ブ ラ ン ド 一挙 紹 介

スマート な 未 来 を 造 る
先進の

世界を変える！

いま台湾企業の知恵とパワーが

革新的な製品を開発。

最新技術を駆使し、

台湾

すごいぞ

25

台湾がつくり出す

A NEW LI FESTYLE
台湾でのショッピングに財布はいらない。なぜなら

IoTデバイス（スマートフォン）を利用した支払いシス

テムが実現したから。日常の足のために自転車を所有
しなくていい。なぜならシェアリングエコノミーが発
達し、
街中にレンタサイクル「YouBike」があるから。
世界中の国々が第４次産業革命に乗り遅れまいと研
究開発にしのぎを削るなか、
驚くべきことに台湾では、
製造現場や市民生活が主体となった変革をもう実感
できる段階にある。
それを可能とした秘密は、IT を駆使したイノベー
ションを起こそうとするアジア版シリコンバレー構想
に早々に着手できた官民の高機動力がひとつ。もうひ
とつは、
台湾人の性格とＩT 産業の親和性の高さにあ
るといえるだろう。
台湾はこれまで稀有で複雑な歴史を体験し、
外から
もたらされる文化と技術を、
積極的に吸収しようとする
感覚をDNAに取り込んできた。人々はとにかくオープ
ンマインドで好奇心が旺盛だ。袖が触れ合うくらいの
縁でもグイグイ話しかけてきてくれるし、
年齢を問わず
勉強熱心で外国語をひとつかふたつ勉強する人がとて
も多い。個人も企業も、
自分への投資を怠らない。明る
い未来を切り開くには、
失敗を恐れて足踏みをする暇
がないと知っている。つまり、I T によるイノベーション
を生む土壌が整っているというわけなのである。
今後の世界の趨勢と、
社会ひいては人間の価値観
にまで影響を及ぼすとされる第４次産業革命。その変
革の中核をなすとされるIoTデバイス、A I 、ブロック
チェーン技術の台湾での開発状況を、
特に本書では
IoTにスポットを当てて紹介する。自動運転タクシー
に乗って、
車内で医師ＡＩに血糖値を測定してもらいな
がらロボット調理師がいる人気のダイニングに出かけ
る。そんな日常が荒唐無稽ではなくなってきている。
©shutterstock.com
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Part 1

いま注目の

台湾

IoT 2018

元祖IoTデバイスであるスマートフォンが登場して約10年。あらゆるモノとモノがインターネットでつな

てノミネートされた６製品のうち２製品が台湾企業のもの。うちひとつがIoT大賞を受賞している。日本で

がり、
データがクラウド上で共有される時代に入った。中小企業によるモノづくりと、
積極的な海外進出で

開催されたスタートアップイベント「SLUSH ASIA」や、
フェイスブックが主催する「FbStart105」で

経済成長を遂げた台湾では、
斬新なIoTビジネスが次々に誕生し、
世界中から注目が集まっている。
文字ダミーば「観光」のイメージが強いが、
実は近年、
台湾発のハイレベルな“モノ”が注目されている。世界にシェアを広

アジア太平洋地域におけるIoT展示会「IoT Asia 2018」
（開催地：シンガポール）では、
優秀製品とし
げる優良製品はどのように生み出されるのか……。そのパワーの源を探ってみた。台湾といえば「観光」のイメージが強い

も台湾企業が名誉ある賞を獲得しており、
台湾のスタートアップ企業の活躍は目覚ましい。パート1では、
文字ダミーば「観光」のイメージが強いが、
実は近年、
台湾発のハイレベルな“モノ”が注目されている。世界にシェアを広
そんなＩoTビジネスに活気づく台湾ビジネスの展望にせまる。
げる優良製品はどのように生み出されるのか……。そのパワーの源を探ってみた。台湾といえば「観光」のイメージが強い

IoT

Part 1

いま注目の 台湾

よりスマートに

世界が注目する IoT 市場の拡大

IoT 2018

進化を続ける台湾 I oT
ここまで変わる！ IoT が革新する幅広い領域

IoTの何がすごいのか。

サーが集めた情報がネットを通じクラウドに送られる、
③

もうひとつ、
IoTを理解するのに参考になる取り組みを

いまさら人に聞けないし、
何だか難しそう、
と考えた人

集めた情報をAIなどが分析する、
④分析によってモノの働

あげておこう。台湾、
日本を含め世界各国･地域が進めて

のために、
カンタンに整理しておこう。IoTとはインターネッ

きが改善されたり、
人の購買行動が予測できたりする。こ

いる「スマートシティ」構想だ。

ている。そしてその領域は生活･社会に関わるほぼすべて
といえるほど幅広い。
このスマートシティが、
IoTによってバージョンアップされ
た。いまやスマートシティは単にデジタル化し効率化する

ト･オブ･シングス（Internet of Things）の略、
「モノのイ

れらプロセスのうち人が制御する部分もあるが、
多くは自

スマートシティとは、
ITなど先端技術を用いて社会的な

ンターネット」と訳される。何も難しくはなく、
世にあるさま

動化される。自動で機械同士が通信し合って、
もっと人に

課題を解決する都市・地域づくりのことだ。解決するべき

という段階を超え、
あらゆるモノがネットにつながり、
蓄積

ざまなモノがネットにつながる、
ということだ。
IoTによって

役立つ振る舞いをするようになる。大量にセンサリングさ

課題は、
エネルギー効率化、
廃棄物の削減、
リサイクルの

されたデータが分析され、
AIが自動でより生活を便利に変

生活やビジネスが変わるというので、
最近は技術系の専

れたデータを分析すれば、
人がどういうときに何を好むか

推進といった省エネ・エコ、
また介護･医療の高度化や遠

えていく、
という段階に進化した。よりネットにつながった、

予測して、
売れるモノ・サービスを生み出すことができる。

隔地医療、
教育、
電子決済、
行政サービスといった公共の

よりインテリジェントな段階だ。

専門家たちも成長の速度･規模に差はあれ、
市場が拡

福祉にかかわる領域。これらを解決するため、
都市まるご

すでにIoTがカバーしている領域もまた幅広い。
以降は

大するのは間違いないと予測している。世界のIoT市場

とスマート化して全体最適を図ることで、
生活はより快適

「住まい（スマートハウス）
」
「交通（スマート交通）
」
「医

は、
もっとも強気なGartner社の予測によれば2020年に

になる。多様な革新はそのままビジネスチャンスとなる。

門誌ばかりでなく、
一般誌や新聞でもよく目にするように
なった。なかでも台湾IoTに関する特集が多い。
いま、
台湾のIoTは世界から注目されているのだ。
モノがネットにつながって利益を生むには、
いくつかの

世界の IoT
市場予測

3000

( 百万 US$)

2925.787

出典：Gartner
（2017年1

Gartner 社
1379.505

JOURNAL、2015年6月）
、

SMART
CITY

655.8
500

561.04

Marketsandmarkets
（2017
年6月）
から編集部まとめ

IDC 社

1000

（THE WALL STREET

福祉の充実

1700

1500

Market to Reach $1.7
Trillion by 2020:IDC」

省エネ・
CO 2 削減

2500

2000

月）
、
「Internet of Things

いこう。

だから、
世界中でスマートシティの実証実験が進められ

およそ30億US$の規模になるという（下図）
。

プロセスを経る。①モノにセンサーが付けられる、
②セン

療（スマート医療）
」に分けて、
台湾の優れた技術を見て

Markets & Markets 社

170.57

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

スマート
リサイクル

スマート
グリーン建築

（リサイクルのスマート化）

（エコでスマートな建築）

省エネ型
スマートコミュニティ

スマートグリッド

ヘルスケア
モニターシステム

遠隔医療
ネットワーク

遠隔地の医療
緊急通報システム

台湾政府も後押し。IoT を含む広範な取り組み
これだけ有望な市場だということで、
各国･地域はこぞっ
てIoT支援の政策を掲げている。台湾も例外ではない。

が、
それは「受託製造」
「生産拠点・市場としての中国へ
の依存」という背景をもっていた。中国が台頭するいま、

台湾では、
2016年5月に発足した蔡政権が「5大イノ

このままではジリ貧になる。この従来の成長モデルに代

ベーション計画」を打ち出している。既存の経済成長モデ

わる発展モデルが、
「5大計画」なのである。
IoTはその重

ルではなく、
新たな経済発展モデルへの転換を目指し、
重

要な柱だ。

点領域に「アジアのシリコンバレー」
「スマート機械」
「グ
リーンエネルギー」
「バイオ医薬」
「国防産業」の5本柱を
あげた。ズバリの「スマート機械」だけでなく、
「アジアのシ

1

もともと台湾がエレクトロニクスに強いのはご存じの
世界を席巻した。
2016年にシャープを買収した鴻海（ホ
ンハイ）精密工業は米アップルのOEM工場として有名だ
し、
工業技術研究院*からスピンオフしたTSMCは、
いまや
半導体受託製造の世界最大手だ。
しかし、
中国が技術力で追い上げてきた。ここ20年、
台湾のエレクトロニクス産業は高い成長を遂げてきた

10

2
3
4
5

防災・警報
システム

*1973年に設立された世界的な産業技術研究開発機構

ション計 画
5 大イノベー

リコンバレー」というのも実質、
IoT支援策だ。
通り。日米欧の電子機器ブランドの受託製造（OEM）で

スマートハウス
警報通報システム

アジ アの シ

ー
リコ ンバ レ

械
スマート 機
ネ
グ リ ーンエ

（スマートに電力を使う
地域・都市）

電子決済
システム

携帯電話を使った
近距離無線通信サービス

スマート交通

協働教育プラットフォーム

電子政府
サービス

（次世代送電網）

スマート EV システム

ルギー

モノのインターネット
（IoT）

バ イオ 医 薬
国防産業

（電気自動車やそのインフラをスマート化）

出典：日本経済新聞
（2016/06/19）

出典：
『中華民国台湾投資通信』
（野村総合研究所、February 2012）

A m a z i n g Ta i w a n

11

IoT

Part 1

いま注目の 台湾

IoT 2018

わる電子製品が、
もともと台湾製造業の強みだからだろ
う。住まいの中で、
IoTをはじめとするスマート化が、
いまや
百花繚乱の様相を呈している。

スマートハウス

具体的に見てみよう。

Smart Home

Acer社が開発した「PAWBO Munch」は、
外出先でも
自宅のペットの様子がスマホを通じて高精細で確認でき
る。声でのコミュニケーション、
餌やりから、
ペット用ゲーム
までできるので、
ペットのストレスを軽減したい愛犬家・愛
猫家にはうれしい。

家全体がネットにつながる
スマートハウス製品が続々と
台湾エクセレンス賞を受賞
AI スピーカー附属製品や
VR、ロボ、AI 家電と目白押し

MSI（Micro-Star International Co.,Ltd.）社 の「VR
Gaming Backpack PC」は、
VRをワイヤレスに体験でき
るバックパック型PCだ。通電中に電池パックを交換でき
Acer 社 の「PAWBO Munch」
。
日本ではPCで有名なAcer が
開発した。離れていても家の
ペットと一緒にいるように過ご
すことができる。
（→38ページ）

るので、
中断することなく思う存分VRゲームが楽しめる。
膨大な計算量が必要なVRを処理するためPCに生じる熱
は、
強力なファンで冷却して解決している。

日本でもゲーミングPCなどで有名なMSI社の「VR Gaming Backpack PC」
。VRに
特化したバックパック型PCで、電源コードがないためユーザーは自由に動き回るこ
とができる。
（→34ページ）

Cal-Comp Big Data社は「HiMirror Plus」
を開発した。

あったコスメを提案してくれるほか、
好みのメイクスタイル

日本の高感度な女性の間ではすでに知られる「HiMirror」

を選べば動画でメイク方法も教えてくれる。自宅にコスメ

の次世代機だ。自分の肌状態の履歴が保存され、肌に

アドバイザーがいるようなものだ。

家庭から地域へ、さらには
街をまるごとスマート化

スマートハウスといえば、
IT使用による
効率的なエネルギー使用、
スマホとつな

スマートハウスの考え方は、

がったホームセキュリティ・防

1990年代のアメリカで見られ

災機器を思い浮かべる人

たし、
日本ではスマートグリッ

も多いだろう。照明･空調

ドやスマートコミュニティなど、

などの家電がITでもっと便

エネルギー供給の効率化を主

利になり、
いまや生活支援ロ

軸に官民で進められてきた。そ

ボットだって販売されている。

こには東日本 大 震災後の節

ほかにも、
電力供給や熱供給、
エネ

電という切実な記憶の影響も

ルギー貯蔵や上下水道、
ガスもスマート化

あった。台湾でも、
政府の後押

の対象だ。換気システムや建物の壁に用いる

しを受けてさまざまな機械の

パネル工法、
いままで電化されていなかった窓

スマート化が 進められている

したい人のためのビューティーミ

やドア、
施錠といったものまで、
住まいの中にあっ

のは、
すでに述べた通りだ。

ラー。肌状態の履歴を記録、持っ

てスマート化されるものはかなり多い。
事実、
台湾エクセレンス賞2018を受賞した製

家にあるさまざまなモノが

Cal-Comp Big Data社の「Hi
Mirror Plus」
。さらに美を追究

ているコスメの使用状況まで管理
することができる。
（→40ページ）

ネットにつながり、
生活がより

品たちを眺めるだけでも、
そのカバーする

便利に、
より快適になるだけではない。電気、
水といった

範囲の広さは相当なものだ。上述の

資源の供給が、
地域･街といった、
より大きな単位で最適

領域に加えてペット、
美容、
妊活、

化される。これはスマートシティが目標としていることのひ

教育、
エンタメ、
それにスマート

とつだ。スマート化が資源の節約を実現するなら、
世界中

化するために必要なルーター

の先進国・地域でこぞって開発と実証実験が進められて

などのネット機器と、
何でもあ

いるというのもうなずける。
そしてスマートシティは交通や医療などといったサービス

りだ。
それというのも、
これら生活に関

も含む。渋滞の解消・効率的な物流や、
少数の医師による
効率的な診療や遠隔地医療といった、
地域･都市などの大

Robotelf Technologies 社の家 庭 用お手 伝いロボット
「Robelf」
。10万円以下という低価格で介護、子育て、飲
食店向けサポート機能などが充実している。
（→54ページ）

12

きな単位で効率化が求められる分野であれば当然ともいえ
る。次は、
そのうちの「スマート交通」について、
見てみよう。

A m a z i n g Ta i w a n
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Part 1

いま注目の 台湾

Special Interview 1
は考えています。質問を表面的にとらえず、
その奥にこそ、

IoT 時代を生き抜くために

もっと人々を引きつける本当のニーズが潜んでいるはずで

ヒトの環境を
もっとスマートに

す。むしろ私からはこう聞いてみましょう。
「スマホからスクー
ターのほうに情報を送ったらいいんじゃないですか？」
この問いの答えとして、
私たちは既存の製品を改良して、
2つの変革をもたらしました。まず、
ダッシュボードに小さな
液晶ディスプレイを設置しました。そこにはスマホからの通

「多くのモノがもっとスマートになり、ネットにつながるようになり

知が表示されます。これで運転中にスマホが取り出せず、
通

ます。この変化の波が生み出すビジネスチャンスは計り知れないほ

知を見逃したりすることはありません。

ど大きい」ーー。こう語るのは、台湾でもっとも優れた起業家・イノ

また、
通知は赤信号などで止まっているときにだけ表示

ベーターである王（ワン）さんだ。外食や交通、
介護はいかにスマー

され、
発車時には自動的に消えます。これで運転中の通知

トになるのか？ これらの産業がいかに収益をあげ、ブランド価値

もうひとつの変革は、
混み合う駐車場でも、
素早く愛車

氏

が似たり寄ったり。特に夜の暗い駐車場で愛車を見つけ

（ワン・ジンホン）

るのは大変です。ならばスクーターのキーとスマホをペア
リングしておいて、
キーをバイクから抜いた瞬間に、
GPSを
店の評判が落ちるかもしれないという心配があります。

利用して現在位置をスマホに覚えさせればいい。
スクーター

こうした懸念を解決するために、
「Noodoe Swift」という

を探すときには、
コンパスのような矢印をスマホに表示し

オーダーシステムを開発しました。
使うのは、
オーダー用のス

て、
停車位置まで誘導するようにします。この２つの変革に

イッチと、
店員がするリストバンドです。客が「水」の方向に

加えて、
私たちはスクーターの世界的なメーカーであるキム

スイッチを倒すと、
それを店員のリストバンドが感知。リスト

コ（KYMCO、
光陽機車）と、
共同でナビゲーションシステム

バンドが振動し、
バンドの小型ディスプレイにテーブルナン

を開発しています。その画面デザインはスクーター用に最

バーと「水」というオーダーが表示されます。これで「客が

適化されていて、
車のものとはまったく異なります。

オーダーをする」のと「店員がオーダーを受ける」との間に、

スクーターでは、
大きなディスプレイを載せる余裕があり

時間差が無くなります。
店員はお客さんがいる方向を見ずと

ませんし、
ヘルメットをかぶるので聴覚と視覚が制限されま

も、
全方向のお客さんのオーダーが分かります。

す。そこで「3つ先の交差点を左折してください」
「あと1つ

さらに、
顧客満足度だけでなく、
レストラン運営のコスト
効率も改善されます。収益アップにつながるでしょう。なぜ

先の交差点です」など、
スクーター向けのシンプルで直感的
なガイドにしました。

ならこのシステムにより、
オーダーのデータが集計できるか

Noodoe Swift

らです。データを分析すれば、
混む時間、
暇な時間のスタッ

オーダーに要する待ち時間をゼロにすることにより飲料販売をスピードアップしてく

フィングを最適化できます。そうすることで、
潜在的なオー

ンクならびにアルコール飲料の売上を増加させている。オーダー用スイッチを、
「飲
み物の注文」
「デザートの注文」
といったオーダー内容に応じた方向に倒すだけで、そ
れを店員に伝えることができる。日本の販売代理店であるS-cubism社は、願いを叶
えるブロックの意味で
「ねがブロ」
と名付けた。

ダーのロスを減らせるのです。
「Noodoe Swift」の注目は高まっています。
2016年には世
界的な市場調査企業Gartner社の「Cool Vendor of Year」
に選ばれました。また、
日本からの視線も熱く、
日経BP社の
「ITpro EXPO AWARD」優秀賞をいただきました。この賞

効率化と最適化のチャンス
いかに現状を打破するか
「ネットやセンサー技術、
それに最新の電子部品の計算能
力を生かす」
「開発チームの創造力と本質を見抜く力をもっ
て現状のビジネスを打破する」
。私はこのことばかりを考え

干渉をしなくてすむのです。

たサービスを提供しており、
それが表彰されたのです。

自分のスクーターを
ウロウロと探さなくていい

競合に先駆けて、
本当にユニークで意義あるユーザー体
験を生み出す。それには、
以下のような技術・能力を統合す
る必要があります。
「ユーザー体験をデザインする力」
「クラ
ウド・サービスの技術」
「ソフトをデザインする力」
「工業デ
ザインができる力」
「電子機器やファームウェアをデザイン
する力」
「無線技術、
機械工学、
製造性」
「マーケティング・
ブランド戦略」
。
これは、
絶えず技術変革が起こる産業にあって、
ビジネス
を行うために必要なことです。その点で、
台湾は本当に恵ま
れています。台湾は「電子天国」として高い評価を得ていま
す。しかしそれだけではありません。変革が期待されるすべ
ての領域に大勢のエンジニアがおり、
人材が豊富なのです。
台湾人は探求心に溢れ、
いつでも新しいアイデアを探し求
めています。台湾が受託製造で世界のトップに立てたのは、
こうした人材のおかげです。
私たちがもつ世界レベルの専門知識とは、
まれにみるよう
な技巧とエンジニアリングとが結びついた結果なのです。

ぐにおじいちゃんを助けられなかったらどうしよう」と不

私たちは情熱をもって本質を見いだします。情熱をもって突

安なことでしょう。これには、
「目立たないセンサー」である

破口を見つけ、
魔法のような体験を生み出し、
最先端技術を

「ToF（Time of Flight）センサー」が、
ガーディアンエンジェ

実装するのです。

ル（守護天使）になってくれると思いつきました。
ToFは、
光などの波長を発して近くのモノに反射させ、
戻ってくるまでの時間を計測して周囲を把握するというセ
ンサーです。これを浴室などの天井に取り付けて、
専用のア
プリを使って管理します。そうすれば、
高齢者が転倒すると
事故が疑われると、
アプリが自動でアラートを鳴らしま

レストランでは、
「水をください」や「お会計」といった些

ものです。そこで私はよくこう聞かれます。
「連携というと、
ス

す。これを高齢者がすぐに消さなかった場合、
センサーは

末なことでも、
いちいち大声を挙げて、
店員さんの注意を引

クーターからスマホに、
タイヤの空気圧とかガス残量とかを

クラウドにつながっているので、
クラウドを通して家族にア

かねばなりません。面倒くさいですよね。他方、
事業主から

知らせるんですか？」

ラートが送られます。重要なのは、
監視カメラや、
録音設備

けれどもこれは、
ユーザーの本当のニーズではないと私

変化するビジネスソリューションのための
プラットフォームづくり

らどうしよう」という不安を抱えています。家族も同じく「す

ます。台湾では、
スクーターは人々の足としてごくありふれた

すれば、
店員がお客さんの呼びかけに気づけないと、
それで

真なども表示でき、表示デザイン
（スキン）
は誰もがカスタマイズできる。

Noodoeは、
まさにこうした考え方が具現化した場所です。
独り居の高齢者は、
「突然倒れて助けを求められなかった

いう事故が起きたときに、
それをセンサーが検知できます。

ましょう。
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を受賞したS-cubism社は、
Noodoeのソリューションを用い

