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はじめに
本レポートは、日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部中東アフリカ課とテルアビブ事
務所が、経済産業省から受託した平成２９年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際
経済調査事業（日本・イスラエルビジネス連携強化に向けた実態調査）の一環として作成し
たものです。
イスラエルは近年経済成長が続いており、日本企業の現地への進出数も増加しています。
2017 年 5 月には、両国の政府機関・経済団体が参加し、両国のビジネス連携について協議
をし合う枠組み「日イスラエルイノベーションネットワーク（JIIN）」が創設されるなど、
両国の経済交流の機運も高まりつつあります。
今般ジェトロでは、両国のビジネス活性化を促進するため、イスラエルとのビジネス交流
をすでに行っている、または検討している日本企業へのヒアリングを通じて、日本・イスラ
エルの企業間連携の現状や、イスラエル市場の特徴とその魅力、ビジネスを促進する上での
課題や対策などをとりまとめました。本レポートが、日本企業の対イスラエルビジネスの一
助となれば幸いです。
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１．エグゼクティブ・サマリー
●イスラエル概況：好調な投資を背景に近年成長が続く
イスラエルは日本の約 16 分の 1 の国土、人口は 1,000 万人以下だが、1 人当たり GDP
が 3 万 7,305 ドルと高く、好調な消費と投資により、2016 年は実質 GDP 成長率 4.0％と成
長が続いている。2016 年の輸出は微減したが、輸送機器の輸入増により輸入は 6.0％増と
なった。特に投資が好調で、UNCTAD によれば 2016 年の対内直接投資額は中東各国で 1
位、対外も 2 位となった。近年は特に中国企業のハイテク分野の投資が増加傾向にある。
●日本・イスラエルの 2 国間関係：要人往来を機にビジネス交流が活発化
2014 年のネタニヤフ首相の来日、翌 15 年の安倍首相のイスラエル訪問以降、両国の経
済交流が進展。2017 年は投資協定の締結や、両国経済大臣の往来を機に新たなビジネス交
流の枠組み（JIIN）も創設された。貿易は輸送機器、半導体製造装置を中心に日本からの輸
出が増加傾向。特に近年は日本からの投資が目立ち、ソニー、楽天等が同国のハイテク分野
に投資。投資額は 2013 年から 16 年にかけて約 20 倍、進出企業の拠点数は 25 社から 57
社へ倍増した。イスラエル企業の販売代理店をつとめる日本企業の動きもある。
●イスラエルビジネスの魅力：技術、人材など数多くの魅力
日本企業 14 社からのヒアリングによれば、高い技術、優秀な人材、研究開発拠点として
の強み、ビジネスのスピード感、グローバルなビジネス活動、スムーズな貿易取引、発電分
野の商機など、イスラエルの魅力について多くの意見が挙がった。同国はイノベーションを
生む先進技術大国、独自のエコシステムを持つスタートアップ大国であり、軍需産業の技術
の転用や、失敗を恐れない優秀な専門的人材の育成などが生かされている。グーグル、イン
テルなど多数のグローバル企業が R&D 拠点を設置し、サイバーセキュリティーや AI、自
動運転、フィンテック、バイオや製薬など、独自の技術を持つイスラエルのベンチャー企業
に投資を行っている。
●イスラエルビジネスの課題：対策は現地化、人材の活用
日本企業 14 社からのヒアリングでは、ビジネス風土（文化・商慣習）の違い（即断即決・
スピード重視）、移動（直行便なし）
、駐在員ビザの期限（5 年）、ものづくり・加工産業の
不足、現地情報の不足などが課題として挙がったが、他の新興国と比べると数は多くはなか
った。治安面では「実態よりもイメージが悪い」
、アラブボイコットはほとんどの企業が「影
響なし」との回答だった。特に商習慣の違いへの対策として、現地化の推進（現地人材が優
秀なため、多くの裁量を現地に与える）、両国を仲介できる人材の紹介などの提案があった。
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２．イスラエル概況
（１）基礎情報（人口、地理、政治、文化等）
イスラエル国（以下、イスラエル）は地中海、紅海に面し、周囲にレバノン、シリア、ヨ
ルダン、エジプト、南部はネゲブ砂漠が広がる。海岸平野部は温暖な地中海性気候、内陸部
特に南部は乾燥性気候で雨量が少ないのが特徴である。国土面積は 2 万 1,643 平方キロメ
ートルで、日本の 16 分の 1 程度。なお、面積には東エルサレムおよびゴラン高原は含まれ、
ヨルダン川西岸およびガザ地区は含まれていない。
図 1 イスラエルの地図

出所：ジェトロ作成
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イスラエル中央統計局によると、人口は 2018 年 2 月末現在 879 万 6,000 人を数え、130
ヶ国からの移民も含まれている。2015 年末時点では総人口の 75.9％がイスラエル生まれで、
残りは国外生まれの移民となっている。2035 年時点の人口予測では、1,139 万 5,600 人（中
位シナリオ）に達するとされている。在留邦人数は 2016 年 10 月時点で 1,032 名（出所:外
務省）である。
図 2 イスラエルの人口の推移（1949～2016 年）
（単位：100万人）
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出所：イスラエル中央統計局（CBS）のデータを基にジェトロ・テルアビブ事務所作成
宗教は、ユダヤ教が 74.7％、イスラムおよびキリスト教が 20.8％、その他アラブ人以外
のキリスト教徒など 4.5％で構成されている。公用語は、ヘブライ語、アラビア語、英語の
3 言語。略史として振り返ると、1947 年に国連総会がパレスチナをアラブ国家とユダヤ国
家に分裂する決議を採択したことで、同国は 1948 年 5 月 14 日に独立、2018 年には建国
70 周年を迎える。独立後、1948 年、56 年、67 年、73 年と 4 度にわたり周辺アラブ諸国と
の戦争が勃発したが、79 年にはエジプトと平和条約を締結し、94 年にはヨルダンと平和条
約を締結した。パレスチナ解放機構（PLO）とは 93 年 9 月に相互承認を行い、暫定自治原
則宣言（オスロ合意）に署名した。その後、暫定合意に従いヨルダン川西岸・ガザ地区では
パレスチナ暫定自治政府による自治が実施されている。
同国の政治体制は共和制。国家元首は大統領で現職はルーベン・リヴリン氏が務める。大
統領の任期は 7 年で、再選は禁止されている。ただし、同国の大統領の任務は象徴的もしく
は儀礼的なものと位置づけられており、首相が実権を担っている。議会はヘブライ語で「ク
3

ネセット（集会の意）」と呼ばれ、一院制の 120 名で構成されている。選挙権は 18 歳以上、
被選挙権は 21 歳以上だ。2015 年 3 月 18 日に第 20 回目の選挙を実施し、次回第 21 回選
挙は 2019 年に予定されている。内政は伝統的に複数の政党による連立政権によって運営さ
れている。完全な比例代表制であるため、多数の政党が存在する。
首相兼外相はビンヤミン・ネタニヤフ氏。同氏は第 13 代首相を 1996 年から 1999 年ま
で務めた後、2009 年に再び第 17 代首相に就任し、現在に至る。首相在任期間は合計で 12
年間に及ぶ。なお、同国の首相選挙（議院内閣制に基づき、クネセットより選出）は 4 年ご
とに行われ、任期の制限はない。
ネタニヤフ首相（ジェトロ撮影）

（２）主要経済指標（GDP 成長率、貿易、投資）
＜GDP 成長率＞
主要経済指標をみると、2016 年の国内総生産（GDP）は 3,187 億ドル（出所:世界銀行）、
1 人当たり GDP は 3 万 7,305 ドル、2016 年の実質 GDP 成長率は 4.0％と、前年の 2.5％
を大きく上回った。需要項目別にみると、消費が経済を牽引しており、特に民間最終消費支
出が前年比 6.3％増、投資も同 11.2％増と成長に寄与した。イスラエル中央統計局は 2017
年の実質 GPD 成長率も 4.0％と予測しており、好調な数値を維持している。
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表 1 イスラエルの主要経済指標動向
2014 年

2015 年

2016 年

実質 GDP 成長率（％）

3.2

2.5

4.0

消費者物価上昇率（％）

△ 0.2

△ 1.0

△ 0.2

5.9

5.3

4.8

貿易収支（100 万米ドル）

△ 3,373

1,991

△ 5,231

経常収支（100 万米ドル）

11,941

15,454

12,035

86,101

90,575

98,447

94,176

85,917

87,733

3.578

3.887

3.841

失業率（％）

外貨準備高（グロス）
（100 万米ドル） 期末値
対外債務残高（グロス）
（100 万米ドル）
為替レート（１米ドルにつき、シ
ェケル、期中平均）

出所：イスラエル中央統計局(CBS)、イスラエル中央銀行のデータを基にジェトロ・テルア
ビブ事務所作成
表 2 イスラエルの需要項目別実質 GDP 成長率の推移
（単位：％）
2016 年

