
対⽇直接投資拡⼤に向けた取組について
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１．最近の政府の動き（岸⽥総理ロンドン講演・経済財政諮問会議）

 対⽇投資の促進に関して、岸⽥総理⼤⾂、萩⽣⽥経済産業⼤⾂が発⾔。

◎岸⽥総理基調講演（抄）（令和４年５⽉５⽇ ロンドン・シティ）
今⽇は、私が提唱する経済政策、特に新しい資本主義についてお話ししたいと思います。私からのメッセージは⼀つ
です。「⽇本経済は、これからも、⼒強く成⻑を続ける。安⼼して、⽇本に投資して欲しい。Invest in Kishidaで
す。」
もちろん、⽇本には多くの課題があります。私は、この解決のため、先頭に⽴って真正⾯から改⾰を進める覚悟です。
地政学的リスクの在り様が⼤きく変化し、サプライチェーンの組替えや、資源・エネルギーの調達や供給の在り⽅が想像
しない形で変わる不安定な時代です。だからこそ、⽇本の安定性が強みになります。
成⻑を続け、しかも安定している⽇本市場、安全・安⼼な⽇本企業・製品・サービスは買いだと申し上げます。
（略）

◎萩⽣⽥経済産業⼤⾂ （令和４年４⽉２７⽇ 経済財政諮問会議）
・2030年に対⽇直接投資残⾼を80兆円とする⽬標の達成に向け、先端半導体や洋上⾵⼒の製造・研究開発拠
点に関する海外からの投資拡⼤、海外スタートアップの誘致や 内外企業の協業⽀援を強化する。さらに、経済安
全保障に留意しながら、外国資本による⽇本企業の経営参画を円滑に進める⽅策について検討するとともに、外
国企業との協業等に不慣れな企業へのＪＥＴＲＯによる伴⾛⽀援を進める。
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２. 対⽇直接投資に係る政府の取組体制
 平成26年度、投資案件の発掘・誘致活動の司令塔機能を担うとともに、外国企業経営者等から直接意⾒

を聴取し、必要な制度改⾰等の実現に向けた関係⼤⾂や関係会議の取組に資することを⽬的として、対⽇
直接投資推進会議（主宰︓内閣府特命担当⼤⾂（経済財政政策））の開催を決定。

 令和3年度には対⽇投資推進会議において、対⽇直接投資促進戦略を決定。政策⽬標（KPI)として、
「対⽇直接投資残⾼を2030年に80兆円と倍増、GDP⽐12％」という量的⽬標および補助指標を設定。

 令和4年度には「対⽇直接投資促進戦略」重点事項推進ワーキング・グループを設置。戦略に掲げられた事
項や重点的に進めるべき事項について検討し、関係府省庁とともに推進することを⽬的とする。

政府における対⽇直接投資推進の司令塔
主宰 ︓内閣府特命担当⼤⾂（経済財政政策）
構成員 ︓内閣府特命担当⼤⾂（規制改⾰）

総務⼤⾂、外務⼤⾂、経済産業⼤⾂、
まち・ひと・しごと創⽣担当⼤⾂

アドバイザー︓有識者10名
※内閣総理⼤⾂及び内閣官房⻑官は随時出席可能
※必要に応じ、関係⼤⾂その他関係者の出席を求めることが可

対⽇直接投資推進会議

重点的に進めるべき事項の検討・推進(令和4年5⽉決定）

庶務︓内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
経済産業省等の関係府省庁が協⼒

構成員︓有識者10名

「対⽇直接投資促進戦略」重点事項推進WG

2003年5⽉より関係各府省庁に対⽇直接投資総合案内窓⼝を設
置、以下に対し情報提供等を実施。
• 市場に関する情報及び投資に関する施策等、投資に関する情報の提

供依頼
• 投資に関する許認可等の申請⼿法の教⽰依頼
• 投資に関する法令適⽤事前⼿続（⽇本版ノーアクションレター制度）

による照会の処理についての照会者等の苦情
• その他投資に関する照会の依頼

各省庁における対⽇投資総合案内窓⼝

政府における対⽇直接投資の取組体制

• 会社設⽴、合併・買収、⼯場・店舗設⽴等に関わる各種の投資
⼿続き等の情報を⼀元的に得られる窓⼝「対⽇投資・ビジネスサ
ポートセンター（IBSC）」をJETROに設置。

