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［要 約］ 

本調査は、企業データベースを活用し、近年のグローバル化の進展及び金融危機後の環

境変化を踏まえた機械製造業全般における外資系企業の活動の状況を把握した。また、関

係者からのヒアリング等により、製造業分野の外資系企業誘致にポテンシャルを有する地

域での産業集積の現状、その産業集積内での外資系企業の位置づけ、次世代対応と取引関

係の変化、進出した外資系機械製造企業のグローバルな展開について現状を把握するとと

もに今後の方向性について分析した。なお、実施に当っては機械製造業分野の中でも機械

製造業への波及効果の大きい、自動車及び自動車部品製造分野を中心に調査分析を行った。

また、外資系企業を誘致するための効果的な広報戦略、欧米先進国における製造業分野の

外国企業誘致施策についてもヒアリング等を通じた調査・分析を行ない、今後の自治体及

び対日投資関連機関の外資系企業誘致活動の方向性を明らかにした。 

まず、基礎調査として（株）日経リサーチ社に委託し、国内に進出している外資系機械
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製造企業、機械・電気、自動車部品、輸送機、精密機器、医療機器等の製造業分野の企業

1,138社(日本に本社を持たない７７社を含む)を対象とし、特に各事業所の機能別にみた地

域展開の状況を分析した。また、産業集積、産学連携の現状等について外資系企業誘致に

ポテンシャルを有する自治体、産業･技術推進機関･団体、大学等（宮城・愛知・広島･福岡

県、東北大学等計７団体）、既進出外資系企業（ボッシュ等計４社）に各社の今後のグロー

バルな事業戦略等についてヒアリング等による調査を実施した。 

さらに、欧米諸国の中で、外国企業誘致に積極的に取り組む在日外国大使館、海外の外

国企業誘致促進機関（英国、フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、ルクセンブルク、

米国駐日州政府事務所等計１０機関）へのヒアリング及び情報収集を実施した。 

本調査報告書は、東京大学大学院経済学研究科 天野準教授を座長とする委員会におい

て上記の基礎調査及びヒアリング等の結果を検討・分析した結果を取り纏めたものである。 

 

第１章 我が国機械製造業における産業集積形成と外資系企業活動の現状 

～外資系企業の地域別進出分布データとその分析 

１．機械製造業における外資系企業の活動の状況  

（1)地域分布 

1)本社所在地（業種別） 

国内に本社を持たない 77 社を除いた 1,061 社の本社所在地の傾向を調査した。 

・全体の約 80％が関東ブロックに集中。関西 10.4％、中部 5.2％。 

・都道府県別では、東京都が 57.0％、神奈川県 17.0％、大阪府 4.8％、兵庫県 4.1％、

愛知県 2.8％。 

・業種別の構成比をみると、関東ブロックでは卸が 61.3％。精密機器、医療機器の製造・

卸はほぼ関東に集中。中部では自動車・同部品の製造・卸が目立つ。関西では製造が

多く 55.5％を占め、特に機械・同部品製造が目立つ。 

2)拠点所在地（機能別） 

1,138 社 2,129 拠点(本社以外)についてブロック別・機能別(製造・加工、研究・開発、

倉庫物流、管理・営業・販売に分類)の傾向を調査した。 

・ 全体としては、関東ブロックには 31.7％が立地。関西への立地が 19.0％、中部への

立地が 17.3％。 三大都市圏以外への立地も 32.0％あり、本社機能に比べて地方へ

の分散が進んでいる。 

・管理・営業・販売拠点（支社、支店、営業所、事業所などが該当）は全体の約 85％を

占め、広く全国に展開。 
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・製造・加工拠点が多いのは関東、中部。一方、本社が集中する東京都はわずか３件で

あり、大都市の周辺地帯に立地する傾向がある。また、東北、関西、中国、九州・沖

縄ブロックにも一定の展開がみられた。 

・研究・開発機能も関東、中部に多い。本社分布と製造・加工拠点分布の中間に位置す

る傾向が見られた。 

（２）活動動向(主に２００９年) 

