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一一一一、、、、日本日本日本日本はははは台湾台湾台湾台湾のののの重要重要重要重要ななななパートナーパートナーパートナーパートナー

二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性

三三三三、、、、新政府新政府新政府新政府のののの経済発展政策経済発展政策経済発展政策経済発展政策ととととビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス

四四四四、、、、台台台台・・・・中両岸中両岸中両岸中両岸経済貿易政策経済貿易政策経済貿易政策経済貿易政策

五五五五、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル投資誘致投資誘致投資誘致投資誘致大会大会大会大会

報告概要報告概要報告概要報告概要
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一一一一、、、、日本日本日本日本はははは台湾台湾台湾台湾のののの重要重要重要重要ななななパートナーパートナーパートナーパートナー
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12.8%2,979件件件件155.6日本日本日本日本
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（（（（億億億億ドルドルドルドル））））

%件数件数件数件数国家国家国家国家

72.7%16,918件件件件
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14.2%3,304件件件件

16.2%3,764件件件件

24.5%5,696件件件件

台湾台湾台湾台湾におけるにおけるにおけるにおける外国人投資金額外国人投資金額外国人投資金額外国人投資金額とととと件数件数件数件数ランキングランキングランキングランキング

（（（（1952-2008.06））））

注注注注：：：：外国人外国人外国人外国人投資金額投資金額投資金額投資金額はははは累計累計累計累計977.7977.7977.7977.7億億億億ドルドルドルドル、、、、投資件数投資件数投資件数投資件数はははは累計累計累計累計23,29623,29623,29623,296件件件件であるであるであるである。。。。

情報出所情報出所情報出所情報出所：：：：投資審議会月報投資審議会月報投資審議会月報投資審議会月報
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二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とのそのとのそのとのそのとのその優位性優位性優位性優位性

ビジネスビジネスビジネスビジネス環境環境環境環境リスクリスクリスクリスク評価評価評価評価(BERI) (BERI) (BERI) (BERI) 

投資環境評価投資環境評価投資環境評価投資環境評価::::

世界世界世界世界ランキングランキングランキングランキングでででで第第第第6666位位位位

アジアランキングアジアランキングアジアランキングアジアランキングでででで第第第第3333位位位位 （（（（2008200820082008年年年年））））

世界経済世界経済世界経済世界経済フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム（（（（WEFWEFWEFWEF））））

グローバルグローバルグローバルグローバル競争力指数競争力指数競争力指数競争力指数::::

グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキングでででで第第第第14141414位位位位

アジアランキングアジアランキングアジアランキングアジアランキング第第第第5555位位位位（（（（2007200720072007----2008200820082008年年年年））））

エコノミストエコノミストエコノミストエコノミスト・・・・インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス・・・・ユニットユニットユニットユニット（（（（EIUEIUEIUEIU））））

経済商業環境評価経済商業環境評価経済商業環境評価経済商業環境評価::::

グローバルランキンググローバルランキンググローバルランキンググローバルランキングでででで19191919位位位位

アジアランキングアジアランキングアジアランキングアジアランキングでででで第第第第3333位位位位（（（（2007200720072007年年年年））））

BrownBrownBrownBrown UniversityUniversityUniversityUniversity

世界各国世界各国世界各国世界各国ののののeeee化化化化政府評価政府評価政府評価政府評価::::

グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキングでででで第第第第3333位位位位（（（（2007200720072007年年年年））））

国際国際国際国際マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント開発研究所開発研究所開発研究所開発研究所（（（（IMDIMDIMDIMD））））

世界競争力世界競争力世界競争力世界競争力レポートレポートレポートレポート：：：：

グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキングでででで第第第第13131313位位位位

アジアランキングアジアランキングアジアランキングアジアランキングでででで第第第第3333位位位位（（（（2008200820082008年年年年））））

一一一一、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境にににに対対対対するするするする国際組織国際組織国際組織国際組織のののの評価評価評価評価
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• 西太平洋の主要

7大都市への最

短フライト時間：

2.55 2.55 2.55 2.55 時間時間時間時間
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4:55
4:15 4:00
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• 五大主要の港湾

への最短航行時

間：53時間時間時間時間
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68 

高雄高雄高雄高雄 香港 マニラ 上海 東京 シンガポール

台湾台湾台湾台湾

1.1.1.1.アジアアジアアジアアジア運輸運輸運輸運輸のののの枢軸枢軸枢軸枢軸二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性

シドニー シンガポール 東京 ソウル マニラ 上海 香港 台北台北台北台北
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岡山本州岡山本州岡山本州岡山本州工業工業工業工業区区区区

南港南港南港南港ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア工業工業工業工業園区園区園区園区• ICICICICデザインデザインデザインデザインクラスタークラスタークラスタークラスター• デジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツクラスタークラスタークラスタークラスター• バイオバイオバイオバイオテクノロジークラスターテクノロジークラスターテクノロジークラスターテクノロジークラスター• 外資企業外資企業外資企業外資企業のののの投資投資投資投資がががが30%30%30%30%にににに達達達達するするするする(IBM(IBM(IBM(IBM、、、、シーメンスシーメンスシーメンスシーメンス、、、、フィリップフィリップフィリップフィリップなどなどなどなど)))) 宜蘭利澤宜蘭利澤宜蘭利澤宜蘭利澤工業工業工業工業区区区区• 電子電子電子電子コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント組立組立組立組立クラスタークラスタークラスタークラスター• 産業産業産業産業はははは、、、、半導体半導体半導体半導体、、、、パッシブコンポーネントパッシブコンポーネントパッシブコンポーネントパッシブコンポーネント、、、、光電材料及光電材料及光電材料及光電材料及びびびびパーツパーツパーツパーツををををカバーカバーカバーカバー• 台湾半導体台湾半導体台湾半導体台湾半導体、、、、禾伸堂禾伸堂禾伸堂禾伸堂、、、、山陽科技山陽科技山陽科技山陽科技などなどなどなど大手大手大手大手メーカーメーカーメーカーメーカーがががが進出進出進出進出をををを申請申請申請申請
新竹新竹新竹新竹科学工業園区科学工業園区科学工業園区科学工業園区( ( ( ( 新竹新竹新竹新竹、、、、竹南竹南竹南竹南、、、、新竹新竹新竹新竹バイオバイオバイオバイオ園区園区園区園区))))

• ICICICIC製造製造製造製造クラスタークラスタークラスタークラスター

• 光電光電光電光電クラスタークラスタークラスタークラスター

• バイオバイオバイオバイオクラスタークラスタークラスタークラスター

中部中部中部中部科学科学科学科学工業園区工業園区工業園区工業園区、、、、

台中台中台中台中精密園区精密園区精密園区精密園区

• 半導体半導体半導体半導体、、、、光電光電光電光電クラスタークラスタークラスタークラスター

• バイオバイオバイオバイオクラスタークラスタークラスタークラスター

• 精密機械精密機械精密機械精密機械クラスタークラスタークラスタークラスター

彰化彰化彰化彰化濱濱濱濱海海海海工業工業工業工業区区区区

• 金属製品金属製品金属製品金属製品、、、、金属表面処理金属表面処理金属表面処理金属表面処理クラスタークラスタークラスタークラスター

• リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、エコエネルギーエコエネルギーエコエネルギーエコエネルギークラスタークラスタークラスタークラスター

• 将来将来将来将来、、、、台明將台明將台明將台明將社社社社をををを筆頭筆頭筆頭筆頭にににに13131313社社社社ののののガラスメーガラスメーガラスメーガラスメー

カーカーカーカーががががガラスガラスガラスガラス専門専門専門専門エリアエリアエリアエリアをををを設立設立設立設立予定予定予定予定

雲林雲林雲林雲林科学技術工業科学技術工業科学技術工業科学技術工業区区区区• 機械機械機械機械ととととガラスガラスガラスガラス基板基板基板基板クラスタークラスタークラスタークラスター• 靴製造靴製造靴製造靴製造ののののデザインデザインデザインデザイン・・・・研究開発研究開発研究開発研究開発クラスタークラスタークラスタークラスター• 旭硝子旭硝子旭硝子旭硝子、、、、上銀科技上銀科技上銀科技上銀科技、、、、巧新巧新巧新巧新、、、、泰豐泰豐泰豐泰豐などのなどのなどのなどのメーカーメーカーメーカーメーカーがががが進出進出進出進出

