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ビジネスチャンスが眠る日本の地域 外国企業誘致による地方創生

景気回復を見せる地域経済

日本の地域には、豊富なビジネス機会があり、イノベーショ
ンを生み出す多くのパートナーが存在し、企業に優しいビ
ジネス環境を有しているから。
地域は、貴社にとってビジネスの可能性にあふれています。

政府は、海外の優れた人材や技術を日本に呼び込むことで雇用やイノベーションを
創出し、日本国内のグローバル化を徹底的に進めることを目指しています。
特に、地域の産業競争力強化や、地方における安定した雇用を創出するため、2020
年までの5年間で30万人分の若者向けの雇用をつくることを目標として掲げており、
地域への外資系企業の誘致にも積極的に力を入れています。

日本経済は、‥2012 年より GDP成長率、株価、企業の業況判断、雇用、消費者物価指
数など、主要な経済指標が大幅改善。地域の経済も、都市圏（東京）同様に、有効
求人倍率の上昇傾向、ベースアップなど、景気が改善してきています。日本の地域は、
今、投資の絶好のタイミングです。

出所：厚生労働省「一般職業紹介状況 ( 有効求人倍率 )」
よりジェトロ作成

出所：首相官邸「日本再興戦略」、内閣官房‥まち・ひと・しごと創生本部事務局
‥ 「まち・ひと・しごと『長期ビジョン』『総合戦略』」よりジェトロ作成

有効求人倍率 各地域の賃上げ動向

出所：財務省｢財務局調査による『賃金の動向』について」
よりジェトロ作成

＊本資料では、東京都以外を「地域／地方」として記載しています。

なぜ今、日本の地域への投資なのか？
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構造改革で変わる地方

「外国企業の日本への誘致に向けた５つの約束」
政府は、外国企業から利便性向上を求められてきた事項
について、2015 年から早急に改善に取り組んでいます。

「特区」を活用したビジネス環境整備
「世界で一番企業が活動しやすい国」を目指し、「国家戦略特区」を活用し、
規制制度改革など、ビジネス環境整備に取り組んでいます。また、地域資
源を活用し、41 の「地域活性化総合特区」が指定されています。

出所：首相官邸‥地方創生推進室「総合特区一覧」よりジェトロ作成

企業の「地方拠点強化税制」の創設
企業が本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において本社機能等
を拡充する際、建物に係る投資減税や雇用の税額控除などの税優遇措置を
行います。また、2016 年度内に、法人実効税率を 29.97％に引き下げるこ
とを決定しました。

出所：「平成 27 年度税制改正大綱」、「平成 28 年度税制改正大綱」よりジェトロ作成

岩盤規制改革で新規参入を促進
日本経済を活性化させるため、医療制度・エネルギー市場・労働市場など
での規制緩和が進められています。

出所：首相官邸「アベノミクス改革の断行‥日本経済の再活性化に向けて‥2015 年 11 月」

外国からの高度人材受け入れに関する優遇措置
高度な能力や資質を有する外国人の受入れを促進するため、入管法を改正
し、「高度人材外国人」に対する認定要件の緩和や、在留期間「5年」の
付与や在留期間無制限の在留資格の新設など、出入国管理上の優遇措置を
整備します。

出所：法務省入国管理局ウェブサイトよりジェトロ作成

出所：内閣府「対日直接投資推進会議（平成 27 年 3月 17 日開催）」よりジェトロ作成

言語の壁の克服（店、公共施設での外国語表記）1
インターネットの接続環境の向上（無料公衆無線 LAN 設置）2
地方空港のビジネスジェットの受入3
海外から来た子弟の教育環境の充実（インターナショナルスクール）4
外国企業からの相談への対応強化（企業担当制）5

特区 規制緩和

減税・税制 外国人材
構造改革
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コストコホールセールジャパン（株）（米）

日本の消費者市場に注目、全国 24 店舗を展開
コストコは、1999 年の日本初出店（福岡県糟屋郡）以来、全国各地に店舗を展開。
2015 年秋には、岐阜県羽島市に出店。現在、全国 24 店舗を運営し、約 8,000 名の従
業員を雇用している。

出所：コストコホールセールジャパンウェブサイトよりジェトロ作成

タイコエレクトロニクスジャパン合同会社（米）

最先端のモノづくりを実践する工場を、静岡県掛川市に設立
電子部品メーカーのタイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社は、新たな開発生産
拠点として、2013 年 5 月、静岡県掛川市に工場を設立。日本発の高品質な電子部品
をグローバル市場に迅速に提供することを実現している。

出所：タイコ‥エレクトロニクス‥ジャパン合同会社ウェブサイトよりジェトロ作成

1

日本の GDP は世界第 3 位

国家レベルの GDP を誇る日本の地方

多くの外資系企業が地方に拠点を設立

出所：㈱東洋経済新報社「外資系企業データウェブサイト 2014 年版」よりジェトロ集計

地方に進出する外資系企業の事例

日本の地方は、巨大で魅力的なマーケット

（単位：10億ドル） 北海道・ 東北 698.4 
スイス 631.2

四国 162.2
ベトナム 155.6

関東 2,400.8
イギリス 2,461.8

中国 333.4
デンマーク 315.2

近畿 936.5
インドネシア 919.0

中部 917.5
インドネシア 919.0

九州 571.5
スウェーデン 523.9

出所 ：総務省統計局「世界の統計 2015」、内閣府

GDP（国内総生産）

世界3位

地域における豊富なビジネス機会

全国

静岡県

日本の域内総生産（名目、2012 年度）の国際比較

Business Opportunity Beyond Tokyo

出所：内閣府「平成24年度県民経済計算について」（2015年度発行）

日本のGDPは、約 500 兆円。
世界屈指の経済圏であり、大規模な経済力を誇っています。
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訪日観光客急増！全国に広がる魅力ある観光市場

