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注目度が高まっていく
桃園の魅力を発信し、輝く都市

世界とつながり、
優れた産業のグレードアップを
実現します

桃園の投資サービスは
企業のベストチョイス
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桃園市市長

新たな経済成長を目指す桃園に一同に集結しましょう

空と海の 2つの港 ( 桃園空港、台北港 ) という地理的な優位性をいかした桃園は、強固な産業
基盤と豊富な人的資源を基に、産業クラスターが形成され、必要な産業インフラも充実してい
ます。人口の増加が一番多く、台湾で最も若い都市と言われています。ICF による世界スマート
シティ TOP7に選ばれ、4度目の栄冠に輝く桃園は、つい 2019年度首位を獲得しました。

今後、「桃園エアトロポリス計画」、「アジア・シリコンバレー計画」、「前瞻基礎建設計画（大
規模基礎インフラ建設計画）」を中心とした取組の実施により、「桃園を選ぶこと」が潮流となる
よう努力してまいります。「桃園エアトロポリス計画」では、「空港の経済学」を実践することに
より、都市全体の発展および産業投資や地方の建設を牽引し、空港が実現する都市機能を最大限に
発揮します。「アジア・シリコンバレー計画」では、「虎頭山創新園区（イノベーションハブ）」
並びに「幼獅国際青年創業村及びモーター・シリコンバレーイノベーションパーク」の推進に向
けて取組むとともに、「アジア・シリコンバレーイノベーション研究開発センター」を設置し、
ベンチャー企業、ICT メーカーを中心に、誘致に向けた取組を進めて、ハイテク産業を次世代につ
なげていきます。「前瞻基礎建設計画」では、「北北桃 ( 台北、新北、桃園 )1 時間生活圏」の実
現を図るために、桃園MRT利用の促進に向けた取組を行っています。MRTグリーン線（GC02
工区入札及びGC03工区入札）の建設工事は 2019年に順次着工し、MRT三鶯線の路線延長（八
徳まで）、MRTブラウン線、空港線、鉄道の地下化などによる台北へ接続する交通建設を含めた「三
心六線」建設工事を加速させます。なお、「桃園コンベンションセンター」の建設を計画しており、
先端技術と地元の特色を活かした展示場として、マーケティング支援に力を入れ、新興産業の発展
を促進する役割を果たすことが期待されます。

米中貿易戦争への対応策を練るために、桃園市は先頭に立って複数の部門（中央機関、国営事業、
市政府側の関連部門）にまたがる「台商回流小組（台湾系企業Ｕターン投資促進チーム）」を作り、
専任スタッフによるプロジェクトチームが窓口一つで投資家をトータルサポートします。台湾系企
業を対象とし、それぞれのニーズに応えるカスタマイズを行い、最適化ソリューションを提案しま
す。設備投資や工場建設などのニーズに応じて、必要な事業用
地を企業に提供できるよう、産業園区 9箇所の開発を計画して
います。

桃園は目標に向かって毎日コツコツと努力を重ね、
日々成長していきます。今後、更に期待される都市
に成長していくでしょう。私たちは、心より投資
に関心をお持ちの皆様をお迎えいたしており、こ
の先の未来を見据えて、新たな経済成長を目指す
桃園に一同に集結しましょう。
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注目度が高まっていく
桃園の魅力を発信し、輝く都市。

地元の先端技術の研究開発能力を活かして、世界へとつながり、

IoT 活用によって産業のグレードアップを推進し、

イノベーションや創業によって経済成長を促進し、

台湾国内での産業構造の転換、ビジネスチャンスの創出を牽引していきます。
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アジアにおけるスマート・イノベーションの拠点。

産業技術がトップな桃園は IT 業と製造業において実力が蓄積され、オプトエレクトロニクス、情報エレク

トロニクス、自動車関連部品、設備製造などの分野では完備されたバリューチェーンを有します。製造業に

おける強い優位性を基礎にして、国家レベルの産業計画及び都市開発ビジョンの策定により、スマート化に

よる産業構造変化・グレードアップを牽引していくことが期待されます。今後、アジアにおけるスマート

・イノベーションの拠点として、製造業における強い優位性を最大限に発揮し、世界へとつながる

イノベーション能力を引き出そうとしています。

北北桃（台北、新北、桃園）共に栄える軌道建設。

桃園は、交通面における構造転換の促進に取り組んでおり、鉄道工事の地下化及び公共交通網の形成により、

桃園、中壢、桃園エアトロポリス計画特区などの三大都会エリアを結ぶ「三心六線」輸送網を構築しています。

桃園が独自に手掛けるMRTグリーン線は既に発注済みであり、地下区間の建設工事は2019年に本格着工、

2026 年に開通する予定です。MRTブラウン線およびMRT三鶯線の路線延長（八徳まで）に関する可能性

評価は行政院（内閣）の許可を得ており、総合計画に関わる作業を行っています。桃園MRTグリーン線の路

線延長（中壢まで）に関する可能性評価も行政院に提出され、審査に通過し次第総合計画に関わる作業を取

り掛かります。なお、鉄道工事の地下化総合計画については、行政院によって同意されてから、約 7年の工

期を経て、開通する予定となっており、桃園南部の都心部の発展を牽引していきます。MRT空港線、MRT

ブラウン線、MRT三鶯線の八徳までの路線延長および鉄道の地下化などの建設工事を通じて、台北と接続す

る「北北桃 1時間生活圈」の実現を図ってまいります。

BRH01/G07/桃園站

A19

MRT空港線

A18高鉄桃園駅

鳳鳴站
內壢站

中原站

中路站

永豐站

平鎮站

A23/GE07/中壢站

迴龍站
BRH08/O21

高速鉄道

MRT ブラウン線

桃園区

MRTグリーン線

桃園市

地下化鉄道

MRT 三鶯線の八徳までの路線延長

MRT グリーン線の路線延長（大渓まで）

MRT グリーン線の路線延長（中壢まで）

中壢区

桃園
国際
空港

桃園
エア
トロ
ポリ
ス

新北市
台北市

台北駅

台北港

桃
園
の
軌
道
、
交
通
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輸
シ
ス
テ
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陸上交通・海上交通・航空交通と多岐にわたる