  外資系製造業各社公表資料から見られる最近の傾向は以下の通りである。 

1)経営動向 

 ①販売提携やシナジー効果を狙った特定事業分野での提携が進展。 

 ②業務の集約や効率化を目的として販社再編、日本法人一本化、販社統合など日本法人

再編の動きが出現。 

2)事業展開動向 

営業所や店舗などの営業・販売拠点、トレーニングセンターや技術サポート拠点などの

アフターサービス拠点の新設が目立つ。工場や研究開発施設の新設（TS ジャパン、ニコ

ン・エシロール）も見られる。 

  新規に参入した企業は 8社。うち、プロトラブズでは工場開設。またシグナリオ・ジャ

パンは、自治体による産業集積促進策を利用して進出。 

２．外資系企業誘致にポテンシャルを有する地域における産業集積の現状と課題          

自動車関連企業の集積度が高い地域について、関係機関へのヒアリングを行い、主要産

業集積の現状、自治体の取り組み及び今後の課題を抽出した。 

（1)北部九州地域・福岡県 

アジアなどへのアクセスの良さを強みとして外資系企業誘致を積極的に実施している

（北九州貿易投資ワンストップサービスセンター等）。強い産学官連携ネットワークと、

地場の電機・半導体産業の蓄積により、カーエレクトロニクス技術を中心とした先進

的な自動車技術の育成を積極的に推進（例：福岡市カーエレクトロニクス研究会）。完

成車メーカーの技術開発拠点が存在せず、地場のシーズ技術とメーカーの開発とのリ

ンケージ強化が課題。 

（2)中国地域・広島県 

マツダ傘下の部品メーカーの集積は厚い。外資系企業と地場中小企業との連携の蓄積

があり、海外自動車クラスターとの連携等国際的なアライアンスにも積極的に取り組

む。一方で、カーエレクトロニクスの基盤が弱いため、産学官一体となった地場企業

の技術向上を通じた次世代産業の育成が課題。 
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（3)東北地域・宮城県 

ティア１レベルの大手部品メーカーの誘致に成功しており、自治体の誘致先企業との

連携も密に行われている。東北大学との産学連携を背景に、地場企業の技術蓄積能力

は高い（例：KC みやぎ推進ネットワーク、みやぎカーインテリジェント人材育成セン

ター等）。一方で、地場調達率を高めるために地元にティア 2～3レベルの部品メーカ

ーの育成及び地場が強みとしている電機・電子産業とアライアンスが可能な自動車部

品関連外資系企業の誘致が課題。 

（4)中部・東三河地域（愛知県・静岡県） 

国内・外資問わず殆どの大手自動車メーカー、部品メーカーが立地している一大自動

車集積地。三河港を中心とした自動車物流網を構築し、これを地域活性化につなげる

活動を行っている（例：国際自動車コンプレックス計画）。グレーターナゴヤイニシア

チブ（GNI）等の広域連携により、外資系企業の誘致を促進している。誘致企業と地場

製造業との連携強化が課題。 

 

第２章 我が国における自動車産業集積の現状と課題 

 本章では我が国における自動車産業集積の現状と課題について、経済産業省の｢工業統計

表｣における輸送用機械器具に関するデータに基づきつつ、現状を把握するとともに、産業

集積の性格に応じた外資系企業誘致活動の課題を分析した。 

１．全国の自動車産業集積 

（１）製造品出荷額(平成 19年工業統計表)から見た自動車産業集積 

自動車製造業の出荷額は 22兆 8,931億円、自動車部品・付属製造業のそれは 33兆 6,601

億円であり、自動車関連産業が裾野の広い産業であることが確認できる。 

輸送機器の地域別出荷額は、中部地方が 44.6%、関東地方が 23.9%と両地方だけで 68.5%。

次に近畿地方の 12.1%、中国地方の 8.9%を加えた 4地域で全国の 89.5%を占める。 

２．地域別の自動車産業集積 

   

 

 

 

 

 

 

出荷額 完成車工場 設計開発拠点

北海道 × × ×

東北地方 × ○ ○

関東地方 ○ ○ ◎

中部地方 ◎ ○ ◎

近畿地方 △ ○ ◎

中国地方 △ ○ ◎

四国地方 × × ×

九州地方 △ ○ △

表3：　各地域の特徴
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３．自動車産業集積と対日投資 

完成車メーカーの設計開発拠点がある地域においては、海外の自動車部品サプライヤーが

設計開発拠点をグリーンフィールド投資により、日本に置く可能性は十分に存在する（例：

フランスの樹脂燃料タンクメーカーのイナジー・オートモーティブ・システムズ社が日産

との取引が増加したことで北九州に進出）。 

完成車メーカーの設計開発拠点がない地域では、設計開発拠点がある地域へのM&A投資

を行なった企業が、他メーカーの組立工場がある地域にグリーンフィールド投資を行なう

可能性が存在する（例：ドイツの独立系エンジニアリング会社 EDAG JAPAN社）。当該

地域ではこうした対日二次投資に注目することが、有効であり、設計開発拠点のある地域

との相互連携を図ることにより、常に情報獲得に努めることが必要である。 

 

