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一、 国内外の投資トレンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 世界的な FDIの減少 

 国際連合貿易開発会議（UNCTAD）は今年 6月に「2017世界投資報告書」

（The World Investment Report 2017）を発表し、世界の外国直接投資（FDI）

のフローが 2016年に約 2%減少したことを指摘した。総額は約 1.75兆米ドル

で、いまだ金融危機前の水準を回復していない。 

 研究チームのリーダーである James Zhanは、発展途上国に対する外国企

業の投資が年間 14%減少したことを指摘し、踏み込んで検討する必要がある

潜在的な問題が数多くあるはずだとしている。このうち、アジアの発展途上経

済国・地域の 2016年における FDI流入量は 15%減少し、4,430億米ドルまで

要旨 

➢ 国際経済全体については、世界の景気がおおむね予想通りに安定してい

ることから、世界銀行は来年の世界経済の成長が昨年の 2.4%から 2.9%

に回復する見込みと予想している。 

➢ 国際投資の部分では、2016年の世界の外国直接投資（FDI）フローが約

2%減少し、発展途上国に対する投資の減少率が年間 14%に達した。引き

続き地政学的リスクと税収政策の変化の影響を受けることから、2018 年

までの FDI総量の回復幅は限定的と予想されている。 

➢ 国内の外国投資全体は前年の比較基準期間がやや高かった影響を受け、

上半期の外国投資金額と対外投資金額がいずれもマイナス成長を示し

た。中国大陸に対する投資金額だけが増加し、全体的な投資（増資）金

額は前年同期比で 31.4%減となった。また、国内の生産的資産を購入す

る傾向については、固定投資額が 2013年以降に増加を回復しているが、

公共投資が GDP に占める割合は 3.7%まで低下した。今年は半導体およ

び関係サプライチェーンのハイエンド製造プロセスへの投資が引き続き

増加する上、政府が国内の建設支出を拡大する見込みであることから、

投資額は 3.6兆元を突破し、2.3%の実質増となることが予想される。 



2017国際投資とマーケットトレンド報告 

 

  

2 

 

縮減した。2012年以来初の減少である。 

 アメリカは現在も先進国の中で FDIの流出と流入を牽引しているが、近年

は中国大陸が肩を並べ、FDIの外部流出が最も顕著な国となっている。台湾は、

FDIの流入が旺盛な国にいまだ名を連ねていない。 

 UNCTADは、2017～2018年の間において FDI総量の回復が限定的となる

と予測しており、世界の流量が 1.8兆米ドル前後となり、2007年のピーク期

を依然として下回ると見込んでいる。 

 

2. 世界銀行、来年の世界経済が成長を回復する見込みと予想 

 世界銀行（World Bank）は毎年 1 月と 6 月に発表する「世界経済見通

し」（Global Economic Prospects）報告にて、今年の世界経済の成長率が

昨年の 2.4%から 2.7%にまで回復し、来年は 2.9%になる見込みと予測して

いる。 

 報告は、世界の景気がおおむね予想通り安定するとしている。製造業と

貿易がいずれも上向き、国際的な融資の好調が続く。大口商品の価格が安

定することで、ブラジル、ロシア、ナイジェリアといった新興市場が過去

2年間の低迷を脱し、アメリカとヨーロッパの経済も好転する。 

 世界銀行は、経済の見通しが下振れリスクの影響を受ける可能性がある

とも警告している。2017 年も政策の不確定性が非常に高く、金融市場が

動揺するリスクが強まる可能性がある。リスクには新興市場の債務累積の

増加、主要経済国・地域の通貨および貿易などの政策上の変化、そして金

融業の不確定性と地政学的騒乱などが含まれる。 

世界および主要経済国・地域の経済成長状況（単位:%） 

  2014 2015 2016e 2017f 2018f 2019f 

実質 GDP           

世界 2.8 2.7 2.4 2.7 2.9 2.9 

先進国 1.9 2.1 1.7 1.9 1.8 1.7 

        アメリカ 2.4 2.6 1.6 2.1 2.2 1.9 

        ユーロ圏 1.2 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 

        日本 0.3 1.1 1.0 1.5 1.0 0.6 
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  新興市場・発展途上経済国・地域

