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「中部サイエンスパーク12、唯一無二」中部サイエンスパークは12年目を迎えました。辛い
ことも楽しいこともあった12年ですが、2015年を振り返ってみると、中部サイエンスパークはこ
れまで通り素晴らしい一年でした。

2015年は世界経済と中国の輸入代替産業の積極的な発展の影響を受けましたが、中部サイエ
ンスパークは依然安定した成長を維持しています。売上高のみならず、パークの輸出も、就業人
口も逆風に負けず、2014年以上の成長を続け、従業員数は3万3千人の大台を突破しています。

この他、パークの土地と標準工場も90％の高賃貸率を維持しています。本局は企業誘致を続
けており、今年はさらに拓凱実業、橋椿金属、銘安科技、橋智自動化、友杏生技医薬、中化健康
生技と正瀚生技など18社が入居し、中部サイエンスパークの卓越した開発の成果が見られます。
2015年の総投資金額はNT$66.82億元、今日まで180社の誘致に成功しています。

中部サイエンスパークは台湾で最も新しいサイエンスパークです。開発の過程では紆余曲
折がありましたが、台湾ウェハー産業の発展のために開発されている台中パークの拡張工事案は
2015年2月に環境アセスメントの審査に通過し、関連する公共工事および業者の工場建設が同時
にできるようになりました。工事完了後は我が国の半導体産業を更なる高みへと押し上げてくれ
ることが期待されています。この他、中部サイエンスパーク二林パークの環境評価訴訟案では、
本局が低用水、低排出の方向で調整し、できる限りの誠意で利害関係者とのコンセンサスを得た
後、2015年5月に和解が成立。この案件は我が国におけるサイエンスパークの形態転換の成功例と
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いうだけではなく、二林パーク内に農作区域を保存するというフレンドリーな環境で中部サイエン
スパークの環境と産業が相利共生関係を持つ積極的な方法として中部サイエンスパークは期待され
ています。

また、パーク従業員の子女の教育という大事な事項について、中科実験高校中等部校舎の新築
工事が2015年3月に始まっています。2016年4月には竣工して第1期生の募集が行われる予定です。
将来、中科実験高校は完全に中高一貫校となり、教育資源が繋がり合って、子どもは勉強に専念す
ることができ、両親はより安心して働くことができるようになります。

また、日々発達する情報通信技術に伴って始まったスマート生活の趨勢と産業における競争激
化によりパークにもたらされている形態転換の波に対応し、中部サイエンスパークはその場に留ま
ることなく、引き続きスマート化によるパークのイノベーションに向けて邁進しています。企業の
積極的な研究開発への奨励やサポートを続けるだけではなく、各種の革新的なサービスシステムを
導入し、安全かつ健康的、さらに省エネの便利な生活環境を構築して中部サイエンスパークの成長
を促進し、また世界を見据えて一流のサイエンスパークの仲間入りを目指しています。

パークの企業と社員、周辺住民の皆さまの支持、そして本局職員一同の努力に感謝申し上げ
ます。これからも私たちは努力し続けてまいります。皆が中部サイエンスパークのために、そして
自分のためにも全力を尽くし、健闘し、勢いに乗って新たな機会を再び創出しようではありません
か。
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中部サイエンスパーク建設の過程
本局は2002年10月16日に『中部科学工業開発籌備處暫行組織規程』に基づいて中部サイエンスパーク

開発籌備處（準備事務局）が設置された後、開発計画の推進が加速し、さらには全面的な事務サービス効
果も高められました。2007年1月26日、総統令として公布された『行政院国家科学委員会中部科学工業管
理局組織法』に基づき、業務要求に従って投資組、環境安全組、工商組、営建組、建築管理組、秘書室、
人事室、会計室、政風室など5組4室が設置されました。

組織概況
また、中興新村高等研究パークの開発は行政院が認定した重大政策に属し、政府が提唱および指導す

る組織効果の極大化と定員の簡素化政策にあわせて、関連業務と人員について2011年1月1日に台湾省政府
から異動し、パーク開発計画の関連業務および台湾省政府のハードウェア施設の管理を引き続き担当して
います。

2014年1月7日、立法院は科技部および3か所のサイエンスパーク管理局組織法を三読通過し、1月22日
に総統が公布しました。行政院は3月3日に施行を許可しています。組織改造後、本局は企画組が新たに追
加され、パークの発展計画、方針、戦略と関連措置の推進を専門に担当しています。組織もこれに伴って6
組4室に再編成され、サービス品質とパーク入居企業の満足度が効果的に高まっています。良好な開発環境
を創出し、優れた人材を育て、テクノロジー産業の新たな利益の基礎の創造に力を入れています。

大局をリードする
テクノロジーのパイオニア
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台中パーク－中台湾勃興の新たな中心
台中パークの面積は466ヘクタールです。そのうち、拡張建設区（53ヘクタール）は2015年に環境

アセスメントを通過した後、公共工事と企業（台湾セミコンダクター社）が同時に入居工場建設工事に
取り掛かっています。台湾セミコンダクター社は10ナノメートルの先端製造プロセスの開発を行い、IC
産業における台湾のリーダー的地位を確保するためにここに入居予定です。また、巨大社（ジャイア
ント）もここにグローバル経営本部を設置します。

虎尾パーク－新興テクノロジーの星 
虎尾パークは面積97ヘクタール、東側は高速鉄道駅特定区に隣接しており、さらに高速鉄道雲

林駅が2015年12月1日に開通したことから、健康と機能を兼ね備えた緑地パークと生活圏として急速
に発展し、産業に素晴らしい生命力を与えることが期待されています。

后里パーク－明日のテクノロジーの城 
后里パークの面積は256ヘクタール、后里と七星の2か所の敷地を中心としています。主に光

電、半導体および精密機械などの産業が工場を置いており、后里地区の産業資源を統合して経済
の繁栄を創造することが期待されています。

二林パーク－精密機械の重鎮 
二林パークの面積は631ヘクタールです。二林パークの用水量変更と中部地区産業の特性

を考慮して低用水、低排出の精密機械を主とする分野の産業について企業誘致を計画していま
す。パークは第二段階の環境影響評価について、すでに2015年3月27日に環境保護署に方法書
を提出しており、2015年7月24日に第3回の環境アセスメント方法会議が開かれて確認を行って
います。

高等研究パーク－台湾における研究開発のエンジン
高等研究パークは中興新村に位置しています。パーク面積は259ヘクタールで、そのう

ち234ヘクタールが文化的景観（パークの面積9割を占める）です。パークの特徴は純粋な研
究開発のみで、量産をしない（文化創造産業は除く）点にあります。特殊な歴史と文化の雰
囲気を保っており、現在公共工事が次々と完成していると共に資訊工業策進会と工業研究院
などの研究開発機構および最先端技術研究開発企業が入居し、経営を開始しています。

トップのパーク
台湾西部のテクノロジーコリドーを創出し、既存の新竹サイエンスパークと南部サイエンスパークを結ぶ

べく、中部サイエンスパークが大肚山台地に誕生しました。2003年7月28日の建設開始からすでに12年が経過
しています。本局所轄の土地は開発済みの台中パーク、虎尾パークおよび后里パークを含み、開発中の二林
パークと高等研究パークを含めて総開発面積は1,708ヘクタールに達しています。

二林パーク后里パーク 虎尾パーク
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市場の拡大と相次ぐ好業績
2015年には18社の企業を誘致し、計画投資金額はNT$66.82億元、また別途増資企業が計5社

あり、増資金額はNT$32.55億元、売上高はNT$4,921億元に達しています。2015年末現在、就業
者数は33,018人を超え、誘致企業は180社、累計計画投資金額はNT$2兆4878億元を超えていま
す。

2015年、各産業の売上高合計はNT$4,921億元です。2014年と比較すると約5.74％減少してい
ます。これは主に世界経済の回復の力が弱く、新興市場の需要が減少していることが末端のコン
シューマー・エレクトロニクスの売上成長力に影響していることを受けて売上高の落ち込みにつ
ながっています。

2015年度の売上高統計は主にIC産業が最高でNT$2,763,28億元、約56.15%を占めていま
す。これに続くのが光電産業で1,853.39億元、約37.66％を占めます。そして精密機械産業が
NT$235.65億元、約4.79％その他の産業がNT$68.85億元、約1.4％を占めています。

産業を深耕し  世界に躍進
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0.25%その他
NT$13.29億元

54.57%IC
NT$2848.72 億元

40.36%光電
NT$2,107.02億元

0.53%PC関連
NT$27.49億元

0.36%バイオテクノロジー 
NT$18.69億元

3.94%精密機械
NT$205.49億元

0.49%バイオテクノロジー 
NT$23.99億元

精密機械
NT$235.65億元

0.28%その他
NT$13.87億元

2015年の各産業における売上高の統計
合計NT$ 4,921.17 億元

2014年の各産業における売上高の統計
合計NT$ 5,220.70 億元

56.15%IC
NT$2763.28 億元

37.66%光電
NT$1,853.39億元

0.63%PC関連
NT$30.99億元

4.79%

2015 年の各産業における売上高統計

輸出入貿易統計
2015年の輸出入貿易総額はNT$3,112.55億元で2014年の同期と比較して2.30％成長してい

ます。輸出貿易累計金額は約NT$2,268.71億元と2014年の同期と比較して6.06％成長。輸入貿
易累計金額は843.84億元となっています。業者が設備の輸入と設置を完了していることから
輸入額は2014年の同期と比べて6.62％減少しています。通年の輸出額は輸入額を大きく上回
り、NT$1,424.87億元の輸出超過となっています。