桃園の交通網

出典：交通部、桃園市政府交通局、桃園市政府捷運（MRT）工程局、
桃園国際空港股份有限公司、台湾高速鉄路（鉄道）股份有限公司、
桃園大眾捷運（MRT）股份有限公司、台湾港務股份有限公司。

2018 年度の統計データ。

桃園国際空港 桃園 MRT

▲

	アジア・太平洋地域の各主要都市までは平均飛行時

間わずか 3時間。

▲

	2018 年航空旅客輸送量が延べ 4,653 万人を超え

た。

▲

	国際航空貨物取扱量が 225トンを達成した

▲

	桃園国際空港第 3ターミナルの建設工事は 2023

年に竣工予定。
▲

	MRT 空港線は 2017	年より開通、1	日の乗降客

数が約 7.9	万人。

▲

	MRT	グリーン線は 2026	年に開通予定。

▲

	MRT	 グリーン線の路線延長（中壢まで）は

2029	年に開通予定。

▲

	MRT	三鶯線の路線延長（八徳まで）は 2028	年

に開通予定。
▲

	MRT	ブラウン線は 2028	年に開通予定。

航

台北港

▲

	北台湾最大級の国際貿易港。ホンコン、マニラ、

上海、東京、シンガポールなどの国際貿易港へと

つなぐ。	

▲

	年間コンテナ取扱貨物量は約 150万 TEU。

海

高速鉄道

▲

	桃園駅の月間乗降客数は約 107.5 万人。	

▲

	高鉄桃園駅から台北までの所要時間約 20分、新竹

までの所要時間約 10 分、台中までの所要時間約

40分、高雄までの所要時間約 90分。

陸

台湾鉄道

▲

	桃園駅の 1日の乗降客数は約 5.6 万人。

▲

	中壢駅の 1日の乗降客数は約 5.4 万人。

▲

	鉄道の地下化工事は 2026 年に竣工予定。中路、

永豊（桃園病院）、中原、平鎮 4駅を増設。

陸

陸

高速．快速道路システム

▲

	現在、高速および快速道路計 5本、ハイスピード

の輸送を可能にする。高速公路：国道 1号、国道

2号、国道 3号。	快速道路：66号東西方向快速

道路、61号西濱快速道路。

▲

	南北方向の交通軸として、新しいインター

	 チェンジの整備を進めている。（高原、幼獅、中

豊、五楊高架楊梅側など、計 4箇所）

陸

公共自転車
（レンタサイクル）

▲

	2016 年に運営開始してから、延べ利用回数が
2,000 万回を突破し、平均月間利用者数は約延
べ 90万人。

▲

	2019 年末までにステーション 320箇所、自転車

8,400 台の提供予定。

陸
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アジア・シリコンバレー
新たな経済成長モデルの牽引役

桃園は、「アジア・シリコンバレー計画」を進める重要

な拠点として、「イノベーションや創業による経済成長

の促進、IoT 活用による産業のグレードアップ」という主

軸とする目標を達成するために、国の政策に合わせて「ア

ジア・シリコンバレー桃園市政府プロジェクト推進オフ

ィス」を設置しました。あらゆる資源を投入し、産業の

発展に向けた取組を進めてまいります。「地元から世界

へ、未来につながる」というアジア・シリコンバレーの

精神をもって、国全体の競争力の向上を図ろうとしてい

ます。

アジア・シリコンバレー
イノベーション研究開発センター

約 3.81	 ヘクタールに及アジア・シリコンバレー

イノベーション研究開発センターはMRT	空港線A19	駅の周辺

に設置され、IoT、AI、5G、AR/VR	など次世代技術を集結する

ハイテク産業都市の構築を目指します。アジア・太平洋

地域における青年起業家のイノベーション拠点として、

シリコンバレーなどの世界大手企業をつなぐ核心地域を

形成します。

桃園コンベンションセンター 

国際会議センター、国際展覧館、関連施設が含まれ、

約 2.87 ヘクタールに及ぶ桃園コンベンションセンタ

ーは MRT 空港線 A19 駅の隣に設置される予定で、

ポジショニングとしては、会議を中心に、展覧会を副次的

に開催し、桃園及び北部の産業が必要とする専門展示場及

びマーケティングプラットフォームの提供が可能です。本

プロジェクトについて、総合企画報告書は 2019 年 5月

に行政院審査を通過し、2019年に事業者と請負契約を締

結しました。2020年より着工予定で、竣工後、青埔地区

周辺産業の投資活動を促進することが期待されます。

国際観光旅館

MRT	空港線 A19	駅の周辺には桃園国際野球場があり、

将来、冠德ショッピングモール、桃園コンベンション

センター、アジア・シリコンバレーイノベーション研究開

発センターもこの周辺に設置されることから、ビジネス

需要増加とともに、宿泊ニーズに対応するために、桃園

コンベンションセンターの隣に「国際観光ホテル」の建

設工事を行う予定です。動線を考えて、周辺施設を結ぶ

歩道橋や地下通路の整備も進められており、2022	年に

運営開始桃園コンベンションセンターイメージ図する予

定です。桃園コンベンションセンターイメージ図

冠徳環球ショッピングモール

国際観光旅館

桃園国際野球場

MRT空港線A19駅

桃園コンベンション
センター

アジア・シリコンバレー
イノベーション研究開発センター

高
鉄
南
路
二
段

領
航
北
路
一
段
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幼獅国際青年創業村及びモーター・
シリコンバレーイノベーションパーク

