
［経済産業ジャーナル］

12・1月号
December 2012 /January 2013



02 METI Journal

我が国企業は、中国との政治的緊張や
タイの洪水などのリスクにもかかわらず、
今後も、海外での事業展開をし続ける。
このままだと、国内の雇用問題が深刻に
なる。日本への外国企業の投資によって
仕事を増やすことが重要な鍵。　　
2006年に設定した『GDPに対する対
日直接投資の割合を5％』にするという
目標すら達成できていない。理由は、『円
高』、『日本が成長国ではない』といったマ
クロ経済環境の問題等、色々あろう。し
かし、そもそも、我々は真に効果的な政
策を行っているだろうか？提言でおしま
いになっていないだろうか？実行力も発
信力も足りないのではないか。
まず、提言した『魅力ある政策』は本
当に実現されているか？その政策は『海
外に伝わっている』か？総理官邸から、
関係各省から、トップからもっと情報発
信しないで日本への直接投資は増加しな
い。先日、カナダの財界首脳に言われた。
『日本には良い点があるのに、近隣国に負
けず、もっと声を大きくして世界に発信
するべきだ』と。

独立行政法人日本貿易振興機構　
理事長

石毛博行さん

いしげひろゆき／1974年東京
大学経済学部を卒業し、同年、
通商産業省（現、経済産業省）に
入省。製造産業局長、中小企業
庁長官、通商政策局長、経済産
業審議官を歴任し、長年、日本
の経済産業政策に携わる。
2011年ジェトロ理事長に就任。
日本企業の海外展開支援、対日
投資の促進、日本の通商政策へ
の貢献を推し進める。
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本企業による海外進出が勢いを増してい
る──。きっと皆さんも、こうしたニュ
ースを目や耳にしたことがあるでしょう。

では一方で、外資系企業による日本進出については
どうでしょうか。もちろん国内では、多くの外資系
企業が拠点を構え、事業活動を行っています。しか
し、比較すると報道の機会などもそれほど多くない
かもしれません。

実際、過去10年ほどの対日直接投資残高を振り
返ると、2008年をピークに減少傾向。経済産業省
の調査※でも、アジア地域における拠点立地先とし
ての「日本への関心度」は低下傾向にあります。

そこで現在、政府はこれまで各省で個別に行わて
いた施策をとりまとめるなど、対日投資の促進を積
極的に推進しています。なぜなら世界で活躍するグ
ローバル企業を日本に呼び込むことで、例えば次の

ようなメリットが日本にもたらされるからです。
1 日本国内における就業機会の創出
2 革新的技術や経営ノウハウの我が国への流入
3 日本の中小企業等との連携による
　新たな製品や技術の開発
4 高度人材の集結によるグローバル人材の育成

対日投資促進策としては、すでにアジア拠点化立
地推進事業費補助金や新たな法律の施行、政府によ
るプログラムの取りまとめ、また自治体による特区
設置などが進行中。この特集では、その概要を紹介
していきます。

まずは、実際に日本に直接投資を行っている企業
が、日本のどこに魅力を感じているのか──。アジ
ア拠点化立地推進事業費補助金の採択企業4社の声
を右ページでお届けします。

日

※欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査

海外からの投資がニッポンを強くする！
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当社は、半導体や各種基板向け研磨剤の研究開発をアメリカ本社を中心に行
っています。今回の三重県津市の研究開発センター拡張は、その開発機能の
一部を日本に移管することが目的。研磨剤の性能改善に取り組み、低コスト
化や高生産性の実現に貢献します。半導体の基板材料については、高い技術
力と市場シェアをもった日本企業が多数あり、研磨剤に使われる材料につい
ても魅力的な企業が多く、共同開発が進行中です。

大きな市場シェアをもつ
日本に開発機能を移管！
● 日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社

当社が初めてフランス製ヘリコプターを日本にご紹介してからはや
50年。特有の地形を有し、地震等の災害が多い日本は、実はヘリコプ
ターの運用において、世界一ともいえる国です。そうしたお客様のニ
ーズにお応えするため、販売、技術、整備、訓練の拠点を神戸に展開。
日欧の関係強化と技術の交換に尽力したいと願っています。川崎重工
業様とも40年以上にわたる共同開発を行っており、日本企業とのさ
らなる関係構築が当社の願いです。

VOICE

VOICE

VOICE

VOICE

● ユーロコプタージャパン株式会社

ヘリの改造や装備品で
日本は高い技術を保有！

3Ｍのグローバル戦略の一つは、製品開発からサプライチェーン構築まで、各国、
各地域のニーズに根ざして展開するというものです。その実現のために神奈川県
相模原市にあるR&Dセンターを拡充・強化。歯科用製品や医療用サージカルテ
ープの接着材などの研究開発を進めています。日本で開発した高付加価値製品は、
将来的に他のアジア市場へ横展開していく予定。今後も日本企業と連携しながら、
新製品開発に注力していきたいと思います。

日本で開発した製品を
他のアジア市場にも展開！
● スリーエムヘルスケア株式会社

ネオフォトニクス社は米国の光通信用モジュールのメーカーとして、
グローバルにビジネスを展開しています。このたび、優れた人材・技
術資産、キーとなる部品ベンダーといった「環境の利」を活かすべく、
日本に研究開発拠点を設立。次世代型のレーザー駆動用ICの商品化
を進めます。私たちの研究開発では、個々の部品間の微妙な“擦り合
わせ”が性能に大きく影響します。そうした領域では、日本人エンジ
ニアの能力が十分に発揮されるに違いありません。

日本人エンジニアの
擦り合わせ技術に期待！
● ネオフォトニクス日本合同会社
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山川正高（やまかわ・まさたか）
株式会社IE Japan　代表取締役
関西学院大学卒業後、三井物産に入
社。通信や電力などインフラ関連の
業務に長く関わり、そのなかで燃料
電池技術とも出会う。2011年12月
のIE Japan設立時より現職。

英国の燃料電池システムの開発企業であるインテリジェント・エナジー社。
昨年12月に日本法人、今年2月に自動車メーカーのスズキと合弁会社を設立しました。
最先端の水素燃料電池技術をもつ同社が日本への投資を強化している背景とは──。

● 株式会社　IE JapanCLICK!