台南台南台南台南科学技術科学技術科学技術科学技術、、、、柳営柳営柳営柳営、、、、

永康永康永康永康科学技術工業科学技術工業科学技術工業科学技術工業区区区区‧‧‧‧光電産業光電産業光電産業光電産業クラスタークラスタークラスタークラスター、、、、エコエコエコエコテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー‧‧‧‧自動車自動車自動車自動車部品部品部品部品、、、、精密機械精密機械精密機械精密機械クラスタークラスタークラスタークラスター‧‧‧‧台灣凸版台灣凸版台灣凸版台灣凸版、、、、台灣台灣台灣台灣NHNHNHNHテクノグラステクノグラステクノグラステクノグラス、、、、TYCTYCTYCTYCなどのなどのなどのなどのメーカーメーカーメーカーメーカーがががが進出進出進出進出
• ネジネジネジネジ・・・・ナットナットナットナットクラスタークラスタークラスタークラスター

• 新光新光新光新光鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄、、、、大大大大宝宝宝宝精密工具精密工具精密工具精密工具、、、、芳生芳生芳生芳生ネネネネ

ジジジジなどのなどのなどのなどのメーカメーカメーカメーカがががが進駐進駐進駐進駐

高雄臨海高雄臨海高雄臨海高雄臨海、、、、大大大大発発発発工業工業工業工業・・・・ソフトソフトソフトソフト園区園区園区園区

• 石油化学石油化学石油化学石油化学、、、、鋼鉄産業鋼鉄産業鋼鉄産業鋼鉄産業クラスタークラスタークラスタークラスター

• ヨットヨットヨットヨット製造製造製造製造クラスタークラスタークラスタークラスター

• 金属加工金属加工金属加工金属加工、、、、精密機械精密機械精密機械精密機械クラスタークラスタークラスタークラスター

• ICICICIC、、、、光電産業光電産業光電産業光電産業、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業クラスタークラスタークラスタークラスター

2.2.2.2.堅実堅実堅実堅実なななな産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスター二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性
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3.3.3.3.イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション・・・・研究開発力研究開発力研究開発力研究開発力

アメリカアメリカアメリカアメリカでででで認可認可認可認可されたされたされたされたパテントパテントパテントパテント数数数数においてにおいてにおいてにおいて、、、、台湾台湾台湾台湾はははは2002年年年年からからからから2006

年年年年までずっとまでずっとまでずっとまでずっと世界世界世界世界ランキングランキングランキングランキング第第第第4位位位位

4,667

5,371 5,431 5,298

5,938

5,118

6,360
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Case

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

U.S. Patents Granted

二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性
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4.4.4.4.ハイテクハイテクハイテクハイテク産業産業産業産業ののののグログログログローーーーバルバルバルバル重鎮重鎮重鎮重鎮

◎◎◎◎多多多多くのくのくのくの技術技術技術技術製品製品製品製品ののののランキングランキングランキングランキングははははグローバルグローバルグローバルグローバルトップトップトップトップ３３３３

2007200720072007年年年年グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキング１１１１位位位位のののの製品製品製品製品（（（（10101010分野分野分野分野））））

ウエハーウエハーウエハーウエハーOEMOEMOEMOEM、、、、ICICICICパッケージングパッケージングパッケージングパッケージング、、、、ICICICICテストテストテストテスト、、、、Mask ROMMask ROMMask ROMMask ROM、、、、TN/STN LCDTN/STN LCDTN/STN LCDTN/STN LCDパネルパネルパネルパネル、、、、大型大型大型大型

(>10(>10(>10(>10””””)TFT)TFT)TFT)TFT----LCDLCDLCDLCDパネルパネルパネルパネル、、、、電解銅箔電解銅箔電解銅箔電解銅箔、、、、光学光学光学光学メディアメディアメディアメディア、、、、ABSABSABSABS、、、、電動補助電動補助電動補助電動補助スクータースクータースクータースクーター・・・・車椅子車椅子車椅子車椅子

2007200720072007年年年年グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキング２２２２位位位位のののの製品製品製品製品（（（（10101010分野分野分野分野）））） 2007200720072007年年年年グロバールランキンググロバールランキンググロバールランキンググロバールランキング3333位位位位のののの製品製品製品製品（（（（6666分野分野分野分野））））

ICICICIC デ ザ イ ンデ ザ イ ンデ ザ イ ンデ ザ イ ン 、、、、 DRAMDRAMDRAMDRAM 、、、、 OLEDOLEDOLEDOLED パ ネ ルパ ネ ルパ ネ ルパ ネ ル 、、、、

WLANWLANWLANWLAN、、、、ICICICIC基板基板基板基板、、、、TPETPETPETPE、、、、発光発光発光発光ダイオードダイオードダイオードダイオード、、、、ググググ

ラスファイバーラスファイバーラスファイバーラスファイバー、、、、メインボードメインボードメインボードメインボード（（（（組込組込組込組込出荷出荷出荷出荷をををを

含含含含むむむむ))))、、、、中小中小中小中小型型型型TFTTFTTFTTFT----LCDLCDLCDLCDパネルパネルパネルパネル

プ リ ン タプ リ ン タプ リ ン タプ リ ン タ 基 板基 板基 板基 板 、、、、 ポ リ マ ーポ リ マ ーポ リ マ ーポ リ マ ー 繊 維繊 維繊 維繊 維 、、、、

PTAPTAPTAPTA、、、、Notebook PCNotebook PCNotebook PCNotebook PC、、、、PUPUPUPU合成皮革合成皮革合成皮革合成皮革、、、、

ナイロンナイロンナイロンナイロン繊維繊維繊維繊維

情報出所情報出所情報出所情報出所：：：：経済部技術処経済部技術処経済部技術処経済部技術処IT  IT  IT  IT  ISISISIS計画計画計画計画

注注注注：：：：以上以上以上以上のののの製品生産製品生産製品生産製品生産地地地地はすべてはすべてはすべてはすべて台湾台湾台湾台湾でででで、、、、台湾台湾台湾台湾メーカーメーカーメーカーメーカーのののの海外生産海外生産海外生産海外生産をををを含含含含まないまないまないまない。。。。

二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性
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5.完備完備完備完備されたされたされたされたインフラインフラインフラインフラ

完備完備完備完備されたされたされたされた

インフラインフラインフラインフラ

優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材資源資源資源資源

海陸空海陸空海陸空海陸空のののの運輸運輸運輸運輸がががが発達発達発達発達

情報通信情報通信情報通信情報通信インフラインフラインフラインフラがががが完璧完璧完璧完璧

工業用土地工業用土地工業用土地工業用土地計画計画計画計画がががが完備完備完備完備

利便性利便性利便性利便性がががが高高高高いいいい物流運輸物流運輸物流運輸物流運輸

� 2007200720072007年年年年にににに、、、、専門学校及専門学校及専門学校及専門学校及びびびび大学大学大学大学からのからのからのからの卒業卒業卒業卒業生生生生はははは合計約合計約合計約合計約32.532.532.532.5万人万人万人万人（（（（修士修士修士修士をををを含含含含むむむむ））））でででで、、、、大大大大卒以上卒以上卒以上卒以上がががが労働人口労働人口労働人口労働人口のののの35353535％％％％をををを占占占占めるめるめるめる。。。。
� 台湾台湾台湾台湾労働者労働者労働者労働者のののの給料給料給料給料はははは、、、、香港香港香港香港・・・・マカオマカオマカオマカオ・・・・日本日本日本日本・・・・韓国韓国韓国韓国・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールよりよりよりより低低低低くくくく、、、、仕事態度仕事態度仕事態度仕事態度がまがまがまがまじめでじめでじめでじめで勤勉勤勉勤勉勤勉でででで、、、、生産力生産力生産力生産力がががが高高高高いいいい。。。。

� 十分十分十分十分にににに整合整合整合整合されされされされたたたた交通運輸交通運輸交通運輸交通運輸ネットネットネットネットワークワークワークワークをををを有有有有するするするする。。。。
� 高速鉄道高速鉄道高速鉄道高速鉄道によりによりによりにより、、、、台北台北台北台北とととと高雄高雄高雄高雄がががが一日生活圏一日生活圏一日生活圏一日生活圏としてとしてとしてとして形成形成形成形成されているされているされているされている。。。。
� 国内外国内外国内外国内外のののの海陸空運輸海陸空運輸海陸空運輸海陸空運輸、、、、ロジスティックスロジスティックスロジスティックスロジスティックスななななどのどのどのどのサービスサービスサービスサービスにににに従事従事従事従事するするするする企業企業企業企業がががが多多多多くくくく、、、、かかかかつつつつ高効率高効率高効率高効率のののの運輸運輸運輸運輸ネットネットネットネットワークワークワークワークをををを形成形成形成形成していしていしていしているるるる。。。。

