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Okinawa 経済ニュース No.4 10 月 13 日 

福建―台湾―沖縄トライアングル経済圏の可能性 

はじめに 

1. 福建―台湾―沖縄トライアングル経済圏 

2. 厦門―欧州の鉄道ライン 

3. 厦門港発のクルーズ船 

結び 

 

はじめに 

先日、台湾の SEMICON TAIWAN 2016 や中国厦門の CIFIT:The China International Fair for 

Investment and Trade 2016 を視察する機会があり、現場で、台湾や中国の沖縄との経済関

係の情報を得る機会がありました。経済特区を結んだ福建―台湾―沖縄トライアングル経

済圏の可能性、厦門―欧州の鉄道ラインを通じた中央アジア、ヨーロッパへの経済展開の

可能性、厦門港発のクルーズ船の沖縄向け展開等について、報告します。 

 

１. 福建―台湾―沖縄トライアングル経済圏 

台湾の SEMICON TAIWAN 2016 は世界から 700 の展示と 1600 に及ぶブースが存在し、43,000

人が参加する半導体の展示会であり、最新の制御装置等を利用した IT 関連の展示が主でし

た。 

本県に立地している２社もブースを構え、広報・営業を展開していました。１社は、米

アップルの新型スマホの受注をしてスマホの頭脳などになる高性能品で世界シェアは８割

に達している台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）と連携しており、今後の成長が期待できます。

他の１社は高度な技術による製薬の流量計を生産しており、今後、アジア展開をさらに進

めたいとのことでした。 

図 1  SEMICON TAIWAN 2016 の会場(筆者 撮影) 
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沖縄県の商工労働部企業立地推進課のブースでは台湾と沖縄の経済連携モデルを説明し

ていました。沖縄を経由して出す際に”Made in Japan” の表示ができ、県内経済特区の

優遇措置、また日本との FTA、EPA1提携国への輸出が有利になる等の比較優位があり、それ

らの優位性を組み合わせることにより、福建―台湾―沖縄トライアングル経済圏成立の可

能性が出てきます。福建、台湾 、沖縄の下記の優位性や要件を組み合わせて、ビジネスの

創出、企業立地が期待でき、福建―台湾―沖縄トライアングル経済圏の可能性が出てくる

と思います。 

 

 (1) 経済特区・貿易実験区等  

・沖縄の経済特区 

沖縄には、他県には無い高率（最大 40%）の所得控除や設備投資を促進する税制上の優遇

措置等が講じられています。各特区・地域制度で講じられている優遇措置等の概要（対象

となる区域、業種等）は、下記のとおりとなります。 

表 1 

 

出所: 沖縄県 HP 経済特区沖縄

http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/seisaku/kikaku/keizaitokku.html 

 

                             
1 FTA とは自由貿易協定であり、EPA は経済連携協定のことを指す。EPA・FTA は、現在日本は 16 か国と発

効し、６か国と交渉中である。 

(外務省 HPhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/) 
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・福建の経済特区・自由貿易試験区 

 2013 年に上海で開始された中国の自由貿易試験区は、その後、規模も内容も拡大され、

さらに天津、福建、広東でも同じ内容で開始されています。これら 4 地域の実験は、(1)投

資規制の緩和、(2)貿易手続きの簡素化、(3)金融サービスの開放、などの制度改革を柱と

して進んでいます。2 厦門は中国(福建)自由貿易試験区の一つとなっています。立地企業

数は 9150 社でその内外資企業は 146 社となっています。3 

図 2 

 

出所: JETRO アジア経済研究所 研究会「中国の自由貿易実験区―現状と課題―」日中投資促進機構 調

査活動報告「自由貿易実験区」2015 年 10 月 22 日 日中投資促進機構 調査チーム 杉本、山崎、

番場、入澤、松島 

 

厦門は中国で最も早く設立された経済特別区の一つで、国家の計画単列都市(日本の政令

指定都市にあたる)であり、省級の経済管理権限と地方立法権を有しています。また、中国

で最も住みやすい都市の一つで、風景が美しく、気候は温暖である。優れた環境に恵まれ、

国家級のクリーンシティ、庭園都市、環境保全モデル都市、優秀観光都市に認定され、「中

国で最も人情の温かい都市」に選ばれています。電子情報産業、機械冶金工業、化学工業

は厦門の 3大中堅産業となっています。4 

                             
2 国際貿易振興会 http://www.japit.or.jp/kaihatsuku/6_12.html 
3 JETRO アジア経済研究所 研究会「中国の自由貿易実験区―現状と課題―」日中投資促進機構 調査活動

報告「自由貿易実験区」2015 年 10 月 22 日 日中投資促進機構 調査チーム 杉本、山崎、番場、入澤、

松島 
4 国際貿易振興会 http://www.japit.or.jp/kaihatsuku/6_12.html 



4 

 

中華人民共和国の建国以来、香港・マカオ・台湾は重視された特別地域です。中台双方

による両岸経済協力枠組協議（ECFA: Economic Cooperation Framework Agreement）等を

通じて近年、経済的連携の強化が図られています。台湾企業との経済交流のプラットホー

ムとして 2011 年、台湾の対岸に位置する福建省に設立されたのが平潭総合実験区です。平

潭は税関の特殊監督管理地域として、最も自由度の高い緩和・優遇措置を付与された新た

な税関特別監督管理モデルです。また、優遇政策を最大限、企業に与え、平潭を福建省に

おける台湾との窓口としてだけではなく、台湾企業が集積している長江デルタ、珠江デル

タ、内陸部の経済圏と台湾との窓口としても機能させるとのことです。5 

 