2015 年
実質 GDP 成長率

Q2

Q3

Q4

Q1

2.5

4.0

2.7

3.4

5.7

4.3

4.0

民間最終消費支出

4.3

6.3

6.0

6.9

7.2

5.1

2.7

政府最終消費支出

3.6

3.8

3.4

4.1

6.9

0.9

3.2

国内総固定資本形成
財貨・サービスの輸

0.1

11.2

10.4

8.9

13.6

11.8

3.7

△ 4.3

3.0

△ 1.5

0.8

8.5

4.8

6.1

△ 0.5

9.4

3.9

11.5

14.1

8.2

4.5

出
財貨・サービスの輸
入

Q1

2017 年

（注）四半期の伸び率は前年同期比
出所：イスラエル中央統計局（CBS）
近年は成長傾向を維持しているが、同国の実質 GDP 成長率を 2000 年から時系列で振り
返ると、乱高下を繰り返していることがわかる【図 3】。2001 年のアメリカ同時多発テロ事
件、2008 年のリーマンショック、2012 年のガザ空爆および 2014 年のガザ侵攻と、政治経
済情勢の影響を大きく受けては立て直してきた。
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増）である。輸送機器の増加は、環境税（グリーン・タックス）が 2017 年 1 月より改訂
され、多くの車種で課税が強化されたことで、駆け込み需要がみられたためである。一方、
9.4％を占める鉱物性生産品は、主として鉱物性燃料の価格低下を主因として 20.7％減と大
きく減少した。地域別では、最大の輸入相手先である EU（前年比 21.2％増）が牽引する一
方、次いで大きなアジア大洋州が 11.4％減と対照的に大きく減少した。国別では、5.6％を
占める英国（61.4％増）
、3.6％を占める日本（96.8％増）、3.1％を占めるアイルランド（58.9％
増）
、2.3％を占めるシンガポール（94.6％増）、5.9％を占めるベルギー（19.5％増）の増加
額が大きい。
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表 3 イスラエルの主要品目別輸出入
（単位：100 万ドル、％）
輸出（FOB）
2015 年
金額
真珠、貴石、金属及びその製品
18,204
ダイヤモンド(研磨済み)
15,117
ダイヤモンド(未研磨)
2,494
卑金属及びその製品
2,043
機械機器・電子機器・
15,154
音響画像記録装置
化学製品
13,986
医薬品
6,548
光学・医学・精密機器
4,098
輸送機器
3,145
ゴム・プラスチック製品
2,423
植物性生産品
1,322
鉱物性生産品
708
繊維製品
930
合計（その他含む）
64,063
輸入（CIF）
2015 年
金額
機械機器・電子機器・
14,630
音響画像記録装置
輸送機器
5,448
真珠、貴石、金属及びその製品
7,246
ダイヤモンド(研磨済み)
3,790
ダイヤモンド(未研磨)
3,103
卑金属及びその製品
3,544
鉱物性生産品
7,787
化学製品
6,020
ゴム・プラスチック製品
2,723
繊維製品
2,420
光学・医学・精密機器
2,187
食料品、飲料、タバコ
2,186
植物性生産品
1,849
合計（その他含む）
62,072

出所：イスラエル中央統計局（CBS）
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金額
16,369
12,694
2,966
2,134

2016 年
構成比
27.0
21.0
4.9
3.5

伸び率
△ 10.1
△ 16.0
18.9
4.4

14,206

23.5

△ 6.3

12,970
6,658
4,256
2,787
2,508
1,319
1,029
914
60,573

21.4
10.8
7.0
4.6
4.1
2.2
1.7
1.5
100.0

△ 7.3
△ 1.7
3.8
△ 11.4
3.5
△ 0.2
45.4
△ 1.7
△ 5.4

金額

2016 年
構成比

伸び率

16,735

25.4

14.4

7,857
7,502
3,628
3,515
3,500
6,176
5,732
2,825
2,480
2,338
2,338
1,756
65,805

11.9
11.4
5.5
5.3
5.3
9.4
8.7
4.3
3.8
3.6
3.6
2.7
100.0

44.2
3.5
△ 4.3
13.3
△ 1.2
△ 20.7
△ 4.8
3.7
2.5
6.9
7.0
△ 5.0
6.0

表 4 イスラエルの主要国・地域別輸出入
（単位：100 万ドル、％）
輸出（FOB)
2015 年
金額

輸入(CIF)

2016 年
金額

2015 年

構成比

伸び率

アジア・大洋州
中国
中国本土
香港
インド
ベトナム
日本

18,301
8,564
3,252
5,313
2,253
1,789
769

15,612
7,763
3,328
4,436
2,400
1,200
759

25.8
12.8
5.5
7.3
4.0
2.0
1.3

△ 14.7
△ 9.3

マレーシア
韓国

583
580
511
451
409
121
111

1.0
1.0
0.8
0.7
0.7
0.2
0.2

△ 58.9

シンガポール
タイ
インドネシア
フィリピン

1,420
575
531
576
430
96
127

北米（NAFTA）
米国

19,107
18,116

18,564
17,589

EU28
英国
ベルギー

16,057
3,992
2,487

金額

2016 年
金額

構成比

伸び率
△ 11.4

17,499
7,818
5,768
2,050
1,881
409
1,196

15,497
7,874
5,896
1,977
1,769
442
2,354

23.5
12.0
9.0
3.0
2.7
0.7
3.6

26.3
△ 12.6

15
1,138
177
781
556
52
61

14
1,316
198
1,519
621
43
75

0.0
2.0
0.3
2.3
0.9
0.1
0.1

15.6
11.9
94.6
11.8
△ 17.0

30.6
29.0

△ 2.8
△ 2.9

8,455
8,081

8,528
8,076

13.0
12.3

0.9
△ 0.1

15,759
3,909
2,507

26.0
6.5
4.1

△ 1.9
△ 2.1

22,573
2,272
3,275

27,363
3,668
3,914

41.6
5.6
5.9

21.2
61.4
19.5

2,154
1,441
1,681
849
787
100

2,140
1,520
1,448
958
896
84

3.5
2.5
2.4
1.6
1.5
0.1

2,422
3,808
1,605
2,491
1,346
1,300

2,701
4,070
1,690
2,964
1,577
2,067

4.1
6.2
2.6
4.5
2.4
3.1

11.5
6.9
5.3
19.0
17.2
58.9

中南米
ブラジル

1,513
738

1,424
747

2.4
1.2

889
254

1.4
0.4

アフリカ
合計（その他含
む）

1,062

885

1.5

1.3
△ 16.7

754
167
269

239

0.4

17.9
51.4
△ 11.2

64,063

60,573

100.0

△ 5.4

62,071

65,805

100.0

6.0

オーストラリア

オランダ
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アイルランド

2.3
△ 16.5
6.5
△ 32.9
△ 1.3
0.8
△ 3.8
△ 21.7
△ 4.8

0.8
△ 0.7
5.5
△ 13.8
12.9
13.9
△ 16.2
△ 5.9

0.7
2.2
△ 3.5
△ 6.0
8.2
96.8
△ 8.5

22.3

（注）アジア・大洋州は、アジアとオセアニアの合計値。中国は中国本土と香港の合計値
出所：イスラエル中央統計局(CBS)
＜投資（対外・対内）＞
中央統計局の統計で直接投資動向をみると、2016 年の対内直接投資（国際収支ベース、
ネット、フロー）は、前年比 5.0％増の 119 億 300 万ドル、対外直接投資 19.2％増の 130
億 7,200 万ドルといずれも拡大した。なお、約 100 社のイスラエル企業がナスダック（米
国）市場に上場しているほか、欧州企業が株式を保有している場合があり、イスラエル以外
で行われた株式取得はこの中に含まれない。
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３．日本・イスラエルの 2 国間関係
（１）政治的な交流の経緯（要人訪問）
、ビジネスミッション、JIIN の立ち上げ等
近年、イスラエルと日本の関係は緊密になっている。2014 年にネタニヤフ首相が訪日し、
安倍首相と会談を行い、
「日イスラエル間の新たな包括的パートナーシップの構築に関する
共同声明」を発出した。これを契機に、両国間の要人往来が活発になった。同年７月に当時
の茂木敏充経済産業相（当時）がイスラエルを訪問、翌 2015 年に安倍首相がイスラエルを
訪問した。安倍首相訪問時にはジェトロのイニシアチブでビジネスミッションやフォーラ
ムを開催。安倍首相とネタニヤフ首相があいさつに登壇し、日本からは、食品・電機・機械・
化学などの分野から 180 名の企業・団体代表者らが参加した。イスラエル側からは、政府
関係者を始め、先端技術企業などから 250 名が参加し、報道関係者も合わせると総勢 460
名が来場。
、参加者からは「関心を持っていたイスラエルのベンチャー企業と有意義な意見
交換ができた」
（日本企業）、
「半年の間に日本の経済産業相（2014 年 7 月）と首相（今回）
が相次いでイスラエルを訪問し、ジェトロのセミナーに参加した。日本のイスラエルに対す
る姿勢が変わってきたように思う」
（イスラエル企業）、といった声が聞かれた。これらをき
っかけに両国の経済関係が目に見えて強化されている。同ミッションに日本企業が同行し
たことで、イスラエルのビジネスポテンシャルが日本側にも認識された。2014 年以降は実
務家レベルのイスラエル訪問も大幅に増加している。両国間での投資や M&A も増え、官の
取り組みが功を奏し、民間にも波及、成果が結実しつつあるとの見方をする企業も多い。
2016 年と 2017 年にはビジネスミッションがイスラエルを訪問。経済同友会、関西経済同
友会、近畿経済産業局、大阪商工会議所、横浜市、大阪市、福岡市、京都大学などが参加し
た。また、イスラエル政府の「ヤング・リーダーシップ・プログラム（YLP）
」で日本企業
がイスラエルを訪問し、スタートアップ企業と交流を持った。これをきっかけに YLP 参加
企業の数社が、実際にイスラエルとのビジネスを開始しようとしている。
「日本・イスラエル・ビジネスフォーラム」
（エルサレム、2015 年 1 月 18 日、ジェトロ撮影）
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2017 年 2 月には東京で、岸田文雄外務相（当時）とモシェ・カハロン財務相が投資の自
由化、促進及び保護に関する日本とイスラエルとの間の協定（略称：日・イスラエル投資協
定）に署名した。この投資協定は従来の既になされた投資を対象にする「保護型」と異なり、
投資条件を現状より厳しくしない、もしくは第三国より劣った条件にしないことを約束し
た「自由化型」となった。これはイスラエルにとって初めてのケースとなった。
同年 5 月には、世耕弘成経済産業相とエリ・コーヘン経済産業相が出席する初の閣僚級
日イスラエル経済政策対話が、エルサレムで開催された。両大臣は「日イスラエル・イノベ
ーション・パートナーシップ」として共同声明に署名し、産業分野のサイバーセキュリティ
ー強化に向けた協力、ハイテク投資拡大に向けた産業 R&D 協力の強化、企業間（B to B）
コミュニケーションの強化に合意した。
この合意を推進するため、2017 年 5 月に「日イスラエルイノベーションネットワーク
（JIIN）」が創設された。JIIN は、両国の経済産業省、大使館、貿易振興機関、経済団体等
全ての主要プレイヤーが参加する新しいプラットフォームで、幅広い産業分野で、ミッショ
ン派遣やイベント情報の共有、ビジネスマッチング、政府支援策の情報等を結集することを
目指している。
JIIN の具体的な活動は次のとおりである。1 点目がビジネスマッチング支援で、セミナ
ーやミッション派遣、企業データベースの作成等、支援体制の強化。2 点目は、両国で二国
間ビジネスに関心ある企業の情報をまとめたビジネスパートナー集の作成。3 点目は、現地
での専門家配置によるアクセラレーター機能の充実化。4 点目は、NEDO とイスラエルイ
ノベーション庁による国際研究開発コファンド事業の促進。5 点目は、両国企業間の技術実
証サポート支援。6 点目は、両国企業が抱える技術的課題を解決するため、シンクタンクや
ワーキング・グループの実施を検討。7 点目は、
「JIIN Young Initiative（ジーン・ヤング・
イニシアチブ）
」として、
「若い」精神を持つ企業・団体の支援となっている。
両国の経済交流の一環として、2017 年 11 月 26 日から 30 日にかけてイスラエルのエリ・
コーヘン経済産業相が来日した。イスラエル企業や政府系機関等を中心とするデリゲーシ
ョンも多数同行し、大阪と東京を訪問した。ジェトロと駐日イスラエル大使館は「日・イス
ラエル・ビジネスフォーラム」を主催し、同フォーラム開催時には会場に隣接して第一回
JIIN 総会が開催され、日本側からは世耕経済産業大臣、イスラエル側からはコーヘン経済
産業大臣が出席した。加えて、JIIN メンバーのジェトロ、新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）
、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、新経済連盟、イス
ラエルイノベーション庁、イスラエル製造業協会、イスラエル輸出国際協力機構、イスラエ
ル日本親善協会・商工会議所の代表者が参加した。
（２）日本との貿易関係
日本との直近の貿易関係をみると、特に日本からの輸出が大幅に増加している。財務省貿
易統計で 2016 年の貿易をみると、イスラエル向け輸出は前年比 71.3％増の 20 億 121 万
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ドル、輸入は同 14.6％減の 12 億 8,764 万ドルとなった。収支は 15 年の 3 億 4,004 万ド
ルの赤字から、7 億 1,356 万ドルの黒字に転じた。輸出の増加には、36.6％を占める一般機
械（前年比 4.4 倍）と、39.5％を占める輸送用機器（前年比 34.0％増）の寄与が大きい。一
般機械では半導体製造装置の増加額が大きく、前年比約 11 倍の 5 億 9,464 万ドルとなっ
た。これは、インテル初の海外生産拠点である半導体工場の設備更新需要によるものとみら
れる。輸送用機器では、乗用車が前年比 30.0％増の 7 億 875 万ドルと日本製乗用車の輸出
増が目立つ。
輸入の減少は、電気機器（4 億 7,224 万ドル、前年比 37.6％減）の影響が大きく、特に
半導体等電子部品（IC）が 44.2％減の 2 億 8,850 万ドルとなったことが主因である。一方、
原料別製品は 36.6％増の 2 億 1,470 万ドルと拡大した。これは非金属鉱物製品（1 億 5,480
万ドル、50.5％増）が、研磨済みダイヤモンドの価格上昇を理由に増加したことによる。
表 10 日本の対イスラエル主要品目別輸出入
（単位：1,000 ドル、％）