2012年夏季のオリ
ンピック、パラリン
ピックの期間中、IE
社の燃料電池を搭載
したロンドンタクシ
ーが街中に登場した。

見つけることができます。技術のライセンスも単に図面
やデータを提供するだけでは意味がありません。それを
価値あるものにするには、技術を形にし、製品として完
成させる力が必要なのです」

国やジェトロの支援を有効活用
これまで厳重にブラックボックス化していた燃料電池

システムのノウハウを提供するという大きな決断した
IE社。そのために必須だった日本法人や合弁会社の設
立にあたっては、国やジェトロ（日本貿易振興機構）の支
援も有効に活用したといいます。
「合弁立ち上げのイニシャルコスト削減に貢献したアジ
ア拠点化立地推進事業の補助金については、ジェトロの
担当者にアドバイスしてもらったのが応募のきっかけで
す。またIE Japanの運営にあたっても、司法書士や会
計士、税理士、社労士などの紹介を受けました」

対日投資に限らず、一般に外国への投資の際には文化
の違いや手続きの差異など、多くのハードルが存在しま
す。また人材確保という課題もある。そして、それらの

テムを本格的な製品化の段階へとステップアップさせ、
それを商業ベースに乗せていくにあたっては、欠くこと
のできない重要な拠点だと考えています」

そう話すのは、 同社の日本法人である株式会社IE 
Japanの代表取締役を務める山川正高さんです。水素
を燃料にして、発電時にCO2を出さない燃料電池は、
今、最も期待されるクリーンエネルギーの一つ。IE社は、
すでにスズキとの共同開発でこのシステムを搭載した二
輪車の組み込みにも成功しています。
「およそ7年に及ぶ共同開発の成果を二輪車、さらには
四輪車にも応用しながら、量産につなげていくために設
立したのがスズキとの合弁会社。ここにIE社の技術を
ライセンス供与し、現在、構成部材を欧州製から日本製
にしていく作業などを進めています。そこで力を発揮す
るのが、ほかでもない国内の中小企業。日本では、溶接
やプレス、樹脂加工、また工場での品質管理など、燃料
電池システム製造に必要な高い技術水準を有する会社を

ンテリジェント・エナジー社（以下、IE社）に
とって、日本は米国、インドに続く3番目の
海外拠点。20数年来培ってきた燃料電池シスイ

日本で拓く！ 燃料電池の明日
UK JAPAN
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多くは努力や根性だけでは乗り越えることができません。
「その意味でも、使えるサポートは上手に活用すべき。
特にジェトロなどは、外資系企業の実態を理解してくれ
ているので助かります。最近も日英租税条約絡みの源泉
税等の税務処理の件で相談をさせてもらいました」

成熟した市場が製品を育成する
言葉の壁や独自の規制をはじめ課題はあるものの、外

資系企業から日本を見たとき、やはりそこにはほかでは
得難い魅力が存在します。まず山川さんも言うとおり、
高い技術と研究開発力をもち、付加価値を生み出せる企
業が集積していること。一方で、高度なインフラを備え、
アジア圏進出のプラットフォームにもなり得る──。
「加えて大きいのは、分野によっては成熟した市場があ
るということ。当社としても、二輪車・自動車業界だけ
でなく、携帯端末への充電、電話基地局のバックアップ
電源、航空機やポータブル電源など、さまざまなマーケ
ットをにらんで事業を行っています。そう考えたとき、
日本にはすでに各分野のニーズがある、というのがとて
も大きい。市場の反応を取り入れながら、製品を育成し
ていくのに最適な環境といえます」

ビジネスとしてばかりでなく、美しい地球環境を次世
代に残すためにも、燃料電池の普及を着実に進めたいと
いう山川さん。その実現のため、日本の拠点が果たす役
割はますます重要なものになりそうです。

グローバル企業を日本に呼び込むため、2012年11月
に「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関
する特別措置法（アジア拠点化推進法）」が施行。2010
年度より継続している「アジア拠点化立地推進事業」
による補助金と合わせて、外資系企業への支援策はま
すます充実しています。

アジア拠点化推進法も2012年11月に施行！

ますます充実する
対日投資支援策

IE社とスズキが共同開発した燃
料電池スクーター「バーグマン フ
ューエルセル スクーター」。

IE社とスズキによる合弁会社
「SMILE FCシステム」の経営陣。

アジア拠点化推進法

アジア拠点化
立地推進事業費補助金

主務大臣に認定を受けたグローバル企業が国内
で新たに行う研究開発事業および統括事業に対
して、主に以下の措置が講じられます。申請は
英語でも可能です。

グローバル企業が日本国内で研究開発拠点、ま
たは統括事業拠点を整備する事業を支援するも
のです。
◆  拠点設置にかかる調査設計費、施設工事費、

設備費、施設賃借料などが補助対象。
◆  中小企業に対しては最大2分の1、それ以外

には最大３分の1を補助。また、被災地エリ
アでの立地については最大３分の２を補助

（いずれも上限5億円）。（2012年度）

◆  法人税特例
5年間、20%の所得控除。（これにより、約7％の実効税率引
き下げを実現）

◆   所得税特例 
親会社（外国企業）が付与するストックオプションに対する課
税を日本企業と同等の取り扱いとする。 

◆  投資手続短縮 
外為法上の届出後30日間投資できないとされる期間を2週
間に短縮。

◆  資金調達支援 
中小企業投資育成株式会社による資金調達支援。

◆   特許料軽減 
中小企業に限って、特許料、審査請求料を半額にする。

 認定研究開発事業に係る特許出願の審査・審理を迅速化。（通
常の出願：約22.2ヶ月→早期審査：約1.9ヶ月程度（2011年
度実績）） ※特許法の運用

◆ 特許審査迅速化

認定企業に就労予定の外国人の入国手続（在留資格認定証明
書）の審査を迅速化。（通常1ヶ月→10日程度） ※入管法の運用

◆入国手続審査迅速化
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2 0 2 0年に向けた「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」

投資したくなる国へ！
● INVEST JAPAN アジア拠点化・対日投資促進プログラムCLICK!

急 速な円高が進む一方で、
世界各国は国を挙げて海
外企業の誘致を推進──。

今、日本の“立地競争力”が相対的
に低下しています。そこで求められ
ているのは、例えば国内の法律や規
制等を戦略的かつ積極的に見直すこ
と。投資環境を企業にとって魅力あ
るものとすることが不可欠な状況と
なっています。

まさにそうした現状を踏まえ、関
係府省が一体となって取りまとめた
のが、「アジア拠点化・対日投資促進
プログラム」というものです。日本

の立地競争力を再生するためにいっ
たい何が必要か。多面的に議論、検
討された内容は、大きく「3つの目
標」「5つの柱」としてまとめられま
した。

このプログラムの基本理念にある
のは、「アジア拠点としての日本の
再生」──。日本の強みを活かしつ
つ、知的集積度の高いアジア地域統
括拠点や研究開発拠点等の高付加価
値拠点を重点的に呼び込むこと。ま
た、高いレベルの経済連携を推進す
るなどして、ヒト・モノ・カネの流
れを加速させ、継続的かつ安定的に

対日投資を増やしていくことが重視
されています。

では、「3つの目標」「5つの柱」と
は具体的にどのようなものなのか。
世界レベルの魅力ある投資環境を目
指したプログラムの概要をご紹介し
ます。

日本への投資を促進するために、このロゴ
マークを使用して海外への広報活動を展
開しています。
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35 兆円
対日直接投資倍増
2011年末時点の対日直接投資残高は、約17.5
兆円。これを2020年末までに倍増させ、約35
兆円まで拡大していきます。

外資系企業による
雇用者数倍増
外資系企業（外資比率3分の1超）の雇用者数は、
2006年時点で約75万人。これを2020年に
200万人まで拡大していきます。

200 万人

30 件
外資系企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点
等は、2009年末時点で国内に500ほど。この誘
致を強化し、年間30拠点の増加を目指します。

高付加価値拠点の増加

3

2

4

5

1

投資環境の整備とサポート体制を構築
グローバル人材の育成や研究・教育拠点の整備、空港や港湾の整
備などにより、人流・物流の効率化・円滑化を推進。また規制等
の見直し、行政手続きの透明性及び情報アクセスの利便性の向上、
行政の英語化などを総合的に行います。