・台湾の経済特区 

 台湾にも輸出加工区、サイエンスパーク、自由貿易区等の、経済特区が存在します。 

輸出加工区では輸入税、貨物税、営業税が免除等の優遇措置、ワンストップサービスの

行政サービス、２４時間の自動化通関等制度もあります。6 

 

図 3                    表 2 

  

出所: 経済部輸出加工区管理処「輸出加工区の役割転換及びビジネスチャンス」報告者 歐嘉瑞処長 

(2) Made in Japan の使用 

福建または台湾から沖縄に原材料を入れ加工すると、”Made in Japan”を付して、諸外

国に輸出できます。 

                             
5 香港ポスト みずほ銀行香港営業第一部中国アセアン・リサーチアドバイザリー課 游 君婭 《69》平潭

総合実験区 ～中台経済交流のプラットホーム～ 

http://www.hkpost.com.hk/index2.php?id=10330#.V5A1l8okrX4 
6 経済部輸出加工区管理処「輸出加工区の役割転換及びビジネスチャンス」報告者 歐嘉瑞処長 
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(3) 覚書(MOU) 

那覇港管理組合は台湾の主要港を統括管理する台湾港務（張志清会長）と昨年４月、パ

ートナーシップ港の覚書（ＭＯＵ: Memorandum of Understanding）を締結しました。県内

船社が台湾に航路を開設・延伸する中、物流基盤を強化し、民間ビジネスを後押しする。

クルーズ振興でも連携していく方針です。また、今年９月には県産業振興公社と台湾の金

属工業研究発展センターの間で、半導体や医療機器産業の貿易拡大のための覚書(MOU)が締

結されました。これら覚書は経済連携の推進力となります。 

 

(4) ロジスティクス 

厦門発欧州への鉄道が開通しています。(次章で説明)この鉄道ラインは中央アジアを経

由して欧州まで展開しており、沖縄や本土の原材料・製品を厦門に持ち込めば、これから

発展が期待される中央アジア、欧州の市場への拡大が期待できます。回路、空路、陸路の

輸送ルートを適切に組み合わせれば、リードタイムの縮減、費用の軽減が見込まれます。 

 

・具体的な事例研究 

 

(1)中華変換機能 

日本のブランドが大中華圏市場に参入する際のバリューチェーンの中で、台湾市場を経

由することで日本の商品・サービスを中華圏のニーズにあったものへ中華変換

（Chinalization）することが可能となります。中国と台湾が 2010 年 6 月に締結した経済

協力に関する枠組み協定である両岸経済協力枠組協議 ECFA（Economic Cooperation 

Framework Agreement）の活用することで税の減免による有利な条件が生まれます。2011 年

1 月から第一弾関税引き下げリスト（アーリーハーベスト）に記載された物品の関税引き下

げが開始され、2013 年 1月に同品目のゼロ関税化は完了しました。 

実際、艾迴音樂（Avex）は台湾を中国語音楽のクリエイティブ・センターと位置付け、

中華圏市場向けの音楽制作、マーケティング、管理等の機能を提供しています。摩斯漢堡

（モスバーガー）は、台湾で第 2位のファーストフードチェーンにまで成長し、台湾から

中国、オーストラリアへと海外展開しています。7 

 

 

 

 

 

                             
7 経済特区沖縄 セミナー＆商談会 in 台湾 【県内企業向け説明資料】沖縄県 商工労働部企業立地推進課、

2016 年 6 月 23 日 
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図 4 

 

出所: 経済特区沖縄 セミナー＆商談会 in 台湾 【県内企業向け説明資料】沖縄県 商工労働部企業立地

推進課、2016 年 6 月 23 日 

 

図 5 

 
出所: 経済特区沖縄 セミナー＆商談会 in 台湾 【県内企業向け説明資料】沖縄県 商工労働部企業立地

推進課、2016 年 6 月 23 日 
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・”Made in Japan”を付したビジネス展開 

 台湾の自動車部品会社がうるま市に立地し、製造、加工、組み付け後、”Made in Japan”

を付し、日本の自由貿易協定(FTA)加盟国数か国へ輸出をしている。その際の関税の減免は

5-20%である。 

図 6 

 
出所:沖縄県商工労働部企業立地推進課 

 

 

・福建・台湾・沖縄のトライアングル経済圏 

これまで示した経済特区、Made in Japan の使用、覚書(MOU)、自由貿易協定(FTA)・経済

連携協定(EPA)、両岸経済協力枠組協議(ECFA)、厦門発欧州の鉄道ライン、さらに沖縄を訪

れる外国人観光客（H27 年、167 万人）へのスマホを利用したビッグデータ収集等によるマ

ーケットリサーチ等のビジネス要素を吟味して、新規マーケットの開発、効率的なロジス

ティクスを研究すれば、物流、商流の経済圏が出現する可能性があると思われる。 
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図 7 福建・台湾・沖縄のトライアングル経済圏のイメージ 

 

出所:沖縄県商工労働部アジア経済戦略課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


