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台湾側パートナー団体候補リスト 

本リストに記載された団体に、事業のパートナーとして協力を依頼したい場合、日台産業協力架け橋プロジェクト助成事業を申請する前に、別紙２の「台湾側パートナー

団体紹介希望シート」に必要事項をご記入の上、 同シート記載の送付先にご提出ください。 

 分野別 No. 団体名 ＵＲＬ 概要 

1 アジアシリコンバレー 1-1 亞洲·矽谷計畫執行中心 https://www.asvda.org/ 

「AIoTで産業の進化を加速」と「イノベーションと起業家精神で次世代産

業を推進」を2つの主要な柱とし、5G、AI、その他の主要なデジタル技術

を積極的に導入し、AIoTソリューションの輸出を促進しています。 

2 バイオ医療 

2-1 經濟部生技醫藥產業發展推動小組 https://www.biopharm.org.tw/ja/ 

經濟部生技醫藥產業發展推動小組（BPIPO）は、台湾のバイオ医薬産

業の唯一の総合窓口です。世界各国のバイオ医薬産業の企業を支援す

ることを目的に設立されました。 

2-2 台灣醫界聯盟基金會 https://mpat.org.tw/Home 

1992年設立。台湾の医療専門家の専門知識を活用し、医療、教育、環

境政策分野を監督し、臨床医学の発展を改善し、医療倫理と文化活動

を提唱しています。 

2-3 財團法人醫藥工業技術發展中心 http://www.pitdc.org.tw/ 
医療・製薬業界にサービスを提供し、技術基盤と業界のアップグレードを

提唱しています。 

2-4 台灣製藥工業同業公會 https://www.tpma.org.tw/ 
台湾の製薬業界を監督している団体。2021年9月15日現在、会員企業は

221社（正会員195社、スポンサー会員26社）となっています。 

3 ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 

風力発電産業 3-1 台灣風力發電產業協會 http://www.twtia.org.tw/ 台湾の風力発電業界を監督している団体です。 

太陽光発電産業 3-2 台灣太陽光電產業協會(含氫能) https://www.tpvia.org.tw/ 台湾の太陽光発電業界を監督している団体です。 

4 スマート機械 

4-1 智慧機械推動辦公室 https://www.smartmachinery.tw/ 

精密機械でスマート技術を導入し、生産ラインにおいてスマートな製造を

行い、域内産業を研究対象として、工場・ライン全体を海外に輸出し、ス

マート機械産業のエコシステムを構築することを目的としています。 

4-2 台灣機械工業同業公會(TAMI) http://www.tami.org.tw/jp/index.html 

現在時点で2600社余りの会員企業を有し、誠実な対応で接し機械工業

及び台湾域内外の企業に対して熱心に隅々まで行き届いたサービスを

行っています。 

4-3 財團法人精密機械研究發展中心(PMC) http://www.pmc.org.tw/ 

PMCは、1982年に台湾当局と工作機械業界によって設立。台湾の精密

機械の技術向上を促進するために、製品の品質と付加価値を高め、精

密機械メーカーの研究開発と製品を支援するための研究製品の試験、

診断、主要技術の開発に従事しています。 

4-4 台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA) https://www.tairoa.org.tw/ 

TAIROAは、インテリジェントな自動化産業の発展を加速するために、異

なる業界間の協力を促進するだけでなく、技術交流のプラットフォームに

なることを目指しています。 

5 国防・航空宇宙 5-1 經濟部航空產業發展推動小組 https://www.casid.org.tw/ 

1991年7月設立。航空産業を発展させることによって関連産業を刺激し、

全体的な産業レベルを高め、防衛産業と組み合わせることによって健全

な航空産業システムを構築することを目的とした団体です。 

6 循環型経済(含リサイクル) 6-1 台灣資源再生協會 https://farr.org.tw/ 

①台湾域内外資源再生再利用機構との交流活動を行うこと。 

②台湾域内外資源再生再利用の関係資料や情報を提供すること。 

③産官学研と協力し合って、関係策略を立て政策を提言すること。 
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④企業と協力し合って、資源再生再利用の取り組みに努め、運営の諮

問・顧問などをすること。 

⑤各界と協力し合って、資源再生再利用技術の研究開発と運営実務を

行うことを目的としています。 

6-2 資源再生工業同業公會 http://www.trria.org.tw/ 

業界間の関係を調整し、共通の利益を促進し、資源を大切にし、地球を

保護するという概念を促進し、資源リサイクル産業技術とビジネス環境

の改善を計画し、持続可能な開発を促進するために法律によって設立さ

れた法人です。 

6-3 台灣區環保設備工業同業公會 http://tema.org.tw/ 

協会会員企業と国際的に有名な環境企業間の補完的な協力を強化す

るために、同会は協力活動を促進するための架け橋として機能し、関心

のある専門企業が台湾の環境市場に参入するための窓口として機能す

ることを目的としています。 

7 デジタル経済 7-1 Digi+數位經濟產業推動辦公室 https://deipo.org.tw/ 

産業形態系の連鎖を改善し、政策と規制を改善することでデジタル産業

技術の基本環境を構築し、オリジナルコンテンツの革新的な活動を支援

し、デジタル経済産業の促進向上等を目的としています。 

8 
チップ設計・半導体先端テクノロジー

電子設備(半導体) 

