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　平成 20 年 10 月 1 日、国際協力銀行（国際金融等業務）は、国民生活
金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫の三公庫と統合し、株
式会社日本政策金融公庫の国際部門となり、統合後も引き続き国際協力
銀行（JBIC）の名称を使って業務を遂行することとなりました。これに
伴い、調査研究部門については、旧国際協力銀行開発金融研究所が行っ
ていた活動のうち、海外投資や国際金融等の分野に関する調査研究が、
JBIC 国際経営企画部国際調査室（以下、国際調査室）に引き継がれました。

　JBIC は、新たな使命のもと、日本にとって重要な資源の海外における
開発および取得の促進、日本の産業の国際競争力の維持・向上および国
際金融秩序の混乱への対処の分野において業務を遂行していきます。国
際調査室は、これら JBIC 業務に関連する分野について、これまでよりも
業務に近い立場から、的確にニーズを捉えて調査研究を行い、業務の付
加価値向上に貢献することが期待されています。

　「国際調査室報」は、国際調査室の日頃の調査研究の成果を対外的に発
信し、紹介するものです。JBIC 業務に関連する資源、国際競争力、国際
金融などの分野について、JBIC が有する海外ネットワークや諸外国政府・
国際機関等との関係を活用し、独自の研究成果と外部専門家からの寄稿
論文等を公表していきます。本誌が JBIC と内外の研究者、ステークホル
ダーとの相互理解を深める機会となることを願うものです。

　「国際調査室報」は、前身は旧国際協力銀行「開発金融研究所報」であり、
さらに旧日本輸出入銀行「海外投資研究所報」となりますが、新たにスター
トした JBIC の特徴を活かした研究誌として今後発展させていきたいと考
えています。本誌創刊にあたり、皆様のご理解とご支援、忌憚のないご
批評をお願い申し上げます。
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　世界経済そして国際金融の世界は、
今、大きく動いています。
　不可避的に進行してきた「国際化」
は、ある地点での出来事が他に伝播す
る速度を著しく速いものにしています
し、生産国・消費国という単純な二分
法を時代遅れのものにしています。「革
新的創造」とされた商品のいくつかは、
事態の振幅を大きくすることを通じて
時には予想外に大きな負の効果をもた
らし、また新商品の構造についての正
確な認識がないままに、各企業のガバ
ナンス能力を超えた投資が行なわれる
ことを唆すことにより、リスクの増大
をも招いています。
　さらに、乏しいことが積年の悩みで
あった資本・資金が全体として供給過
剰になる中で、この潤沢な資本・資金
は産業構造の変化や、第一次、第二次
そして第三次という産業分類の間での
相対的収益率の変化をもたらしていま

す。これはまた、資本と労働の相対価
格の変化にもつながって、国内総生産
の伸びと雇用の伸びの間の関連性を小
さくしています。そして安価となった
資本は設備能力の急速な増強を通じて
工業生産品の価格低下をもたらし、産
出価格と投入価格の差を徐々に縮めて
いっています。
　このような状況は、基本的には今後
も続いていくものと考えられます。し
かし、このような大きな「変化」の実
態とそれがもたらした「便益」と「被
害」の内容・規模・メカニズムについ
ては、未だに明快な分析が為されてい
ません。これらの変化のうち、伸ばし
ていっても良いもの、適度な監視・抑
制が必要とされるもの、管理は難しい
がリスクの最小化は可能なもの等な
ど、質的な差がある中で、それぞれを
正確に把握していく努力が現在必要と
されています。

〈巻頭言〉

「国際調査室報」創刊に寄せて

株式会社日本政策金融公庫
代表取締役副総裁

国際協力銀行経営責任者

渡辺　博史
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　その上で、先進国・途上国双方の政
府、国際機関ならびに世界の民間企業
がどのような協働関係を構築していく
か、そして金融機関とそれ以外の機
関・企業がどのように緊張関係を持ち
つつ、協力して行くか、その中でリス
クの最小化、縮減、合理的な分散に如
何に工夫をこらすかが、重要になって
います。
　新生「国際協力銀行」の使命は、法
令において明らかにされているよう
に、「日本にとって重要な資源の海外
における開発及び取得の促進」、「日本
の産業の国際競争力の維持・向上」そ
して「国際金融秩序の混乱への対処」
の三つです。前二者は、読み方によっ
ては内向きの方針にもとれますが、こ
の二つの使命に記されていることを日
本の企業が行なうことは、実は世界経
済、国際金融に大きな貢献をすること
になります。資源・エネルギーの世界
的需給を全体として緩和させる能力増
強にもつながり、また安定的取引の推
進を通じて市場の不安定性・脆弱性の
縮減にも貢献するからです。また日本
企業が優位を持つ省エネ技術、親環境
技術を普及することは、これら企業の
体力を高めるのみならず、世界全体が
これから取り組まねばならない大きな
課題である環境問題への一助にもなる