地方で活躍する外資系観光ビジネス企業

地域における豊富なビジネス機会

春秋航空日本（株）（中国）

訪日外国人増加を追い風に地方都市への路線就航を拡大
中国の格安航空会社（LCC）・春秋航空は、外国人観光客の増加を追い風に、日本の地方都
市を結ぶ路線就航を拡大させており、2010年 7月に上 城便を就航したのを皮切りに、
高松、佐賀、関西国際、新千歳、旭川、中部国際、羽田の8都市に国際線を就航。また現在、
成田-広島/佐賀の国内線を運行しており、2016年 2月に成田 -武漢/重慶便を就航予定。

出所：JETRO「外資の対日投資成功事例」、春秋航空日本ウェブサイトよりジェトロ作成

（株）Ctrip Japan（中国）

日本－中国を行き来する観光客へのサービス提供で事業が急拡大
世界に拠点を持つ中国最大のインターネット販売旅行会社・CTRIPが、2014年に日
本上陸。国内会員数 3億人以上を有する同社は、中国人観光客数が約10年で 4倍の
241万人と驚異的に増加する日本で、さらに同観光客を呼び込む存在として注目。リ
ピーター客が新たな観光地を目指すなど、地方への波及も大いに期待されている。

出所：ジェトロ資料より

オズベルトホテルズ（株）（香港）

日本の伝統美とグローバルスタンダードサービスを融合
高級スパリゾートを展開するミンリーコーポレーションは、日本（宮城県）の高級旅
館の経営権を取得し、大規模改修後、2010年、独自の旅館をリニューアルオープン。
グローバルスタンダードのサービスと、日本独自の伝統美や文化を融合させ、訪日外
国人とともに、日本人観光客も楽しませている。

出所：ジェトロ「外資の対日投資成功事例」

TOPICS
外国人観光客の急増によりホテルやバスが不足
「2020年のオリンピックに向けてホテルが不足しているため、旅館やホテルの不動産投資
意欲が高まっている。また、団体客向けのバスも不足しており、需要は続くだろう」と中
国系観光関連企業は見ている。日本では、宿泊施設・移動交通インフラなど、多くのビジ
ネスチャンスがある。

出所：ジェトロ資料より

Business Opportunity Beyond Tokyo

2015年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の1,974万人を記録。 消費額は 3兆 4,771
億円に。政府は、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年までに、2,000
万人を目指しています。

東京と比較した各都市の外国人延べ宿泊者数(2014 年 1月～ 1 2 月 )

2020（目標）

2,000万人
2014

1,341万人
2003

520 万人

※2015年は1,974万人と過去最高に！
 （前年対比47％増）

2,000 万人前倒し達成も視野に！

出所：日本政府観光局（JNTO）

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査（平成 26 年）」

風景や文化・芸術、食事などの項目の総合評価で表したランキング。
出所：米国「TRAVEL ＋ LEISURE（トラベル＋レジャー）」

人気観光都市

今、注目を集めている地域のビジネス資源観　光

地方を訪れる
外国人旅行者が拡大。
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1

課題先進国・日本の地域ヘルスケアビジネスが注目
課題先進国日本において新たなイノベーションを目指す

地域における豊富なビジネス機会

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）（米）
医師不足や生活習慣病等が課題の過疎地域 3 町村に可搬式の小型医療機器を搭載した
多機能小型車両「ヘルスプロモーションカー」を配備。訪問医療、健康診断、高齢者
見守り、救急など、地域の課題解決に向けた保健・医療・福祉サービスシステムの実
証事業に取り組んでいる。

出所：GE‥ジャパンウェブサイトよりジェトロ作成

ネスレ日本（株）（スイス）
ネスレは、栄養補助食品を全国 8,000 の医療機関や高齢者施設に提供。ネスレが有す
る栄養・健康に関するノウハウを活かし、神戸市と高齢者の介護予防を推進する連携
協定「こうべ 元気！いきいき！！プロジェクト」を締結。 「介護予防カフェ」の運営
などの先進的な取り組みを行っている。

出所：神戸市ウェブサイト及びネスレジャパンウェブサイトよりジェトロ作成

TOPICS

ヘルスケア分野の企業が集積する関西
日本は世界 2 位の医薬品・医療機器の市場規模を有し、関西圏は創薬・医療機器・再生医
療等の一大集積地。医薬品関連の外資系企業が数多く進出している。

関西圏国家戦略特区 — 保険外併用療養の特例
特定の医療機関において、6 カ国（米、英、仏、独、加、豪）のいずれかで承認を受けており、
日本では未承認又は適応外の医薬品等を対象に、保険外併用療養に関する特例が認められ、
スピーディーに先進医療を提供することが可能となった。