� 台湾台湾台湾台湾のののの情報通信情報通信情報通信情報通信インフラインフラインフラインフラはははは完備完備完備完備されておりされておりされておりされており、、、、市内電話市内電話市内電話市内電話のののの普及率普及率普及率普及率がががが97.56%97.56%97.56%97.56%、、、、家庭家庭家庭家庭ののののインインインインターネットアクセスターネットアクセスターネットアクセスターネットアクセス率率率率がががが76%76%76%76%、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの普普普普及率及率及率及率がががが92.5%92.5%92.5%92.5%にににに達達達達しているしているしているしている。。。。
� 2008200820082008年年年年1111月月月月末末末末までにまでにまでにまでに、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットへへへへアクアクアクアクセスセスセスセスしたことのあるしたことのあるしたことのあるしたことのある人口人口人口人口はははは1.51.51.51.5千万人千万人千万人千万人をををを突破突破突破突破しししし、、、、ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンドのののの使用率使用率使用率使用率がががが63.37%63.37%63.37%63.37%であるであるであるである。。。。

� 現在現在現在現在、、、、すでにすでにすでにすでに181181181181のののの工業団地工業団地工業団地工業団地、、、、3333つつつつののののサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパーク、、、、10101010のののの輸出加輸出加輸出加輸出加工区工区工区工区及及及及びびびび5555つのつのつのつの自由貿自由貿自由貿自由貿易易易易港港港港をををを設置設置設置設置しているしているしているしている。。。。
� 国国国国際物流際物流際物流際物流運運運運営会社営会社営会社営会社がががが台湾及台湾及台湾及台湾及びびびび世界世界世界世界各各各各大大大大都都都都市市市市でのでのでのでの拠点拠点拠点拠点をををを通通通通じてじてじてじて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの輸出輸出輸出輸出入入入入ととととトランジットトランジットトランジットトランジットのののの作作作作業業業業時間時間時間時間をををを効効効効果的果的果的果的にににに短縮短縮短縮短縮しししし、、、、貨物貨物貨物貨物とととと情報情報情報情報ををををススススピピピピーーーーディディディディにににに流流流流通通通通ささささせせせせるるるる。。。。

水電水電水電水電力力力力のののの供給供給供給供給がががが十分十分十分十分でででで、、、、価格価格価格価格もももも安安安安いいいい

� 水水水水力力力力• わわわわがががが政府政府政府政府はははは積極的積極的積極的積極的にににに水水水水資資資資源源源源のののの開発開発開発開発とととと、、、、水水水水資資資資源利源利源利源利用用用用のののの効率効率効率効率改善改善改善改善をををを進進進進めためためためた。。。。• わわわわがががが国国国国のののの水水水水道料道料道料道料金金金金はははは多多多多くのくのくのくの国国国国よりよりよりより相対的相対的相対的相対的にににに低低低低廉廉廉廉。。。。
� 電力電力電力電力• 「「「「信信信信頼頼頼頼ででででききききるるるる電力電力電力電力供供供供給給給給999999999999プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトのののの推推推推進進進進」」」」のののの実実実実施施施施：：：：電力電力電力電力供供供供給給給給信信信信頼性頼性頼性頼性のののの向向向向上上上上とととと、、、、ユユユユーザーーザーーザーーザーのののの停停停停電電電電時時時時間数間数間数間数のののの減少減少減少減少。。。。• わわわわがががが国国国国のののの電電電電気代気代気代気代がががが世界各世界各世界各世界各国国国国でででで相対的相対的相対的相対的にににに低低低低いいいい。。。。

61.6 99.519.3 65.0 8.2417-3730-80.6 10.7410.72 水道料金
6.2 4.83.55.943.283.82423.33072.182.57

民生用電気料金
2.0

米
6.15

日本
2.31.72.242.95652.87612.111.78

英仏韓国香港ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾏﾚｰｼｱ台湾国別 単位：台湾ドル/立米；台湾ドル/kWh
データ出所：台湾自来水、台湾電力

二二二二、、、、台湾台湾台湾台湾のののの投資環境投資環境投資環境投資環境とそのとそのとそのとその優位性優位性優位性優位性

工業用電気料金
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三三三三、、、、新政府新政府新政府新政府のののの経済発展経済発展経済発展経済発展ととととビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス

一一一一、、、、愛台愛台愛台愛台12121212項目建設項目建設項目建設項目建設

三大目標三大目標三大目標三大目標

愛台愛台愛台愛台12121212建設建設建設建設

政府投資政府投資政府投資政府投資：：：：2222兆兆兆兆6,5006,5006,5006,500億億億億元元元元

民民民民間間間間投資投資投資投資：：：：1111兆兆兆兆3,4003,4003,4003,400億億億億元元元元

合合合合 計計計計：：：：3333兆兆兆兆9,9009,9009,9009,900億億億億元元元元

五大理念五大理念五大理念五大理念

地域地域地域地域のののの均衡均衡均衡均衡発展発展発展発展

産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの

基礎環境基礎環境基礎環境基礎環境のののの構築構築構築構築

都市都市都市都市////地域地域地域地域のののの新風貌新風貌新風貌新風貌作作作作りりりり

知的財産知的財産知的財産知的財産資本資本資本資本蓄積蓄積蓄積蓄積

のののの加速加速加速加速

持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展のののの

重視重視重視重視

五大五大五大五大効果効果効果効果

•よりよりよりより良良良良いいいいインフラインフラインフラインフラのののの建設建設建設建設

•国内投資国内投資国内投資国内投資のののの増加増加増加増加

•国民所得国民所得国民所得国民所得とととと就業機会就業機会就業機会就業機会のののの増加増加増加増加

•生活環境生活環境生活環境生活環境のののの改善改善改善改善

•所得所得所得所得のののの均衡配分均衡配分均衡配分均衡配分のののの促進促進促進促進

経済成長経済成長経済成長経済成長6%6%6%6%以上以上以上以上

失業率失業率失業率失業率3%3%3%3%以下以下以下以下

国民所得国民所得国民所得国民所得3333万万万万ドルドルドルドル
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�台湾全島便利台湾全島便利台湾全島便利台湾全島便利、、、、スピーディースピーディースピーディースピーディーなななな

交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築 （（（（1111兆兆兆兆4,5234,5234,5234,523億元億元億元億元））））

�高雄自由貿易高雄自由貿易高雄自由貿易高雄自由貿易・・・・生態生態生態生態港港港港区区区区 （（（（577577577577億元億元億元億元））））

�台中台中台中台中アジアアジアアジアアジア太平洋航空太平洋航空太平洋航空太平洋航空ロジスティックスセンターロジスティックスセンターロジスティックスセンターロジスティックスセンター （（（（500500500500億元億元億元億元））））

�桃園桃園桃園桃園国際空港城国際空港城国際空港城国際空港城 （（（（670670670670億元億元億元億元））））

�インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス台湾台湾台湾台湾 （（（（2,2502,2502,2502,250億元億元億元億元））））

�産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション回廊回廊回廊回廊 （（（（1,1501,1501,1501,150億元億元億元億元））））

�都市都市都市都市とととと工業工業工業工業区区区区のののの更新更新更新更新 （（（（570570570570億元億元億元億元））））

�農村再生農村再生農村再生農村再生 （（（（1,5001,5001,5001,500億元億元億元億元））））

�海岸新生海岸新生海岸新生海岸新生 （（（（200200200200億元億元億元億元））））

�緑色植林緑色植林緑色植林緑色植林 （（（（300300300300億元億元億元億元））））

�洪水洪水洪水洪水防止防止防止防止とととと治水治水治水治水 （（（（1,8601,8601,8601,860億元億元億元億元））））

�下水道建設下水道建設下水道建設下水道建設 （（（（2,4002,4002,4002,400億元億元億元億元））））

合計合計合計合計 2222兆兆兆兆6,5006,5006,5006,500億元億元億元億元

■■■■12121212項目項目項目項目のののの優先公共建設優先公共建設優先公共建設優先公共建設でででで、、、、経済経済経済経済のののの新新新新しいしいしいしい奇跡奇跡奇跡奇跡をををを再創造再創造再創造再創造：：：：