桃園は自動車および EV の製造において実力があ

り、モーターに関連する産業の構造転換に協力する

ため、「モーター・シリコンバレーイノベーション

パーク」を計画した上、「幼獅国際青年創業村」

計画と統合し、パーク内に青年起業家向けの専用

スペースを設けています。2023年より運営開始す

る予定で、台湾ドル50億元の資金投入、年間生産量

500億の価値をもたらすことが期待されます。将来、

ワンストップサービスで「桃園モーター・シリコン

バレー」というブランドを立ち上げ、「虎頭山創新

園区（イノベーションバブ）」、「中原創業村」を

連結させることで、桃園新創廊帶（ベンチャー集結）

の形成を牽引していくと考えられます。

虎頭山創新園区（イノベーションハブ）

桃園三大イノベーション拠点の一つである「虎頭山

創新園区（イノベーションハブ）」は、総面積約4.7

ヘクタールで、第 1工期で既に台湾ドル 1.5 億元が

投入され、1.8 ヘクタールの建設が完了して、2019

年に正式オープンしました。モデル事業として、台

湾初の「IoV スマート運転センター」と「情報セキ

ュリティ IoT センター」を融合させた研究開発基地

です。その他の関連科学研究機関の入居率も 100％

に達し、産学研連携にとって最適な場といえるでし

ょう。将来、「虎頭山創新園区（イノベーション

ハブ）」を通じて、イノベーション、投資、産業

発展の助成にかかわるプラットフォームの構築を

図るとともに、スマートシティの実証フィールド

になることを目指します。2020 年に国内外業者の

マッチング50件、ベンチャー企業と国内外アクセラレ

ーターチームとの連携・交流促進45件、ベンチャー

キャピタルから台湾ドル 66億元の投入、スマート

工場のグレードアップの導入 150 件など、また国

内外における設備の認知度向上、受注量等の効果の

実現が見込まれています。計画中の第 2工期では、

更に産業イノベーション研究開発及び実証実験の

フィールドを拡大する予定で、科学技術、教育、

イノベーション、自然生態系の保護を融合させたスマート

グリーンパークの実現を図ろうとしています。

中原創業村

10.98 ヘクタールに及ぶ中原創業村の計画は、「区

段徴収」による再開発事業を行い、中原営区域及び

一部の工業区の整理・再開発に取り組んでいます。

区域の強みをいかして、アート、レジャー、文化・

教育展覧を中心としたコア産業をターゲットとする

同計画は、産学連携の場として、周辺大学の学内資

源を有効に活用し、関連産業の事業活動を支援しな

がら、イノベーション及び産業グレードアップを狙

います。なお、住宅地と中原駅を中心に、高機能、

かつ美観にも優れた公共施設の提供のため、広場、

公園、公共交通ターミナル、道路体系などの整備に

取り組んでいます。

青年創業指揮部

桃園初のコワーキングスペースとメイカー

スペースを融合させた青年起業家の創業拠点とし

て、IoT 活用と EC（電子商取引）を中心に利用され

ます。青年起業家に必要な資源、パートナシップ、

コンサルティングなどのサービスを提供しており、

ベンチャー企業を対象とし、市場進出の支援を行っ

ております。
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新明青創基地

AI・ロボット教育を特徴とする「新明青創

基地」に入居したチームは、世界的に注

目される数多くの成果を生み出していま

す。例えば、「商用ドローン IoT プラット

フォーム」、物流・人的資源管理アプリ

「Dolly」などです。2019 年には『2019

国家卓越建設奨』の金質奨も受賞しました。

安東青創基地

情報通信業を中心とした拠点で、最も完備

された VR/MR開発設備を有しています。

創業支援カリキュラムの開設、創業に必要

な資源やコンサルティングの提供などに携

わり、IOT、AR/VR/MR技術の研究開発及

び創業の推進を中心に注力しています。

桃園新創廊帶（ベンチャー集結）

1

1

1

3

2

2

A21 環北站

內壢車站

中壢車站

楊梅車站

桃園車站

中央大學

中原大學

元智大學

虎頭山公園

桃園市立體育館

中原創業村

青年創業指揮部
幼獅国際青年創業村及びモーター・
シリコンバレーイノベーションパーク

新明青創基地

虎頭山創新園区（イノベーションハブ）

安東青創基地
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桃園エアトロポリス　アジア太平洋
地域の経済・貿易ハブを構築します。