輸送用機器
一般機器
化学製品
電気機器
科学光学機器
原料別製品
原料品
食料品
鉱物性燃料
合計（その他含む）

電気機器
原料別製品
化学製品
一般機器
科学光学機器
食料品
原料品
輸送用機器
鉱物性燃料
合計（その他含む）

輸出
2015 年
2016 年
金額
金額
構成比
589,748
790,172
39.5
165,495
732,753
36.6
118,449
105,225
5.3
70,134
93,949
4.7
19,471
77,870
3.9
52,479
50,569
2.5
4,647
4,395
0.2
1,777
2,423
0.1
122
101
0.0
1,168,483 2,001,205
100.0
輸入
2015 年
2016 年
金額
金額
構成比
756,574
472,237
36.7
157,169
214,699
16.7
180,864
188,166
14.6
142,586
160,203
12.4
147,843
139,915
10.9
79,346
63,352
4.9
12,297
12,765
1.0
2,454
1,819
0.1
231
268
0.0
1,508,523 1,287,642
100.0

出所：財務省貿易統計
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伸び率
34.0
342.8
△ 11.2
34.0
299.9
△ 3.6
△ 5.4
36.4
△ 17.2
71.3

伸び率
△ 37.6
36.6
4.0
12.4
△ 5.4
△ 20.2
3.8
△ 25.9
16.0
△ 14.6

（３）日本企業による投資動向、企業買収事例
近年の両国関係をみると、貿易以上に投資の拡大が目立っている。特に日本の対イスラエ
ル投資額の伸びが著しく、日本銀行の国際収支統計によると 2016 年は 222 億円と、2015
年の 47 億円と比べて 5 倍弱に増加した（なお本統計では 2 国間における直接の取引のみ
が反映され、第 3 国を経由するもの、第 3 国に登記されたイスラエル企業に対する投資は
反映されない）。2013 年と 2016 年のデータを比べてみると、日本企業によるイスラエルへ
の投資額は 11 億円から 222 億円と約 20 倍になり、進出日系企業数は 25 社から 57 社へと
倍増した。さらに 2017 年に入ってから、日本企業による 3 件の合計約 2,000 億円規模とな
る大型投資案件があり、両国の経済関係の拡大は続いている。日本企業によるイスラエルへ
の関心の高まりを背景に、さらなる進出が期待される。
2016 年の日本の対イスラエル投資の大幅な増加は、ソニーによるイスラエルの半導体メ
ーカーであるアルティアの買収が理由と考えられる。その買収額は 2 億 1200 万ドルにのぼ
る。アルティアはモバイル機器のデータ通信技術規格である LTE（Long Term Evolution）
向けモデムチップ技術等を有する。日本企業が特に注目しているイスラエルの先端技術に
は、サイバーセキュリティーや医療機器を中心に、IT ソフト、半導体、ヘルスケア関連技
術などがある。これらを開発するスタートアップ企業の発掘を目的に、イスラエルを訪問す
る日系企業が前年に引き続き増えている。
その他、日本企業の投資事例としては、2014 年に楽天がスマートフォン向けの無料通話・
メッセージサービス「Viber」を運営する Viber Media 社を買収し子会社化した。三井不動
産では、2015 年にベンチャー共創事業部を設立し、ベンチャー企業との事業共創を積極的
に 取 り組 ん でい る 。 2017 年 に は出 資 先ベ ンチャ ー であ る イス ラ エル のド ロ ノミ ー
（Dronomy）と都心部の建設工事でのドローンを活用した施工管理の実証実験を実施した。
IT ソフト関連では、既述のとおり 2016 年 1 月にソニーによるアルティアの買収のほか、
同年 4 月にはソフトバンクとサイバーリーズン（Cybereason）は、AI を活用したサイバー
攻撃対策プラットフォームを提供する合弁会社「サイバーリーズン・ジャパン」を設立した。
同月に YJ キャピタル（Yahoo JAPAN）は、プロダクトサーチエンジンを提供するトウィ
グルの第三者割当増資を引き受けた。6 月には、自動動画生成システムを提供するスタート
アップ企業のサンデースカイ社に NTT ドコモ・ベンチャーズが出資した。2017 年に田辺
三菱製薬は、パーキンソン病治療薬の研究開発に取り組む医療品ベンチャー企業ニューロ
ダーム（Neuro Dermm）を 11 億ドルで買収、完全子会社化した。ニューロダームは、 パ
ーキンソン病の治療薬に関して、新たな製剤研究や、医薬品と医療器具（デバイス）とを組
み合わせる優れた技術開発力を有する医薬品企業。同社は今後、現地に日本人駐在員を配置
する予定だ。また、味の素は、イスラエルのベンチャー企業であるヒノマン社（Hinoman）
への約 17 億円出資で合意した。ヒノマン社が有する高たんぱくで優れた栄養価値のある植
物素材「Mankai」の日本における独占販売権の取得についても合意した。同社は、
「Mankai」
を利用した加工食品の開発・販売および素材販売を推進し、新事業の確立を目指す。IT（情
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報技術）コンサルティングのインターネット総合研究所（IRI）はイスラエルに上場し現地
企業との提携や出資を始める計画だ。ロボットやセキュリティー関連で両国の距離が接近
する契機になりそうだ。トヨタなどが出資しスパークス・グループが運用する未来創生ファ
ンドなどは、イスラエルのインテューイション・ロボティクスに 600 万ドル（約 6 億 7000
万円）出資した。インテューイションはイスラエル軍出身の起業家が立ち上げ、高齢者向け
の対話ロボットを開発する。７月にはトヨタの人工知能（ＡＩ）開発子会社の米トヨタ・リ
サーチ・インスティテュートなどからも出資を受け、AI とロボットの技術連携をにらんで
いる。三菱ＵＦＪキャピタルはイスラエルのベンチャーキャピタル「ヴィオラ・ベンチャー
ズ」が運営する投資ファンドに 500 万ドル（約 5 億７千万円）を出資した。イスラエルの
高い技術力を持つスタートアップ企業への投資で収益を狙う。人工知能（AI）やロボット分
野など革新的な技術を求める日本の大企業に商機をつなぐ。
先端分野の投資事例として、セキュリティーおよび運用管理ソリューションの提供を主
業務とするアズジェントは、コネクテッドカーや IoT 機器に対するサイバー攻撃を防ぐセ
キュリティー製品の開発元であるイスラエルのカランバセキュリティー（Karamba
Security）に 100 万ドルの投資を実施した。カランバセキュリティーの製品は、自動車工
場出荷時の設定を自動的に学習し、その設定に沿わない振る舞いを検知、防止するためのセ
キュリティーポリシーを自動生成するために使用される。そのほか、自動車業界に限定され
た技術ではなく、IoT、医療機器やドローンなどのコントローラにより制御されるアーキテ
クチャへの適用も可能だという。
表 11 日本企業によるイスラエルへの投資額の推移
2012 年
投資額