8-1 工業局智慧電子產業推動辦公室(SIPO) https://www.sipo.org.tw/ 

2002年4月、台湾行政院は経済部に台湾の半導体産業の発展を調整、

計画、促進、強化するよう要請し、「半導体産業振興局SIPO」が設立され

ました。 

8-2 台灣電子設備協會(TEEIA) https://www.teeia.org.tw/zh-tw 

オプトエレクトロニクス、半導体、ディスプレイ、タッチパネル、OLED、ソー

ラーセル、医療用電子機器、測定および自動光学検査装置、電子部品

および部品を含む台湾の電子産業の技術および事業開発を促進するこ

とを目指しています。 

8-3 台灣光電半導體產業協會(TOSIA) http://www.tosia.org.tw/ 
2007年3月に設立され、光電子半導体産業の発展に関してメンバー間の

戦略的協力を促進し、産業を発展させることを目的としています。 

8-4 台灣電路板協會(TPCA) https://www.tpca.org.tw/ 

1998年に設立。世界のプリント回路基板業界に関する開発情報の提供、

会員企業の組織化、国際的なプリント回路基板活動への参加、共通の

利益の促進、全体的な競争力の強化等の促進を目的とした非営利団体

として設立されました。 

8-5 台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA) https://www.teema.org.tw/ 

台湾の電気および電子製品を製造しているメーカー全体を代表していま

す。会員企業は3,006社。コンピューターと周辺機器、通信、半導体、オプ

トエレクトロニクス、家庭用電化製品、重電機、冷暖房機器、照明装置、

テストおよび測定機器、電線、ケーブル、電気機器および装置、電子部

品、バッテリー、自動車用電子機器などを含む16のカテゴリーに分類さ

れます。 

9 モニター 9-1 智慧顯示產業推動計畫辦公室(CIPO) https://www.display.org.tw/ 

台湾当局が成立した、スマート医療及びディスプレイ産業を推進し、 

SDIA（Smart Display Industrial Alliance）を運営しています。ディスプレイ

産業のイノベーション技術及び多元応用を統合し、産業のスマート化を

推進しています。産、官、学の資源を統合し、台湾スマート産業の永続発

展に尽力しています。 

10 石油化学 10-1 經濟部石化產業高值化推動辦公室 https://www.pipo.org.tw/ 

①業界の提携を促進②業界情報のプラットフォームを提供③国際協力

を促進④テクノロジーと技術を紹介⑤R＆Dインセンティブを支援、⑥材

料ソースの取得を支援、⑦企業の社会的責任と一般市民とのコミュニケ
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ーションを強化等を目的としております。 

11 紡織 11-1 財團法人紡織產業綜合研究所(TTRI) https://www.ttri.org.tw/ 
技術の統合と産業界のリーダーとして、様々な繊維ビジネスに対して、カ

スタマイズされたサービス等を提供しています。 

12 食品 

12-1 台灣食品發展協會 http://www.foodtw.org.tw/ 

①食品の開発・研究を促進し、品質の向上と産業の高度化を図る 

②食品業界の協力関係を強化し、リソースを共有し、会員の関係を調整

する 

③台湾当局の政策に協力し、台湾当局が食品開発を促進するのを支援

する 

④会員の権利と利益を保護し、利益を最大化するために、充実したサー

ビスを提供する 

⑤産官学の交流を促進するためのセミナーや会議を開催することを目的

としております。 

12-2 食品暨製藥機械工業同業公會 http://www.tfpma.org.tw/ 

同業者（食品機械業界、製薬機械業界およびその部品・部材メーカー）

のつながりを調整し、業界の革新と促進のための共通の利益と計画を改

善し、経済発展を促進することを目的としております。 

13 自動車/ＥＶ 

13-1 經濟部工業局智慧電動車推動辦公室 https://www.lev.org.tw/ 

「スマート電気自動車発展戦略及び行動計画」を策定し、スマート電気自

動車の普及、環境施設や税制優遇措置の積極的な構築、産業発展のた

めの指導など5大戦略を掲げ、スマート電気自動車の発展を世界のモデ

ルとし、低炭素を目指す台湾の政策を実現させることを目的としていま

す。 

13-2 財團法人車輛研究測試中心(ARTC) https://www.artc.org.tw/ 

「自動車産業発展政策」に基づき、経済部、交通部、環境保護署、企業

の代表者が1990年に設立。関連技術の研究開発、製品品質の向上、国

際的に認められた試験・認証サービスに尽力するとともに、台湾当局の

規制・規格の管理等を支援することを目的としています。 

14 機械部品 

14-1 台灣區螺絲工業同業公會 http://fastener.org.tw/en/ 

域内のねじ産業の急速な発展に伴い、1969年にメーカー8社が発起人と

なり、「台湾工業ファスナー協会」を設立。当時はまだ32社しか加盟して

いませんでしたが、年々加盟工場が増え、現在では約700社が加盟して

います。 

14-2 台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) https://www.tmba.org.tw/ja 

