り上げる必要がある。台湾と地方自治体と交流するためには，相互
の産業構造を検討するセミナーや，それにもとづいた企業交流・連携セミナー
などを台湾と日本双方で開催し，相互の理解を図るなどの地道な努力が必要と
なろう。それで,静岡県が台湾に駐在事務所を設置しているのは，岐阜県より
台日産業連携に対してより一歩先んじているといえよう。
第五に，岐阜・静岡県は各々重点産業の発展を進めている。また，両県は「ア
ジ ア No1.航 空 宇 宙 産 業 ク ラ ス タ ー 形 成 特 区 」の 地 域 に 指 定 さ れ て い る 。
上 述 し た 重点産業は,「台日産業連携架け橋プロジェクト」と「日台産業協力
架け橋ブロジェクトの協力強化に関する覚書」などの戦略産業に入っている。
しかし，現実には岐阜・静岡両県は台湾と連携や交流の促進の重心を観光産業
に傾けている。その結果，上述した重点産業の連携や交流に対してあまり進展
がない。台日産業連携を発展させるため，台日双方は，日本の地方自治体の産
業発展の特性と台湾の産業構造の特性とをマッチさせるのに相応しい誘致対
象産業を地道に選び出す必要がある。例えば,台湾と岐阜・静岡両県は観光産
業分野の交流を促進しながら,台日双方政府が共同して促進している航空宇宙,
新エネルギー,バイオ医療,機械部品,自動車などの重点産業の連携や交流も併
せて促進する必要があろう。
総じて，台湾政府が推進した台日産業連携プロジェクトは，台日双方の産
業・企業にとってインセンティブがあり，また，台湾企業と日本企業は，連携
すれば双方にとってメリットがあるので，台日産業連携の発展を促進させてい
く可能性が高いと見られる。しかし，台日産業連携の発展にはまだいくつかの
課題が残っている。第一に，台湾の政府と産業連携覚書を締結している日本の
地方自治体は少ない。現在，台湾と正式に産業連携覚書（MOU）を連携して
いる日本の地方自治体は 5 県のみである。中小企業にとって台日産業連携に対
してのインセンティブへの理解が不十分である。第二に，日本の公的機関ある
いは民間企業等の台湾の投資環境や台日産業連携の誘致政策に対する認知度
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はまだ低い。その原因は，①日本と台湾双方の，連携・交流などの情報発信の
不足，②日本側の台湾に係る投資環境情報の収集・提供の不足，③日本と台湾
双方の産業協会や政府担当機関の相互交流不足，④日本の台日産業連携政策に
対応できる仕組みと人材，資源が不十分，であることである。日本側の政府や
地方自治体は台日産業連携の発展を促進するため，上述した課題に対して,幾
つかの望まれる改善策は以下のとおり。①地方自治体における台日産業連携担
当窓口機能の強化，②台湾での「台湾駐在事務所」やサポートデスクの設置，
③台日産業連携に対応できる人材の発掘と育成，④中国語や英語に対応できる
人材の発掘と育成，⑤海外展開を希望する中小企業への支援機関の仕組みの強
化，⑥台湾に係る投資環境や産業連携政策の情報発信を強化すること,⑦地方
自治体と台湾双方は政府間,産業協会間の交流を促進すること,などである。

研究後記
本研究をまとめるにあたって岐阜県の企業と静岡県の企業に対してアンケ
ート調査とヒアリングを実施し，多くの方々から協力やサポートをしていただ
きました。各位に大変感謝しております。特に，アンケート調査に協力してい
ただいた三重大学

西村訓弘副学長（併任地域戦略センター長），名城大学経

営学部 福島敏司前マッチング・コーディネータ，アンケート調査のデータの
整理，検査，分析などをしていただいた台湾経済部主計処
に心から厚くお礼を申し上げます。
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Greater Nagoya ホームページ：http://greaternagoya.org/ja/ind/grow.html
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岐阜・静岡両県の企業の台日産業連携に対する視点の比較

岐阜與靜岡兩縣企業
對台日產業合作視點的比較
林冠汝

摘 要
日本在 2011 年 311 東北大地震以後，東海地區的五縣地方政府(三重縣、靜岡
縣、愛知縣、岐阜縣及長野縣等五縣)為促使縣內觀光產業的復甦及促進對內投
資等目的，領先其他區域且積極的與台灣政府進行交流與合作。惟台灣政府於
2011 年制定及推動「台日產業合作搭橋推動方案」
，站在日本立場，探討「台日
產業合作搭橋推動方案」對日本企業之影響的相關研究甚少。再方面，日本東北
大震後，台灣與日本的交流相較於過去更為熱絡，如能促進台日產業合作，將可
提高台日雙方的產業競爭力，創造台日雙方企業雙贏的機會。
基於上述因素，本研究首先針對岐阜與靜岡兩縣與台灣的經貿關係進行分析，
接著探討台日產業合作誘導政策對兩縣企業的影響，兩縣企業與台灣企業進行產
業合作的意願，以及台日產業合作可能面臨的問題等內容進行探討；同時，將本
研究所進行的問卷調查與實地企業訪問的結果進行比對；最後根據上述研究結果
提出台日產業合作的適切發展方向與建議，以提供台日雙方產官學研等各界之參
酌。
經由本研究成果發現，岐阜縣與靜岡縣兩縣企業的觀點差異不大，且問卷調查
與實地企業調查的結果相近，同時，台灣政府所推動的促進產業合作誘導政策對
台日雙方產業或企業有誘因與益處，因此台日雙方促進台日產業合作的發展有其
必要性。但是發現，靜岡縣以海外投資獎勵政策，政府相關單位分層負責，設立
駐台事務所等政策資源作為後盾，因此與台灣的交流與合作方面較政策資源較為
不足的岐阜縣創造更多實質的交流與合作實績。
關鍵字:台日關係，產業合作，台日經貿，靜岡縣，岐阜縣
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A Comparison of the Viewpoints for
Taiwan-Japan Industrial Alliance between
Gifu Prefecture and Shizuoka Prefecture
Lin kuan-ju

Abstract
This study first conducts analysis on the economic and trade relationship between
Gifu and Shizuoka, Japan, then investigates any influence on the enterprises of these
two prefectures as a result of Taiwan’s promotion of industrial cooperation with Japan
government; further, the willingness of these two prefectures in pursuing industrial
cooperation with Taiwan’s enterprises as well as any foreseeable issues in the future
are discussed. A preliminary finding of this study is that there is not much difference
between these two prefectures. Taiwan’s promotion of industrial cooperation has
greatly provided incentives and benefits for the enterprises of both countries. However,
Shizuoka, Japan outperforms Gifu in generating practical achievement, as the former
is backed up by its foreign investment policies, dedicated government sectors on
different levels, and the establishment of Taiwan stationed office while the latter one
has less sufficient resources in policies.
Keywords: Industrial cooperation, Industrial alliance, Taiwan-Japan trade, Gifu
Prefecture ,Shizuoka Prefecture
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