開発目標：

桃園エアトロポリス計画は、桃園市全体の経済発展の促進、

桃園国際空港航空の乗降客数・貨物取扱量の成長、周辺地

域産業への投資の牽引およびビジネス機能の発展の実現を

図るとともに、循環経済に向けた取組を進めながら、誰も

が安全・安心で利便性が高く快適でスマートな町づくりを

目指します。

開発範囲：

桃園国際空港及びMRT空港線沿線駅を中心に、全体開発

面積 4,564 ヘクタールで、市府開発第一期産業専用区の面

積は約 286.95 ヘクタールです。

日程表：

▲

	 2018 年 3月：内政部都市計画委員会が「桃園国際空港

園区及び近隣地区特定区計画案」を承認。

▲

	 2019 年 7 ～ 9 月：買入協議及び「区段徴収公聴会」

を行う。

▲

	 2020 年：「区段徴収」及び一般競争入札を行う予定。

産業カテゴリー：

「コア産業」及び「サブコア産業」を優先的に導入。

桃園エアトロポリスにて「空港の経済学」
の実践により、地域全体の発展を促進します。

桃園エアトロポリスの期待効果

市府開発第一期産業専用区

は面積 286.95 ヘクタール

桃園エアトロポリス

計画の開発範囲 

台湾ドル2.3
兆元の経済的価値
の創出

20~30万の

雇用の創出

2030年までに桃園国際空

港貨物輸送量が450
万トンを超える見込み

年間旅客輸送量が

6,000万人以上

桃園国際空港
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コア産業

1.	 国際物流産業

2.	 地域技術サービスセンター（例えば研究開発サービス

業、知的財産サービス業など）

3.	 文化・クリエイティブ産業（例えば工芸、映画、広告、

商品設計、ビジュアルデザイン、ブランドデザイン・

ファッション、デジタルコンテンツ、クリエイティブ

・ライフなど）

4.	 航空補助関連産業（例えば発動機の保守・点検、航空

用電子部品の研究開発、内装部品、ギャレーなど）

5.	 バイオテク産業（例えば研究開発実験センター、医療

材料の研究開発など）

6.	 高品質農業高付加価値関連産業（例えば総合園芸

	 センター、生ウナギ包装輸送センター、検疫、認証、

小分け作業など）

7.	 クラウドコンピューティング産業（例えばクラウド

応用ソフト、クラウドサービスプラットフォーム、

	 クラウドインフラなど）

8.	 スマートカー産業（例えばパワーシステム関連部品、

駆動系・制御系部品、関連部品の研究開発など）

9.	 グリーン産業（例えば LED、太陽光発電、電動車両用

バッテリ・モーターなど）

10.	MICE	産業

11.	複合的なレジャー産業（例えば大型テーマパーク及び

その他の関連施設、観光旅行、レジャー活動など）

12.	燃料タンク車、環境保全、消防及びその他の関連施設

サブコア産業

1.	 国際人才育成センター

2.	 金融・保険関連産業

3.	 卸売業・小売業

4.	 国際貿易業

5.	 運輸サービス業

6.	 倉庫・物流業



12

企業が集まり、活気溢れている桃園で、

多様化産業への投資及びスマートシティの構築に向けて取り組み、

経済成長モデルを展開していきます。

世界へとつながり、ビジネスチャンスを創出しましょう。

世界とつながり、2
優れた産業のグレード
アップを実現します。
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商業登記総件数成長率

3.50%、六都ランキング2位。

工商綜合区数

台茂、大江、広豊、樹籽などの工商業綜合

区が11箇所あり、合計面積 67.53

会社登記総件数成長率

2.24%、六都ランキング3位。

工業区数

工業区が計32箇所あり、生産高は全国
一位で、サプライチェーンも完備。

工業年間生産高（2017 年度工場校正営業收入）

約台湾ドル	2.9	兆元、全国NO.1。

沙崙産業園区

大園知恵科技園区

桃園科技工業園区第二期

新屋頭洲科技園区

楊梅幼獅工業区拡大（第二期）変更都市計画

平鎮東金産業園区

大渓草厝江産業園区

八徳大安科技園区

工五工業区拡大変更都市計画

桃
園
市
の
工
業
区
マ
ッ
プ

立地の強みを活かし、
グローバル市場産業につながるハブ。

立地はビジネスチャンスをつかむために一番の要素です。優

れた立地条件を有する桃園は、台湾北部の産業クラスターに

直通する一方、飛行時間平均 3時間でアジア・太平洋地域の

各主要都市に到着できます。海外進出支援策の一環として、

速やかに事業を展開させることができるでしょう。

工 業 区工業区、計 32箇所 計画中の産業園区、計 9箇所

香港

桃園
マカオ

ホーチミン市ホーチミン市

バンコクバンコク

クアラルンプールクアラルンプール

シンガポールシンガポール

ジャカルタジャカルタ

マニラマニラ

上海

北京

ソウル
東京

4.
5H
R

1.7H
R

3
H
R

2.
5H
R

3.5
HR

1
.5
H
R

飛行時間平均3時間

台湾最大級の工業都市であり、
様々な産業が一同に集結します。

桃園に工業区団地 32箇所、工商総合区 11箇所が設置され、産業クラスターは

多様性を持ちながら整っています。生産高はほぼ台湾ドル 3兆元に達し、全国

シェアの 17.4％を占め、他の県市をはるかに上回ります。また、電力設備生産、

自動車生産、医薬品及び医療・化学生産、産業用機械設備などの分野においても、

全国のトップとなっています。現在、産業園区 9箇所の設置を検討しており、そ

の中には、観音桃園科技二期、大園沙崙産業園区は 2020 年に完成を予定してい

ます。産業発展の促進、経済能力の向上に向けた取組を進てきた桃園は、国内外

で認められた実力を持っています。

大園
蘆竹

亀山

楊梅

龍潭

大渓

復興

桃園

中壢

観音

新屋

平鎮

八徳

ヘクタールで、全国最大。
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で、グローバルに最適な電源管理と散熱ソリューション

を提案しています。

バイオテク産業

長い歴史で培った桃園のバイオテク産業においては、葡萄

王生技（Grape	King	Bio	Inc）、科達製薬（KO	DA）、

盛弘医薬（SHAREHOPE）及び海外の大手企業メルク、

武田薬品、大塚製薬などの有名な企業が桃園に進出し、

投資や工場設立を行っています。一方、桃園は半導体、

情報通信産業の優位性も有し、IoT とバイオテク産業を結

合させて新しい発展が生まれた上、バイオテクの産業環

境も整備されているため、外資系大手企業を地域に誘致

することが期待されます。

物流．倉庫

桃園は地理的優位性及び優れた交通システムを持ち、物

流・倉庫業が盛んになり、1800 社を超える物流業者が

進出しています。桃園は、「アジア・シリコンバレー計

画」の重要な拠点として、物流業におけるスマート化技

術の導入を積極的に推進し、スマート物流・現代化倉庫

の作業モデルに取り組んでいます。DHL、UPS、Nippon	

Express といったグローバル大手企業は桃園を選び、

DHLもまた 2019年に台湾ドル 8,000 万元を投入し、桃

園青埔特区で台湾最大級のサービスセンターを設置しま

した。同年、世界 4位に輝くデンマークの物流大手DSV

地元の優れた産業を中心に、
スマート化推進に向けて取り組み
ます

台湾北部の産業の重鎮である桃園は、バリューチェーン

が整備されていると同時に、「アジア・シリコンバレー

計画」における重要な拠点となっており、スマート産業

の優位性を活かして、IoT 関連産業の発展の推進を積極的

に行ってまいります。循環経済とスマートシティの構築

を目標に掲げ、「グリーンエネルギー、EV、AIoT、航空

宇宙産業、物流、バイオテク」を導入することにより、

桃園のスマート産業の発展を加速させます。

AIoT

AIoT の将来性といえば、やはり桃園にあります。5G、

AIoT 活用によるイノベーションを基に、経済成長を促

進させるとともに、産業グレードアップの実現を図ろう

としています。例えば、工業用コンピューター（IPC）

の大手企業「研華科技（Advantech）」は、「アジア・

シリコンバレー実証実験計画」に合わせて、先進的な IoT

通信とセンシング技術を活用することで、桃園市内の工業

区 7箇所でスマート交通×水資源管理の IoT 実証実験場

を構築します。また、桃園で活躍している台達電（Delta）

は、パワーエレクトロニクスのコア技術を活用すること
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も、観音地区で 2万坪の新工場設立に投資し、台湾最大