一一一一、、、、愛台愛台愛台愛台12121212項目建設項目建設項目建設項目建設
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• 北北北北部部部部・・・・中中中中部部部部・・・・南南南南部都市部都市部都市部都市のののの鉄道鉄道鉄道鉄道のののの立体立体立体立体

化化化化とととと地下鉄化地下鉄化地下鉄化地下鉄化；；；；東部東部東部東部のののの鉄道鉄道鉄道鉄道のののの電気化電気化電気化電気化

とととと複線複線複線複線化化化化。。。。

• 高速道路高速道路高速道路高速道路とととと快速道路快速道路快速道路快速道路とのとのとのとのシステムシステムシステムシステム整整整整

合合合合。。。。

台湾全島便利台湾全島便利台湾全島便利台湾全島便利、、、、スピーディースピーディースピーディースピーディーなななな交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク

構築構築構築構築 （（（（1111兆兆兆兆4,5234,5234,5234,523億億億億））））

• 高雄港高雄港高雄港高雄港のののの洲間貨物運輸洲間貨物運輸洲間貨物運輸洲間貨物運輸センターセンターセンターセンターのののの建設建設建設建設；；；；高雄高雄高雄高雄

国際空港国際空港国際空港国際空港ででででロジスティックスロジスティックスロジスティックスロジスティックス施設施設施設施設をををを増築増築増築増築しししし、、、、周周周周

辺辺辺辺のののの交通交通交通交通をををを改善改善改善改善するするするする。。。。

• 港区港区港区港区生態生態生態生態園区園区園区園区のののの建設建設建設建設とととと海洋技術文化海洋技術文化海洋技術文化海洋技術文化センターセンターセンターセンター

のののの設立設立設立設立。。。。

• 旧港湾旧港湾旧港湾旧港湾のののの改造改造改造改造プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト；；；；旗津旗津旗津旗津地域地域地域地域をををを高雄高雄高雄高雄のののの

国際及国際及国際及国際及びびびび海洋遊園地海洋遊園地海洋遊園地海洋遊園地にににに変身変身変身変身させるさせるさせるさせる。。。。

高雄自由貿易高雄自由貿易高雄自由貿易高雄自由貿易・・・・生態港区生態港区生態港区生態港区

（（（（577577577577億億億億））））

• 台中港台中港台中港台中港、、、、台中台中台中台中空港空港空港空港、、、、中中中中部部部部科科科科学園区学園区学園区学園区とととと彰彰彰彰

化臨海部化臨海部化臨海部化臨海部とのとのとのとの間間間間のののの運輸運輸運輸運輸ネットネットネットネットをををを構築構築構築構築すすすす

るるるる。。。。

• 中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港のののの増築増築増築増築とととと航空貨物航空貨物航空貨物航空貨物ターミターミターミターミ

ナルナルナルナルのののの新設新設新設新設。。。。

• ロジスティックスロジスティックスロジスティックスロジスティックス及及及及びびびび加工専門地域加工専門地域加工専門地域加工専門地域をををを設設設設

立立立立するするするする。。。。

台中台中台中台中アジアアジアアジアアジア太平洋航空太平洋航空太平洋航空太平洋航空ロジスティックスセンターロジスティックスセンターロジスティックスセンターロジスティックスセンター

（（（（500500500500億億億億））））

• 桃園桃園桃園桃園空空空空港港港港ををををアジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋のののの国際空港城国際空港城国際空港城国際空港城としてとしてとしてとして

位置付位置付位置付位置付けさせるけさせるけさせるけさせる。。。。

• 第一第一第一第一ターミナルターミナルターミナルターミナルをををを補修補修補修補修するするするする；；；；引引引引きききき続続続続いていていていて第三第三第三第三、、、、

第四第四第四第四ターミナルターミナルターミナルターミナル及及及及びびびび第三滑走路等第三滑走路等第三滑走路等第三滑走路等をををを建設予定建設予定建設予定建設予定。。。。

• 完璧完璧完璧完璧なななな空港城空港城空港城空港城のののの外外外外へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスのののの交通建設交通建設交通建設交通建設をををを

構築構築構築構築するするするする。。。。

桃園桃園桃園桃園国際空港城国際空港城国際空港城国際空港城 （（（（670670670670億億億億））））

一一一一、、、、愛台愛台愛台愛台12121212項目建設項目建設項目建設項目建設
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• 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成：：：：都市都市都市都市とととと地域地域地域地域のののの格差格差格差格差、、、、デジタルデジタルデジタルデジタルデバイデバイデバイデバイ

ドドドドをなくしをなくしをなくしをなくし、、、、生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習をををを奨励奨励奨励奨励するするするする。。。。

• 文化創意産業文化創意産業文化創意産業文化創意産業：：：：文化創意関連産業園文化創意関連産業園文化創意関連産業園文化創意関連産業園区区区区をををを設立設立設立設立しししし、、、、

ベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタル投資投資投資投資をををを進進進進めることでめることでめることでめることで文化創文化創文化創文化創

意産業意産業意産業意産業のののの関連企業関連企業関連企業関連企業をををを奨励奨励奨励奨励するするするする。。。。

• 世界一世界一世界一世界一ののののワイアレスブロードバンドワイアレスブロードバンドワイアレスブロードバンドワイアレスブロードバンド国国国国をををを建設建設建設建設するするするする。。。。

• インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェント交通交通交通交通システムシステムシステムシステムとととと生活環境生活環境生活環境生活環境をををを構築構築構築構築すすすす

るるるる。。。。

インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス台湾台湾台湾台湾

（（（（2,2502,2502,2502,250億億億億））））

• 北北基宜北北基宜北北基宜北北基宜：：：：北北北北北北北北基基基基ゲームゲームゲームゲーム産業産業産業産業・・・・文化産業文化産業文化産業文化産業、、、、宜宜宜宜

蘭蘭蘭蘭等等等等ののののサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークのののの新設新設新設新設。。。。

• 桃竹苗桃竹苗桃竹苗桃竹苗：：：：桃園桃園桃園桃園空港空港空港空港航空航空航空航空技術園区技術園区技術園区技術園区、、、、新竹新竹新竹新竹サイエサイエサイエサイエ

ンスパークンスパークンスパークンスパーク龍潭龍潭龍潭龍潭、、、、竹南竹南竹南竹南基地及基地及基地及基地及びびびび銅鑼銅鑼銅鑼銅鑼国防技術国防技術国防技術国防技術

園区園区園区園区をををを加速加速加速加速的的的的にににに発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、国際村国際村国際村国際村をををを設置設置設置設置するするするする

ことによりことによりことによりことにより、、、、海外海外海外海外のののの人材人材人材人材をををを誘致誘致誘致誘致するするするする。。。。

• 中彰投中彰投中彰投中彰投：：：：中部中部中部中部サイエンスパークサイエンスパークサイエンスパークサイエンスパーク彰化彰化彰化彰化基地基地基地基地とととと工工工工

業技術業技術業技術業技術研究院研究院研究院研究院のののの中部中部中部中部支支支支部部部部をををを設立設立設立設立するするするする。。。。

• 雲嘉雲嘉雲嘉雲嘉南南南南：：：：中部中部中部中部からからからから南部南部南部南部へへへへ農農農農業業業業バイバイバイバイオオオオ産業産業産業産業をををを発発発発

展展展展させるさせるさせるさせる。。。。

• 高高高高高高高高屏澎屏澎屏澎屏澎：：：：高雄高雄高雄高雄ソフソフソフソフトトトト園区園区園区園区ををををイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション科科科科

学技術学技術学技術学技術研究開研究開研究開研究開発園区発園区発園区発園区としてとしてとしてとして拡大拡大拡大拡大していくしていくしていくしていく；；；；工業工業工業工業

技術技術技術技術研究院研究院研究院研究院とととと資資資資策会策会策会策会等等等等、、、、中中中中央央央央部部部部会会会会のののの支支支支部部部部のののの

進出進出進出進出をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

• 花花花花東東東東：：：：花蓮県花蓮県花蓮県花蓮県のののの石芸研究開石芸研究開石芸研究開石芸研究開発発発発イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

園区園区園区園区のののの設立設立設立設立へへへへのののの協力協力協力協力；；；；東海東海東海東海岸岸岸岸がががが海洋海洋海洋海洋深層水深層水深層水深層水

産業産業産業産業のののの発展発展発展発展へのへのへのへの協力協力協力協力、、、、台東台東台東台東県県県県にににに深層深層深層深層海海海海水水水水産産産産

業発展園区業発展園区業発展園区業発展園区をををを設置設置設置設置するするするする。。。。

産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション回廊回廊回廊回廊

（（（（1,1501,1501,1501,150億億億億））））

• 北部北部北部北部：：：：台北市台北市台北市台北市「「「「首首首首都都都都核心核心核心核心地域地域地域地域のののの歴史保存歴史保存歴史保存歴史保存とととと再再再再