（EMDEs） 

4.3 3.6 3.5 4.1 4.5 4.7 

          大口商品輸出 EMDEs 2.2 0.3 0.4 1.8 2.7 3.0 

          その他 EMDEs 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.8 

          中国を含めないその他

EMDEs 

4.5 5.0 4.5 4.6 4.9 5.1 

      東アジア・太平洋地域 6.8 6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 

      欧州・中央アジア地域 2.3 1.0 1.5 2.5 2.7 2.8 

      ラテンアメリカ・カリブ地域 0.9 -0.8 -1.4 0.8 2.1 2.5 

      中東・北アフリカ地域 3.4 2.8 3.2 2.1 2.9 3.1 

      南アジア地域 6.7 6.9 6.7 6.8 7.1 7.3 

      サハラ以南アフリカ地域 4.6 3.1 1.3 2.6 3.2 3.5 

   世界貿易量 4.1 2.7 2.5 4.0 3.8 3.8 

   大口商品価格           

      原油価格 -7.5 -47.3 -15.6 23.8 5.7 5.4 

     非エネルギー類商品価格指数 -4.6 -15.0 -2.6 4.0 0.7 1.0 

3. 国内の固定投資額が増加、GDPに占める割合は減少 

 経済部統計処は、過去 10年間の国内における生産的資産購入のための

固定投資額と年間増加率データの分析を公布したが、このうち 4年間はマ

イナスとなっていた。2008年、2009年がそれぞれ 11.1%、8.8%の減少で

あり、2011年、2012年は欧州債券の影響を受け、1.1%、2.6%の減少であ

った。2013年からはプラスに回復している。 

 今年は半導体と関係サプライチェーンのハイエンド製造プロセスへの

投資が引き続き増加する見込みである上、政府が建設支出を拡大すること

から、投資額が 3.6兆台湾ドルを突破し、2.3%の実質増になると予測され

る。 

 過去 10年間で台湾の固定投資がGDPに占める割合は、2007年の 23.9%

から 2016年の 20.9%にまで低下した。重要な公共建設が次々に完了した

ことが主な原因であり、政府の財政ひっ迫や公営事業民営化政策の実施に

より、公共投資（政府と公営事業）が GDPに占める割合は 3.7%にまで低

下し、2007年に比べ 1.6ポイント低下した。 

 産業の性質が比較的に近い韓国、日本に比べ、台湾の固定投資が GDP

資料出典：世界銀行。*e=推定 f =予測。 
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に占める割合はやや低い。2016年の韓国における固定投資が GDPに占め

る割合は 29.7%、日本は 23.2%である。 

近年の我が国の固定投資額 

 2012 2013 2014 2015 2016 

金額(億台湾ドル) 32,821 33,787 34,938 34,928 35,834 

GDPに占める割合(%) 22.3 22.2 21.7 20.8 20.9 

   資料出典：経済部統計処 

 

4. 上半期の外国投資額が減少 

 経済部投資審議委員会は 1～6月の承認済み外国投資、大陸資本の台湾

への投資、国外投資、中国大陸への投資データを公布した。中国大陸への

投資のみ増加を示したが、その他 3項目はいずれも減少し、外国投資額の

年間減少幅が 31.4%に達した。 

 投資審議委員会は、外国投資額が減少した主因について、昨年 5月にオ

ランダ企業の増資と合併・買収の大型投資案件があり、金額がほぼ今年上

半期の総額に匹敵するなど、比較となる期間が高かったためとしている。

対外投資額が減少したのは、昨年 5月に鴻海精密工業股份有限公司など 3

社による日本シャープ（SHARP CORPORATION）への投資案を承認し

たことで、比較期間が同様にやや高かったことが主因であるという。 

産業別で見ると、外国投資の上位 5位は電子部品製造業（47.92％）、卸

売および小売業（10.17％）、金融および保険業（8.79％）、不動産業（7.93％）、

専門・科学および技術サービス業（6.78％）であり、合計で当期外国投資

総額の約 81.6％を占める。このうち、不動産業、専門・科学および技術サ

ービス業だけは昨年同期比でプラスとなった。 

 投資審議委員会は、大陸資本の台湾投資の減少幅が大きくなく、新たな

案件の申請があるものの、金額がやや小さいとしている。台湾の対外投資

の減少幅も同様に大きくなく、年末までにはプラスになる可能性がある。 

 

2017年 1～6月外国投資の上位 5業種（単位：千米ドル、％） 
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件数 