輸出産業では光電産業が最も優れた業績を上げており、輸出額はNT$1,557.39億元、IC
はこれに続くNT$546.96億元、そして精密機械がNT$132.31億元で第3位となっています。
輸入産業もまた光電産業がNT$ 506.22億元でトップ、その次にIC産業のNT$288.15億元が
続いています。

中部サイエンスパークの2015年度における輸出額の成長は6.06％となっています。
主な要因は米国の景気が安定して回復しており、台湾のエレクトロニクス製品に対して
日本と東南アジアから派生した需要が成長を続けており、情報通信製品の注文が伸び、
関連する代理生産とそのサプライチェーンに受注の大幅な成長をもたらしています。ま
た、ウェハー代理生産、DRAMなどの電子部品のサプライチェーンもこの恩恵を受けて
台湾の輸出貿易の大きな力となっています。

この他、中部サイエンスパークの2015年における輸入額は6.62％減少していま
す。主な原因はパークの一部業者が工場建設を完了して量産段階に入り、生産設備な
どの輸入が減少したことによります。しかし、市場ニーズに対応してウェハー代理生
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産やDRAMメーカーなどパークの一部業者は続々と精密検査機器などの設備を輸入して生
産能力を拡充しており、2016年のパーク貿易額を押し上げることが見込まれています。

中部サイエンスパークは国内外のハイテク産業企業が入居して大きな成功を収めてい
ます。2015年末には有効認可企業は180社に達しています。光電産業40社、精密機械産業67
社、バイオテクノロジー産業37社、IC産業7社、PC関連産業14社、通信およびデジタルコン

テンツ産業2社、そしてその他のパーク事業13社があり、極めて優位な競争力を有する産業ク
ラスターを形成しています。この他にも研究機構と育成センターを14社誘致しており、産業に
おける開発力はたいへん豊富です。このうち高等研究パークには資策会の「新スマートテクノ

ロジー研究センター」、工研院「中台湾産業医イノベーション開発専門区」、Allion Labs, Inc、
台湾マザーコスモおよび金聖源社などの企業機構が入居しています。2015年には最多となる9社

の精密機械産業のほか、バイオテクノロジー産業5社、光電産業2社およびパーク事業2社を含む
計18社の新入居企業があり、総投資額はNT$66.82億元となっています。また増資企業が計5社あ
り、増資金額はNT$32.55億元となっています。2015年の新入居企業には橋椿金属、拓凱実業、銘

産業別 2015 年 成長（％） 2015 年 成長（％） 2015 年 成長（％）

IC 546.96 49.25 288.15 -35.99 835.11 2.26

光電 1,557.39 -5.16 506.22 25.97 2,063.61 0.96

精密機械 132.31 24.28 30.94 2.50 163.25 19.47

PC関連 20.86 16.14 4.7 18.97 25.56 16.65

バイオテクノロ
ジー 11.19 129.19 0.94 29.29 12.13 116.24

その他 0 -100.00 12.89 -23.13 12.89 -27.85

合計 2,268.71 6.06 843.84 -6.62 3,112.55 2.30

2015年6大産業輸出入貿易統計表             単位：新台湾ドル億元

輸出額 輸入額 貿易総額
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安科技および寰聖国際などがあり、中化健康生技および福豊複合材料のベンチャー企業2社、外資系企業とし
てアイルランドのKCMG Composites R&D Centre Taiwan Branch Ltd.、正瀚生技および友杏生技医薬などがあ
ります。なかでも正瀚生技はアグリバイオテクノロジーのリーダーであり、中部サイエンスパークの優れた
開発効果が見られ、大台中地域の経済成長と台湾の全体就業率の向上に大きく役立っています。

2015年末現在、パークには光電産業が計40社あり、計画投資金額はNT$9,196億元となっています。友
達光電、台湾康寧、台湾日東、台湾捷時雅邁科、廣鎵光電、玉晶光電、合盈光電、台湾小原光学や光燿科技
などのベンチマーク企業がこれら国内外の光電産業におけるトップ企業の川上材料メーカーの中部サイエ
ンスパークへの入居に伴い、川上、川中、川下の整った光電産業チェーンが安定して形成されています。

この他、精密機械はこれまで中部サイエンスパークの重点産業ですが、現段階でパークには計67社の
企業が入居しており、現在最も入居数の多い産業であり、計画投資金額はNT$558億元となっています。
メーカーのタイプは光電製造およびIC機械装置、部品および工作機械などの大メーカーであり、加工製品
の精密度や製品付加価値の向上を助けるとともに、光電とIC産業の生産設備を付近で提供することで生
産コストが下がり、産業の競争力が大幅に向上し、さらに世界トップの精密機械クラスターが形成され
ています。

IC産業については、現在台湾セミコンダクター、華邦、台湾美光、SPILおよび台湾応材など7社が
入居しています。計画投資額はNT$14,902億元で、そのうち台湾セミコンダクター、華邦、台湾美光の
3社の合計8基の12インチウェハー工場は量産を開始しており、2015年台湾セミコンダクターのウェハ
ー15工場も引き続き12インチ10ナノ以下の先進製造プロセスによる製造サービスの拡張建設を続けて
おり、中部サイエンスパークは世界のICにおけるリーダーシップを取る重鎮となるでしょう。

バイオテクノロジー産業では友霖生技、国光生技、優生、瑞基海洋、信元製薬、全微精密、成漢
生技および千鐿生医など計37社、計画投資金額はNT$94億元となっており、製品は製薬ワクチン、医
療器具および検査試験薬などのジャンルであり、中部地区のバイオテクノロジー企業をコウイカ的
に集中させてバイオテクノロジー産業のクラスターを創出しています。

科学工業に経営、管理および技術サービスなどの支援を提供するため、現在馬路科技やガスメ
ーカーなど14社のその他パーク事業が中部サイエンスパークに入居しています。ガス供給業には亞
東気体、聯亞科技、三福気体および聯国医療気体など4社あり、倉庫物流方面においては中科国際
物流公司が入居しています。佳能半導体はパークにサービス拠点を設けてIC、フラットディスプレ
イメーカー設備の補修技術サービスを提供しています。森勁電力と南光電力公司はパークに入居
して太陽エネルギー発電に従事しています。

中部サイエンスパークのグリーンパワー産業には太陽エネルギー、風力、高性能バッテリー
およびLEDなどがあり、2015年12月末現在、パークのグリーンパワー産業関連企業の数は累計22
社、総投資額NT$670億元です。また、中部サイエンスパークの再生可能エネルギー発電設備装
置の容量は統計によるとすでに23.5MWに達しています。

PC関連産業については現在台金科技、富喬工業、寶麗明、華豫寧、橙的電子および大青節
能など14社が入居しています。通信とデジタルコンテンツ産業では有佳邦科技と豊聯資訊など
が入居しています。

世界と共に　新たな布陣
国際化に向けて発展し、国際的な影響力を高めるために、本局は国内外の業者とのマッ

チング、訪問交流、国際企業誘致および世界的サイエンスパーク組織協会活動への参加に力
を入れて世界と提携するプラットフォームとを構築してパークの転換と産業のレベルアップ
を加速することが期待されています。
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2015年12月末現在、本局はすでにイギリス、スペイン、ロシア、日本、韓国、ベト
ナムおよび中国など計12か所のサイエンスパークおよびアジアサイエンスパーク協会と

提携覚書に署名しました。並びに海外のパークとテクノロジー交流を行い、潜在的な提携
機会を開拓しています。2015年6月から7月には中国江蘇省の経済技術開発区を訪問し、パ
ークの業者が新たな関係を構築するサポートを行い、中国と台湾の産業提携機会を創出し

ました。8月から9月まで中国西安で「第三回海峡両岸科技論壇」に参加し、サイエンスパー
クがテクノロジーと産業イノベーションを推進する経験を分かち合い、中国と台湾の産業の
優位性を分析して将来における産業クラスター提携の新たな方向を提出しました。10月と11

月には日本の北九州学術研究都市、関西文化学術研究都市と京都リサーチパークを訪問して将
来における日台提携の交流プラットフォームを構築するとともに、優れた日本企業による台湾

への投資を引きつけることが期待されています。11月から12月までは中国上海のハイテクパー
クを視察訪問して、そのイノベーション起業と産学共同の最新の方法を見学しました。この他

にも2015年度は米国国会アシスタント中華訪問団、日本大阪成蹊大学およびドイツ・ニュルン
ベルク大学訪問団など世界各地から訪問団が本局を訪れました。多方面との交流によって国際化
した観点を獲得し、当パークの経営管理に新たな思考を取り入れます。

本局は国際サイエンスパーク組織会議に積極的に参加し、国際交流を通じて新たな知識を獲
得するとともに、各国のサイエンスパークと姉妹パークを締結しています。2015年5月には韓国の

テグ（大邱）を訪れてアジアサイエンスパーク協会（ASPA）第10回リーダー会議に参加してアジア
の各パーク代表と共に多国籍リソースを統合しての地域提携増進の方法について協議しました。9月