2013 年

2 億円

2014 年

11 億円

29 億円

2015 年
47 億円

2016 年
222 億円

（備考）国際収支ベース、ネット、フロー
出所：日本銀行「国際収支統計（業種別・地域別直接投資）」を基にジェトロ・
テルアビブ事務所作成
（４）日本企業の対イスラエルビジネス動向
外務省「海外在留邦人数調査統計」によれば、2016 年 10 月 1 日時点のイスラエル及び
ガザ地区等への進出日系企業数（拠点数）は 57 であり、前年（2015 年 10 月 1 日）の 36
から 58.3％の大幅な増加となった。
外務省はまだ 2017 年の進出日系進出企業数は発表していないが、ジェトロの調べによれ
ば 2017 年 11 月時点で約 70 社（現地法人ベース）の拠点があり、2016 年からさらに増え
ているとみられる。販売、営業、マーケティングなどを手掛ける日系企業は 約 30 社進出し
ており、そのうち半導体分野が 12 社、日本人駐在員を配置している企業は約 20 社で、主
に商社、メーカー、メディアなどだ。しかし、イスラエル法人の活動を非公開としている事
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例もあり、上記の数字に含まれていないものもあると推察される。
プレスリリース等で公表された情報によれば、日本企業の具体的な活動事例は以下のと
おりである。2016 年 9 月には、テルアビブに事務所を持つ村田製作所子会社のムラタ・エ
レトロニクス・ヨーロッパが 2 回目となるハッカソン（IT 開発者を集めたアプリ開発コン
テスト）を開催した。2017 年にホンダ（本田技研工業）は、米国研究開発部門 HONDA
Innovations がスタートアップ支援を行う「DRIVE」と提携し、VOLVO 等と共同でスマー
トモビリティ・イノベーションセンターを開設した。SOMPO ホールディングスは、研究開
発拠点をイスラエルに開設した。ワコムはイスラエルのテルアビブで、スタートアップ企業
向けの事業・技術支援プログラム「ワコム・イノベーション・ハブ」を開始した。スタート
アップ企業と協力して、デジタルインクを活用したアプリケーションやサービス、3D、仮
想現実（VR）
、拡張現実（AR）
、コンテンツ制作、サイバーセキュリティー等の開発を目指
す。SBI インベストメントは FinTech ファンドを通じ送金機能サービス「PayKey」を銀行
に提供するイスラエル企業 Decentralized Mobile Applications に出資した。
日本企業とイスラエル企業のビジネス促進を手掛ける活動としては、イスラエルのスタ
ートアップと日本企業をつなぐコンサルティング会社のジャコーレが、2018 年 1 月 17 日
にイスラエルのテルアビブに拠点を設立したと発表した。同社は日本を足掛かりに、アジア
展開を目指すイスラエル企業のコンサル事業などを展開しており、「第二のシリコンバレー」
と呼ばれる同国の拠点を通じ、M&A や協業を図る日本企業の支援も加速させる。現在取引
先としてウェブサイトやアプリのデータ解析を手掛けるシミラーウェブなど、イスラエル
のスタートアップの日本進出や販売代理などを支援している。また同社は、現地企業の専門
技術の見極めや M&A に関わる資産査定などで、イスラエル国防軍のサイバー部隊である
「8200 部隊」の出身者が立ち上げた情報セキュリティー会社バビロンとも提携している。
また、サムライインキュベートはテルアビブの IT ベンチャー集積地にてコワーキングスペ
ースを開設した。
「サムライナイト」というイベントを毎週開催し、多くの現地ビジネス関
係者をコワーキングスペースに集め、日本企業が投資する機会や連携する機会を提供して
いる。三井住友銀行は国内顧客に対するサービス、国内 VC との銀行取引開発、グループ会
社の機能を利用して将来の顧客開発のために、駐日イスラエル大使館と共同でイスラエル
VC を招致し、日本企業に技術を持つイスラエル企業を紹介する「未来」オープンイノベー
ションミートアップセミナーを 2017 年 7 月と 10 月に開催した。また 12 月には、イスラ
エル企業 2 社がテレビ参加する形で東京ピッチコンテストを開催した。デロイトトーマツ
ベンチャーサポートは、
「ベンチャーサミット」での情報提供や「モーニングピッチ」での
ベンチャー企業のプレゼンテーションイベント開催により日本企業と海外のスタートアッ
プを結ぶ機会を提供している。また、官公庁へのイスラエルビジネス調査等による政策提言
等も手掛ける。Aniwo はイスラエルを本拠地にスタートアップと投資家をマッチングする
オンラインプラットフォーム開発・運営を行っている。
大日本印刷は、2016 年 3 月にサイバー攻撃対策に必要な判断力やスキル等を高めるため、
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さまざまな脅威に対抗するサイバーセキュリティー技術者を集中的に訓練、養成するサイ
バーナレッジアカデミーを日本で開校した。同社は、社会的なニーズが高まっている情報セ
キュリティーへの対応を強化しており、コンサルティングやマーケティングなどを含めた
各種情報セキュリティーソリューションを提供。世界トップレベルのサイバーセキュリテ
ィー技術を持つイスラエルの IAI（イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ）の訓
練システム「TAME Range（テイム レンジ）」を活用し、日々複雑化・高度化するサイバー
攻撃への対応を体験型実践演習で訓練・学習できる演習コースを提供している。すでに情報
通信や航空、電力業界のほか、中央官庁など、幅広い分野のセキュリティー技術者が受講し
ているという。また同社は、高いセキュリティー性が求められる金融機関向け IC カードの
製造・発行などを通じて培ったノウハウを活かし、オフィスや工場のセキュリティー体制構
築、内部情報漏洩対策などを提供。近年、脅威となっているサイバー攻撃に対しても、サイ
バーナレッジアカデミーの運用のほか、未知のマルウェア対策ツール、システムの脆弱性診
断サービスなど、様々なソリューションを提供している。
（５）イスラエル企業の対日ビジネス動向
他方、イスラエル企業側からの対日ビジネスの動きとして、現地企業の販売代理店として
活動する日本企業もある。東京エレクトロンデバイスは、イスラエルのメラノックステクノ
ロジーズ（Mellanox Technologies）と 2017 年に販売代理店契約を締結し、同社主要製品
であるスイッチ等の販売を開始した。ネットワーク機器やセキュリティー対策ソリューシ
ョンを提供するマクニカネットワークス株式会社は、2017 年にセキュリティーシステム関
連会社のケイトー（Cato Networks）と販売代理店契約を締結した。ネットワールドは、2017
年にイスラエルのチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point
Software Technologies）と販売代理店契約を締結し、同社のセキュリティー関連製品を販
売している。また、SCSK は、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズと協業
して製品提供をしている。日立製作所は 2017 にイスラエルのサイバーセキュリティー大手
サイバージム（CyberGym）との間で、サイバー防衛演習関連サービス、ソフトウェアの日
本国内における独占販売契約を締結した。同社はサイバー攻撃対応のための総合訓練・検証
施設を開設し、重要インフラ事業者向けのサイバー防衛訓練サービスの提供を開始してい
るが、今後 2018 年を目途に、サイバージムの訓練ノウハウを具備したサービスを提供する
予定だ。キヤノンマーケティングジャパンは 2018 年 1 月にイスラエルのソフト会社、エー
ジェントビデオインテリジェンスと映像解析ソフトの販売代理店契約を締結し同社の映像
解析ソフト「サービ」の販売を始めた。リアルタイムの映像の中から特定の区域に侵入した
り、一定のラインを通過したりした人物をその場で検知できるソフトであり、静止物も見つ
けられ、爆発物や危険物の置き去りや持ち去り見地にも対応している。さらに、イスラエル
のブリーフカム（BriefCam）ともキヤノンマーケティングジャパンは 2017 年に販売代理
店契約を締結しており、映像解析ソフトを販売している。
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イスラエル企業の日本への進出例、投資事例としては、同国は食の分野でも注目を集めて
おり、世界的なチョコレートブランド「マックスブレナー」が 2013 年に日本にも上陸し、
複数の店舗展開をしている。2017 年 12 月にはイスラエルのベンチャーキャピタル、ヨズ
マグループが 2018 年後半にも日本企業への投資を始める予定との公表があった。バイオ・
医薬や人工知能（AI）
、ビッグデータなどで高い技術力を持つ企業への投資を検討している。
海外展開の支援や経営指導で事業拡大を後押しし、新規株式公開（IPO）や事業売却につな
げる考えだ。ヨズマは 1993 年にイスラエルで官民ファンドとして発足し、その後民営化さ
れた。現在の運用資産は約 500 億円で、イスラエルのほか米欧のベンチャー企業などに投
資している。
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４．イスラエルビジネスの魅力
（１）企業コメントのまとめ
ジェトロが 2017 年 11 月末に作成した、イスラエルとのビジネスに関心を有する日本企
業・団体の情報を取りまとめた「イスラエル関心企業パンフレット（冊子）」から、すでに
イスラエルとビジネスを行っている、または今後検討している日本企業 14 社に対して追加
ヒアリングを行い、なぜイスラエル企業とのビジネス活動を希望しているのか、イスラエル
ビジネスの魅力について聴取した。
ヒアリング調査を実施した日本企業に、イスラエルビジネスの魅力について聞いたとこ
ろ、特に技術面や研究開発拠点としての魅力、人材面や迅速なスピード感の魅力、グローバ
ルなビジネス活動の魅力に触れる企業が多かった。主な回答項目を整理すると、以下のとお
りとなる。
＜高い技術＞
・ 魅力的な技術やサービスを持つ企業が多い。
・ 求めている技術を持っている企業がたまたまイスラエルにあった。
・ セキュリティー技術、自動運転、ヘルスケア技術など先進技術を保持する企業が多い。
・ イスラエルの軍で開発された高い技術を応用した製品が魅力。米国などでは軍が開発し
た技術には使用制限やタイムラグがあるが、イスラエルの場合は軍が利用している技術
をそのまま組み込んだ製品が多い。
・ ハード（不動産など）よりも、技術を要するソフト（IT、フィンテックなど）が得意。
・ サイバーセキュリティー分野の発達が著しい。
・ 自動車が電子化する中で、サイバーセキュリティーの車への応用が急速に進んでおり、
起業家精神旺盛なタレントが多く、車関連のベンチャーは 500～600 社いると言われ、
車に行かせる技術がイスラエルでどんどん生まれている。
・ イスラエルは IT が発達していて、データ収集や開発に適している。
＜優秀な人材＞
・ 能力の高い人材が多い。
・ イスラエル人の魅力は 3 点ある。①頭が良い。特に「生きていくための頭の良さ」に優
れ、早くて合理的、無駄なステップがない。自分たちの技術を欲しがる日本のエージェ
ントを先に見抜いていることもある。②物事を解決する力（技術、数学等）が高い。
「企
業内で問題があって取引を進められないなら、こちらから解決手段を探してあげよう」
と提案してくることもある。③ネットワーク力（ユダヤの結束力）、世界展開力が高い。
会社設立の 1 日目（Day-1）から、シリコンバレー、ロンドン、パリ、シンガポールな
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どへの世界展開を考えている。
・ 能力の高い人材の人件費が米国よりも安い。とりわけ先進分野に良い人材がたくさんい
ると感じる。当社では有能なエキスパートをいかに抱え込めるかが重要で、求める人材
やスキルは徐々に変化していく。イスラエルはそれらに対応できる重要な人材供給源。
・ 頭脳を使って勝負する国だと感じる。
・ イスラエルのユダヤ人は、仏系は営業が上手。ロシア系は技術者が多い。
＜研究開発拠点としての強み＞
・ 投資が盛んなこと、世界的な企業の R&D 拠点があることが、最大の魅力。
・ イスラエルは日本との比較ではコストは低く、スピード感もあり、研究開発拠点として
の強みを特に感じる。現状はイスラエルへの日本からの注目は限定的な状況だが、今後
は日本企業の進出先として、本格化が期待できる。対照的に、米国はイスラエルとの協
業をうまく進めている印象がある。
・ 科学界でグローバルに見ても、製薬で R&D ができる国は限られている。米国、欧州（北
欧含む）
、日本、イスラエルくらいしか新薬は作れないのでは。
＜スピード感＞
・ ビジネスのスピードが速く、即断即決。フットワークの軽いベンチャー企業には向いて
いる。
・ スピード感の違い。何かあった時に迅速に対応してもらえることが多い。
＜グローバルなビジネス活動＞
・ イスラエル企業はグローバルで、最初からシリコンバレーなどを見据えて活動している。
そのため VC 同士の競争も過熱しており、シリコンバレーの源流であるイスラエルを辿
って良いベンチャーを探すというブームが起きている。日本のベンチャー投資ではイス
ラエルも注目を集めている。
・ 海外活動のゲートウェイとしてイスラエルは優位。大企業相手でも適切な担当者にたど
り着けさえすれば、商談は進むと思っている。
＜スムーズな貿易、低い関税＞
・ 製品の輸出、部品の輸入など貿易でも全くトラブルもなく、関税もむしろ低い。欧州か
らの輸出だと、ユダヤ問題の影響で特恵関税も受けられる。租税条約の面でも二国間の
二重課税防止条約があり、特に問題はなかった。
＜発電分野に商機＞
・ 老朽化した石炭火力発電所に代わる大規模発電所建設計画がある他、新規の発電所建設
21