「目立たないセンサー」で
独り暮らしの高齢者を見守る

交通分野では、
スクーターとスマホの連携に着目してい

ています。まず身近な例として、
レストランの場合を考えてみ

する。Noodoe が KYMCO（光陽機車）
と共同開発した。ディスプレイには時計や写

を発見できるようにしたことです。多くのスクーターは外観

起業家・IT イノベーター

れるオーダー通知システム。事実、ホテルやレストラン、バーやクラブでソフトドリ

Noodoe Navigation
スクーターに最適化されたナビで、中央の円形カラーディスプレイに道案内を表示

に気をとられ、
それで事故が起きることを防げます。

を高め、顧客を増やすことができるのか？ 王さんの考えを聞いた。

王景弘

IoT 2018

董事長 Chairman

王景弘 John Wang

（ワン・ジンホン）
さん

マサチューセッツ工科大学を卒業、ハーバー
ドビジネススクールを修了した後、HTCの黎
明期と黄金期（2005～ 2011年）に幹部社員。
2014年からIoT端末開発のヌードー
（拓連科技）
や、VR（仮想現実）コンテンツを制作するフー
ループ
（拓集科技）
などを設立し経営している。

Noodoe
拓連科技
董事長：王景弘
設立 ：2014 年
業種 ：IoT 端末、サービス、
コンテンツの設計販売
従業員数：60（2017 年、関連
企業を含む）

を使わないことです。つまり、
おじいちゃんの生活に余計な
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IoT が革新した ETC システム
スマート交通

Smart Transportation
シェア自転車や
フリーフロー ETC で先行
さらに交通をスマート化

IoT 2018

GEOSAT 社 が 制 作し
た超軽量ドローン「翼龍
Pterosaur™」はステル
ス機のような固定翼が
特徴。それでは操作が
難しいのではないかと思
いきや、開発者による
と10 分もあれば簡単な
操作法を習得できるとい
う。着陸時にパラシュー
トを放出し、機体の天地
が反転して着地の衝撃
を和らげる仕組みはプロ
に好評だ。
（→62ページ）

IoT化によって、
より便利に社会が変革する。それを交
通の分野でもっとも雄弁に物語っているのが、
高速道路
ETCシステムのスマート化だ。
台湾の高速道路には、
渋滞の元凶である有人の料金
所が一切ない。一体どういう仕組みになっているのか？
ドライバーはICタグ付きの小さいシールをフロントガラ
スなどに貼る。これであなたの愛車のIoT化は完了。快調
に高速道路を走っているときに、
右の写真のようなゲー
トをくぐると、
そこに搭載されているセンサーがシールを
読み取り、
自動で料金を精算してくれる。
なおシールが貼られていない車が通過した時は、
ナン
バープレートが撮影され、
それを元にドライバーの家が割
り出され請求書が届けられる。抜かりなしである。このシ
ステムでは渋滞が減るばかりか、
従来と比べ料金所の設
置・運用費が削減できる。そのため世界各地から引き合

台湾の高速道路に実装されている
ETCシステム。道路の上に設置
されたセンサー機器の下を通るだ
けで料金の精算ができる。これに
より台湾では有人の料金所が不要
になった。
（→66ページ）

いが強まっている。

交通の課題を IoT で解決
都市に人口が集中するあまり、
超満員の電車や、
解消さ
れない渋滞の発生で、
交通インフラがパンクする。こうし
た課題をIoTで解決するのが交通のスマート化だ。
世界中で、
交通手段の分散化や、
交通機関同士の接続
をスムーズにする施策が計画されているが、
台湾では他
国・地域に先駆けて運用事例がある。
有名なのは自転車やバイクのスマート化。利用情報を
デジタル管理することで、
自転車のシェアを可能とした
「YouBike」が台北市を中心に定着した。さらに近年、
電動
スクーターのシェアサービスが始まるなど、
所有から共有
への流れが顕著になっている。ほかには空車情報がスマ
ホで確認できる「スマート駐車場」の試験導入、
ドローン
や自動運転車を使う「スマート物流」
のための法整備まで
もが急ピッチで進む。

幅広い用途があるスマート交通製品

安全性も高い。
あるいはDarfon社が開発した「ハイパワー電動アシス

交通分野に限ってもIoT化の可能性は伸びしろが大きい。
利便性の向上だけにとどまらず、交通量・土地利用状況な

連動しているので、
ナビに加えて、
心拍数や消費カロリー

どの調査・分析や、趣味の領域でも活用が進んでいる。

のコントロールができる。強力なバッテリーでアクティビ

例えばGEOSAT社による「超軽量ドローン」は、
搭載さ
街乗りにも遠乗りにも便利でスマートなDarfon社の電動アシスト自転車。強力なバッ
テリーとモーターを備え、アプリでバッテリー残量や現在位置なども確認できるとい
うIoT仕様。写真のようなシティサイクル以外にもＭＴＢやママチャリも用意され、
カラーバリエーションも豊富。
（→58ページ）
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トMTB」
。各種センサーが内蔵されて、
スマホのアプリと

れたミラーレスカメラを操作し、
鮮明な写真撮影ができる。

ティの範囲が広がるだろう。
交通・乗り物ということで想像力を豊かにするなら、
ショ

そのため交通量調査などのほかにスマート農業や土地測

ベルカーや消防車などの働く車、
ベビーカーなど、
ほかに

量・分析、
都市計画など広い分野で活躍している。操作性・

もさまざまな可能性が潜んでいるはず、
と夢が広がる。

A m a z i n g Ta i w a n
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Special Interview 2

IoT 2018

住友商事、台湾 Gogoro と資本提携

環境と共生し、社会に適応した
電動スクーターシェアリング
を目指して
抜けるような青い空と海に映える電動スクーター。台
湾で急成長するGogoro 社の電動スクーターに、住
友商事は早くから着目していた。同社と提携した新
サービスが石垣島で始まっているが、その狙いは何か、
Gogoro社の何が魅力だったのか。プロジェクトを
主導した住友商事のキーパーソンに聞いた。
住友商事株式会社
モビリティサービス事業第一部副部長
兼 EV･ エナジーネットワークチーム長

Go Station。使用したバッテリーを充電済みのバッテリーに
カンタンに交換できる

緒方剛 氏

エコ技術の台湾Gogoro社と
石垣で新サービスを開始

Gogoro社のスクーターはすべてバッテリー交換式の電
動スクーター。島内４カ所に設置された無人のバッテリー

垣市役所の駐車場にもバッテリーステーションが置かれ
ています」

ステーションへ行けば、
いつでも無料で充電済みバッテ
2018年2月、沖縄県石垣島で台湾のG ogo ro 社製ス
クーター100台を使ったシェアリングサービス「GO SHARE」がスタートした。

リーと交換できる。
運営を手掛けるのは住友商事が設立した（株）
e-SHA

地域に合ったサービス
他社との連携も視野

RE石垣。Gogoro社とパートナーシップ契約を締結し、
車
体だけでなくバッテリーをシェアするシステム自体を導入
した。
台湾では2015年のサービス開始以来、
すでに6万台

しかし、
台湾のスクーター販売事業とはややシステムが
異なる。石垣島での「GO SHARE」は台湾と違って観光
客向けのシェアリングサービスになっているという点だ。

近い電動スクーターを売り上げ、
バッテリーステーション

「台湾では車体を購入し、
定額制でバッテリーをシェアす

も500カ所以上設置されているという。
Gogoro社と提携

るシステムですが、
石垣島では車体を時間制でレンタルし

した住友商事モビリティサービス事業部の緒方剛副部長

ています。これは観光客が多い石垣島に合わせた判断で

は、
以前から台湾の電動スクーターに着目していた。

あり、
ほかの都市でサービスを展開する場合でも地域性

「半導体メーカーをはじめとする台湾企業の技術力は世
界的に高く評価されています。近年はさらにその技術力
を生かした次世代サービスの構築にも各社が力を入れて
いる。そのひとつがGogoro社の取り組みではないでしょ

に合った形でのスクーターシェアリングを提供できればと
考えています」
緒方氏は未来に向けてGogoro社のシェアリングサービ
スに大きな可能性を感じている。

うか。二酸化炭素や窒素酸化物を排出しないグリーンエ

「将来的には他社のスクーターとも連携し、
「GO SHARE」

ネルギーの推進を掲げる台湾政府の援助も取り付け、

のバッテリーステーションを共有のプラットホームとして

Gogoro社の電動スクータービジネスは年々事業規模を

活用できるようにしたい。バッテリーのシェアリングシステ

拡大しています。とにかく勢いがありますね」

ムは、
二輪車にとどまらず電気自動車を普及させるための

日本でのサービス開始が石垣島になったのは明確な
狙いがある。その背景には石垣島では観光客の増加にと
もない、
レンタカーの駐車場不足や排気ガスによる環境

ひとつのビジネスモデルにもなり得ると思います」
台湾発の電動スクーターが日本でも定着するのか、
今

2017年、Gogoro 社との提携の記者発表の様子

後の展開が大いに注目される。

への影響など新たなリスクが懸念されていることがある。
Gogoro 社製のバッテリー交換式電動スクーター。バッテリー交換は Go Stationという無人バッテリーステーションで行い、所要わずか数十秒で交換可能
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「電動スクーターが普及すればそういった問題も緩和で
きる。この事業には石垣市からもご賛同をいただき、
石

19
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いま注目の 台湾

Taiwan Main Orthopedics Biotechnology
社が制作した、執刀医をナビするMRヘッドセッ
ト、
「Foresee-X」
。MRとは複合現実の意味。こ
れを装着することで、執刀医の視界に手術状況
をサポートする映像が現れる。
（→74ページ）

Topics

スマート医療

Smart Medical Care

Kinpo Electronics 社による、運動中も邪魔にならない心電図計測デバイス。デバ
イスを内蔵するシャツの設計にも妥協を許さず、まるで付けていないような付け心
地。でも精度はバッチリ！ （→78ページ）

血糖値測定器、
血圧計、
コンタクトレンズ、
それに病院に

世界で注目される
台湾・医療機器
日台連携にも期待

積してきた歴史の賜物といっていい。
強みである医療・ヘルスケア製品を、
ハイエンドなもの
として進化させようと、
台湾は政策としてIoT化に舵を切っ
た。
2010年前後にさまざまな研究開発が始まり、
官民、
産
学がうまく連携しながら地道に続けられてきた。そうして
からの引き合いが強まっている。欧米の医師と共同で、
新
しい手術機器を開発するなど、
高度な最先端医療技術で
も存在感が出てきた。

ビッグデータの収集と利用で、
より精度の高い医療を目指す
医療とヘルスケア機器のIoT化によって、
メーカーは大き
な副産物を得られる。それは診療データを中心としたビッ
グデータである。これをデータサイエンティストが解析し
て、
思わぬ病気の原因を見つけたり、
AIの開発に利用した
りといったことが期待されている。
例えばLite-Med社（→72ページ）の結石破砕装置が
典型的だ。同社ではこの機器を用いた遠隔地医療を、
イ

医療とヘルスケアに
革新がもたらされる

マートヘルスケア」といった言葉が近年使われるように

ンドネシアですでに行っている。
1年以上にわたり収集した

なってきた。では医療機器とヘルスケア用品がインター

診療データは約２万件。これをAIの機械学習に使い、
医

ネットとつながることで、
どんなことが起きるのか？

師をサポートするAI開発に着手している。

まずスマート医療についていうと、
医師と患者の負担軽
IoT化の波は医療機器やヘルスケア用品の分野にも押
し寄せている。これらの総称として「スマート医療」や「ス

減や、
遠隔地医療の実現が見込まれている。
例えば医療器具に超音波装置を付けて体内の様子を
リアルタイムにモニタリングし、
それを見ながら医師が的
確かつ迅速に治療できる機器が登場している。または人
間ドックで使われるような検査機器が取得したデータを、
遠く離れた大学病院の医師に送り、
診断を仰ぐようなこと
が可能になってきた。

を細く、多機能にしたことで、患者の負担が大きく軽減された。すでに台湾では実

20

ほかには、
Kinpo Electronics社の、
邪魔にならない心
電図計測デバイスもユニークだ。これはデバイスの小型

理や治療の品質は一層高められる。こうした期
待を胸に、
多くの「工業電脳」メーカーが医療分
野に参入している。
工業電脳とはIPC（Industrial PC）の中国語
で、
パソコン部品を応用した特定の業務用機器
を指す。
台湾の工業電脳メーカーは、
欧米のそれ
ら産業機器メーカーから受託設計製造（EMS/
ODM）を通じて信頼を勝ち取っている。台湾勢
は医療分野で長年GEヘルスケアやフィリップ
スといったビッグネームを顧客としているし、
さら
に顧客とバッティングしない地域や用途につい
ては、
自社ブランド品事業を展開している企業も
ある。そこでは商品企画から設計、
製造、
販売、
アフターサービスまでを一貫して自ら手掛ける。
Advantech社も意欲的に自社ブランドを上
市している企業のひとつだ。
OEM/ODMサービ
ス・組み込みシステム大手である同社は2010年
から新ビジョン「インテリジェントプラネットの
実現」を掲げ、
IoT事業に力を注ぐ。
従来のOEM/ODM体制が転機を迎えつつあ
る台湾。先進の台湾企業は、
より広い市場への
自社ブランド供給をすでに開始している。

他方、
医療機器の高い評価を受け、
また様相の違う先
端医療の技術開発が加速していることも興味深い。
それを如実に物語る例がある。
Wiltrom社が開発した、
革新的な椎間板ヘルニア手術機器だ。重度のヘルニアは
手術を行う必要があるが、
背骨を固定する手術は大掛か
りで、
患者への負担が大きい。そこを同社が画期的な手術

ウドにつながる。健康に関わる毎日のデータが蓄積され、

方法と医療機器を開発、
大幅な負担軽減に成功した。

台湾の製造業は医療機器分野にも強い。具体的には、

パソコンやスマートフォンの市場で鍛えられ、
安く高性能になった部材を応用すれば、
健康管

化と、
スマートフォンアプリとの連動によって、
運動中もリ

スマートヘルスケアでは、
私たちの身の回りにある、
体

の医師に毎日検診をしてもらえることになる。

各国 ･ 地域で進むスマート医療、
スマートヘルスケア

アルタイムに心電図が取れるという製品。

温計や体重計といった健康器具がデジタル化され、
クラ
それを医師に確認してもらえば、
家にいながら、
かかりつけ
Wiltrom社が開発した、革新的なヘルニア治療手術用の器具。背骨を固定する器具

「工業電脳 」メーカーが
医 療分野に参入
自社ブランド販売を拡大

ある大型の検査機器などがあげられる。これはコンピュー
ター産業と同様に、
OEM（受託製造）で技術と資本を蓄

近年になって、
成果が現れるようになってきており、
世界中

際にこの手術が行われている。
（→80ページ）

IoT 2018

このように医療・ヘルスケア分野の研究開発への熱気
は幅広い場所に波及している。台湾発の医療・ヘルスケ
ア技術が世界のデファクト・スタンダードになる日も近い。

Advantech 社の自社ブランド医療機器製品、
（→ 82ページ）
24" Medical Computer。

A m a z i n g Ta i w a n
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日系企業の部品調達

3.7％

12.3％
その他

IoT 2018

21.8％

その他

日系企業

Special Interview 3

32.3％

その先を見据える台湾

日本からの
調達

IoT とスマート機械が
台湾の経済成長エンジン
となる日

55.4％

74.5％
現地企業

現地調達

単位：100 万ドル、％

台湾の対日輸出

とせず、むしろ危機感さえもっているように見える。いま台

金額

金額

構成比（％）

11,643

56.0%

3.7%

電子部品

7,331

7,427

7,427

35.7%

0.0%

一般機器

1,308

1,444

1,663

8.0%

15.2%

電気機器

626

642

682

3.3%

6.2%

1,808

1,657

1,801

8.7%

8.7%

589

535

559

2.7%

4.5%
7.0%

精密 ･ 光学機器

主査

2017 年

11,228

輸送機器

はどこに向かうのか。専門家に聞いた。

2016 年

金額

情報通信機器

湾は、新たな強みを持とうとしている。それはなぜか、台湾

2015 年
11,135

機械・電気設備

台湾。輸出も好調だ。ところが政府も産業界も、そこに安穏

加藤康二 氏

現地調達の
うち

出典：
「2017 年度アジア ･オ
セアニア進出日系企業実態調
査」
（JETRO、2017 年12 月）

世界のブランドを扱う電子部品 OEM（受託製造）に秀でた

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部

台湾進出日系企業の
部品等調達環境

伸び率（％）

808

837

896

4.3%

化学品

1,399

1,289

1,396

6.7%

8.3%

プラスチック、ゴム ･ 同製品

1,305

1,227

1,463

7.0%

19.2%

食料品

76

67

75

0.4%

11.9%

鉱物品

129

227

124

0.6%

-45.4%

繊維製品
金属 ･ 同製品
合計（その他含む）

357

343

360

1.7%

5.0%

1,795

1,763

2,159

10.4%

22.5%

19,592

19,551

20,787

100.0%

6.3%

出典：財政部統計処

台湾の競争力をけん引してきた
電子部品の輸出

ビジネスのしやすい環境も
台湾の大きな強み

安定的な経済成長を続けている台湾。その原動力と

台湾の強みはほかにもある。それは、
日本貿易振興機

なっているのは好調な輸出だ。なかでも電子部品は台湾

構（ジェトロ）が2017年に行ったアジア・オセアニア進出

の競争力・強みを代表する輸出品目となっている。

日系企業を対象としたアンケート調査結果を見ると明ら

「台 湾の2017年 の 輸 出 動 向は、金 額 ベースで前年比

かだ。

も、
主にIoT（さまざまなモノがインターネットにつながる

みを支えているのだ。

仕組み）の振興策とされる。
「実際の企業の動きとしては、
AIの研究開発拠点をつく

「５大イノベーション計画」で
経済発展モデルの転換へ

り、
台湾のAI人材を育成活用することを目指しており、
桃
園がその主な形成地として位置づけられています。台湾は
電子部品や情報通信機器をはじめとしたモノづくりが経

台湾の経済発展は、
電子機器・部品をはじめとして受

済発展をけん引してきた歴史があり、
その経験を生かせる

13.2％の 伸び。品目で見ると電子 部品は輸出総 額の

「台湾に進出している日系企業の原材料や部品の調達先

託生産のビジネスモデルが長くけん引してきた。しかし、
台

34％を占め、
情報通信製品、
ベースメタルおよび同製品

を見ると、
現地調達比率が55.4％と高いことが分かりま

優位性があります。地域的にも、
台中市、
桃園、
新竹市な

湾にとってもイノベーションは重要なキーワードであり、
蔡

がこれに続きます。輸出先のトップは中国で香港を加える

す。さらにその中で74.5％を台湾の地場企業が占め、
他の

ど台湾北部・中部は『スマート機械』
『アジアのシリコン

英文政権は新たな経済発展モデルとして「５大イノベー

と約40％を占め、
ASEAN10 ヵ国がこれに次ぐ第２の輸

ASEAN主要国よりも地場企業からの調達率が高くなっ

バレー』の形成地としての注目度が増しています」

ション計画」を打ち出している。
「アジアのシリコンバレー」

出市場になっています。電子部品をはじめ台湾の輸出が

ています。これは、
台湾は部品産業の集積が進んでいる

好調な理由として、
これら輸出先の市況が概ね回復基調

ことの現れで、
台湾の競争力・強みのひとつです。また、
貨

にあることがプラスに働いていると考えられます」

物が現地に到着し輸入通関が完了するまでの平均日数

「OEM等の既存のビジネスモデルだけでは高い付加価値

台湾にとって、
中国は最大の貿易パートナーであり、
輸

は台湾がアジア・オセアニア地域で最短レベルです。例え

託生産や部品調達の面での協業や、
合弁会社の設立の

を生むことが難しく、
台湾は経済発展モデルの転換が求

出にとどまらず対中直接投資額も対世界の約40％を占

ば、
日本から部品を台湾に輸出した場合など大きなメリッ

実績があります。一方、
市場は日々変化し、
中国企業の実

められているのです。例えば『スマート機械』は台中市を

める。
またASEANは、
南アジア、
オーストラリア、
ニュージー

トとして作用し、
全体のリードタイムの短縮だけでなく、
製

力も向上しています。このような変化を見据え、
日系企業

中心に集積・発展してきた工作機械産業をベースにスマー

ランドと並び蔡英文政権が打ち出した「新南向政策」の

品デザインや仕様の急な変更への対応や、
ライフサイクル

にとって最良のビジネスパートナーはどこかを考えるとき、

ト機械の分野で一層の発展を図って世界市場に打って出

対象国・地域となっている。

の短い製品の製造にとっても有利な条件でしょう」

業種やビジネスの諸条件等によって事情は異なりますが、

ようというもの。すでに工作機械企業と部品企業が連携

台湾企業は重要な選択肢となり得るのではないでしょう

した戦略的な取り組みが始まっています。これには工作機

か」

GDPに占める輸出金額の割合である輸出依存度を見

「スマート機械」
「グリーンエネルギー」
「バイオ医薬」
「国
防産業」が５本の柱だ。

ると、
台湾は50％を超え、
輸出の動向が経済全体に与え

械関連企業をはじめとした日系企業も注目しており、
現地

る影響が大きいことが分かる。通関の効率は台湾経済全

にサポートセンターを設置する動きもあります」

体に関わる問題でもあり、
当局および関係機関、
企業によ

22

るさまざまな努力と工夫の積み重ねが、
台湾の競争力・強

「アジアのシリコンバレー」は特定の産業育成というより

これからも、
中国市場を視野に入れた日系企業と台湾
企業との協業が進む可能性が考えられる。
「日本と台湾の企業は、
すでに電子部品をはじめとする委

IoTやスマート機械の分野でも、
日系企業と台湾企業が
相互補完の関係を保ちながら台湾の経済成長のエンジ
ンを担う日は遠くない。

A m a z i n g Ta i w a n
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What’s 台湾
「台湾エクセレンス賞」 は、 台湾の経済部が認めた優良な台湾製品に授与されるもの。 個性的で