には中国北京を訪問して世界サイエンスパーク協会（IASP）第32回年度大会に参加してパークの持続
可能な発展方向への前進を検討し、転換を完全なエコシステムを具えた革新地域の必要性であるとし
ました。9月から10月まで米国バッファローで世界大学リサーチパーク協会（AURP）が開催した国際

会議に参加し、招待を受けてパーク成長経験を分かち合い、またバッファローのニカラグアメディカ
ルパークとその入居企業を訪問しました。11月には日本の神奈川県を訪れ、アジアサイエンスパーク協
会第19回年次総会に参加し、また当パーク入居企業の台湾彩公司がASPA年度賞最優秀賞の獲得に力添え

しました。本局は世界の各サイエンスパークとの交流を強化してパークの最新成長戦略と産業トレンド
を探ることで、中部サイエンスパークの国際影響力と露出度を高めていきます。

新境地を拓き　成果を上げる
本局は国内外の企業誘致マーケティングに力を入れ、潜在的ハイテク企業を積極的に発掘し、その中

部サイエンスパーク全体における投資環境に対する理解、さらには工場建設投資を促しています。海外企業
誘致については海外のハイテク企業の入居と投資を引きつけるため、2015年3月と11月に日本へ、4月と9月

7 月ヨーロッパにて企業誘致 9 月アメリカにて AURP 国際会議に参加
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に米国、7月にはヨーロッパを訪問して企業を誘致するとともに、その他の国外における潜在的投資業者
に対しても引き続き注意を払っています。

国内においては、2015年度に計2回の企業誘致説明会を開催しているほか、6月26日には南投中興新
村高等研究パークにて「2015年中部サイエンスパーク企業誘致説明会」を開催、およそ130人以上が参
加しました。多くの企業が積極的に入居について問合せを行い、そのうち銘安科技股份有限公司が入居
許可を獲得しており、大きな成果を上げています。12月11日には再び高等研究パークにて「2015年中
部サイエンスパーク日系企業誘致および友好イベント」を行って日本企業のパークへの入居投資を促し
ています。

中部サイエンスパークの長期開発マーケティングの成果により、中部サイエンスパークの活発な
成長イメージは形成されています。2015年度は記者会見、ニュースリリースおよび近隣住民との親睦
などの交流と訪問活動を通じてパークの開発、誘致情報、長期開発の成果と企業の入居状況などの関
連情報を表し、5回の記者会見や5回にわたる近隣住民との親睦交流活動などで村長や里長、民意代表
者などを招待し、開発の進捗度と企業誘致の業績について適時に説明しています。

この他、7月27日に「中部サイエンスパーク12 唯一無二」開園記念イベントをパーク入居企業
と周辺住民の皆さまを招いて盛大に行いました。イノベーション製品賞、ハイテク設備先端技術発
展計画業績優秀業者、パーク創業（新）育成センター育成奨励優良企業などの賞を授賞するなどし
て受賞企業がモデルとなることを期待し、今後も引き続きパークにイノベーションの力を注ぐとと
もに、パークの発展がもたらす社会経済と生活環境の向上を地元住民に感じてもらいました。パー
クの産業のPR増進のため、本局は台北国際光電ウィーク、台湾バイオテクノロジーマンス、そし
て台湾タッチセンサ、パネルおよび光学フィルム製造プロセス、装置、材料見本市など国内の大
型見本市に積極的に参加し、中部サイエンスパークの経営業績を示して優れたパークのイメージ
を形作り、強化して企業を誘致しています。続いて静宜大学と共同して開催した2015Taichung 
Mini Maker Faire創造展は、中部産業の特色と地域の製造業者（Maker）の創造性、学校の研究開
発力をを結びつけることで中部Makerの力を刺激して台湾の次世代の人材を育て、ビジネス成長
の機会を創出します。

マルチメディアによる宣伝については、『中部サイエンスパーク2015年年次報告書』の中
国語、英語印刷版と中国語、英語、日本語のwebページ版を出版して世界各国のハイテク企業
に提供して本局の現況を理解していただくと共に、企業の入居投資を促す多様なマーケティン
グの便利なツールとしても利用します。『中部サイエンスパークニュースレター』は2004年8
月5日に創刊し、2015年12月まですでに135期発行しています。各期とも中部サイエンスパー
クの最新の動きを全て報道しており、外部に提供してパーク発展の近況をご理解いただき、
また本局webサイトにも同時に掲載しています。

本局 12 周年イベント MakerFaire
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人材が留まる　充実した教育
「能力の表現、活力、国際化」へ向かって

国立中科実験高級中学ではパーク事業部門、投資企業、政府機関および近隣の学術研究機構、そし
て帰国子女の就学サービスを提供しています。「能力の表現、活力、国際化」を中長距離における校務
成長の三大ビジョンとして、パーク従業員の子女に多様化、活発化、国際化した学習環境を提供し、同
時に12年義務教育の実施に合わせて2015学年度は高等部のパーク学生は入学試験を免除し、単独募集学
生定員数36名（30％）をもってパーク企業従業員子女の教育を受ける権利を保障するとともに、中科実
験高級中学の質の優れた安定した成長を促しています。

高等部は各学年4クラス、合計12クラスとし、2015年度における大学学科能力測定試験では計2人
が満点にあたる75級分の好成績を上げています。全校学力測定総級分平均標準成績は63級分（全国トッ
プクラスの成績63級分に到達）、数理実験クラスの総級分平均標準成績は66級分（全国トップクラスの
成績を超越）、卒業見込み学生124人、総級分の52％がトップクラス、82％が上位クラスに達し、33％
の学生がトップ校（台湾、清華、交通、成功、政治大学、各大学医学部）に合格しており、国立台中女
子高級中学校と肩を並べています。

総合効果と集う俊才
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2015年には中部地区「英語による弁論と批判的思考」の研修活動および第3回中台湾杯高校英語弁
論大会を開催するとともに、教育部国教署、台湾師範大学英語学科と第1回全国高校英語弁論大会を共
催しています。また夏休み中に教育部中区第5回高校生第2外国語体験キャンプ（日本語、ドイツ語、
イタリア語、フランス語、スペイン語）を催し、外国語特色カリキュラム（第二外国語専門クラス）
を発展させて、行動の中で外国語を学んでいます。2015年6月にゲーテ・インスティテュート台北と
「ゲーテ教室」計画に署名し、各種措置を提供して学生のドイツ語学習をサポートし、また国際交流
モデルも構築します。12月に日本の神奈川総合産業高校と大阪府千里高校との訪問交流活動を行っ
て学生の将来と世界と共に歩む能力を育てています。

傑出した人材　無数の好成績
この他、教師と学生が参加した校外のコンテストでも優れた成績を上げています。獲得した主

な賞としては、台湾彰化国際青少年発明展およびポスターコンテストにて発明コンテスト金メダ
ルを獲得（テーマ：「チタン」の神の錬丹術）、高瞻チームは科技部カーニバルに参加して優秀
長期ビジョンカリキュラム賞を獲得、第55回小中学科学展覧会では生物、化学、応用生活科など
が佳作を獲得しており、また、青少年科学人材育成計画では二次審査に通過（化学、物理と天文
学科）し、第14回旺宏科学奨に参加して佳作賞を獲得し、高級中学校数理および情報学科能力
コンテストでは佳作（地球科学、生物、化学科）を獲得しています。台湾国際展科学展覧会に
参加して一次選考入選（化学、物理と天文学グループ）し、全国青少年創意発明コンテストで
は準決勝にノミネートされています。中部地区英語スピーチコンテストでは佳作を獲得し、国
文コンテスト台中市大会では先住民朗読優秀賞、「国語の字音字形」で第3位、「書写」で第
4名となっています。

2015年3月末には中学部校舎新築工事が開始され、2016年4月末に竣工し、2016学年度
から学生の募集を始める予定です。将来も多様な適性が発展する空間を引き続き提供して科
学精神と人類文化の素養のバランスを取り、将来の競争力を十分に育成します。また学生
の地元への関心と世界への視野を育て、「コミュニケーション力」、「適応力」、「専門
力」、「実践力」など世界を渡り歩く能力を作り上げていきます。

中科実中中学部施行式典 学生の林欣儀（右）がつくば市科学展にて
光繊泡膜張力の研究を発表

2015 全国高校英語弁論大会
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二林パークの転換発展 地元教育資源の強化 
二林パークの建設準備計画は2008年11月に行政院より承認を受け、当初光電産業を発

展の主軸としていましたが外部環境と産業発展の趨勢の変化に対応するため、二林パークは
「低用水、低排出」産業の導入を原則として産業調整を進めるように変更され、精密機械産
業を主要産業として2012年7月に行政院より原則同意を得ました。

本局はパークの各種公共建設および景観緑化・美化を強化するだけではなく、パーク従
業員子女の就学についても極めて重視しており、地元教育資源の強化も優れた投資環境を創る

うえで重要な一環です。教育資源が十分ではない二林パーク近隣地区において、中科実験高校
の優れた学校運営と学生たちの優れた成績はパーク従業員子女の就学における重要な選択肢と
なっており、人材を効果的にパークに引きつけています。このため、パークの開発状況に応じ
て段階的に順を追って発展するモデルを採用しています。短期的には、まず「アライアンス」方
式を試行します。

アライアンスによる提携の範囲と方法には次の事項が含まれます。

1. 補助計画：本局が彰化県政府に対して萬興中学校に関するハード・ソフトウェア設備の改善と
設置を補助し、将来におけるアライアンス関連活動の交流の実施に役立てます。両校のアドバ
ンテージを相互に補い、互いに交流して相互利益となる提携を行って、両校の異なるニーズに応
えます。

