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３．経済交流データ 
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両岸関係の現状と課題  
——経済交流と知財問題を中心に—— 

４．経済交流の現状と動向 

５．知財分野の相互協力 

６．今後の課題 



基本事項の確認① キーワード   
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台湾に関するキーワード 

１．移民性（+多民族） 

２．国内より国外（企業活動のフィールド） 

３．家族企業（同族経営） 

４．親日 

 

対外関係に関するキーワード 

５．「両岸関係」（「大陸」との関係） 

６．「台商」（台湾商人）：代理生産の達人 



人口構成 

漢民族  ※ 
98% 

原住民 
2% 

外省人 
13% 

客家人 
15% 

閩南人 
70% 

区別の性質？ 
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本省人 

約250年前～150年前の 
   移民の子孫 

基本事項の確認② 台湾の人口構成   

＋新住民 



・国名：「中華民国」 

 Republic of China 
・総統：直接選挙 

      任期4年 
・兵役：約１年 
・公用語：中国語 

・現在の与党：国民党 
・法人税率：17% 
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・「両岸関係」 
 現政権の立場と政策： 

  

 基本原則→ 「９２共識」。 

 （「一個中国、各自表述」という 
表現との関係？） 

  
 政策→対話・交流重視 
 

5 

基本事項の確認③ 政治状況の概要   
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基本事項の確認④ 呼称例から見た両岸関係   

台湾側→中国大陸側 中国大陸側→台湾側 

場所 
陸、大陸、中国大陸、 

大陸地区。※ 
台、台湾、台湾省、 
台湾地区、台湾島内。 

政府総称 政府、官方、当局 当局 

政府機関名 固有名詞 
○○部門、 

“”付き固有名詞。 

政府機関長 固有名詞 
○○部門負責人、 
“”付き固有名詞。 

政党 固有名詞 固有名詞 
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両岸関係の現状① 交流担当機関・窓口   

台湾側 大陸側 

政策担当機関 

行政院 大陸委員会 
（「陸委会」） 

国務院 台湾事務弁公室 
（「国台弁」） 

（中共中央台湾工作弁公室） 

委員長 王郁琦 氏 主任 張志軍 氏 

交流担当窓口 

海峡交流基金会 
（「海基会」） 

海峡両岸関係協会 
（「海協会」） 

董事長 林中森 氏 会長 陳徳銘 氏 

（各機関長は2015年1月現在） 
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両岸関係の現状② 台湾側の基本法制   

「台湾地区與大陸地区人民関係条例」 

1992年7月制定、改正計14回。全131ヶ条。 
行政、民事及び刑事に関する重要事項を網羅。 

通称「両岸人民関係条例」 

「大陸地区人民来台投資許可弁法」 

「台湾地区與大陸地区貿易許可弁法」 

「大陸地区人民来台従事観光活動許可弁法」 

例えば、 

委
任
立
法 
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両岸関係の現状③ 重要会談   

通   称 会談年月 会談場所 

  辜汪会談    1993年4月 シンガポール 

  第1次江陳会談    2008年6月 北京 

  第2次江陳会談    2008年11月 台北 

  第3次江陳会談    2009年4月 南京 

  第4次江陳会談    2009年12月 台中 

  第5次江陳会談    2010年6月 重慶 

  第6次江陳会談    2010年12月 台北 

  第7次江陳会談    2011年10月 天津 

  第8次江陳会談    2012年8月 台北 
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両岸関係の現状④ 協定例   
締結年度 協定略称 

2008年 
  大陸居民赴台湾旅遊協議 
  海運協議、空運協議 

2009年 

  金融合作協議 
  空運補充協議 
  共同打撃犯罪及司法互助協議 
  農産品検疫検験合作協議 

2010年 
  経済合作架構協議（ECFA） 
  智慧財産権保護合作協議 
  医薬衛生合作協議 

2011年   核電安全合作協議 

2012年 
  海関合作協議 
  投資保障促進協議 

2013年   服務貿易協議（発効手続中） 
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経済交流データ① 台湾側統計  対外直接投資高 
1952～2014年累計 投資先別 対全体比   