エクセレンス賞
革新的な製品は、 イベントや台湾精品館（→26ページ）で見られるので、 ぜひチェックしておきたい！

1
毎年、
台湾の経済部の厳しい審査を
P oint

1

優良な台湾製品に
贈られる
名誉ある賞

P oint

2

シンボルマークは
102の
国々に認定

して銀賞が授与される。エクセレンス

経て選出される「台湾エクセレンス賞」
。 （EXCELLENCE）という言葉が示す通
台湾製品のイメージアップや世界への

り、研究開発、デザイン、品質、マーケ

プロモーションを目的とし、
1993年にス

ティングなど、あらゆる面で卓越した製

タートした。2017年12月5日には26回

品のみ、それらの称号を得ることがで

目のセレモニーが開催されている。

きる。これらの賞を受賞すれば、国際

台 湾エクセレンス賞のなかから、最

的なあらゆるマーケティングやプロモー

も「革新的 価 値」のある製品に、最高

ションでこのシンボルマークを使用する

レベ ル の 金 賞が、それに次ぐものと

ことが可能となる。

6本のアーチラインからなる、台湾エ

するマークでもある。台湾エクセレンス

クセレンスのマークは「台湾伝統文化

賞の誕生から、20年以上経った現在

における円満を追求する心」を表したも

では、102の国々でこのマークが認知さ

の。それと同時に、
「台湾が国家レベル

れ、製品の価値を判断する指標となっ

で認めた優良製品」であることを証明

ている。

8

8

左から
「台湾エクセレンス賞」
、
「金賞」
、
「銀賞」

書類選考

台湾エクセレンス賞
選考の流れ
専門家による厳しい選考を経て、
「台湾エクセレンス賞」を選出。
そのなかから、金賞、銀賞が選ば
れ る。26回 目 は1209点 以 上 の
製品の応募があり、10点が金賞、
20点が銀賞を受賞した。

5
金賞／銀賞受賞

8
8

2

3

4

第一回選考

台湾エクセレンス賞
受賞

第二回選考

運 営 機 関
主催：中華民国経済部国際貿易局
中華民国経済部（日本の経済産業省に相当）の国際貿易局（BOFT）は外国貿易と経済協力に関連する政策と規定の実施
を担っています。1969年1月に設立されたBOFTの役割と位置づけは、変化し続ける世界の経済と貿易環境のニーズを満た
すべく定期的に調整されてきました。BOFTは国内外における数々の貿易関連プロモーションプロジェクト・イベントにお

台湾製品の魅力を国内外へ伝えるべ

いて中華民国対外貿易発展協会（日本での名称は台湾貿易センター、略称TAITRA）を指導し、協力しています。数十年に

く、日本をはじめ、インドネシア、ベトナ
P oint

3

イベントを
多数開催し製品を
全世界へ発信

も引き続きTAITRAに委託し、あらゆる面から台湾の海外プロモーションを行っていきます。

ム、アメリカなど各国で定期的にイベン
トを開催。会場では、担当者に説明を

実行：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）

受けながら、台湾エクセレンス賞受賞製

海外貿易促進を目的として1970年に設立された中華民国対外貿易発展協会（日本での名称は台湾貿易センター、略称

品に触れられる。

TAITRA）は、台湾で最も重要な非営利かつ半官半民の貿易促進組織です。政府、業界団体、
複数の商工組合の共同後援によ

また、展示イベントだけでなく、マラ

り、TAITRAは台湾企業とメーカーが国際的競争力を強化し、海外市場で直面する課題に取り組む支援をしています。
TAITRA

ソン大会など、チャリティーイベントな

は綿密に練られた通商関連のプロモーションと、本拠地台北と世界60カ所の事務所に配置された1,200人を超える国際マーケ

ども積極的に開催し、製品を国内外へ
PRしている。

24

わたりTAITRAと緊密な連携を保っているBOFTは、ビジネス、貿易および投資に関連する重要な政府プロジェクトを今後

ティングスペシャリストの情報ネットワークを擁しています。その姉妹組織である台湾貿易センター（TTC）及び台北世界貿易
2017年6月、東京にある「KITTE」にて開催されたイベン
トでは、3日間で多くの人が来場し、大盛況となった

センター（TWTC）とともに、
TAITRAは効果的なプロモーション戦略を通じて、
多くの貿易機会を生み出してきました。
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SPECIAL

Feature

1

来て、見て、触って、
「すごい！」を体験

台湾精品館で本物に出会う

知 識を深 める
ST U DY

独創的で優れた 「台湾精品」を実際に見たり、 触れたりできるのが台湾精品館だ。
2018 年に移転・リニューアルし、ゲーミング PC、自転車、 家電など、 バラエティ豊かな約 30 点
以上の製品を展示している。本物に触れて、より深く製品を知ろう！

展示物には簡単な解説文が添えられているが、製品についてよ
り深く知りたい時は、常時待機している女性スタッフに質問し
よう。
「ICTトレンド」
「バイオテクノロジーと医療」
「スポーツ」
「ス
マートライフ」
「環境」にジャンル分けされた36 以上の展示品に
ついて、そのすごさと特徴を分かりやすく説明してくれる。世界
も注目する最先端の台湾技術を目の当たりにしよう。

製 品に 触 れ る
TOUCH

実 際に 体 験 する
EX P ER I EN CE
↑巨大なスクリーンの前に立って腕を左右
に振ると、映し出された画像が切り替わり、
全503点の受賞製品を見ることができる。
←球体ガラス型のゲーミングPCケース
「WINBOT」
（→52 ページ）
。製作したのは
この分野を切り開いた In Win 社。回転す
る、パカっと開くなど、ユニークなギミッ
クでユーザーの心を揺さぶる

TAIWAN EXCELLENCE PAVILION

↑ブースには各企業の優良製品
がずらり。解説には中国語ととも
に英語も併記されている
←スタッフはシックな黒のワン
ピースに、真紅のジャケットを着
用。製品についてさらに詳しい説
明をしてくれる

展示品はガラスケースに入っているわけではないので、触って

3階に
「台湾精品館」
がある。目印はファンキーなポーズで出迎えてくれるマスコットの台湾クロクマ

動かしたり、ものすごく近くで見たりすることもできる。気兼ね
なく展示品を試せるのは精品館ならでは。ビューティー系やヘ
ルスケア系のアプリを実際に操作して試すのもオーケー。ASUS
社製の21:９型・曲面スクリーンディスプレイは間近で観察す
↑リラクゼーションに加えてヘルスケアまでできる「IoTマッサージチェア」
。実
際に座って体感してみよう
（左）
。永遠に階段を登り続けられる
「階段型登りルー
ムランナー」
。室内で本格的なエクササイズができる
（右）

ると、不思議な立体感があることがわかる。

精品館の中央スペースで展示される品々は、下の階にある
大ホールで開催されるイベントによって変わる。例えば、
「国
際自動車ショー」の会期中はさまざまなスポーツ関連の製品
が並ぶ。ちょっとしたアトラクション感覚で、日本では見た
ことがないマシンを使ってみよう。
さまざまなイベントが開催される地上７階、地下１階の巨大な国際展示場「台北南港展覧館」
。企業
向け、消費者向けの展示会などで、年間数百万人もの人が訪れる

26

中央の展示はイベントごとに変更する。近未来的な巨大スクリーンには台湾
エクセレンス受賞製品の説明が映し出される

台湾精品館 TAIWAN EXCELLENCE PAVILION
台北市南港区経貿二路1号 台北南港展覽館 3階
+886-2-2785-0605
9:30am 〜 6:30pm ／土曜、
日曜、
祝日休（ただしイベント時を除く）
MRT南港展覧館１番出口からすぐ

A m a z i n g Ta i w a n
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Part 2

台 湾 のスマート化をリ

ードする 優 良 企 業 25

世界にイノベーションをもたらす、
斬新でスマートな製品を求めている。その開発ができる

受け入れ、他者と繋がろうとするメンタリティーを長い歴史で身に付けた。また、
内需だけ

のは、
既存製品の改良や改善が得意な大企業ではなく、
ベンチャー精神あふれた中小企業

に頼れない人口規模から迅速に海外へと進出した。言わずもがなだが、
スマートな未来は、

といわれている。台湾製造業の主体は中小企業であり、
中小企業同士の連携が台湾の強み。

モノ・ヒト・社会が繋がることで訪れる。繋がることを前提に生きる台湾の人々にとって

ゆえにイノベーションが起きやすい！
台湾は多言語が飛び交い、
異なるルーツを持つ人々が暮らす土地。人々は価値観の違いを

「地の利を得たり」の時の到来である。
パート２では、
そんな繋がることで世の中をより良く変えようとする気鋭の２５社を紹介する。

スマート交通 g P56

Smart Transportation

スマートハウス g P30

Smart Home
スマート医療 g P72

Smart Medical Care
28
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

ありそうでなかった
液晶ディスプレイ引っ掛け型ライト
PC、
周辺機器、
それらをつなぐコー
ドで乱雑になりがちなデスクの上。卓

親子で仲良く読書できる
自動点灯ライト
環境に合わせて光量を自動調整す

重りが、
バネの力でディスプレイ背面に

だわりがあふれている。机の広い範囲

なぜか幼い子どもは自分でライトを

灯してから30分間、
周囲に動きがない

くっつく仕様だ。

を照らしながらも、
ディスプレイの画面

つけない。親が何度注意しても……。

場合は消える。子どもの目が覚めたら、

るといった、
光の質にこだわる機能は

その動きによって明かりがまた灯る。

本製品にも取り入れられている。

上ライトを置くスペースはないけど、
何

「一口にディスプレイといっても、
大き

には光が当たらないように工夫。部屋

おまけに一度点灯したら付けっぱなし

とかしたい。そんな人の強い味方となる

さ、
厚さはさまざま。
画面背面も、
薄かっ

の明るさを検知して、
周りが明るければ

角
で寝落ちする。そこで開発者は思った。 「デザインは子どもの安全を考えて、

例えば読書の際に、
本をライトに近

のが、
ディスプレイの上に引っ掛けて使う

たり、
丸かったりと形状は多様です。ど

光量を抑え、
暗ければ強くする自動調

だったらライトの方が勝手に点いたり

を落とした丸みのある形状を採用する

づけると、
光量が自動で弱くなる。反対

「ScreenBar e-Reading lamp」
だ。

んなディスプレイにも使える引っ掛け

整機能を付けた。

消えたりすれば良いのでは、
と。

ことにしました」
（蔡さん）

に本が遠ざかると、
光量が自動で強く

特徴はディスプレイにライトを引っ掛

構造を実現するため、
１０を超える試作

LEDの無機質な光を柔らかくするた

なる。
「光の当たり方や、
柔らかさを、
こ

けるL字構造。
L字の一方をディスプレ

部品を作りました」
。そう語るのは製作

以来、
品不足が続くほどの人気を博し

は、
周囲の動きを検知するセンサーを

めに、
LEDの周りに反射 板を付けて、

こまで考えた多機能なライトはそうは

イ上部に引っ掛ける。すると、
L字のも

者の蔡（ツァイ）さんだ。

ている。アメリカ、
イギリス、
ドイツでも

組み込んだライトだ。人が40センチく

まるで間接照明のような趣きを実現し

ないと思いますよ」
（蔡さん）

順次発売を開始する予定だ。

らいまで近づくと自動で点灯する。

た。光の色は暖色にも寒色にも切り替

う一方の側にあるクルミ大の円柱型の

ライトそのものの機能にも同氏のこ

台湾での発売開始は2017年10月。

「WiT MindDuo e-Reading lamp」

勉強中に寝てしまっても大丈夫。点

ScreenBar
e-Reading lamp

えられる。

WiT MindDuo
e-Reading lamp

パソコンの液晶ディスプレイ上部に引っ掛けるようにし

人が近づくと自動で点灯し、周囲に30分間動きがない

て使うライト。デスクの場所を取らずに使えるのが大き

と自動で消えるライト。光が当たる範囲が左右に広い

な利点だ。室内の明るさを検知して、ライトの明るさを

楕円形になっており、子どもの横に座って親が勉強を

自動で調節してくれる、光の色を寒色から暖色へ変え

教えるなどの用途に適している。光量を自動で調節す

られるなど、目に優しい機能を実装している。電源供

るモードのほかに、手動で調節するモードも採用。さら

給はパソコンのUSBから。

にライトの色を暖色、寒色に切り替えることができる。

目に優しい照明
部屋の明るさに応じて光量
を自動調節。光の色は寒色
と暖色に切り替えられる。

明基電通股份有限公司
BenQ Corporation
董事長：李焜耀
設立 ：1984 年
業種 ：精密電子機器の製造販売
従業員数：1000
（2017 年）
https://www.benq.com/zh-tw/
Interviewee
BenQ Corporation
資深経理

蔡騰毅

Eric Tsai

（ツァイ・トンイー）
さん

わたしの未来展望

斬新なデザインを考える
光の品質にこだわり、
目に優しい照明を作る

30
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

簡単に増設ができる
基本は２台１セットで、３台、４台
と増設可。初期設定と管理はアプ
リで簡単に。

Multy
本体２台で１セット、チャンネル数は３
（１つは本体同士の通信用）
とい
う、スマートホーム 時代を見据えたマルチタイプのWi-Fiルーター。カ
バー範囲をさらに拡大したい場合は、
さらに本体を増やすことができる。
音声認識用のAIアシスタント
「Amazon Alexa」
を搭載しており、口頭に
よる本体制御も可能。

高い通信精度

２台以上つなげても干渉しない
マルチタイプ Wi-Fi ルーター
大変でした。
アンテナを独自の形状にし

を行った。ユーザーインターフェースに

高性能なWi-Fiルーターが欲しい。来

て、
干渉を抑えられるようになるまで実

も力を注いだ。
「Amazon Alexa voice

たるスマートホーム時代に備え、
Zyxel

験を重ねました」と語るのは開発責任

control」を導入、
音声での指示が可能

社は３ch、
２台１セットのマルチタイプ

者の蘇（スー）さんだ。

な上に、
専用のアプリで複数の本体を

広い家で複数のIoT製品を使うには、

Wi-Fiルーター「Multy」を開発した。

32

製品化まではテストの連続。うまく動

一括管理ができるようにした。

3chを確保するために本体には９本

作しないことが発覚すると直ちに対応

「マルチタイプWi-Fiルーターは他社も

のアンテナを埋め込んだ。その本体が

策を練った。既存製品との相性チェッ

作っています。けれどうちほど簡単に設

２台、
さらに広い範囲をカバーしたいな

クは200製品を超える。さらに世界各

定や制御ができる物はない。専用アプ

ら３台、
４台とMultyを増やして使う。

地に赴き「欧 州で見られる一般住宅

リを作り込んだ甲斐がありました」

「無線を干渉させないよう工夫するのが

で電波は通るか？」といった実地テスト

そう語る蘇さんの言葉は力強い。

独自開発のアンテナにより複数の
チャンネル、複数のIoT機器を使っ
ても干渉しない。

合勤科技股份有限公司
Zyxel Communications
Corporation
董事長：朱順一
設立 ：1989 年
業種 ：ネットワーク機器の製造販売
従業員数 ：1500
（2017 年）
https://www.zyxel.com/
Interviewee
Zyxel Communications Corporation
Senior Associate VP
Smart Living Strategic
Business Unit

蘇元祺

Bill Su

（スー・ユェンチー）
さん

わたしの未来展望

音声認識の多言語対応
本体をよりコンパクトに

A m a z i n g Ta i w a n
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スマートハウス

VR Gaming Backpack PC (VR One 7RE)
ワイヤレスにVRを体験できるバックパック型PC。予備バッテリーはプレー
を中断せずに交換できる
（ホットスワップ）
。PCは取り外し、デスクトップ
機としての使用も可能。

VRエンターテインメントを
電源コードから解放
VR（仮想現実）ゲームでは電源コー
ドは歓迎されない。動きながらプレイ

34

ている唯一のバックパック型本格ゲー

は、
チーム対戦型ゲーム「攻殻機動隊

ファンで冷却

ミングPCだ。かなりの本 格 仕 様で、

ARISE Stealth Hounds」用に、
本機
を採用している。

ユーザーが背中が熱いと感じないよう、強力な冷却機構を
備えた。2つのファンと9本のヒートパイプで構成する。

するときに、
電源コードに引っかかって

内蔵グラフィックボードはエヌビディ

しまうからだ。そこでMSI社は電池パッ

アのハイエンド品「GeForce® GTX

ゲーミングノートPCの先導者となっ

ク2つをフル充電したときの稼働時間

1070」
、
CPUはイン テル のノートPC

たMSIは、
VR One 7REのような派生

を1.5時間とした上で、
電池パックを通

向け最速レベルの「i7-7820HK」と、

製品のラインアップを充実していく。

電中に交換（ホットスワップ）可能とし

高度な演算能力を誇る。顧客はVRエ

「当 社はリソースの80％をゲーム市

た。同梱の充電器は電池パックを4つ

ンターテインメント施設を運営したり、

場に投じています。キーボード、
マウス、

同時にチャージできる。これでユーザー

ゲームを開発したりする企業だ。例え

オーディオ……まだまだ成長余地はあり

は電源コードから解放された。

ばバンダイナムコエンターテインメント

ますから」と、本部マーケティング副部

が運営する「VR ZONE SHINJUKU」

長の程（ツン）さんは自信を隠さない。

MSIの「VR One 7RE」
は、
市販され

微星科技股份有限公司
Micro-Star International Co.,Ltd.
董事長：徐祥
設立 ：1986 年
業種 ：ゲーム用パソコンの設計製造販売
従業員数：12,000
（2017 年）
https://www.msi.com/
Interviewee
Micro-Star International Co.,Ltd.
本部マーケティング副部長
Corporate Marketing, Assistant VP

拡張性も確保
HTC（宏達電）のVRヘッドセット向けなど、豊富な入出力
端子を備える。重さは3.6kg。電池パック1つは8セルを内
蔵する。保証期間は購入から2年。日本の販売代理店はキ
ヤノンマーケティングジャパン。

程惠正

Sam Chern

（ツン・フイゼン）
さん

わたしの未来展望

ゲーミングパソコン関連市場の深耕

A m a z i n g Ta i w a n
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YouCam メイク
タブレットやスマホのライブカメラで自分の顔を映し続け、画面
上の顔にリアルタイムでメイクを施すアプリ。高性能な顔認識
技術が各パーツを正確に捉え、タップするだけで画面上のくち
びるに、有名ブランドの最新ルージュの色がのる。４つの姉妹
アプリを合わせた全世界ダウンロード数は、驚異の累計6億本！

精度が高い顔認識
のテクノロジー
ライブカメラ上で動く
「目」
「唇」
「頬」
などの位置と範囲
を正確にトラッキング。

玩美移動股份有限公司
Perfect Corp.

数多くの有名ブランドのコスメで
画面上の自分の顔にバーチャルメイク
スマホのライブカメラに映る自分の
顔にお試しメイクを施し、
気に入ったコ

カラーブレンディングはPerfect Corp.