金額 

（割合） 

昨年同期 

金額 

昨年同期比 

金額 増加率 

電子部品製

造業 
38  

1,807,867 

47.92  
3,485,529 -1,677,662 -48.13 

卸売および

小売業 
530  

383,685 

10.17  
565,711 -182,026 -32.18 

金融および

保険業 
117  

331,607 

8.79  
509,553 -177,946 -34.92 

不動産業 73  
299,216 

7.93  
175,000 124,216 70.98 

専門、科学

および技術

サービス業 

262 
255,953 

6.78  
246,485    9,468 3.84 

資料出典：経済部投資審議委員会 
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二、 産業重要情報 

1. 情報通信産業 

➢ 新材料の開発が半導体技術の進展の鍵に 

 現在、半導体チップ製造技術の進展には大きく 5つの方向性がある。

Patterningおよび FEOLは、主にプロセスの微細化により原材料で作ら

れるトランジスタに漏電現象が生じ、トランジスタのパフォーマンス不足

などの問題を招いている。一方、プロセスの微細化により BEOL段階では

金属導線の間の間隔も合わせて縮小しなければならず、これまで採用して

いた絶縁材料の厚さがあまりに薄くなったことで絶縁効果を失う事態と

なっている。また、先進のパッケージ技術においては、パッケージ材料の

品質が不均一で、パッケージの歩留まりや高密集度の ICパッケージで生

じる放熱材料のニーズに影響している。最後に、Memoryについては、既

存の材料が高演算・高容量のメモリのニーズを満たせず、メーカが新材料

の導入を考慮せざる得ない状況となっている。 

上記の 5つの技術について、すう勢をまとめると、新材料の開発・応

用が重要な鍵となっているが、半導体チップに必要とされる材料市場は

ほとんどが米日のメーカに主導されており、台湾の半導体チップ製造技

術における発展が外国企業によって制限される可能性がある。 

➢ 市場のニーズに沿った次世代メモリを開発 

 MRAM、PRAM、ReRAMは、既存のメモリに置き換わるとの期待の

声が最も高いメモリの種別である。材料の選択はこれらメモリの性能に

決定的な影響を持つ。中でもMRAMに採用する材料は強磁性の材料で

なければならず、PRAMの GST材料はカルコゲン化合物である可能性

があり、ReRAMの材料はとても多様である。どの形態であれ、新たな

半導体材料の採用は必然の流れと言える。ただ、製造する側にとって新

材料の導入に際しては、まずプロセスのコストや材料の汚染、材料の拡

散、プロセスのフローなどについて体系的に評価を行わなければならな

い。エンジニアがプロセスのフローを改めて企画しなければならない可

能性すらある。このため、新材料の採用は単純な材料の置き換えではな

く、生産ラインの変更となる可能性がある。必要とされる時間とコスト
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が非常に多く、メーカが材料の選択を誤った場合、切り替えようとして