出所：首相官邸‥地方創生推進室「関西圏国家戦略特別区域会議」よりジェトロ作成

Business Opportunity Beyond Tokyo

巨大な高齢者マーケットが全国に広がる日本
2010 年時点で、全国で 75 歳以上の高齢者人口は約 1,500 万人になり、その約 9割
は地方に居住しています。日本の高齢者世代は、購買力も高く、有望なターゲット
層として注目されています。

出所：厚生労働省「厚生労働省における高齢者施策について」よりジェトロ作成

急速に高まる健康予防、生活支援関連産業の市場規模
政府は、健康予防、生活支援関連産業の市場規模を
2020 年までに 10 兆円に拡大させる計画です。

青森県

神戸市

関西圏

高齢者人口
全国約 1,500 万人

約 9 割が
地方に

・バイエル薬品（株）（独）（大阪）　
・アストラゼネカ（株）（英）（大阪）　
・日本イーライリリー（株）（米）（神戸）

2020年10兆円

生活支援関連産業の
市場規模

ヘルスケア

出所：首相官邸「日本再興戦略‥‥–JAPAN‥is‥BACK-‥H25.6.14‥閣議決定」よりジェトロ作成

Why Invest in Japan's Local Regions?　6



2

優れた研究開発パートナーとしての日本企業

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

外国企業のコメント

●日本は先端科学の最前線にいる。中でもエレクトロニクス業界、通信業
界、その他の製造業界は素晴らしいR&D資源を有する。（欧州、機械工業）

●日本は技術が発展している。日本の技術を受入れ、高度な製品を製造す
る機会を他国にもたらしている。（アジア、その他製造）

●機能材料、エネルギー、自動車、医療、環境などの分野で高度な技術を
有する企業・大学などとの連携が期待できる。またアジアの他諸国に比
べてコンプライアンスに対する意識が高い。（北米、サービス）

●当社は日本で高い技術力をもつ R&D パートナーを見つけることができ
た。（欧州、機械工業）

出所：経済産業省「欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査‥報告書‥2014 年」

日本に研究開発拠点を置いている外資系企業

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

日本キャボット・マイクロエレクトロニクス（株）

ユミコア日本触媒（株）

スリーエムヘルスケア（株）

ディーエスエムジャパンエンジニアリングプラスチックス（株）

出所：ジェトロ「外資の対日投資成功事例」、「外資系企業動向」より

TOPICS

米アップル 2016 年に神奈川県横浜市に研究開発拠点を設立予定
米アップルのダグラス・ベック北米・北東アジア担当副社長は、ジェトロ主催の 2015 年
9 月「ニューヨーク対日投資セミナー」において、「横浜市などのサポートにより研究開発
拠点を設立し、日本への投資を今後も続けていきたい」と発言。

出所：ジェトロ「ジェトロ・トピックス」より

神奈川県

三重県

愛知県

神奈川県

神奈川県

医療従事者向けのトレーニング施設「東京サイ
エンスセンター」。国内企業と共同で、模擬臓
器やシミュレーター等の開発も手掛ける。
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世界の革新企業が数多く存在する日本
地方にも本社機能、生産・研究開発拠点が立地

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

アイシン精機㈱ ㈱ブリジストン キャノン㈱ ダイキン工業㈱ 富士フィルム㈱ 富士通㈱ 古河電気工業㈱ ㈱日立製作所

本田技研工業㈱ 出光興産㈱ ㈱ジェイテクト 川崎重工業㈱ ㈱神戸製鋼所 ㈱小松製作所 京セラ㈱ ㈱マキタ

三菱電機㈱ 三菱重工業㈱ 三井化学㈱ 日本電気㈱ 新日鐵住金㈱ 日産自動車㈱ 日東電工㈱ 日本電信電話㈱

オリンパス㈱ パナソニック㈱ セイコーエプソン㈱ 信越化学工業㈱ 昭和電工㈱ ソニー㈱ 住友電気工業㈱ 東レ㈱

㈱東芝 トヨタ自動車㈱ ヤマハ㈱ ヤマハ発動機㈱ ㈱安川電機 矢崎総業㈱ カシオ計算機㈱※ 国立研究開発法人科学技術振興機構※

選出日本企業　 40 社

米トムソン・ロイター Top 100 グローバル・イノベーター 2015 日本企業の選出数

※地方に本社、生産拠点／研究開発拠点は有していない
出所：トムソンロイター社「Top‥100‥グローバル・イノベーター 2015」

世界1位

世界で最も革新的な企業 コンピュータ・ハードウェア製造部門

（6社中5社）

自動車関連製造部門

（8社中6社）
（100社中40社）

化学工業部門

（6社中5社）

米トムソン・ロイター発表の「Top‥100‥グローバル・イノ
ベーター 2015」（世界で最も革新的な企業 100 社）のうち、
日本企業の選出数は40社で世界1位。40 社のうち 38 社が、
地方に本社、生産拠点または、研究開発拠点を有しています。
また、全 21 部門のうち 9部門で日本企業が 1位に。

世界1位世界1位 世界1位
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全国に広がるグローバルニッチトップ企業