投資を呼び込むため特区制度等を活用
国際戦略総合特区、地域活性化総合特区といった総合特区制度、
また「環境未来都市」構想、復興特区制度を有効活用。地方自治
体とも有機的に連携しながら投資を呼び込み、地域における雇用
創出につなげます。

投資先での生活環境をより暮らしやすく
外資系企業の拠点立地に際しては、外国人従業員の家族の来日も
考えられます。そこで、生活に欠かせない教育、医療等について、
より暮らしやすい環境を実現。効率的な外国人受入環境を整備す
ることにより、「内なる国際化」を促進します。

投資を歓迎する情報発信の充実
各施策の推進にあたって、日本が対日直接投資を歓迎している姿
勢を明確に発信。政府が先頭に立ち、立地環境の魅力をＰＲしま
す。また安心・安全を諸外国に強くアピールし、東日本大震災か
らの「開かれた復興」を目指します。

投資を促進するため収益性を向上
外資系企業であっても差別なく活用できる立地補助金やグローバ
ル企業への法人税負担軽減制度などを創設。そうしたインセンテ
ィブ措置の強化により、世界水準の投資環境を整備し、積極的に企
業誘致を展開します。

5政府一丸、
目標達成のための つの柱3立地競争力

再生に向けた つの目標
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● 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区 （北海道）

● つくば国際戦略総合特区 （茨城県）

● アジアヘッドクォーター特区 （東京都）

● 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 （神奈川県）

● アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区 （岐阜県、愛知県）

● 関西イノベーション国際戦略総合特区 （京都府、大阪府、兵庫県）

● グリーンアジア国際戦略総合特区 （福岡県）

❖ 国際戦略総合特区

●

整えます。
東京の強みは、ソフトとハードの

両面が充実していること。例えば、
治安の良さについては世界でも折り
紙付きでしょう。一方でコンビニや
ATMが身近にあり、鉄道などの交
通インフラも充実しています。さら
に来年度には羽田空港の国際定期便
発着枠が大幅に増える予定です。

先頃発表された「世界の都市総合
力ランキング」（森記念財団）で東京
は世界第4位。アジアでは1位とな
っています。私たち総合特区推進部
では、こうした優位性をアピールし
ていくとともに、官民が一体となっ
た「アジアヘッドクォーター特区地
域協議会」を中心に、戦略的都市づ
くりを進めていく考えです。

特区としての目標は、2016年ま
でにアジア地域の統括拠点、研究開
発拠点などを含め500社以上の外
資系企業を誘致すること。各地の国
際戦略総合特区とも連携しながら、
これを日本再生にもつなげていきた
いと思っています。

周辺」「渋谷駅周辺」など5つのエリ
ア。民間の構想力も活かしながら、
東京の魅力、総合力を発信していき
ます。

税制面では法人税の実効税率を現
在の38％から28.9％へ引き下げま
す。またビジネス支援策として、
2012年10月に「ビジネスコンシ
ェルジュ東京」（千代田区丸の内）を
オープン。バイリンガルのスタッフ
が法人設立の手続き支援やコンサル
ティングなどをワンストップで提供
する体制を整えました。

英語対応が可能な 
クリニックも開業

一方、医療や教育など生活面での
環境整備も進んでいます。例えば外
国人向けの医療機関については、す
でに英語での対応が可能なクリニッ
クが開業しており、今後もこうした
動きを後押ししていく予定。できる
限りの「安心」を提供していきたい
と考えています。さらに教育面では、
将来的に都立高校で英語授業を行う
学級を設置し、外資系企業の駐在員
のお子さんたちが学びやすい環境を

も
文化などの面において豊かなポテン
シャルをもった都市です。「アジア
ヘッドクォーター特区」では、こう
した環境に加えて税制の優遇措置や
規制緩和を実施。さらに医療や教育
面のサポートも行い、外資系企業を
バックアップしていきます。対象と
なるのは、「東京都心・臨海」「新宿駅

ともと東京は、多国籍企
業や多彩な業種の会社が
集積し、ビジネス、生活、

CLICK! ● アジアヘッドクォーター特区
● アジアヘッドクォーター特区（英語）

傳法秀行（でんぽう・ひでゆき）　東京都 知
事本局 総合特区推進部　総合特区推進担
当課長　2012年4月から担当課長に。外
資系企業誘致のための関係団体・省庁との
調整や広報活動を進めている。

国際戦略総合特区は、国の総合特
区制度で定められた特区の一つ。
経済成長のエンジンとなる産業・
機能の集積拠点を形成するため、
特例措置・支援措置を地域限定で
設けることが認められています。
2012年10月現在、認定されて
いるのは以下のとおりです。

東京のポテンシャルを
外資系企業が活かせるように！
国が進める国際戦略総合特区の一つに選ばれた東京都の「アジアヘッドクォーター特区」。
東京都知事本局総合特区推進部の傳法秀行さんは、「都市の総合力ではどこにも負けない」と語ります。

【
　
　
　
　】

1
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❖ IBSCの3つの強み

GOOD STAFF
外資系企業が日本で拠点を設立するに
あたって、行わなければならないことを
担当スタッフがマンツーマンでサポート。

NETWORK
官庁や地方自治体の担当者、また弁護
士、税理士などの専門家、さらには不
動産会社、人材会社などを紹介。

FACILITY
まだ日本にオフィスがない外資系企業
に、通信設備やデスクなどを備えた貸
事務所を原則50営業日、無料で提供。

談にお応えしています。
加えて、近年は“スピード感”も

重視しており、例えば昨年度もシン
ガポールのメーカーがわずか半年で
液晶ディスプレイの製造および研究
開発拠点を広島に開設したという事
例がありました。この案件では、メ
ーカー側が日本や中国などへの進出
に関心をもっていると知った翌日に、
ジェトロの担当者を派遣。詳細な聞
き取りを行った後、すぐに国内自治
体と連携して15自治体38件の物
件情報を提供させていただきました。

政府機関として、対日投資にかか
わる多種多様な情報が集約されてい
るのもジェトロの特徴。それと強み
にしているネットワークを活かすこ
とで、各社が必要としているデータ
やノウハウをいわば“テーラーメイ
ド”のレポートにしてお届けするこ
とができるのです。外資系企業と一
緒に考え、行動する、真に寄り添っ
た支援こそが私たちのモットー。各
案件ごとに担当者を付け、「何かあ
ったら、まず連絡をください」とい
う態勢を整えています。

経済がグローバル化するというこ

とは、いうまでもなく日本もそのな
かで世界と競争していかなければな
らないということです。アジア拠点
化推進法なども含め、日本の魅力を
しっかりと伝えながら、今後も外資
系企業、国内企業の双方にとってプ
ラスになる仕事をしていければと思
います。

●  外国企業の日本進出
 -対日投資情報-

CLICK!