も容易ではない。 

 現在、Intelの 3D Xpointは PCと NBを主な応用対象としており、

Samsungが開発したMRAMは内蔵メモリとして IoTやカーエレクトロニ

クスを対象とする。両者の対象とする分野は異なるが、市場のニーズに沿

った次世代メモリを開発したメーカが、その分野でより長期的に市場のイ

ニシアチブを握ることになるだろう。 

2. 医療バイオテクノロジー産業 

➢ 各国は ICT 技術によりスマートヘルスケアへの応用を推進 

 世界は人口の高齢化問題に直面しており、各種の医療支出が増え続け

ている。このため、より効果的なソリューションが求められており、現

在、情報通信技術による予防の強化とスマートヘルスケアの促進が発展

の重点とされている。こうした中には、クラウドプラットフォームの運

用、ワイヤレス通信技術、スマートデバイスの連結、人工知能やビッグ

データの分析などが含まれ、スマートヘルスケア医療が今後の発展のト

レンドとなり、各国が重点的に注力する分野となる。 

 スマートヘルスケアの分野においては、遠隔介護、青年・壮年の健康、

長期介護と医療サービスを解決する必要がある。関連応用サービスには

医療情報管理、健康ビッグデータの付加価値、運動・飲食の管理、慢性

病の遠隔介護サービスやその他の種別のスマート医療と健康管理シス

テムが含まれる。中国もこのうちのスマート医療を第 13次 5か年計画

の重点に盛り込んでいる。 

➢ アメリカ、シンガポールは医療・ヘルスケアの改善でより優れたコス

ト効果を達成 

 世界の健康関連メーカはウェアラブルデバイスとサービスアプリケ

ーションを次々に投入し、スマートヘルスケアのビジネスチャンスに挑

んでいる。各メーカがリリースしたアプリケーションを見ると、オンラ

イン・ワイヤレス化によるソフトウェア、ハードウェアとプラットフォ

ームの統合を進めるとともに、データの統合分析と付加価値化を目指し

ているものが多い。また、人工知能の医療健康分野における応用も徐々

に実用化されつつあり、健康管理、医療リスク分析、医学イメージング、
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バーチャル看護師アシスタント、薬物探索、診断補助、医学研究や栄養

学などをカバーしている。 

 革新的な方法による応用の中でも、Walgreens（アメリカ最大のチェ

ーン販売業者）が打ち出した Balance Rewards for healthy choicesのサ

ービス方式は、インセンティブを提供する仕組みにより会員に自発的に

健康活動を行わせるものである。患者がさらなる自己認知を深め、

Balance Rewardsプランとさらに連動することで、Walgreensはその顧

客への理解を深め、それが慢性疾患（糖尿病、高血圧、心血管疾患）を

患うことへの自らの注意喚起にプラスとなる。 

 シンガポールは電子データベースを備え、全病院の記録を追跡してい

る。その健康データ管理の目的は、臨床健康結果と看護の質の評価であ

り、Smart Health-assistソリューションを推進することにある。同ソ

リューションは以下を含む。（1）Stick-on Patches、Sensor embedded in 

household items など新型ウェアラブル形式のセンサなどといった次世

代センサの開発、（2）居宅と医療介護を結びつけることによるデータの

シームレスな接続の保証、（3）エキスパート意思決定システムの開発に

よる医療看護スタッフが正確な治療を行うためのサポートと健康管理

プランのアドバイス、（4）居宅データと国の衛生データベースを結びつ

けて行うビッグデータ分析の疾患モデル判断と今後の遺伝子研究への

活用。このうち、TeleMetrix +(TM +)はシンガポール初のクラウドに基

づく商業遠隔医療サービスである。 

3. フィンテック産業 

➢ AI の金融への応用による金融従業者のサポートがトレンドとなり、高

度な監督管理とコンプライアンスの壁が課題に 

 AIの急速な発展は、各業界に大規模な変革をもたらす。大量のデータ

に頼る労働集約型の金融サービス業は、影響が最も大きい業界と見られ

ている。特に近年はデジタル金融が急速に発展し、オフラインの金融サ

ービスが次々とオンラインに移行しており、金融業が AIを導入する基

盤が固まりつつある。 

 AIの金融業における応用は、2つの断面から見ることができる。1つ

目は AIを窓口サービスに用いるものである。すなわち、顧客サービス
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やクレーム処理、接客など、あるいは上述の損失評価や賠償査定などを

