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Japan Innovation Bridge
(略称：J-Bridge)について



アジアDXの推進

・ディープテック、リアルテック
（AI/IoT、ロボティクス等）

・金融・サービス

・超低利資金

新産業創造
Society 5.0実現

投資
＜日本が提供＞

・資金・技術・ノウハウ
・ネットワーク ・信頼
＜アジアが提供＞
・課題・欲求・市場
・ビジネスモデル・経験

「アジアDXとは」：東南アジアやインドに存在する、
①社会や企業の抱える課題の深さ・インパクト
②それをデジタル技術で解決したいという強い欲求（社会インフラ化する新たなビジネスエコシステム）
③ベンチャーフレンドリーな市場環境（テックに寛容、豊富な個人データ（スマホ普及）、規制の未整備）
を商機と捉え、
-現地で進むデジタルイノベーションに日本の資金、技術・ノウハウ、事業ネットワークを結合
-現地企業を対等なパートナーとして、新たなビジネスモデルを「共創」（投資により参画）

⇒アジアを舞台とした大企業・新興ベンチャー間の協創によるクロスボーダーイノベーション・新産業創出

「日本の構造改革」⇒産業構造転換スピード加速化（「黒船」として日本のデジタル変革の起爆剤に）
「アジアにおける日本の産業プレゼンスの変革」（製造拠点型⇒サービス・ソリューション提供型）
「投資とルールの一体的推進」（東南アジア６億人、インド13億人のデータガバナンス構築）へと繋げる構想。

イノベーションの還流

新たなビジネスモデル構築
SDGs実現
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（参考）アジア新興国におけるリープフロッグなDXの進展
 アジア新興国ではデジタル経済が急激に発展。社会の抱える課題をデジタル技術で解決するスタートアップが隆盛。
 わずか数年の間で企業評価額1兆円を超えるようなプラットフォーマーも次々と誕生している。

コロナを受け、さらにDXが加速

（出所）日本経済新聞

デジタル経済化を牽引するアジア新興国企業の例

【インド】ジオ・プラットフォームズ
設立わずか4年で４億人超の顧客基盤
GoogleやFacebookなどから2兆円超の出資

【東南アジア】グラブ、ゴージェック
生活全般のサービスを提供する「スーパーアプリ」
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国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策
(令和2年12月8日閣議決定）

（抜粋）
２．経済構造の転換・イノベーション等による生産性向上
（３）サプライチェーンの強靱化と国際競争力の向上
② 対日直接投資の促進など海外活力の取込み

対日直接投資は、海外の優れた技術やノウハウの取込みを通じ、我が国経済の生産性の向上に寄与し、雇
用・所得の継続的な拡大にもつながる。経済安全保障に留意しながら、その更なる促進に向け、本年度内
に策定する具体的なＫＰＩとスケジュールを含む中長期戦略に先立ち、以下の取組について早急に実行に
移す。
具体的には、我が国の技術力・研究開発力をいかした魅力あるイノベーション・エコシステムを加速する
ため、デジタル・グリーン等重要分野における内外企業のマッチングや協業等を目指すオープン・イノ
ベーション・プラットフォーム（J-Bridge 構想）を年度内に構築し、運用を開始するほか、スタート
アップの創出を促進する拠点都市に対して、重点分野を設けた上で、国内スタートアップの海外展開や、
海外投資家・企業からの投資の呼び込みに係る事業構想策定、専門家とのマッチング、プロモーション活
動の支援等を行う。また、後述する国際金融センター実現に向けた取組も踏まえ、法人設立手続等のオン
ライン化や英語対応、外国人の感染対策を含む医療・保健分野や教育・雇用分野など生活面での安心の確
保等を通じたビジネス環境・生活環境整備を加速するとともに、観光資源をはじめ地域資源を活用した投
資受入れのための環境整備を進める。
このほか、アジアを中心とする海外の成長市場における需要の取込みや、経済連携協定等を通じた国内産
業の競争力強化を図るため、越境ＥＣ市場を通じた海外展開、海外展開に取り組む企業の販路開拓や新規
事業の創出等を支援する。

