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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（2021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

（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諸国の対内直接投資残⾼対GDP⽐(2021年)
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出所︓⽇本のデータは財務省・⽇本銀⾏「本邦対外資産負債残⾼」、内閣府「国⺠経済計算」、
その他はOECD.statより作成。なお、南アフリカのみ2020年データ、メキシコ、EUはデータなし

対GDP⽐7.5%

％
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最近の政府の動き
（ニューヨーク証券取引所スピーチ・経済財政諮問会議・Japan-Southeast Asia Market Forum）

 対⽇投資の促進に関して、岸⽥内閣総理⼤⾂、⻄村経済産業⼤⾂が発⾔。

◎岸⽥内閣総理⼤⾂（令和４年９⽉２２⽇ ニューヨーク証券取引所 スピーチ）
今⽇は、世界経済のど真ん中であるウォールストリートに、「⽇本経済は、⼒強く成⻑を続ける。確信を持って⽇本に投資をして欲し
い。」というメッセージを届けに来た。

（令和４年１１⽉２２⽇ 令和４年第１４回経済財政諮問会議）
続いて、官⺠連携による国内投資拡⼤の議論を⾏った。
⽇本経済再⽣に向け、総合経済対策を呼び⽔に、⺠間投資を最⼤限引き出すべく、政府と経済界、地⽅団体等が⼀堂に会する

「国内投資拡⼤のための官⺠連携フォーラム」を、補正予算成⽴後速やかに設置する。⻄村⼤⾂においては、関係⼤⾂と連携の上、
この場を通じ、全国的な国内投資の拡⼤に向けた国⺠的な機運を醸成すること。
また、海外から我が国への直接投資を拡⼤すべく、後藤⼤⾂においては、関係⼤⾂と連携して、新たなアクションプランを取りまと

めること。

◎⻄村経済産業⼤⾂
（令和４年１１⽉１５⽇ Japan-Southeast Asia Market Forum講演）
（⽇本への投資の⽀援体制の整備については）ＪＥＴＲＯも、対⽇投資の総合的⽀援機関として、外国企業の⽇本における拠
点設⽴や事業拡⼤をワンストップで⽀援しています。また、国内外企業の協業・連携を⽀援する「Japan Innovation Bridge 
(J-Bridge)」を⽴ち上げ、国際的なオープンイノベーションの促進にも注⼒しています。
今般、⽇本取引所グループ(JPX)とJETROとの間で締結されたMoUも、こうした取組を加速させるものです。JETROの持つ海外企業
とのネットワークと、JPXの国内上場企業のネットワークを結び付けることで、国境を越えた協業、イノベーション創出に向けたビジネス
マッチング、市場紹介や資⾦調達⽀援を展開し、両地域の投資家や起業家がさらに強い連携関係を構築できるよう、取組を進め
てもらいたいと思います。
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 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。
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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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（内閣府）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 5令和4年12⽉ 対⽇直接投資推進ブロック会議資料



(内閣府）対⽇直接投資推進会議

＜開催実績＞
第1回 平成26年4⽉25⽇ 対⽇直接投資の今後の取組⽅針について
第2回 平成27年3⽉17⽇ 「外国企業の⽇本への誘致に向けた５つの約束」について
第3回 平成28年4⽉ 1⽇ 対⽇直接投資の現状と今後の取組について
第4回 平成28年5⽉20⽇ 「グローバル・ハブを⽬指した対⽇直接投資政策パッケージ」について
第5回 平成29年5⽉10⽇ 対⽇直接投資推進の取組について
第6回 平成30年5⽉17⽇ 地域への対⽇直接投資サポートプログラム
第7回 平成31年4⽉16⽇ 地域への対⽇直接投資 集中強化・促進プログラム
第8回 令和２年7⽉28⽇ 「対⽇直接投資促進のための中⻑期戦略2021」の策定に向けた⽅針
第9回 令和3年6⽉2⽇ 「対⽇直接投資促進戦略」の決定
第10回 令和4年5⽉13⽇ ワーキング・グループの取りまとめ結果報告、新ワーキング・グループの設置の決定