• 外国企業の誘致に向けた取組・⽀援を実施

投資誘致機関（JETRO）

政策⽬標（KPI) 「対⽇直接投資残⾼を2030年に80兆円と倍増、GDP⽐12％」達成への貢献
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３. 対⽇直接投資の政府⽬標及び国際⽐較

 対⽇直接投資残⾼は着実に増加し、2020年に35兆円とする政府⽬標を達成。次なる⽬標として、
「2030年に残⾼を80兆円へと倍増、対GDP⽐を12％とする」ことを掲げた。（2021年6⽉「対
⽇直接投資促進戦略」において決定）

 他⽅で、対内直接投資残⾼の対GDP⽐（2020年）は世界でも最低⽔準。海外資本の更なる
活⽤のポテンシャルは⼤きい。

⽇本の対内直接投資残⾼の推移
残⾼

（兆円）
対GDP⽐率

（％）

39.7兆円
対GDP⽐7.4％

（出所）財務省「本邦対外資産負債残⾼」、内閣府「国⺠経済計算

（％）

G20の対内直接投資残⾼対GDP⽐(2020年)

（出所）⽇本の数値は、財務省・⽇本銀⾏「本邦対外資産負債残⾼」及び内閣府
「国⺠経済計算」より計算。その他の数値は、OECD.statより作成。

（備考）中国、メキシコはデータなし。南アフリカは2019年のデータ。
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令和4年7⽉13⽇対⽇直接投資推進ブロック会議資料



 対⽇直接投資は、海外から⾼度な⼈材・技術・豊富な資⾦を呼び込むことでイノベーション創出
や海外経済の活⼒の地⽅への取り込みにつながり、⽇本経済全体の成⻑⼒の強化や地域経済
の活性化に貢献する。

 我が国は、⼈⼝減少が進展しており、これを克服して⼒強い成⻑を実現するためには、対⽇直接
投資を梃に、海外活⼒を⼤胆に取り込んでいくことが必要。

 また、戦略分野における国内サプライチェーン強靱化は、国際情勢を鑑みると喫緊の課題。

5

４．対⽇直接投資の重要性

対⽇投資の効果 例

地域資源と海外活⼒の融合
地域活性化

サプライチェーン強靭化

⽣産性向上
競争⼒強化

海外の先端技術の取込み

⽇本経済全体の成⻑⼒の強化や地域経済の活性化
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（出典）各種公表資料より作成 6

（スタートアップ/ロボット、フランス)