・ 中堅・中小企業の海外展開等に対する支援（日本貿易振興機構を通じた J-Bridge 構想、「新輸出大国
コンソーシアム」を中核とする支援体制の強化）（経済産業省）
・ アジアＤＸ等新規事業創造支援事業（経済産業省）
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国内外拠点に常駐するコーディネーターが日本企業に対し、外国企業・スタートアップを紹介。
重点分野における協業・M&Aを支援。内閣府のスタートアップ・エコシステム関連事業とも連携※。
※注 内閣府事業が支援する各拠点都市の国内スタートアップへの外国企業・投資家の紹介など。

情報共有・企業支援において
密接に連携

Japan Innovation Bridge “J-Bridge”

全体
コーディネーター

（東京）

共同商品開発などの共同事業、
少額出資、M&Aを通じた日本企業の変革

地方
コーディネーター
※都銀、地銀等と
連携

マッチング
商談設定 実証補助
ピッチイベント 市場調査

発掘・
支援

発掘・
支援

J-Bridge
に登録

J-Bridge
に登録

情報共有・企業支援において
密接に連携

重点6分野

カーボンニュートラル、
ヘルスケア、モビリティ、

小売、農水産業、
スマートシティ
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Japan Innovation Bridge（J-Bridge）の構築

日本企業
外国

コーディネーター
※現地政府・VC等

と連携
外国企業

対象地域・国

東南アジア（※1）
インド

イスラエル
豪州

米国（※2）
欧州（※2）

※1 特にシンガポール、インドネシア、
ベトナムを重点国とします。
※2 米国、欧州については、カーボン
ニュートラル等の技術を有する海外企
業支援を中心に実施します。



 日本企業と外国企業との協業・M&Aを加速するため、ジェトロのコネクティング機能を強化。
 現地における引き合わせ支援、基盤的支援に加え、まずはエコシステムの形成が進む「シンガポール」

「ジャカルタ」「ベンガルール」「テルアビブ」「ハノイ」「ホーチミン」「シドニー」を優先地域としてハンズオン支援。
 特に、海外からのマッチングニーズが高い「ヘルスケア・医療」「モビリティ」「小売」「アグリテック」「カーボン

ニュートラル※」「スマートシティ」分野を重点とする。
※注 米国、欧州については、カーボンニュートラル等の技術を有する海外企業を中心に支援。

【現地スタートアップ企業等のニーズ発掘】
・現地スタートアップの積極的な発掘、個別引き合わせ
（特に現地ＶＣとの関係構築に重点）
・有望スタートアップ、財閥企業等のニーズ把握
【日本企業と現地企業の出会い創出】
・ソーシングイベント開催
（JETRO開催/企業開催への協賛を含む）
・ウェビナーの開催（「ＤＸプラットフォーム」）
【日本と現地のつなぎ】
・現地進出ニーズを持つ日本企業と、
現地企業・現地政府とのつなぎ（受動的）
・現地への日本企業のミッション受入れ
【現地における日本企業支援】
・海外進出時の弁護士等紹介
・スタートアップエコシステムの調査・発信

【体制強化】
・専任コーディネーターの配置、ワンストップサービス窓口
【協業・M&Aの組成支援】
・士業専門家（法務・労務・税理士等）のリテイン、無料相談
・アクセラレーターによるアドバイス、メンタリング
・コワーキングスペース等の提供
・有望案件について簡易市場調査
・投資家、政府支援機関等とのつなぎ

新規支援
による

機能の拡充

ハンズオン支援

引き合わせ支援・基盤的支援

シンガポール、ジャカルタ、ベンガルール、
テルアビブ、ハノイ、ホーチミン、シドニー等 6

J-Bridgeにおける支援メニューと重点分野について

その他の国・都市
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DXプラット
フォーム

サービス名 主なサービス内容
• 特設サイト「DXポータル」を通じ

た、市場・企業情報の提供
• 協業・連携につながる各種オンラ

インイベント（※）の視聴
※ウェブセミナー、ピッチイベント、商談等

エスコート
プログラム

実証補助
事業の案内

会員専用
サイト

イベント・
面談支援

会員制サービス
• 海外発有望企業（個社情報）提供
• 過去イベントへのアクセス
• 会員間の交流
• ピッチイベント等への登壇・参加
• 有望企業との面談アレンジ