2. 相互交流：アライアンスはあらゆるところに参加し、資源の共有などの方法で交流を行い、業務
の連携に役立て、ひいては事務効果も高めます。

3. 学区の保障：彰化県政府は学区区分に関する規定を修正して、二林パーク従業員の子女が萬興中学
校に就学する権益を保障します。

4. アライアンス契約の締結：彰化県政府、中科実中、萬興中学校と本局の4者によるアライアンス契約
を締結します。

アライアンス締結署名セレモニーは2015年6月25日に本局と国立中科実中、彰化県政府、彰化県立
萬興中学校と「二林パーク転換成長需要に協調した教育環境改善アライアンス契約」に共同署名しまし
た。この契約の締結によって4者が均しく相互交流と支援を行って教育環境の改善と優れた投資環境の構
築という目的を実現することが期待されています。

本局と中科実中、彰化県政府、彰化県立万興中学は、6 月 25 日に二林パーク発展の要求に協力する教育環
境改善策略連盟契約に共同で署名
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継承される産学共同
台湾中部サイエンスパーク産学訓協会

中部サイエンスパーク産学訓協会は中部台湾で産学職業訓練提携を推進する最も重要なプラットフォー
ムの一つです。協会は2008年9月の創立以来、各年度において続々とフォーラムや学術講座および大型産学
就業見本市などを開催しています。最近ではさらに中部地区の産官学研究の力を結集し、共同して「イノ
ベーションと起業」、「生産力4.0」および「グリーンエネルギー環境保護」などのテーマについて研究討
議して、中部地域の産業発展の推進と産学界のイノベーション活動への参与を続け、学界と産業界の提携
を間接的に促し、資源を統合して中部地区のハイテク産業の競争力を強化します。

2015年度は第4回常務理事監査役会、理事監査役会および会員大会が開かれただけにとどまらず、9
月18日に程泰集団と共同で「精密工作機械と自動化技術」という専門テーマによる実作コンテストを、9
月22日には台中市政府と経済部と共同で「台湾光谷国際フォーラム」を、10月22日には朝陽科技大学と
共同して「中部サイエンスパーク産学訓イノベーション起業フォーラム」を、10月28日には「中台湾産
業革新技術フォーラム」を、そして12月20日には台中市経済開発局と共に「中台湾グリーンパワー環境
保護起業とベンチャーキャピタルフォーラム」を催すなど、中部サイエンスパークの産学研究提携によ
る持続可能な経営を構築しています。

中部サイエンスパークおよび高等研究パークの専門および技術人材育成計画
中部サイエンスパーク入居企業従業員の専門知識と技能を高めるため、本局は毎年人材の

育成と関連する応用管理カリキュラム（光電と太陽エネルギー、半導体、精密機械、科学技術
の経営管理とバイオメディカル）を継続して実施しており、パーク入居業者の従業員に多様な
学びの道を提供するだけではなく、パーク入居業者の在職人材の素質向上と優秀な専門技術人
材の育成にも協力しており、さらにはパーク従業員のコアおよびキー能力も成長させることが
できます。

2015年度に本局が実施した「中部サイエンスパークおよび高等研究パーク専門および技
術人材育成計画」では計5種類18科の訓練カリキュラムが開設され、訓練人数はのべ631人に
達し、パーク入居企業の従業員および中部地区の潜在的就業者が熱心に参加しました。

イノベーション起業フォーラム 中部サイエンスパーク産学訓協会会員大会
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サイエンスパークパーク人材育成補助計画
本計画はパーク周辺の各大学・単科大学、大学院、専門学校および産業界が共同して催す

よう奨励されたモジュールカリキュラムと企業実習カリキュラムです。産学共同と業界の育成
訓練カリキュラムによってテクノロジー産業技術人材の実務ニーズを把握するとともに、企業
での実習の機会を通じて実務経験を積むことができ、卒業見込み学生の就業職能を高め、テク
ノロジー業界における人材の知識と応用のギャップを埋めて産業界が必要とする人的資源の不
足を効果的に補い、優秀な人材を着実に育成する計画です。2015学年度の計画では9校計12コー
スのモジュールカリキュラムへの補助が承認されました。総育成人数はのべ1,369人に達する見
込みです。

ハイテク設備先端技術発展計画
2015年度「ハイテク設備先端技術発展計画第二期計画」では8件の補助計画案が認定されて、

企業8社、9社の学術研究機構が共同参与します。総認定補助金は約NT$0.69億元です。企業の協力
金が約NT$1.35億元で企業の開発への投資を効果的に刺激します。これによりNT$24.02億元の生産
額、国内外の特許申請件数50件（国内26件、国外24件を含む）、国内外の論文著作26本、国内外の
研究報告が64本となることが見込まれています。計画では基礎と人材の実力を十分に育て、専門的
な研究開発人材をのべ630人、修士・博士号所有者172人および実習生のべ4人を育成すると同時に
168人の直接就業人数を実現しました。

サイエンスパーク研究開発精進産学協力計画とイノベーション製品賞
本局はパーク入居企業の技術革新を奨励し、サポートして国家の経済発展と産業競争力を高める

ため、2015年度に補助を認可した研究開発計画は計8件、承認補助金はNT$2,286万元でした。業者の研
究開発を奨励するための経費は約NT$6,214万元で産学共同の資源統合を効果的に奨励して就業と派生産
業クラスターの総合効果を促進するというウィン-ウィンの局面を創出。この他にもパーク入居企業の積
極的な新製品の研究開発を奨励するため、本局は特にイノベーション製品賞を設けています。2015年度
の受賞企業作品は友達光電（股）公司の「65インチALCD超先端表示技術による液晶テレビパネル」と曜
凌光電（股）公司の「軟性湾曲可能iconタイプOLEDパネル」でした。

イノベーション起業激励計画、Alchemy チームがイノベーション傑出賞及び 200 万元の
創業基金を獲得
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イノベーション起業激励計画 
イノベーション経済の着実な実施とサイエンスパークの転換を促進するため、科技部（前行政院

国家科学委員会）は2013年度より「イノベーション起業激励計画」を推進して、「イノベーション」
と「起業」との間のギャップを埋めようとしています。この計画は国家実験研究院が主催し、各管理
局は計画に協力してパーク内外の資源を提供し、それぞれの起業の場を準備したり、育成などのサー
ビス事業を指導します。これには起業オフィス、独身寮、パークの成功企業経営者によるコンサル
ティング、学術研究機構が提供する検査機器設備や関連検査測定検証サービス、マネージメント式
サービスの提供などが含まれます。

この計画は毎年2回のコンテストが行われ、各回で選考された40組のチームが各科学パークに
入居します。そして3段階の選考を経て入選した40組の団体から4～6チームを先行してそれぞれに
「イノベーション傑出賞」とNT$200万元の起業基金を授与します。2015年の第1回選考で入選し
て中部サイエンスパークに入居したチームは計13組で、雲林科技大学チームはすでに緑頻科技有
限公司を設立しており、Alchemyチームは得心股份有限公司を、INK STUDIOチームは印氪股份有
限公司を設立しています。Caro-pharming凱若製薬科技、Smart Calibration、Alchemyの3チー
ムが2015年のイノベーション傑出賞と最高創業基金を獲得しました。第2回選考で入選し、中
部サイエンスパークに入居したチームは計12チームあり、NEOMOチームはすでに優誼国際國
際股份有限公司を設立しています。

パークイノベーション（新）育成センターが優良企業の育成を奨励
パークイノベーション（新）育成センターまたは研究機構が育成サービスを兼ねること

を奨励するため、企業の優秀な技術を培い、サイエンスパークに設立の投資を行うため、本
局は毎年度パークイノベーション（新）育成センターが育成する優良企業の選考イベント
を開催しています。2015年度は朝陽科技大学、中興大学、暨南国際大学の3校が賞を獲得
しました。

クリエイティブなアイデ
アの発想

中興大学研究開発創業育成センター 朝陽科学技術大学イノベーション
育成センター
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適材適性  多様な就業
中部サイエンスパークの就業人数は増加を続けています。2015年12月には就業者数は

33,018人に達し、2014年の同時期と比べると758人増加しました（2.35%）。各産業の就業者
数の割合は、光電産業が54.33%を占めてトップ、続いて半導体産業が24.46%となっています。
学歴による分布では大学・専門学校以上の就業者数の割合は75.73%に達しており、性別による
区分では男女別の割合が64.92%と35.08%となっています。

パーク事業機構の優秀な人材の獲得をサポートしてパーク所在地住民の就業を促進するた
め、本局は中央と地方政府が結びつけて、充実かつカスタマイズ可能な就業マッチングサービ
スを提供しています。2015年3月28日と8月29日に、本局1階と労働部労働力発展署中彰投分署が
「企業の合同人材募集博覧会」を催し、累計53社の企業と部門が4,161人を超える欠員募集を提供