中国大陸向け 
61% 

BOTC 

12% 

アメリカ 

6% 

シンガポール 

5% 

ベトナム 

3% 

香港 

2% 
日本 

1% その他 

合計 

10% 

（1991年に統計開始） 
（許可金額ベース） 

総額： 約 2338 億 米ドル  

投資高データ： 台湾 経済部投資審議委員会 2014年12月統計月報  
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中国大陸

向け 

62% 

外国向け 

合計 

38% 

投資高データ： 台湾 経済部投資審議委員会 2014年12月統計月報  

経済交流データ② 台湾側統計  対外直接投資高    
1991～2014年累計 中国大陸向け分 対全体比   

総額： 約 2308 億 米ドル  

（許可金額ベース） 
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投資高データ： 台湾 経済部投資審議委員会 2014年12月統計月報  

経済交流データ③ 台湾側統計 
台湾 対外直接投資高    2004～2014年 推移   

0
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中国大陸向け 外国向け 合計 

単位： 億 米ドル  
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香港 

45% 

ヴァージン

諸島 

9% 

日本 

6% 
アメリカ 

5% 

シンガポール 

5% 

台湾 

4% 

韓国 

4% 

ケイマン諸島 

2% 

その他合計 

20% 

経済交流データ④ 中国大陸側統計  対内直接投資高    
2013年までの累計  投資元別 対全体比   

投資高データ： 中国大陸 商務部 「中国外資統計2014」 
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経済交流データ⑤ 台湾側統計  輸出額 
2000～2014年累計  輸出先別 対全体比   

輸出額データ： 台湾 財政部 「貿易統計資料査詢」システム 

中国大陸 

23% 

香港 

16% 

アメリカ 

14% 

ヨーロッパ

合計 

11% 

日本 

7% 

その他合計 

29% 

総額： 約3兆3782 億 米ドル  
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経済交流データ⑥ 台湾側統計  輸入額 
2000～2014年累計  輸入元別 対全体比   

輸入額データ： 台湾 財政部 「貿易統計資料査詢」システム 

日本 

21% 

中国大陸 

13% 

アメリカ 

11% 
ヨーロッパ

合計 

11% 
香港 

1% 

その他合計 

43% 

総額： 約3兆 253億 米ドル  
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経済交流データ⑦ 台湾側統計 
2000～2014年 対中国大陸 輸出入額 推移    

輸出入額データ： 台湾 財政部 「貿易統計資料査詢」システム 

0
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輸出入額合計 輸出額 輸入額 

単位： 10億 米ドル  



経済交流の現状と動向① 
ECFA及び知財協定の締結 

「経済合作架構協議」 

趣旨： 

関税・非関税障壁の低減、撤廃 

サービス貿易制限の低減、撤廃 

投資の保護、貿易・投資の円滑化、 

相互交流・協力の促進 

「智慧財産権保護合作協議」 

趣旨： 

優先権付与の相互確認 

審査結果等の相互利用の促進 

模造品取締等の協力体制構築 

関連業務に関する協力体制構築 
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 2010年6月29日 重慶にて締結 
  台湾側：海峡交流基金会 
  大陸側：海峡両岸関係協会 

※ECFA：Economic Cooperation Framework Agreement 



経済交流の現状と動向② 
ECFAのアーリー・ハーベスト措置 
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農産品 物品 サービス 

  台湾側 
  享受範囲 

18項目 

石化製品      ８８項目 

輸送機器    ５０項目 
機械製品  １０７項目 
紡績製品  １３６項目 
その他       １４０項目 

銀行     １項目 
証券     １項目 
保険     １項目 
その他   ８項目 

農産品 物品 サービス 

  大陸側 
  享受範囲 

なし 

 石化製品   ４２項目 
 輸送機器   １７項目 
 機械製品   ６９項目 
 紡績製品   ２２項目 
 その他          １１７項目 

銀行     １項目 
その他   ８項目 



経済交流の現状と動向③  
ECFA アーリー・ハーベスト項目実績 
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輸出 
中国大陸向け 
物品輸出全体 