第 3章 我が国自動車産業における次世代対応と取引関係 

現在、地球環境問題への世界的関心の高まり等を背景に次世代環境対応型自動車への

取り組みが進展している。本章では、かかる動きがこれまで日本の自動車産業の競争力

の源泉のひとつといわれてきた自動車部品取引関係及び外資系企業のわが国市場への参

入に与える影響を分析した。以下の動向に対して、自治体としては多くの自動車メーカ

ーでニーズが高い進出先での部品製造サプライヤーの情報や自動車産業のノウハウ等の

提供等、エレクトロニクスメーカーの自動車産業参入への手助けの役割が求められる。 

 

１．日本自動車産業の状況 

普及が顕著な次世代自動車は、現在国内国外双方でハイブリッド車の販売が好調であ

る。また、電気自動車についても、三菱自動車、富士重工さらには、日産等が市場投入

を表明しているのに加えて、ベンチャー企業等の参入も進んでいる。しかしながら次世

代自動車がすべてのガソリン自動車に早急に置き換わるとは考えにくく、当面ガソリン

車、ハイブリッド車、電気自動車等が並存する状態が継続するものとみられる。このよ

うな状況下で、ガソリン車においても、排ガス規制対応や低燃費化等環境対応に向けた

イノベーションの必要性は続くと予想される。 

２．自動車産業におけるエレクトロニクス化の進展と取引関係 

次世代自動車の導入やガソリン車の環境対応は、いずれも単体自動車のエレクトロニ
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クス化を進展させつつある。エレクトロニクス化の進展は、部品点数の増加につながり、

自動車メーカーが単体ですべてを賄うことが難しくなり、今まで以上に自動車部品サプ

ライヤーへの依存が高まりつつある。また、自動車部品分野では、大手エレクトロニク

スメーカーや半導体メーカーの参入が進む等、自動車部品における取引関係のオープン

化が進展している。このように、エレクトロニス系部品を広範囲に供給できる部品サプ

ライヤーや大手エレクトロニクスメーカーを中心とした取引構造が構築されつつある。 

３．自動車サプライヤーの競争優位と外資系メガサプライヤーの動向 

部品サプライヤーへの依存度が高まりを見せる中、外資系企業では既存システムの排出

ガス削減につながる燃費改善に重要な役割を果たすボッシュやエレクトロニクス分野に

おけるシーメンスが積極的な対応をみせている。 

 

第４章 対日投資とアジア戦略～欧米系自動車部品サプライヤーの戦略比較～ 

近年、外資系企業とわが国企業が提携等のアライアンスを通じて、海外市場への展開を

目指す、いわば out-in-outの事業形態が出現し始めている。現在日本でオペレーションを

行っている欧米系自動車部品サプライヤー、ボッシュ、コルベンシュミット、オートリブ

及びビステオンジャパンからヒアリングを実施した。 

１．ボッシュ 

ロバート・ボッシュはドイツの企業で、2008年度の売上が約 450億ユーロ（約 6兆 9,000

億円）。自動車機器、産業機器、建築関係の消費材の 3 事業分野を持つ。地域別売上比率

は、66％が欧州、17％が北米・中南米、17％がアジア太平洋地域。アジア、とくに中国や

インドは成長地域である。日本への進出は 1911年。1939年にディーゼルエンジンの噴射

装置の国産化のためにディーゼル機器（後のゼクセル）にライセンス契約を展開。関係会

社が 2002年に合併して(株)ボッシュオートモーティブシステムが設立され、2005年にボ

ッシュ株式会社に社名変更された。現在、ドイツのロバート・ボッシュの 100％子会社。

2008年の売上は 3,221億円、従業員数は 7,581名。うち技術者が約 1,000人。日本でのビ

ジネスは、ディーゼル関係（約 4割）、シャーシ／ブレーキ関係（約 4割）、エレクトロニ

クス関係（約 2割）の 3つ。世界中の拠点を活用し、海外の日系自動車メーカーのトラン

スプラントへの技術サポートや営業に力を入れている。 

２．KSコルベンシュミット 

ドイツのコルベンシュミットグループは自動車用エンジン部品システムや軍用車両や軍

用機器を製造。自動車関連は 6 つの企業から成り立ち、KS コルベンシュミットはピスト

ンを製造し、納入先は乗用車と小型商用車、商用車、汎用・船用大型エンジンなど。売上
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高は 6億 7,800万ユーロ、従業員数が 5,820名である。アメリカのフォードや GM、日本