含む、大量の労力に頼ってきた各種ルーチンワークであり、これらは業

務効率の向上、顧客体験の最適化、人件費削減を目標とした応用である。

こうした応用は大量の末端労働力と置き換わる上、参入障壁も低いため、

金融分野において AIが最初に定着する用途となるだろう。もう 1つの

応用は、金融業務の核心――投資の意思決定とリスク管理に切り込むも

のである。この種のサービスの本質は集約したデータをベースにアルゴ

リズムによって自動取引や投資戦略の立案を実現するものであり、例え

ばクオンツ取引や投資コンサルティングサービスなどがある。AIの導入

は、これまで定性と定量を主としていたデータソースを、より多くの市

場に密着したリアルタイムの動的情報やネットワーク世論と融合させ、

投資アドバイスの精度を高める。ただ、こうした応用は金融市場の公平

性と安定性に直接影響を及ぼすため、ソフトウェアのバージョンアップ、

ストレステスト、市場データの収集、システム監視、バーチャルセキュ

リティ、業務の持続可能性、災害復旧計画やセキュリティホールの定期

的な調査・対応などは、いずれも高度な監督・管理を受けることとなる。 

 金融サービス業への AI導入の見通しは良好だとしても、金融は複雑

なシステムであり、短期的には金融従業者のサポートが AIの主要用途

となるだろう。完全に機械頼みで取引やその他中核的な金融業務を行う

場合、高度な監督管理とコンプライアンスの壁が、メーカが事業展開す

る上での課題となるだろう。 

4. 電子商取引産業 

➢ ライブ配信型電子商取引が登場、リアルタイムかつインタラクティブ

に消費を刺激 

 近年、インターネットのライブ配信は重要なメディアチャンネルとな

り、もはや若者が自己表現するだけの舞台ではなく、電子商取引、ニュ

ース、発表会などの宣伝チャンネルにもなりつつある。いずれの産業も

ライブ配信方式を通じて自らの商品やコンテンツ、サービスを広めたい

と考えている。 

 ライブ配信の形態は変わりつつあり、ライブ配信+コミュニティ、ラ

イブ配信+電子商取引、ライブ配信+オークションなどの利用方式が次々
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と出現している。視聴者がテレビ番組の受け手にしかなれなかったこれ

までとは異なり、ライブ配信のインタラクティブ性という強みを生かし、

自ら現場に行かなくても視聴者に参加している感覚を抱かせ、ネットを

通じてコンテンツを見る人をさらに引き付ける。ライブ配信のもう 1つ

の利点は、例えば年齢、性別、視聴時間、さらには商品の好みなどとい

った視聴者のデータをメーカが集めやすいところにある。ライブ配信中

に明確なデータを収集することで、メーカがビッグデータの分析を通じ

て消費者を理解することができる。、それによってマーケティング戦略

を定め、予算を最も効率的な商品や配信者、ライブ配信製作方式に投入

することにより、ネット上の人の流れを自らの金銭の流れに変え、産業

の道をさらに広げるのである。 

 ライブ配信型電子商取引の出現により、配信者はライブ配信方式を通

じて自ら商品を使用して見せ、視聴者の疑問にリアルタイムで説明する

ことができる。メーカも視聴者の反応を直接把握することができ、売買

双方がすり合わせを行う時間を減らし、リアルタイムとインタラクティ

ブによる後押しの下、消費を効果的に刺激することができる。だが、ラ

イブ配信型電子商取引には、配信者の選択、ライブ配信のリスク性と視

聴者属性の把握など多くの問題も存在する。 

5. ベンチャー産業 

➢ スマートホームが再び新たな戦場に 

 スマートホームは過去数年にわたって市場の発展が続いているが、市場が

全面的に発展する上での難題も残っている。多くのメーカがプラットフォー

ムを自ら立ち上げており、製品が多様である上にユーザインターフェースを

統合できないことが主因であり、ユーザによる設備の拡充が難しく、管理が

不便な事態を招いている。だが、最近になって音声アシスタントが登場した

ことで、この断片化した市場に変化の兆しが現れている。 

 音声アシスタントは次世代のマンマシン・コミュニケーション・インター

フェースとなり、より直観的なコミュニケーション方式とスマート制御でユ

ーザにより良い生活と就労体験をもたらすだろうと考えられている。このた

め、Amazon、Google、Microsoft、Apple だけでなく、多くのメーカも音

声アシスタントの開発に相次いで参入しており、それらには韓国の携帯電話
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機大手 Samsungの Bixby、通信ソフトウェア大手 Lineの Clova、中国の