りすることもできる。

独自の技術。世界150以上のブランド

スメを即購入。
ひと昔前のSF映画のよ

さらに米国では、
プロのメイクさんに

うな日常を現実にしてくれたアプリがあ

オンライン相談ができる機能もある。

Interviewee
Perfect Corp.
CEO

との提携は、
アリスさんが自ら交渉に

Alice Chang

出向いた成果に他ならない。

「フォーマルなパーティー向けのメイクを

「テクノロジーは冷たい印象があるで

パートナーとして迎えているコスメブ

お願い。そうプロに聞くと、
要望にあっ

しょう。そのイメージをひっくり返すよう

ランドは全世界で150以上。あらかじ

たメイクをアプリ上でしてくれるの、
すご

な、
温もりのあるアプリが作りたかった

る。その名は「YouCam メイク」だ。

36

たり、
ヘアバンドなどのアクセを着けた

董事長：Alice Chang
設立 ：2015 年
業種 ：ビューティー関連モバイルアプリの
開発運営
従業員数 ：170
（2017 年）
https://jp.perfectcorp.com/

めプリセットされたメイク方法は100通

いでしょ！」とアプリを開発したPerfect

の。開発は大変だったけど頑張ったわ。

り。少しマスカラを目立たせたいといっ

Corp.のCEO、アリス・チャンさんは語

だって世界の女性の美しさのためです

た微調整も可能で、
髪の毛の色を変え

る。顔認識、
顔のパーツのトラッキング、

もの☆」
（アリス・チャンさん）

（アリス・チャン）
さん

わたしの未来展望

ビッグデータを活用した
マーケティング
「YouCam」シリーズを続々リリース
自撮りアプリ
「YouCam Perfect」
などの姉妹アプリも人気
で同じく台湾エクセレンス賞を受賞。

リクルートサイトなど、
異業種との企画の連携
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スマートハウス

世界初の
IoT スターターキット
インターネットが普及し、
プログラミ

「CloudProfessor」以 外 に 必 要 な の

また、
追加のアクセサリを使えば、
自

ングを学びたいと考える人も増えてい

は、
スマホ、
タブレット、
クロームブック

分が書いたコードでロボットがどんな

る。しかし、
学習ソフトが必要だったり

やノートPCまたはデスクトップ機だけ。

動きをするのか、
実際に見ることもでき

と、
初心者にはハードルが低いもので

OSはアンドロイド、
iOS、
クロームOS、

る。プログラミングの楽しさを知りなが

はなかった。そんなプログラミングを

ウィンドウズに対応。クロームブックや

ら、
プログラミングの基礎をしっかり学

手軽に学べるようにしたのが世界初の

ノートPCといったスマート端末から、

ぶ。このキットがきっかけで、
既存の枠

独創的なIoTスターターキット「Cloud

IoTデバイスにアクセスして直接プロ

にとらわれない新しいアプリやゲーム

Professor」だ。

グラミングコードを編集するなどして

が誕生するかもしれない。

JavaScriptやGoogle Blocklyを学

学ぶ。
「CloudProfessor」のスターター

ぶことが可能。
2016年に台湾で発売

キットには、
コントロールボード、
セン

されてから、
すでに100以上の学習施

サー、
学習アプリなど60近いコースが

設で使われたという実績がある。

含まれている。

CloudProfessor
雲教授

PAWBO Munch

手のひらほどのサイズの本体に、
ソフトウエアプログラミングと
ハードウエアセンサーコントロー
ル を 搭 載。CloudProfessor が
Wi-Fi経由でAcer Cloudにコネク
トすることで、スマホ、タブレット
やノートPC、デスクトップ機から
学習ができる。インターネット環
境とデバイスさえあれば、どこで
もプログラミングの学習ができる
のが特徴。

PAWBO+

付属のリモコンのほか、スマートフォンでも操作が可能
（PAWBO＋も操作可能）
。正面のスクリーンは、操作に
合わせて楽しい音楽とともにLEDライトでかわいいアイ
コンを表示する仕組み。おやつ用のトレイは下部に、ご
はん用のコンテナは内部に搭載。ごはんの量を調整し
ながら与えることもできる。スロットゲームモードなど、
ペットと一緒に遊べる機能もある。

カメラは、720p HDの高解像度、130 度の広角レ
ンズでキレイにワイドに撮影。さらに4倍ズームで、
かわいい表情もキャッチ。８台のデバイスを同時に
接続可能なので、家族で操作することも。おやつを
与える機能のほか、内臓マイクとスピーカーを使え
ばコミュニケーションも可能。ペットと一緒に遊べ
る、猫じゃらしレーザー機能も。

Acer Cloud

離れていても
スマホでいつでもペットと一緒
外出中、
家にいるペットの様子が気

720p HDと高画質で撮影している

呼びかけたり、
おやつを与える前に声を

が「PAWBO」
だ。給餌用でゲーム機能

ので、
ペットの様子をクリアな映像で見

かけることも可能。ペットの鳴き声は内

も備えたものが「PAWBO Munch」。

られ、
その映像をムービーや写真として

蔵マイクが集音し、
双方でコミュニケー

カメラを搭載し、
おやつを与える機能も

スマホに保存も可能。スマホからSNS

ションが取れるためペットのストレス

ついているのが「PAWBO＋」
。これら

にアップできる手軽さも人気だ。飼い

軽減にも。

は無料のアプリをダウンロードしたス

主が撮影するのとは違い、
自宅でくつ

マホを使えば、
遠隔操作が可能。外出

ろぐペットの素の表情が撮影できると

ペットと一緒にいるときと同じように楽

中でも、
ペットの様子をリアルタイムで

あって、
評判も高い。

しむことができる。ペットの健康管理

また、
「PAWBO＋」には、
スピーカー

Wi-Fi

宏碁股份有限公司
Acer Incorporated

を搭載。スマホを通して直接ペットに

になるという人に向けて開発されたの

確認でき、
必要であればエサを与えるこ

38

ともできる。

Cloud Professor

外出先からでもエサを与えることで、

にも役立つアイテムだ。

Tablet/Phon e

USB

董事長 ：Jason Chen
設立
：1976 年
業種
：情報・通信業
従業員数 ：7169
（2014 年）
https://www.acer.com/

Launch Mobile Apps

優れた拡張性
拡張モジュールやセンサー類をUSBでカンタンに接続できる。例えば
光センサー、温度センサー、他にLEDなどだ。プログラミングを学ぶ
環境としても優れている。学習アプリはiOS、
アンドロイド、
クロームブッ
ク、ウィンドウズのプラットフォームに対応、学習できるプログラミン
グ言語もJavaScript、Google Blocklyと2つある。
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ビューティーアドバイザーになる
第 2 世代「魔法の鏡 」

HiMirror Plus
液晶パネルの両脇のLEDライトはさまざま
なシーンの明るさに設定してメイクできる。
写真の保存枚数は第1世代機の7 倍の1.4
万枚に、ユーザープロファイルは4人分（第
1世代）から6人分保存できるようになった。

自宅に美容コンサルタントがいるみ

効果を最大化することもできる。希望

Cal- Comp Big Data 社は、
老舗

さらに体重や体脂肪率などがトラッキング

たい！ バスルームなどに置いてミラー

のメイクスタイルを選べば、
動画でメイ

EMS/ODM企 業 のニューキンポ（金

できる「スマートボディースケール」
といった

上部のカメラで顔を撮影すれば、
肌色

ク方法も教えてくれる。
操作も声やジェ

寶）グループに属する。董事長の沈軾

やシワ、
毛穴などの状態を自動で評価

スチャーで、
とカンタン。

榮さんは、
本機のソフトウエアを社内

これには化粧品の販売員が“Before/After”

開発させただけでなく、
プロモーション

を見せるソフトウエアやタッチパネルなどを

･分析。日々の肌の状態を記録し、
最適
なスキンケアのヒントをくれる。

これらは皮膚科･美容の専門コンサ
ルタントの監修のもとに開発された。

費用を惜しまなかった。

しかも、
持っているスキンケア製品の

「ソフトウエアの開発は大変でした。し

「先進の英語ファッション誌・ライフス

バーコードを搭載カメラで読み込めば、

かしその中での発見を元に特許を申

タイル誌に広告を出しました。そこで認

製品情報を「ビューティーボックス」に

請できました」と販売マネージャーの曾

知度を高めておくことがB2B事業につ

保存、
その使用状況からスキンケアの

（ゾン）さん。

スマートハウス

Bluetooth 端末と2台同時接続できる。第

上部のカメラで撮影
左ページの写真はシミやくす
みを検出するためにカメラで
撮影しているところ。

3世代機が 2018年末に発売される予定だ。

搭載する。

ながるからです」
（曾さん）
。

専用のスマホアプリを同期させれば、美容と健
康のアドバイスをいつでもどこでも受けられる。

英語圏で広告
英語ファッション誌・ライフス
タイル誌に幅広く広告を投下し
た。化粧品の販売会社などか
らカスタム機の注文を受ける下
地を作るためだ。

麗寶大數據股份有限公司
Cal-Comp Big Data, Inc.
董事長 ：沈軾榮
設立
：2016 年
業種業 ：美容機器の設計販売
https://www.himirror.com/
Interviewee
Cal-Comp Big Data, Inc.
販売マネージャー
Marketing Div.,
Marketing Manager

曾裕翔

Alain Tseng

（ゾン・ユシャン）
さん

わたしの未来展望

美しさと健康をより支える
機能、製品の自社開発
その設計製造受託事業の開始

40
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おむつの替えどきを
IoTデバイスが知らせてくれる
基準を満たした。さらに日本向けには、

ター部品メーカーで、
IoT産業の成長を

ない……、
そんな子育てに奮闘する親

電池の誤飲対策として、
電池固定用の

見越して新たにスマートホーム製品の

へのソリューションが、
Opro9のスマー

追加カバーを付属。

ブランド「Opro9」を立ち上げたばか

おむつをいつ変えればいいか分から

トおむつ「Smart Diaper」だ。

「スマホ1台で最大５つのデバイスを管

ムキット電球用ソケット、
電源プラグな

つの替えどきを教えてくれるので、
おむ

おしっこの回数はクラウド上に記録さ

どに続くIoT製品となる。
「居住空間の

つの状態を知るために寝ている赤ちゃ

れるので日々の体調管理にも役立ち

すべての家電にうちの製品が使われる

んの邪魔をしなくていい。

ますよ」と同社COOの蕭（シャオ）さん

よう頑張りたい。製品開発の投資はお

は笑顔で自信を見せる。

しまないつもりです」と語る蕭さんの期

デバイスのカバーには、
皮膚に優し
いシリコンを採用し、
欧米の高い安全

同 社は1990年に創 業したコネク

センサーで尿を感知
湿度と温度を測る環境テ
ストを２分に１度の間隔で
行いおしっこを見逃さない

り。このおむつは、
アップル社公認ホー

理できます。保育所などでも使えます。

小型デバイスが、
親のスマホにおむ

スマートハウス

待は大きい。

Smart Diaper
小型デバイスをおむつの湿りやすい部分に貼りつけ、専用アプ
リをスマホに落として初期設定をすればOK。赤ちゃんがおしっ
こをすると、デバイス内のセンサーが、おむつの温度と湿度の
変化を感知。温度・湿度が一定レベルになると、それをおしめ
の替えどきであると判断して、親のスマートフォンに通知する。

董事長：楊超群 Steve Yang
設立 ：1990 年
業種 ：電子部品・IoT デバイスの製造販売
従業員数 ：3000
（2017 年、グループ全体）
https://www.opro9.com/
Interviewee
CviCloud Corporation
COO

直感的なインターフェース
おむつ内の温度・湿度が一定レベルになると、
画面に表示される表情が
「悲しい」
に変わる

蕭博文 Sam Hsiao

（シャオ・ボゥウェン）
さん

わたしの未来展望

クラウドを利用した
遠隔利用システムの開発
他業種に向けてアプリ内
の広告機能アピール

42
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スマートハウス

Smart Submetering Reading System
(TH/RMT/CCT)

家庭等の水道の流水量を計測するだけでなく、複数の無線通信経路を通じてデータを
送信･集計することで、消費量や漏出などの正常でない動きを警告することができる。

モバイルで確認
スマートフォンアプリで水道使用量の経過
時間に伴う変化を確認できる。同アプリは、
漏水があればアラートを鳴らす。

光学検査
自社工場のリフロー炉で
プリント基板にはんだ付
けしたICを、光学検査
しているところ。

信頼性の高いスマート水道メーターを
無線でクラウドと直結する
スマート水道メーターの台湾大手

アラートを受け取ることができる。

メーターに自社製の3G/4G（GPRS）

リーズは、
流量計測の専門技術と無線

の通信モジュールを追加したものだ。 「AEON MALL BSD CITY」
が導入したスマ

通信の技術を結集した製品だ。
同社は以前、
羽根車の回転を、
内蔵
の歯車ではなく、
電子部品で直接検知

44

TH/RMT/CCTは、
この電子式水道

EMS社。同 社 の「TH/RMT/CCT」シ

コスト競争力は高く、
インドネシアの

IoT時代の技術、
長距離無線「LoRa」
や

ート水道メーターはすべてEMS社製品だ。

「狭帯域IoT」を計測技術に応用、
顧客

「価格が日本メーカーの半分以下であるた

の要求を上回る仕様となった。

めに、
『信頼できないのではないか』と心配

する電子式水道メーターを開発した。
こ

流量の全体を知るために、
マンション

されました。しかし、
実際に3年以上も利用

のメーターは故障が少なく、
磁気で測定

の水道メーターは、
リアルタイムにデー

してもらい、
製品の信頼性と耐久性を証明

が乱れるということもない。電子部品の

タをサーバへ送信する。そうしてデータ

できました」と副社長の蘇（スー）さん。

電池の寿命は最短10年間と十分だ。さ

はまとめられ分析される。一連のTH/

らに防塵耐水規格「IP68」を満たして

RMT/CCTセットがあれば、
ユーザーは

本関連案件をさらに受注したいと考え

いるので、
冠水しても故障しない。

水道使用量の異常や漏水などについて

ている。

蘇さんはサブコントラクターとして日

弓銓企業股份有限公司
ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM CO., LTD.
最終検査
水道メーターの出荷前
検査をしているところ。

董事長：馬永賢
設立 ：1991年
業種 ：水道メーターの設計製造販売
従業員数：200
（2017 年）
http://en.ems.com.tw/
Interviewee
ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM CO., LTD.
副社長
Vice General Manager

蘇政賢

ZhengXian Su

（スー・ゼンシャン）
さん

わたしの未来展望

ひとり暮らしの高齢 者と遠 隔
地の家族に向けた緊急通報シ
ステムの開発。水道の未使用
を異常と判断して、アラートを
出すシステムを作る。
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スマートハウス

DC motor range hood –
Intelligence System
(DR7793)
高機能換気扇。赤外線センサー、スタイリッシュな
LEDディスプレイ、特許取得の3Dリング吸引技術を
搭載。静音･消臭かつ強力な吸引力で快適な調理環境
をサポートする。高度な赤外線センシング技術を用い
て温度変化を測定し、自動かつ適切に出力を調整する。
自動洗浄とフィルター交換機能がプログラムされている
ため、オイリーな中華料理をつくり続けても新品のよう
に使用できる。

強化されたタービンモーター

赤外線センサーで検知

従来モデルに比べて煙の排出スピードは2.5 倍、60％増となった。
使用している強化タービンは風量が35％強化、節電効率が60％上
昇したうえ、静音性能も優れている。

液晶パネルが表示する
「智慧偵測」
は、スマート検出という意味。

台灣櫻花股份有限公司
TAIWAN SAKURA
CORPORATION

赤外線センサーで操作不要に
強力な低電力モーターを採用
「風量自動制御機能の搭載は2度目。
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あって目立たないのも気が利く。

董事長：張永杰
設立 ：1988 年
業種 ：厨房機器の設計製造販売
従業員数 ：957
（2016 年）
http://www.sakura.com.tw/

TAIWAN SAKURA社が厨房機器

完全にモノにしたと自負しています」と

消費電力が低いことも特徴だ。一

における台湾の国民的ブランドとなっ

企画部ブランドディレクターの鄧（ゼ

般的なACモーターに比べて消費電力

て久しい。在米華人が指名買いするこ

ン）さん。同 社の 換 気 扇「DR7793」

が半分のDCモーターを採用し、ター

とも珍しいことではなくなった。この

は、
ヒトがオンオフや風量をいちいち指

ボモードの消費電力を230Wに抑え

信頼の上に立ち、
TAIWAN SAKURA

示する必要がない。加熱された物が発

た。ターボモードの排気速度は22㎥

はより優れた外観とデザインを求める

する赤外線の強度を検知するためだ。

/分と強 力だ。前 世 代 機 は16 ㎥ /分

ニーズに応えていく。

火がゴーと音を立てるほどの強 火で

だった。さらに静音モードも備え、
その

「レーザーマーキング技術や建築家と

調理をしても、
赤外線センサーや風量

音圧は42dB、
排気速度は5㎥ /分、
消

のコラボレーションなどを通じて、当

コントロールユニットは誤作動を起こ

費電力は8Wである。強力かつ静かで

社にしかないモノを創り出します」
（鄧

さない。センサーは換気扇ランプ側に

節電もできる。

さん）

Interviewee
TAIWAN SAKURA CORPORATION
企画部ブランドディレクター
Marketing Dept., Brand Director

鄧淑貞

Jessica Deng

（ゼン・シューゾン）
さん

わたしの未来展望

特許技術
3Dリング吸引技術は特許取得済みで、凹面のらせん状
吸引フードで油煙を逃さない。フィルターも特許取得技
術。凹面の調節版（バッフル）
を用い、油分は直接オイル
受けに排出される。

さらなる静音および
消費電力の低減
外観デザインのさらなる向上
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スマートハウス

Eveline Smart Fertility System
スマホでカンタンに排卵日が予測できるツール。試
験片とスマホのアプリから構成され、尿につけた試
験片をスマホのカメラで読み取って高精度に排卵日
を予測する。Eveline の価格はNT＄1490。LH 濃
度試験片が10 枚とスマホ取付アクセサリーが入っ
ている。

パートナーにシェア
左は、
9日後に次に妊娠しやすい期間が始まることを示す画面。
ユーザーはアプリ内のカレンダーやリマインダーに登録でき
る。右は、ユーザーが最も妊娠しやすい時期を迎えているこ
とを示す画面。右下のShare からパートナーにも知らせるこ
とができる。

安盛生科股份有限公司
iXensor Co., Ltd.

スマホで使う妊活支援キット
思わぬバカ売れで品切れ中
を測る排卵試験片と、スマートフォン

Evelineの発売以前もLH濃度の試

は、
子どもがほしい夫婦が排卵日を手

のアプリで構成されている。手順はカ

験片は市販されていた。しかし、
「曖昧

早く知り、
ともに準備するためのツール

ンタン。試験片を尿につけて、
アプリを

な色をユーザーが目で判断するので誤

だ。台湾では品切れが続いている。著

起動、
フロントカメラで試験片を撮影

りやすく面倒でした。
Evelineは機械任

iXensor
（アイセンサー）
社の
「Eveline」

名なYouTuberの蔡阿嘎さんが、
製品名

する。ユーザーはこれだけで排卵日を

せなのでそれがありません。スマホの

や社名こそ言わなかったものの「これ

記録でき、
しかもアプリを用いて妊娠

カメラの色調補正の度合いは一様で

を使って1カ月で妻が妊娠した」と紹介

しやすい期間の情報を夫婦間で共有

はありませんが、
アプリでそのバラツキ

したからだ。iXensorは宣伝を頼んで

できる。卵子が受精に最も適した時間

を吸収することができます」と医療長/

いなかった。

は長くないが、
アプリが「ピーク」を示

CMOで医学博士の陳（ツン）さん。試

したときには、
12 ～ 24時間以内に排

験片は台湾の衛生福利部から医療器

卵がある。

材として認可を得ている。

E v e l i n e は 、L H（ L u t e i n i z i n g
Hormone、黄 体形成ホルモン）濃 度
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董事長：蔡東孟
設立 ：2012 年
業種 ：モバイルヘルス開発、女性の健康管理なら
びに慢性疾患管理システムの販売
従業員数：52
（2018 年）
https://www.ixensor.com/
Interviewee
iXensor Co., Ltd.
医療長 /CMO

陳階曉 Jerry Chen

（ツン・ジエシャォ）
さん

わたしの未来展望

海外販売の開始。血糖値管理
の政府認証を数カ国で取得済
女 性の 健 康管理に向けた黄体
ホルモン、hCG 等の 検 知 技 術
の確立

A m a z i n g Ta i w a n
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スマートハウス

AROBOT
ADATA 社傘下のアルボット社が開発を担当した。
同社は、完全ワイヤレスイヤホンの設計販売で成
長するエラト
（音來多）と同様、ADATA董事長の
承認の下で2015年に設立された社内ベンチャー
の一種である。家庭用ロボットの設計製造受託事
業を始めることはまだ検討中という。

かわいい機体
“表情”を液晶パネルに映す機種の市販価
格はNT＄2万ほど、液晶がなくスマホを
2回以上フル充電できる2次電池を内蔵し
た機種はNT＄9000ほどになる見込み。

見た目は可愛いロボット
中身は機械学習の試金石
ADATA（エーデータ）
社といえば、

2つのAROBOTはいずれも音声や人

DRAMモジュール やメモリーカード

発プロジェクトを運営する許（シュ）さ

物を認識し、
幼児の呼びかけに応じて

といったパソコン周 辺 機 器で 有 名

んはこう話す。
「今後に向けて経験を積

絵本を読み上げたり、
内蔵ゲームの対

だ。その 同 社 が 幼 児 向 けロ ボット

むべき、
と董事長も現場の社員も考え

戦相手になったりする。底部に車輪が

「AROBOT」シリーズ2機種を、2018

たからです。いまやクラウド（サーバー）

あるので、
幼児はスマートフォンのアプ

董事長 ：陳立白
設立
：2001年
業種
：パソコン周辺機器の設計販売
従業員数：1296
（2016 年）
http://www.arobot.info/index/
Interviewee
ADATA Technology Co., Ltd.
最高顧問

許永昌 Mic Hsu

（シュ・ヨンチャン）
さん

上のソフトウエアが機械学習のひとつ

リでロボットを移動できる。さらに底部

家庭用ロボットはADATAには畑違

『ディープラーニング』によって、
半自動

には赤外線センサーもあり、
階段など

わたしの未来展望

いのようにも思える製品だが、
同社傘下

的に賢くなる時代になりました。この時

でも落下しない。保護者向けの機能も

のアルボット（隆宸星）が開発した。し

代に私たちは何をどうすべきなのか。音

充実しており、
ベイビーモニター（ほぼ

かも同社は内蔵する音声認識ソフトウ

声認識ソフトをスクラッチ開発（新規

リアルタイムに映像を遠隔地に配信、

機械学習を適用したクラウドを
通してロボットを進化

エアをイチから開発した。つまり米国産

開発）することを通じて、
私たちは答え

赤ちゃんを見守ることができる）やモバ

の認識エンジンを用いなかった。

を得るつもりです」

イルバッテリー（充電器）にもなる。

年10月頃に台湾で発売する。
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なぜ、
そんな手間を掛けたのか。開

威剛科技股份有限公司
ADATA Technology
Co., Ltd.