グリーン・フィールド型

５．外国企業による対⽇投資事例とその波及効果

EXOTEC

海外の先端技術の取込み

⼩売り・Eコマース・製造業の倉庫向けの⾃動化
ソリューション。ファーストリテイリングが導⼊した他、
IHIのグループ会社ともパートナー契約を締結。

（半導体、台湾）

グリーン・フィールド型

TSMC

サプライチェーン強靭化

2021年、熊本への半導体⽣産拠点設⽴を発
表（2024年内⽣産開始予定）。
国内サプライチェーン構築や地元への経済波及
効果が期待。

（PEファンド、⽶国）

ブラウン・フィールド型

KKR × PHC

⽣産性向上・競争⼒強化

2013年、 KKRはパナソニックよりパナソニックヘル
スケアを買収を発表。（買収額1650億円）
迅速な意思決定体制の実現と資本投下により、

加速的な利益成⻑を実現。

（旧パナソニックヘルスケア）（PEファンド、⽶国）

ブラウン・フィールド型

カーライル × 三⽣医薬

地域資源と海外活⼒の融合

オーナーが事業承継を検討する中、グローバル
展開を⽬指し、2014年にカーライルによる出資を
受⼊れ。
海外販売率⽐率が9.4倍に増加。

（医薬品・健康⾷品）

令和4年7⽉13⽇対⽇直接投資推進ブロック会議資料



６．「対⽇直接投資促進戦略」重点事項推進ワーキング・グループの設置

【第１の柱】
対⽇直接投資を通じた「⼈への投資」の強化

【第２の柱】
対⽇直接投資を通じたＤＸ・ＧＸ、スタート
アップ育成の推進

【第３の柱】
対⽇直接投資促進に向けた外国⼈が⽣活し
やすい環境の整備

伊藤 元重（座⻑） 東京⼤学 名誉教授
仲條 ⼀哉（座⻑代理）独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 理事
浅井 英⾥⼦ ＧＥジャパン株式会社 代表取締役社⻑
清⽥ 耕造 慶應義塾⼤学産業研究所 教授
神保 寛⼦ ⻄村あさひ法律事務所 パートナー
鈴⽊ 直道 北海道知事
⾼島 宗⼀郎 福岡市⻑
⽇⾊ 保 ⽇本マクドナルドホールディングス株式会社

代表取締役社⻑兼ＣＥＯ
⼭⽥ 和広 カーライル・ジャパン・エルエルシー

マネージング ディレクター ⽇本代表
リヨネル・ヴァンサン ルフェーブル・ペティエ・エ・アソシエ外国法事務弁護⼠法⼈

マネージングパートナー

 令和4年5⽉に「対⽇直接投資促進戦略」重点事項推進ワーキング・グループを設置。

 年度内にワーキング・グループを複数回開催し、「重点的に進めるべき事項」の3つの柱について検討。関係省
省庁と連携して取り組みを推進し、年度内に取りまとめ予定。

令和4年5⽉13⽇ 第10回対⽇直接投資推進会議にて、重点的に進めるべき事項に関する報告、
ワーキング・グループの設置の決定

令和4年8⽉以降 WGを複数回開催し、年度内に取りまとめ。
（出典）内閣府 対⽇直接投資推進会議（第10回）会議資料 http://www.invest-japan.go.jp/committee/council_10/agenda.html

 構成員  「重点的に進めるべき事項」 ３つの柱

 経緯と今後のスケジュール
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７. 対⽇直接投資促進戦略（R3.6.2 対⽇直接投資推進会議決定）

 政策⽬標（KPI）として、対⽇直接投資残⾼という量的⽬標および補助指標を設定。

 デジタル、グリーンの新市場の創出、イノベーション・エコシステムの構築、グローバルな環境変化や地域の強みを
活かした投資環境の整備。【具体的な内容は参考資料をご参照】

政策⽬標(KPI)と補助指標

1. デジタル・グリーンの新市場の創出
とイノベーションエコシステムの創出

2. グローバルな環境変化に対応したビ
ジネス環境整備の加速

3. 地域の強みを活かした官⺠連携によ
る投資環境の整備

① 国際的なイノベーション・エコシステム拠点の形成
② 2050年カーボンニュートラル実現に向けたオープンで⾰新的なグリーン新市場の創造
③ 経済安全保障の観点も踏まえたデジタル分野等における国内投資環境の更なる整備
④ 世界への情報発信

① 国際⾦融都市の実現
② コーポレートガバナンス改⾰の推進
③ グローバルに活躍する⼈材の確保・育成
④ ⼿続きのオンライン化・多⾔語化
⑤ 外国⼈が⽣活しやすい環境の実現

① 地域投資フォローアップ体制の強化
② 地域ブランディング強化⽀援
③ 集中的・中⻑期的な⽀援の実施
④ 国内⼤学と外国・外資系企業等のイノベーション共創強化
⑤ テレワーク環境・デジタル環境の整備
⑥ 観光資源活⽤⽀援、インバウンド活性化
⑦ 福島県への外国・外資系企業の誘致

・2030年に80兆円、GDP⽐12%
・補助指標（⽬安）
①外資系企業の付加価値額 2030年に34兆円
②地域の外資系企業数 2026年に10,000社
③海外からの経営・管理⼈材⼊国者数 2030年に20万⼈

対⽇直接投資促進戦略の概要
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８．対⽇直接投資の全体像と経済産業省関連の取り組み
 外国企業による⽇本への投資を類型化すると、法⼈・拠点設⽴によるグリーンフィールド型の投資およびM＆