発展発展発展発展プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」をををを推推推推進進進進するするするする；；；；基基基基隆隆隆隆駅駅駅駅とととと港湾港湾港湾港湾

のののの更更更更新新新新をををを行行行行うううう。。。。

• 中部中部中部中部：：：：中中中中興興興興新村新村新村新村をををを文化文化文化文化イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション及及及及びびびび高高高高度度度度

研究研究研究研究センターセンターセンターセンター園区園区園区園区にににに更更更更新新新新させるさせるさせるさせる；；；；水水水水湳湳湳湳空港空港空港空港跡跡跡跡

地地地地のののの再開再開再開再開発発発発するするするする。。。。

• 南部南部南部南部：：：：高雄市高雄市高雄市高雄市のののの愛愛愛愛河口河口河口河口港区港区港区港区のののの再再再再発展発展発展発展プロジェプロジェプロジェプロジェ

クトクトクトクト。。。。

• 北中南北中南北中南北中南ににににああああるるるる老朽老朽老朽老朽化化化化工業工業工業工業区区区区のののの更更更更新新新新とととと開開開開発発発発。。。。

• 高速高速高速高速鉄道鉄道鉄道鉄道のののの新新新新駅駅駅駅とととと駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺特特特特定地域定地域定地域定地域のののの開開開開発発発発。。。。

都市都市都市都市とととと工業工業工業工業区区区区のののの更新更新更新更新

（（（（570570570570億億億億））））

一一一一、、、、愛台愛台愛台愛台12121212項目建設項目建設項目建設項目建設
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• 「「「「農農農農村村村村再再再再生生生生条例条例条例条例」」」」をををを推推推推進進進進しししし、、、、農農農農村村村村のののの再再再再生生生生プロプロプロプロ

ジェクトジェクトジェクトジェクトをををを実行実行実行実行しししし、、、、農農農農村村村村ココココミミミミュニュニュニュニティティティティとととと農民農民農民農民ををををケケケケ

アアアアするするするする；；；；農民農民農民農民のののの定年定年定年定年メカメカメカメカニズニズニズニズムムムムをををを構築構築構築構築するするするする；；；；専専専専

業業業業農民農民農民農民のののの農場農場農場農場企業化経企業化経企業化経企業化経営営営営のののの拡大拡大拡大拡大をををを奨励奨励奨励奨励するするするする。。。。

• レベルレベルレベルレベル別別別別・・・・地域地域地域地域別別別別管理管理管理管理及及及及びびびび合合合合理理理理的的的的ななななフフフフィードィードィードィード

バックバックバックバックののののメカメカメカメカニズニズニズニズムムムムののののももももとでとでとでとで、、、、休閑休閑休閑休閑農農農農地地地地をををを放放放放出出出出

しししし国国国国土土土土のののの利用効率利用効率利用効率利用効率をををを向向向向上上上上させるさせるさせるさせる。。。。

農村再生農村再生農村再生農村再生

（（（（1,5001,5001,5001,500億億億億））））

• 伝統漁伝統漁伝統漁伝統漁港港港港をををを改善改善改善改善しししし、、、、漁漁漁漁業業業業ととととレジャーレジャーレジャーレジャー観光観光観光観光のののの機機機機

能能能能をををを備備備備ええええるるるる現代現代現代現代化化化化漁漁漁漁港港港港にににに変身変身変身変身させさせさせさせ、、、、沿沿沿沿海海海海ののののレレレレ

ジャージャージャージャーボボボボートートートート観光観光観光観光のののの制限制限制限制限をををを緩和緩和緩和緩和するするするする。。。。

• 国際国際国際国際誘致誘致誘致誘致をををを通通通通じじじじてててて沿沿沿沿海海海海観光観光観光観光地地地地をををを開開開開発発発発しししし、、、、海海海海岸岸岸岸

生活生活生活生活とととと観光観光観光観光地域地域地域地域をををを建設建設建設建設するするするする；；；；フフフフェリーェリーェリーェリー観光観光観光観光をををを発発発発

展展展展させさせさせさせ、、、、高雄港高雄港高雄港高雄港、、、、基基基基隆隆隆隆港港港港、、、、花蓮花蓮花蓮花蓮港港港港をををを国際国際国際国際クククク

ルールールールーズズズズののののルートルートルートルートにににに入入入入れれれれることをることをることをることを促促促促進進進進するするするする；；；；防風防風防風防風

林林林林のののの検討検討検討検討とととと、、、、沿沿沿沿海海海海のののの土土土土地地地地のののの活活活活性性性性化化化化。。。。

海岸新生海岸新生海岸新生海岸新生

（（（（200200200200億億億億））））

• 8888年以内年以内年以内年以内にににに平地造平地造平地造平地造林林林林6666万万万万ヘクヘクヘクヘク

タールタールタールタールをををを目標目標目標目標にににに、、、、ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール

ごとにごとにごとにごとに毎年毎年毎年毎年12121212万万万万元元元元をををを補助補助補助補助するするするする。。。。

• 中部中部中部中部とととと南部南部南部南部にににに1,0001,0001,0001,000ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール

のののの大型平地大型平地大型平地大型平地森林森林森林森林レジャーレジャーレジャーレジャー区区区区をををを

３３３３ケケケケ所開発所開発所開発所開発するするするする。。。。

緑色緑色緑色緑色造造造造林林林林
（（（（300300300300億億億億））））

• 8888年年年年でででで1,1601,1601,1601,160億億億億のののの洪水洪水洪水洪水防止防止防止防止・・・・治水治水治水治水プロプロプロプロ

ジェクトジェクトジェクトジェクトをををを検討検討検討検討しししし、、、、執行執行執行執行とととと評価評価評価評価をををを強化強化強化強化

するするするする。。。。

• 特別予算特別予算特別予算特別予算によりによりによりにより高屏溪高屏溪高屏溪高屏溪のののの水害水害水害水害とととと汚染汚染汚染汚染

のののの問題問題問題問題をををを対処対処対処対処・・・・管理管理管理管理するするするする。。。。

• 地下水地下水地下水地下水のののの補充注入補充注入補充注入補充注入をををを強化強化強化強化しししし、、、、地盤沈地盤沈地盤沈地盤沈

下下下下問題問題問題問題をををを改善改善改善改善するするするする；；；；山地山地山地山地整備整備整備整備・・・・災害災害災害災害

防止防止防止防止プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを推進推進推進推進するするするする；；；；土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩

れれれれモニターモニターモニターモニター・・・・警報警報警報警報システムシステムシステムシステムをををを設置設置設置設置するするするする。。。。

• 4444年間年間年間年間でででで500500500500億元億元億元億元のののの予算予算予算予算によりによりによりにより原住民原住民原住民原住民

家屋家屋家屋家屋をををを再建再建再建再建しししし、、、、国土保育国土保育国土保育国土保育をををを推進推進推進推進するするするする。。。。

洪水防止洪水防止洪水防止洪水防止とととと治水治水治水治水

（（（（1,8601,8601,8601,860億億億億））））

• 毎年汚水毎年汚水毎年汚水毎年汚水・・・・下水下水下水下水道道道道のののの建設建設建設建設にににに

300300300300億元億元億元億元をををを投入投入投入投入しししし、、、、下水道普下水道普下水道普下水道普

及及及及率率率率をををを毎年毎年毎年毎年3%3%3%3%増進増進増進増進させるさせるさせるさせる；；；；辺辺辺辺

鄙鄙鄙鄙山間地域山間地域山間地域山間地域でででで小型汚水処理小型汚水処理小型汚水処理小型汚水処理

システムシステムシステムシステムのののの建設建設建設建設をををを強化強化強化強化しししし、、、、水水水水

源源源源のののの水質水質水質水質をををを確保確保確保確保するするするする。。。。

下水道建設下水道建設下水道建設下水道建設
（（（（2,4002,4002,4002,400億億億億））））

一一一一、、、、愛台愛台愛台愛台12121212項目建設項目建設項目建設項目建設
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二二二二、、、、産業再構築産業再構築産業再構築産業再構築

イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

Innovation:Innovation:Innovation:Innovation:

各産業各産業各産業各産業ともともともとも注注注注入入入入

競争力競争力競争力競争力をををを向上向上向上向上

永続永続永続永続

Sustainability:Sustainability:Sustainability:Sustainability:

環境保護環境保護環境保護環境保護をををを政策政策政策政策

計画計画計画計画にににに組入組入組入組入れれれれ

((((政策的環境保護政策的環境保護政策的環境保護政策的環境保護))))

開放開放開放開放

Openness:Openness:Openness:Openness:

政府政府政府政府によるによるによるによる優優優優れたれたれたれた環境環境環境環境構築構築構築構築

過度過度過度過度のののの制限制限制限制限をををを撤廃撤廃撤廃撤廃

三大目標三大目標三大目標三大目標

三大理念三大理念三大理念三大理念

規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和

自由化自由化自由化自由化：：：：サービスサービスサービスサービス業業業業をををを始始始始めめめめ、、、、

規制規制規制規制をををを緩和緩和緩和緩和

機能化機能化機能化機能化：：：：産業補助産業補助産業補助産業補助のののの代代代代わりわりわりわり

にににに機能奨励機能奨励機能奨励機能奨励をををを

システムシステムシステムシステム化化化化：：：：文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光などなどなどなど

分野分野分野分野をををを跨跨跨跨いだいだいだいだ結合結合結合結合

三大三大三大三大三大三大三大三大主主主主主主主主軸軸軸軸軸軸軸軸

新新新新興興興興産業産業産業産業

• 文化文化文化文化イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

• 省省省省エネエネエネエネ・・・・低炭素低炭素低炭素低炭素とととと代代代代

替替替替エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

• インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス生生生生

活活活活

• バイオバイオバイオバイオ医薬医薬医薬医薬

産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

サービスサービスサービスサービス業業業業をををを雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出エンジンエンジンエンジンエンジンとしとしとしとし、、、、

製造業製造業製造業製造業のののの高高高高付加付加付加付加価値化価値化価値化価値化とととと低低低低炭素炭素炭素炭素化化化化、、、、

農業農業農業農業ハイテクハイテクハイテクハイテク化化化化とととと企業化企業化企業化企業化

雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの創出創出創出創出

美美美美しいふるさとのしいふるさとのしいふるさとのしいふるさとの建設建設建設建設

台湾台湾台湾台湾イメージイメージイメージイメージのののの刷新刷新刷新刷新

• 3333大大大大主軸主軸主軸主軸 ：：：：産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション、、、、新興産業新興産業新興産業新興産業、、、、規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和

• 4444兆兆兆兆帰国帰国帰国帰国 ：：：：国民国民国民国民のののの海外海外海外海外でのでのでのでの資産約資産約資産約資産約4444兆兆兆兆元元元元をををを、、、、台湾台湾台湾台湾へのへのへのへの投資投資投資投資としてとしてとしてとして戻戻戻戻ってこさせるってこさせるってこさせるってこさせる

• 5555万就業万就業万就業万就業 ：：：：観光観光観光観光、、、、金融金融金融金融、、、、医療医療医療医療等等等等サービスサービスサービスサービス業業業業によりによりによりによりはははは毎年毎年毎年毎年最低最低最低最低5555万万万万のののの雇用雇用雇用雇用をををを新新新新たにたにたにたに創出創出創出創出するするするする
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1.1.1.1.産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

• 台湾台湾台湾台湾をををを「「「「アジアアジアアジアアジア太平洋資産太平洋資産太平洋資産太平洋資産管理管理管理管理とととと

資資資資金調達金調達金調達金調達センターセンターセンターセンター」」」」にににに位置付位置付位置付位置付けさけさけさけさ

せるせるせるせる。。。。

• 4444年年年年間間間間でででで3333万件万件万件万件のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会がががが新新新新たたたた

にににに増加増加増加増加するとするとするとすると予予予予測測測測。。。。

金融金融金融金融サービスサービスサービスサービス業業業業

• 300億億億億のののの「「「「観光観光観光観光産業発展基産業発展基産業発展基産業発展基金金金金」」」」のののの設立設立設立設立

• 中国中国中国中国観光客観光客観光客観光客がががが台湾台湾台湾台湾をををを訪訪訪訪れれれれるるるる政策政策政策政策をををを緩和緩和緩和緩和

しししし、、、、他他他他地域地域地域地域からからからからもももも観光客観光客観光客観光客をををを誘致誘致誘致誘致するするするする。。。。

• 初初初初年年年年度度度度にににに4万件万件万件万件のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの増加増加増加増加がががが予予予予

想想想想さささされれれれ、、、、将来将来将来将来のののの3年間年間年間年間でででで、、、、新新新新たたたたにににに10万件万件万件万件

のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会をををを増加増加増加増加させるさせるさせるさせる。。。。

観光観光観光観光サービスサービスサービスサービス業業業業

• 医療衛医療衛医療衛医療衛生生生生のののの支支支支出出出出ははははGDPのののの6.2%からからからから

徐徐徐徐々々々々にににに7.5%までまでまでまで引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、医療医療医療医療のののの品品品品質質質質

をををを向向向向上上上上させるさせるさせるさせる。。。。

• 高高高高齢者齢者齢者齢者のののの長期介護保険長期介護保険長期介護保険長期介護保険をををを開開開開設設設設しししし、、、、民民民民間間間間

企業企業企業企業のののの投資投資投資投資をををを誘導誘導誘導誘導するするするする；；；；観光医療観光医療観光医療観光医療をををを推推推推

進進進進しししし、、、、国際国際国際国際連連連連携携携携をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

• 4年間年間年間年間でででで3万件万件万件万件のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会がががが新新新新たたたたにににに増増増増

加加加加するとするとするとすると予予予予測測測測。。。。

医療介護医療介護医療介護医療介護サービスサービスサービスサービス業業業業

• 台湾台湾台湾台湾をををを「「「「地域地域地域地域ののののロジスティックロジスティックロジスティックロジスティック

スススス・・・・ハハハハブブブブ」」」」にににに位置付位置付位置付位置付けさせるけさせるけさせるけさせる。。。。

• 北北北北部部部部・・・・中中中中部部部部・・・・南南南南部部部部にににに物物物物流流流流、、、、トラトラトラトラ

ンジットンジットンジットンジット及及及及びびびび発発発発送送送送センターセンターセンターセンターをををを建建建建

設設設設するするするする。。。。

ロジスティックスサーロジスティックスサーロジスティックスサーロジスティックスサービビビビスススス案案案案

サービスサービスサービスサービス業業業業をををを雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出エンジンエンジンエンジンエンジンとするとするとするとする

二二二二、、、、産業再構築産業再構築産業再構築産業再構築
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1.1.1.1.産業産業産業産業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

• 台湾台湾台湾台湾をををを「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション・・・・センターセンターセンターセンター」」」」、、、、

「「「「アジアアジアアジアアジア太平洋経済貿易太平洋経済貿易太平洋経済貿易太平洋経済貿易枢軸枢軸枢軸枢軸」」」」及及及及びびびび「「「「台湾企業台湾企業台湾企業台湾企業

のののの運運運運営本営本営本営本部部部部」」」」になるよになるよになるよになるようううう発展発展発展発展させるさせるさせるさせる。。。。

• 研究開研究開研究開研究開発発発発・・・・イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションをををを強強強強化化化化することによりすることによりすることによりすることにより、、、、

製造業製造業製造業製造業にににに高高高高付加付加付加付加価値価値価値価値化化化化とととと低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化シシシシフフフフトトトトにさにさにさにさ

せるせるせるせる。。。。

• 企業企業企業企業のののの研究開研究開研究開研究開発発発発・・・・設計設計設計設計、、、、人材人材人材人材訓練訓練訓練訓練ととととブランドブランドブランドブランド

ママママーーーーケケケケティングティングティングティングにににに対対対対するするするする租租租租稅稅稅稅優遇優遇優遇優遇をををを提供提供提供提供するするするする。。。。

一般産業一般産業一般産業一般産業

• 中中中中小小小小企業企業企業企業へのへのへのへの融融融融資資資資をををを強強強強化化化化しししし、、、、国国国国家家家家発展基発展基発展基発展基金金金金のののの一一一一

定定定定金額金額金額金額ままままたたたたはははは割割割割合合合合をををを中中中中小小小小企業企業企業企業にににに投資投資投資投資しししし、、、、金融機金融機金融機金融機

関関関関がががが中中中中小小小小企業企業企業企業へのへのへのへの融融融融資資資資比率比率比率比率をををを高高高高めることをめることをめることをめることを奨励奨励奨励奨励