● Investing in Japan（英語）

なビジネスエリア。投資をすること
で、きっと競争力を向上させること
ができるでしょう」──。

外資系企業の方々には、いつもそ
のようにお話ししています。ジェト
ロ（日本貿易振興機構）が「IBSC（対
日投資・ビジネスサポートセンタ
ー）」を開設したのは、2003年5月
のこと。以来、外資系企業のサポー
トを専門で行っています。昨年度で
いえば、コンタクトをとったのはお
よそ700社。そのうち約1割が実
際に対日直接投資を実現させ、日本
国内に新たに69の拠点が立ち上が
りました。

“スピード感”を大切に 
一緒に考え、行動する

IBSCの強みは、「GOOD STAFF」
「NETWORK」「FACILITY」 の3つ
を提供できること。これらを土台に
して、マーケット情報のリサーチか
ら拠点設立にかかわる手続き、人材
確保のサポートまで、あらゆるご相

日本という国は、世界的に
見ても非常に質の高いマ
ーケットであり、魅力的

長島信之（ながしま・のぶゆき）　日本貿易振興機
構（ジェトロ）　対日投資部長　ジェトロに対日投
資部が設立した2003年10月より、同部に所属。
対日投資促進の最前線で業務にあたっている。

必要とされる情報や支援策を
“テーラーメイド”で提供する！
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に拠点を構え、外資系企業をワンストップで支援するIBSC。
責任者であるジェトロ対日投資部長の長島信之さんが考える、その役割や使命とは──。

【
　
　
　
　】

2
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日
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資
の
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ー
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ー

東京のポテンシャルを
外資系企業が活かせるように！
国が進める国際戦略総合特区の一つに選ばれた東京都の「アジアヘッドクォーター特区」。
東京都知事本局総合特区推進部の傳法秀行さんは、「都市の総合力ではどこにも負けない」と語ります。

【
　
　
　
　】
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災から約半年という早い
タイミングで、私たちが

「仙台ミニショップ」を
オープンした背景には、「より快適
な毎日を、より多くの方々に」とい
うイケアのビジョンがあります。震
災の直後から、布団やタオル、子ど
も向けのぬいぐるみを避難所にお届
けしたり、お鍋や小さなテーブルな
どをセットにした「生活応援セッ
ト」を仮設住宅にご提供したりして
いましたが、さらに別の形でも復興
を支援することができないか。そう
考えて急遽出店したのが、世界中の
イケアでも類を見ない「ミニショッ
プ」です。

通常、4万㎡ほどの店舗面積に約
1万のアイテムを品揃えするところ、
仙台ミニショップの店舗面積はおよ
そ1500㎡しかありません。アイテ
ムも、キッチン用品やキッズ向けの
雑貨、収納家具など700点ほどに
絞り込んでいます。それでも、自宅
を津波で流されてしまったお客様な

どが「イケアが大好きなので、新し
い家の家具や雑貨はできるだけここ
で揃えたい」と来店されることもし
ばしば。スタッフ一同、そうした
方々の期待に応えなければと、日々
気を引き締めています。

ビジネスを通じて 
理念を伝えていきたい

おかげさまで、仙台ミニショップ
が多くのお客様から支持をいただい
ていることもあり、実は今年6月、
同じ仙台市内のＪＲ長町駅前に大型
店舗出店のための用地を取得しまし
た。今後、本格出店に向けて準備を
進めてまいります。

一般に、日本人の“家”にまつわ
る支出はヨーロッパの人たちの5分
の1程度といわれています。裏を返
せばそれは、マーケットとしてのポ
テンシャルがまだまだあるというこ
と。イケアを通じて、日本のお客様
がご自宅での生活を楽しく快適にす
ることにいっそう関心をもってくれ
たらとてもうれしいですね。

特に仙台およびその近郊について
いえば、大都市圏よりも住まいの平
均床面積が広く、自動車で買い物を

するスタイルも浸透しています。そ
うしたなかで、「ご自身に商品をお
持ち帰りいただき、それを自宅で組
み立てていただくことにより、低価
格を実現する」というイケアのビジ
ネスモデルは、十分に受け入れられ
るだろうと考えています。

すでに仙台ミニショップにも、現
地採用のスタッフがおりますが、今
後も商品、サービス、雇用面ほか、
さまざまな面で地元のニーズに応え
ていくのが私たちの役割。そのなか
で一人でも多くの人に、イケアの理
念やビジョンを伝えていければと思
っています。

震

スタッフと共に仙台ミニショップのオープン
1周年を祝う北野マネージャー（写真中央）。

新しく建築された保育所へ収納家具やおもちゃな
どの寄付も行っている。

● IKEA仙台ミニショップCLICK!

東日本大震災以降も、複数の外資系企業が被災地に進出しています。
例えば、2011年9月にオープンした「IKEA仙台ミニショップ」もそう。
そこにはどのような思いがあり、またどんな可能性を見いだしているのか。
マネージャーを務める北野陽子さんに取材しました。

被災地に進出する外資系企業

イケアが仙台に出店する理由
キッズ商品をたくさん載せ、
被災地の保育所を訪問してい
る「ハッピープレイバス」。
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易経済協力局貿易振興課でアジア拠点化立地
補助金の執行業務などを担当。自ら国内の外
資系企業に訪問する機会も多い中溝丘課長補

佐に、対日投資促進の意義や業務への思いなどを聞きま
した。
── 国として、また経済産業省として、対日直接投資を
促進している背景について改めて聞かせてください。

海外との直接投資において、“双方向”の流れをしっか
りとつくり上げる。これが一連の施策の基本です。円高
基調も続くなか、日本企業の海外進出は加速しています。
しかしやはり、「日本から海外へ」という流れだけが強ま
れば、国内の空洞化をはじめ、さまざまな課題が生じて
しまうでしょう。また中長期的には少子高齢化や人口減
少の経済への影響もいっそう深刻化してくるはず。そう
したなかで日本の競争力を確保していこうとすれば、海
外の優れた部分をこれまで以上に取り込みながら、それ
を成長につなげていくことが重要になります。つまり対
日投資の促進というのは、単にお金の問題ではなく、よ
り総合的な意味をもった施策だといえます。
── そうした目的を実現するには、外資系企業を誘致
する相応の武器が必要になるわけですね。

そのとおりです。海外やアジアへの投資を考えている
外資系企業にしてみれば、日本は選択肢の一つにすぎま
せん。他のアジア諸国が外資の誘致に力を入れるなか、
日本もはっきりとインセンティブを提示する必要があり
ます。すでに日本に進出している外資系企業を見てみる
と、高収益を上げているところも少なくありません。つ
まり日本には、それだけの環境や可能性があるというこ
と。にもかかわらず、一方で「日本で成功するのは難し
い」というイメージが外資系企業側にあるとすれば、そ
れはお互いにとって不幸なことです。その意味でも、立
地補助金やアジア拠点化推進法などの具体的な支援策を
きっかけに日本の特性や優位性をもっと知ってほしいで

すね。また支援策のなかには、日本の現地法人が２次、
３次投資する場合に活用できるものもあります。グロー
バル本社に「日本へ投資する価値」をアピールするツー
ルとしても、ぜひ利用してほしいと思います。