社 内 ベンチャーを通じた事 業
の多角化

A m a z i n g Ta i w a n
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ユーザーの動きを追う
全 天 球 型ゲーミング PC ケース
ハイクラスなゲーミングPCのケース
は、
内部のマシンが見える透明ガラス
製。いつの間にか定着したこの流行の

インのコンセプトは一貫して“ガラス製

を追求した結果、
球体ガラスにたどり

で内部が見える”です」
（劉さん）

ついた。球体ガラスは加工が難しく開

2012年に初めてガラスのPCケー

火付け役は、
In Win社のデザインナー

スを発表したときは、
同業者から白い

WINBOTは価格が通常製品の５倍と

目で見られた。だがユーザーの反応は

いう、
利益度外視の製品となった。

を担当する謝（シェ）さんのコンビだ。

違った。
2013年頃よりオーダーが増え

「開発コストを気にしてばかりでは、
イノ

「新しい価値を創造しようと、
2012年

始め、
知らないうちに競合が真似るほ

ベーティブな製品はできません」
（劉さ

からフラッグシップモデルとなる製品を

ど、
透明ケースの人気は高まっていた。

ん）
「でもおかげで弊社の認知度は世
。

ガラス製が一般化するなか７代目の

界的に上がりました。ブランディングと

「7代目となるこのWINBOTまで、
デザ

開発にあたり、
「斬新でチャレンジング」

WINBOT
マシン本体を球体ガラスが覆うユニークなPCケース。
顔認識・動作検出機能により、ケースがユーザーを追っ
て360度回転したり、手の上げ下げで球体ケースが開閉
したりするなど、心をくすぐるギミックが付いている。サ
イズは700mm×685mm×648mm、重さは22.46kg。
オリジナル水冷キットを搭載することもできる。

発は困難を極めた。そうして誕生した

である劉（リゥ）さんと、
マーケティング

開発し始めました」
（謝さん）

スマートハウス

しては大成功です」
（謝さん）

ケースが回る！
ケースが開く！
内蔵カメラがユーザーの
顔と動きを認識、動きに
合わせてケースが 360
度回転し、開閉もする。

ハイスペックPCに
対応するポート
HD AUDIO、USB 3.0 × 2、USB 3.1
T y p e-C ×1を搭載。マザーボードは
E-ATX、ATX、Micro-ATX に対応。

迎廣科技股份有限公司
In Win Development Inc.

Interviewee
In Win Development Inc.
設計部 工業設計二課 副課長

劉同德 Errien Liu

（リゥ・トンティエ）
さん

行銷規劃一部
Global Marketing Manager

謝佩蓉

Nelly Hsieh

（ネリー・シェ）
さん
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董事長：賴文賢
設立 ：1985 年
業種 ：PC パーツの製造販売
従業員数 ：1200
（2017 年）
https://www.in-win.com/

わたしの未来展望

誰も見たことがないような
独創的な PC ケースを、
ずっと開発し続けたい

A m a z i n g Ta i w a n
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お手伝いロボ「Robelf」が
スマートに家と家族を守ります

スマートハウス

Robelf
10万円以下というハイ・コストパフォーマンスなお手伝いロボット。
初期搭載アプリは、
「子どもの教育やしつけ」
「留守宅のセキュリティ」

「Pepperとの違いはなんですか」
。率直

します」と同氏は語る。

「注文を取る」
「Mobile POSを使った

望をフィードバックする形で順次拡張していき、現在は自動充電シ

レジの役割」も朝飯前だ。

な問いに、
Robotelf社の開発者である

開発者が、
看護する娘のために作っ

洪（ホン）さんは笑顔で答えた。
「手頃

たというように、
「薬を飲む時間の通

安全面も考慮されている。近づく物

な値段ですよ。うちのRobelf君は８万

知」
「会話による認知症の予防」など

があるとセンサーが検知して停止する。

円ほど。
Pepperさんの半値以下です」

介護 機能が充実。ほかには「英語教

下部のセンサーが段差を検知するの

価 格を抑えることでとにかくユー

育」
「勉強の時間を教える」など子育て

で階段から落ちない。

ザーを増やす。家庭や店舗でプラット

のサポートもこなす。
また、
２つあるカメ

フォームとして定着させつつ、
機能を拡

ラのうち１つは取り外しが可能。それを

店長の味方「Robelf」
。手ごろな価格

張する。
「ユーザーの意見を取り入れな

無人の部屋に置いて家のセキュリティ

も嬉しい。

がらバージョンアップして、
ゆくゆくは

対策に使える。

掃除もできる万能お手伝いロボを目指

「介護サポート」
「店舗販売員サポート」
の４種類だ。機能は顧客の要
ステムや、多言語対応プログラムを開発中。

忙しい親や介護者、
人手不足に悩む

飲食店などの店舗用アプリもある。

両腕が360度回転する
子どもが壊しやすいという腕部の
欠点を、シンプルな構造と動きに
することで解決。

麗暘科技股份有限公司
Robotelf Technologies
Co., LTD.
クラウドにデータを記録
ライフログをクラウドで集計・管理。ユー
ザーの生活パターンにロボットが合わせる

董事長：劉瑀潔
設立 ：2013 年
業種 ：ロボット開発・アプリ開発
従業員数：50
（2018 年）
https://www.robelf.com/
Interviewee
Robotelf Technologies Co., LTD.
COO

洪偉倫 William Hong

（ホン・ウェイルン）
さん

わたしの未来展望

自動充電など、協力会社
と組んでアプリを開発
日本語、韓国語といった
多言語への対応
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スマート交通

中小企業に特化
簡単設定のオフィス Wi-Fi システム

EdiGreen AirBox (AirBox AI-2002W)
「AirBox AI-2002W」は、PM2.5と温度・湿度、PM10、CO2、TVOC（総揮
発性有機化合物）
、HCHO
（ホルムアルデヒド）
を測定し、同社が運営するサー
バーにデータを送信する。Edimax（エディマックス）社は通信事業者と協力
し、台湾でも継続課金モデルで提供することを検討している。

Office 1-2-3
無線LAN
（Wi-Fi）
第5世代規格であるIEEE 802.11ac
をサポート、さらにケーブル1本で通信と電源供給を
まかなう、
いわゆるPoE
（パワー･オーバー･イーサネッ
ト）規格のIEEE 802.3af/atもサポートする。アクセ
スポイントの設置場所に制約なく電力供給が受けら
れ、
高速でフレキシブルなネットワーク構築ができる。

自己管理するWi-Fiシステム

行政案件から事業モデルを改変
室内の空気品質を監視する「AirBox

線LANアクセスポイントだ。ネットワー

AI-2002W」は、Ed im a x（エディマッ

第1世代機は台湾の6大都市の学校

ク技術に明るくなくても、
電波の伝搬

クス）社が売出し中の室内/室外向け

等に広く配備された。
韓国ではシステム

範囲やユーザー・装置のイントラネッ

空気品質測定器ブランド「EdiGreen」

インテグレーターとともに「脱・売り切

トへのアクセス権を管理できるソフト

の主要製品である。同社と国立研究機

り」に成功した。使用に応じた継続課

ウェアを内蔵する。

関はその 第1世 代 機「AI-1001W」を、

金モデルを導入したのである。長期使

ここ数年は中国企業が成長し、
いか

PM2.5の半屋外測定向けにクラウドも

用となれば収益性が高い。その上「メ

に台湾の無線LANアクセスポイントの

含めたった3カ月で開発した。同社が従

ンテナンスを通じて測定データの正確

EMS/ODM（設 計製造受託）企業と

来から手掛けてきたネットワーク機器

性も担保できます」と自社ブランド事

いえども安泰とは言い難い。
エディマッ

以上に、
空気品質モニターは公共・法人

業部長の葉（イエ）さん。

クスは、顧客の注文を待たずに、
新規

市場を切り開ける。そうエディマック
ス董事長は判断し、
トップダウンで開発
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プロジェクトを推進した。

もう一方の製品「Office 1-2-3」は、
中小企業のオフィス向けに特化した無

性の高い自社ブランド品を開発販売す
ることで、
未来を切り開こうとしている。

スターターキットにはアクセスポイントが
3つ付属、最大16 個まで拡張可能。各ア
クセスポイントは自動で相互に通信し、在
来のネットワークがあっても主要アクセス
ポイントに接続すれば自動で設定を行う。
専任のネットワーク管理者や、高価なサー
バーも不要となる。

訊舟科技股份有限公司
Edimax Technology Co., Ltd.
董事長：任冠生
設立 ：1986 年
業種 ：Wi-Fi 製品、ネットワーク機器、
IoT デバイスの開発設計製造販売
従業員数：1438 人
（2016 年）
https://www.edimax.com/
Interviewee
Edimax Technology Co., Ltd.
自社ブランド事業部長
OBM BU CTO

葉昌瑤

Dr. Albert Yeh

（イエ・チャンヤオ）
さん

わたしの未来展望

空気測定器 »

検出対象の増加、
クラウド間の連繋
中小企業用アクセスポイント »

多様なWi-Fi 機器とのインターネット接続

A m a z i n g Ta i w a n

57

台湾のスマート化をリードする優良企業25

爆誕！
ハイパワー電動アシストＭＴＢ
スポーツバイクの本場は欧米、
特に
電動アシスト自転車（E-Bike）のマウン
テンバイク（MTB）は、
ドイツ市場が大
きい。その意味で自転車産業はグロー
バルなビジネスである。

スピードセンサーとトルクセンサーが

乗り、欧米での販路拡大に成功した。

情報をBluetoothでスマホに送る。

日本向けには、
お母さん向けのいわゆ

開発元のDarfon社（本社：桃園市）

特徴を捉えた製品を世界各国に送り

りから出発した。
以降、
電源部品やバッ

出している。

テリーへと業務を順調に拡大。自社で

れ、
とても魅力的です。一方で競合も多

培った技術を生かしE-Bikeに参入し

い。新規に参入する上で、
頭ひとつ抜け

たのは2015年だ。この戦

出たパワーを持つeMTBにしました」と

略は見事的中して

尹（イン）さんは語る。

E-Bike需要

容量を増やせばバッテリーサイズは

TRB1
バッテリー容量を通常の1.5倍、モーターパワーを通常
の1.28倍まで増強し、登り道の負担を軽減させた電動
アシスト・マウンテンバイク。新しく開発されたアプリ
と連動することで、バッテリーの残量や、ナビによる現
在位置の確認の他、心拍数や消費カロリーなどのトレー
ニングプログラムを管理できるようになった。

る“電動ママチャリ”を輸出。市場の

は、
もともとノートPCのキーボード作

「ドイツ市場はハイエンド製品が好ま

スマート交通

強力なバッテリー
驚異の756Whというバッテ
リーが、まるで虎のように強
力なパワーアシストを実現。

デュアルチューブ構造

拡大の波に

フレーム前面にアルミチューブを
二つ並べ、強度向上とバッテリー
スペースを確保。

大きくなる。この問題は、
アルミフレー
ムの前面部にチューブを２本使い、
そ
の間にバッテリーを収納するという独
自のデザインで解決。強度の面でも申
し分なく耐久性も向上した。
もちろんIoTにも対応ずみだ。本体の

CF1 LENA White

達方電子股份有限公司
Darfon Electronics Corp.

PSA1 White

董事長：蘇開建
設立 ：1997 年
業種 ：LED、電源装置、バッテリー、
電動自転車等の製造販売
従業員数：15,000
（2017 年）
http://www.besv.com/
Interviewee
Darfon Electronics Corp.
Associate Vice President

尹俊雄 Jonathan Yin

（ジョナサン・イン）
さん

わたしの未来展望

電動アシストバイクの
バージョンアップ
コストを削減して販売価格を抑える
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スマート交通

臨床前実験用 CT スキャンに商機あり
Smart LED
street light 135W

Micro CT (DELPet μCT100)
μCT100の専有面積は158cm×88cmと、事務机ほ
ど。測定試料が入る空間も実験用マウスが収まるほ

高機能LED街灯。腐食、振動に高い耐性をもち、

どの小ささで、小さな動植物や食物、電子部品には

モジュール化により各部品は簡単にアップグレード

十分だ。しかもμCT100の価格は、
電子機器メーカー

できる。管理アプリ、タイマー機能も追加可能。

内部構造

エラー ･リポート

LED街灯の内部には、電源モジュールがある。写
真の円筒形のものは通信モジュール。携帯電話
網や近距離無線のZigBeeに対応している。

LED 街灯のエラー履歴をWebブラ
ウザー上で一覧したところ。デバイ
スエラーのみが表示されている。

が気軽に買える水準という。

優れたスキャン機構
内部機構と回転スキャナ。スキャナ部は2秒で1回転と高速にもかかわ
らず、高精細な画像が提供できる。
「ジオメトリー校正の前後において
も大きな差はみられない」
（張氏）
。

空気循環
測定試料を入れるチャ
ンバー
（特許取得済み）
。
温風と麻酔ガス吸入シ
ステムで動物のバイタ
ルサインを安定に保つ。

台達電子工業股份有限公司
DELTA ELECTRONICS, INC.

LED 街灯、エラー対応にひと工夫
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電源の世界トップメーカー、DELTA

理の初期対応を誤りにくいので、
メン

ELECTRONICS社。デルタは電源技

テナンス費を抑えられます」と照明部

術を応用し電力消費を抑えたLED街

長の林（リン）氏。

進出しているのだ。
X線装置用の16 〜 65kWという強
力な高電圧発生器はその成果の１つで

灯を製造、
台北市やジャカルタ市など

デルタの電源は、
日本の携帯電話

ある。それにCTスキャナ「DELPet μ

に納入している。台湾内ではメンテナ

基 地局でも重要な役割を果たしてい

CT100」は、
主に臨床前実験や薬剤開
発に貢献できる製品だ。

ンスビジネスも展開しており、
そのコス

る。さらにあまり知られていないが、

トを抑える機能をLED街灯に備えた。

2005年からは、
コンポーネントやシス

「医 療 機 器 シス テム に お い て は、

「具体的には故障が街灯起因なの

テムで、
医療分野に打って出た。台湾の

DELPet μCT100を昨年台湾で発売

か、
交通事故による破壊や停電といっ

有名な医科大学との産学連携を通し

しました。現在では海外の市場を開拓

たサイト（地点）起因なのかを区別して

て、
自社の強みを確立しながら、
着実に

していますよ」と副總裁の張（ザン）氏

エラーをWebサーバーに送ります。修

前臨床メディカルイメージ機器分野に

は語る。

Interviewee
DELTA ELECTRONICS, INC.
副總裁
Vice President

張建中

JJ Chang

照明事業部長
Director, Lighting Division

林昆閱

董事長：海英俊
設立 ：1971年
業種 ：電力・熱管理ソリューションの世界的リーダー、
かつ産業オートメーション、ディスプレイ、ネットワーキ
ング等いくつかの製品セグメントの主要プレーヤー
従業員数：80,000
（2017 年、global）
http://www.deltaww.com/

Steve Lin

わたしの未来展望

街灯 »

NBIoT による通信コスト低減
CT スキャン »

達爾生技 董事長
Chairman

何蘊初

Herbert Ho

空間分解能を
9 μ m から 2 μ m に向上
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

スマート交通

light-weight fixed wing UAS
着地の衝撃を吸収

軽量・簡単操作の固定翼ドローン。本体とペイ
ロード（積載物）保護のため着陸用パラシュート

翼龍は着地前にパラシュートを開いて、
機体を天地反転する。地面との衝突で
本体の突起部を壊さないためだ。

を装備、最長70分の継続飛行、2.4Mピクセ
ルの高画質撮影が可能。

空中に投げて
飛ばすことも可能
カタパルトを使わずに飛ばすこ
とも可能。飛行時間は60～70
分。飛行速度は45～55km。

經緯航太科技股份有限公司
GEOSAT Aerospace &
Technology Inc.

壊れにくい全翼機で
ドローン市場を勝ち残る
「消費者向けドローン（無人航空機）

化に向けて開 発したのが、ステルス

さらに翼龍は、着陸時の衝撃を和

市 場は、すでに血で血を洗うレッド

爆撃機を彷彿とさせる全翼機「翼龍

らげる仕組みを取り入れた。ユーザー

オーシャン」
。GEOSAT Aerospace
& Technology社・董事長の羅（ロウ）
さんは、
こう言い切る。

（Pterosaur）」だ。
垂 直 回 転 翼を備えていないので
「マッチ箱ほどのカメラしか載せられず、

出、
その空気抵抗で機体が天地反転
着陸時に地面に接する面には突起

校で航 空宇宙学を学び博士 号を取

あらず。翼龍はレンズ交換式ミラーレス

がなく、
壊れにくい。この特徴は、
土地

得した。ジオサットの設 計 者は国産

カメラの積載に対応し、
簡単な操作な

調査などの業務にドローンを用いるよ

戦闘 機を手 掛けるAIDC（漢翔 航 空

ら10分ほどで習得できるという。操作

うな、
プロフェッショナルのユーザーか

デバイスは、
米海軍の潜水艦も用いる

ら高評価を得ている。

「Xbox」用コントローラーである。

董事長：羅正方
設立 ：2004 年
業種 ：ドローンの設計製造販売
従業員数：220
（2017 年）
http://www.geosat.com.tw/
Interviewee
GEOSAT Aerospace &
Technology Inc.
董事長
Chairman and CEO

羅正方

Cheng-Fang Lo

（ロウ・ゼンファン）
さん

するのである。

操作も難しいのでは」と思いきや、
さに

工業）出身が多い。そんな航 空機フ

最終的な組み立ての様子。
筺体
（外装）
は日本メーカー
が供給するEPP（発泡ポリプロピレン）製で、発泡ス
チロールと違って欠けたり割れたりしにくい。本体重
量はリチウムポリマー2次電池を含んで2.2kg。

が着地を指示するとパラシュートを放

羅さんはテキサス大学オースチン

リークが集まったジオサットが 差異

62

最終組み立て

わたしの未来展望

大型機（重さ4kg）
を開発。
ヘリ型ドローンも
ジオサットはガソリンエンジン付き回転翼型ドロー
ンも製造販売している。

東南アジアや中国大陸から寄せら
れている農業需要（主に農薬散布）
に応える。

A m a z i n g Ta i w a n
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

CROXERA

スマート交通

事故通知システム
PANTONE

転倒、蛇行など通常とは異なる
挙動があると、それを事故可能
性として家族に通知する。

オートバイ用の IoTメーターパネル。主な機能は、スマートフォ
ンと連動したナビゲーション、オーバースピード時の警告、事
故発生を家族に通知する緊急用システムなど。パネルの視野角

宏佳騰機車-小招完稿請依比例放大至所需尺寸

CMYK

PANTONE 1797 C

M 100 % + Y 100 %

PANTONE Black C

B 100 %

PANTONE Cool Gray 7 C

B 50 %

x

度を広げ、スピードオーバー警告時は目立つ赤色に変わるなど、
視点が高く、前方を見ているドライバー向けの工夫を凝らした。

ナビゲーション機能
スマホでナビを一度入力すれ
ば、あとはパネルがご案内。い
ちいちスマホを見なくてすむ。

未来の IoT メーターパネルで
快適で安全なバイクライフを

64

宏佳騰動力科技股份有限公司
AEON MOTOR CO., LTD.