• 戦略策定、提携先発掘、案件形成
への一貫もしくは特定分野支援

• アジア等のデジタル分野でのPoC
実施に活用可能な制度の情報提供

Step 1：海外企業との
協業・連携に関心のある
企業の皆様

Step 2：具体的に協業・
連携を進めてみたい企業
の皆様

Step３：協業・連携先
が決まり、効果の実証等
を行いたい企業の皆様

DXポータル

支援メニューについて

詳しくはこちら
J-Bridgeウェブページ：https://www.jetro.go.jp/j-bridge/

https://www.jetro.go.jp/j-bridge/


国内拠点
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国内企業

期待・お願い 効果

社内において外国スタートアップ
等との協業・M&Aの担当者を特
定、 DX事業全体への申し込み・
参加登録（経産省及びジェトロ）

・ウェビナー、ピッチなどの各種マッチングイベントへ参加
し、海外エコシステムへ接続（逆ピッチも実施）。

・外国スタートアップへの出資・協業・M&Aニーズを相談
し、海外エコシステムとの接続が可能（例：展開を検討す
る海外における事業パートナー候補の発掘、休眠技術活用
可能性に向け海外企業とマッチング、オープンイノベー
ションプラットフォームの枠組みにおいて、外国スタート
アップ向けにベンチャーキャピタル等がファンドを組成す
る際には出資者募集を紹介）

金融機関
VC等

・ 窓口担当者を特定、参加登録申し込み
（事務局＝ジェトロ）

・取引先、ポートフォリオ企業のニー
ズ収集。

・取引先、ポートフォリオ企業に対する
情報提供、案件のつなぎ。

・出資機会の情報提供（例：外国スター
トアップに投資を行うベンチャーキャ
ピタル等）

・新市場開拓等により、取引先企業様の事業の成長。
・ジェトロのグローバルアクセラレーションハブを通じて

現地スタートアップ事情や具体的ニーズが把握。

地方自治体
・管内の企業で、スタートアップ

投資に関心のある企業を国内ハブ
に紹介。

・国内ハブの加入に関する呼びかけ。

・貴自治体の投資環境について、ジェトロのグローバル
アクセラレーションハブを通じて広く紹介。外国企業
への知名度向上。

・貴自治体において各種マッチング機会提供。

日本企業を海外スタートアップなど外国企業につなぐ結節点として、ジェトロ本部に常駐する専門家
コーディネーターが、参加日本企業のニーズに応じて、海外企業の担当者紹介を行ったり、ＶＣ等の
協力を得てニーズをマッチング。

パートナー

参加者 申込方法 サービス



DXプラットフォーム
 コロナ禍でのビジネス創出・社会問題解決のため、ウェビナー等オンラインイベントの開催を通じて海
外企業と日本企業との協業・連携案件の創出を目指す

 海外からオンラインでライブ配信、5月の始動以降、これまでASEAN6か国で25回実施し、
4,000人以上が参加、アーカイブをジェトロ・サイトでも視聴可能

概要

ASEANマルチ・二国間での政策的位置づけ

日ASEAN経済大臣会合（2020年8月28日）
「日ASEAN経済大臣会合共同声明」

 これまで、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、カ
ンボジアでイベントを開催

 過去25回で延べ約50社の現地スタートアップ企業等がピッチ、各
実施後、日本企業との個別マッチングなどを実施

 今後はインド等でも各種オンラインイベントを開催し、日本企業と
海外企業のマッチング、協業・連携案件創出を目指す

★アーカイブはジェトロDXポータルサイトで視聴可能
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/platform/

 第一弾ウェビナーは日、星、ASEANから計1,300名以上が視聴
 その後は課題別セッションとして「ローカルビジネス」、「グローバルビ
ジネス」、「生活・仕事環境」をテーマにピッチ・ディスカッションイベン
トを3回シリーズで開催

 日本企業と海外企業のスマートシティ分野での連携可能性をテーマ
に開催

 インドネシアでスマートシティ開発に携わる現地スタートアップと、現地
でのスマートシティ開発を進める日本企業が登壇

実施例
 【星】日星コロナテック・オンライン・ライブ
（5月29日～7月16日）

 【尼】インドネシア・スマートシティ・ウェビナー（6月25日）

第4回「日ベトナム産業・貿易・エネルギー協力委員会」
（2020年8月7日）

「第4回越日産業・貿易・エネルギー協力委員会における共同閣僚声明」

日ASEAN経済大臣特別会合（2020年7月29日）
「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」