ニーズに合わせて情報をカスタマイズ
── 業務で外資系企業の人たちとやりとりする際、心
がけていることなどはありますか。

支援内容の説明などで訪問するとき、企業ごとに「何
を求めているのか」をきちんと把握した上で話をするこ
とですね。当然のことではありますが、外資系企業も一
社一社、日本に求めているものは異なります。技術、人
材、インフラ……、それぞれのニーズに合わせて情報を
カスタマイズし、届けることが大切です。通り一遍の説
明では、相手の心に響きません。また同時に、現場で出
てきた生の声を今後の施策に活かしていく、という意識
も大事にしています。継続的に対日投資を促進していく
ためには、施策のブラッシュアップが必ず必要で、その
一番のヒントは外資系企業の声にあるはずですから。
── 最後に、日々どんな思いで業務にあたっているか
聞かせてください。
「日本が輝き続けるために」という思いが根本にはあり
ます。直接投資についていえば、これまで日本にはグロ
ーバル企業の研究開発拠点やアジア本社などが数多く進
出しています。しかし今の時代は、他のアジア諸国の振
興を無視できない。となれば、やはり日本の魅力を目に
見える形にして、はっきり打ち出していくことが求めら
れます。実際ここ数年、対日投資の環境はずいぶんと整
備されてきました。これらを分かりやすく発信し、日本
にも波及効果やメリットがある外国資本を呼び込んでい
くことが私たちの役割だと考えています。

貿

● アジア拠点化の推進CLICK!

日本が輝き続けるために
何が必要かを考えて──
中溝 丘　貿易経済協力局　貿易振興課　課長補佐

│担当者の声

当課では、我が国の生産性の向上や雇用の創出を目指し、グローバル企
業の研究開発拠点やアジア地域統括拠点を我が国に呼び込むなど、対日
投資の拡大に向けた施策に取り組んでいます。

● 対日直接投資総合案内窓口について（経産省）
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ニッポンの
医療、世界へ。
経済がグローバル化の一途をたどり、あらゆる製品やサービスが国境を越えて行き交う今日。
新たな市場の獲得をめぐって国際的な競争が激しくなっていくなか、
日本においても、「自らの強み」をしっかりと活かしていくことが求められています。

画像診断を通じて
「予防医療」の概念を
ロシアに！　→p16

協力体制を構築して
ミャンマーの
乳がん問題に挑む→p18

独自に確立した
「健診車」のノウハウで
中国市場へ　  →p18イラクの医療従事者

育成に日本製機器が
大活躍！　　→p18

医療サービスの
海外輸出

OUTBOUND

外国人患者の
受け入れ

INBOUND
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たな産業分野が注目されています。日本の経済成長を後押しすると
して期待される、「医療の国際化」です。
「国民皆保険制度」をはじめ、すぐれた医療制度を構築してきた日
本。これまで、主に国内を対象としてきた医療サービスを世界に向
けて開いていくことで、さまざまなメリットが見込まれています。

代表的な例としては、病院や機器メーカーが中心となって、医療
機関や診断センターを海外に設置するケースが挙げられます。日本
製の医療機器や医薬品、そして医師や看護師の技術などを「パッケ
ージ化」して提供。現地で実績を重ねて高い評価を得ることができ
れば、国際競争力が向上し、輸出のマーケット拡大にもつながるは
ずです。また、海外での症例数が増え、医療データが蓄積されるこ
とによる「日本の医療そのもの」のさらなる発展という効果もある
でしょう。

同時に、外国人患者を日本へ受け入れる体制整備も必要です。経
産省がサポートする「Medical Excellence JAPAN（MEJ）」（P18
参照）では、外国人患者に対し、受け入れ医療機関の提案や受診時の
通訳手配なども行っています。

アウトバウンドの対象として想定されるエリアは、BRICsや東南
アジア、中東など。現在、すでに多くのプロジェクトが進行してい
ます。日本の経済成長のみならず、各地の医療技術やサービスの向
上にも貢献する「日本式医療」。では実際にどんなイノベーション
が起こりつつあるのか、次のページでご覧いただきましょう。

品やサービスの国際化といえば、大きく「アウトバウン
ド（輸出）」と「インバウンド（輸入）」の二つの流れがあ
ることはご存じでしょう。近年、この流れのなかで、新製

外国人患者の
受け入れ

INBOUND

「健診」でブラジルの
人々を心臓疾患から
守る！　　　 →p18

海外の患者に対しても「日本式医療」
を提供することで、「技術革新に必要
な症例数の確保」や「医療関連サービ
ス・機器の海外での利用拡大」などを
促進。好循環が生まれ、新たな市場の
獲得につながります。

医療の国際化が進むと
新たな市場が生まれる！

国内患者のみでは
限定的な症例数

治療技術向上

資本蓄積

設備投資

医療の質向上

海外患者受け入れで
症例数増加

● 平成24年度日本の医療機器・サービスの海外展開に関する調査事業CLICK!
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斗病院は1993年の開院以来、第二
次予防（症状が出る前の早期発見・早
期治療）が21世紀の医療の中心と
考え、脳・心臓ドックやがんドック
の普及に力を注いできました。しか
しロシアにはそうした概念がなく、
平均寿命は60歳代にとどまってい
ます。このような状況にニーズを見
出し、PJLさんがご紹介くださった
現地医療法人と合弁会社をつくって、
画像診断センターを経営する運びと
なりました。2013年2月の開業予
定です。
──海外展開に欠かせない条件とは

ます。そうしたなかで、ロシアの画
像診断技術が著しく低いことを痛感
していました。ですから久保田さん
からお話をいただいたとき、まず皆
さんをウラジオストクへお連れして、
実態を知ってもらおうと考えたので
す。現地を訪れた北斗病院の鎌田理
事長は、「この地で何か行動を起こ
すべきだ」とおっしゃった。それが
すべての始まりでしたね。
久保田　ええ。医療ツーリズムより
も、現地での画像診断の充実こそ、
私たちの技術や知識を生かすことが
できる。そう方向転換しました。北

──画像診断センター設立のいきさ
つについて教えてください。
久保田　約2年前、私たち北斗病院
は医療ツーリズムの受け入れを検討
しました。そこで着目したのがロシ
ア極東地域。ただ、需要の規模をは
じめ、詳しい現地事情が分からない。
そこでコンタクトを取ったのが、日
ロ貿易などに多くの実績をもつPJL
さんだったわけです。
山田　PJLは貿易のほか、日本人ド
クターたちのロシア視察のお手伝い
や、現地の患者が日本で治療を受け
るためのコーディネートも行ってい

既存の建物の一部を改修して誕生した
「画像診断センター」。日本での医療サー
ビスを希望する人の窓口としても機能。

ウラジオストクに「画像診断センター」を──。
北斗病院（帯広）とPJL（東京）がコンソーシアムを組み、
事業を軌道に乗せるべく、奮闘しています。

日本の診断技術を
ロシアで展開！

もう、ここまで進んでいます！

「医療の国際化」には
可能性と使命を感じています
北斗病院事務部部長　久保田亨さん

「日本の医療」を継続して
実現できるかがカギです
ピー・ジェイ・エル株式会社（PJL）
代表取締役　山田紀子さん

PJL
コーディネーター

画像送付

市場調査
人材育成

画像診断
センター
ウラジオストク

北斗病院
医療機関

機器提供
日立メディコ
国内メーカー

【 事業実施イメージ 】

JAPAN

RUSSIA

現地医療
機関



17METI Journal

何でしょうか？
久保田　理事長の鎌田による言葉で
すが、「医学というサイエンスに国
境はない。しかし医療は国ごとに異
なる」──。医療は法制度ですから、
何からどう手をつければいいのか、
知識もノウハウもありません。単独
での進出だったら、道のりはもっと
険しかったでしょう。
山田　加えて重要なのが現地のパー
トナー。信頼のおける現地医療法人
と北斗病院さんの橋渡しができた結
果、クリアすべき法律面などの情報
収集も容易になりました。
久保田　ただ彼らは人間ドックに馴
染みがありませんでしたから、最初
は事業について疑問を抱いていまし
た。そこで実際に当病院のドックを