プロジェクトがあり、発電設備の需要が大きいことが魅力。
・ イスラエルでは再生可能エネルギーを利用した発電計画も多い。バックアップ電源とし
て小規模の航空機転用型のガスタービンの販売も期待できる。
＜その他＞
・ 帯同した家族が気に入るなど、とても魅力のある国。風光明媚で、国民もオープンでフ
レンドリー。
・ 親日的で、日本人というだけで信頼感が得られる。こうした感覚を持ってくれている今
がチャンス。
・ 政府のサポートが厚く、エコシステムも確立されているのは魅力。
・ 軍事産業ベースの技術が広がっていて、デバイスと既存商品の組み合わせを新たにして
開発するアプローチがしやすい環境。
・ 活力のある新しい企業が多い。
また、11 月 29 日にジェトロが東京で開催した「日本・イスラエル・ビジネスフォーラ
ム」の中からは、講師の以下のコメントがあったため追記する（今後の章でも同様）。
＜日本・イスラエル・ビジネスフォーラムより＞
・ イスラエルには 6,000 社のスタートアップ企業があると言われるが、その背景には国そ
のものがスタートアップネーションであることがある。自分で立ち上げたモノを守るた
めには、寝る間も惜しんで熱心に働く。
・ イスラエルのスタートアップ企業は、ゼロ以前のマイナス、つまり何もないところから
アイデアを生み出す能力を持ち合わせている、しかもそのスピードが驚くほど速い。こ
れは石橋を叩いて渡る日本の大企業とは水と油ほど性質が違う。
・ 現地にはグーグルやインテルなどの大きな研究所があるが、米国から研究者が来ている
訳ではなく、現地の人材が登用されている。イスラエルには素晴らしいエコシステムが
あり、大学と軍、産業がうまく連携し、とくに軍を組み込んだシステムが構築されてい
る。これが起業や産業発展を支えている。軍の技術を民間転用することにも積極的。軍
は徴兵した 18～21 歳の若者の才能を分析してデータベースを作成している。若者は兵
役の 3 年間に自分の能力を分析され、自分が何に向いているかが分かるという優れたシ
ステムがある。
・ 現地には欧米企業、韓国企業が積極的に進出している。日本からももっと多くの企業が
進出すべきだ。これからビットコインや AI など新たな動きが世の中を変えていく中で、
日本企業はビジネスモデルを見直す必要性に迫られている。イスラエルの先進的な考え
方を取り入れて、日本も変革すべき時に来ている。イスラエルの力を取り込むと同時に、
日本の企業自身が変わるのだという意識を持つ必要がある。
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・ イスラエルの多数の若い企業の目的を具現化するには、日本企業のような成熟した企業
パートナーが必要。彼らはより高い付加価値を日本企業に提供できるだろう。
・ イスラエルは人口も少なく、国内でのビジネスではなく最初からグローバル展開を視野
にビジネスをしている。日本企業にイスラエル企業と組むことはグローバル展開の足掛
かりになり得る。
・ 若い企業や規模の小さい、フットワークが軽い企業にとって、そういった企業風土もイ
スラエルとマッチする。
・ 現地に訪問した企業からは「思っていたよりも安全な国だと知って驚いた」との声が多
かった。日本から見たイスラエルは危険なイメージなので、その認識が変わっただけで
も、イスラエルに行ってビジネスをしようと思うきっかけになると感じた。
（２）イノベーションを生む先進技術大国
その他、テルアビブ事務所の現地からの分析を基に、イスラエルの強みや魅力について紹
介する。
まず、イノベーションを生む先進技術大国という側面がある。イスラエルには企業で成功
する人や先進技術を発明する研究者などが多く、革新的な技術が次々と生み出されている。
イスラエルの起業家は投資受けて事業を発展させ、その事業が買収されることで成功した
証となる。これらの優秀な人材が豊富に存在する背景として、同国の教育意識の高さが挙げ
られる。イスラエル政府はプログラミング教育に力を入れ、多くの成果を生み出している。
10 歳以下の幼少期を対象にしたハイレベルな教育制度が整っており、
「科学技術幼稚園」と
よばれる施設で物理学やプログラミングが教えられているという。幼児期にこれらの素地
を身に着けた子供は、その後さらにソフトウェア開発やサイバーセキュリティー教育等を
受けて義務教育を終える。
イスラエルは徴兵制により、高校卒業後に男性は 3 年間、女性は 2 年間の兵役が義務付
けられている。軍の最先端で研究開発に取り組んでいる部門や通常業務としてもソフトウ
ェア開発をするような部署があるという。兵役を終えたのちに大学進学し、卒業後は企業に
就職、その後起業するというのが一般的な流れになっている。兵役経験は人的ネットワーク
の充実にもつながっており、起業の際にも役立っている。ビジネスが軍事やセキュリティー
と密接に関わっている。徴兵制度の終了後も、1 年に 1 か月くらいは軍に呼ばれてトレーニ
ングをしているらしく、軍とのつながりが強い。
幼少期からプログラミング教育に力を入れる背景には、国防意識の強さからだ。同国が最
も得意とするサイバーセキュリティー分野などは、自国が敵国に囲まれているからこそ育
った分野だ。自国を防衛するために、世界中から情報を収集して危険から防御することが発
端となっている。これらの技術が派生して、ビッグデータ解析や人工知能（AI）分野の成長
にもつながっている。国防上、経済力・技術力で負けられないという意識が強く、新しいも
のを作り出す起業家精神とイノベーションを生む先進技術大国としての土壌が醸成されて
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いる。多くのノーベル賞受賞者をユダヤ人が輩出していることも、ユニークな教育やイノベ
ーション精神の影響かもしれない。これまで生理学・医学賞、物理学賞、化学賞、文学賞、
経済学賞、とノーベル賞の全分野において受賞者を輩出している。また、数学の分野で 4 年
に１回授与されるフィールズ賞の受賞者も輩出している。
またイスラエルは人口が少ないために、オープンイノベーションマインドが旺盛で、技術
交流を同国企業と進めやすいと感じることや、豊富な専門的知識・実戦での経験を元に社会
に出てくる若者が多く存在し、大いに人材採用面で魅力を感じる日本企業も多いことがヒ
アリング調査からわかった。世界中から集まった移民が、イノベーションを起こす原動力に
なっている側面もある。とりわけ 1990 年代に旧ソ連や東欧諸国から移住した移民は、彼ら
が持つ開拓者精神や失敗を恐れない挑戦意欲や冒険心、想像力を持っているという。実際に、
旧ソ連や東欧出身の移民は優秀なエンジニアとして活躍していることが多い。このように、
移民の活躍やイスラエル人の何度でも繰り返し挑戦する精神、失敗を許容する風土、軍事技
術の民間転用などが先進技術大国になった要因といえよう。
（３）スタートアップ大国
イスラエルは優れた IT 専門家とエンジニアを多数輩出している国でもあり、人口 1 人当
たりに占めるスタートアップ企業の数でも世界一を誇る。上述のとおり、イスラエルでは、
国が軍事技術を活用した起業を推奨しており、兵役で身に着けた能力や技術、人的ネットワ
ークを活用して起業することに協力的である。スタートアップを育てるエコシステムを国
として確立させ、産官学が協力して研究開発を支援する環境が整えられている。その一例と
して、政府からの助成金プロジェクトが挙げられる。既述のとおり、1993 年にはイスラエ
ル財務省の発案でベンチャーキャピタルファンド（VCF）として「ヨズマ（イニシアチブ）」
プロジェクトが発足。約 1 億ドルの政府投資が行われて複数の VC が創設された。これら
の企業が発展して、米国のナスダック市場で IPO を通じての株式公開をしたり、増資を行
ったり、M&A を行い今日につながっている例もある。また、経済省管轄機関の Office of the
Chief Scientist は、
「Technological Incubator Program」による助成でスタートアップ支援
や、
「MAGNET プログラム」で産学連携支援を実施している。「Technological Incubator
Program」では、研究開発資金の提供（認可プロジェクト予算の 85％の補助金を支給）
、研
究施設（スペース）の提供、経営にかかわる支援、法務、工業所有権に関する支援、秘書的
業務、経理など諸サービスが提供される。「MAGNET プログラム」では、産業界と大学等
研究機関とのコンソーシアムの形成を奨励し包括的な研究開発の促進を目的としている。
同プログラムに認可された研究においては、開発費総額の 66％の補助金が支援され、商品
化への成功を成果としないことからロイヤルティーの返済義務は生じないものとなってい
る。また、イスラエル財務省は 2001 年、外国投資家がイスラエルの VCF に投資した場合、
出身国の税率に従って課税していたキャピタルゲイン税を廃止した。この外国投資家によ
る VCF 投資へのキャピタルゲイン税廃止は、現在に至るまでイスラエルへの資金供給イン
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図 4 Global Startup Ecosystem Report and Ranking 2017