検索エンジン最大手である百度の Duerが含まれる。このほか、携帯電話と

通信設備の大手ファーウェイも自らの音声アシスタントシステムを開発す

る予定である。 

➢ 情報セキュリティ技術が将来的な新興産業に 

 デジタルトランスフォーメーションは、現代企業が永続的に発展する上

での鍵となっている。しかし、新興科学技術の開発に取り組むことで、人

工知能分析、コンピュータ/ネットワーク/センサ、ロボット技術、VR/AR、

シェアリングエコノミー、スマート/コミュニティ経済、クラウドソーシ

ング/クラウドファンディングなどといった、より高度な技術の応用に直

面することになる。他方、消費者の偏向する嗜好の程度に伴い、消費者の

期待の高まりや顧客ロイヤリティの見積りによって、消費者の利益保護、

安全管理の要求などといった監督管理面での圧力が生じている。新たな競

争への取り組みと監督管理の圧力が増す中、情報サービスは急速に進化し

ている。 

 増え続ける情報セキュリティの脅威を前に、企業は新たな Cyber 

securityの脅威と試練に直面している。脅威の対象は、通常、IP、クレジ

ットカード情報、個人情報、金銭、名誉、商業情報および営業秘密などに

分けられる。既存の情報セキュリティ管理措置の下、いかにして各種ネッ

トワークの脅威を防ぎつつ、新しい科学技術を構築・活用するかにおいて

は、常に直面するリスクを考慮し、内部情報を直ちに調整し、安全防護装

置と管理レイヤを強化していく必要がある。 

 また、企業だけでなく、政府組織も Cyber security防御能力を必要と

している。中核的な機能には Cyber事件への対応、360度デジタルリス

ク分析（情報セキュリティ事件の通報、事業継続管理、情報セキュリティ

管理の評価）、危険情報管理（情報セキュリティの監督管理要件）および

コンプライアンス（国/サプライチェーンのセキュリティ管理基準、監督

管理のガイドラインに基づくコンプライアンスチェックの実施）が含まれ

る。 
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三、 台北市の投資分析 

1. 台北市の投資の強み 

 台北市は首都である。国内の資本金額上位 500社のうち 280社が台北市で

登記を行っており、台湾全土で新たに設立された外国企業 540社のうち 350

社が台北市を選択し、割合が 64.8%に達している。 

 2016年の台北市の営利事業数は合計 22万 4,499社、売上高は 12兆 2,136

億台湾ドルに達し、全国の売上高総額の約 3分の 1を占めた（31.8%）。全国

の外国投資額 110.37億米ドルのうち、62.52 億ドルが台北市に投じられ、全

国の外国投資額の 56.6%を占めた。台北市が台湾に進出する外国企業にとって

人気が高い第一の選択肢であることが示されている。 

 このうち、世界で優れたパフォーマンスを発揮している情報・通信科学技術

産業（情報、通信、半導体、光エレクトロニクスなどの製品の世界シェアが 7

割超）で台北に拠点を構えるメーカは 43.2%を占める。アジア太平洋の医薬バ

イオテクノロジー産業の初期市場、試験拠点である台湾は、臨床医学と中華系

特有疾患の研究で国際的に知られており、国際的に認証された臨床試験研究セ

ンターや研究機構、医療センター、国内大手メーカはいずれも台北に集中して

いる。産業発展の重要な条件である資金市場については、市内に 1万 7000社

を超える金融機関、ベンチャーキャピタルが金融面でのサポーターとして存在

し、膨大な金融機関の数と専門スタッフが金融の業務発展・拡大に寄与してい

る。 
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台北市の優位産業の投資分析 

投資の優位性 優位産業 産業発展への提言 

 専門人材： 

優れた専門人材を擁

している。大学・専

科学校以上の学歴を

持つ市民が 75.46%

に達し、市内の就業

人口は 128万人に達

する。 

 研究能力： 

合計 70 か所以上の

研究開発センターと

大学・専科学校があ

り、国際的に著名な

大学や研究開発セン

ターが含まれ、産業

研究力に富んでい