級の物流拠点になります。ほかには、台湾有名な企業で

ある長栄グループ、富邦媒体（MOMO）、国泰人寿など

の会社も桃園に物流センターの設備投資を実施していま

す。

EV

自動車産業の重鎮である桃園は台湾最大級の自動車組立

や部品生産の集積を有しながら、成熟した情報通信技術を

強みにして、EV産業の発展の推進し、今や電動二輪車の

市場占有率が全国第一となっています。中華 e-moving、

豊田 Toyota、ヨーロッパ進出に成功した Gogoro 社な

ど、多くの自動車大手企業は桃園に生産拠点を設立し

ています。桃園に設置される充電スタンドは 1,000 箇

所以上にのぼり、電動バイクの充電・駐車スペースも

3,100 台以上確保されています。さらに、Gogoro 社が

スマートシティになる潜在力のある桃園を選び、先頭に

立ってカーシェアリングサービス「GoShare」を提供し

ており、環境保護とスマート化を兼ね備えた公共交通サ

ービスの取組を進めました。

グリーン産業

工業都市から「緑・環境都市」への移行に対応するために、

桃園は創エネ・蓄エネ・省エネ化の一体化の推進に積極

的に取り組んでいます。2018年の再生可能エネルギー設

備容量は合わせて 354.4MWに達し、台湾北区第一とな

っています。そのうち、太陽光発電は23倍も伸びました。

桃園は、太陽光発電、風力発電及びその他の再生可能エ

ネルギーを中心としたグリーン政策の推進を積極的に行

っており、桃園MRT蘆竹機廠と青埔機廠での太陽光発電

システムの設置、ドイツのWPDが参画した風力発電所の

建設工事などが挙げられます。2021 年に 850MWに達

する見込みです。

航空宇宙産業

2018 年航空宇宙業における生産高は台湾ドル 1,200 億

元を突破し、ピークを迎えています。航空宇宙業の発展促

進について、中華航空本部、長榮航空本部、中山科学研究

院が桃園に設置されているため、かなり優位性が高いで

す。また、航空宇宙業向けの部品供給業者も多くありま

す。例えば、燁鋒公司（Ye	Fong）は米ボーイング社及

び仏エアバス社にアルミニウム合金部品を提供しており、

芳興科技の衛星アンテナといえば、FormoSat-5（FS-5）

とともに打ち上げられた唯一の国産部品です。両社とも

グレードアップ後、海外進出に成功した事例として、桃

園で活躍しているローカル企業です。なお、桃園市内の

長榮航太公司（EGAT）と台湾飛機維修公司（TAMECO）

は、主に国際線飛行機の保守管理・メンテナンス業務を

取り扱っています。両社とも業界で評判の良い会社です。



16

桃園グローバルスマートシティで全面的
に活用します。

情報通信技術によるバリューチェーンの優位性を持つ桃園は、

メイカー（Maker）の学習に向けた取組を積極的に行っています。

イノベーション活用による大衆のニーズに合ったスマートサービス

の提供等により、市民の利便性向上、政府事業管理、産業競争力の

強化を図ろうとしています。

桃園は「スマートシティ旗艦計画」を積極的に推進してまいります。

ICF による世界スマートシティ TOP7 に選ばれ、4度目の栄冠に輝

く桃園は、つい2019年度首位を獲得しました。2019年は「Infinite	

Learning（無限の学習）」をテーマとされ、桃園はスマート教育、

市民カードの統合運用、予算編成への市民参加、青年起業家の支援

策、イノベーション拠点、新住民（台湾に住む外国籍の配偶者）、

ボーダレス化に対応するための高齢者向けのデジタルヘルスケアな

どの項目において、すべて輝かしい実績を誇っています。
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市民カードの統合運用