体験してもらったところ、次第に理
解が深まっていきましたね。
山田　実際にサービスを受けると、
やはり良さが伝わるのだと思います。
スタッフのマナーやホスピタリティ
にも感心していました。

「日本と同じ水準」の 
サービス維持が決め手
──現状、経産省による「医療機器・
サービス国際化事業」の採択事業と
して進められています。今後のビジ
ョンについてお願いします。
久保田　「国に認められている」事
業であることが、後押しの一つにな
ったと思います。
山田　信頼度がアップしたことは間
違いありません。おかげで医療機器
メーカーさんとの調整も、スムーズ
に進みました。
久保田　画像診断センターで働くス
タッフはロシア人ですので、当面は
指導・サポートにあたります。遠隔
画像診断システムを導入して診断は
日本で行いながら、必要に応じて医
師が出張し、研修なども行う予定で
す。一方、私たちのセンターは検査
施設ですから、病気が見つかった場
合の早期治療を現地で適切に行える
よう、各病院とのネットワークを整
えます。やがては広く極東地域全体

に第二次予防を普及させ、人々の健
康に貢献できればうれしいですね。
山田　センターを成功させる決め手
は、「日本と同水準」のサービスを提
供し続け、評価を確立すること。診
断結果の明確な説明や、生活改善の
アドバイスなどにも力を入れる必要
があるでしょう。残念ながらロシア
では、インフォームドコンセント

（医師の説明と患者の同意）が根付い
ていない。このセンターが、習慣を
変える起点になれたらと考えていま
す。北斗病院さんは、国内でリハビ
リテーションにも積極的に取り組ん
でいます。ゆくゆくはその分野でも
ロシアへ進出できるよう、当社も努
力していくつもりです。

現地スタッフの研修は北斗病院で実施。「もてな
し」までを含めた「日本式医療」を学びました。

かつて多くの日本人が居住し
ていた歴史をもつウラジオス
トク。現在再び交流が活発化。

株式会社日立メディコ 青木達也さん日本製機器の海外シェアを伸ばす糸口がある
当社は、プロジェクトを立ち

上げた方々からのお問い合わせ
を機に、2011年4月頃より「画
像診断サービス提供プロジェク
ト」に参加。「社会保障的な国内
医療」と「国際サービス産業と
しての医療」を融合する。そう
したコンセプトに共感しました
し、また、パッケージ型による
展開は「業界のトレンドになり
つつある」ことも感じていたタ
イミングでした。

日本と海外では法律や制度が
異なり、また医療に対する考え
方も多種多様です。その国に合
った事業展開を考えることが不
可欠である一方、例えば日本で
成功している医療技術を、現地
の社会問題に照らし合わせるこ
とも重要だと思います。今回の
プロジェクトでいえば「日本の
予防医療」と「ロシアの短寿命」。
ここに日本製機器輸出の振興、
そして医療企業としてのさらな

る社会貢献を実現する糸口があ
りました。

現段階では「まだまだこれか
ら」という気持ちです。ただ準
備を通じてさまざまなことを勉
強させていただきましたし、何
より貴重な人脈を築くこともで
きました。今後、ロシア極東地
域の医療の底上げにおける模範
モデルとなれれば、日本の医療
に関わる一人として誇らしく思
います。

● 株式会社日立メディコCLICK!

画像診断センターには、高速撮影
と 高 精 密 な 画 像 を 両 立 さ せ た

「CT SCENARIA」を設置。

CLICK! ● 北斗病院
● ピー・ジェイ・エル株式会社（PJL）
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商務情報政策局
ヘルスケア産業課
医療国際化係長
藤森陽子

日本の医療サービス・
技術を世界の市場へ

│担当者の声

各地でプロジェクトを推進している事業者の皆さんは、
どんな思いで海を渡り、何を成そうとしているのか。
Q＆Aの回答から、「国際化の可能性」をぜひ感じ取ってください。

海外展開Q＆Ａ

 「日本で治療や検査を受けたい」という海外からのニーズに
対して、窓口の役割を担っているのが、経産省がサポートす
る「Medical Excellence JAPAN（MEJ）」です。相談の内容
について具体的にどのような対応が可能なのか、医療機関や
MEJの顧問医師に確認。スケジュールや費用の目安などを
提示するほか、初診予約、ビザの取得サポート、宿泊、付き
添いを含めた通訳の手配などを行っています。
　しかし、海外からの患者を受け入れた経験が豊富な日本の
医療機関は、決して多くはありません。そのため、日本の先
端的な医療技術や、ホスピタリティの高さなどを世界に伝え
る機会は、ごく限られているのが現状です。
　そこで今、MEJの機能強化へ向けた動きが活発化していま
す。従来のインバウンド事業支援のさらなる充実に加えて、
2013年からはアウトバウンド事業支援も本格的にスタート。

「情報の蓄積や提供」「プロジェクトの企画およびチーム組成
支援」「現地パートナーとの交渉」「マッチング支援」など、さ
まざまな医療分野での交流をバックアップ。世界と日本を結
ぶ「架け橋」として、大きな期待を集めています。

世界と日本を結ぶ
「架け橋」が
本格的に稼働！

T O P I C S

●  Medical Excellence JAPANCLICK!

ミャンマーにおける女性のがん死因1
位は「乳がん」。しかし健診、治療の仕
組みは未発達。メディヴァ（イーク丸
の内）、亀田メディカルセンター、岡山
大学によるトータルな「乳がん検診＋
治療プロセス」の医療サービスパッケ
ージを導入します。これにより同国の
医療技術の向上、健診・保険の仕組み
を含む医療制度の普及、同国での日本
の医療の地位向上を目指します。

北京や上海などの都市部に比べて、内
陸部や東北部では、まだまだ医療体制
が整っていない。そんな現状の中国で、
麻田総合病院が提供するのは「健診サ
ービス」。グループ内に年間10万人程
度の健診を実施する瀬戸健診クリニッ
クを有しているのを強みに、現地の医
療機関との連携を進めて、独自に開発
した「総合健診車」のノウハウを提供
して、実績を積み重ねています。

ブラジルでは全国民が公的な健康保険
に属していますが、給付額が低く、標
準的な医療をカバーすることができま
せん。そのため、実質的には民間医療
保険への加入が不可欠です。ブラジル
の死因のトップは循環器系疾患。そこ
で、民間医療保険を利用した「心臓病
健診制度」の普及可能性について市場
調査を実施中。サービスへの理解を促
進し、心臓疾患の削減を目指します。

1980年代に日本企業連合が建設した
病院を最後に、新設から遠のいていた
イラク。復興とともに、さまざまな施
設の建設計画が進行中ですが、「医療従
事者不足の問題」が浮上。そこで、現地
で病院建設に関するコンサルティング
サービスを展開するアイテックが中心
となり、「日本の機器、設備を活用した
トレーニング」を提案。長期的な視点
から日本の医療をアピールしています。

日本イラク医療協力センター
事業 （イラク国人材育成事業）

イラク 中国 ミャンマーブラジル

代表団体：アイテック株式会社
CLICK! CLICK!CLICK! CLICK!