る。 

 政策環境： 

法制と行政体系が整

い、投資奨励・補助

のために特別法が整

備されており、政策

が安定し、完備され

ている。 

 消費のポテンシャ

ル： 

各家庭の可処分所得

が台湾全域で最多の

都市であり、平均

1,314,031 台湾ドル

は台湾全国平均の

情報・通信科学

技術産業 

 国内の情報、通信、半

導体、光エレクトロニ

クスなどの製品の世

界シェアは 7 割を超

える。台北に拠点を構

える情報通信産業の

メーカは 9000社を超

え、台湾全体の 43.2%

を占める。 

 南港軟体工業園区、内

湖科技園区、大弯南段

工業区、内湖五期重劃

区が台北の科学技術

産業ベルトとなり、集

積の経済効果を形成

している。 

 新興市場の開拓、新興

市場の地元ブランド・

チャネルとのコラボレ

ーションを強化し、地

元の経営を拡大する。 

 スマート都市、ウェア

ラブルデバイスなどと

いった IoT ソフトウェ

ア・ハードウェア新興

応用技術の開発を続け

る。 

 AR/VR産業：各分野に

おける商業利用の発展

が更に深まっていく。

既存の開発技術のトレ

ンドを分析し、先進の

研究開発に取り組むべ

き。 

医療バイオテ

クノロジー産

業 

 台湾は、臨床医学と中

華系特有疾患の研究

で国際的に知られて

おり、市内には 7つの

医学センター、10 か

所以上の研究機関、23

か所の国際的に認証

された臨床試験研究

センターがあり、研究

開発力に富んでいる。 

 バイオテクノロジー

企業は 300社を超え、

台湾全体の約 4分の 1

 薬品研究開発の新興技

術に投資する。例えば

人工知能（AI）の演算

技術で研究開発の時間

費用を抑える。 

 情報通信産業の製品製

造と量産能力を結合さ

せて、バイオテクノロ

ジー医用素材製品を開

発する。 
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投資の優位性 優位産業 産業発展への提言 

1.4倍である。 

 インフラストラクチ

ャー： 

交通輸送が発達し、

水や電気の供給が安

定しており、市内の

光ファイバーのカバ

ー率が 80%を超え

る。 

を占める。 

フィンテック

産業 

 台北市内には 17,851

社の金融および保険

機関があり、台湾全体

の 46.5%を占め、金融

機関の本社とベンチ

ャーキャピタルの割

合がいずれも 8 割を

超えている。 

 金融システムが整備

されており、台湾全体

の金融センターであ

る。 

 金融のキーテクノロジ

ーの運用・把握が今後

の産業発展の鍵であ

る。 

 台北市内の民生用フィ

ンテック産業の発展を

拡大することが可能で

ある。例えばロボット

による資産運用アドバ

イスを普及させること

で、より多くの外資の

関連投資を引き付け

る。 

資料出典：拓墣産業研究院のまとめ、2017/8 

 

2. 台北市の企業・投資誘致戦略 

 企業の台北への投資を奨励するため、台北市政府は「産業発展自治条例」を

制定し、複数の産業について企業投資の奨励補助を提供することで、企業の投

資意欲を高めている。奨励補助金額はこれまでに 10億台湾ドルを超えている。

それに伴う企業のイノベーション投資は 183億台湾ドルを超え、1,149億台湾

ドル超の生産高を増やし、6,656人に達する就業人数を提供した。 

台北およびアジアの都市の企業・投資誘致戦略 

項目 台北 東京 ソウル シンガポール 

奨励産業 情報サービス、医療

介護、通信、バイオ

テクノロジー、再生

可能エネルギー、レ

ジャー観光、文化ク

リエイティブ、スポ

イノベーション情

報サービス、先進医

療、先進農業の 3大

中核企業および金

融産業。 

情報技術、デジタル

産業、バイオ医薬、

エコロジー産業、ビ

ジネスサービス業、

ファッションおよ

びデザイン、金融業

ベンチャー産業、製

造業、サービス業。 
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項目 台北 東京 ソウル シンガポール 