21.97%高等学校
7,253人

37.72%大学
12,455人

2.30%その他
759人

2015年就業者の学歴統計
合計 33,018 人

0.71%博士
234人

19.01%修士
6,276人

18.29%専門学校
6,041人

本局の王永壯局長（右 3）、労働部労働力發展署中彰投分署の林
淑媛副分署長（左 3）が人材募集イベントの現場にて皆を励ます

人材募集イベントの現場
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2006-2015 年就業者数統計
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して3,500名の市民が会場で求職活動を行っていました。また、台中市政府、南投県政府、雲
林県政府、彰化県政府、経済部加工出口区台中分処が共催した就業博覧会では、計5回に渡っ
てパーク入居企業に対し、会場にブースを設けて人材を募集するよう誘致。さらに労働部労
働力発展署中彰投分署がパーク入居企業の76回の単一企業人材募集活動に協力し、企業ごと
の人材要求に応えていました。

異なる年齢層における就業サービスを促進するために2015年8月27日、労働部労働力
発展署中彰投分処と「中高齢者、高齢者および職場復帰をする女性の就業促進サービス連
携座談会」を共催し、中高齢者が引き続き労働市場に留まり、職場復帰をする女性の就業
機会を促進することが期待されていました。今回の座談会の参加対象は台中市が管轄する
事業機構の雇用主、人事担当者、産業組合代表、学者や専門家および公的部門の就業サ
ービス業務関連スタッフであり、参加者数は約240名でした。
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便利で暮らしやすく機能を統合
パーク内の企業および従業員に各種商工サービス機能を提供するため、本局は次の関連サービス業

を導入しています。

（一）商工サービスビル：2015年12月現在入居企業は計30社、賃貸率は9割を超えています。金融、医
療、就業、郵便、交通、買い物、飲食などの関連サービスを提供するだけではなく、台湾科学同
業公会、工業研究院中区産業技術サービスセンター、台湾レーザー板金発展協会および光学公会
をパークに誘致してサービスの提供を受け、商工サービスの運営効果を強化しています。特に触
れておきたいことは、本来簡易郵便局だった所（大雅支局のワークステーション）が中部サイエ
ンスパーク郵便局に格上げとなり、貯蓄や振込み、生命保険などの業務が追加されたことです。
また、本局パーク商工サービス業務をより整備し、充実させるために11月に高雄ソフトウェアサ
イエンスパークで見学を行い、各機関の知識と経験を分かち合いました。この他にも本局は7月
に亞蜜カフェキッチンを商工ビル102号室に誘致して商工ビルおよび事務ビルの各入居機構の従
業員に快適で便利、清潔な飲食サービスを提供しています。

（二）標準工場建物：飲食と金融サービスを提供しています。

（三）保管運送センター：倉庫保管、輸出入パレット、通関、運搬、物流の統合計画などのサービスを
提供し、パーク入居企業の近くで通関作業を行い、空港倉庫への入庫の時間的ストレスを減少す
るとともに通関作業の効率を効果的に高めます。

プロフェッショナルなパーク
誠実なサービス
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2013年1月18日、警察サービスビルが正式に使用を開始しました。本来の保安警備中隊だけではなく、保
二総隊第三大隊大隊部も正式にパークに進出し、パークの警備サービスの監督指導の強化と支援を行うと共
に、パーク入居企業の警備団設立を引き続き指導して中部サイエンスパークのセキュリティネットワークに
加入することで各パーク入居企業の既存のセキュリティパトロールネットワークを統合し、点、線、面のセ
キュリティネットワークを構築して通報体制を整備してセキュリティネットワークの機能を高めています。

迅速な商工登記 事務手続きを簡素化
単一窓口サービスを着実に実施して企業の申請取扱いの事務効率を高めるため、本局は多くの業務の

委託授権を積極的に勝ち取ってより迅速な商工登記サービスを提供できることに努力しています。商工サ
ービスの項目には、会社及び工場の登記、租税の減免、動産担保、外国籍専門人員の雇用許可、年度決算
書表のインターネット申告作業および法制度のコンサルティングの提供などがあります。2015年の会社
登記業務は、経済部の方針に合わせて、ワンストップ式のオンライン申請作業を提供しています。パー
ク入居企業は単一のWebサイト上にて申請、文書のアップロードおよび費用の納付を行うことができ、
企業の資料記入、送付などの作業を簡素化して、単一Webサイトを通じて案件の取り扱い進捗度と結果
をすぐに知ることができます。

また、国家発展委員会の「2015年における我が国のWB経済商業環境改革法案」に合わせて健全
担保取引法を推進して新たに起業する者と企業が融資を獲得しやすくなるようにしています。本局は
経済部が設置した「動産担保取引オンライン登記webサイト」を導入しています。パーク入居企業は
オンラインで動産担保の抵当設定の申込み設定作業ができ、紙書類を送付する必要が無く、即時に紙
の使用と二酸化炭素排出が削減できます。

優れた外国貿易サービスで競争力向上
通関システム付加機能などの計画設置を完了して整備された輸出入通関情報を提供します。戦

略的ハイテク貨物品の輸出（入）ビザ、一般的輸出（入）許可の受理など「1度の申込みで全てサ
ービス」という優れた貿易環境を創出して、便利な通関と審査作業サービスを提供し、企業の通
関審査申請コストを節約します。

企業の保税管理監督を受理して輸入貨物品に関する税金負担を軽減すると共に、電子化によ
るパーク保税品委受託加工、出区証明の許可発行と廃棄処分監督など事務効果を高めています。
各四半期ごとに外国貿易、保税業務についての法規講習、およびパークの通関システム宣伝指
導説明会を催し、「サイエンスパーク通関サービスシステム、パーク保税管理システムおよび
管理費申告システム」を設置して処理プロセスを簡素化し、産業の競争力を高めています。

サービス品質を重視して満足度を高める
企業へのサービスは本局が最も重視している課題です。満足度調査の提案や会社からの意

見について、本局は業務管理組室の責任担当事項として追跡し、速やかに改善を完了させる

中科就業サービスカウンター 中科郵便局
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だけではなく、毎年企業視察訪問作業グループを組織して企業の視察訪問計画を実施していま
す。企業訪問や座談会の方法を通じて会社と対面式のコミュニケーションを図り、会社が直面

している問題をさらに深く探り、会社のニーズに関心をもって、ソリューションを提出するこ
とでサービス品質と会社の満足度を高めています。

2015年における企業の満足度は83.79ポイントと歴年で最高となっています。6つの大きな構
成面では「誠実さと信頼」面におけるポイントが高く、続いて「クレーム処理」面でのポイント
が顕著に向上しています。サービス品質は企業から十分に認められ、将来は会社のニーズに引き
続き関心を寄せ、その解決をサポートして、より多くの会社から認められ、プラスの評価を獲得

していきます。この他にも周辺住民のサイエンスパークへの評価を理解するため、2015年に周辺住
民に対して満足度調査を行いました。その結果、居住環境の安全性向上（公共施設に対する適切、
治安、消防などの満足度など）のポイントが最高でした。

情報インフラ建設でグローバル化
政府の事務効率と市民への便利なサービスを向上し、人々と企業のイノベーションのニーズを

合致させるため、本局は関連するハードウェアマシンなどの設備を拡充し、システムのリダンダンシ
ーを強化するだけではなく、現代の情報テクノロジーを運用してインターネットによるリアルタイム

な共同作業を通じて事務業務の電子化を推し進め、中部サイエンスパークを情報が豊かに流れ、ハイ
テク産業が永続的に経営できる優れたパークを築きます。

中部サイエンスパークの外部宣伝機能を高め、便利な業務の提供を推進するため、本局webサイト
に特別にパークの交通ガイドマップやオフィスビルの3Dフロアインタラクティブガイド、サイクリング
ロードや巡回バスによるガイド等の公共施設の紹介を追加すると同時に電子メールを設置して、住民の

陳情や意思疎通が必要な事項をすぐに受け取ることができます。　

企業の申請作業加速、事務プロセスの短縮、事務効率の向上のため自然人証明と商工証明のアプリケ
ーションを特に導入してインターネット申告作業をより完全かつ安全にしています。この他、科技部に協
力して所属機関情報の再製作業務を加速し、各パークの情報業務の統合を計画し、前後して科技部と三パ
ークを統合する公文書管理システムを稼働させ、ペーパーレスのオンライン認可作業と企業側がの共通情
報システムの設置を進めて、情報資源を共有することでサービス品質を高めると同時に環境保護についても

考慮したものとなります。

近年の重大な情報に関する具体的施政の成果は、電信業者と結びついた台中、虎尾および后里パークの
ADSLブロードバンド接続、パブリックスペースにおける市民の問い合わせの際に使用できるワイヤレスイン
ターネット（i-Taiwan）等の架設が完了したことです。また本局既存のFTTBと高速専用回線による外部とのネ
ットワーク接続だけではなく、国設ネットワークによる高速ネットワーク専用回線を増設して本局ネットワー
クの対外ブロードバンドおよびリダンダンシーセキュリティ体制を高めています。将来は科技部の「ICT技術の

運用によるスマートパーク発展計画」にも協力してパークwifiのアプリケーションを強化していきます。

中科サービスカウンター

23 中部サイエンスパーク                                     年   年次報告書



歴史を残して地元と共栄
印を守る　西大墩窯遺跡

「西大墩窯」文化遺跡は、台中パーク中科路と科雅路の交差点近くに位置し、2003年末のパーク開
発初期に発見されました。専門家の鑑定によると、この遺跡は今から約150～200年前の清代中期から後
期に漢人社会で日常生活に使用する陶磁器を焼いていた陶窯でした。このタイプの陶窯は台湾では非常
に少ないもので、大変貴重で遺跡は200年以上前の台湾の先住民が福建からの輸入陶磁器に頼る必要が
なく、台湾で自給自足し、手に職を持ち安定した暮らしをしていたことを証明しています。こうしたこ
とから西大墩窯は、文化史において重要な意義を持っており、大切に保護していく必要があります。