復興途上にあるイラクは
医療インフラ建設ラッシュ。
そこで人材育成事業にも着目。

ビザの取得など各種行政手続きの
効率化について、
改善の要請をしてくれた。

対話を重ね、日本・イラクの
双方に利益がもたらされる
医療人材育成センターの開設。

Q なぜ海外展開を始めたのですか？

Q 国の制度や支援をどう活用しましたか？

今後の目標について教えてください。Q

市場開拓中のみなさんに聞きました

A

A

A
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私たちは日々の生活で当たり前のように
病院や診療所などを利用しているため、日
本の医療を客観的に評価する機会はほとん
どありませんが、衛生管理が行き届き、性
能の良い医療機器がそろい、しっかりと根
拠を示しながら診断をしてくれる医師、患
者の不安をやわらげてくれる看護師、正確
な検査をしてくる技師などが揃った日本の
医療は十分に海外に誇れるものです。

海外では日本の自動車や電気製品が高い
評価を得ている一方、日本の医療技術や医
療機器についての認知度は非常に低い状況

です。また、日本で治療を受けようと渡航
してくる外国人もわずかです。

他方、世界においては他の産業と同様、
医療産業の海外展開も進んでいます。医療
機器や医薬品だけでなく、医療機関そのも
のの海外展開も行われています。そして患
者はより良い医療を求めて海外に渡航して
いるのです。

当課では、外国人患者の受け入れが患
者・国内医療機関双方にとって安心して行
えるための体制整備や、日本の医療サービ
ス・機器の海外展開支援を行っています。

これまで十分に海外展開ができていない
日本の医療機関、医療機器メーカー、IT企
業など、医療に関わる様々なプレーヤーを
一 般 社 団 法 人Medical Excellence 
JAPAN（MEJ）を通じて結び付け、１プレ
ーヤーの力だけでは成しえない、大きなシ
ステムとしての日本式医療を海外展開でき
るよう取り組んでいます。

当課は、日本の優れた「医療システム」を経済成長の
源泉と捉え、　病院や医療機器メーカーやサービス事
業者と共に、公的保険に依存しない、新たな医療・介
護ビジネスの立上げや海外展開を進めています。

日本の医療サービス・
技術を世界の市場へ

│担当者の声

ミャンマーにおける女性のがん死因1
位は「乳がん」。しかし健診、治療の仕
組みは未発達。メディヴァ（イーク丸
の内）、亀田メディカルセンター、岡山
大学によるトータルな「乳がん検診＋
治療プロセス」の医療サービスパッケ
ージを導入します。これにより同国の
医療技術の向上、健診・保険の仕組み
を含む医療制度の普及、同国での日本
の医療の地位向上を目指します。

北京や上海などの都市部に比べて、内
陸部や東北部では、まだまだ医療体制
が整っていない。そんな現状の中国で、
麻田総合病院が提供するのは「健診サ
ービス」。グループ内に年間10万人程
度の健診を実施する瀬戸健診クリニッ
クを有しているのを強みに、現地の医
療機関との連携を進めて、独自に開発
した「総合健診車」のノウハウを提供
して、実績を積み重ねています。

ブラジルでは全国民が公的な健康保険
に属していますが、給付額が低く、標
準的な医療をカバーすることができま
せん。そのため、実質的には民間医療
保険への加入が不可欠です。ブラジル
の死因のトップは循環器系疾患。そこ
で、民間医療保険を利用した「心臓病
健診制度」の普及可能性について市場
調査を実施中。サービスへの理解を促
進し、心臓疾患の削減を目指します。

1980年代に日本企業連合が建設した
病院を最後に、新設から遠のいていた
イラク。復興とともに、さまざまな施
設の建設計画が進行中ですが、「医療従
事者不足の問題」が浮上。そこで、現地
で病院建設に関するコンサルティング
サービスを展開するアイテックが中心
となり、「日本の機器、設備を活用した
トレーニング」を提案。長期的な視点
から日本の医療をアピールしています。

日本式
乳がん診療パッケージ

高度健診サービス
提供プロジェクト

イラク 中国 ミャンマーブラジル

日本式心臓健診システム
提供プロジェクト

代表団体：株式会社メディヴァ代表団体：麻田総合病院 代表団体：日本光電工業株式会社
CLICK! CLICK!CLICK! CLICK!

友好病院の協定締結や
看護師研修の受け入れなど、
中国との交流が足がかりに。

親日国であるミャンマーは
教育レベルも高水準。
今後の発展に期待して進出。

国の支援のもと事業化し、
調査を実施。中国医療機関
との関係構築もスムーズに。

国の後押しによって円滑な
交渉を実現。現地の要人も
大きな期待を寄せてくれている。

中国の内陸部や東北部などに
おいて、独自の「健診サービス」
をアピール。

長期的に利益を生み出せる
仕組みをつくる。
将来はASEAN諸国への展開も。

健診の仕組みがないブラジル。
特に心臓病予防について
解決策が必要だと確信。

「国家プロジェクトです」という
説明によって安心感を
与えることができた。

日本的な健診制度を定着させ、
ブラジルの国民福祉向上への
貢献を目指す。



20 METI Journal

　コ・フェスタ（CoFesta→１）とは、
「JAPAN国際コンテンツフェステ
ィバル」の通称であり、『クール・ジ
ャパン』と呼ばれる日本が誇るゲー
ム、アニメ、マンガ、キャラクター、
音楽、映画といったコンテンツ産業
およびファッション、デザイン等の
コンテンツと親和性の高い産業に関
わる各種イベントが連携して開催し
ている世界最大規模の統合的コンテ
ンツフェスティバルです。

コ・フェスタの誕生
コ・フェスタは、①日本のコンテ

ンツが相互に連携して世界に向けて
発信し、世界中のコンテンツ関係者
が一度に日本の数多くのコンテンツ
に触れる機会を提供する、②世界の
コンテンツ関係者の交流の場とし、
国際共同製作や国際ビジネスの交流
に結び付けていくことを目的として、
2007年から毎年開催しています。

2007年当時、各業界団体がそれ
ぞれ単独でイベントを開催していま
したが、これらのイベントを包括
的・横断的に開催することで、日本
のコンテンツを国内外に幅広く発信
していくことが必要との考えから、
“世界初のコンテンツ産業を統合す
るフェスティバル＝コ・フェスタ”
が創設されました。

成長するコ・フェスタ
昨年のコ・フェスタ2011では、

『東京国際映画祭』や『東京ゲームシ
ョウ』などの18のオフィシャルイ
ベントをはじめとして、東日本大震
災の被災地とコンテンツが向き合う
オリジナルイベント等を開催（→２）
しました。また、2010年には『コ・
フェスタinブラジル』、『コ・フェス
タin上海』、そして欧州最大の日本
の ポ ッ プ カ ル チ ャ ー イ ベ ン ト

『JAPAN EXPO 2010』（パリ）への

世界を魅了する「クール・ジャパン※」を全世界に発信するため、
コ・フェスタ（JAPAN国際コンテンツフェスティバル）は進化し続けています。異業種の産業が融合した

統合マーケットから生まれる新たなビジネスモデルが、海外進出の新たな道を切り拓きます。

(  December 2012 / January 2013  )

「コ・フェスタ2012」

●特集「世界中を熱くする！
 COOL JAPAN 
 （METI Journal  
 2011年8-9月号p.4-13）」

CLICK!