アーリー・ハーベスト項目 

輸出額 成長率 輸出額 成長率 関税優遇推計額 

2011年    839.59   9.13%   179.92    18.18％         1.34 

2012年    807.14    -3.87％   185.78      3.26％         5.7 

2013年    817.9      1.33％   205.52    10.62％         7.18 

2014年 

1月～11月 
   754.55     1.16%   190.66      2.25％         7.16 

   （単位： 億 米ドル）                               関税優遇推計額合計       21.38 

台湾政府資料 http://www.ecfa.org.tw 
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輸入 
中国大陸からの 
物品輸入全体 

アーリー・ハーベスト項目 

輸入額 成長率 輸入額 成長率 関税優遇額 

2011年    435.97      21.28%    50.54     27.95% 0.23 

2012年    409.07       -6.17%    48.92      -3.21% 0.54 

2013年    425.92        4.12%    49.77       1.74% 0.64 

2014年 

1月～11月 
   440.46      13.87%    48.99       7.93% 0.75 

   （単位： 億 米ドル）                                      関税優遇額合計 2.16 

台湾政府資料 http://www.ecfa.org.tw 

経済交流の現状と動向④  
ECFA アーリー・ハーベスト項目実績 
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経済交流の現状と動向⑤ ECFA/EH項目中 
 第29類（有機化学製品）/第39類（プラスティック製品）/第84類（ボイラー類製品） 

2012～2014年度  輸出額 推移 

0
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14

2012 2013 2014

第29類 第39類 第84類 その他合計 

単位： 10億 米ドル  

データ： 台湾  財政部関務署資料 http://web.customs.gov.tw/ 



経済交流の現状と動向⑥ 
自由貿易特区 

中国大陸 上海 「自由貿易試験区」（「上海自貿区」） 
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台湾「自由経済示範区」（別名：「策略経済発展区」） 

構想：（関連法案は国会審議中） 
物流、資金移動、雇用、租税、土地用途、
法律・会計サービス、医療及び農業など、 
多方面にわたる規制緩和。 

両方とも世界各国に開放されるものではある。 

関連性?? 



経済交流の現状と動向⑦ 
中国大陸 福建省「平潭綜合実験区」 
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面積： 約372平方キロ 
交通： フェリーで片道3時間程度 

 
2010～2030年 実施方針の概要 
目的→ 「両岸合作」モデル特区の構築 
 
施策例： 

①商業、貿易、文化、技術及び観光等分野に関
する産業団地の開発。 

②租税、渡航、居住、就労、為替、自動車乗入れ
など多方面にわたる規制緩和。 

 



知財分野の相互協力① 知財協定の締結 

「海峡両岸智慧財産権（知識産権）保護合作協議」 

優先権付与の相互確認 

審査結果等の相互利用の促進 

模造品取締等の協力体制構築 

関連業務に関する協力体制構築 
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2010年6月29日 重慶 

本協定締結後、 
毎年対話フォーラムを開催・実施している。 



知財分野の相互協力② 優先権 実績  
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優先権主張の受理 

～2014年Q3 台湾側受理件数 大陸側受理件数 

特許（専利）      12,713件     19,934件 

商標        330件       218件 

件数データ： 台湾 経済部 智慧財産局  http://www.tipo.gov.tw/   



知財分野の相互協力③ 連絡相談体制 実績  
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「執法協処」手続 
（法律の執行に関する連絡・相談及び処理） 

～2014年11月 受理件数 通報・処理済件数 

特許権               13件      3件 

商標権     556件            306件 

著作権               26件              18件 

件数データ： 台湾 経済部 智慧財産局  http://www.tipo.gov.tw/   
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今後の課題（台湾側） 

分野別 課   題 

共通 
詳細情報の開示 

実行成果の綿密な調査・検証（政府＋民間） 

経済分野 

国民生活への影響に関する詳細で実質的な説明 

体系的な統計分析の実施 

情報整理に関する事務対応の強化 

諸外国への情報発信 

知財分野 
模造品の防止・取締りに関する実質的な対策の
検討と実行 

研究・開発活動の促進 
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ご清聴ありがとうございました 