ではマツダ、欧州はダイムラークライスラー、ルノー、VWなどが主取引先。今後の課題

としては、中国工場への技術サポート支援、アジア市場開拓、取引先拡大、次世代自動車

への対応などである。 

３．オートリブ 

 １９５３年スウェーデンで設立。クルマのシートベルト、エアバッグ、ステアリングホ

イール、エレクトロニクスなど車のセーフティーシステムを開発･製造している。広島、横

浜、ソウル、上海の 4 拠点で設計を（とくに日本）、製造は中国で進め、市場となる国に

供給するのが AEP ビジネスのスタイル。顧客はアジアパシフィック全体に及び韓国系の

現代、起亜、大宇、米系の GM、フォード、日系のマツダ、日産、スズキ、仏系のプジョ

ー、シトロエン、インド系のタタやマヒンドラ、中国系の奇瑞汽車や長城汽車、長安汽車、

上海汽車など。新興国市場でビジネスを広げるときにも、日系企業との取引実績は品質や

信頼の提示という意味で重要である。 

４．ビステオン･ジャパン 

自動車用「空調」・「エレクトロニクス」・「インテリア」の開発･製造事業を展開するビス

テオンは 1979 年に米国のフォードが日本で事業展開を図るということで、マツダに資本

参加した後、フォードの部品事業部として 1981 年に日本に進出。その後、フォード本体

から部品事業部がスピンオフ。横浜、広島、愛知に事務所を、広島に工場を有する。海外

展開においては、本社の基本的な考え方や意思決定を抑え、その地域の利益を優先しロー

カルに展開するのがビステオンの方針である。 

 

各社のヒアリングを基に対日投資とアジア戦略について新しいビジネスモデルを提示す

ると、現在の欧米系自動車部品サプライヤーは、まず日本市場において、日系自動車メー

カーに部品を供給することで事業基盤を保持し、さらに、取引先の日系自動車メーカーの

積極的な海外展開に伴って、トランスプラントの支援も増加している。 

ヒアリングした企業の中では、日系自動車メーカーが重要な意思決定を下す拠点の近く

に開発機能を持ち、自動車メーカーの開発要求に迅速に応えていくことが、グローバルな

ビジネス拡大の最良の策という意見が多かった。日系自動車メーカーの場合はとくに意思

決定機能の多くがまだ日本国内にあるため、まず日本でその企業にとっての重要なサプラ

イヤーになり、そこから日本以外の市場に向けてビジネスを展開していくやり方である。 

また、欧米系サプライヤーは、日本拠点を日本市場のみならず、アジアパシフィックの

主要拠点という位置付けで捉えている。ヒアリング企業の中には、アジアパシフィックの
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地域本社を日本から中国に移管するケースがあったが、その場合でも開発機能を中心に日

本側が担うという関係を維持している。この場合、日本の開発拠点は日本の工場のみなら

ず、韓国や中国など、アジアパシフィックの各拠点について、技術的な指導を行う立場を

とる。 

また、多くの欧州企業にとって、全売上に占めるアジアパシフィック地域の割合は未だ低

いが、同地域は今後伸ばすべき地域と捉えられている。そのため日本市場参入後に、取引

関係が樹立されると、本国からさらに製品ラインや研究開発機能を日本側に移管し、顧客

との取引関係をより強固にしようという姿勢が見られる。 

こうした動きに拍車をかけているのが、自動車部品のエレクトロニクス化である(第３章

参照)。ヒアリング対象企業は、この動きを前向きに捉えており、取引先の日系自動車メー

カーにさらに進んだ提案ができる絶好のチャンスと見ている。また日本や韓国を含めたア

ジアパシフィック地域には、多くの優れたエレクトロニクスメーカーがあり、彼らと提携

しながら、この領域の技術を磨いていこうという姿勢も見られた。 

以上のように、自動車をはじめとする機械系産業においては、対日投資をアジア戦略の

中で位置付け、アジアの国際分業体系の中で、我が国への投資の維持と拡大の視点を打ち

出していくことが有意義である。とくに自動車産業の場合は、日本の国際競争力が依然と

して高く、意思決定や開発などの諸機能が日本の中にあることから、欧米系企業の現在の

日本拠点の役割が弱くなり、中国やアジアにその役割を譲るという議論は、当面は該当し

ないように思える。 

 