出所：Startup Genome / Global Startup Ecosystem Report 2017 を基にジェトロ・テ
ルアビブ事務所作成
（４）イスラエルが得意とする先端分野、関連イベント情報
上述の通り、イスラエルでは先進技術分野が発達しており、軍需技術からの転用でサイバ
ーセキュリティー、AI（人工知能）
、自動運転、フィンテックのほか、バイオや製薬分野等
を得意としている。また農業や灌漑・水技術等でも頭角を現している。
サイバーセキュリティー分野は同国を代表する産業のひとつだ。イスラエル参謀本部諜
報局情報収集部門の部署である「8200 部隊」でサイバーセキュリティーやハッキングにつ
いて高度な訓練を受け経験を積んだ人材が、退役・兵役終了後に実社会で活躍しているケー
スが多い。8200 部隊出身者が、起業したり、関連企業に好待遇で迎えられたりしている。
チェックポイント（Check Point）
、パロアルトネットワークス（Palo Alto Networks）
、イ
ンパーバ（Imperva）
、サイバーリーズン（Cybereason）、アイシーキュー（ICQ）などがそ
の一例で、世界中の国や企業からニーズがある技術を有する。とりわけ、日本は 2020 年に
東京オリンピックの開催を控えており、大会のみならずインフラ等もハッカーからの攻撃
対象になり得ることから、イスラエルのサイバーセキュリティー技術に対するニーズは高
いという。
また、イスラエルの AI や自動運転関連企業も 8200 部隊出身者によって創業されたスタ
ートアップが多く存在する。ソフトバンクは、イスラエルのイニュイティブ（Inuitive）と
AI・IoT 分野での協業を検討している。Inuitive は、3D 深度センサーやコンピュータビジ
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ョン、イメージプロセッサなど、AI 技術を活用した SoC（System on a Chip）製品の設計・
開発で実績があるイスラエルの企業である。丸紅は、AI やビッグデータ、IoT などデジタ
ル技術の急速な進展に対応するべく、イスラエルに拠点を設置する見込みだ（2018 年 1 月、
時事通信による同社社長へのインタビュー）。時期などは今後決定する予定で、すでに拠点
を開設しているシリコンバレーや中国でも、ビジネス環境の変化に対応するため、機能強化
などを検討するという。自動運転技術については、2017 年インテルによるモービルアイ
（Mobileye）買収の話が大きな話題となった。買収額は 150 億ドルにのぼり、これはイン
テル買収合併案件では 2 番目の規模であり、イスラエル企業の歴代 M＆A 事例としては最
も高い金額となった。1999 年にイスラエルで設立されたモービルアイは、自動走行車の中
心的な技術となる「先端運転支援システム」（ADAS）を世界に先駆けて開発した企業だ。
ADAS とは、車線を離脱したり、歩行者や前方車両との追突の危険性があったりした際に
警告する「インテリジェント安全装置」だ。モービルアイの ADAS は、前方車両との追突
警報は最大 2.7 秒前、歩行者の場合は最大 2 秒前に通知するものだ。現在、モービルアイの
ADAS は、ゼネラルモーターズ、BMW、現代、起亜など、世界 27 の主要自動車メーカー
に供給されており、日本では三菱ふそうトラック・バス、日野自動車が取扱を開始している。
現在イスラエルでは、約 450 社が自律走行車関連の技術を研究しているといわれており、
大手自動車メーカーが続々とイスラエルに自律走行車の R＆D センターを設立もしくは設
立予定だ。日本の自動車メーカーも同様に、既述のとおり本田技研工業（ホンダ）はモビリ
ティーに特化したスタートアップハブである「Drive」と提携しており、VOLVO 等と共同
でスマートモビリティ・イノベーションセンターを開設したほか、トヨタ自動車などが出資
し、スパークス・グループが運用する未来創生ファンドは 2017 年にイスラエルの車載部品
ベンチャー、オートトークスに 600 万ドルを出資した。オートトークスは車と車、車と道
路間の通信を行う通信チップセットを開発するもので、今後の自動運転の実用化を支える
技術で、成長が見込めると判断したものだ。デンソーは 2016 年にイスラエルの車車間通信
のチップセット開発のオートトークス（Autotalks）社製品を採用している。このように、
モービルアイの成功によってイスラエルの自動運転関連のエコシステムは変化し、同国は
世界的に有名な自動運転技術拠点地として躍り出た。
また、イスラエルはフィンテック発祥の地と呼ばれ、同分野における活躍は目覚ましく、
現在 230 以上の企業が国内に存在し、そのうちの約 8 割がスタートアップ企業だという。
海外の大手金融機関が開発センターをイスラエルに設立する動きも加速しており、英国の
バークレー銀行、米国のシティバンク、ペイパル（Paypal）などが R&D センターを設置し
ている。VISA も近日中のセンター開設を予定しているという。また、2017 年 10 月には駐
日イスラエル大使館主催でイスラエルのフィンテックベンチャー企業を日本に招き、京都
と東京でプレゼンテーションやビジネスマッチングの機会を設けた。日本企業との協業も
今後期待されている。
バイオ・製薬業界においてもイスラエルの存在感は大きい。イスラエルの大学や研究機関
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ではバイオ・製薬分野での研究が盛んで、とりわけワイツマン研究所が 1959 年に研究成果
の実用化・商業化を目指すプロジェクトを設立して、製薬業の商業化に乗り出したことが大
きな躍起となった。現在では、同分野におけるベンチャー企業やスタートアップも数多く、
世界的な大手製薬会社との連携が進んでいる。ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson
& Johnson）が現地に研究開発拠点を設けているほか、日本企業の動きとしては、ジェネリ
ック薬品会社として有名なイスラエルのテバファーマシューティカル・インダストリーズ
（TEVA）が、2016 年に武田薬品工業との合弁で「武田テバ」を設立した。既述のとおり、
田辺三菱製薬は 2017 年にパーキンソン治療薬を開発するニューロダームを買収している。
さらに農業、水分野に関しては、イスラエルは国土の約 6 割が砂漠で占められ水源に乏
しく、長年、水不足に悩まされてきた。しかしながら、ここ十数年で海水を淡水化する技術
を進歩させた。今では飲料水の約 8 割が海水から作られているという。この技術は干ばつ
等の異常気象に苦しむ新興国等でも受け入れられ、イスラエルの水技術の輸出が飛躍的に
伸びている。また、衛星やクラウド等を利用して水道管漏洩を探知したり水道網を管理した
りする水道システム管理、水質管理、排水処理、水の再利用等の技術も発達している。この
背景にも、スタートアップ企業による技術開発が貢献している。
また水技術から派生した灌漑技術においては、同国の点滴灌漑技術が注目されている。点
滴灌漑とはプラスチック製パイプに水と液体肥料を通して、必要か所に空けた穴から点滴
する灌漑方法を指す。この技術は乾燥地帯にあるイスラエルで効率よく水を節約して作物
を栽培するために開発されたものだ。同分野では日本企業との連携も進んでいる。ヤマハ発
動機のディーゼルポンプとイスラエルのネタフィム（Netafim）の点滴灌漑を組み合わせ、
西アフリカの乾燥地帯で支援を行っている。東レとミツカワは自社のロールプランター（生
分解性繊維を使用した PLA サンドチューブに土砂を注入）とネタフィムの点滴灌漑を組み
合わせ砂漠・荒廃地の農地化・緑化ビジネスに取り組んでいる。
同国にとって、周辺国との緊張関係から食糧自給率を上げることは死活問題となってお
り、そういった環境下で発達したのが農業技術だ。温暖な気候でトマト、パプリカ、切り花、
かんきつ類等の栽培が盛んだが、乾燥地帯で降雨量が少ない気象条件は農業にとって必ず
しも恵まれた環境とは言えない。しかし、独自の技術開発により農業分野を発展させ、今で
は食糧自給率 90％以上と驚異的な数値を誇るという。国内の農業は約 8 割が「キブツ」と
「モシャブ」によって生産・経営されている。キブツとはイスラエルの集産主義的協同組合
のこと。その歴史は 1909 年に帝政ロシアの迫害を逃れてパレスチナ地方に入ったユダヤ人
男女の一群が、ガリラヤ湖畔にキブツ「デガニア」を作ったところからスタートした。モシ
ャブとは、家族労働力のみで構成された家族経営の農場を、村落単位の協同組合が緩やかに
まとめる形式を取っている。
また、農業技術発達の背景にはやはりスタートアップ企業の存在が大きく、キブツとモシ
ャブから派生した農業ベンチャーが活躍している。IT と農業を融合した例として、衛星画
像、ドローン画像、気象データ、土壌水分量、作物の環境要因といったデータを集約して分
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析し、種まきの時期、水の量やタイミング、収穫、出荷の時期など一連の管理をする技術な
どが出てきている。また、遺伝子組み換えを駆使した新種開発、バイオ燃料開発等も盛んだ。
これらイスラエルで発展している分野において、以下のようなイベントが開催されている。
【イスラエル開催イベント】
イベント名

分野

時期

サイバーセキュリティー

1月

ライフサイエンス

5月

Agritech

農業技術関連の国際展示会

5月

WATEC Israel

水技術、環境

Cybertech - Security Conference Israel
National Life Sciences & Technology
Week

DLD（Digital Life Design）

イノベーション全般

Tel Aviv Innovation Festival
Israel HLS & CYBER Conference

ホームランドセキュリティー、サ
イバー

隔年 9 月
9月
11 月

【日本開催イベント】
イベント名
CYBERTECH Tokyo
イスラエルワインセミナー

オートモティブワールド

分野
サイバーセキュリティー技術関連の国際展示会
イスラエルワイン試飲会（在日本イスラエル大
使館主催）
自動車関連の国際展示会（2018 年にイスラエル
パビリオン出展）