桃園市民カードは、本の貸出、乗車、学生証、出入

り管理システム認証などの用途に、マルチカードと

して利用されます。電子マネーをはじめ、計 31項目

スマートライフを支えるモバイル決済がご利用可能で

す。2018 年に公民参加メカニズムを通じて、市民か

らの意見が求められた上で、市民カードの利用拡大を

提案しました。発行枚数 140 万枚を超え、延べ利用

回数は 3億回にものぼり、国内で最も発行枚数が多

い、かつ最も利用回数の高い市民カードです。

資源．エネルギーサステナビリティ

工業都市から「緑・環境都市」への移行に対応す

るため、「グリーンエネルギープロジェクト推進

オフィス」を設置し、創エネ・蓄エネ・省エネ化の一

体化の推進に積極的に取り組んでいます。離岸風電産

業（再エネ海域利用）、太陽光発電、埤塘光電（農業

水域用地向けの太陽光発電）、風力発電などの再生可

能エネルギー計画を推進してまいります。

青創基地（青年起業家の創業拠点）の発展

スマートシティ構築を目指し、IoT プラットフォー

ムを導入することにより、青創基地（青年起業家の

創業拠点）の構築を行っています。虎頭山創新園区

（イノベーションハブ）、青創（青年創業）指揮部、

安東青創基地、新明青創基地が挙げられます。

環境サステナビリティ

スマート水道メーター、スマート水位計、スマート

電力メーターなどの実装により地下水の実態をリア

ルタイムに把握できる「桃園市スマート地下水管理

システム」や、1000 個の大気品質センサー及び大気

汚染センサーを搭載したドローンを使用したスマート

マネジメントにより、24 時間工業区の大気の質を

モニタリングし、さらに省エネ、CO2 削減計画とと

もに、環境等の持続可能な発展に向けた取組を進めて

まいります。

スマート交通＆グリーン交通

スマートバス停やセンサーを導入して、ユーザー

向けのアプリと連動したサービスの提供により、

バスの運行状況がすぐにわかります。2019 年に

は計 80 台のバスに安全運行管理システムを搭載す

る予定で、スマートバスの安全の向上に貢献を図

ります。また、公共自転車 8,700 台を提供してお

り、YouBike 利用者数が 2,000 万人というマイル

ストーンを超えたほか、MRT 空港線が 2017 年に

正式開通以来、旅客輸送数は 2,500 万人を突破し

ました。桃園市民のニーズに応じて、技術革新によ

る多様な公共交通サービスを提供しております。

スマート教育

クラウド型学習シティ計画の構築、遠隔教育の実施を

行うとともに、県市間の教職員交流の促進、地方教育

の質の向上に努めて、「Infinite	Learning（無限の学

習）」というビジョンを実現するように力を入れてい

ます。一方、各年齢層や対象に向けて eラーニング推

進に取り組り、分野を横断した学習及び実践しながら

学ぶことを強調することで、学習者に思考力（問題解

決力）、創造力、チームワーク力を身に付けてもらい

ます。

センシングネットの構築と応用

桃園で公衆無線LANのホットスポット834箇所以上

を設置し、無料Wi-Fi サービス「iTaiwan/iTaoyuan」

を提供しております。市民の利便性向上のために、「桃

園スマート街灯並びに IoTプラットフォーム」を構築

し、同サービスは、街灯に各種センサーを取り付けて、

ビッグデータを効率的に収集します。

ロボット＆音声サービス応用

AI、ロボット訓練を中心とした施設「新明青年創業基

地」では、ロボット基本練習に向けた取組を行ってい

ます。多言語音声翻訳技術を活用したロボットの導

入により、語学学習意欲を促進するほか、インター

ラクティブな方式で学習効果も向上させます。さら

に、介護ロボットを「市政 1999サービス」と組み合

わせて、パートナーとして高齢者をサポートします。

スマート医療及び長期介護

スマート医療サービスの提供（リハビリ巡回診療車、

リハビリ巡回拠点、クラウドヘルスケアプラット

フォーム、遠隔医療向けのケア計画）及びスマート

ブレスレット救助システムの構築により、医療ケアや長

期介護の品質の向上を図ろうとします。今後、国立交通

大学と連携して、青埔地区で「教育研究開発並びに医

療園区」を設置することで、スマート技術、スマート

バイオテク、スマートマネジメントなどの分野を進め

てまいります。

パブリックセキュリティー＆防災

「水情看桃園アプリ」、「環境汚染監控（監視制御）

センター」、消防局「119スマートモバイルアプリ」、

「天羅地網監視ビデオシステム」、「スマート区里

システム」などを運用することで、市民や市政府がリ

アルタイム監視、情報把握、問題予知、迅速な問題解

決をすることができ、運用効率を効果的に向上させ

ます。また、「スマートマネジメント並びにビッグ

データ分析プラットフォーム」を通じて、科学的な根

拠に基づく政策立案の支援策を講じます。



企業のニーズに向き合い
高品質かつ効率的なサービスを提供し
フルサポートで
ウィンウィンを創出します。

桃園の投資サービスは3
企業のベストチョイス

18
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事業投資にかかわる諸課題を
窓口一つで解決します。