からです。そして第三の使命は、今ま
さに残念ながら我々が直面している状
況への対応です。特に、資金の流れ全
体が滞留する中では、資金獲得競争が
起こり、必要ではあっても相対的に収
益率の低い分野への所要資金が調達出
来なくなる危険性を高めています。こ
のような状況を放置することなく均衡
の取れた世界の発展を推進すること
が、今我々には求められています。そ
のために、開発途上国の金融が大きく
傷つくことを回避し、それらの国民の
福利厚生が低下しないように心がける
ことも、依然として我々の重大な責務
です。
　政策金融機関としてのこれらの使命
を果たすためにも、また、先に述べた
ような協働関係を内外の研究者あるい
はステークホールダーである読者の皆
様との間に構築していくためにも、現
状と将来展望について的確な調査研究
を進めていくことが必要であると思っ
ています。その成果を皆様と共有し、
皆様からのフィードバックを頂き、そ
れを基礎として建設的な議論を進めて
行くことができれば、と考えています。
　この国際調査室報が、皆様の期待に
応えたものとなることを心から祈念し
ています。
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わが国製造業企業の海外事業展開*1に
関する調査報告
―2008年度　海外直接投資アンケート調査結果（第20回）―

国際経営企画部国際調査室 海外投資研究グループ 主任研究員　 牛田　　晋
 宮口　知之

要　旨

■ 海外事業は下振れ圧力あるも取組姿勢は依然積極的。国内事業は現状維持が多数派となっ
た

　海外事業に対する取組姿勢では 79％の企業が強化・拡大すると回答した。前年比では 3
ポイント減で、世界的な景気減速の影響が出始めていると思われるものの、約 8 割の企業が
積極的な姿勢を維持している。伸び悩む国内需要とあわせ読むと、日系企業の成長の源泉と
して海外事業は依然注力点となっていると考えられる。一方、国内事業で強化・拡大すると
した企業は 41％にとどまり（前年比 10 ポイントの減）、現状維持するとした企業が 53％と
なった。

■ 具体的な事業予定では、新規投資はインド、ベトナム。中国、タイでは既存拠点の拡張投
資。ロシア・中近東は販売強化が中心

　具体的な事業予定では、中国、タイは製造拠点強化、販売拠点強化とも高水準なるも既往
拠点の拡張投資が大勢。一方、インド、ベトナムでは新規投資が目立つ。また、ロシアや中
近東での事業予定は販売関連のものが多く、製造よりは販売から投資していくという姿勢。
なお、業種別には、近年拡大を続けてきた自動車関連で事業拡大を予定する企業が減少した。 

■事業実績評価は北米で大幅低下、中国は伸び悩み。EUはユーロ高の寄与大きい
　地域別の直近の事業実績（売上高、収益）評価では、北米の評価が大幅に低下した。自動
車関連企業で評価が大きく下がっており、景気減速による市場縮小が悪影響を及ぼしたもの
である。中国は収益不満足の理由として「本格稼動の前であるため」が減少、一方「コスト
削減が困難」が増加した。EU の収益満足度は比較的高評価なるも、ユーロ高による寄与が
大きかった。

■有望国は中国が 1位を守るが、インド、ロシア、ブラジルなど他の新興国へ人気が分散
　有望国調査（事業展開先としての期待値を含む）では、中国は依然ランキング 1 位である
が、中国を有望とする企業の数は減少傾向。一方で、インド、ロシア、ブラジルをはじめと
した他の新興国を有望視する企業が増加するなど、日系企業が関心を持つ国・地域は一層分
散する傾向。なお、インドを有望とする企業数は中国に拮抗するまでに増加。

＊1 本調査では、「海外事業」の定義は、海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取組む生産の外部委託、
調達等を含むものとしている。
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■ 日系企業の中国、韓国、台湾系企業との競合では、開発・製造部分では日系企業優位なる
も、販売や経営スピードといった分野では劣るとの結果