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

出所：経済産業省「グローバルニッチトップ企業 100 選」より抜粋

株式会社 BBS 金明
半導体用シリコンウェハ研磨装置
世界市場シェア 8 割

石川県
株式会社ダイナックス
自動車用クラッチ・パック
世界市場シェア 4 割

北海道

フロンティア・ラボ株式会社
熱分解装置を利用する高分子材料
分析システム
世界市場シェア 4 割

福島県

ポーライト株式会社
光ディスクを回転させるためのスピ
ンドルモータ技術
世界市場シェア 9 割

埼玉県

KTX 株式会社
自動車内装向けの独自金型技術
( ポーラス電鋳金型）
世界市場シェア 9 割

愛知県

坂東機工株式会社
自動車ガラス用高速研磨ホイール
世界市場シェア 6 割

徳島県

株式会社堀場製作所
規制対象ガス成分の分析計

（エンジン排ガス測定装置 MEXA）
世界市場シェア 8 割

京都府

シグマ株式会社
レーザー傷検査装置
世界市場シェア 10 割

広島県

株式会社西村鐵工所
CD ドライヤー（ディスク利用型液
体向けドライヤー）
世界市場シェア 10 割

佐賀県

技術力と独創性を生かし、世界市場で高い
シェアを誇る日本企業が地方に多く存在します。
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海外企業と日本の地方企業との提携成功事例

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

出所：経済産業省‥貿易経済協力局‥平成 26 年 4月「海外事業者との投資提携事例集～協業で未来を拓く～」、‥
「Casebook‥on‥Investment‥Alliances‥with‥Japanese‥companies‥」‥(2015 年 4 月）‥、各社ウェブサイト等、ジェトロ「外資の対日投資成功事例」よりジェトロ作成

電子部品 ユーロテック ( 伊 ) × （株）アドバネット

日本市場での販路拡大と共同での製品開発を実現
ユーロテックは、先端的な組み込みボード技術など優れた設計技術や製造設備を持つ、
アドバネット社と投資提携。これにより、ユーロテック製品の日本国内販売が可能に。
また、製品ラインナップを相互補完し、販路の拡大とコスト低減を実現。

医薬品 ルピン ( 印 ) × 共和薬品工業（株）

ジェネリック（後発）医薬品の共同開発研究で、投資提携後の売上げ拡大
ルピンは、共和薬品工業と共同研究開発を開始。 その中で、関係部門同士での人材交
流が進み、実務レベルでの信頼関係が醸成された。投資提携後の共和薬品工業の売上
は、日本政府の後発医薬品の利用促進とも相まって、約 3 倍に伸び、ルピンも直近 5
年で年平均成長率 11% の売上を達成。

化学製品 メルク（株）( 独 ) × 東洋アルミニウム（株）

高光輝性金属エフェクト顔料「Ｍｅｏｘａｌ」を共同開発
メルクは、自社の開発拠点である小名浜工場（福島県いわき市）にて、金属顔料最大
手の東洋アルミニウム社と共同開発した新エフェクト顔料（自動車、プラスチック、
化粧品などに優れた発色を実現する顔料）を製造。福島から世界の市場にむけて、付
加価値の高い、高品質な顔料を供給している。

半導体 アムコーテクノロジー ( 米 ) × （株）ジェイデバイス

半導体後工程メーカー同士で提携し、商品の世界展開を実現
アムコーテクノロジーは、技術力や品質レベルの確立されている同業のジェイデバイ
ス社と提携。相互の企業価値を最大化させるとともに、次世代パッケージング技術を
搭載した “made in Japan” の新製品を世界中に展開。半導体パッケージング・試験の
分野で、2013 年、両社で世界シェア 15% を達成。

岡山県 大阪府

福島県 大分県
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ハイレベルな実績を持つ地方大学

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

出所：各大学・各社ウェブサイトなどよりジェトロ作成

出所：iPS アカデミア㈱資料よりジェトロ作成

エレクトロニクス アルケマ（仏）×山形大学

有機エレクトロニクス分野における学術交流協定を締結
アルケマは、有機エレクトロニクス分野において、フランス国内の 2 機関と提携していた
が、以前から工学分野で研究連携を行っていた山形大学と提携することで、研究開発の
グローバル化を進める。これらの 4 拠点で研究者・学生などの相互派遣を行い、人材教
育などを行うことにより、有機エレクトロニクス分野の研究から製品化までを加速させる。

山形県

創薬 バイエルヘルスケア（独）×京都大学

創薬や開発の専門性との組み合わせを目的とした戦略的研究提携
バイエルヘルスケアは、京都大学産官学連携本部と、同社の研究注力疾患分野（循環器、
腫瘍、血液、婦人科、眼科など）において、共同で創薬研究候補主題を探索する 2 年
間の提携契約を締結。京都大学のアンメット・メディカル・ニーズに関連する広範囲
の研究領域における革新的なアプローチを共同で活用していく。

京都府

先端医療 ジョンソン ･ エンド ･ ジョンソン（米）×九州大学

先端医療分野での共同研究部門を設置
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカルカンパニーは、九州大学先端医療イノベー
ションセンターと低侵襲先端医療学研究部門における共同研究についての契約を締
結。今日、医療現場では、より体に負担の少ない医療が求められており、日本発の先
進的医療機器を世界に向けて送り出すことを目指す。

福岡県

重工業 ランボルギー二（伊）×名古屋工業大学

次世代材料の研究所を設立
ランボルギー二は、名古屋工業大学と共同で ACSL Japan（日本オートモービル・ラン
ボルギーニ先進複合材構造研究所）を設立。軽量な炭素繊維複合材部材を短時間・低
コストで量産する技術を中核として、自動車、航空機など様々な日本企業と次世代材
料 CFRP（炭素繊維強化プラスチック）の研究・開発を行っている。