［構成員］ 内閣府特命担当⼤⾂（経済財政政策）（主宰）
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］ 秋池 玲⼦ ボストン・コンサルティング・グループ ⽇本共同代表
伊藤 元重 東京⼤学 名誉教授
⼤⽥ 弘⼦ 政策研究⼤学院⼤学 特別教授
菰⽥ 正信 三井不動産株式会社 代表取締役社⻑
佐々⽊ 伸彦 独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 理事⻑
神保 寛⼦ ⻄村あさひ法律事務所 パートナー
髙島 宗⼀郎 福岡市⻑
チャールズ・レイク アフラック⽣命保険株式会社 代表取締役会⻑
平井 伸治 全国知事会 会⻑
リーシャス・コラス シャネル合同会社 会⻑

※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できる

 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を促進。
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（内閣府）「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

 令和4年5⽉13⽇の対⽇投資推進会議において「対⽇直接投資促進戦略」重点事項推進ワーキング・グ
ループを設置を決定。第1回を9⽉28⽇、第2回を10⽉13⽇に開催。

 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。

第1回︓令和4年9⽉28⽇
「⼈への投資」や「スタートアップ、イノベーションへの投資」
を通じた対⽇直接投資の促進、ビジネス環境整備、対
⽇直接投資推進体制の強化について議論。

第2回︓令和4年10⽉13⽇
国内投資促進⽀援、ビジネス・⽣活環境整備について
議論。

以降、複数回の開催を予定。

令和5年4⽉対⽇直接投資推進会議に報告予定。

（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

 スケジュール
伊藤 元重（座⻑） 東京⼤学 名誉教授
仲條 ⼀哉（座⻑代理） JETRO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
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（経産省）対⽇直接投資の⽀援における外国スタートアップ等の誘致の視点

 「対⽇直接投資促進戦略」では、国際的なイノベーション・エコシステム拠点都市を
形成することとされている。

 内閣府の報告書でも、スタートアップエコシステムの抜本強化の⽅向性の⼀つとして、
世界から優れたプレーヤーを呼び込むことが必要であるとされている。

世界に伍するスタートアップ・エコシステムの形成について

はじめに
＜スタートアップ・エコシステムの抜本強化の⽅向性＞

• スタートアップの⼤規模な成⻑は、グローバルな視点無
くしては為し得ない。このことを肝に銘じ、投資家、VC、
起業家、その他すべてのプレーヤーについて海外勢に⾨
⼾を開き、世界からベスト＆ブライテストが集まるとい
う⽣態系を構築することが必要である。

海外からのスタートアップ等の誘致に関する現状認識

出所︓総合科学技術・イノベーション会議イノベーション・エコシステム専⾨調査会

Ⅱ．具体的な取組
１．デジタル・グリーンの新市場の創造とイノベーション・
エコシステムの構築

＜国際的なイノベーション・エコシステム拠点都市の形成＞
（１）地域のトップ⼤学を軸に、国際的にも開放された国際
イノベーション・エコシステム都市を形成し、外国スター
トアップ、海外⼈材（教員・研究者、起業家等）や投資家の
集積を⼀体的・統合的に促進する。

対⽇直接投資促進戦略

出所︓対⽇直接投資促進戦略

令和4年12⽉ 対⽇直接投資推進ブロック会議資料
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（経産省）外国スタートアップの誘致に向けた取組強化の⽅向性
 外国スタートアップを⽇本に呼び込むため、現⾏の「対⽇投資⽀援」と「協業・連携⽀