A・資本提携等によるブラウンフィールド型に分類される。
 また、両タイプにおいて、海外から直接、⽇本への投資が実⾏されるケースと、⽇本進出済み企業が、新たな拠

点設置や買収等を実⾏するパターンに⼤別。
 対⽇投資の拡⼤に向け、それぞれのパターンに応じた取り組みを実施

グリーンフィールド型（法⼈・拠点・⼯場設⽴） ブラウンフィールド型（業務・資本提携およびM＆A等）

事業再編・コーポレートガバナンス強化

政府による投資環境整備、規制緩和

投
資
環
境
整
備

⽇
本
拠
点
無

(

新
規)

⽇
本
進
出
済

(

⼆
次)

JETROによる外国企業誘致活動

JETROによる、外国・外資企業と⾃治体、
企業、⼤学等とのマッチング等

•対⽇M&A活⽤ガイダ
ンス・事例集作成

• JETROによる、外国・外
資企業と⾃治体、企業、
⼤学等とのマッチング等

•協業に向けた伴⾛⽀援
（J-Bridge）

各産業分野における⽀援制度・補助⾦

JETROによる投資環境の情報発信 等
令和4年7⽉13⽇対⽇直接投資推進ブロック会議資料
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９．今後の取組の⽅向性
 更なる対⽇投資の促進および海外活⼒の取込みのため、①デジタル・グリーン分野、②対⽇M＆A、③⼆次

投資促進 に関する取り組みを強化。【具体的な内容は参考資料をご参照。】

• 国内進出済みの外資系企業と地域企業、団体、⼤学等との協業・連携の強化。
JETROによるRBC事業の実施において、国内外資系企業にも参加呼びかけ。

デジタル・グリーン

⼆次投資

対⽇M＆A

• 先進技術・ノウハウの取り込み、多様性の向上といった効果を期待。
• 海外スタートアップ企業の呼び込みも強化

• 経済産業省投資促進課において、新たに研究会を設置し、実態・課題分析を実
施。

• ⽇本企業向けの対⽇M＆A活⽤に関する事例集、出資受け⼊れ・事業売却等を
検討するガイダンスの作成。
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10．地⽅における対⽇投資事例

11

事例１︓環境関係事例
北海道×NASKEO環境株式会社（仏）
〜バイオガス発電事業を⾏うフランス企業Naskeoが北海道に株式会社を設⽴〜

 Naskeo environmentは、フランスに本拠を置くバイオガス関連の技術を提供する企業。主
に、家畜糞尿・⾷品産業残渣・農産業残渣の処理技術を提供している。

 バイオガスの関連技術をすべて揃えた「ワンストップショップ」形態で、研究開発から
設計、建設、運⽤、さらにはメンテナンスまで、幅広いサービスを展開しており、同社
の⾰新的技術（湿式プロセス、乾式バッチプロセス）は有機廃棄物を再⽣可能エネル
ギーに変えることで、環境汚染の防⽌に⼤きく貢献している。

 ⽇本では、北海道の鶴居村で地元企業とパートナーを組んでバイオガス発電ビジネスを
実施。更なる事業拡⼤を⽬的に、2019年4⽉、北海道にNASKEO環境株式会社を設⽴した。

 同社の⽇本拠点設⽴に際し、ジェトロ対⽇投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）は、
コンサルテーション（登記、ビザ、税務、建設関連）、⾃治体及び業界団体の紹介、情
報提供（市場、規制）、サービスプロバイダ（⾏政書⼠、税理⼠、社労⼠、銀⾏、サー
ビスオフィス）の紹介を⾏った。
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出所︓ JETROホームページの掲載事例より経済産業省作成 https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/2019/f7275de3e9ff9c05.html



10．地⽅における対⽇投資事例
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事例２︓モビリティ事例
福岡県×SWAT Mobility Japan（星）
〜北九州市でのバス運⾏ダイヤ効率化の実
証実験を開始〜