愛知県

TOPICS

京都大学の保有特許を世界各国の企業がライセンスアウト
京都大学は、保有する iPS 細胞の特許について、100 を超える国内外企業とライセンス契
約を締結。海外企業との契約件数は 44 件。（2015 年 9 月末時点）日本の地方大学が世界
のビジネスのハブとなっている。先端的な技術や研究施設・実績などを有する日本の地方大学と海外企業が

提携し、様々なイノベーションを生み出しています。

海外企業と日本の地方大学との提携成功事例

ライセンスアウト企業一例

京大　iPS 細胞
特許ライセンス

Cellular‥Dynamics‥‥
International,‥Inc.( 米） Cellectis( 仏）

iPlerian,inc.（米） STEMCELL
Technologies（加） Axiogenesis‥AG( 独）
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地方大学の最先端研究活動

イノベーションを生み出すパートナー Leverage the Power of Innovation

出所：文部科学省資料、首相官邸‥政策会議「企業等の地方移転・地方採用、地方大学の活性化等」

医療関連
熊本大学

・生命科学分野（発生医学、エイズ学）を牽引する「国際先端医学研究機構」を設置
・オックスフォード大学やシンガポール大学等から世界一線級の研究者を招へい
・感染領域や造血領域等で国際的に卓越した研究を推進

金沢大学
・がん進展制御研究等の実績を活かし、「新学術創生研究機構」を設置
・カリフォルニア大学等から世界一線級の研究者を招へい
・分野融合型プロジェクト研究を推進

浜松医科大学
・「光医学教育研究センター」を設置
・光医学で一線級の研究者を招へい
・光産業でイノベーション創出を牽引する地元企業等と連携した共同研究等により医療機

器開発・実用化を推進

環境関連
福島大学

・福島の復興・再生・発展のため、「環境放射能研究所」を環境放射能の動態と影響を解
明する先端研究拠点として機能を強化

鳥取大学
・「国際乾燥地域研究教育機構」を設置
・農学・社会科学・医学系等の研究者とともに国際共同研究を推進

食品関連
帯広畜産大学

・「グローバルアグロメディシン研究センター」を設置。
・コーネル大学等から研究者を招へいし、国際共同研究を推進。
・食品関連企業等との連携により、食の安全、生産性向上、環境保全など、即戦力とな

る人材を育成

弘前大学
・「生食できる赤い果肉リンゴ」の活用研究
・学内の教育・研究機能と自治体・地元生産者等とで協議会を設立

その他
和歌山大学

・観光学分野で世界トップクラスのサリー大学等との連携実績を活かした「国際観光学
センター」を設置

・日本初の国連世界観光機関の観光教育 ･ 訓練 ･ 研究機関認定（tedQual）の取得等を通
じ、アジアにおける観光研究ハブを形成

信州大学
・「繊維・ファイバー工学」等の５つの分野に焦点を絞り、「先鋭領域融合研究群」を設置
・MIT 等から世界一線級の研究者を招へい

東北大学
・東北大学の強みであるスピントロニクス分野で、シカゴ大学やミュンヘン工科大学等か

ら世界トップクラスの研究者を招へい
・スピントロニクス国際共同大学院を構築

大阪大学
・人間指向のロボット研究を中心とした認知脳システム学や光量子科学等について、世

界トップクラスの研究者を招へい
・国際的研究者が集う拠点を形成

Why Invest in Japan's Local Regions?　12



関西国際空港
フライト1時間圏内2時間圏内3時間圏内4時間圏内

釜山（韓国） 1時間3分

ソウル（韓国） 1時間50分

大連（中国）　2時間3分

上海（中国）　2時間25分

台北・桃園（台湾）3時間10分

台南（台湾）3時間45分

広州（中国）4時間 
香港（香港）3時間50分

3

世界に誇る日本のロジスティックス

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

優れた社会インフラでビジネスをサポート

世界1位

世界1位

国内1位

出所：SKYTRAX「World‥Airport‥Awards」

出所：AirlineGuide.jp「関西から海外への飛行時間（国際線）」、国連「World‥Urbanization‥Prospects,‥the‥2014‥Revision」よりジェトロ作成

出所：国土交通省報道資料、福岡県企業立地情報ウェブサイト

世界1位 世界3位
出所：World　Economic　Forum‥「The‥Travel‥&‥Tourism‥Competitiveness‥Index‥2015」

「陸路・海路交通 インフラ部門－鉄道インフラのクオリティー」 「陸路・海路交通 インフラ部門－陸上輸送網」

アジア2位
（出所：THE‥WORLD‥BANK「Global‥Rankings‥2014」

「国際物流環境やサプライチェーン全体の効率性」(Logistics Performance Index)

「World Airport Awards 2015」
顧客サービスに関する国際空港評価のランキング

国際化が進む日本の地方港

アジアの主要ビジネス地区にアクセスが便利

世界的な評価を受ける日本の地方空港

中部国際空港（セントレア）

関西国際空港

博多港

2 部門で

2 部門で

● The World's Best Regional Airports※アジア部門でも第 1位
各国の主要 ( ハブ ) 空港以外の空港におけるランキング

● Best Airports : 5-10 million pax per year
旅客数規模別（500 万人以上 1000 万人以下）部門でのランキング

● World's Best Airports for Baggage Delivery
荷物授受の効率や紛失率の低さについてのランキング

● Best Low-Cost Airline Terminals
LCC 専用ターミナルを対象にしたランキング

日本のインフラに対する外国企業のコメント
・輸送インフラにより、国内のサプライチェーンが整備されている。
・郵便・配送業など配達の確実さが優れている。
・公共交通機関が時間どおりであり、交通インフラの質が高い。
・インフラが安定しているため、業務に支障が生じない。