第５章 外資系企業を誘致するためのコミュニケーション戦略について 

～WEBサイトの活用と対話によるコミュニケーションから～ 

自治体は外資系企業誘致のため、様々な広報活動を行っているが、企業側が求める情報

が十分に伝わっていないという情報のミスマッチが存在する。本章では、ヒアリング及び

全自治体のＷＥＢ等のサーベイを基に、有効且つ効率的なコミュニケーション戦略につい

ての提案を行った。 

１．WEBサイトの活用 

現在の自治体の広報活動は、企業側にその地域の存在を認知させるに留まっている。自

治体はマーケティング活動のひとつ（PROMOTION）であることを強く認識し、他の自

治体との差別化を意識した戦略を立案し、実行すべきである。 

１）外資系企業は意思決定プロセスの初期段階において検索エンジンを利用し、WEB

上の情報をもとに候補地の比較、調査を行う。従って自治体は、英語による情報発信
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WEB サイトを戦略的に活用することが必要である。しかし、英語による情報発信のレ

ベルは自治体間で大きな差があり、外資系企業向け英語の専用サイトを有する自治体は

29自治体に留まっている。 

２）発信すべき情報の内容は、外資系企業の興味、動機、記憶にポジティブな影響を与

えるものでなければならない。インフラ等といった地域の基本情報を他地域と差別化し

て発信するためには、ターゲットを明確にしたプル型（マーケットイン）の発想に基づ

く必要がある。また、既進出の外資系企業の生の声や、将来パートナーになりうる日系

企業を紹介することも自治体のブランド形成に大いに効果的である（現状は専用 29 サ

イト中既進出の外資系企業の生の声が掲載されているのは 5 サイトのみ）。進出先の補

助金や免税等の金銭的な優遇策は、進出決定の大きな要因のひとつである。自治体の

90%以上は詳細を明示しているが、そのメッセージ性は非常に弱い。このため、自治体

は基準となるインセンティブパッケージを明示し、メリットを強くアピールすることに

より、外資系企業側の期待感を高めるべきである。また、駐在員の生活関連情報も進出

決定に影響を及ぼすため、専用サイト上で「駐在者用生活関連情報」の項目を設けるこ

とも有効である。 

首長のメッセージについては、自治体の意気込みとリーダーシップが明確に伝わるため、

特にトップダウン型の意思決定を行う国の企業には効果的である（現状では専用サイト

内で英語による首長メッセージがあるのは 10サイト、35%にとどまる）。 

２．対話によるコミュニケーション 

１）対話によるコミュニケーションは最終的に進出の意思決定の獲得を目指す重要なプロ

セスであり、外資系企業の興味が高まった状態で実施するのが効果的である。また、外

資系企業を担当する人物は「異文化理解者」、「セールスマン」、「意思決定を行うことが

出来る交渉者」等独特の専門性とある程度の経験年数が必要になる。特にトップダウン

型の国の企業を対象とする場合、適切なタイミングで首長によるトップセールスをアレ

ンジすることも効果的である。 

２）進出後のフォローアップ 

進出企業の定着化の観点からは、専任の担当者及び一組織による一元窓口（ワンスト

ップサービス）を設ける等により、コミュニケーションを密にとることが重要である。

福岡国際ビジネス協会（FIBA）や千葉投資サポートセンター（CISC）のように、交流

会を活用することも一方途である。 

第 6章 欧米先進諸国における外資誘致施策と外資企業誘致の成功事例 

本章では、外資系企業誘致を自国の地域経済活性化に上手く活用している欧米先進諸国
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や州政府について、調査・ヒアリングによりその地域産業政策や外資誘致の取り組みにお