援」を⾒直し、プッシュ型の⽀援や、⽇本国内における協業⽀援を⾏うことを検討。

対⽇投資⽀援 協業・連携⽀援

2003〜2021 実績

⽀援件数 22,320件
（うち2021年度911件）

誘致成功 2,290件
（うち2021年度86件）

• JETROが外国企業誘致の⼀元的窓⼝として、 「対⽇投資ビ
ジネスサポートセンター」を通じて、外国企業を⽀援。

• 外国企業への情報発信、対⽇投資に関⼼を有する外国企
業の発掘、拠点設⽴に向けた助⾔等の⼀貫⽀援を実施。

• JETROが、⽇本企業と外国企業の協業・連携を促進するた
めのプラットフォーム「J-Bridge」を通じて、協業・連携を⽀援。

• 海外での協業案件組成に向け、協業先発掘や⾯談アレン
ジ、専⾨的助⾔、各種イベント等を実施。

欧⽶、東南アジア等
重点地域・国

グリーン、デジタル
分野

2021年度実績
⽀援件数 92件
協業成功 6件

• 外国企業からの相談に応じ、情報提供、拠点設⽴⼿続
⽀援等を実施。

⇒J-Bridgeで発掘した外国スタートアップに対し、プッシュ型
で伴⾛⽀援。

• ⽇本企業の海外における外国スタートアップ等との協業⽀
援を⾏ってきた。

⇒⽇本企業の⽇本国内における外国スタートアップ等との協
業⽀援も実施。

外国スタートアップの誘致に向けた⽅向性外国スタートアップの誘致に向けた⽅向性
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ジェトロとJPXが主催の投資家・起業家向けイベント
”Japan - Southeast Asia Market Forum” について
 ジェトロと⽇本取引所グループ（JPX）は、本年11⽉7⽇、国際協業・連携及び対⽇投資の促進に関する覚書を締結。相互で連

携し、国内外企業の協業・連携による企業価値の向上、海外企業による⽇本への投資や⽇本への事業展開に伴う資⾦調達等
を⽀援していく。

 「Japan-Southeast Asia Market Forum」は、覚書締結後、最初の⼤規模イベント。200名を超える海外投資家、起業
家などが参加。⽇本の「今」を伝えるとともに、東南アジアのイノベーションや市場動向の紹介、⽇ASEAN企業の連携について、
講演やパネル討論により議論を深めた。

 ⻄村⼤⾂からは、開会挨拶において、⽇本は世界からの投資を歓迎しており、⽇ASEAN企業の協業によるイノベーション創出を
期待するというメッセージを発信いただいた。

Japan-Southeast Asia Market Forum

18:00 開会挨拶 ⻄村康稔 経済産業⼤⾂
18:05 基調講演 天⾕知⼦ ⾦融庁⾦融国際審議官
18:20 講演① 東京証券取引所 ⼭道裕⼰ 社⻑
18:35 パネル討論① ⽇本・東南アジアの投資ファンドおよび起業家
19:10 講演② 野村證券 飯⼭俊康 副社⻑
19:25 パネル討論② 同主要機関投資家等
20:00 閉会挨拶 ジェトロ 仲條⼀哉 理事 MoU交換式
20:05 交流会 冒頭挨拶 ⽯川浩司 シンガポール⼤使
21:00 交流会 閉会挨拶 吉⽥正紀 ⽇本取引所グループ執⾏役

⻄村⼤⾂ご挨拶のポイント
インド太平洋・アジア太平洋の有志国と協⼒関係を構築
し、⽇ASEAN友好50周年に向けて⽇ASEANの更なる
協⼒関係を深める。

-TPPやIPEFの枠組みの恩恵を最⼤限享受し、イノベーショ
ンの創出するためには、海外からの投資を通じて、⾼度な⼈
材・技術・資⾦を呼び込むことが重要。

-⽇本への投資の⽀援体制について、J-Bridgeやこの度の
覚書、海外のファンドが連携して取り組むスタートアップ⽀援
に関する予算等に⾔及。

覚書のポイント
国内外のビジネスマッチングに向けた情報
発信の連携

-ジェトロが発掘した海外企業情報等を、
JPXのネットワークで⽇本の上場会社等に発
信

-JPXが持つ⽇本の⾦融・資本市場情報や
上場会社の国際協業・連携のニーズをジェト
ロを通じて国内外企業等に発信
国際協業・連携、海外企業の⽇本進出・
資⾦調達に資するイベントを相互に協⼒し
て開催
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事例︓フードテック
⼤阪府×