 最少の⾞両台数で、複数の乗客を効率良く相
乗りさせる⾼精度のルーティングアルゴリズムを開
発。 2020年、東京都内に⽇本法⼈を設⽴。

 2021年10⽉時点で、オンデマンドバスアプリを
世界7カ国（シンガポール、⽇本、フィリピン、タ
イ、ベトナム、インドネシア、オーストラリア)で展
開する。

 北九州市の「スタートアップSDGsイノベーション
トライアル事業（実証⽀援事業）」に採択され、
⾃社の開発したルーティングアルゴリズムを活⽤
し、北九州市営バスのダイヤ効率化に向けた実
証実験を⾏う。
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事例３︓教育事例
京都府×Nisai Japan株式会社（英国）
〜オンラインインターナショナルスクールによる国
際的な教育課程の提供〜

 英国教育省に認定されたオンライン教育のプロ
バイダー。運営する「ニサイバーチャルアカデミー」
は、ケンブリッジ国際試験委員会が主催する試
験の受験が可能な「ケンブリッジインターナショナ
ルスクール」として認定されており、世界の中⾼
⽣向けに、英国における義務教育修了資格や
⼤学⼊学資格の国際版を取得できるプログラム
を提供している。

 2018年12⽉に京都市にNisai Japan株式
会社を設⽴。2020年の⼩学校における英語の
必修化（学習指導要領の変更）に対応した
教員向け英語トレーニングコースの提供等に取
り組む。

出所︓ JETROホームページの掲載事例より経済産業省作成
https://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/2019/a
e515c7d08f9560b.html

出所︓ JETROホームページの掲載事例より経済産業省作成
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/10/ea3dbe6ebac92a1f.html



11．ブロック会議の有効活⽤に向けて

 国・ ⾃治体のほか、地域の経済団体、⾦融機関、⺠間企業等、様々な視点を踏まえ、
①率直な⽣の声・ニーズを共有する場、②先進的な取組や知⾒を持ち寄る場、③地
域活性化にむけた海外活⼒の活⽤を考える場 となることを期待。

 経済産業省としても、国の施策検討においても、本⽇の論点や地域の実情を取り⼊れ
ていきたい。

令和4年7⽉13⽇対⽇直接投資推進ブロック会議資料

• 誘致戦略の策定
• 外国・外資系企業との接
点の持ち⽅（場の創出
等）

• 外国・外資系企業とのコ
ミュニケーション

• 企業誘致に向けた情報収
集

• 外国・外資系企業との連
携意欲のある地域企業の
発掘

• 関連企業（ディストリ
ビューター等）の発掘

• ⾃治体内または⾃治体間
や⺠間企業等との連携

• 外国・外資系企業に対す
るPR・広報施策（ウェ
ブサイト・イベント等）

• 外国・外資系企業から活
⽤される⽀援制度（補助
⾦、窓⼝の設置等）

• 誘致後のフォロー等

誘致ノウハウ ネットワーク構築 誘致施策・制度

令和３年度⾃治体向け事前アンケートで挙げられた課題例
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12．窓⼝の連絡先

 経済産業省 貿易経済協⼒局 投資促進課 Tel:03-3501-1662

 ジェトロ対⽇投資部
• ⾃治体向けサポート（サポプロ）︓地域連携課 Tel︓03-3582-5234 
• その他の対⽇投資に関するお問い合わせ︓対⽇投資課 Tel︓03-5382-5312 

 ジェトロ北海道 Tel ︓011-261-7434  

令和4年7⽉13⽇対⽇直接投資推進ブロック会議資料 14



ご清聴ありがとうございました。
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今後の重点的取組①
（参考）海外の活⼒・視点の取り込みによる地域の魅⼒・ポテンシャルの引き出し
 外資系企業は東京に集中しているが、地域とのビジネス意欲は⾼い。

 外国企業による国内への投資を呼び込むため、JETROでは 「対⽇投資ビジネスサポートセンター(IBSC)」で拠
点設⽴を⽀援するとともに、⽇本各地にコーディネーターを配置し相談体制を整備。

 また、「地域への対⽇直接投資サポートプログラム」を基軸に、地域企業と外国企業とのマッチングイベント
（Regional Business Conference）等、地域の誘致活動への⽀援を実施。