二林文化遺跡　試掘調査  
二林パークは、2011年の着工時に発見されたレンガ造りの窯遺構の歴史的遺跡です。一目見れば

その文化遺産としての価値がわかります。2012年に台湾成功大学の李徳河教授と考古学者の顔廷伃
博士に依頼し、試掘調査を行いました。研究結果によると、この遺跡は清代中後期から日本統治時
代の瓦窯で、同じ時期に同じタイプの瓦を焼成する窯の構造はあまり見られないため、本遺跡の研
究は中部開発史と集落発展において大きな意義を持っています。そのため文化遺産保存法規に則り
着工を一時停止し、主管機関である彰化県文化局の発掘調査の結果、プロジェクト実施の設計プロ
セスを変更し、救済発掘作業を拡大しました。

民意に耳を傾け美しいホームタウンを共に創る
相思寮は元々二林パーク用地内にありましたが、相思寮集落の住民のそのまま暮らしたいと

いう意向により、当局と彰化県政府の住民への買収中止手続きと特別代替地提供という全面的
な協力により、当局と関係機関との話し合いを経て、「行政院報告特別代替地提供手続き」に
合意しました。内政部は、2011年9月13日に二林パーク開発プランと詳細プラン変更案を許可
し、11月10日には相思寮の買収中止を批准し、行政院は2012年11月21日に財政部が報告した
「彰化県二林相思寮農場特地別提供プラン」に合意しました。

現在、相思寮（北側集落を含む）は耕地を残してパークとなっており、耕地の買収、耕
地周辺の着工プロセスが完了次第住民に土地を返還します。農場3軒の買収業務は、買収基準
変更のため1軒残っており、予定では2016年7月末に買収、引き渡し完了後に住民が美しいホ
ームタウンを形成していくのに貢献していきます。

西大墩窯 相思寮
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地域住民と調和した共生
用地買収の際、パークの産業誘致の現状への理解を得るため、当局は2015年に台中パ

ーク周辺の自治体のトップや民間代表者へのパーク訪問、大手メーカーである巨大機械工業
（GIANT）への見学会を企画しました。董事長自らの案内で、見学会に参加したゲストの方々に

会社の営業状況や現地工場地域を紹介し、近隣住民との「良好な関係」の素晴らしい誠意ある関
係を構築しています。より多くの現地での就業チャンスを提供できるほか、コミュニティーとの共
存共栄が期待されています。

この他、レクリエーションイベントの提唱や労資関係のバランス調整、パークのメーカーと近
隣コミュニティーの交流を増進するため、2015年度は多くの従業員への福利厚生イベントを開催し
ました。中部サイエンスパーク映画館での映画鑑賞イベント、中部サイエンスパーク杯バドミント

ン大会、GIANT社と台中市政府の共催のGIANT杯自転車カーニバルにより、パーク従業員の心身の健
康と楽しみを促進しています。中部サイエンスパーク映画鑑賞イベントはすでに7年目に突入し、好
評を博しています。2015年は当局が各パーク合同で16会場での映画上映イベントを開催し、350イン

チを超える大スクリーンでパーク従業員と近隣コミュニティーの住民およそ2,000人が共に映画を楽し
みました。

「近隣と親睦を深め、友好関係を築く」という目標達成のため、2015年「みんなで行うホームタウ
ン清掃活動」を開催し、パークのメーカー代表や各地域の代表などの方々を招き、共にご参加いただき
町の清掃などクリーンアップ活動を行いました。スローガンを実際の行動へ、そして小さなことから成

中科杯バドミントン大会

果を出していき、居住環境や生活レベルの向上を目指してい
きます。親睦を深めるため、毎回の町の清掃活動はその他多
彩な内容の関連イベントが行われています。例えば、リサイク
ル、緑化、エネルギー節約、二酸化炭素排出削減、環境教育、
祝祭日の民族的なイベントなどを行い、多くの方々にご参加い
ただいており、中部サイエンスパークは人々をつなぐ心「よき
隣人」となっており、2015年度は合計7回開催し、参加人数は
643人に上りました。

デング熱の流行に対抗するため、当局は予防を中心とする治
療の主体的な戦略を打ち出しました。衛生教育や水たまりの駆除
などの予防措置を行いました。そこで各組織の長官や代表が正確
な予防観念を広め、パーク内外や周辺のリソースを動員し、パーク
全体の予防能力を向上させています。

着実な環境安全で人に優しい職場
当局の積極的な指導の下、台湾サイエンスパーク科学工業同業

公会中部弁事処とパークのメーカーが共同で設立した「中部サイエン
スパーク工業安全促進会」は、パークごとや産業ごとに「半導体」、
「光電ソーラーパワー」、「機械」、「バイオテクノロジー」、「后
里パーク」、「虎尾パーク」、「工場の維持」など7大工業安全グル
ープがあり、大手が中小をけん引する形で、定期的に会議や安全衛生

法令の会を開き、防災情報を交換したり、安全衛生管理経験を共有した
り、予期せぬ事故への緊急対応、救助施設の相互支援など、中部サイエ
ンスパークの安全衛生管理レベルを効果的に向上させ、予期せぬ事故へ
の緊急対応機能を発揮できるようにしています。

映画放映イベント

近隣住民と親睦を深める活動でジャイアント社を訪問
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その他、中部サイエンスパーク就業従業員に対するパークの安全衛生環境向上と産業および国家の
経済発展の促進への貢献を表するため、当局は毎年度安全衛生推進優良企業、スタッフ、模範従業員
選抜イベントを開催し、発表し表彰しています。これにより各優良企業、スタッフ、模範従業員が職
場で尊敬を受け、卓越した貢献を果たせるよう支持しています。　

説明啓蒙活動を開催　監査を強化 
当局は友好パークの建設に力を入れ、2015年は合計6回労働法令啓蒙会を開催したり、各種イベ

ントと組み合わせ業務啓蒙活動を行ったりしています。例えば、経費補助を組み入れ雇用主が託児
施設を提供したり、男女共同参画委員を招集し提言をしたり、培養男女平等カウンセラーの育成な
どを行ったりしています。また他に当局は、労働部の各種労働条件特別監査プラン実施への協力や
パークでの従業員の訴訟事項の処理など、労働条件監査に引き続き強化し、従業員の権利を確実に
保障しています。パーク労資争議に対し、積極的に仲介に入り、労資双方に法令に基づいくよう
促し、合法的で合理的な解決方法で労働争議を解決しています。本年度は5件の職業安全衛生関連
特別指導プランを実施することにより、特別な方法で職業安全衛生監督と指導を実施し、職業安
全衛生関連法規の講習訓練や説明啓蒙会を10回開催し、工業安全成績優秀部署へ2回訪問し、ま
た安全作業フォーラムと安全作業機器展を1回開催しました。

その他、2015年の労働監督検査プランの16項目の専門検査をすべて実施し、また685回の
労働監査と検査を行い、安全・健康・人道を兼ね備えた労働環境を積極的に構築しています。

環境・安全資源を連携し、確実な防災を実現
中部サイエンスパークの自然災害への対応を強化し、パーク内企業の人命と財産を守る

ため、本局では積極的に防災救急関連団体と連携しています。2014年には、台中パークに
隣接する空軍第427連隊、陸軍36化学部隊と防災支援協定を締結し、また中部サイエンスパ
ーク企業連合による災害対策チームを組織しました。2015年には、気象庁とMOU（協定覚
書）を結び、それにより中部サイエンスパーク内の場所を提供し、気象観測ステーション及
び地震感知警報システムを設置しました。中部サイエンスパーク及び近隣地区の気象と地
震の観測能力強化に大きく役立っており、また中部サイエンスパーク管理局でもその気象
情報を参考にして、適宜防災措置を講じています。

パークでは、職場の衛生安全のPR・指導、労働検査業務及び環境保全許可審査を実施
する際の窓口を一本化し、事前安全評価マネジメントシステムと情報技術システムを利用
しています。事業部単位の自主管理と全員参加制度を強化し、各種防災設備・施設を活
用、パーク全体の衛生安全水準の引き上げと労働者の健康及び労働環境審査効果の促進
を図っています。

中央気象局と署名協力協議 産業の安全、環境保護と健康月間イベント - 高層作業防
護具の体験
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管理が作る優れた環境評価
汚水処理場からの排水水質はパーク内の環境保全施設の処理能力の指標です。汚水処理場は排水水

質検査の自主管理能力を強化、且つその品質を維持し、検査の正確性と信頼性を高めるため、后里汚水
処理場検査室では2013年9月29日と2014年7月16日に、財団法人全国認証基金会（TAF）の検査エリアの
実験室認証（認証番号2823）と行政院環境保護署（※日本の環境庁に相当）環境試験所（NIEA）環境測
定機構水質水量種別認証をそれぞれ取得し、中部サイエンスパーク管理局管轄下の各パークで初めて、
行政院環境保護署環境試験所に認証された汚水処理場検査室となりました。パーク各部署や后里パーク
の排水処理関連部署は大きな注目を集め、后里汚水処理場はその排水水質の自信をさらに深めることと
なりました。