‥‥‥‥‥‥‥　出所：経済産業省「欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査報告書‥2014」

● 外国船社のクルーズ船年間寄航回数 (2014 年）
● 外航旅客者数（2013 年）

アジアからの旅客数が増加するなど、博多港は日
本（九州）と世界をダイレクトにつなぐハブ港湾
となっています。

近畿圏（大阪）は、約 2,000 万人の人口を擁し（世界の巨大都市圏人口ランキングで 7 位）、日本
の東西を結ぶ交通も発達。関西国際空港では、海外への直行便が増えており、成田国際空港（東京）
に乗り継がずにアジア各国へアクセスすることができます。

関西国際空港からアジア主要
ビジネス地区へのフライト圏内
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3

全国に行き渡る日本の便利な交通インフラ

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

※拠点空港とは：国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港
（出所：国土交通省、鉄道各社のウェブサイトよりジェトロ作成）

北海道新幹線（2016年3月開通予定）

東北新幹線

秋田新幹線

山形新幹線

上越新幹線

北陸（長野）新幹線

東海道新幹線

山陽新幹線

九州新幹線

主な高速道路

拠点空港

新青森

函館北斗

八戸

盛岡
秋田

新庄

山形

新潟

仙台

福島

大宮

東京新横浜
名古屋京都岡山

広島
小倉

博多

熊本

鹿児島中央

新大阪

高崎
長野

山口宇部

広島

新潟

山形

秋田

函館

新千歳

旭川

稚内

大阪国際

北九州

福岡

長崎

熊本

鹿児島

宮崎
大分

松山

高知

高松

関西国際

中部国際

東京国際

帯広

成田国際

那覇

仙台

釧路

日本海

太平洋

TOPICS

ビジネスを加速させる充実した日本国内の物流網
日本で EC（電子商取引）産業が 2010 年から 5 年で 1.5 倍に急速に成長している背景に、翌
日配送サービスの拡大が挙げられる。日本全国に迅速に荷物を届けるため、物流各社は、競っ
てインフラ整備を進めている。日本の物流スピードは、ビジネスの大きな助けとなっている。

出所：経済産業省「平成 26年度我が国経済社会の情報化・
サービス化に係る基盤整備‥（電子商取引に関する市場調査）報告書」（2015年）よりジェトロ作成

TOPICS

日本の優れた宅配サービスを活用した「手ぶら観光」
訪日観光客の荷物を空港・駅・商業施設等で一時預かりし、また、空港・駅・ホテル等へ
配送するなどの「手ぶら観光」を観光庁などで促進中。日本の優れた宅配サービスを活かし、
物流面においても訪日客の利便性向上に取り組む。

出所：国土交通省ウェブサイトよりジェトロ作成

陸路（道路、鉄道）
○鉄道の年間利用者数 延べ 236 億人
○高速道路ネットワークにより 10 万人以上の都市への連絡率 95％

出所：国土交通省「鉄・軌道旅客輸送総括表　旅客数量‥2014 年度」、「国土交通白書 2015」

空路
○国際線が就航している空港数　51
○ LCC の地方路線は月 2,204 便、LCC 全体便数の約 43％（2014 年末）
　地方都市を結ぶ国内線が急速に拡大。
○ 24 時間稼動（運用）空港が全国的に拡大
　（羽田、関西国際、中部国際、新千歳、那覇、北九州）

出所：国土交通省「国土交通白書 2015」、‥
国土交通省‥国土交通政策研究所「LCC参入による地域への波及効果に関する調査研究」、各空港ウェブサイトなど

海路（港湾）
効率化・コスト削減で国際競争力を高めるため戦略港湾を選定
○国際コンテナ戦略港湾（京浜港、阪神港）
　日本と欧米を結ぶ国際基幹航路を維持・拡大
○国際バルク戦略港湾（室蘭港、木更津港など、地方 11 港湾）
　物流効率化や産業立地の再配置や企業間連携の強化

出所：国土交通省ウェブサイト、首相官邸「日本再興戦略‥改訂‥2014 －未来への挑戦－」
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3

東京での日本法人開設費用を
100とした場合の各都市との比較

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

首都圏と比較して廉価な地方のビジネスコスト

外国企業が日本で拠点（法人）設立するための初期コスト（住居費用、オフィス

賃料、事務手続き費用、従業員採用費用、OA機器購入費用、通信費など）を試算。

出所：ジェトロ対日投資ウェブ「日本での拠点設立方法 コスト試算ガイド＜モデルケース＞」(2015 年 6月）

東京 仙台 名古屋 横浜 大阪 広島 福岡 上海 香港 ソウル シンガ
ポール

事務所賃料（月額）
（m2 あたり） 33 20 25 33 30.5 24 23 54 154 54 87

店舗スペース／
ショールーム賃料
（月額）（m2あたり）

55 45 88 58 101 103 34 161 389 27 286

駐在員用住宅借上料
（月額） 2,263 811 1,496 3,159 2,494 1,414 684 1,633 3,094 2,076 4,421

アジア主要都市（上海、香港、ソウル、シンガポール）と比較しても、安価な日本の地方の不動産コスト（単位：ドル）
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TOPICS
電力小売市場の自由化で、更なる安定供給と料金低減化
電気事業の規制緩和により、一般家庭用向けについても、2016年を目処に自由化の予定。それにより、電気
使用者が自由に小売事業者を選択できるようになり、更なる安定供給や料金低減化が期待される。