　中国、韓国、台湾系企業（東アジア企業）の日系企業に対しての実力の評価を行った。製
品開発力や製造技術のものづくりの分野では、日系企業は東アジア企業に対して総じて優位
との評価である。一方、販売力や経営スピードの面では、日系企業よりむしろ東アジア企業
のほうが優れるとの結果となり、優位のポイントがはっきり分かれた。なお、業種別で見る
と、特に電機・電子業でより厳しい競合となっている。

■ 国際競争力強化のため新製品の開発、原価低減が上位 2項目。グローバル化に対応しう
る人材獲得や海外生産拡大といった海外関連の取組にも注力

　国際競争力の維持・強化の取り組みは、「新製品の開発」が昨年度に続いて第 1 位。「原価
低減」が 2 位となった後、「グローバル化対応人材の獲得」、「海外生産拡大」が続き海外関
連項目に高いプライオリティがおかれていることがわかる。なお、素材関連企業では「原材
料の安定調達」を重要視している。 

Abstract

■  Although downside pressure was increasing, positive attitude for overseas operations 
remained unchanged; a majority of companies intended to maintain their present levels 
of domestic operations.

　 　Of all the companies responded to the survey, 79% indicated their intention to 
strengthen or expand overseas operations.  This is a 3 percentage point decline from 
last year, which seems to reflect that they were beginning to feel the impact of the 
global economic slowdown.  However, roughly 80% of the companies remained positive.  
This finding, when combined with lackluster domestic demand growth, indicates that 
Japanese manufacturers still placed focus on overseas business operations as their 
source of business growth.  At the same time, only 41% indicated their intention to 
strengthen or expand domestic operations, down 10 percentage points from last year, 
with 53% planning to maintain domestic operations at the present level. 

■  Specific investments being planned focused on greenfield investments in India and Viet 
Nam; expansion of existing bases in China and Thailand; and expansion of sales in 
Russia and the Middle East.

　 　While high levels of specific investments being planned in China and Thailand aimed 
to expand both manufacturing and sales bases, they pertained primarily to expansion of 
existing bases.  By contrast, significant greenfield investments were being planned in 
India and Viet Nam.  Many prospective investments in Russia and the Middle East 
were related to sales, which revealed a strategy of making initial investments in the 
area of sales rather than manufacturing.  By industry, there was a decrease in 
investments in automobiles and related industries, which had been increasing in recent 
years.

＊1 Overseas business operations are defined as production, sales and research and development (R&D) activities in overseas 
bases, as well as outsourcing of production to and procurement from overseas sources.
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 ■  Business performance declined significantly in the U.S. and inched down in China, while 
remaining strong in the EU region, which was due largely to the appreciating Euro.

　 　Evaluation of recent regional business performance (sales and profits) found that 
performance in North America fell significantly.  This was especially pronounced in the 
automobile sector that suffered a major setback in the shrinking market attributable to 
economic slowdown.  As the reasons for the low level of satisfaction with respect to 
profitability in China, there was a significant reduction in the companies responded who 
cited “company … yet to be fully operational” and an increase in those citing “difficulty 
in reducing costs.”  The EU (EU15) was rated relatively high with respect to 
profitability, but this was largely due to the effects of a strong euro. 

■  China continued to be at the top of the rankings of promising countries, but there was 
greater diversity in country preference, with more companies citing India, Russia and 
Brazil as promising country. 

　 　When the companies surveyed were asked to cite promising countries for business 
operations (based on their perceptions), China continued to hold the top place, though 
those considering China as a promising country decreased.  On the other hand, an 
increasing number of companies viewed India, Russia, Brazil and other emerging 
market countries as promising.  This is indicative of greater diversification of interest in 
countries and regions where Japanese companies have good business prospects.  The 
number of companies that viewed India as promising increased to a level comparable 
with China.

■  While Japanese companies were considered to have advantage in product development 
and production, whereas Chinese, Korean and Taiwanese firms were considered to 
have advantage in sales and the speed of business.  

　 　In evaluating their competitiveness, the companies responded considered Japanese 
companies are generally superior in product development and manufacturing 
technologies.  In contrast, East Asian companies were seen to be superior to Japanese 
companies in the area of sales capabilities and the speed with which business is 
conducted, indicating a clear distinction in their respective advantages.  By industry, 
there was intense competition in electric equipment/electronics than in other 
industries.　

■  Developing new products and lowering costs ranked high among efforts to improve 
international competitiveness.  Also, an increasing focus was placed on efforts to 
acquire personnel capable of dealing with globalization and expand overseas 
production.