バイク保有率が世界最高水準の台

バーフレンドリーを優先し、
178度の広

族に通知してくれる。オーバースピード

湾。技術の発展で、
安価かつ頑丈なバ

い視野範囲を確保。あまり派手な配色

の警告機能もある。

イクができた反面、
新車買替スパンは

だとパネルにドライバーの気が取られ

伸びた。
「壊れたから買うという常識を

てしまうので、
各種メーターは落ちつい

はお手頃。バイク価格にパネル代とセ

覆したい。これからはデザイン、
新機能

た色合いに仕上げた。

ンサー代が上乗せされるのみだ。コン

これほど高性能にもかかわらず価格

董事長：鍾杰霖
設立 ：1998 年
業種 ：オートバイの製造と販売
従業員数：400
（2017 年）
http://www.aeonmotor.com.tw/
Interviewee
AEON MOTOR CO., LTD.
CEO

林東閔 Tony Lin

（リン・ドンミン）
さん

などの付加価値を目当てに購入して欲

機能も盛りだくさん。スマートフォン

ピューターの役割はスマートフォンに

しい」
。若干33歳のAEON MOTOR社

のナビと連動させれば、
パネルがナビ

任せたので、
ディスプレイにCPUを埋

わたしの未来展望

CEO、
林（リン）さんはそう語る。

の役割を果たす。転倒や蛇行運転をセ

め込む必要がなく、
それで価格が抑え

メーターパネルを単独で販売したい

その新しいビジョンをIoTメーターパ

ンサーが感知すると、
事故発生の可能

られた。
IT業界出身の林さんだからこ

ネル「CROXERA」
が体現した。ドライ

性が高いとして、
それをドライバーの家

そできた発想だといえるだろう。

さらに機能を強化したい
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

Taiwan’s RFID-Based
Multi-Lane Free-Flow
ETC System
台湾式 ETCを構成する装
置群。時速 180キロで走
行するクルマの無線タグ
も読み取れる。ナンバー
プレートの認識ソフトウェ
アはエンジンこそ欧州製だ
が、機械学習を取り入れ
るといった改善は遠通電收
が実施した。

無人化のハードル
料金徴収員のリストラもFree Flow 化の難題だった。7カ月の解雇手当
を支給し、数十人を遠通電收が再雇用した。
「うれしいことに2017年に
はその中から2人が全 5人の優秀従業員賞を受賞しました。コールセン
ターやサービスポイントという新しい職場でやりがいを見つけてくれた
ようです」
（陳さん）
。

遠通電收
Far Eastern Electronic
Toll Collection
Co.,Ltd.
Pantone 1795

Pantone 1795
C:0 M:0 Y:0 K:100
C:0 M:95 Y:100 K:0
董事長：徐旭東
設立 ：2005 年
業種 ：ETC の構築運用受託
従業員数：580
（2017 年）
https://www.fetc.net.tw/en/

新興国が熱視線を送る革新的 ETC
台湾のETCは、
日本のものに比べて

テム部長の陳（ツン）さんは言う。高速

青色光は、
白色と赤色で構成されたプ

驚くほど革新的だ。ユーザーがやるこ

道路のノンストップFree Flow化は台

レートの文字認識を容易にする。
「いい

とといえばアカウントをつくって料金を

湾行政が決めていた。遠通電收社は最

ストロボが見つからなくてデンマークで

チャージしておき、
シール状の926MHz

大99.97％まで料金回収できるシステム

やっと見つけましたよ」
（陳さん）
。

対応無線タグ（eTag）をクルマに貼り付

を開発、
その利用率は94％にまで及ぶ。

けるだけ。高速道路上にはゲートも料金

本物を複製したプレートを検出するこ

き合いが強い。システムコンサルティン

所も一切ない。いわゆるFree Flowだ。

ともできる。
「例えば12時5分に台北市

グを実施したのはインドネシア、
フィリピ

未登録で高速道路を使うと、
ナンバープ

で12時8分に遠く離れた台南市で、
それ

ン、
ベトナム、
マレーシアで、
うちベトナム

レートの名義人に請求書が送られる。

ぞれ同じナンバープレートを検出したら、

はすでに実証実験にこぎつけた。カザ

おかしいですよね。警察に通報します」

フスタン、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、
ベ

料金未払いが大量発生しないのか
不安を覚えるが、
実際は「金額ベースで
0.4％ほど」
と、
ETCを運用する情報シス
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（陳さん）
。2014年から無線自動識別に
加えてストロボ（FLASH）
を用いている。

Interviewee
Far Eastern Electronic
Toll Collection Co.,Ltd.
情報システム部長
Information Technology Div.,
Vice President

陳聲鏗

遠通電收のETCは、
新興国からの引

ラルーシでもコンサルティングを実施す
る予定である。

Kenny Chen

（ツン・シェンコン）
さん

わたしの未来展望

シール状の無線タグ
フロントガラスやヘッドライトに貼れば OK。それぞれのeTagはバーチャ
ルアカウントに紐付けられ、従来の車載装置よりコストが低い。もしシー
ルをなくしたり破損したりしてしまっても、セブン･イレブンやファミリー
マートなど提携する4つのコンビニなどでカンタンに再発行できる。

無線自動識別装置（RFID）
をベースとして、ETC とス
マートシティに総合ソリュー
ションを提 供 するトップ企
業であること
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SPECIAL

Feature

2

ヒトトタエ

エッセイスト・一 青妙さんが指南

自転車で台湾一周の旅
台湾を一周することを現地では「環島」といい、
台湾人の間で数年前からブームとなっている。
エッセイストの一青妙さんもその魅力に取り憑かれたひとり。
人々を魅了する理由は何なのか、教えてもらった。

エッセイスト、女優、
歯 科 医とさまざまな
顔をもつ。父 親は台
湾の名家、顔家の長
男で、妹は歌手の一
青 窈 さ ん。2016 年
11月に初めて台湾一
周環島を達成。

自転車立ち寄りＧＵＩＤＥ
台湾の北と南では気候や文化、 食事などかなりの違いが
ある。 途中、 気になった街に立ち寄りながら一周したい。

風の強いシリコンバレーを駆け抜ける

台北〜台中

環島 1 号線

台北

基隆

Keelung

Taipei

新竹

桃園

Taoyuan

新北

New Taipei

新竹

Hsinchu

画像提供：台湾観光局

宜蘭

苗栗

Yilan

Miaoli

ＩＴ企業が集まるエリア。風の街とも呼ばれ、
9月頃に強い季節風が吹く。レンガ作りの建物
が残る湖口老街など、趣のある街並みは必見。

台中

Taichung

花蓮

彰化

Hualien

Changhua

日本とゆかりの深い土地で思いを馳せる

南投

雲林

台東〜宜蘭

Nantou

Yunlin

リノベーションスポットの宮原眼科や台中国
家歌劇院、台湾最大級の夜市･逢甲夜市など
見どころ多数。夕日が美しい高美湿地も人気。

台北から1時間ほ
どで訪れることが
できる人 気エリ
ア。温泉やビーチ、
農場などの見どこ
ろやシーフードな
どのグルメも充実
している。

嘉義

Chiayi

台南

Tainan

高雄

Kaohsiung

台東

風光明媚な景色を楽しみながら走行

Taitung

台中〜台南

台湾で一番面積が
大きい県で、大理
石の世界的産地。
アミ族など原住民
が多く住むエリア。
景勝地・太魯閣峡
谷の起点でもある。

彰化
屏東

Pingtung

「台湾環島には多くの学び、 発見、 感動が散りばめられてます」 一青妙
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「環島」には列車やバス、
徒歩という

とのない小さな街で休憩したり、
おいし

る台湾では「加油（頑張れ）
」
と応援して

手段もありますが、私が今はまってい

いご当地グルメに出会えたり。一番思

くれることは日常の光景。警察署やコ

るのは自転車で台湾を一周すること。

い出に残っているのは、
屏東から台東へ

ンビニで空気入れを貸してくれたり、
テン

2015年に環島 1号線という台湾をぐ

抜ける山の中。この辺りは先住民族が

トを張って宿泊できるスポットが点在し

るりとまわる総 全 長968kmのサイク

多く住むエリアで、彼らの子ども達が通

ていたり、サポート体制が整っているの

リングロードが 整備され、現在多くの

う小学校に立ち寄り、独自の文化を感

も魅力のひとつです。

ツアーやイベントが開催されています。

じることができました。その後は、一番

サイクリング初心者の方は、一気に

私が初環島したのは、GIANT主催の

の難関、
山脈越えでしたが、坂を下った

一周せず、
4 分の 1、半周からスタート

「Formosa 900」
というイベント。8泊9

先に見えた太平洋の大海原の風景は

してもいいんです。スポーツとしてとい

日という期間、
無我夢中で自転車をこぎ

忘れられません。そして、なにより地元

うよりも、台湾のカルチャーに触れな

続けるのですが、そこには多くの学びや

の方との触れ合いも走る原動力となり

がら、レジャー感覚で気軽にトライし

発見がありました。普段は立ち寄るこ

ました。サイクリング文化が定着してい

て欲しいですね。

画像提供：
台湾観光局

宜蘭

花連

▶▶

Explore Taiwan by Bike

台中

P.70

画像提供：台湾観光局

かつて港町として繁栄した鹿港や台湾唯一の
機関車の車庫、
「彰化扇形車庫」
が見どころ。ゼ
リー状の生地で肉や野菜を包んだ肉圓も有名。

嘉義

林業や製糖業で
発展した都市で、
阿里山観光の拠
点でもある。七
面鳥を使った鶏
肉飯が名物。

台南

最難所の峠を越して美しい海岸線へ

台南〜台東

台湾南部最大の都市、高
雄は南国ムードが漂う港
町。自転車用の道路が随
所にあり、安全にサイク
リングを楽しめる。市内
を流れる愛河も美しい。

屏東

文化や政治の中心として栄えた古都。近年、
美食の宝庫として、多くの観光客に人気が高
い。蝦巻や担仔麺など名物グルメは必食。

高雄

画像提供：台湾観光局

先住民族が多く住むエリア。美しい海が広が
る海岸線と山脈を横目に走行。日本統治時代
に開発された知本温泉や池上弁当が有名。

台湾屈指のリゾート
地、墾丁や東港があり、
フルーツの産地として
も知られる。455mの
高低差がある寿峠は環
島最大の難所。

台東

画像提供：台湾観光局
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東部最大の都市「花蓮」
をめぐろう

PICK UP

おすすめの台 湾製ロードバイクをCHECK
サイクリング王国 ･ 台湾には、GIANT をはじめとする優良な
自転車メーカーがあり、世界各国のロードバイクファンを虜にしている。

台湾東部にある「花蓮」は台北から列車で 2 ～ 3 時間ほどの大きな都市。
観光名所として有名な太魯閣峡谷以外にも、美しい自然や貴重な建造物が残り、サイクリングを楽しむ人も多い。

おいしいグルメに舌鼓

花蓮とはどんな場所？
2018年2月大規模な地震に見舞われたが、
現在は復興が進み、主な観光地には通常通
り訪れることができる。日本とゆかりのあ
る移民村を巡ったり、ラフティングや温泉
など自然を楽しむのもいい。若者が手がけ
る花蓮発のカルチャーにも注目したい。

包心粉圓
大きなタピオカにタロイモやピーナッツ
といった餡を包んだ包心粉圓に、ふわ
ふわのかき氷をのせた熱冷スイーツ。

一青妙さん愛用のシリーズ

Liv「Envie Advanced Pro」

女性のためにサイズ、パーツなどを再設計した、世界を席巻
する最速最高レベルの自転車。女性専用のサドルのほか、コ
ンパクトに設計されたボディは、風の抵抗も受けにくく、コン
トロールしやすいので、ロードバイク初心者にもおすすめ。

載記扁食

大自然に癒される

つるっとした皮と具の豚肉が絶妙
のバランス。じっくり煮込んだコ
クのあるコンソメのようなスープ
は、シンプルだがクセになる。

太魯閣峡谷

Explore Taiwan by Bike

中央山脈の北部に位置する台湾
随一の景勝地。断崖絶壁の険し
い山岳地形。トンネルが続く九
曲洞や迫力満点の燕子口など、
見どころが多い。

秀姑巒渓

花蓮
MAP

秀 姑 巒 山から流 れる 全 長
103kmの河。
海岸や山脈に沿っ
て流れる河の景色が美しく、5
～10月の水量が多い時期には
ラフティングも楽しめる。

台湾エクセレンス賞受賞

太魯閣峡谷

Pacific Cycles
「birdy (model: AIR)」

「AIR」という名のとおり、徹底したパーツの見直しにより軽
量化に成功。重量9.87kgという軽さで、爽快に走ることが
できる。Cブレーキの採用で、
より輪行のしやすさも向上した。

画像提供：台湾観光局

花蓮空港
花蓮市
（花蓮文化創意産業園区）

おしゃれなリノベ施設をめぐる
花蓮文化創意産業園区
日本統治時代の酒造工場の
跡地が複合施設として生まれ
変わり、ショップやレストラ
ンが入るおしゃれスポットに。
花蓮のおみやげも見つかる。

寿豊（豊田村）
鳳林（林田村）
花東縦谷風景区

環島 1 号線

豊濱

移民村で歴史を学ぶ

瑞穂
（秀姑巒渓）

日本人移民村
豊田村、林田村といった日本統治時
代に日本人移民が住んでいた村が
点在。神社や民家もあり、かつての
暮らしを垣間見ることができる。

玉山国家公園
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Q1

初心者でも一周できる？

目安として自転車で50kmこげる人なら環島できると言われているが、練習
期間は長いほうがいい。初心者はツアーに参加するのがおすすめ。最近は
電動自転車での環島ツアーもある。

Q2
玉里

富里

初心者のための Q ＆ A

ツアーではどんなサポートが受けられる？

おすすめのツアー会社
プラネットアドベンチャー
絶景サイクリングなど、台湾を中心に国内外の自転車ツアーを提案。ガイ
ドは全員、日本サイクルツーリズム推進協会認定のサイクリングツアーガ
イドの資格を保有。初心者向けの
「ロードバイク入門講座」
も開催。

http: //planetadventure.co.jp

食事や宿泊施設手配、自転車の修理、荷物の搬送など必要なものは大抵
含まれている。日本語ガイドが同行するツアーもあり安心。

ダイナスティホリデー

Q3

台湾への航空チケットやホテルを手配するならココ。台湾を代表する航
空会社チャイナエアラインのほか、LCCのタイガーエア台湾によるツアー
が豊富。2018年11月にGIANT 主催のツアーを催行。

気軽にサイクリングするなら？

台北周辺なら淡水河沿いのほか淡水の対岸の街、八里などがおすすめ。ど
こでもレンタサイクルを気軽に借りられる。

https://www.dynasty-holidays.com
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

結石治療の負担を軽減
正確に衝撃波を照射

スマート医療

REAL-TIME ULTRASOUND STONE
TRACKING SYSTEM
体の外から衝撃波を照射して体内にある結石を細かく砕く医療機器（体外衝撃波結
石破砕術：ESWL）
。結石を自動追跡する超音波振動装置を世界で初めて導入し、
呼吸によって動いてしまう結石の正確な位置をリアルタイムで捉えられるように

体外 衝 撃波 結 石 破 砕 術（ESWL）

る超音波装置をESWLに搭載した。こ

と副社長の徐（シュウ）さんは語る。

なった。このため衝撃波の命中精度が45％から86％へと上昇した。

は、
腎臓結石に体外から衝撃波を当て

れにより衝撃波の命中精度が高まっ

同製品はIoTに対応済み。機械だけ

て砕く医療機器を用いた治療法だ。手

て誤 射が 減り、通常１回の治療で約

を離島に置き、
都市部にいる医師がモ

超音波で結石をロックオン

術をしなくてよいので患者への負担は

3000回の衝撃波を当てるところを、
約

ニターする遠隔地医療を、
インドネシア

呼吸によって0.8〜1cmほど動く結石の
位置を、正確かつリアルタイムに捉える

1800回まで抑えられるようになった。

などですでに行っている。
１年以上にわ

「従来の装置には治療中に何度かレント

たり収集した診療データは約２万件。

患者負担をもっと軽く。そんな理想

ゲンを撮って結石の位置を把握する物

これをAIの機械学習に用い、
ゆくゆく

の元にLite-Med社は、
呼吸でわずかに

もありました。でも我が社の製品ならそ

はAIを医師のサポート役にするプロ

動く結石の位置をトラッキングし、
結石

の必要はなし。被曝量が減るという意味

ジェクトも進行中だ。
Industry4.0を見

の正確な位置をリアルタイムに把握す

で、
患者にも医師にも優しい機械です」

据えて動く同社の未来は明るい。

軽い。従来の衝撃波治療であれば、
局
所麻酔が必要となるところだ。

衝撃波が正確に結石を狙う
結石が画面に表示されている枠の中に
入ったときにのみ衝撃波を照射

寶健科技股份有限公司
Lite-Med Inc.
董事長 ：徐水
設立
：1991年
業種
：医療機器の開発製造
従業員数：50
（2018 年）
http://www.lite-med.com/
Interviewee
Lite-Med Inc.
執行副總經理

徐貞明 David Hsu

（シュウ・チェンミン）
さん

わたしの未来展望

ビッグデータを活用した
医師サポート AI の開発
駆動部モーターの IoT 化
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台湾のスマート化をリードする優良企業25

スマート医療

Foresee-X
MRにより外科手術をナビゲーションするシステム。執刀医が装
着するヘッドセット内の小型ディスプレイには執刀医の視界と術
野のCG映像が重ね合わされて出力される。いち早く米FDAの
認証を取得した。

MR（複合現実）とは
MR
（複合現実）
とVR
（仮想現実）
とAR
（拡張現実）
は類似
した単語だが、現実世界の映像に3次元CGをオーバー
レイ表示する際にはMRと呼ばれることが多い。

台灣骨王生技股份有限公司
Taiwan Main Orthopedics
Biotechnology Co., Ltd.

執刀医をナビする MR ヘッドセット
整形外科医をナビゲートし背骨の手

誤差はわずか1.5mm以内。
Foresee-X

た」
。開発には勤益科技大学と秀傳紀

術を速く的確に――。
MR（複合現実）

は2017年12月、
米国FDAからクラスⅡ

念醫院のほか、
慈濟醫院や南カリフォ

システム「Foresee-X」は、
このために
開発された。
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（管理医療機器）の認証を得た。
「2013年にボストンで自分がケガを

創辦人：王民良、李佩淵、聯合骨科
設立 ：2017 年
業種 ：医療用ヘッドセットの設計販売
従業員数：15
（2018 年）
http://www.surglasses.com/
Interviewee
Taiwan Main Orthopedics
Biotechnology Co., Ltd.
CEO

ルニア大 学（USC）
、インドネシアの
Dharmais Hospitalが協力した。

執刀医の視界をステレオカメラでと

してしまい、
その治療を受ける中でMR

台灣骨王生技股份有限公司には王

らえ、
その映像に患者の背骨に似せた

システムの開発を決断しました」と開

さんや人工関節メーカーのUOC（聯合

3次元CG（コンピューターグラフィッ

発リーダーの王（ワン）さんは語る。
「最

骨科器材）
などが出資している。米サン

クス）をほとんどリアルタイムに重ね

初はプロジェクターでイケると思ったの

フランシスコに支社を設立済みで、販

合わせ、執刀医のヘッドセット内部の

ですが、
視界追従性が低い。ヘッドセッ

売体制も整いつつある。
「2024年くら

小型ディスプレイに出力する。あらか

トマウントディスプレイに切り替えて、

いに米国でIPO（株式公開）したいで

じめマーカーを置いておくという手間

CGの演算を必要十分に抑えるなどし

すね」
（王さん）
。

はあるものの、
CGと執刀部位の位置

て、
手術ナビという目標を達成しまし

王民良

Min-Liang Wang

（ワンミンリャン）
さん

わたしの未来展望

背骨の治療を模した実演
ヘッドセット内の映像を後ろのモニターに同時に表示している。ヘッ
ドセットが内蔵する光学部品は自社設計。
「大学で教えてきましたか
らね。ペーパーテストでは分からない本当に優秀な学生に設計に参加
してもらいました」
（王さん）
。ヘッドセットは650gと軽い。内蔵ディ
スプレイは1280×720画素。

欧州を含めた海外政府認証
の追加取得
肝臓や脳のオーバーレイ表示
に対応したMRシステムの開発
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スマート医療

AmCAD-UT®Detection
右は超 音 波断 層撮 影 画 像による医師の診 断を支 援するソフト
「AmCAD-UT」の画面例。悪性の腫瘍を発見した医師は、細胞診検査
を患者に命じられる。アムキャドバイオメッドは病院に、ソフトの使用
回数に応じた
（Pay Per Use）
料金を請求する。

多様な表示モード

Echogenicity

AmCAD-UTは悪性の腫瘍
の発見を容易にする多様
な表示モードを備える。
「米
FDAには、ソフトが厳密な
検証ならびに検証テスト手
順に従っていることを確証
するため、安全に向けて研
究段階のソフトウエアコー
ドを放棄。書き直し検証も
しっかり実施したことを説
明した」
という。

（図1）人の目の錯覚
マスを塗りつぶした色が A＜Bで明るい
ように見える。しかし実際はA＝Bである。
ヒトの脳は対象物の色相を絶対値ではな
く、相対値（周辺物との差異）で把握する
ため、こうした間違いを犯す。

Echogenic Foci

甲状腺の腫瘍を早期発見
錯覚を排する診断支援ソフト
として米国で市販する認可FDA510

甲状腺にがんなどの疾病を抱える人

らだ。しかも「人は錯覚から逃れられま

は、
世界に3億人以上いるという。甲状

せん。図1（右ページ）を見てください。
B

腺がんの発見や診断の切り札として、

医師は
のマスの色は、
Aのマスと明らかに違い、 「AmCAD-UTを用いることで、

放射線被曝の心配がない超音波映像

明るく見えるでしょう。でも本当は全く同

より正確な解釈ができるようになりま

装置は普及してきた。しかし、
その使い

じです。たとえ熟練した医師でも、
このよ

した。甲状腺がんには世界に不可欠な

（k）を、
2013年に獲得した。

こなしは「かなり難しい」と、
AmCad

うに錯覚して、
悪性の腫瘍を見過ごして

診断ツールになることでしょう」と總經

BioMed社の研究開発長で台湾大学

しまう可能性はあるんです」
（陳さん）

理の李（リ）さんは語る。

教授の陳（ツン）さんは言う。
なぜなら、
超音波断層撮影で得られ
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董事長 ：李成家
設立
：2008 年
業種
：AI 指向の革新的医療デバイス
従業員数：40
（2017 年）
http://amcad.com.tw/en/