出所：経済産業省、電気事業連合会ウェブサイト

東京での物価を1 00とした場合の各都市との比較
札幌76％

大阪 85％

神戸 83％

広島 79％

福岡79％

名古屋 85％

横浜 84％

東京100％

仙台 79％

出所：ジェトロ「第 25 回アジア・オセアニア主要都市 地域の投資関連コスト比較（2015 年 6月）」

出所 ：

①政府統計の総合窓口(e-Stat)　「平成25年平均消費者物価地域
差指数」より作成。

②厚生労働省「平成26年度賃金構造基本統計調査」より作成。

③国土交通省「平成26年度都道府県　地価調査」より作成

①消費者物価地域差数

③工業地地価

②年間給与額（製造業／円）
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3

経済格差が少ない日本の地方

平和で治安の良い国・日本

安定したインフラサービスが全国に広がる日本

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

安心・安全で快適な地方の生活環境

OECD2位

OECD1位

出所：OECD‥「OECD‥Region‥at‥a‥Glance‥2013」

出所 :‥OECD「Better‥Life‥Index‥(2015)」

出所：総務省「ブロードバンド基盤の整備状況」

出所：総務省‥「第 4世代移動通信システムについて」

出所：World　Economic　Forum‥「The‥Travel‥&‥Tourism‥Competitiveness‥Index‥2015」
※観光・サービスの競争力をはかる指標。

全国のブロードバンド世帯カバー率（％）
（2014 年 3 月末）（推計）

全国で携帯電話のサービスエリア人口比率
(2012 年度末）

衛生的な飲料水
(Access to improved drinking water)

「Safety（安全）」が 10 点中 10 点で 1 位。

一人当たり GDP の地域間格差（ジニ係数）が少ない国

OECD 幸福度ランキング「Safe（安全）」部門

都市部（東京）より、日本の地方はビジネスコストが
安いが、生活する人々の経済力は高い。

TOPICS

世界に評価される住みやすい日本の地方都市
英国の情報誌「MONOCLE」（モノクル）

「2015 年度版世界で最も住みやすい 25 都市ランキング」

※経済面や社会面、機能面のみならず、暮らしやすさや人々に幸せをもたらす都市であるかどうか
　を指数で表したランキング。東京は 1 位。

出所：「MONOCLE」

世界12位 福岡 世界14位 京都

100%

99.95%

世界1位

インター
ネット

通信

水道
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外国人子女の教育制度を拡充

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

外国人が住みやすい教育体制

インターナショナルスクールに関する設置認可条件等の見直し
校地・校舎の所有要件の緩和など、国内での設置を困難にしているルールの見直し
を強力に推進しています。

「留学生 30 万人計画」
優秀な外国人留学生について、2012 年の 14 万人から 2020 年までに 30 万人に倍増
させることを目指します。

義務教育諸学校における日本語指導の新たな体制整備
日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し、「日本語指導の質の向上」、「教育関係者
の意識及び指導力の向上」、「組織的・継続的な支援の実現」を狙います。

出所：文部科学省「義務教育諸学校における日本語指導の新たな体制整備について」

外国人留学生の企業就職数が増加傾向に（2014 年）
申請数：14,170 人（前年より 1,377 人増）
許可数：12,958 人（同 1,311 人増）

出所：法務省入国管理局ウェブサイト

国際バカロレア認定校等を大幅増加
2020 年までに国際バカロレア※認定校等を 2014 年の 33 校‥（候補校を含む）から
200 校以上に増やします。(※国際的な教育プログラムとして、カリキュラムを履修すると国際的に通用す
る大学入学資格となる。)

2020（予定）

30万人
2012

14万人

2020（予定）

200校
2014

33校

2020（予定）

30万人
2012

14万人

2020（予定）

200校
2014

33校

出所：首相官邸「日本再興戦略 -JAPAN‥is‥BACK-2013 年 6 月 14 日」

出所：首相官邸「まち・ひと・しごと創生総合戦略 (平成 26年 12月 27日 )」、文部科学省ウェブサイトよりジェトロ作成

TOPICS

約 3,000 名の留学生が在学する立命館アジア太平洋大学
在学生約 6,000 名の半数が世界 84 カ国・地域からの留学生、外国人教員も半数を占める
APU（立命館アジア太平洋大学）。その飛びぬけた国際性は、国内はもちろん世界的にもトッ
プレベルといえる。

出所：大学プレスセンター「大学改革」2014 年 12 月 19 日

TOPICS

インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 開校
2014 年 8 月、世界 15 カ国・49 名で開校。日本語（国語）を除く全ての授業を英語で行
う全寮制高校として初の、日本の高校卒業資格を得ることが出来るスクールとして話題に。
出所：PR‥TIMES‥( 学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢プレスリリース ) などよりジェトロ作成