日星経済大臣会合（2020年5月1日）
日シンガポール「強靭な経済活動の推進に関する共同声明」

コロナ禍においての重要施策として各声明等で位置づけ
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（参考）アジア・デジタルトランスフォーメーション（DX）推進（アジアDX実証事業）
• 経済発展に伴い、様々な社会課題に直面するASEANでは、デジタル技術を活用して課題解決を行うビジネスが勃
興。各国政府もビジネスを起点としたDXによる社会変革に関心を高めており、コロナ禍でこうした動きは更に加速。
※企業評価額100億円以上の企業はASEANに50社以上存在。

• 日本として、アジアに資金・人材・技術・ノウハウを戦略的に投入し、現地企業と連携した新事業創出を図る「アジア
DX」を推進。実証事業等を通じ、現地でのビジネス拡大とイノベーションの環流による日本の産業変革につなげる。

• 製造業への過度な依存から脱却すべく、
「Industry 4.0」政策に基づく、次世代型産業育
成や産業高度化が課題に。

「中所得国の罠」からの脱却

拡大する地域間格差
• 一次産業への依存度が高い国・地域の多くは、小規模
農家が中心で生産性が低く、販路開拓の機会もなく、
貧困からの脱却が困難。発展する都市部との経済格
差拡大が課題に

• 人口当たりの医師数が少なく、地域間で医療格差が
拡大。一部の国はコロナ感染拡大に歯止めがかから
ず。発展に伴う生活変化や高齢化も背景に医療の
質・アクセスの改善等が課題に。

医療アクセスの充実

ASEANが抱える経済・社会課題の例 アジアDX実証事業（令和元年度補正予算：5億円）

• 日系企業とASEAN企業とが連携し、デジタル技術を
活用してアジアの社会課題を解決するサービスや商品
を開発する取組を支援。(9ヶ国、計23件を採択)

＜採択案件例＞
＜水産＞ウミトロン✕泰・大手財閥

• 地方基幹産業のエビ養殖向けに、IoT/AIを活用し
給餌状況の最適化等を行なうシステムを導入。

• DX・自動化による労働生産性の向上。自然環境
の保全や都市部との経済格差の改善に貢献。

タイ

＜製造業＞扶桑工機✕尼・自動車部品メーカー
• 現地サプライヤー向けに、日本流モノづくりの強みを活
かした、IoT活用・自動化を推進。

• 多くの日系メーカーが生産拠点を有するインドネシアに
おいて、地場産業の生産性や現場力向上を実現し、
産業高度化に貢献。

インドネシア

https://www.jetro.go.jp/services/asiadx.html

https://www.jetro.go.jp/services/asiadx.html


（参考）オープンイノベーション促進税制の創設 （法人税、法人住民税、事業税）

事業会社とベンチャー企業との連携による新たな付加価値の創出・獲得を促進するため、事業会社やCVC（コー
ポレートベンチャーキャピタル）による、創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対する１億円以上（中小企
業は1,000万円以上）の出資について、25％の所得控除を認める。

改正概要

出資

25％所得控除事業会社等 一定のベンチャー企業

＜出資を行う企業要件＞
①国内事業会社
又は

②国内事業会社によるCVC(注1)
(※)事業会社又はその子会社が運営し、
持分の過半数以上を所有するファンド等

＜出資を受けるベンチャー企業要件＞
①新規性・成長性のある設立後10年未満
の未上場ベンチャー企業
(※)新設企業は対象外

②出資を行う企業又は他の大企業のグ
ループに属さないベンチャー企業

（注１）CVCとは、事業会社によるベンチャーキャピタルのことを指す。
（注２）５年間以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、控除額を益金参入。

＜行為要件＞
①１件当たり１億円以上の大規模出資
中小企業からの出資は1,000万円以上
(※)海外ベンチャー企業への出資は５億円以上

②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに
資金が供給される出資
(※)発行済株式の取得は対象外

③1件あたり25億円かつ1社あたり年間125億円が所
得控除上限

④一定期間(5年間)の株式保有(注2）

• 事業者は、経済産業省に対し、１年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業
革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告。（事前認定は行わない）

【適用期限：令和３年度末まで】
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お問い合わせ
【経済産業省】
貿易経済協力局
投資促進課 三原、村山、東
Tel：03-3501-1662
Mail:oipf20@meti.go.jp

【日本貿易振興機構】
対日投資部 DX推進チーム
Tel：03-3582-5644

（J-Bridge全般に関すること）
Mail:DXPT@jetro.go.jp

（実証事業に関すること）
Mail:DX_poc＠jetro.go.jp
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