台中汚水処理場検査室は、2016年11月16日に行政院環境保護署環境試験所（NIEA）に対し環境測
定機構環境検査室認証を申請し、2016年1月13日に行政院環境保護署環境試験所（NIEA）環境測定機構
水質水量種別監査を完了し、2016年3月に承認の見込となっています。

確実な総量管理及び環境保全許可審査
中部サイエンスパーク管轄下の台中パーク、后里パーク、虎尾パーク、二林パーク及び中興新村高

等研究パークは、全区に渡り環境評価審査基準に合致し汚染排出物の総量規制を行うため、進出を希望
する企業には申請前に、「事業による汚染物総量見込データ」を提出してもらい、本局で審査や汚染排
出物総量の審査を行うことで、進出予定企業の汚染物排出量を把握し、進出企業にも汚染防止と総量管
理の業務について情報提示しています。各企業の進出までの過程で法律に則り、排気、排水、廃棄物許
可を申請し、手続きに沿って申請書類を提出する必要があります。排気の固定汚染源については、各地
区管理機関の審査基準による審査が実施されます。

汚水下水道システムを完備
本局管轄下の各パークにはくまなく汚水下水道処理システムが完備されており、事業排水と工業廃

水をすべてパーク内の総合汚水処理施設で回収し、適切に処理しています。国の排水環境基準を上回る
基準を満たした上で排水を行っています。各パークの下水道システムは汚水とは別に雨水を回収するシ
ステムを擁しており、雨水下水道システムは、パーク内の地表を流れる雨水を集めています。公共エリ

人と自然が調和する、
環境に優しいビジョン
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ア内の雨水を回収するほかに、事業所建物の建設時に事業所敷地内に雨水を回収システムも設置し、雨水
放流口からパーク雨水下水道システムへ雨水を流入させ、最終的にパーク内の貯留水槽へ放出するように
なっています。2015年度にはこれを設置した事業所は台中地区で128社、后里パークで16社、七星パーク
で2社、虎尾地区で6社に上っています。

后里パークの汚水処理施設は三級処理方式を採用して廃（汚）水を処理しており、2015年の放流水
の水質はその基準値に合致し、環境アセスメントでも厳格な基準を満たしていることが認められていま
す。排水の含有汚染物質量はその上限を下回っているのです。

確実な環境監視テスト
本署管轄下の各パークでは、環評法の規定に則り、環境影響調査を実施しています。各パークで

毎年「環境影響説明書」掲載の環境計測計画に沿って、空気品質、騒音振動、排水水質、地表水質、
地下水質、ヘドロ、土壌、生態、交通量及び文化資産等の各項目の環境調査を実施しています。その
ほか、環境影響説明書以外の各環境因子項目の現況についても、2015年より項目を補充、強化した調
査観測を行っています。データの信頼性をより高めるため、計画された調査と平行して不定期に同様
の計測を行い、観測データの質を維持しています。2015年には、合計3,266の環境調査項目について
調査を実施しました。

環境保護監視チーム会議
本局では環境保護署環境監視本部と協力し、環境影響調査の現地審査を6回実施（台中パー

ク、后里パークを含む）、「中部サイエンスパーク第三期発展地区（后里基地＝后里農場部分）
開発計画環境影響調査実施監査チーム」会議を4回実施しました。

本局の所管省庁である科技部（日本の文部科学省に相当）では、毎季にパーク持ち回りで
「科技部サイエンスパーク開発行動環境影響調査追跡チーム」の会議を開催しており、2015年
には、追跡会議は1回開催されました。

「環境影響説明書」記載内容及び環境保護主管機関の要請に応じて、各パーク環境保護監
視チーム会議開催しており、2015年には、台中パークで4回、后里パークで4回、二林パークで
3回等、3つのパークで行われました。

環境保護監査情報公開
2015年空気品質観測ステーション観測結果、環境観測計画の観測結果、后里パーク環境

保護監査チーム会議議事録、職業衛生安全管理情報システムは、すべて中部サイエンスパー
ク管理局の公式サイトで公開されており、誰もが環境観測データと結果を閲覧でき、中部サ
イエンスパークの環境への貢献と効果について十分に知ることができます。

台中汚水処理場 空気品質観測ステーション
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環境教育と人材育成
本局では、2015年に環境教育学習講座を4回開催し、また本局虎尾パーク汚水処理場は環

境教育推進の場として認められており、パーク内の雨水（汚水）下水道システムや汚水処理場
の役割と機能を活かした特色ある講座内容を提供しています。講座イベントでは受講者に汚水
処理の過程と方法を理解してもらった上で、水資源の貴重さ、汚水処理の重要性と確実な節水
行動の認識をもち、日常生活で実践できるよう、水を節約し、大切に愛する気持ちを伝えてい
ます。2015年に近隣の小学校で実施された環境教育講座体験に集まった参加人数はのべ267人に
も上っています。

現地見学の開放
后里汚水処理では、開業時より見学の申し込みを受け付けており、これまでに訪れた団体

は、国内政府職員、環境団体、学者研究者、一般見学者及び学生などで、2012年から2015年の
間、20回で1,130名が見学に訪れました。見学案内の豊富な経験により、2015年7月9日に、環境教

育施設認証を申請し、2016年末までに認証される見込です。また台中汚水処理場では、2015年に専
門の研究者、地区長、各大学・専門学校の環境関連学部の教師・生徒等、計485名13回の見学訪問を
受け入れました。2015年、既に4名（の職員）が環境教育の資格を取得しており、2016年には環境教
育施設認証を申請する予定となっています。

輝きを放つ高付加価値パーク
台中パークの建設はパーク建築のグリーンベルトと組合せ、パークの綺麗な容貌を十分に展示

し、大型の緑地を通じて調和、生態、運動及び人文などの要素を備える多元化の堤防生態公園を形成
し、大肚山の新風貌を永続に経営し、普及中の「台中パーク拡張用地（原大肚山弾薬分庫）開発計画」
に「十年で林を形成する」環境建設事例を提供しました。

2015年7月、台中パーク公共芸術「生命の窓景色」が落成する際にイスラエルの有名芸術家デビッド
・ガースタイン（David Gerstein）を招待し、台中パークの産業発展、人文集い及び生態環境の特性に対
して、「生命の窓景色」をテーマとした三セットの大型屋外立体塑像を作り上げました。パーク公共芸術
を設置することにより、生産、生活、生態及び生命の要素を結びつけ、科学の発展と人文芸術を共存させ
ています。

后里に堤防生態公園があり、グリーンベルトと結びつけ、タイシュガーの樹木を保ち、后里の台地に
大型の調節池、蛇行しながら伸びるグリーン遊歩道及びサイクリングロードを提供し、地元の后豊鉄馬道の
観光資源と結びつけ、開発後のパークのグリーン環境はパーク産業、地方文化及び環境資源が最適に連結で
きるインターフェースとなっています。

虎尾パークは地下水位が高い特徴として設計した調節池を十分に利用し、年中水を湛える中部サイエン
スパークの最も美しい水のある風景ができ、パーク入居企業の社員や近隣住民の憩いの場となっています。

虎尾パーク汚水処理場環境教育コース 公共芸術－スピード
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中興新村は高等研究パークに転換した後、文化資産保護法関連規定に合致させるため、より緻密な建設
作業が必要となりました。すでに竣工していた光明路インフラ改善工事及び一部竣工した南核心区開発工程
は効果的に南内轆の生活機能を向上させ、入居企業により優れた研究開発環境を提供します。

現在建設中の工事は二林、高等研究パーク、台中パーク拡張用地開発計画及び中科実験高校中学部で
す。そのうち、二林パークは低用水、低排出の産業パークに転換し、現在施工中の調節池、境界排水及び
道路、配線などのインフラ工事は第二段階環境アセスメント前に請け負った工事です。すでに60メートル
主要道路（東段）が2015年に開通しており、地元により便利な交通サービスを提供しています。

高等研究パーク　文化資産を保存し旧宅を活用
中興新村高等研究パーク全区（南核心区を除く）は南投県政府に「文化景観」と公告され、1か所の

古跡（台湾県政府）及び11か所の歴史的建築物を含んでいます（元・人事行政局地方人事行政処、経済
部中部弁公室、交通部交通事業管理組、台湾省政資料館、農業委員会水土保持局、農業委員会農糧署、
中華電信中興サービスセンター、台湾銀行中興新村支店、原台湾新生新聞中興新村拠点、中興会堂、国
家文官学院中区研修センター中正堂）。これらの建築は現在でも十分に保護されています。そのうち、
元・人事行政局地方人事行政処は政府の組織改造と力を合わせ、本局の点検受取り後に将来の再利用
の方向を企画します。2016年に建て直す見込みであり、青年創業者及び商工サービス業を入居させて
保存と再利用します。

パークグリーン建築受賞　文化資産保存
中部サイエンスパークは開発以来持続可能な環境を推進し、環境保護と共生・共栄が期待され

ています。所轄のパークの建築物は多くの成果を獲得しています。7か所の建築は台湾グリーン建築
評価システム-EEWHダイヤモンドレベルグリーン建築メダル（中科実験高校校舎新工事、友達光電
七星工場一期工場オフィスビル工事、台積電十五工場一、二、三、四期FAB新工事、一期オフィス
新工事、経済部中台湾新パーク建築）を受賞、3か所の建築物はブロンズレベルグリーン建築メダ
ル（后里汚水処理場コントロールセンター、中部サイエンスパークE/S土建設計/施工統一工事、逢
甲大学中科校区科学研究ビル新工事）を受賞、11か所が合格レベルを受賞、1か所は経済部グリー
ン工場メダル（友達光電後工場一期工場FAB棟）を受賞しました。