CRUST JAPAN株式会社（星）
〜⾷品ロスをアップサイクルするフードテック企
業が⽇本法⼈を設⽴〜

 SAVE A CRUST PTE LTDは、廃棄予定の
パンや⽶などを原料に、⾃社開発のレシピや発
酵技術で、クラフトビールやノンアルコール飲料の
ラインを展開。

 2019年以降2,536kg以上の⾷品ロスを削減
し、約3,880kgの⼆酸化炭素排出量を削減。

 2021年2⽉に⽇本法⼈を設⽴し、⼤阪に経
営機能を置く。起業家のアイデアとビジネスモデ
ルを競うグローバル・ビジネスプランコンテスト
Hack Osaka 2021においてBronze Award
とO-BIC Prizeの2つの賞を受賞。

地⽅におけるスタートアップ対⽇投資事例

11

事例︓フィンテック
福岡県×M-DAQ Pte. Ltd.（星）
〜国際⾦融都市機能の強化に向け福岡市
で初となるユニコーン企業が進出〜

 2020年9⽉、国際⾦融機能誘致を⽬指す産
学官の推進組織「TEAM FUKUOKA」が設⽴
され、フィンテック等新たな技術とグロー
バル⼈材の集積を図る。

 M-DAQは、渡航に際し⾃国通貨を両替するこ
となくスマートフォンで電⼦マネー決済ができる機
能を備えたサービスなど、最先端のフィンテックを
武器にシンガポールを拠点にアジアで急成⻑す
るユニコーン企業。

 2022年9⽉の「TEAM FUKUOKA」総会にて
福岡市への進出を発表。「TEAM 
FUKUOKA」は、同社含め、設⽴以来14社の
誘致に成功している。

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/2022/1dff17cc5f337cff.html出所︓各種公式発表、報道等より経済産業省作成
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12

（経産省）対⽇M&A課題と活⽤事例に関する研究会について
 2022年9⽉22⽇に第1回、11⽉21⽇に第2回を開催。
■趣旨
対⽇直接投資は、イノベーション創出や海外経済の活⼒の取り込みにつながり、⽇本経済の成⻑に貢献することか

ら 政府全体で取組を進めており、2021年6⽉に「対⽇直接投資促進戦略」を策定したところである。
2021年度に実施した「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」において、対⽇直接投資

の⼿法の⼀つである対⽇M&Aを取り巻く現状と課題について検討した結果、対⽇M&Aは増加傾向であるものの、先
進国と⽐較して対⽇直接投資に対⽇M&Aが占める割合は⼩さいことが分かった。
対⽇M&Aの推進には、⽇本企業⾃⾝の⽣産性向上など魅⼒向上に加え、対⽇M&Aの対象となる企業／事業を 顕在

化させることが課題である。特に、後者の解決には①コーポレートガバナンスの強化、②事業ポートフォリオの⾒直
し等の経営判断の適正化、③外国資本に売却した場合の効果・意義を浸透させることが重要である。
本研究会では、上記②及び③の観点から、外国企業及び海外PEファンドによる⽇本企業のM&Aとその後の経営に

ついて、その実態と課題を分析する。その上で、経済安全保障に留意しつつ、⽇本企業が企業⾃⾝⼜は事業の⼀部 を
対⽇M&Aにより再編するなど企業経営の⾼度化を進める際に参考となる事例集の在り⽅の検討を⽬的とする。

