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TJPOについて

行政院が認可した「台日産業連携架け橋プロジェクト」に基づき、2012年3月に設立。

経済部（経産省に相当）の関連資源を統合し、台湾と日本の企業間の交流を促進し、台湾と日本
の全体的な産業の高度化を加速し、企業の国際競争力とサプライチェーンの地位を共同で強化す
るために、日台間のますます緊密な産業連携を促進します。

工業局局長による
2021年日台架け橋フォーラムで

の開会挨拶

経済部と経済産業省の間の
重要な交流プラットフォーム
 -日台産業協力架け橋プ
ロジェクト交流会議

中央政府連携
・ 経済部対日本業務の単一連絡窓口として機能し、台湾と日本の間の産業連携を調整します。
・ 経済部台日産業連携推進チーム委員会の会議を開催し、部内の日台連携共同認識を構築します。
・ 日台政策コミュニケーションへの架け橋となるべく、政府間の定例会議として日台産業協力架け

橋プロジェクト交流会議を開催します。

地方の架け橋
・ 日本の複数の地方自治体と覚書を締結し、地方の強みのある産業に重点を置き、連携を促進し

ます。
・ 日本の40都道府県との連絡窓口を確立し、緊密な協力ネットワークを確立し、台湾と日本の主要

企業の交流を支援します。

組織コネクション
・ 組織同士で、日台双方の主要産業におけるマルチ分野での連携を支援します。

企業マッチング
・ 台湾と日本の連携可能分野と案件を開発し、支援した事例にフォローします。
・ 台湾と日本の専門的な産業連携相談を通じて、個々のニーズへと対応します。
・ 多様な分野での台湾と日本の連携を促進し、異なるテーマの訪日ミッション団を派遣します。
・ アフターコロナ時代に、リアルとオンラインのハイブリッド方式（オンライン+オフラインの会議やセミ

ナーなど）で、日台連携への関心を維持します。
・ TJPOは、AIoTや5Gなどの優れた台湾企業に関する情報を収集しており、日本企業は台湾のパ

ートナーをすばやく見つけることができます。

台湾における日系企業発展
・ 台湾における日系企業の高付加価値製造拠点のアップグレードと変革を促進します。
・ 台湾をアジア太平洋地域のオペレーションセンターとし、ASEANなどの新興市場への進出を支

援します。

オフィス機能

設立目的

設立時間



TJPO組織図

TJPOの
コアバリュー

日台連携を後押しするチーム
・ チームメンバーは、豊富な産業人脈と経験を持ち、30年以上にわたって台湾と日本の

連携に深く関わってきました。
・ 産業経験と日本語人材が豊富です。

政府のシンクタンク
・ 6つの中核戦略産業などの重要な政府政策の実施を積極的に支援することによって、

経済部や地方自治体に高く評価されています。

細密なネットワーク
・ 台湾と日本の間のハイレベルの交流ネットワークとして、台日OBネットワークを設立し

ました。
・ 台湾と日本の地方自治体、産業クラスター、組織にとって重要な交流活動としてTJコ

ネクトフェアを開催しています。
・ 日本との協力のハブとして、台湾のさまざまな産業支援団体やその他のプロジェクト

プラットフォームをリンクします。
・ 地方自治体、産業組織、台日企業の体系的なネットワークがあります。

豊富な実績
・ 300以上の成功した連携事例があります。
・ 数百億の投資/連携ビジネスチャンスを創出していました。

TJPO執行長（CEO）（呂正欽博士 工業局電子情報組副組長兼任）

TJPO副主任（駐日代表処経済部部長兼任）

行政院は2011年に「台日産業連携架け橋プロジェクト」を認可

経済部台日産業連携推進チーム
（招集者：経済部部長（経済大臣）兼任）

2012年に台日産業連携推進オフィス（TJPO）設立
TJPO主任

（経済部工業局局長兼任）

TJPO日本連携五大プラットフォーム

中央政府連携 地方の架け橋 組織コネクション 企業マッチング 台湾における
日系企業発展

TJPO副主任（工業局副局長兼任）

台日企業連携推進チーム

招集者：部長（大臣）
委員：16人
・ 事業監督次長および工業局長が

担当委員
・ 指導委員として重点産業公協会

理事長を任命



台湾に投資したい又はパー
トナーを探したいが、方法が

見つかりませんか？ 台湾政府の政策や台
湾の優良企業について
もっと知りたいですか？

TJPO
のサービス

製品応用の分野と市場
を拡大したいですか？ 良いアイデアがあります

が、商品化の方法が見つ
かりませんか？

商談会や個別マッチングを通じて、企
業の将来的有望なビジネスパートナ
ーとの商談をご支援します。
商談マッチングイベントを開催し、1対
1 or 1対多のマッチング活動で企業を
ご支援します。