するするするする。。。。

• 政府政府政府政府がががが毎毎毎毎年年年年100億億億億元元元元のののの予予予予算算算算をををを組組組組みみみみ入入入入れれれれ、、、、中中中中小小小小企企企企

業業業業のののの信用保証信用保証信用保証信用保証基基基基金金金金にににに注注注注入入入入しししし、、、、中中中中小小小小企業企業企業企業のののの資資資資金取金取金取金取

得得得得にににに協力協力協力協力するするするする。。。。

• 北北北北、、、、中中中中、、、、南南南南、、、、東東東東にににに「「「「中中中中小小小小企業創業企業創業企業創業企業創業ののののイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション・・・・

サーサーサーサービビビビスススス・・・・センターセンターセンターセンター」」」」をををを設立設立設立設立するするするする。。。。

中小企業中小企業中小企業中小企業

• 政府政府政府政府がががが300億億億億元元元元のののの地地地地方方方方産業発展基産業発展基産業発展基産業発展基金金金金をををを

成立成立成立成立しししし、、、、各各各各地地地地方方方方自自自自治団治団治団治団体体体体がががが地地地地方方方方のののの特徴特徴特徴特徴

的的的的なななな産業産業産業産業をををを発展発展発展発展することにすることにすることにすることに協力協力協力協力するするするする。。。。

• 伝統伝統伝統伝統産業産業産業産業とととと中中中中小小小小企業企業企業企業のののの技術技術技術技術向向向向上上上上へのへのへのへの

補補補補助助助助をををを増増増増ややややしししし、、、、そそそそのののの補補補補助金助金助金助金をををを科学技術科学技術科学技術科学技術

特別特別特別特別経経経経費費費費のののの30％％％％にににに達達達達させるさせるさせるさせる。。。。

伝統産業伝統産業伝統産業伝統産業

製造業製造業製造業製造業のののの高高高高付加付加付加付加

価値化価値化価値化価値化・・・・低低低低炭素炭素炭素炭素化化化化

へのへのへのへのシフトシフトシフトシフト

二二二二、、、、産業再構築産業再構築産業再構築産業再構築
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2.2.2.2.新興産業新興産業新興産業新興産業

• 国国国国家家家家発展基発展基発展基発展基金金金金からからからから100100100100億億億億元元元元をををを拠拠拠拠出出出出しししし、、、、ベンベンベンベン

チャーキャピタルチャーキャピタルチャーキャピタルチャーキャピタルのののの方式方式方式方式でででで文化文化文化文化イノベーイノベーイノベーイノベー

ションションションション産業産業産業産業にににに投資投資投資投資するするするする。。。。

• 「「「「新新新新時代時代時代時代創意人材発展創意人材発展創意人材発展創意人材発展プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」をををを定定定定めめめめ、、、、

創業創業創業創業のののの融融融融資資資資をををを提供提供提供提供するするするする。。。。

文化文化文化文化イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション産業産業産業産業

• 世界世界世界世界ナンバーワンナンバーワンナンバーワンナンバーワンののののワイワイワイワイヤヤヤヤレスブロードバレスブロードバレスブロードバレスブロードバ

ンドンドンドンドのののの国国国国をををを建設建設建設建設：：：：「「「「無無無無線線線線ハハハハイイイイウウウウェイェイェイェイ」」」」をををを構築構築構築構築

しししし、、、、あらゆあらゆあらゆあらゆるるるる地域地域地域地域ががががブロードバンドサーブロードバンドサーブロードバンドサーブロードバンドサービビビビ

ススススをををを享受享受享受享受できるよできるよできるよできるよううううにするにするにするにする。。。。

• インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェント交通交通交通交通システムシステムシステムシステムとととと生活環境生活環境生活環境生活環境

をををを構築構築構築構築するするするする。。。。

インテリジェンスインテリジェンスインテリジェンスインテリジェンス生活産業生活産業生活産業生活産業

• バイバイバイバイオオオオ医薬医薬医薬医薬関連関連関連関連のののの国国国国家家家家研究開研究開研究開研究開発発発発プロジェプロジェプロジェプロジェ

クトクトクトクト経経経経費費費費をををを4444年間年間年間年間でででで倍倍倍倍増増増増させるさせるさせるさせる。。。。

• 台湾台湾台湾台湾をををを「「「「漢方草漢方草漢方草漢方草薬薬薬薬研究開研究開研究開研究開発発発発センターセンターセンターセンター」」」」、、、、

「「「「医療医療医療医療プロセスプロセスプロセスプロセス応用応用応用応用とととと生産生産生産生産・・・・製造製造製造製造センセンセンセン

ターターターター」」」」、、、、「「「「アジアアジアアジアアジア太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋地域多多多多発発発発性性性性疾病疾病疾病疾病臨臨臨臨

床実験床実験床実験床実験センターセンターセンターセンター」」」」 としてとしてとしてとして発展発展発展発展させるさせるさせるさせる。。。。

バイオバイオバイオバイオ医薬医薬医薬医薬産業産業産業産業

• 政府政府政府政府ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー関連関連関連関連研究開研究開研究開研究開発発発発のののの経経経経費費費費をををを

4444年間年間年間年間でででで55550000億億億億元元元元からからからから100100100100億億億億元元元元までまでまでまで倍倍倍倍増増増増するするするする。。。。

• エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー新経済新経済新経済新経済をををを発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、2020202020202020年年年年までまでまでまで

にににに二酸二酸二酸二酸化化化化炭素炭素炭素炭素のののの排排排排出出出出をををを2002002002008888年年年年のののの水準水準水準水準にににに維維維維

持持持持させるさせるさせるさせる。。。。

省省省省エネエネエネエネ・・・・低炭素低炭素低炭素低炭素及及及及びびびび代替代替代替代替エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー産業産業産業産業

二二二二、、、、産業再構築産業再構築産業再構築産業再構築
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四四四四、、、、台台台台・・・・中両岸中両岸中両岸中両岸経済貿易政策経済貿易政策経済貿易政策経済貿易政策

WTOWTOWTOWTOのもとのもとのもとのもと

でででで各国各国各国各国とととと自自自自

由貿易協定由貿易協定由貿易協定由貿易協定

をををを締結締結締結締結

APECAPECAPECAPEC

自由貿易地域自由貿易地域自由貿易地域自由貿易地域

両岸両岸両岸両岸のののの経済貿経済貿経済貿経済貿

易関易関易関易関係正常係正常係正常係正常化化化化

活活活活水水水水計画計画計画計画

�七七七七つつつつのののの直直直直航空港航空港航空港航空港

�七七七七つつつつのののの直直直直航港航港航港航港

� 44440000%%%%総総総総資産資産資産資産とととと産業産業産業産業別制限別制限別制限別制限をををを適適適適宜宜宜宜緩和緩和緩和緩和するするするする一一一一方方方方、、、、

キーキーキーキー技術技術技術技術をををを台湾台湾台湾台湾にににに残残残残すことをすことをすことをすことを奨励奨励奨励奨励するするするする。。。。

� 中国資中国資中国資中国資金金金金のののの台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの生産生産生産生産事事事事業投資業投資業投資業投資をををを開放開放開放開放

直直直直航航航航：：：：ダダダダブルブルブルブルゴゴゴゴールデンールデンールデンールデン航航航航行圏行圏行圏行圏

北北北北へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス————東京羽田東京羽田東京羽田東京羽田、、、、ソウルソウルソウルソウル金浦金浦金浦金浦、、、、上海上海上海上海虹橋虹橋虹橋虹橋

南南南南へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス————香港香港香港香港、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、ASEASEASEASEAAAANNNN各国首都各国首都各国首都各国首都

台湾台湾台湾台湾をををを核心核心核心核心としとしとしとし、、、、グロバールグロバールグロバールグロバールとととと中国中国中国中国市場市場市場市場ののののビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスをををを整合整合整合整合
ハハハハイテクイテクイテクイテク産業産業産業産業：：：：ダダダダブルブルブルブル・・・・ゴゴゴゴールデンールデンールデンールデン・・・・トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル

シリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーシリコンバレー ---- 台北台北台北台北 ---- 上海上海上海上海