■委員名簿 ◎座⻑（敬称略・五⼗⾳順）
・有沢敏宏（株式会社⽇⽴製作所財務統括本部財務本部事業開発財務部⻑）
・岩⼝敏史（株式会社レコフデータ取締役会⻑）
・太⽥洋（⻄村あさひ法律事務所パートナー弁護⼠）
・⼤塚博⾏（カーライル・ジャパン・エルエルシー副代表兼マネージング･ディレクター）
・清⽥耕造（慶應義塾⼤学産業研究所・⼤学院経済学研究科教授）
・東陽介（森・濱⽥松本法律事務所パートナー弁護⼠）
・別所賢作（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社⻑執⾏役員）
◎宮島英昭（早稲⽥⼤学商学学術院教授）
・⾕⽥川英治（株式会社KKRジャパンパートナー）
・渡井理佳⼦（慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科教授）
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対⽇直接投資推進ブロック会議 事前アンケートについて
 ブロック会議当⽇に登壇いただく有識者、VC、成功⾃治体及び本省が講演する内容の

検討に当たっての参考情報収集を⽬的として、⾃治体等の⽀援策や課題に関して事前
アンケートを実施。令和３年度は本アンケート実施により、参加⾃治体から広くニーズ・
課題を収集し、会議の場でより具体的な議論が可能となった。

• イノベーションの創出
• 産業集積の促進
• 雇⽤の創出・増加（若者・⾼度⼈材の活躍の場の創出）

対⽇投資を推進する⽬的

重点を置く分野

事前アンケートで挙げられた各⾃治体の現状

13

製造業、情報通信業
• ライフサイエンス
• カーボンニュートラル
• ＡＩ・ＩｏＴ・ロボティクス（第４次産業⾰命関連）
• ⾃動⾞産業

魅⼒・セールスポイント
• 交通インフラ（⾸都圏・空港からのアクセス）
• ⾏政⽀援（企業⽴地⽀援制度の整備）
• 地域資源（研究・教育機関や産業の集積、インバウンド
の増加）
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対⽇直接投資推進ブロック会議 事前アンケートについて
 ブロック会議当⽇に登壇いただく有識者、VC、成功⾃治体及び本省が講演する内容の

検討に当たっての参考情報収集を⽬的として、⾃治体等の⽀援策や課題に関して事前
アンケートを実施。令和３年度は本アンケート実施により、参加⾃治体から広くニーズ・
課題を収集し、会議の場でより具体的な議論が可能となった。

魅⼒を伸ばすために
必要な取組

事前アンケートで挙げられた課題

14

• 外資系企業への情報発信、ＰＲ
• ⽤地やオフィスの提供体制確保

• 地域企業、研究機関、⼤学等との
連携

• 外資系企業へのアプローチの仕⽅
が分からない

• 投資動向の把握不⾜
• ⾔語障壁の⾼さへの対応

• 地域の知名度が低い
• 地域企業の需要に応じた提携候補

の発掘が難しい
→ 誘致戦略の未策定

⾃治体の課題

誘致に対する懸念

必要な施策

• 撤退リスク
• 技術流出
• 商習慣の違いによるトラブル

• 既存企業や地域経済（給与⽔準
等）への影響

• 外国企業に対する情報発信の機会
• 地元企業との協業を促す場の提供
• 外国企業の投資情報の収集・提供

• 専⾨⼈材確保への⽀援
• 技術流出防⽌に係る法整備、事例

収集
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2025年⼤阪・関⻄万博に向けた取組み

【アクションプラン】2022年６⽉10⽇決定版
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/expo_suisin_honbu/pdf/Action_Plan_Ver.2.pdf
未来社会をデザインする
未来社会の実験場
No.1_モビリティ No.2_エネルギー・環境 No.3_デジタル
No.4_健康・医療（ライフサイエンス） No.5_観光・⾷・⽂化
No.6_科学技術・テーマプロジェクト等

【今後の検討】
☆インバウンド需要拡⼤
☆地域の特徴を活かした地域の産業振興・外国企業等との連携
☆その他アイデア募集中

＜万博まで９１２⽇時点＞
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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
Mail︓invest-japan★meti.go.jp
（メールを送信される場合は★を@マークに置き換えてください）