そこで同社が開発したのが、
超音波

AmCAD-UTは自動色調補正機能

断層撮影画像を色付けして腫瘍を際

を備え、
すべての超音波映像システム

る画像はモノクロで、
解像度（空間分解

立たせるソフトウエア「AmCAD-UT」

に対応する。
2018年現在、
ライバルと

能）も低くフルHDなど望むべくもないか

である。医師の診断を補助するツール

なるツールは登場していない。

Margin

Interviewee
AmCad BioMed Corporation
總經理
General manager

李伊俐

Yili Lee

（リ・イーリー）
さん

研究開発長
Chief R&D Officer

陳正剛 Argon Chen

（ツン・ゼンガン）
さん

わたしの未来展望

検査装置用プローブ
（人体との
接点）
を含めた製品増加

Texture

海外市場での拡販
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邪魔にならない心電図計
シャツも設計、精度妥協せず

スマート医療

XYZlife Patch with smart clothing
(BC1/WFB02C71)
従来より軽量で小さく、心電図を長時間計測するときに被計測者の負担を軽減するこ
とができる心電図検査機、取り付けバンド付きシャツ、スマートフォンアプリのセット。

「いかに高い精度で心電図計測をしなが
らも、
スポーツや生活の邪魔にならないか。
私たちが行き着いた答えがこれです」
。キン
ポエレクトロニクス傘下のカルコンプ（泰
金寶電通）で開発を担当した郭（グオ）さん
は、
「BC1/WFB02C71」をこう紹 介 する。
本製品はBLE（Bluetooth Low Energy）に
対応した心電図計「XYZlife Patch BC1」
と、
それを設置する電極付きバンドを内包
するシャツ、
スマートフォンアプリの3つで構
成される。
通常、
いわゆるスマートバンドやスマート
ウォッチは光学式センサーで手首の脈拍を

異物感が緩和された心電図計
服の内側に心電図計を取り付ける。心電図
計の稼働時間はフル充電時、最大12時間。

読み取る。しかしそれでは医療機器として
は精度が不足する。
「それにユーザーは異物
を付けていると感じてしまいます。私たちは
テキサスインスツルメンツが開発した微小
電流読み取り方式を採用し、
心電図計を胸
の真ん中に置く。だから欧州の医療機器認
証『CEマーク』を取得できました」
（郭さん）
キンポエレクトロニクスにとってバンド付
きシャツの設計はほとんど初の経験だっ
た。
「そこで繊 維メーカーの出身者も採用
し、
高温で蒸し暑い中でもアレルギーの因
子にならないか慎重に検証しました」
（何さ
ん）
。シャツはAATCC
（米国繊維化学技術・

さまざまな製品

染料技術協会）が定めた染色堅ろう度試

キンポは電卓の受託製造から身を起こし、電
子製品製造の素地を築きあげた。キンポは現
在ほぼすべての大手電卓メーカーと取引する
ほか、ロボット掃除機やファクシミリ、プリ
ンターなどを製造している。

験にもパスしている。

金寶電子工業股份有限公司
Kinpo Electronics Inc.
董事長：許勝雄
設立 ：1973 年
業種 ：家電の設計製造受託
従業員数：2312
（2016 年）
http://www.kinpo.com.tw/

Kinpo Electronics Inc.

（グオ・リュクアン）
さん

わたしの未来展望

家庭用ロボットを組み合わせた
ヘルスケア装置の開発
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患者と医師の負担を大幅に削減
革新的な椎間板ヘルニア手術

スマート医療

Minimally invasive single-site spinal fixation system
革新的な椎間板ヘルニアの手術方法と、その手術に使用する専用医療器具。従
来は一箇所の椎間板を治療するために、背中に穴を４箇所開ける必要があった。
対して新しい手術法では１箇所の穴ですむ。これにより患者の負担は大きく減り、
入院期間が1〜5日間と、これまでの半分に短縮できるようになった。

重度の椎間板ヘルニアは手術で治
療することがある。変形した椎間板を
取り除き、
その部分を人工の骨で埋め
るという大掛かりな手術だ。
これまでの手術では背骨を固定する
ため、
１箇所の椎間板につき、
背中に４
箇所の穴を開け、
背骨を固定する器具
を入れる。それが新しく開発された手
術 法「Minimally invasive single-site
spinal fixation system」では穴が一箇
所。患者の負担はかなり軽減された。
血液のロスは100cc未満ですむ。背
骨の位置を確認するためのレントゲン
撮影回数も減った。これで患者だけで
なく、
医師の被曝量も減らすことができ
た。
すでに台湾ではこの新しい手術が
使われており、
アメリカでも2018年1月
に政府の認可が下りている。
「患者さんの入院期間が従来の約半分

「エビのひげ」と呼ばれる器具
エビのひげという細い医療器具を背中に入れる。内部は空洞でそこに背骨固定用ネジを入れる。

になるので、
その分ベッドが早く空きま
す。患者にとっても病院側にとっても大
きなメリットです」と代表の梁（リャン）
さんは語る。
同社の設立は2009年。政府系の研
究機関である「工業技術研究院」の技

背中に穴を
１箇所だけ開ける

直式排法

2.5cmの穴に器具を複数
本挿入。以前は2cmの穴
を４箇所に開け１本ずつ器
具を入れていた。

術を、
民間ビジネス化する会社として始
まった。梁さんは研究院の元メンバー。
産学連携が機能したのは、
同氏の熱心
な研究姿勢によるところが大きい。

台灣微創醫療器材股份
橫式排法
有限公司
Wiltrom Co., Ltd.
董事長：梁晃千
設立 ：2009 年
業種 ：医療機器の開発・製造・販売
従業員数：40
（2017 年）
http://wiltrom.com.tw/
Interviewee
Wiltrom Co., Ltd.
董事長兼總經理

梁晃千
Huang-Chien Liang

（リャン・ホァンチェン）
さん

わたしの未来展望

医師の夢を実現させる
ため、新しい医療器具を
開発していきたい
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スマート医療

台湾のスマート化をリードする優良企業25

24" Medical Computer (POC-WP243)
医療向けコンピュータ端末ディスプレイ。高速CPU搭載、ファンレ
スで静粛性・電気効率に優れる。筺体は民生用モニターと全く異なり、
塗装が消毒用エタノールや漂白剤にほとんど侵されないうえ、それら
が入り込まないよう、通気孔が設けられていない。

研華股份有限公司
Advantech Co., Ltd.

Hot Swappable Medical-grade Industrial
Power System (iPS-M100)

董事長：劉克振
設立 ：1981年
業種 ：産業用パソコンの設計製造販売
従業員数 ：7648
（2016 年）
http://www.advantech.tw/

ホットスワップ
（通電中の挿抜）
が可能なうえに、天地逆に電池パックを差し込んでも問題なく動作する。
「い
ちいち天地を確認してからじゃないと電池パックを差し込めないなんて、多忙な看護師にそんな負担を掛け
るわけにはいきません。女性看護師が使いやすいように、電池パックの重さも1.9kgに抑えました」
（林さん）
。
1

病室から電源コードを減らす
カートリッジ式2次電池パックの充

ピュータ「POC-WP243」も、
医療現場

ンド品を開発し、
医療機器認証「IEC-

電器「iPS-M100」は、
こうした医療現

のニーズに応えるものだ。液晶パネル

60601-1」といった規格を次々と取得。

場のニーズに応えたものだ。内蔵する

の仕様こそ消費者向けモニターと同等

電池セルは容量と安全性が高いとさ

だが、
保証期間が3年、
修理対応期間が

これら地域では、
日本と同様に経済

れるパナソニック製。
「MOQ（最 低 発

10年と長い。タッチパネル（TP）の追

的に余裕がある高齢者数が増加してい

注量）を満たすのは簡単ではありませ

加も可能で、
「独自に調整したTP駆動ソ

る。そうした患者は個室で移動式の医

んが、
本製品の将来性を説明して供給

フトウエアを用意しました。医療従事者

療機材を用いた治療を受ける。ならば

にこぎつけました」と、
商品企画と販売

医療従事者は、
機材を電池駆動したい

を担当する林（リン）さん。

と考える。電源コードをなくせるからだ。

82

林恆榮

青い筺体がシックな医療向けコン

Hj Lin

（リン・フンロン）
さん

Advantech社は、
意図的に自社ブラ

欧州や台湾などに販売している。

Interviewee
Advantech Co., Ltd.
スマート医療 SRP
製品企画シニアエンジニア
iHospital SRP, Product Manager

スマート医療
製品企画シニアエンジニア
Intelligent Healthcare,
Product Manager

熊偉廷

Rick Hsiung

( ション・ウエイティン )さん

2

1 天地を逆に入れても動作

わたしの未来展望

電池 »

カートリッジ式電池パックを挿抜
（抜き差し）
する。電池
パック1つの電力容量は100Wh、残量ゼロから満充電
に要する時間は2.5 時間と短め。

容量向上、充放電サイクル
数（寿命）の増加

には手袋を着けたまま快適にタッチ操

2 幅広い拡張性

医療向けコンピュータ »

作してもらいたいからです」
と、
商品企画

医 療向けコンピュータ「POC-WP243」は、HDMI や
DVI、USBに加えて医療現場で伝統的に用いられてい
る端子を備え、さらに増設することも可能。

医療現場における高性能
コンピューティングシステム

と販売を担当する熊（ション）さん。
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SPECIAL

Feature

3

高機能×スタイリッシュな製品で生活に彩りを

台湾 GOOD DESIGN
Acera Octopus
HEAT WAVE massager

台湾エクセレンス受賞製品のなかには、コスメやヘルスケア、
日用品など普段の生活に欠かせないアイテムも多数ラインナップされている。
デザイン性だけでなく、 機能性も兼ね備えた優秀な製品を、日々の生活に取り入れてみたい。

One-o-One Travel Mug

タコの形をしたセラミック製のマッサージグッ
ズ。なかにお湯を入れることで、
コリ固まった筋

1

肉を温めながらほぐすことができる。シリコン
製の上部はお湯の熱さから手を守りつつ、
手の
ひらにフィット。ヘッド用とボディ用があり、
タコ
の足の形が異なる。お湯なしでも使え、
マッサー

台湾のランドマークビル、
台北101をモチーフにした

Hangar Design Groupが手がけ、
台北101のファサー
ドをマグに表現した。特殊な材料を混ぜたセラミック
ボトルは、
飲み物を浄化する効果も。東洋と西洋の文
化を融合したアイテムで、
カラーバリエは6色。

乾唐軒美術工藝股份有限公司
ARTCERA CORPORATION
http://www.acera.tw

乾唐軒美術工藝股份有限公司
ARTCERA CORPORATION
http://www.acera.tw

6
ORGANIC CLEANSING FLAKES
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2

SH-RD Protein Cream

3

O'right shampoo

5

TAIWAN GOOD DESIGN

4

セラミックマグ。イタリアの有名クリエイティブ集団

ジクリームやオイルとも併用可。

KSHC Nonpowered
flotation therapy mattress

2017年に7つの国際的な賞を受賞。これまでのクレンジン

ジェニファー・ロペスをはじめ、
世界のセレブから愛されるヘ

牛乳やヨーグルトの容器など、
日用品の使用済みプラス

ゲルマニウムやチタン、
PIπなど、
ドイツから輸入した純度

グの常識を覆す、
厚さ0.01mmという驚きの薄さのシートは、

アクリーム。濡れた髪に使うと、
トリートメント効果で髪の痛

チックを100％再利用したボトルを使用。パッケージ化

99%の貴金属を練り込んだ綿糸を使ったマットレス。遠

メイク落とし・洗顔・スキンケアの3役をこなす。特許取得済

みを補修し、
潤いのある強い髪に。乾いた髪に使うと、
熱や

する前に洗浄、
製造後に殺菌され安心して使える。容器

赤外線効果により血流を促進、
リンパの流れもよくなるた

みの8種の環境に優しい植物エキスはph5.5と肌にやさし

UVダメージから髪を守ってくれる効果が。
台湾のトップコスメ

は再利用でき、
プラスチックゴミ削減にも役立つ。地球

めデトックス効果も。台湾の健康福祉局、
アメリカの食品

く、
どんな肌質にもぴったり。旅行用としても最適。

ブランドによる自然素材とテクノロジーを融合したアイテム。

に優しく持続可能な未来へ一歩踏み出そう。

医薬品局も認めた特許製品だ。※P Iπとは同社特許取得済の貴金属化合物

十藝生技股份有限公司

昇宏國際企業股份有限公司

歐萊德國際股份有限公司

金舒醫護

TENART BIOTECH LIMITED
http://www.10artbio.com

SHAAN HONQ INT'L COSMETIC CORP.
http://www.shaanhonq.com

Hair O'right International Corp.
http://www.oright.com.tw

0857International Marketing Co.,Ltd
http://www.0857mall.com.tw
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Fine Dining

Part 3

ビジネスに PLUS

Body Care

86

Personal Growth

になる台湾的体験

S t re s s Re l i e f

Religion

おいしい屋台グルメや伝統的なマッサージ、歴史的な建築物など、
話題のスポットが多く、海外か

オフタイムに行きたい書店、
スパ、
トレッキングコースなど、出張をより有意義にするための情報

らの旅行客を魅了し続ける台湾。ここでは、
ビジネスミーティングに最適な食事スポットのほか、

を紹介。インプットやリフレッシュの時間を大切にして、台湾でのビジネスを成功させたい。
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ビジネスに PLUS になる

F
i
n
e
D
i
n
i
n
g
会食で使える場所を押さえておく
台湾的体験

1

お客様との食事は大切なコミュニケーションタイム。上質な空間で、 見た目、 味ともにハイレベルな

1

台湾ならではの食事を楽しもう。最後はバーで自分の時間を確保するのもお忘れなく。

山海樓

3

シャンハイロウ

アートのようなヘルシー懐石に舌つづみ

こだわりの食材を使い手間暇かけた料理を提供

台北市中正区仁愛路2段94号
02-2351-3345

「素食=ベジタリアン」向けの懐石料理が味わえる店。訪れ

1930～50年代の伝統的な台湾料理を味わえる評判の店。

11：30am 〜 2:30pm、

た人に幸運が訪れるようにと中国でプラスのイメージを持

入口にある生け簀には基隆港などで採れた魚が泳ぎ、自社

5:30pm 〜 10:00pm ／無休
MRT忠孝新生駅5番出口より徒歩5分

つ竹や炭などをインテリアに使用。ヤマブシ茸を使ったハ

農場の新鮮な野菜が並ぶ。2フロアある店内には社長が集

http://www.mountain-n-

ンバーグやこんにゃくと人参で再現されたサーモンなど、

めたアンティークの調度品が随所に置かれ、クラシカルな

seahouse.com/ja

本物に限りなく近い食感にシェフのこだわりを感じる。

雰囲気。気品溢れる店内で食通もうなる逸品を味わいたい。

2

1人気の蘭コース
NT$2680/1 名。 か ら
すみのチャーハンや扁平
魚を使った春巻きなど
台湾らしい料理が並ぶ
2個室には昔の酒楼の
名がついている 3南
国フルーツの木が茂る中
庭へと繋がった個室

2

寛巷子 士林店

クァンシャンズ シーリンディエン

2

3

台北市士林区中山北路5段505巷22号
02-2883-1599

1味だけでなく見た目
でも楽しめる料 理 が
多数。ランチコースは
NT$1098～、ディナー
コースはNT$1998～
2野菜やフルーツを
使ったヘルシーな盛り
合わせ 3開放感のあ
るエントランス。大小個
室も完備 4ヤマブシ
茸のステーキは、かみ
応えがあり、肉そのもの

鈺善閣・素・養生懷石
ユシャング ス ヤンシェンフアイシ

台北市中正区北平東路14号
02-2394-5155
11:30am 〜 2:00pm、
5:30pm 〜 9:00pm ／無休
ＭＲＴ善導寺1番出口より徒歩5分
http://www.yu-shan-ge.com.tw/jp

12:00pm 〜 3:00pm、
6:00pm 〜 10:30pm
（土・日曜、
祝日は5:30pm 〜 10:00pm）／無休
ＭＲＴ士林駅2番出口より徒歩2分
https://www.facebook.com/QuanAlley

華咲く至高のモダン火鍋に
心も商談も踊る
3

1バラの花の形をした豚トロNT$1280。
散らすように鍋に入れるのが風流 2落
ち着いた雰囲気の店内。個室もあるので
ビジネスでの利用も可能だ 3小豆、魚
とエビのすり身スティックNT$550

4

1

Hidden bars

1

＊スープ代はNT$150/1名で、２種類の味の「鴛
鴦鍋」は１卓につきNT$180追加。最低金額は１
卓NT$2000。要予約

美しく盛られた食材と、洗練された確かな
味で、大盛況の創作火鍋料理店。花山椒
がピリリと辛い紅スープ、まろやかな白湯、
２種の味が一度に楽しめる
「鴛鴦鍋」が人
気。具材はバラの花を模した豚肉やかわ
いらしい形の魚介の手作り練り物など。日
本と同様、締めのうどんも楽しめる。

 会食の後は…大人が集う隠れ 家 バ ー へ
Le Kief 菱玖洋服
ル キエフ リンジウヤンフ

台北市大安区光復南路308巷36号
02-2752-5009
7:00pm ～ 2:00am（金・土曜は～ 3:00am）

／日曜休
MRT國父紀念館駅2番出口より徒歩5分
https://www.facebook.com/le.kief.09

88

外観は洋服屋だが、店内の電話の

ダイヤル「09」を回すと、隠し扉が

EAST END

開き、スタイリッシュなバーが現れ

台北市大安区大安路1段56号

る。カクテルなどのお酒はもちろん、

プロバーブズ･ホテル台北3階

牛頬肉麺や鹹蛋飯といった台湾ら
しいグルメも好評。

イースト･エンド

02-2711-1118
1

2

1見た目は洋服屋。実際に服は売られてないが今後売る計画も 2オリジナルのジントニック、紳士的下午茶NT$450

2:00pm 〜

1:00am（金・土曜は〜 2:00am）／無休
MRT忠孝復興駅4番出口より徒歩2分
https://www.hotel-proverbs.com

オシャレとカジュアルが同居する
「お客様は家族」がコンセプトの
バーラウンジ。監修は日本のカク
テルマスター・上野秀嗣氏だ。各
国の著名バーテンダーを招いたイ
ベントを開くことも多い。

1

2

1気軽にひとりで入れるのがうれしい
（ミニマムチャージNT$800） 2ウィスキーベースのアボーブ・ザ・ヴァレーNT$500
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ビジネスに PLUS になる

スパークル・スパ

Body Care
台湾的体験

2

sparkle spa

台北市信義区信義路4段458号 17階
02-2720-0796
12:00pm〜10:00pm（予約は8:00pmまで）
／無休
MRT台北101 ／世貿駅2番出口より徒歩7分

プロの手で体をメンテナンス

http://www.thesparklespa.com/jp

時差ボケや移動による不調はスパで早めに癒すのが正解。ここでは女性はもちろん男性も

オフィスビルの中にある隠れ家サロン。
モダンなインテリアと高い技術が魅力

1

施術室にはジャグジーやサウナが完備。完全

ウエルカムな店をピックアップ。 疲れを一度リセットして、 明日からの仕事に備えよう。

なプライベート空間を確保できるため、国内
外の多くの著名人が訪れる。施術室のジャグ
ジーの脇には大きな窓があり、陽明山や美し

リージェント台北が手がけるオリジナルスパ

い夜景を望むことも。日本語メニューや日本
語ができるスタッフもいるので安心。

「WORLD SPA AWARDS」で2016年、2017年と2年連続
賞を受賞した話題の店。マッサージにはオリジナルのアロ

2

マを使い、全てオールハンド。時差ボケを解消してくれる

疲れを OFF するMenu

1コースには、お茶とデザートが付く。窓から
景色を見ながらリラックスしたい 2木を基
調としたモダンなシャワールーム。広々と使え
る贅沢な空間 3チャクラトリートメントも人
気。社長などエグゼクティブの利用も多い

コースや温かい石で体のコリをほぐしてくれるコースなど、
メニューの種類も40以上と豊富に揃う。

五行マッサージ
ＮＴ$5500/100分
中国の「五行説」の考え方を元に、気や血の巡
りを整え、体調を改善してくれる。

3

東方量子

トンファンリャンツ

台北市信義区仁愛路4段520号 1階
02-8780-1520
10:00am 〜 1:00am（予約は11:00pmまで）／無休
MRT市政府駅2番出口より徒歩10分
1

https://www.oqspa.com.tw

2

日本では体験できないエレクトリックSPA
台北のオフィス街の一角にある都市型スパ。足裏、中国式など各種
マッサージを受けられる。
特に体に電流を流す
「エナジーマッサージ」