投資開発の速度を高めるため、桃園では、今までのや

り方とは違って、専任スタッフによるプロジェクト

チームが窓口一つで投資家をトータルサポートします。

なお、台湾系企業のＵターン投資促進ブームに対応す

るため、桃園市は経済部と連携して、先頭に立って複

数の部門にまたがる「台商回流小組（台湾系企業Ｕ

ターン投資促進チーム）」を作り、事業投資に必要な

土地、水や電力、人材育成および労働者などの課題に

ついて、最適化ソリューションを提案します。桃園は

地理的優位性を有し、かつ産業発展の条件に優れるた

め、「工場での営業利益」、「投入した研究発展経費」、

「就業人口」と三つの評価項目で 1位に輝き、まさに

台湾系企業Uターン投資のベストチョイスといえるで

しょう。

【土地の需要】企業に広大な敷地
を提供

将来、経済能力の拡張に対応するために、桃園は前も

ってエネルギーを蓄積し、桃園科技工業園区第二期、

沙崙産業園区、楊梅幼獅工業区拡大（第二期）変更都

市計画、工五工業区拡大変更都市計画、大園知恵科技

（スマート）園区、八徳大安科技園区、新屋頭洲科技

園区、大渓草厝江産業園区、平鎮東金産業園区などの

9箇所の産業園区の設置を計画しています。なお、「産

業投資対象需供マッチングプラットフォーム」の構築

により、企業のニーズに応じた事業用地を探し、需要

を満たします。2019年現時点で合わせて 400社以上

をサポートしました。

【電力の需要】再生可能エネルギー
産業の促進

創エネ・蓄エネ・省エネの一体化を図るとともに、産

業構造の転換を支援するために、桃園市政府は複数の

銀行と連携して、地元の企業を対象とした「桃園市

グリーン産業推進プロジェクト融資」に取り組ん

でいます。2018 年に「グリーンプロジェクト推進

オフィス」を設置し、太陽光発電、風力発電やその他

の再生可能エネルギーへの取組を積極的に行っていま

す。桃園市政府は契約電力 5000kw 以上の需要家に

再生可能エネルギーの設置を奨励し、2019 年現時点

で 23社が再生可能エネルギー発電設備を設置してお

り、設備容量が 32.3MWに達します。市内の公有房

舎129箇所に太陽光発電設備が設置され、設備容量が

14.08MWに達します。今後、面積の小さい屋根を中

心に応用し、更なるグリーン化を図ろうとします。「埤

塘（灌漑施設）の郷」とも呼ばれる桃園はまた、設

備容量 26.9MWに及ぶ計 8箇所の埤塘を対象とした

「埤塘光電（太陽光発電）」に取り組んでいます。現

在は沿海地区において 57台の大型風力発電機（風力

タービン）が設置され、中央政府主導の「離岸風力発

電案」に合わせて、設備容量350MWに達する見込み

で、2022年に完成予定です。

水

電
力

土地

労
働

人
材
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【水の需要】水供給体制の強化

桃園は、水供給体制を強化するために、2017 年に「中庄攔河堰」と「中庄調整池」工事を完成しました。

ダム貯水池の水質が汚濁したり、または緊急時においては、桃園のバックアップ水源として機能します。

2019 年に「板新地区供水計画二期工事」が完成されたら、北北桃を結ぶ統合運用による水資源の確保が実

現できます。なお、石門ダムの長寿命化及び洪水調節機能の向上を図るために、「石門ダム阿姆坪堆砂防止

トンネル工事計画」を推進しています。さらに、北区水資源センターに全時期供給量 11.2 万トン /日の再

生水工場の建設工事を計画しており、同計画は三期の建設計画で、質のいい水を工業区及び産業パークに供

給することが期待されます。

【労働市場における人材需要】市場の需要に応じて、人材育成を実施

桃園は、六都の中で最も若い都市です。市内に大学・大学院計 17校あり、国家中山科学研究院及び行政院

原子能委員会原子力研究所等の研究機関もあり、年間 2万 5,000 人以上の人材育成という実績を誇ってい

ます。市政府もまた、「アジア・シリコンバレー計画」とともに、桃園青年創業の強みをいかして、積極

的に産学連携に取り組んでいます。例えば、海洋大学と連携して、グローバル物流と海洋産業の推進や海

洋生態教育の拠点の設置を進めてまいります。そのほか、清華大学は桃園スマートシティ及び「アジア・

シリコンバレー計画」等施政策に合わせて、ハイテク人材育成に取り組み、交通大学は青埔特区ならではの

強みを活かして、スマートバイオテク医療のイノベーションや人材・産業育成に向けた取組を進めながら、

スマートバイオテク医療園区を地元の特色として構築を図ります。市政府は専門的で人それぞれに合った就

職マッチング支援事業も実施しております。就職促進プロジェクトを効率的に活用し、企業と求職者の希望

をすり合わせた個別マッチングを行うことで、最適な就職へ導きます。2018 年度新規求職者 57,657 人、

求人登録数 149,827 人のうち、支援対象者計 47,197 人で、紹介成功率が 81.9%にも達しています。
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奨励・優遇措置

企業全体の競争力を向上させるために、各方面から

コスト削減の支援策を行い、多様な奨励・優遇措置を

講じることにより、優れた企業の進出を誘致します。

桃園市産業振興のための奨励・補助措置

桃園への投資を行う企業を奨励するために、桃園に新

規投資する金額が台湾ドル 5,000 万元以上、または

追加投資金額が台湾ドル 3,000 万元以上の会社、法

人又は企業運営本部を対象として補助いたします。対

象産業は、国際貿易及び物流、航空関連、文化創意

（クリエイティブ）、クラウドコンピューティン

グ、循環経済、バイオテク・医療、MICE 産業、複合

レジャー又は研究開発センターが挙げられます。

桃園市青年創業及び中小企業向けの信用
保証・融資制度

市内の中小企業の発展に協力するため、桃園に商業登

記し、かつ条件に合致した中小企業は本融資制度を申

請できます。 桃園市「地方産業創新研究開発推進計画」
（地方型 SBIR）

市内の中小企業による技術のイノベーションや研究開

発の強化を奨励するため、桃園に商業登記した中小企

業は、電子情報通信、食品及びバイオテク・製薬、金

属機械、民生化学工業、イノベーションサービスとい

った 5つの分野において、「創新技術研發」の特性を

持つ計画を提出して、関連補助金・助成金を申請でき

ます。

桃園市グリーン産業連携推進案

グリーンシティ・低炭素まちづくりの実現を図るた

めに、桃園市は彰化銀行、華南銀行、永豊銀行、兆

豊銀行、台湾中小企業銀行などの銀行と連携して、

地元の企業を対象とした「桃園市グリーン産業推進

プロジェクト融資」に取り組んでいます。産業構造の

転換を支援するために、桃園市に立地、登記する企業

を対象とし、再生可能エネルギーの設置、グリーン産業

スマートマネジメント、製造工程の改善、低炭素技術

に関連する融資を行っています。

桃園市「太陽光発電実施計画」の推進

低炭素まちづくりの促進、太陽光発電の発展及び

システムの設置技術の普及に貢献するため、市内各地

での太陽光発電システムの設置を奨励し、毎年経費を

予算編成して、年末（11～ 12月）に補助計画を実施

します。
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台達電子は、創業以来、「環境保護・省エネ・地球愛