そのうち中科実験高校校舎の建設企画は、従来の環境資源を利用して生態環境を形成するこ
とを強調し、中部地区の高校において初めてEEWHダイヤモンドレベルグリーン建築メダルを取
得しました。中興新村高等研究パークに位置する経済部中台湾創新パークの建物はダイヤモン
ドレベルスマート建築候補証書を取得し、国内初のグリーン建築及びダイヤモンドレベルスマ
ート建築候補証書を同時に取得した代表的な公共建設建築です。中部サイエンスパークは毎年
定期的にスマート建築経験検討会及び訪問活動を行い、パークにあるグリーン建築の代表的な
企業を見学して、積極的にグリーン建築をPRしています。

高等研究パーク歴史建築－中興会堂 中台湾創新パーク
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将来の重要計画
中部サイエンスパークは最も若いサイエンスパークであり、将来も持続可能な環境保護、活力

ある革新を目指して前進しています。中興新村高等研究パークの既存の歴史的特徴び資源を如何に利
用し、中興新村を再び活性化させることも業務の重点です。そのため、本局は以下の重要任務に対し
て、その完成に力を注いでいます。

スマート発展で進化するサービス
スマート化時代に合わせて、本局は引き続き資源を投入して、パーク企業の産業のスマート化を

サポートするとともに、積極的にスマートパークを推進しています。そのコンセプトとは各種情報技
術を導入することによって、先にスマート化した基礎環境を枠組みとして構築し、その後に各種パー
クに適用する革新的サービスシステムも導入し、安全、健康、省エネ且つ便利な生活環境を構築し、
パーク自身の企業誘致及びサービス競争力を強化します。

活力を注いで　革新的な形態転換
近年、産業競争の過激化、グローバル人材及び資本移動制限の大幅緩和、中国、ロシア及び東

南アジアなどの新興国の台頭につれ、成熟した経済体が持続的な成長を求めることについて大きな試
練が待ち受けています。この苦境から突破するため、本局は引き続き科技部と提携してイノベーショ
ンと創業、産学共同、人材育成などの計画を推進し、新事業体に手を貸し、パークにエネルギーを注
ぎ、産業のために新たな世界を開拓し、企業の積極的な研究開発のために指導を行い、政府と学校の

輝く軌跡と、永続の展望
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合作を強化し、パークを効率志向から革新志向にへと転換させて、国内企業の形態転換とアップグレ
ードを促します。

二林及び七星パーク　第二段階環境アセスメント処理
サイエンスパークは産業の先駆けであり、経済を率先する役割を担っています。全世界の環境

が悪化し、環境保護意識が高まる時代にあって、経済発展と環境保護は一体化しており、関連する
開発機構はこれを無視することはできません。中部サイエンスパークが開発する二林及び七星パー
クについても生態破壊及び環境汚染の心配がありましたが、本局職員の不断の努力によって、利害
関係者と積極的に意志疎通してコンセンサスを得た後に最終的には理解を得て関連訴訟も和解が
成立しています。現在は第二段階の環境アセスメントに進んでおり、これにできるだけ速く合格
し、関連規定も厳格に遵守して、持続可能な環境保護を先決条件として良質な企業の入居を促し
て、地方の繁栄を促進します。将来にたいへん期待ができます。

台中パーク拡張案　計画通りに完成
時間と競争して、我が国の半導体産業を引き続き活躍させるため、台中パークの拡張案は

予定した期日と品質の通りに完成しました。企業に入居してもらい、世界トップクラスのウェ
ハー製造技術の重要都市を形作ることが本局の使命です。

中興新村の活性化　輝きの再現
中興新村独特のガーデンシティの風景と歴史背景には濃厚な文化雰囲気があり、これを

如何に利用するかが中興新村を輝かせるポイントです。現在、本局は関連部門と提携し、
「未来良質生活実験場企画と建設」計画を推進し、日常生活、娯楽、医療、芸術などの面を
含む未来のテーマ企画を立て、中興新村を実験場とし、文化及び科学技術分野と結びつける
ことで、パーク機能を改善し、入居した開発機構の資源と結びつけて、青年創業者を引きつ
けます。地元の文化的風景と融合し、科学技術及び芸術の発展を推進します。高齢化問題も
あるため、遠距離スマート健康保護対策も推進し、高齢化世代への宣伝にも協力します。

台湾の土地利用が飽和しつつある状況において、中興新村はちょうど新型生活実験に
合致する最適な場所です。これらの計画を一つ一つ完成し、中興新村を次世代の実験新村
として構築し、再び輝かせることが本局ののビジョンであり、また努力する方向でもあり
ます。

台中パーク拡大建設案 中興新村の南中心園道ロータリーの施工完成
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2015年の主な出来事

1/6、1/7、
1/9

本局王永壮局長は一級主管率いて雲林県李進勇県長、彰化県魏明谷県長、南投県林明溱
県長及び南投市宋懷琳市長などの中部サイエンスパークの各パーク所在地の県長及び市
長を訪問した。

2/6 台中パーク拡張計画案は環境保護署第 280 回環境アセスメント大会の審査を通過し、環
境保護署は 2015 年 3 月 3 日に環境アセスメント審査結論を公告した。

2/25
103 学年度大学学科能力試験成績の公告によると、中科実験高校は 124 人が受験し、そ
のうち 52％が全国トップクラス、82％が全国上位にランクインした。9 名の学生が 70
点以上を取り、2 名の学生が満点を獲得した。

3/5 科技部の徐爵民部長が中部サイエンスパークの発展現状を視察し、本局陳銘煌副局長は
各級の主管を率いて接待し、高等研究パークの百佳泰及び可速姆会社を訪問した。

3/28
「就職力を高め、羊年に満足する就職」2015 年中部サイエンスパーク企業連合就職博覧
会を開催し、合計で 2,854 の職位が提供された；3,000 人以上が参加し、初回内定率は
40％。

3/31 本局王永壮局長は中科実験学校中学部の新校舎新工事起工式の司会を務め、招待を受け
て楊瓊瓔委員、蔡其昌委員及び沈国栄理事長も参加した。

5/22
「科技部及びパーク同業組合フォーラム」が開催され、科技部の陳德新次長が司会を務
め、パーク同業組合の沈国栄理事長、三パーク管理局局長、労働部、経済部、教育部及
び企業も参加した。

5/26 科技部假二林鎮図書館にて政策環境アセスメント公聴会を開催し、科技部邱求慧司長が
司会を務め、本局の施文芳副局長が職員と共に参加した。

6/2 「中部サイエンスパーク管理局及び交通部中央気象局合作協議」署名式を開催し、本局
王永壮局長及び交通部中央気象局辛在勤局長が共同して署名した。

6/25
「二林パーク転換発展要求を協力する教育環境改善策略連盟」署名式で本局王永壮局長、
彰化県政府魏明谷県長、国立中科実験高校陳国祥校長及び彰化県立萬興中学趙士瑩校長
が共同して署名した。

6/26 「2015 年中部サイエンスパーク企業誘致説明会」を開催、本局王永壮局長が司会を務める。

7/5
革新創業激励計画 2015 年度第一段階授賞儀式を行い、中部サイエンスパーク指導研修の

「Caro-pharming」、「Smart Calibration」及び「Alchemy」などのチームが「創業傑出賞」
を受賞し、科技部の徐爵民部長が賞金を授賞した。

7/27 成立 12 周年「中部サイエンスパーク 12 唯一無二」祝賀行事を行い、行政院蕭家淇政務
委員、パーク同業組合沈国栄理事長などの約 300 名の貴賓が参加した。

8/29-9/2 科技部の徐爵民部長、本局王永壮局長及び竹南科代表が大陸西安の「第三回海峡两岸科
学技術フォーラム」に参加。

11/11
本局は労働部全国労働検査機関の 2014 年の業績評価にて「優等」を授賞し、パーク企業
の安全かつ衛生的な作業環境、労働者の権利と利益を有効に確保し、パーク全体の良質
な環境イメージを向上させた。
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11/14
革新創業激励計画第二段階の受賞者が発表された。中部サイエンスパーク革新創業チー
ムの指導成績は豊富であり、「Morcellbag」、「Neurospeed」及び「MangaChat」の 3
チームが Top10 に入り、また、バイオ医療、革新テクノロジー及びクラウドアプリケー
ションなどの分野で「創業ポテンシャル賞」を受賞した。

12/3
パーク同業組合は上級管理責任者懇親会を開催した。林佳龍市長は台中の期待を伝え、
前国科会委員長陳建仁及び本局王永壮局長などがパーク企業のエネルギー、税制、産業
発展、人材保留及びパーク施設などの議題に対して討論した。

12/8
本局は 2014 年政府内部コントロール評価作業に参加し、行政院内部コントロール評価甲
等賞を受賞した。
台中パーク環境アセスメントレポートが環境保護署第 292 回の環境アセスメント大会を
通過した。

12/11 行政院科学技術会報弁公室は高等研究パーク「未来良質生活実験場企画と建設」計画を
通過した。
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