マッチングイベント終了後、TJPOは
進捗状況をフォローし、連携交渉の
円滑な進行を支援したり、場合に
よっては連携の方向性の調整を支
援したりします。
相談事例の継続的なフォロー、協
力の方向性の調整に関する提案な
ど。

TJPOは、正確な調査と分析を通じて、関
連する団体と連携し、台湾と日本の間の
交流と協力を促進するため、台日間の産
官学研連携ネットワークを活用します。
技術開発、製品開発と製造、台湾企業に
よる販路拡大、トータルソリューション協
力、およびその他の協力方法のマッチン
グをご支援します。

TJPOは、コンサルティングサービスを
通じてお客様のニーズを把握した上
で、調査・分析を通じて最適なプラン
をさらに提案していきます。 
台日産業および政策環境分析、合弁
事業または投資の実現可能性分析、
共同研究開発または技術導入の実
現可能性、製品の優位性および市場
参入の実現可能性分析など。

相談
サービス

調査分析

協力計画

進捗状況
のフォロー

ビジネス
マッチング

日台連携ニーズはありますか？
今すぐTJPOにご連絡

TJPOの専門家チームは、顧客のニーズと予想される台湾と日本の協力モデ
ルに基づいて、関連するコンサルティングサービスをご提供します。
サプライチェーン連携相手の発見、投資や市場参入の障壁の解決、台湾と日
本の政策とビジネスチャンスの理解、台湾と日本が共同で第三国に参入する
可能性などを支援します。



4321

TJPOの活動ワンシーン

1 TJPO何美玥名誉顧問が旭日重光章を受章
2 経済部と経産省との対話プラットフォーム
 －日台架け橋交流会議

3 TJPOと大阪府がMOU締結
4 TJPOと兵庫県神戸市がMOU締結

重要イベント

OB Networkとセミナー
TJPOは、日台友好関係及び人脈を維持するために「OBネットワーク」を設立し、帰国した
元台湾駐在社員（OB）や台湾業務担当の方へ参加を呼びかけています。OB会員と一般会
員合わせて1,000人超えです。

台湾政府の主要な政策の方向性、業界の動向、将来推進の方向性及び台湾と日本の連携
成果などの重要な情報を伝えるため、また同時に、日本産業界の重鎮との意見交流を通
じて、日本の産業の最新動向を把握し、さまざまな視点を広げ、台日連携の深さと幅をさら
に広げることができます。

台日OBネットワーク会員、台湾政府関係者と業界、日本の業界の専門家

｜イベントの目的｜

｜イベントの特徴｜

｜主な参加者｜

台湾と日本の間の交流を拡大し、地方自治体、産業クラスター及び推進団体などの多元的
かつ体系的なネットワークを構築することです。

架け橋フォーラムと関連するイベントは台湾と日本の最新関心産業をテーマにしています。
例えばAIoT、5G、スマート応用ソリューション、地方自治体PR、物産展などがあります。

・ 経済部工業局、日本台湾交流協会等
・ 鹿児島県、愛媛県、秋田県、三重県、香川県、大阪府など地方自治体及び関連産業団体
・ 半導体、AIoT、5G、グリーンイノベー

ション産業およびさまざまなスマート
応用ソリューションなどの日台企業

・ 日台交流に興味のある一般の方

TJ Connect Fairと台日産業架け橋フォーラム
｜イベント目的｜

｜イベントの特徴｜

｜主な参加者｜

台日OB Network 設立時間：2007年

最高顧問 安藤国威
元ソニー社長兼
最高執行責任者

会長 峯岸進
ソニー台湾
元社長

副会長 揚原浩
台湾富士通
元社長

関西地区
会長

松本光司
台湾双日
元社長

副会長 高杉春正
TDK台湾
元社長



台日産業連携推進オフィス
Taiwan-Japan Industrial Collaboration Promotion Office

台北オフィス（本部）
アドレス 105 台北市松山区民生東路四段133号10階B室
  ( 科技服務大楼 )
Tel +886 2 6631 3989
Fax +886 2 6631 3969

お問合せ
e-mail service@tjpo.org.tw
ホームページ https://www.tjpo.org.tw/jp/Default.aspx

東京辦公室

アクセス

東京メトロ  南北線
麻布十番駅 3番出口（徒步約10分）

都営  大江戸線
赤羽橋駅 中之橋口（徒歩約10分）
麻布十番駅 3番出口（徒歩約10分）

住    所 〒 108 － 0073  東京都港区三田1 - 2 - 18  TTD ビル３階
T E L 03 5419 7277 03 5419 3858
F A X 03 3455 5091

経済部工業局広告｜２０２２年６月Ver.

日台の関連ニュース、イベ
ント情報、TJPO推進成果
についてもっと知りたい場
合は、QRコードを読み取
ってください。

より多くの優秀な台湾企
業情報は、QRコードを読
み取ってください。