TMBAの設立は、台湾の工作機械および付属品業界の団結を象徴する

ものです。当協会は、台湾当局と民間の間のコミュニケーターの役割を

果たし、様々な資源を十分に統合・活用し、台湾に拠点を置き、世界とつ

ながる業界をリードし、共に次の時代へ進んでいきたいと考えています 

14-3 台灣區模具工業同業公會 https://www.tmdia.org.tw/ 

現在、会員企業の製品分野は、従来の民生品、通信機器、光学機器な

どの金型から、自動車、オートバイなどの重加工用金型、大型プラスチッ

ク金型、精密鍛造品に至るまで、多岐にわたります。 

15 情報通信 

15-1 經濟部網通產業發展推動辦公室 https://www.communications.org.tw/ 

台湾当局のシンクタンクとして、インターネット・情報通信産業の発展を

促進しています。情報通信技術を活用した多様的な産業分野を支援し、

台湾の情報通信産業の競争力を向上させることを目的としています。 

15-2 台北市電腦商業同業公會(TCA) http://www.tca.org.tw/ 

台湾のコンピューターメーカーで組織された社団法人の組織です。 

設立は1974年。現在会員企業はおよそ4200社、スタッフはおよそ350名

（台北）。台湾を代表するコンピューターの業界団体です。 

https://www.ttri.org.tw/
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15-3 中華民國資訊軟體協會(CISA) https://www.cisanet.org.tw/ 

｢中華民国情報サービス産業協会｣は、ソフトウェア、インターネット関連

の産業における専門的な団体です。1983年に設立。一般社団法人ソフト

ウェア協会（CSAJ）と協力関係を持って、日台産官学の交流を促進して

います。 

16 分野横断型団体/組織 

16-1 經濟部招商投資服務中心 https://investtaiwan.nat.gov.tw/ 台湾への投資相談総合窓口です。 

16-2 中華民國對外貿易發展協會（TAITRA） https://www.taitra.org.tw/ 

台湾で約30の国際専門見本市を毎年主催するほか、TWTC台北国際展

示場、TWTC南港国際展示場、TICC台北国際会議センター、TAITRA国

際貿易図書館などの施設も運営しています。JETROに相当する組織で

す。 

16-3 中華民國工商協進會（CNAIC） http://www.cnaic.org/ 

台湾の有力な商工団体、金融機関、経済団体、実業家による非営利の

組織です。一般社団法人日本経済団体連合会との協力関係を持って、

各地域の経団連との経済貿易交流を促進しています。 

16-4 中華民國三三企業交流會 https://www.sansanfe.org.tw/ 

三三会会員には77企業グループと48社の贊助会員が在籍しており、全

会員企業をあわせた営業総額は6,970億米ドルに達します。①会員の相

互交流を深める②国際交流の機会を増やし、戦略パートナーシップの提

携を促進する③国際投資技術や貿易交流を強化し、貿易を促進するこ

とを目的としています。 

16-5 中華民國工業區廠商聯合總會 http://www.muga.org.tw/ 

工業団地の地域におけるビジネス機会の拡大を促進し、企業の正当な

権利と利益を保護し、台湾の経済発展を促進するために法律に基づい

て設立された非営利の社会的団体です。 

16-6 中華民國全國工業總會（CNFI） http://www.cnfi.org.tw/ 

台湾の幅広い製造業に属する157の加盟団体からなる非営利団体で

す。鉄鋼、繊維、IT、化学、自動車など、それぞれの製造業を代表する団

体が加盟しており、全体で11万社以上の企業が加盟しています。 

16-7 中華民國東亞經濟協會 http://www.east-asia.org.tw/ 

ハイテク産業を始め、製造業、貿易業、サービス業など各業界が網羅さ

れており、団体並びに個人会員は計64名になります。一般社団法人日

本経済団体連合会との協力関係を持って、毎年、東亜経済人会議合同

会議を開催し、日台各分野における産業議題を交流しています。 

16-8 台日商務交流協進會 https://www.tjabc.org.tw/ 

台湾と日本のビジネス交流を強化し、両国の長期的で健全かつ安定し

た経済‧貿易関係の確立、および相互利益の創出のためのプラットフォ

ームを構築することを目的としております。 

16-9 台日產業技術合作促進會（TJCIT） https://tjcit.org/ 
台日双方の企業からのニーズ及びニッチに照らして、台日間の産業技

術交流及び活動を着実に推進していくことを目指しています。 

16-10 中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 https://www.niect.org.tw/ 

桃園市、台中県、台中市、台南県、台南市、高雄県の6つの輸出入者協

会が2019年1月に設立し、北・中・南をカバーする輸出入者連合会として

活動しています。 

16-11 台南市台日友好交流協會 http://tjf.org.tw/ 
2018年に設立。設立以来、台南市の各方面から支持を受け、様々な活

動を展開しており、台南市の対日スポークスマンとして活動しています。 
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