東京東京東京東京 ---- 台北台北台北台北 ---- 上海上海上海上海

戦略戦略戦略戦略的的的的連連連連結結結結

両岸の連結によって地域協力のボトルネックを突破

�「東アジア地域整合フォーラム」を推進する

�ASEAN+3、ASEAN+6等地域経済整合のアレンジに参加する

�「全台湾自由貿易地域」 を漸次的に実践していく

台湾企業台湾企業台湾企業台湾企業がががが台湾台湾台湾台湾にににに根根根根

ざしざしざしざし、、、、台湾台湾台湾台湾ををををグロバーグロバーグロバーグロバー

ルルルル運営運営運営運営センターセンターセンターセンターとするとするとするとする。。。。

外資企業外資企業外資企業外資企業がががが台湾台湾台湾台湾にににに集集集集

積積積積しししし、、、、台湾台湾台湾台湾ををををアジアアジアアジアアジア太太太太

平洋運営平洋運営平洋運営平洋運営センターセンターセンターセンターとすとすとすとす

るるるる。。。。

ダダダダブルブルブルブル運運運運営営営営センターセンターセンターセンター

台湾台湾台湾台湾

地理地理地理地理的優位的優位的優位的優位

経済条件経済条件経済条件経済条件
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両岸両岸両岸両岸経済貿易関係経済貿易関係経済貿易関係経済貿易関係のののの正常化正常化正常化正常化

両岸両岸両岸両岸のののの経済貿易関係経済貿易関係経済貿易関係経済貿易関係のののの

正常化正常化正常化正常化

� 週末週末週末週末ののののチャーターチャーターチャーターチャーター便便便便ででででのののの直直直直航航航航。。。。

� 中国人中国人中国人中国人観光客観光客観光客観光客のののの台湾台湾台湾台湾来訪来訪来訪来訪のののの開放開放開放開放。。。。

� 人人人人民幣民幣民幣民幣兌換兌換兌換兌換業業業業務務務務のののの開放開放開放開放。。。。

� 企業企業企業企業のののの中国進出中国進出中国進出中国進出投資上投資上投資上投資上限限限限をををを60606060%%%%までまでまでまで緩和緩和緩和緩和。。。。

� 台湾台湾台湾台湾でででで運運運運営本営本営本営本部部部部をををを設立設立設立設立するするするする企業及企業及企業及企業及びびびび、、、、国際企国際企国際企国際企

業業業業がががが台湾台湾台湾台湾でででで設立設立設立設立するするするする子会社子会社子会社子会社はははは、、、、中国中国中国中国へのへのへのへの投資投資投資投資

上上上上限無限無限無限無しししし。。。。

�両岸両岸両岸両岸のののの産業協力産業協力産業協力産業協力プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームをををを構築構築構築構築

� 「「「「東東東東アジアアジアアジアアジア地域整合地域整合地域整合地域整合フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」をををを推進推進推進推進しししし、、、、台湾台湾台湾台湾をををを東東東東アジアアジアアジアアジア

ののののハブハブハブハブ及及及及びびびび地域地域地域地域積替積替積替積替ええええセンターセンターセンターセンターにににに発展発展発展発展させるさせるさせるさせる

�両岸両岸両岸両岸のののの経済協力協定経済協力協定経済協力協定経済協力協定をををを締結締結締結締結

� 中国中国中国中国へのへのへのへの投資産業投資産業投資産業投資産業別別別別のののの制限緩和制限緩和制限緩和制限緩和

� 中国資中国資中国資中国資金金金金のののの台湾台湾台湾台湾ででででのののの生産生産生産生産事事事事業業業業へのへのへのへの投資投資投資投資

のののの開放開放開放開放

�両岸両岸両岸両岸のののの空海空海空海空海直直直直航航航航をををを開放開放開放開放

� 中国資中国資中国資中国資金金金金のののの国国国国内内内内株株株株式式式式市市市市場場場場へのへのへのへの投資投資投資投資緩和緩和緩和緩和

完成完成完成完成したしたしたした事項事項事項事項
検討中検討中検討中検討中のののの事項事項事項事項

将来目標将来目標将来目標将来目標
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テーテーテーテーママママエリアエリアエリアエリア：：：： 政府政府政府政府のののの「「「「愛愛愛愛台台台台12121212項目項目項目項目建建建建

設設設設」」」」によりによりによりにより生生生生じじじじるるるる投資投資投資投資ビビビビ

ジネスチャンスジネスチャンスジネスチャンスジネスチャンスをををを展展展展示示示示

産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターエリアエリアエリアエリア：：：： 産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターのののの発展発展発展発展現現現現

況況況況をををを紹紹紹紹介介介介

商談商談商談商談・・・・問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせエリアエリアエリアエリア：：：： 外資企業外資企業外資企業外資企業向向向向けけけけココココンサルンサルンサルンサル

ティングサーティングサーティングサーティングサービビビビススススをををを提供提供提供提供

投資投資投資投資投資投資投資投資機会機会機会機会機会機会機会機会のののの展示展示展示展示とととと投資投資投資投資コンサルコンサルコンサルコンサルのののの展示展示展示展示とととと投資投資投資投資コンサルコンサルコンサルコンサルティングティングティングティングティングティングティングティングサービスサービスサービスサービスサービスサービスサービスサービスエリアエリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

議論議論議論議論ののののポポポポイントイントイントイント：：：：

1111....グローバルグローバルグローバルグローバル協力協力協力協力とととと台湾投資台湾投資台湾投資台湾投資のののの

新新新新たたたたななななビビビビジネスチャンスジネスチャンスジネスチャンスジネスチャンス

2222....台湾台湾台湾台湾とととと中国中国中国中国のののの資資資資源源源源整合整合整合整合によるによるによるによる、、、、

新新新新たたたたななななグロバールグロバールグロバールグロバール資資資資源源源源配配配配置置置置のののの

契契契契機機機機

サミットサミットサミットサミット・・・・フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムサミットサミットサミットサミット・・・・フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

産業産業産業産業産業産業産業産業別別別別別別別別座談座談座談座談座談座談座談座談会会会会会会会会

•LLLLEEEEDDDD産業産業産業産業

•MMMMEEEEMMMMSSSS

•バイバイバイバイオオオオテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

•愛愛愛愛台台台台12121212項目項目項目項目建設建設建設建設

•金融保険金融保険金融保険金融保険

•レジャーレジャーレジャーレジャー観光観光観光観光

•ロジスティックスサーロジスティックスサーロジスティックスサーロジスティックスサービビビビスススス

•両岸開放両岸開放両岸開放両岸開放とととと投資投資投資投資機会機会機会機会

((((戦略性戦略性戦略性戦略性、、、、発展潜在力発展潜在力発展潜在力発展潜在力をををを有有有有するするするする産業産業産業産業

投資投資投資投資ソースソースソースソースをををを開拓開拓開拓開拓

「「「「台湾台湾台湾台湾にににに投資投資投資投資するするするするベストベストベストベスト・・・・

パートナーパートナーパートナーパートナー」」」」をををを表彰表彰表彰表彰

投資意向書投資意向書投資意向書投資意向書をををを締結締結締結締結(LOI)(LOI)(LOI)(LOI)

2008200820082008年年年年グローバルグローバルグローバルグローバル投資投資投資投資誘致誘致誘致誘致大会大会大会大会

『『『『新政策新政策新政策新政策、、、、新新新新ビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス』』』』

˙̇̇̇両岸両岸両岸両岸連連連連結結結結、、、、グロバールグロバールグロバールグロバール配配配配置置置置

˙̇̇̇資資資資源源源源整合整合整合整合，，，，チャンスチャンスチャンスチャンス創造創造創造創造

（（（（2008200820082008年年年年10101010月月月月6666----8888日日日日））））

五五五五、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル投資投資投資投資誘致誘致誘致誘致大会大会大会大会

グローバルグローバルグローバルグローバル投資投資投資投資

誘致誘致誘致誘致大会大会大会大会をををを開催開催開催開催
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ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございまありがとうございまありがとうございまありがとうございましたしたしたした。。。。

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご健康健康健康健康とととと、、、、事業事業事業事業のののの益益益益々々々々ごごごご繁栄繁栄繁栄繁栄をををを

心心心心からおからおからおからお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

経済部投資業務経済部投資業務経済部投資業務経済部投資業務処処処処

台北市館前路台北市館前路台北市館前路台北市館前路71717171号号号号8888FFFF

電話電話電話電話: 886: 886: 886: 886----2222----23892111238921112389211123892111

電傳電傳電傳電傳: 886: 886: 886: 886----2222----23820497238204972382049723820497

http://http://http://http://www.dois.moea.gov.twwww.dois.moea.gov.twwww.dois.moea.gov.twwww.dois.moea.gov.tw