 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
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ご清聴ありがとうございました。
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参考
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（参考）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構成
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 対⽇投資戦略の具体的な記載内容については下記の通り

戦略における3本柱
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事例︓製造
群⾺県×

⽇本ミシュランタイヤ株式会社（仏）
〜⾦属積層造形技術の拠点「群⾺積層造
形プラットフォーム」を設⽴〜

 ジェトロや群⾺県の⾃治体、公共団体、⼤学、
企業と協⼒して法⼈設⽴の準備を進め、2021
年7⽉にR&D拠点の太⽥サイト内に群⾺積層
造形プラットフォームを設⽴。

 企業、⼤学等に教育プログラム提供や、⾦属
積層造形技術に関する啓蒙・普及活動、⾦属
積層造形技術の実⽤化のためのコンサルテー
ション、共同開発メンバーサロンの開催などを⾏
い、産官学が連携して製造業の⾼付加価値産
業基盤への転換を⽬指す。

（参考）地⽅における対⽇投資事例
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事例︓ライフサイエンス
千葉県×サノフィ（仏）
〜エスエス製薬成⽥⼯場への投資拡⼤〜

 サノフィは、エスエス製薬成⽥⼯場の倉庫の新
設および完全⾃動化を図り、最新の打錠機器
や、画像認識技術による品質検査装置の導⼊
のため、⼤規模な再投資を実施。

 2022年10⽉、最先端技術を⽤いた造粒・調
剤が可能となる新製剤棟が竣⼯。先進技術の
導⼊を通して製造⼯程の⾼度化や環境負荷
低減を達成し、製薬業界の技術的リーダーシッ
プを発揮。

 ジェトロ千葉がIBSCと連携し、コンサルテーショ
ン（税務）、インセンティブ情報の提供、地⽅
⾃治体との⾯談アレンジおよび制度新設をめぐ
る協議⽀援を実施。

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/2022/c748be9b095bc8e4.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/invest/newsroom/2022/dae5b180d551d8d7.html
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事例︓製造
福島県×ROCKWOOL Japan

合同会社（デンマーク）
〜⽇本法⼈の本社機能を福島県富岡町の
⼯場に移管し、投資拡⼤〜

 2021年8⽉、ROCKWOOL Asiaは、産業・
建築分野での耐⽕・断熱材の供給を専⾨とす
る⽇本企業、万象ホールディングスの資産取得
に合意。

 事業譲渡された福島県富岡町のストーンウール
⼯場は、製造業への事業拡⼤と震災で被災し
た地域経済の⽀援を⽬的に2017年11⽉に竣
⼯。2021年4⽉に東京で法⼈化した
ROCKWOOL Japan合同会社は、万象の雇
⽤を維持し、2021年9⽉に本社機能を富岡
町の⼯場に移し、従業員の6割を地元で雇⽤。

（参考）地⽅における対⽇投資事例
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事例︓バイオテック
京都府×

CELLINK株式会社（スウェーデン）
〜3Dバイオプリンティング分野の牽引企業が
⽇本法⼈を設⽴〜

 再⽣医療、細胞⽣物学、創薬、⻭学、合成⽣
物学領域などに適⽤可能な3Dプリンターおよび
バイオマテリアルを提供。2019年には、同社の
バイオプリンターを使い、⽶国で初めてヒトの⾓
膜の3Dプリントが達成された。

 2018年に京都⼤学ベンチャーインキュベーショ
ンセンターに駐在員事務所を設置。2020年2
⽉には、顧客ユーザーへの技術サポートやローカ
ライズ商品の研究・開発機能の増強を図るため、
⽇本法⼈を設⽴。

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/2022/eae
88c031e125ab9.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/invest/newsroom/2020/9
1598de42f31e3e0.html

CELLINK製
バイオ3DプリンターBIO X▶
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（参考）地⽅における対⽇投資事例
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事例︓モビリティ
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。

事例︓教育
京都府×Nisai Japan株式会社（英）
〜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
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