1

は独特の刺激で血流をよくし、筋肉の痛みを緩和してくれる。施術
後は体が軽くなると評判だ。女性だけでなく、男性客も多い。

沐蘭SPA
ムーランスパ

1施術師が足元のプレートから電流を
受けつつ、電流の強弱を足でコントロー
ル 2友達と一緒なら大部屋を希望し
てみよう。個室もあるので、おひとり
様も大歓迎 3指先から放たれる電流
を身体で受け止める
＊心臓ペースメーカーの使用者、心疾
患がある人は事前にかかりつけの医師
との相談の上でご来店ください

台北市中山区中山北路2段39巷3号 リージェント台北 20階
02-2522-8279
10:00am 〜 12:00am（予約は11:00pmまで）／無休
MRT中山駅3番出口より徒歩5分
http://www.regenthotels.com/jp/regent-taipei/
wellness/spa

2

疲れを OFF するMenu
エナジーマッサージ
ＮＴ$2200 / 60分

体に電流を流して、血液の循
環の促進と細胞の活性化を促
す人気の施術。

3

疲れを OFF するMenu

Organic Cosmetics

オーガ ニックコスメ「 阿 原 」をおみ や げに

東方美人茶を使った
トリートメントコース
ＮＴ$4500/1時間45分

3

東方美人茶のアロマオイル、
バスソルト、アイピローなど、
お茶づくしのコース。香りに
癒される。

1ホテルの20階にある施術室には、大きな窓があ
り台湾の街並みを望める 2血液循環をよくする
ハーバルボールを使った施術も 3広々とした施
術室にはお風呂もあり、
浸かりながらお茶が飲める。
シャワールームも完備 4施術者の腕も確か。贅
沢な時間を過ごせる 5オリジナルのアロマオイ
ルを使用。室内はよい香りで満たされている

阿原 松菸店

90

5

ディケア、歯磨き粉などの商品は
化学薬品や農薬を使わずに作られ

台北市信義区菸廠路88号 2階
02-6638-7600

たもの。陽明山にある自家農園で

11:00am 〜 10:00pm ／無休

育ったハーブなどを使用し、体にも

MRT市政府駅1番出口より徒歩10分
http://www.yuansoap.com/jp

4

コスメブランド
「阿原」
の石けん、ボ

アユエン ソンヤンディエン

1

2

3

やさしいと男女ともに人気が高い。

1珍しいみかんの歯磨きペーストNT$350 2苦瓜のスカルプシャンプーNT$550 3石けんの種類もかなり豊富
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好様本事
VVG Something

Personal
Growth
仕事帰りに旬 の書店をめぐる
台湾的体験

3

ハオヤンベンジーヴイヴイジー サムシング

台北市大安区忠孝東路4段181巷40弄13号
02-2773-1358
12:00pm 〜 9:00pm ／無休

2

MRT忠孝敦化駅7番出口より徒歩4分
https://www.facebook.com/vvgteam

小さな空間に多彩な本がずらり。
ビジネスのアイディアが閃くかも

台湾には夜遅くまで営業している書店も多く、 仕事帰りに本を熱心に読むサラリーマンの姿も。
カフェを併設している店でコーヒー片手に、 現地のトレンドをチェックするのもいい。

米国のエンタメ系サイト
「Flavorwire.
com」が選ぶ「世界で最も美しい本屋20」
に選ばれた書店。バイヤーが世界各地か

誠品書店 松菸店

3

チャンピンシューディエン ソンヤンディエン

ら集めた貴重な本を求めて、多くのコレ
クターが足を運ぶ。料理やインテリア、

台北市信義区菸廠路88号 3階

日本の雑誌のほか、絶版の雑誌も。台湾

02-6636-5888

の若手デザイナーの雑貨もチェック。

11:00am 〜 10:00pm ／無休
MRT市政府駅1番出口より徒歩10分
http://www.eslitecorp.com

1

台湾のトレンドがわかる人気の大型書店
台湾のほか、香港や中国にも店舗を構える、巨大な書店チェーン。広々

What's VVG？

としたフロアに多彩な本が並ぶ。ベストセラーのランキングもあるので、

VVG と は「VERY VERY
GOOD」の略で、台湾を代
表するクリエイティブ集団。
書店だけでなく、ビストロ、
雑貨屋などさまざまな形態
の店を台北に7店舗持つ。

台湾の流行がひと目でわかる。デザイン性の高い雑貨や各地から集めら
れたグルメコーナーもあるなど、書籍以外のラインナップも豊富。

1店頭には人気の雑貨やおすすめの本が並ぶので、チェックしてみよう 2店の一角に
はイスも完備。気になった本を読み比べるのもいい 3写真集や料理本、雑誌など、言
葉がわからなくても楽しめる本も。誠品書店の敦南店は24時間営業。書店では珍しい

1

1各国のアンティーク雑貨、台湾の若手
デザイナーなどのグッズもセンスよく並べ
られている 2モスクワのカフェを紹介し
た本 NT$980など。阿里山の豆を使用し
たコーヒーも注文できる 3日本の書籍も
多数。
『ブルータス』や『PAPERSKY』
など
のバックナンバーも 4赤い扉と涼しげなグ
リーンが目印 5ystudioの真鍮素材の文具

4

5

青鳥Bleu&Book
チンニャオ ブルー＆ブック

台北市中山区八德路1段1号 華山1914文創園区内
ガラス屋根の建物2階
02-2341-8865
10:00am 〜 9:00pm ／不定休
MRT忠孝新生駅1番出口より徒歩5分
https://bleu.com.tw

2

3

本のセレクトだけでなく料理も評判。
思わず長居したくなる独立系書店
三角の窓から光が差し込む気持ちのいい書店。

 誠品書店スタッフがオススメする 3 冊
『GOOD EYE CITY
GUIDE taipei』
NT$380

誠品書店店員
スージャーリン

斯 家羚さん

素敵な写真とイラスト
が満載の台湾ガイド本。
日本のガイドブックとは
違った視点で旬の台湾
を紹介している。

Books
『台灣鐵道一泊二日』
NT$340
台湾鉄道の1泊2日
のプランを紹介。か
わいいイラストを用
いて、ローカル線や
台湾各地の街を丁寧
に解説している。

棚には写真集、建築、文学など多彩なジャン
ルの本が並び、センターにはおすすめ本が置
かれる。テーブルやカウンター席では、本を
読みながら、軽食やコーヒーも味わえる。日
本のヒット作の翻訳本の取り扱いも多い。

1台湾には個性的なセレクトが光る独立系書
店が増えている 2エルビス･プレスリーの名
を冠した猴子偷吃貓王三明治NT$200、カプ
チーノNT$140など 3スタッフにおすすめ
の本を聞いてみよう 4台湾では珍しく、購
入時にオリジナルカバーを付けてくれる

『台灣好貨色』
NT$320
台湾在住の日本人、
青木由香さんがセ
レクトした台湾の
「いいもの」
を集めた
本。おみやげ 選び
の参考になりそう。

2
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Stress Relief
台湾的体験

六巨石

象山

4

大きな岩が並び、その奥には台北101を望める。時
間帯によっては、記念撮影の順番待ちの列ができる

夜景スポットとして有
名。四獣山のなかでも
一番気軽に登れる

象山の入口。階段が急なので、
歩きやすい靴を用意したい

低 山ハイキングで疲れをリセット
台北市内にある山には 「親山歩道」というハイキングコースが整備されており、
空き時間を使って気軽に登ることができる。 軽く体を動かして、 気分をリフレッシュしよう。

随所に地図や植物の説明が書か
れた看板が設置されている

剣潭山親山歩道

市区観景平台

虎山自然歩道

ジアンタンシャンチンシャンブーダオ

随所に展望スポットが。淡水河や陽明山、
松山空港方面など最高の景色を楽しめる

MRT剣潭駅2番出口より剣潭山歩道登山口まで徒歩10分

象山駅

散歩がてらふらりと登れる初心者向けの山

虎山 138m

市中心部にもっとも近い親山歩道。登山口は夜市で有

中華科技大学

豹山 103m

名な士林のすぐ近く。コースはいくつかあるが、一番
簡単な道なら往復で1時間ほど。コースの随所にある

福和宮

獅山 151m

展望スポットからは、台北101を望め、松山空港に離

象山歩道

発着する飛行機を見ることもできる。標高は153mほど。
剣 潭 駅 からほ ど
近い登山口。剣潭
公園のなかにある

九五峰 375.8m

象山 183m

南港山373.9m

六巨石

四獣山歩道

スーショウシャンブーダオ

士林駅

MRT象山駅2番出口より象山親山歩道登山口まで徒歩5分

老地方

自然豊かな登山道を歩き
山頂から美しい台北 101を望む

剣潭駅
観機平台

山の総称。コースのなかで一番高くても標高は

圓山飯店

Plants

 山で出 会える植物たち

の展望台。台北101が目の前に見えるので日中だ

登ってすぐの場所
にある神社。周辺
には寺や神社が
点在している

大忠宮

1952年に建てられた艶やかな宮殿
式建築。
台北市のランドマーク的存在

375m 程度と低い。一番人気があるのは、象山

大 忠 宮

剣潭公園

圓 山 大飯 店

けでなく、夕方～夜にかけて撮影に訪れる人も多
い。各山の頂上を制覇するには半日程度必要だ

歐都納 士林店

緑豊かな山中では、南国の植物や

オウドゥナ シーリンディエン

ができる。随所に植物の説明が書

台北市士林区承德路4段191号
02-2881-1648

ら歩くのも楽しい。運がよければ、
3

4

1南国らしいハイビスカス 2アヤメ科のアメリカシャガ 3歩道沿いの畑にはパパイヤの木も 4鮮やかなブルーサルビア

94

虎山

虎山へ向かう歩道では渓流や多くの植物
が楽しめる。各所から街の景色も望める

 台 湾ブランドの アウトドア 製 品を現 地 調 達

かれた看板があるので、読みなが

2

山頂がわずか103mと四獣山のなかで
ももっとも低い。虎山に隣接している

が、象山だけなら往復1時間ほど。

果物の木、動物たちに出会うこと

1

豹山

四獣山とは、象山、獅山、豹山、虎山からなる

拓印台

剣潭山 153m

珍しい五色鳥に出会えるかも。

1

Goods

台湾のアウトドア用品販売の最大

手。ウィンドブレーカーや登山用の
帽子、靴など、種類豊富な製品が
並ぶ。スコールに強い防水グッズ

11:30am 〜 9:30pm ／無休

や風通しがよいウエアなど、台湾

MRT剣潭駅1番出口より徒歩7分

の気候にあったものが見つかる。

http://www.atunas.com.tw

1台湾エクセレンス賞を受賞したオリジナルウエアも

2

2台湾ではポピュラーなブランド
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佛光山/佛陀紀念館

Religion
台湾的体験

5

フォグァンサン/フォトゥォジィニェングァン

高雄市大樹区興田路153号（佛光山）
07-656-1921（佛光山）
佛光山8:00am ～ 5:00pm/無休、
佛陀紀念館9:00am ～ 7:00pm

寺 院で精神を研ぎ 澄ます

（土・日曜～ 8:00pm）/火曜休
高鉄左営駅からバス「哈佛快線」で
約30分
https://www.fgs.org.tw

台湾人は信仰が厚く、 祈りが身近にある。大事な契約や商談の前、 新しいビジネスを始める時など、
地元の人に交じって手を合わせ、 不運を払い、 成功を祈ってみるのもいいかもしれない。

台湾南部を代表する寺院。
仏教に関する貴重な資料も
臨 済 宗 第 48 代 星 雲 大師のもと、

行天宮

1967 年に開山。2011年に寺院の

シンティエンコン

1

台北市中山区民権東路2段109号

隣に約100ヘクタールの佛陀紀念
館を建設し、全世界3つしかない釈

02-2502-7924

迦の歯「佛牙舎利」を祀った。紀念

4:00am 〜 10:00pm ／無休
MRT行天宮駅3番出口より徒歩5分

館前の成佛大道の両側には8つの

https://www.ht.org.tw

塔が建ち、正面には高さ108mの仏
光大仏が鎮座。世界一の高さを誇る
青銅製の座佛として知られている。

2

2

1

商売の神様を祀る伝統ある廟
でビジネスの成功を祈る

3

多くの神々が祀られるパワースポット

龍山寺

ロンシャンスー

約270年の歴史を持つ台湾随一の名刹。中国宮殿式廟

台北市萬華区広州街211号

宇建築が採用され、色鮮やかで芸術性の高い建築物と

02-2302-5162

して知られている。本尊の観世音菩薩のほか、航海の

6:00am 〜 10:00pm ／無休

神様である天上聖母、受験の神様である文昌帝君など、

MRT龍山寺駅1番出口より徒歩3分

『三国志演義』に登場する人気武将、関

様々な神様が祀られていることでも知られている。

http://www.lungshan.org.tw

羽
（関聖帝君）
が祀られている寺院。商売
の神様や学問の神様でもあり、地元でも

1関聖帝君のお守り
（右）
と幸せを呼ぶハート型のお守
り
（左） 2現在の建物は1924年に再建されたもの。
夜のライトアップも美しい 3行天宮同様、こちらに
も商売の神様、関聖帝君が祀られている 4縁結びの
神様、月下老人を目当てに訪れる若者も多い

人気が高い。ひざまずいて祈りを捧げて
いる人、収驚（シュウエン）
と呼ばれるお
祓いを受ける人、おみくじで運勢を占う
3

人など、熱心な信者で常に賑わっている。

4

1広々とした成佛大道には七重塔が 8 つ
並び、奥には佛陀紀念館、仏光大仏が
見える。雄大な敷地を有し、多くの観光
客が訪れる 2佛陀紀念館の門近くにあ
る禮敬大廰には、レストランやおみやげ
ショップなどが入る 3 1975 年に建て
ら れ た 大 佛 城 に は 高 さ 40m の 大 仏 を
480 体の仏像が取り囲んでいる

1

5

1オフィス街が近いので、商売繁盛を願う人たちも多い 2青い法衣を着た人はボランティア。読経や案内などを
する 3収驚は、身体から抜けた霊魂を体に戻す作業と言われている 4お祈りの仕方は日本とは異なる。看板に
写真付きの手順が書いてあるので、マネしてみよう 5商売の神様である関聖帝君。長いヒゲと赤い顔が特徴

Good Fortune

3

 おみくじで仕事運を占う
1

（ベイジャオ）

2

クジを1本選び番号を
見たら、戻す

3

引出所で自分の番号の
クジを取る

4

解説所でおみくじの
解説を聞こう

おみくじを引く前後に
三日月型の木片を投げ

るのが台湾流。こちら

〈表〉

~
~
~

〈裏〉

~
~
~

~
~
~

で表と裏の組み合わせ
がでなければ、おみく
じは引けない。解説所
には大抵日本語ができ
るスタッフがいる。
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出張の前に押さえておきたい

ch

台湾のビジネスカルチャー

I love

!
s
e
g
n
e
l
l
a

台 湾 に は 親 日 家 が 多く、日 本 人 は 比 較 的ビ ジ ネ ス がし や す い と 言 わ れ て い る 。
さらに ス ム ー ズ に 仕 事 を 進 め る た め に 、台 湾 の カ ル チャー や 基 本 的 な 性 格 、
風 習 に つ い て 知って お こう。

Friendly
People

人との 距 離 が 近く、

新しいアイディア に

フレンドリー

積 極 的 にトライ

台湾人は南国らしく、陽気でポジティブな人が多いと言われている。

年配者のなかには保守的な人もいるが、
一般的に異文化のカルチャーや技術を積極的に取り入れ、

まわりとうまく調和をはかりながらスムーズに進行しようというスタイル。

自分なりのテイストにまとめあげるのがうまい。 仕事に対しても、まずは挑戦。

一度仲よくなるとお互いのプライベートを

失敗したらまた起き上がればいいというマインドで、

フランクに話す人も多い。

思い付いたことをすばやく行動にうつす。自ら起業する人も多い。

よい人 脈 が

蔡英文総統の活躍でもわかるように、

中華圏では特に人脈が重要視されていて、

台湾では女性の管理職も多く、

Gender
Equality

血縁関係も大切にしていて、
ビジネスの場でも家族やパートナーを同席させることもある。

98

活 躍できる社 会

どの国でもそうだが、
誰かと繋がりたければ第三者の紹介が有益と言われている。

English
Names

女 性も男 性 同 様 に

Connections

ビジネス成 功の秘 訣

Taiwanese Business Culture

ビジネスでは、基本的に意見を主張するだけでなく、

働くのは当たり前という風潮にある。
外食文化が根付いており、
祖父母が子どもの世話をしてくれる家庭も多いため、

出張には家族関係を意識した

家事負担が軽いというのもその理由のひとつ。

気の利いた手土産なども持参したい。

出産後も働き続ける人が多い。

多くの人 が 英 語 の 名 前を

レ ディファーストが

持って い る

身に つ いている

中国語の名前は外国人には覚えにくく、発音が難しい。

台湾人男性は女性にやさしい人が多く、重いものを持つ、

そのうえ同じ苗字を持つ人も多いため、

ドアを開ける、食事を取り分けるなど、

ほとんどの台湾人は英語名を持っている。

ごく自然にレディファーストなふるまいができる。

名刺にも記載し、パスポートにもサブネームとして使用可能。

結婚しても家事分担は当たり前で、女性をしっかりとサポート。

日本語の名前も外国人には難しいので、

そんな台湾人男性の行動に、

英語名を作ってもよいかもしれない。

恋心があると勘違いしてしまう人も！
？

Ladies
First
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台湾のスマート化をリードする優良企業 25 企業リスト

英語企業名

台湾企業名

業種

日本法人または代理店

紹介ページ

BenQ Corporation

明基電通股份有限公司

精密電子機器の製
造販売

ベンキュージャパン株
式会社

Zyxel Communications
Corporation

合勤科技股份有限公司

ネットワーク機器
の製造販売

Micro-Star International Co.,Ltd.

微星科技股份有限公司

ゲーム用パソコン
の設計製造販売

Perfect Corp.

玩美移動股份有限公司

Acer Incorporated

QR
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台湾企業名

業種

30

Edimax Technology Co., Ltd.

訊舟科技股份有限公司

Wi-Fi製品、ネット
ワーク機器、IoTデ
バイスの開発設計
製造販売

32

Darfon Electronics Corp.

達方電子股份有限公司

電動自転車の製造
販売

株式会社BESV
JAPAN

58

エムエスアイコン
ピュータージャパン株
式会社

34

DELTA ELECTRONICS, INC.

台達電子工業股份有限公司

電力･熱管理ソリューショ
ンの世界的リーダー、かつ
産業オートメーション、ディ
スプレイ、ネットワーキン
グ等いくつかの製品セグメ
ントの主要プレイヤー

デルタ電子株式会社

60

ビューティー関連
モバイルアプリの
開発運営

パーフェクト株式会社

36

GEOSAT Aerospace &
Technology Inc.

經緯航太科技股份有限公司

ドローンの設計製
造販売

62

宏碁股份有限公司

情報・通信業

日本エイサー株式会社

38

AEON MOTOR CO., LTD.

宏佳騰動力科技
股份有限公司

オートバイの製造
と販売

64

Cal-Comp Big Data, Inc.

麗寶大數據股份有限公司

美容機器の設計販
売

40

Far Eastern Electronic
Toll Collection Co., Ltd.

遠通電收

ETCの構築運用受
託

66

CviCloud Corporation

瀚雲科技有限公司

電 子 部 品・IoT デ
バイスの製造販売

42

ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM CO., LTD.

弓銓企業股份有限公司

水道メーターの設
計製造販売

44

Lite-Med Inc.

寶健科技股份有限公司

医療機器の開発製
造

72

TAIWAN SAKURA
CORPORATION

台灣櫻花股份有限公司

厨房機器の設計製
造販売

46

Taiwan Main Orthopedics
Biotechnology Co.,Ltd.

台灣骨王生技股份有限公司

医療用ヘッドセッ
トの設計販売

74

iXensor Co., Ltd.

安盛生科股份有限公司

モバイルヘルス開
発、女性の健康管理
ならびに慢性疾患管
理システムの販売

48

AmCad BioMed Corporation

安克生醫股份有限公司

AI指向の革新的医
療デバイス

76

ADATA Technology Co., Ltd.

威剛科技股份有限公司

パソコン周辺機器
の設計販売

エイデータ
テクノロジージャパン
株式会社

50

Kinpo Electronics Inc.

金寶電子工業股份有限公司

家電の設計製造受
託

78

In Win Development Inc.

迎廣科技股份有限公司

PCパーツの 製 造
販売

株式会社アユート

52

Wiltrom Co., Ltd.

台灣微創醫療器材股份
有限公司

医療機器の開発・
製造・販売

80

Robotelf Technologies
Co., LTD.

麗暘科技股份有限公司

ロボット開発・ア
プリ開発

54

Advantech Co., Ltd.

研華股份有限公司

産業用パソコンの
設計製造販売

SMART HOME ■ ■ ■

100

日本法人または代理店

紹介ページ
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56

SMART TRANSPORTATION ■ ■ ■

アドバンテック株式会
社

82

SMART MEDICAL CARE ■ ■ ■
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