ける成功事例を俯瞰した。 

１．英国 

世界第 2 位の投資受け入れ国である英国は、英国貿易投資総省（UKTI: UK Trade & 

Investment）が対内投資のワンストップ窓口となり、外国企業の英国拠点設立からアフタ

ーケアまでを担う。全国各地に世界有数の大学・研究センターが存在し、大学と外資系企

業との連携をサポートするスキームが多数存在し、産学連携の基盤が整備されている。塩

野義製薬や日系自動車部品メーカー、カルソニックカンセイ社が助成金を活用している。

航空宇宙産業、先進素材、自動車産業、バイオ/医薬品、科学産業は欧州総括拠点の集積が

進んでいる。 

２．フランス 

フランス（2009 年には世界第 2 位の外国投資受入国）は、対仏投資庁（AFII）が外資

系企業に対し、投資のモニタリングと投資コスト比較を行えるツールを提供して、戦略立

案から定着支援までを行う。積極的なクラスター政策を採用し全国７１箇所に産業クラス

ターが存在し、特に１７ヶ所は国際的な産業クラスターとして外資系企業の良い受け皿と

なっている。クラスターにおける専門教育センターや公的研究機関のネットワークは、研

究投資を促し、多様な産業部門から得られた能力の共有化を実現し、産業間、企業間の横

断的提携が行われている。国家の長期戦略による法人税免除や補助金制度が用意され、自

動車産業では、Peugeot Citroenや Renaultなど主要企業の周りに密度の高い関連企業ネ

ットワークが集積している。こうした強い産業クラスターに牽引された例が米国モダン・

エンジニアリング社である。 

３．ドイツ 

整備されたインフラと充実した国立研究機関に加え、東西ドイツ統合により、東欧・ロ

シア経済圏へのアクセスの利便性も享受できるようになったドイツは、機械・化学産業に

おける伝統的な高い技術力に加え、IT・光電子工学、再生可能エネルギーなどの新技術分

野でも実績をあげている。ダイムラー、ポルシェ、アウディが立地する大型の自動車クラ

スターには関連メーカー約 740社が集積し、ドイツ自動車産業全体の 41%にあたる 34万

2000人の雇用を吸収している。ドイツ連邦経済技術省が管轄するドイツ貿易・投資振興機

関（Germany Trade and Invest GmbH）を窓口に積極的に企業誘致を奨励している

（22,000 社の外資系企業が立地）。経済界と研究機関の連携体制が整っており、イノベー

ション技術の実用化について行政レベルでの支援策も手厚い。 

４．イタリア 
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1997 年にイタリア貿易振興会（ICE）が窓口となって、本格的に海外からのインバウン

ド投資誘致を行うこととなった。 地域経済が強く、イタリア 20 州のうち、自動車産業を

中心に発展を遂げてきた北西部の工業地域ピエモンテ州、皮革製品・アパレル・大理石産

業など幅広い産業基盤を持つトスカーナ州、中小零細の機械製造業が集積し、近年はナノ

テクを初めとした新規産業発展が目覚しいヴェネト州、二輪や自動車産業また食品産業の

集積地エミリア・ロマーニャ、EU 諸国とのアクセスに優れた経済の中心地ミラノを擁する

北部ロンバルディア州、首都ローマを擁するラツィオ州など、各地域に特色のある産業集

積、企業集積が行われている。 

５.ポルトガル 

外資系企業の投資については、ポルトガル投資貿易振興庁（aicep）が担当。ポルトガル

の産業構造はサービス産業の割合が大きくなり、伝統的な繊維や靴などの製造業以外にも、

より高度な技術を必要とする自動車及び部品、エレクトロニクス、製薬、その他ニューテ

クノロジーなどの産業分野に広がる。1990 年代に米系自動車部品企業の製造拠点設立が相

次ぎ、米国企業によるポルトガル国内下請け工場に対する OEM 発注ニーズが高くなったこ

とから、金型産業やプラスチック成型などの集積が厚くなった。 

規制緩和による外資系企業の投資促進を積極的に行う。 

６．ルクセンブルク 

外資誘致事業は、ルクセンブルクの政府機関である経済開発局（BED）により行われる。

ヨーロッパの中心に位置し、約 5億人の消費者を抱える欧州市場への理想的なゲートウェ

イであり、安定した政治と社会、高い技能を持つマルチリンガルな労働力、最新のインフ

ラ、市場へのアクセスのよさ、好ましい法整備、魅力的な税制などが特色である。近年で

は、ロジスティック、情報通信技術、電子商取引（ICT）、メディア（e-コマース）、自動車

部品、マテリアル開発、プラスチック工学、環境技術、医療技術など高付加価値セクター

育成に重点を置く。 

７.米 国 

米国は透明性の高い法体制、群を抜くインフラそして世界一収益性の高い消費市場へ

のアクセスを誇り、グローバル企業を惹きつける。政府機関である「Invest in America」

が対米投資促進を調整するが、州政府が強力な自治権を有する米国では、対米直接投資

は各州政府事務所が担当している。日本にオフィスを設置している州については、アメ

リカ州政府協会（ASOA、所属：ジョージア、イリノイ等 21州）が会社設立に際しての

手続き、雇用、税務等、必要な事項について情報提供を行っている。税負担と労働コス

トが低いノースカロライナ州には約 160社もの日本企業が進出している。 
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