大分県

長野県
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外国人が使いやすい医療拠点、安心な医療水準安心して住みやすい国・日本

企業に優しいビジネス環境 Safe & Secure Business Environment

外国人が住みやすい医療体制

外国人患者受入れ体制の充実
「外国人向けコーディネーター、通訳が常駐し、外国語での表記が整った病院」を認
証する外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）を開始しています。

出所：厚生労働省「厚生労働省における医療の国際展開に向けた取組等‥平成 25 年 11 月」

外国人診療の拠点拡大
外国語に精通し、医師や看護師側と患者側の意思疎通をスムーズにする医療通訳を
重点的に配置した医療拠点の拡大を決定。2015 年度に全国 10 か所を指定、2020 年
（東京オリンピック・パラリンピック）までに 30 か所を目指しています。

出所：厚生労働省医政局資料

外国人医師による診療範囲の拡充
国家戦略特区においては、外国人医師の受け入れ可能な診療所の範囲を、条件付き
で拡充します。また、医師国家試験の緩和を行います。

出所：首相官邸「第 12 回‥国家戦略特別区域諮問会議 2015 年 3月 3日」等よりジェトロ作成

外国人患者の医療渡航の促進
医療を目的に来日する外国人及び受入医療機関に対してマッチングや渡航手配サ
ポート等を行う企業を増加させるため、制度整備を拡大。また、外国人患者の医療
に対して能力、意欲のある病院「日本国際病院（仮）」を整備、発信し、外国人患者
を積極的に受け入れていきます。
出所：内閣官房健康・医療戦略室「医療のインバウンド事業‥医療ＩＣＴの大規模健康・診療データ収集・利活用事業（平成27年 4月2日）」

充実した医療インフラ

看護師の多さ

アジア1位
高齢者の収入や医療などに関するデータを分析。

日本は医療に関する項目でトップとなったほか、社会保障や年金、累進課税などの制度が評価された。
出所：Help‥Age‥International‥「Global‥Age‥Watch‥Index‥2015‥Insight‥report」

出所：OECD‥Health‥Statistics‥2014

出所：OECD‥Factbook‥2014

高齢者が住みやすい国

OECD1位

OECD1位

人口 1,000 人あたり病床数（13.4%）

医師数に対する看護師割合
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ＪＥＴＲＯの外資系企業支援プログラム  －事業拡大・二次投資のご支援－

すぐに役立つビジネス情報をご提供

補助金などインセンティブ情報の活用
外資系企業の誘致に積極的な地方自治体や公的機関が提供する最新のインセンティブ
情報をご提供。地方自治体の誘致担当窓口との面談セット、視察アレンジのご支援な
ども提供します。

ビジネス拡大に役立つ各種情報の活用
地方へのビジネス展開のために必要なマーケット情報、各種統計データなどさまざま
な情報の入手に関するご相談を承ります。

多様な専門家がアドバイス

経営実務の専門家との無料相談の活用
司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士など、外資系企業支援への経験が豊富な
専門家がアドバイス。みなさまの「わからない」「困った」にお応えします。

許認可など各種行政手続きの効率的な推進
許認可などの諸手続きにおいて、各自治体の窓口へ適切におつなぎするほか、規制事
項等へのご要望等も承ります。

新たなビジネス機会を創り出します

ニーズに応じたビジネス機会のご提供
サービスプロバイダーとの出会い、ブランドの認知度アップ、新規事業でのパートナー
探しなど、各社の課題解決につながる「場」を提供します。

ビジネスを支える人材、価値ある物件・拠点探しをお手伝い
各地方に根付いた有力な人材会社のご紹介、ビジネスを支える人材とのマッチング機
会にご参加いただけます。地方・地域に強く外国語対応可能な不動産業者もご紹介し
ます。

「はじめの一歩」をご提供します

テンポラリー・オフィスの活用
新たなビジネス展開を開始される外資系企業のス
タートアップ支援として、東京、大阪、神戸、名古屋、
横浜、福岡にて、オフィススペースを一定期間無料
でご利用いただけます。電話やネットワーク環境を
完備した個室に加えて、会議室など共有施設のご利
用も可能です。
※ご利用には諸条件がございます。まずはジェトロへご相談ください。

JETRO は 2015 年度に新たに外資系企業支援課を立ち上げ、すでに日本に進出されている外資系企業をご支援し、拠点設立、
人員増大、地方への事業展開など、外資系企業のさらなる事業拡大のために必要なサービスを提供しています。

知る 相談
する

動く出会う

上海を拠点にアジア諸国への国際路線を多数展開する中国の民間航空会社。
沖縄（那覇）、大阪（関西）、続く就航先として、2015 年 6 月に福岡、8 月に
東京（羽田）、９月に名古屋（中部）に定期便を開通。路線就航に合わせて、
それぞれ福岡市内、羽田空港内、名古屋市内に営業所を開設しました。

【JETRO の支援内容】
JETRO は、上海吉祥航空有限公司の地方空港就航に先立って、各地方のマーケット情報の提
供や関係省庁、自治体との面談アレンジを実施しました。
さらに、旅行代理店、ホテルなどビジネスパートナー候補企業や人材紹介会社のご紹介を実
施した他、テンポラリーオフィスの貸与（IBSC 福岡、名古屋）などのご支援も実施しました。

上海吉祥航空有限公司 （中国）の地方空港への就航支援
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