護」というビジョンを掲げ、経営理念として環境・自

然資源の保護、商品革新、省エネ技術に取り組んでい

ます。近年、電源管理というコア・コンピタンスを基

に、EV、省エネ住宅、グリーンビルディングなどの関

連分野において積極的に事業展開をしていくことで、

優れたイノベーション実績を誇っています。

台達電子は、1971 年の創業以来、桃園に根ざした事

業を展開しており、台湾各地で計 10箇所の研究開発

拠点をつくってきました。桃園に 8箇所が設置され、

主に電源システム、エネルギーインフラ、情報通信

インフラ、EVの動力源及び充電ソリューションを中

心に取り扱っています。桃園市政府の「ローカル企業

向けのエコ推進」政策に呼応するため、桃園研究開発

センターは自動化システム及び EVの動力システムを

中心とした研究開発の拠点だけでなく、スマート化

グリーンビルディングソリューションの実験場として

も、経営理念である「環境保護・省エネ・地球愛護」

を実現しています。

台達電子の製品は主に「電源及び部品」、「自動

化」、「インフラ」3 つの分野に分けられます。

グローバル資源の統合により、企業等のニーズに即し

た革新的かつ高効率な省エネ統合ソリューションを提

案すると同時に、地球温暖化防止に積極的に取り組

み、着実な成果を上げています。

地域経済を守るためのリスク対応策として、台達電子

はここ数年、グローバル市場への布石を打っておきま

した。モノづくりの生産性向上を狙い、海外の販売拠

点の拡大も行っております。また、対台投資の拡大へ

の取組も海外進出の一環として行われます。2018 年

及び 2019 年に連続して、土地の購入や工場開設、電

源システム、EV、新エネルギーインフラ等事業の拡大

を行うため、桃園に台湾ドル 45億元を投入し、生産

性向上を実現させようとしました。なお、桃園市政府

主導の複数の部門にまたがる会議を通じて、関連法令

や事業の許可申請までの行政プロセスの支援をしても

らい、工場開設・設備投資を加速させました。

台達電子工業股份有限公司（DELTA）
桃園投資　企業事例 桃園投資　企業事例



22 23     集 結。展 望

高性能・高効率のサーバーテクノロジーをリードする

イノベーターである Supermicro は世界屈指の企業

として評価されており、データセンター、クラウド

コンピューティング、企業 IT、Hadoop ／ビッグ

データ、AI、高性能計算、スマートものづくり、組み

込みシステム等を扱う主要なメーカーです。1993 年

の創業以来、先進的なグリーンコンピューティングシ

ステムを活用することで、グローバル企業に省エネ

型データセンターの構築に貢献し、また、Resource	

Saving	Architecture システムの開発により、環境

への負荷の軽減を図り、いつでも最も省エネ、環境保

護を講じたサーバーソリューションの提案に努めてま

いります。2018 年 IDC によると、Supermicro は

世界第 3位のサーバーシステムサプライヤーとして

ランクインされたということです。

Supermicro は、2000 年に台湾で子会社の美超微

電腦股份有限公司を設立しました。創業初期、研究

開発を中心とした事業を展開し、シリコンバレーの

チームと共同でハイレベルのサーバー系製品を開発し

ました。2009 年に Uターン投資政策に呼応するた

め、桃園八徳区で美超微科技園区（マイクロハイテク

パーク）を設置し、今まで既に台湾ドル 100 億元を

投入しました。

美 超 微 電 腦（Super	Micro	Computer） は、 今

後、アジア・太平洋地域の運営センター、研究開発

センター、オペレーションセンター、スマート生産

センターを中心に、積極的に事業拡大を図ると同時に、

地域のソフト・ハードウェア研究開発人材の育成を行い

ます。将来を見据えた次世代技術の研究開発を促進す

るために、高性能計算 (HPC)、AI、第 5世代移動通信

システム (5G)、AIoT、スマートシティ、スマートも

のづくりなどの産業応用にも布石を打っておきます。

高度成長期を迎える Supermicro は、対応策の一環と

して、80万 ft2 に及ぶ工場を増設し、対台投資の拡大

を決定しました。桃園市政府の協力の下で、中央と地

方の共同主導で複数の部門にまたがる協調会議が開か

れ、コンセンサスを得た上で、第二期増設にあたって

は、Supermicro が直面している事業用地及び建物に

かかわる諸課題を短い時間で解決することができまし

た。政府の積極的な誘致姿勢及び行政における優れた

効率を確実に見せています。

台達電子工業股份有限公司（DELTA） 美超微電腦（Super Micro Computer）
桃園投資　企業事例 桃園投資　企業事例
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シームレスな高速移動や持続可能な発展を目指す新

しい世界の創出を図るために、睿能創意（Gogoro）

は、エネルギーの利用、エネルギーの消費及びエネル

ギーの体験から始め、ビッグデータの無限な可能性

及びスマート技術への需要を狙いに、スマート二輪

車（SmartScooter）、Gogoro	Network、 シ ェ ア

リング（GoShare）などのサービスを提供しており、

積極的に都市の交通に力を入れ、スマートグリーン交通

サービスの発展を進めてまいります。

スマート二輪車 (SmartScooter) は、 スマホ、

スマートウォッチと連動することで、設定や操作及び

車両の状況把握ができる電動バイクです。ユニークな

革新技術によるバッテリー交換や優れた外観デザイン

が特徴で、電動バイクに対する一般のイメージを超

えた画期的なアイテムといえるでしょう。睿能創意

（Gogoro）は、スマートシティの実現に向け、クリーン

エネルギーへの取組も進めてまいります。スマートグ

リッドを通じて、ダイナミックな受給調整を可能に

し、より効率よく電力を供給できるようにします。

睿能創意（Gogoro）は研究開発から製造・生産まで

の全ての工程を桃園で行い、二つの工場とも桃園龜山

区に立地しています。2019 年、販売台数の増加に応

じて、第三パワー電池生産ラインの構築のため、台湾

ドル 50億元を投入しました。電池の長寿命化を図る

とともに、パワー電池の生産性向上を目指します。

桃園市政府は環境負荷の削減のため、汚染のひどい 2

ストバイクを淘汰することを呼びかけると同時に、電

動バイクの新規購入や買い替えに補助を行います。

そのため、今や台湾六大都市の中で、電動バイクの

普及率が最も高い都市です。2019 年 8 月、睿能創

意（Gogoro）は、桃園市政府と連携して、シェア

リングサービス（GoShare）の提供を開始し、桃園市

をモデル都市として、市内の駐車場計39箇所を対象と

し、余ったスペースを利用して、充電スタンドとして生

まれ変わりました。現在、市内に計1,056箇所の充電

スタンド（バッテリ交換）、計 3,159 台の充電待ちの

駐車スペースが設置されています。電動バイクを気軽

にレンタルできるサービスの実施により、一種の交通

手段として利用され、市民の利便性向上に努めます。

なお、桃園市政府は、睿能創意（Gogoro）と連携し

て、「全台串聯 - グリーン推進並びに環境保全大使」

などのグリーンイベントの開催も行っており、環境へ

の負荷の少ない交通を目指し、さらなるクリーン化・

スマート化、環境保全にも配慮した公共交通体系の構

築に向けて、より一層尽力してまいります。

睿能創意股份有限公司（Gogoro）
桃園投資　企業事例