時期
11 月
12 月

１月

（５）イスラエル企業への投資・買収事例
イスラエル企業への投資・買収事例では、以下が挙げられる。グーグル（Google） が
2013 年に携帯端末用のカーナビアプリの開発企業 ウェイズ（Waze）を 10 億ドル強で買
収。Waze の技術は、携帯端末用のカーナビアプリを開発し、スマートフォンの GPS 機能
を使い、現在地や走行状態を把握。SNS 機能を通じて利用者から寄せられる渋滞や事故等
の交通情報を反映した、最適なルートをリアルタイムで提供するものだ。また、ドイツの
フォルクスワーゲン（Volkswagen）は 2016 年に、タクシー配車アプリの開発企業ゲット
（Gett）へ 3 億ドルを出資した。メキシコの化学大手企業メクシチェム（Mexichem）は
2017 年に点滴灌漑の技術をもつ企業ネタフィムの株式 80％を 18 億 9,500 万ドルで取得す
ると発表した。米ベクトン・ディッキンソンが 2017 年に薬物注入ポンプ製造技術のカエ
サリア・メディカル・エレクトロニクスを買収した。ドイツのコンチネンタル
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（Continental）は 2017 年に車両サイバーセキュリティー分野のスタートアップ企業アル
グス（ARGUS）を買収すると発表した。また、既述のとおり 2017 年のインテルが自動運
転技術を有するモービルアイを約 150 億ドルで買収している。
（６）世界的著名企業の拠点、独自のエコシステム確立
イスラエルには世界的に著名なグローバル企業の拠点が数多く設立されている。その一
例として挙げると、アマゾン（Amazon）
、グーグル（Google）、ヤフー（Yahoo）
、フェイス
ブック（Facebook）
、マイクロソフト（Microsoft）
、ゼネラルモーターズ（GM）
、SAP、ア
プライドマテリアルズ（Applied Materials）、オレンジ（Orange）、シスコ（Cisco）、イン
テル（Intel）
、アップル（Apple）
、サムスン電子（Samsung）
、LG、ファーウェイ（Huawei）
、
スリーエム（3M）
、IBM、オラクル（Oracle）
、HP 等だ。日本を除く様々な分野のグロー
バル企業 300 社以上が R＆D 拠点をイスラエルに設置している。中でもインテルはイスラ
エルの民間企業としては最大規模の 1 万人以上の雇用を抱え、間接的には 3 万人もの雇用
を支えていると言われている。これらグローバル企業の拠点が集積することにより、技術提
供をする数多くのベンチャー企業も集積している。新しい特許技術が出てくるような企業
と組んで、共同開発、合弁事業などを行う環境にある。その背景は、同国独自のエコシステ
ムが機能していることにあり、グローバル企業、スタートアップ・ベンチャー企業、VCF 等
の資本、これらを取りまく研究機関や政府機関・軍など、産学官連携での支援体制等が組ま
れている。また、世界中から人材が集まるシリコンバレーと異なり、イスラエルでは現地の
イスラエル人がイノベーション産業の担い手になっていることも特徴的だ。シリコンバレ
ーと比較して、安価な人件費であることや、シリコンバレーでは埋もれてしまうような企業
にもコンパクトなイスラエルのエコシステムの中ではチャンスを得やすいという。さらに、
自国のマーケットが小さいため、ベンチャー企業の多くは、事業が拡大するとシリコンバレ
ーなど他地域に展開し、最終的に外国企業に事業を売却することを目指す傾向がある。
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５．イスラエルとのビジネス上の課題
（１）企業コメントのまとめ
魅力と同様に、前述の「イスラエル関心企業パンフレット（冊子）」から、すでにイス
ラエルとビジネスを行っている、または今後検討している日本企業 14 社に対して行った
追加ヒアリングをもとに、イスラエルとのビジネス上の課題や対策についても聴取した。
イスラエルの大きな特徴として、中東諸国において進出日系企業がよく課題として取り
上げる「法制度の未整備・不透明性」「手続きの遅さ」などの行政面の不備、「優秀な現地
人材の不足」
「人件費の高騰」などの人材面の不備が、いずれも課題として指摘されなか
ったことがある。他の中東諸国と異なり、行政面や人材面での問題は大きくはないという
認識のようである。
他方で、政情不安や地政学的なリスク、イスラエル人とのビジネス慣習の違いなどにつ
いては以下のとおり言及があった。アラブボイコットについては「あまり影響はない」と
するコメントが多かった。
（２）治安リスク
治安問題については、現地でビジネスをする上では問題はないが、「イメージがあまり
よくないのが残念」という回答が多かった。
・ ビジネス上の課題、というものはそれほど思い浮かばないが、1 つあるのはやはり政
情・治安問題の影響。自分の出身地の長岡市が選挙の時だけクローズアップされるよ
うに、イスラエルが日本で報道されるのは戦争の時のみ。実際に現地にいると、ごく
普通に生活できるのだが、ニュースではガザやエルサレムなどの問題が過剰に取り上
げられ、イメージが良くないのが残念。
・ 国としては未だに戦争などのイメージが強く、もっと現地を見てもらうことが大事。
・ 今のところ何も課題と感じることはないが、強いてあげれば、政情不安/地政学リス
ク。現地に行けば、治安が悪いと感じることは全くないし、よく統制されているのが
わかるのだが、先のトランプ大統領によるエルサレム首都認定・大使館移設発言など
による混乱は不安要素になる。
・ かつてガザ紛争が激しかった時代には、現地の技術者が軍役に行き、3 カ月位連絡がと
れないこともあった。
（３）アラブボイコット
アラブボイコットについては、ヒアリングした日本企業のほとんどが「影響はない」
「関係はない」という回答だった。
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・ アラブボイコットは、全く関係ない。
・ アラブボイコットは全く気にしたことはないし、感じない。有名無実ではないか。
・ アラブボイコットは、現在は気にならないが、もしこのままイスラエルと関りが深く
なってくると、アラブ諸国とのビジネスはしづらくなるのではないかという懸念はあ
る。またトランプ氏のエルサレム首都認定発言など、政情変化の影響はやはり気にな
る。
・ アラブボイコットは聞いたことはあるが、問題にはなっていない。気にしていない。
・ アラブボイコットは全く心配していない。ただ、企業のある株式分析には、その企業
がどの程度アラブと関わっているかを指数化したデータがあると聞く。
・ アラブボイコットは、特に影響はない。ただし、役所の仕事（鉄道・資源など）をイ
スラエルで請負った企業が、その後にアラブ諸国に行くと、相手によっては認可が下
りづらい場合があるという噂は聞いたことがある。
・ 当社の中東でのビジネス活動も限定的なので、アラブボイコットの影響はあまり聞か
ない。ただ、イスラエル企業が提供するアプリが、他の中東諸国で政府によってサー
ビスをブロックされてしまったケースはある。
・ アラブボイコットについては影響なし。アラブ諸国に同社製品を販売する際も、グロ
ーバル展開している代理店等を通じて間接的に販売しており、規模も大きくないので
問題ない。
・ イスラエル色を軽減するため、本社は米国・NY、開発拠点はイスラエルと表現するこ
とがある。
・ アラブボイコットの影響はないが、イスラエルの軍事関連事業への関与については気
を付けている。
（４）ビジネス風土の違い
イスラエル人とのビジネス習慣の違いについては、様々なコメントが寄せられた。魅力
の項でも触れたが、特に「スピードが早い、決断が早い」というコメントが非常に多く、
決断に時間をかける傾向がある日本企業としては、なるべく意思決定を早め、曖昧さを避
けてビジネスを進めていくことが肝要と思われる。ただし現地の人材について、先進的な
発想や高い技術力など魅力が大きいため、なるべく現地にまかせる「現地化の推進」が成
功の鍵とする企業もあった。
＜スピード重視＞
・ イスラエルとのビジネスではスピードが重要。そうでないと機会を逃すことになる。
・ ビジネスのスピード感が非常に速い。他国との比較でも早い。日本企業の対応は遅す
ぎるといつも言われる。
・ イスラエル人は契約を取るため、とりあえず yes と言って契約は早く結び、後に交渉
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で詰める傾向がある。
・ 日本と大きく違うのは「スピード重視」。会議でもよく「ここで決めよう」という話にな
る。日本人は「ステップ・バイ・ステップ」のところを、イスラエル人は「ワンステッ
プ」を好む。メールのレスも早いので、すぐに返せない時は「いつまでに何を検討して
返す」と伝えるようにしている。
・ 日本企業の体質として、現地では個人として判断できても、最終的な決裁は本社で時
間をかける必要があり、イスラエルのスピード感と合わないことは課題。
＜文化・商慣習の違い＞
・ 日本的な曖昧さはあまり通用しない。特に「やる」
「やらない」ははっきり言ったほうが
よい。理由をつけてきちんと伝えられれば、断ること自体は問題ない。よって米国人や
中国人が性格的に合う、という話はよく聞く。
・ 商慣習は日本と違うので、難しさはある。特に、イスラエル側としてはニュートラル
に話していても、日本側からすると「話がよく変わる」と感じることがある。
・ タフさやしたたかさも持ち合わせており、弁護士の数が非常に多いなど、契約上の難
しさもあることには注意。特に撤退は難しい。
「お金を入れるのは容易だが、引き出す
のは難しい国」と言われている。
・ イスラエル人の考え方は、極めて合理的でドライ。決断スピードが極めて速い。また
経験豊富なのか、交渉の席では、イスラエル側は CEO 一人で法律的な契約条件も交渉
できるが、日本側は、弁護士や関係者が同席して協議しながら対応する結果、即断即
決できず、日本に持ち帰ると「興味ない」と勘違いされて他社に話を持っていかれる
こともある。説明してもなかなか理解得られず、文化の違いを感じる。
・ 克服できていないが、両方の文化を理解して仲介してくれる人材がいないか頭を悩ま
している。
・ ビジネスカルチャーの違い。うかうかしていると、いい技術を他の会社に買収されて
しまうので、スピードが重要。
・ イスラエル人の特性が邪魔して、モノづくりには適さない。ユニークな発想で作り方