21

②地域とのビジネス意欲は⾼い①外資系企業の国内本社の6割弱は東京に集中

項⽬ 回答
すでに実施、拡⼤する 37.3%
すでに実施、維持する 24.4%

③協業・連携の課題はパートナー情報の収集

項⽬ 回答
パートナー候補の

情報収集 37.3%

外資系企業の現状

東京
57%

その他、関東
15%

中部
7%

関⻄
16%

その他
5%

（n=1,315）

（出所）JETRO「外資系企業ビジネス実態アンケート調査結果概要」（2022年4⽉）
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今後の重点的取組②
（参考）デジタル・グリーン分野における外国企業の誘致によるイノベーション創出

 ⽇本の重要な成⻑分野であるデジタル・グリーン分野において、⾰新的な技術を有する外国企
業を誘致することにより、⽇本国内におけるイノベーション創出を促す。

 特に、海外スタートアップ企業を呼び込むことで、先進技術・ノウハウの取り込み、多様性の向上
といった強⼒な効果が期待できる。⽇本のイノベーション創出の牽引役として、有望な海外ス
タートアップ企業を呼び込むため、国内のイノベーション・エコシステムの構築を進めていく。

JETROが進出⽀援した海外スタートアップ企業

デジタル社会
の実装

グリーン社会
の実現

「半導体・デジタル産業戦略」

TSMCが熊本県で製造拠点を設置。

「グリーン成⻑戦略」

洋上⾵⼒分野においてGE・東芝が戦略
的連携。

⽇本の成⻑分野と外資系企業の貢献

• 2013年にインド・ベンガル―ルで設⽴。
営業活動の⾃動⽀援アプリケーション
を提供。

BW Ideol
（フランス）

グリーン

• 2010年にフランスのラ・シオタ市にて設
⽴。浮体式洋上⾵⼒発電の浮体基
礎の開発・エンジニアリング・設置管理。

VYMO
（インド）

デジタル

（出所）経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」（2021年6⽉）、
内閣官房・経済産業省等「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⻑戦略」（2021年6⽉） （出所）JETROホームページの掲載事例より経済産業省作成
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今後の重点的取組③
（参考）対⽇M&Aの活⽤促進による⽇本企業の経営⼒向上
 ⽇本企業の経営⼒の⾼度化、具体的には経営⼿法の⾼度化や海外販路開拓に資する対⽇

M＆Aを促進するため、新たに研究会を設置し、経済安全保障に留意しつつ、⽇本企業向け
の対⽇M＆A活⽤に関する事例集を作成するとともに、出資受け⼊れ・事業売却等を検討する
ガイダンスを作成。

（出所）経済産業省「令和３年度内外⼀体の経済成⻑戦略構築にかかる国際経済調査事業（国内外への
更なる投資促進のための⽅策に関する調査検討事業）」

売
上
拡
⼤

経
営
課
題
解
決

国内外の販路拡⼤

商品・サービスの品
質向上

コア事業への集中
事業ポートフォリオの

最適化

経営管理⼿法の⾼
度化

• 外国企業のブランド⼒や国内外
のネットワークを活⽤可能

• 外国企業の技術及びノウハウを
得ることで、品質が向上

• 売却資⾦で、コア事業や新規事
業への投資を⾏い、事業ポート
フォリオの最適化

• 外国企業の経営⼿法を取り込む
ことで、経営管理⼿法が⾼度化

‥
‥

‥
‥

対⽇M&Aが⽇本企業にもたらす効果

⽅向性

対⽇M＆Aに関する研究会の新設

⽇本企業向け
対⽇M&A活⽤

ガイダンス・事例集

シンポジウム
オンライン

情報発信

ガイダンス
内容案

・成功事例の共通点、失敗事例からの教訓
・M&Aの効果、メリット・デメリット
・企業がとるべきアクションプラン
・経済安全保障に関する留意事項 等

対⽇M＆Aの効果と現状

対⽇M&A
実態・課題分析

研究会
主な論点

■国内Ｍ＆Ａと対⽇Ｍ＆Ａの活⽤⽐較
■国内ＰＥファンドと海外ＰＥファンドの活⽤⽐較
■外国事業会社を活⽤する場合の留意事項
■外資系ＰＥを活⽤する場合の留意事項
■成功事例から抽出される売却前、売却後の共通点
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