ーツレジャー、会議

展覧など。 

および会議・観光産

業。 

助成

項目

と金

額 

税務

補助 

1. 家屋税、地価税

で最多 5000万

台湾ドルを助

成。 

1. 所得税：中核的

な外国企業は

20%減免。 

1. 法人税、所得税

減免、1～7年

目は 100%減

免、その後 3年

間は 50%減免。 

2. 土地、建物取得

税、登録税、財

産税および総

合土地税は 5

年間 100%減

免。 

1. 所得税額の控

除：投資総額の

最多 50%を控

除。 

2. 新興工業は 5

～10年間に法

人税の納付を

免除。 

融資

と賃

料助

成 

1. 融資利息は最

多で 5000万台

湾ドルを助成。 

2. 市有不動産の

賃料を 2～5年

間半減。不動産

賃料は最多で

500万台湾ド

ルを助成。 

1. 建物の購入ま

たは賃貸な

ど：補助 25%、

税額減免 8%。 

2. 機械と装置の

購入または賃

貸：中核的な企

業は全額補助。 

3. 指定開発エリ

アのオフィス

賃料は 10%～

50%減額可。 

 1. 融資減免：利息

の全部または

一部は源泉所

得税を免除。 

2. 権利金の全部

または一部は

源泉徴収を免

除。 

3. 研究開発の必

要経費は控除

を 2倍とする。 

4. 承認を得たベ

ンチャー企業

は 7万 5000シ

ンガポールド

ル（約 166万

台湾ドル）の補

助を得ること

ができる。2ド
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項目 台北 東京 ソウル シンガポール 

ルにつき 1ド

ル（シンガポー

ルドル）または

1ドルにつき 1

ドルの方式に

より投資する。 

労働

者関

連の

補助 

1. 労働者の給

与：最多で 500

万台湾ドル。 

2. 労働者の職業

研修：最多で

100万台湾ド

ル。 

1. 外国人の生活

環境整備支援

補助：医療機関

の外国人は 1

人当たり毎年

200万円（約

55万台湾ド

ル）、国際学校

の外国人は 1

人当たり毎年

500万円（約

135万台湾ド

ル）。 

1. 雇用補助金は

6か月間 1人当

たり毎月 100

万ウォン（約 2

万 6000台湾ド

ル）。 

2. 教育研修補助

金は最多で 2

億ウォン（約

532万台湾ド

ル）。 

 

その

他項

目の

補助 

3. イノベーショ

ン補助：研究開

発、ブランド確

立には最多で

500万台湾ド

ルを補助、育成

補助は最多で

300万台湾ド

ル、創業補助は

最多で 100万

台湾ドルを補

助。 

   

資料出典：拓墣産業研究院のまとめ、2017/8 
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3. 投資案件の分析と政策提言 

鴻海グループの対米投資とグラクソ・スミスクライン（GSK）の AIベンチ

ャー企業への投資は、当期における高い指標性を備えた投資案件である。ここ

で投資誘致の鍵となった要因を分析するとともに、台北市の投資政策と比較し、

それに基いて関連政策を以下の通り提言する。 

投資案件と台北市の政策提言 

指標性の高い 

投資案件 
投資誘致の鍵となった要因 

台北市の投資政策の 

分析と提言 

2017/07鴻海グルー

プ対米投資案件： 

アメリカ・ウィスコ

ンシン州に 100 億

米 ド ル を 投 じ て

10.5 世代液晶パネ

ル工場を設けるこ

とを発表した。 

1. ウィスコンシン州政府の政

策：30億米ドルの租税減免

（所得税、投資税および販売

税を含む）の提供。 

2. ウィスコンシン州の地理的な

強み： 

(1) 北米の重要な市場に位

置する。 

(2) 製品を近隣で販売する

ことができ、関税や物流

コストを節約すること

ができる。 

(3) 主要顧客の Appleに近

く、将来的な提携関係を

強化する。 

3. ウィスコンシン州はインフラ

ストラクチャーの拡充を計画

しており、水、電気の供給が

安定している。 

1. 投資誘致政策の対象が

分散しすぎており、特定

産業の優遇補助を絞り

込み、特化することが難

しい。 

2. 誘致のアピールポイン

トを強化し、台北市の政

策資源を今後育成・発展

させたい重点産業に集

中すべきである（例：各

工業団地において投資

補助計画を増やし、情報

通信産業に対する投資

を引き付ける力を強化

する）。 

2017/07グラクソ・

ス ミ ス ク ラ イ ン

（GSK）の AIベン

チャー企業への投

資案件： 

Exscientia 社と提

1. AIのバイオ医療分野におけ

る応用が成熟しつつあり、今

年もすでに AI技術を利用し

て希少疾患の治療薬物の発見

に成功した例が見られる。 

2. AI分析技術により実験回数

1. 今年はバイオテクノロ

ジー開発センター、医薬

工業技術発展センター、

台北医学大学、アメリカ

の AI企業 InSilico 

Medicineが薬物の共同
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指標性の高い 

投資案件 
投資誘致の鍵となった要因 

台北市の投資政策の 

分析と提言 

携し、AI 技術を採

用して新薬探索を

行うと発表した。 

が減り、薬品の研究開発効率

が高まり、企業の新薬の研究

開発に要する時間が大幅に短

縮できる見込み。 

 

研究開発に調印すると

いうケースが初めて出

現した。AI産業の医療バ

イオテクノロジーへの

応用・開発への取り組み

を引き続き強化するよ

う提言する（例：研究・

技術人材の育成や産業

発展・長期人材育成計画

を奨励する）。 

2. バイオ医療産業の研究

開発・技術人材に対する

ニーズは極めて高く、政

府は現在の高度人材招

致政策を強化し（東京の

例では、医療分野の高度

な技術を持つ外国人に 1

人当たり毎年 55万台湾

ドルの追加補助を提

供）、高度人材招致の意

向をアピールすべきで

ある。 

 資料出典：拓墣産業研究院のまとめ、2017/8 