を変えようとするので全く安定したモノづくりができない。しかし、ここに日本のモ
ノづくりが生かせる。イスラエルの新しいアイデア・ソフト技術と日本のモノづくり
のハード技術を組み合わせることができればおもしろい。
・ イスラエルのベンチャーは投資を希望するが、技術評価が難しい。評価に時間をかけ
ていると、即断即決する米国・中国などが美味しいところを先に取って行ってしまい
遅れをとる。技術評価など投資判断にスピードが求められるが、日本側の体質では難
しく問題がある。
・ 日本は約束を守ることに定評があり信用がある一方で、精度の高い要求に対しては、イ
スラエル側が身構えるところもあるかもしれない。
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・ イスラエルの製品は、コンセプトは優れるが、日本での販売においては文化面、技術面
での作り込みが必要。
＜人材の魅力と現地化の推進＞
・ 人間同士の信頼関係を大事にしており、信頼を得られるようにどう中に入っていく
か、慎重にすすめた。
・ 特にイスラエルの場合は「先進的発想」や「高い能力」など、人材の魅力が豊富。日
本の押し付け的発想をやめて、現地人に大部分を委ねたのが成功のポイント。
・ イスラエルとのビジネスで得たものは「先行技術開発力」「高収益製品」だが、それ以
上に「人と縁」
。
・ 日本政府へ要望したいことは、
「仲介できる人材」の紹介。
・ 「現地化」
「ローカル化」がキーワード。イスラエル以外のどの国でも必要だが、日本
のやり方を押し付けないでやっていくのが成功の秘訣。
・ 現地でスタートアップしたほうが有利。外から行くと厳しい。
・ アドバイスとしては、早い段階から良い関係を作ること。イスラエル企業にもお金が
ない時に投資をしてあげると感謝される。POC（ビジネスのコンセプトを証明するた
めの実証実験）の段階から支援・投資し、将来の成果を折半しようと動いている日本
企業もある。
・ ビジネスの「継続性」
、機会を 1 回きりで終わらせないための仕組みづくりが重要。や
はり資金面の継続性、投資がないと続かないので、両国間で VC 同士の交流ができれば
おもしろい気がする。イスラエルは今や、日本の VC や VB と組むことに関心を変えて
きている。
・ イスラエルビジネスでは、人的ネットワーク（人脈）が大事になる。人口の少ない狭
い社会なのでネットワークを広げるよう構築し、正確な情報を多く早く得られるよう
にするのが該社の体質改善とともに重要と考えている。
＜日本・イスラエル・ビジネスフォーラムより＞
・ イスラエル側から見たビジネス風土の違いとして、2017 年 11 月 11 日付の『週刊東京
経済』では、在日イスラエル人による座談会において「日本の製品デザインは強い
が、ソフト面での使いやすさは日本よりイスラエルの方がよいように思う。日本はデ
ザインの良さとソフト面での使いやすさがつながっていないことが多い。こういった
問題はイスラエルとの協業で解消・発展させられる」とのコメントが掲載されてい
る。また、
「ハード面で、日本は調和、ハーモニーをつくることが得意だと思う。例え
ば街並みを見ても、高速道路や一般道路、鉄道の配置など、人の移動がしやすいよう
に各種インフラを調和させて組み立てている。テルアビブやエルサレムの市長が訪日
したときも、そのことに驚いていた」とある。
「一方で、イスラエルはむしろ『破壊』
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を好む。失敗を恐れない。常に『それは、なぜか。どうすれば良くなるか』を考え
て、質問を繰り返しながら前進する。その結果、どこかこなれていない、荒削りなも
のができ上がることが多い。調和を作り出せる日本ならば、そこを洗練させることが
できるのではないか」と指摘している。
・
（５）その他企業コメント
その他のコメントとしては、
「直行便がなく移動に時間がかかる」という意見が最も多か
った。他には駐在ビザの期間の問題、ものづくりや加工産業の不足、現地企業や仲介可能な
人材、法規制の情報の不足なども挙げられたが、概してビジネス上の決定的な問題は、他の
新興国と比べて、それほど多くはないように見受けられた。
＜直行便なし＞
・ イスラエルとのビジネスを進める上での課題について、1 点目は移動の問題。円滑化の
ための方策の一つが日本＝イスラエル間に直行便を通すことではないかと考える。今は
経由がないとイスラエルには行けないので、事業のハードルが高いイメージがある。
・ 航空便の直行便がないのはやはり問題。パリなど各空港でもセキュリティーの関係か、
イスラエル行き便のゲートがとても遠い。またイスラエルの空港でも、入る時以上に出
る時のチェックが厳重で大変。いつも 3～4 時間前に空港に行かなければならないとい
うのは辛い。
・ 直行便の問題。現在ドイツ経由で 20 時間かけて出張しており、週に 2 便でも飛ばして
ほしい。安倍首相は直行便を飛ばすとは約束していなかっただろうか？
・ 直行便がなく不便という顧客もいる。
＜駐在ビザ＞
・ 「外国人の駐在ビザは最長 5 年まで」という制限は課題。かつては 10 年まで可だった
と聞くが、現在は 5 年以上現地にいるためにはユダヤ教への改宗、現地人との結婚など
が求められる。最長 5 年だと、現地になじむ期間も短くなるし、博士課程に進む研究者
などは困るだろう。
＜物価・コスト＞
・ 物価が高い。朝食でも 3,000 円ほどかかる（ただし、「物価は特に欧州と比べて高いと
は思わない」という声もあった）
。
・ イスラエルの人件費は米国より安いが、実は研究開発の人件費はどこでやっても微々た
るもの。製薬業界では、新薬販売までの一連のプロセスの中では臨床実験が一番コスト
がかかる。販売先の国の承認を得るためにはその国で臨床試験を実施しなければならな
い。これが莫大なコストになる。
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＜現地情報の不足＞
・ 現地法規制情報が不足しているので、進出支援の一環として政府にも検討してほしい。
・ イスラエルに関する認知度が低い。
・ イスラエル企業に関する情報が不足。
・ 情報発信。一般報道では、イスラエルは危険でパレスチナを虐めるという悪いイメージ
が多い。政府関係機関からは、日本企業がビジネスを行いやすくなるように公平な情報
発信をしてほしい。
＜現地人材・企業、産業の不足＞
・ 現地にはマテリアルに詳しい専門家がいない。
・ イスラエルでビジネスするに当たり、PPP 案件を仲介する日本の商社、設備建設で見積
もりを出せる日本の建設業者がいない。
・ 同社製品の販売先となるような（加工する）産業が少ない。ハイファなど製造拠点を設
けると税制が優遇される地域もあるが、基本的にものづくりの産業があまり活躍してい
ないので、製造拠点を設けるメリットは少ないと感じる。
＜法規制等の問題＞
・ 5～6 年前、VAT の還付が遅いと在イスラエル日本大使館に照会したことがある。
・ 税務関係では、最初の投資契約書の条項によっては、後から資産を国外に持ち出せない
などのケースもあり、最初の契約書の交渉が大事。現地の良い弁護士との協力が必要。
＜他国との競合＞
・ 今は投資額や駐在員数など、中国のプレゼンスが巨大。ただ、イスラエル側も中国の悪
い面もよく分かっているので、日本とも組みたいと思っている。
＜日本・イスラエル・ビジネスフォーラムより＞
・ 現地訪問企業の反応は「思っていたよりも安全な国だと知って驚いた」との声が多かっ
た。日本から見たイスラエルは危険なイメージなので、その認識が変わるだけでも、イ
スラエルに行ってビジネスをしようと思うきっかけになると感じた。
・ 両国の政府機関は概ね似通った考え方を持っていると感じるが、一つだけ決定的な違い
はリスクに対する認識。日本企業はもっとリスクを取るべき。起業した会社が成功する
確率は 20 社に 1 社と言われている。その事実を受け入れるべき。失敗は成功に向けた
健全なプロセスであり、そこから学び成功への道筋となっているからだ。
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６．まとめ：イスラエルビジネスの魅力と課題
これまで日本企業からのコメントを中心に、イスラエルビジネスの魅力と課題について
紹介してきたが、結論としては、イスラエルとのビジネスには課題以上に魅力を訴える声が
はるかに多かった。
他の中東諸国で多く指摘されるような、行政面での問題（手続きが遅い、法制度の適用が
曖昧で不明瞭）や、人材面での問題（優秀な人材の確保が難しい、雇用コストが高い）につ
いての指摘がほとんどなく、課題として挙がった内容も、その多くが「ビジネス文化の違い」
に関わるものだった。
日本ではよく取り沙汰される治安・政情リスクについては、「イメージは非常に悪いが、
現地にいると安全で、ほとんど危険を感じなかった」という声が多く、実際に現地に行けば
イメージが変わるという声が多かった。アラブボイコットについても、
「ほとんどビジネス
上では影響がない」とする回答が多数で、これらは日本側が懸念するほど、日本企業には課
題という認識はなさそうだった。むしろ直行便がないという移動面の改善や、さらなる現地
情報の充実（法規制や企業情報）を求める声が多かった。
円滑なビジネスのための最大のポイントは、いかに双方の異なるビジネス文化を合わせ
ていくか、という点にある。イスラエル企業はその「スピードの速さ」、
「即断即決」、
「合理
的判断」
、
「グローバルな発想」に特徴があるため、日本でもフットワークの軽いベンチャー
企業の文化とは合致するが、様々な判断に時間を要する大企業の場合には、決断を早める仕
組みを作ったり、投資資金や資本力の大きさでアピールしたり、自社の文化をイスラエル側
に十分に理解してもらうなど、何らかの工夫が必要と思われる。
対策としては、なるべく「現地化」を図る、現地の人脈を大事にして、思い切って優秀な
現地人材にビジネス上の大きな裁量を与えたことで成功したという企業があり、参考にな
ると思われる。また、両国の異なる商慣習を仲介できる人材の紹介を希望する声も上がって
いる。
結果的に、双方の強みをうまく活かせる協業関係を結ぶことができた場合には、イスラエ
ルの魅力である「技術の高さ」
「優秀な人材」を活用して、自社ビジネスを素早くグローバ
ル展開し、大きなメリットを享受できる可能性があると思われる。
以上
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