※クール・ジャパン
クール・ジャパン戦略については
2011年8・9月号で特集しています。

●コ・フェスタCLICK!

コ・フェスタのロゴマークはp.24
でご紹介しています。

1

新たなビジネスで世界の扉を拓け！！
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出展など、日本ブランドの海外にお
ける発信に向けた取組みも実施しま
した。

2007年の初回は80万人であっ
た来場者総数も、2011年は過去最
高の230万人に到達（→３）し、世
界有数かつアジア最大級のイベント
に成長しています。

コ・フェスタ2012の 
特徴

SNSやスマートテレビなどの台
頭によって世界のメディアが変革期

にある昨今、6年目を迎えたコ・フ
ェスタは、“世界初のコンテンツ産
業を統合するフェスティバル”を具
現化し、4つのコンテンツマーケッ
ト（→４／次ページ）を同時期・同一場
所で開催しました。

異分野のコンテンツ産業関係者が、
包括的・横断的にマーケットに参加
することで、業界の垣根を越えて、

「音楽×アニメ」などの新たなビジ
ネス展開が創出されることが、今回
の取組の成果であると考えます。

また、4マーケットのお台場での

KEY WORD コ・フェスタ2012

3 コ・フェスタ
来場動員数の推移

250
（万人）

07 08 09 10 11（年）

200

150

100

50

0

80 82
100

130

230万人

●第25回東京国際映画祭
  （2012年）

CLICK!

六本木ヒルズをメインに世界から厳選さ
れた秀作映画を9日間で上映。

CESA2012 TIFF CoFesta2011

●東京ゲームショウ2012
  （2012年）

CLICK!

最新ゲームが千葉・幕張に集結。来場者
は過去最多の22万人超え。

●こどもコ・フェスタ
  （2011年）

CLICK!

被災地のこども達による映像発信や
アニメ、ゲーム制作などを体験。

コ・フェスタ開催イベントの例2
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4 ４つのコンテンツマーケットCLICK!

国内外の音楽、映画、テレビ、アニメ、クリエイター等の国際見本市を東京・お台場で合同開催。

●第９回東京国際ミュージック
 マーケット（TIMM）

CLICK! ●TIFFCOM 2012
 Marketplace 
 for Film & TV in Asia

CLICK!

●東京国際アニメ祭2012秋
   （TIAF）

CLICK! ●CREATIVE MARKET TOKYO
 2012（CMT）

CLICK!

TIFFCOM マーケット実績

5000
（件）

50,000

商談件数
成約金額

（百万ドル）

4000 40,000

3000 30,000

2000 20,000

1000

07 08 09 10 11（年）

10,000

0 0

3,137

45,065

38,181

44,936

19,122

15,237

3,041
2,871

2,559

2,044

ンスを行い、セレモニー史上最大の
来場者数となる約1000名を記録し
ました。

加えて、コ・フェスタやコンテン
ツ業界に対する海外のニーズや声を
取り入れる新たな試みとして「コ・
フェスタ留学生アンバサダー」制度

（→５）を立ち上げ、コンテンツマー

同時開催に合わせ、海外からのコン
テンツ業界関係者、クリエイター、
バイヤー等を招待して国際的なグラ
ンドセレモニーを開催しました。グ
ランドセレモニーでは、『乃木坂46』
と『MAN WITH A MISSION』の2
組が海外を視野に活動する日本のア
ーティストとしてライブパフォーマコ・フェスタ2012グランドセレモニー
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KEY WORD コ・フェスタ2012

5コ・フェスタ留学生
アンバサダー

コンテンツマーケット会場を視察し、コン
テンツビジネスの現状を体感。

約50名のアンバサダーがグランドセレモ
ニー内で業界関係者と意見交換。

ケットやグランドセレモニーにおい
てバイヤー等との意見交換を行いま
した。本制度は、外国人留学生との
交流により日本コンテンツのトレン
ドに関する情報や消費者としての意
見等を提供する機会の創出につなげ
ていくことを考えています。

海外のコンテンツ関係者には、日
本の若いエネルギーと勢いを直接肌
で感じていただくとともに、日本の
コンテンツの多様性が印象づけられ
たと確信しています。

連携強化の取組
日本のコンテンツは、アジアをは

じめ海外で高い人気を博しており、
さらなる成長可能性を有しています。
その可能性を最大限に活かすために
は、コンテンツ業界にとどまらず、
他の産業や多様な地域との連携・協
力が不可欠です。

コ・フェスタは、連携・協力を創
出する場を提供するべく、取組を進
めてきました。例えば、2007年に、
コ・フェスタを産業界から支援する
組織として百人委員会を設立し、現
在も日本経済団体連合会の加盟企業

を中心に110社もの企業に参加し
ていただいています。

また、4マーケットの統合とあわ
せた取組として、マーケット会場内
で多様なコンテンツを実感していた
だき、さらに会場の外では地域とコ
ンテンツの一体感を体感していただ
くことを目的に、お台場地域の企業
や公共交通機関等との連携にも取り
組みました。

今後の取組について
経済産業省では、こうした産業界

と連携した取組によって、日本の文
化産業（音楽、映画、アニメ、ゲーム、
伝統芸能・工芸、食、観光など）を世
界市場に送り出し、世界の人々を魅
了する「クール・ジャパン戦略」を
推進していきます。
「“ここに来れば、日本の魅力に出
会える”ことを、国際社会に強く発
信していく」、というコ・フェスタに
求められる役割を果たし、日本の多
様なコンテンツの国際競争力や集客
力を最大限活かすことによって、グ
ローバルに「大きく稼ぐ」成功事例
の創出を図っていきます。
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「Multi Contents Link」。
あらゆるコンテンツが相互に連携、影響し
合いながらリンクして、 新たな可能性を創
造していく様をContentsの頭文字Cを
モチーフにシンボライズ。
日本からグローバルに発信する新しいプロ
ジェクトのイメージを斬新且つインパクト
をもって表現。カラーリングの考え方はマ
ルチカラーグラデーションを基本とし、多
彩な色相のグラデーションで展開すること
により、様々な人、情報、メディアが集ま
り、交流しながら広がるコミュニケーショ
ンの輪の楽しさを象徴しています。 

コ・フェスタ
（JAPAN国際コンテンツフェスティバル）

●  コ・フェスタ（JAPAN国際
 コンテンツフェスティバル）

CLICK!