　 　“Developing new products” ranked first, as in last year, among efforts to maintain/
improve international competitiveness, followed by “lowering costs of procured parts 
and raw materials.”  This was further followed by “acquiring human resources capable 
of responding to globalization” and “expanding overseas production,” both of which 
indicate high priority placed on efforts related to overseas operations.  Materials-related 
companies placed importance on a “stable procurement of raw materials.”
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はじめに

　わが国製業企業の海外事業展開に関する調
査は、1989 年以降本行が毎年アンケート形
式で実施しているものであり、本報告は、第
20 回目となる 2008 年度調査の結果をとりま
とめたものである。まずは、本年度のアンケー
ト調査項目などについて以下で簡単にふれつ
つ本編の構成を紹介する。また、アンケート
の回収、数字の集計だけではなく、8 月から
10 月にかけて電話ヒアリングを行うととも
に、企業訪問によりインタビューを実施し、
生の声を多数集めるよう注力した。本編には、
それらで得られた意見を多数盛り込んでいる
ので、ご参考になればと考える次第である。

　第 1 章では、調査方法と今回調査に回答い
ただいた企業の概要をまとめる。次の第 2 章
から第 6 章までは、本調査で継続的に質問し
ている項目である。第 2 章では、海外生産比
率など海外事業の規模や今後の事業展開のス
タンスなどを分析し海外事業全般のまとめを
行う。第 3 章では、同様の切り口で国内事業
についてまとめ、国内において特に力を入れ
て展開していく点などを分析する。

　その後は、個別国や地域を軸とした分析に
移行する。第 4 章では、海外各地域ごとの事
業展開のスタンスや積極姿勢をとる際の強化
分野をまとめ、国や業種などによる事業展開
上の特徴を明らかにする。第 5 章では、各国
事業の事業評価、すなわち売上高、収益の評
価などのまとめを行い、特に、変化が目立つ
北米、中国、EU などについては、詳細な分
析を実施した。第 6 章では、海外事業展開有
望国・地域について分析を行い、近年の人気
国の変遷をまとめた。また、海外事業展開有
望国・地域として多くの企業が回答した中国
など 6 カ国についてはその有望理由と有望国
の課題についてまとめた。

　第 7 章以降は、国際的な競合、国際競争力
についてまとめたものである。第 7 章では、
日系企業と中国、韓国などの東アジア企業と
の競合状況についてまとめた。続く第 8 章で
は、様々な企業との競合が高まるなかで、日
系企業が国際競争力を維持・強化していくた
めの重要な取り組みについて調査、分析して
いる。また、最後に昨年度と同様に補論とし
て中堅・中小企業に関する動向を取りまとめ
た。

　詳細な分析・説明は各章で述べるが、以下

第８章　 国際競争力の維持・強化の 
ための重要な取組み………… 62
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では、調査実施以降の経済環境の変化を踏ま
えての今年度調査のポイントについて 2 点述
べたい。

・日系企業の海外事業展開姿勢の変化と今後
　本調査は 8 月に実施したものであり、それ
以降の経済環境の変化は著しい。100 年に 1
度の危機といわれており、08 年秋以降の世
界経済の失速は戦後では例を見ないほどの地
域的広がりと失速のスピードである。日系製
造業企業では、海外需要の拡大を原動力とし
て成長した業種、例えば自動車などで特に影
響が大きい。
　そういった中で、第 3 章にて紹介する日系
企業の海外事業へのスタンスはどう影響を受
けているだろうか、構造要因と景気循環要因
を軸にして考えてみたい。構造要因は、今後
期待される国内需要と海外需要の伸びの違い
である。この要因に重きを置く企業は、「需
要急減の短期的対応は行うが、中長期での拡
大志向は変更しない」というスタンスと思わ
れる。一方、今回のバブルの膨張と崩壊を景
気循環とするのはやや乱暴な部分もあるもの
の、景気循環要因、すなわち、とにかく海外
需要の急拡大に乗っていった企業では、「短
期的対応の先の方向性を描ききれない状態」
ではないかと思われる。上記は両極端の例で
あり、いずれの企業も両方の要因を持ってい
るものの、基本的には前者が多数派と思われ
ること、調査の質問のタイムスパンは中期的

（3 年程度）について質問をしており、より
構造変化要因に引っ張られることから、現在
同様の質問をしても結果はさほど変化しない
のではないかとも思われるが、さすがに今回
の景気下押しの影響は大きい。調査では積極
的に拡大していく、としていた社においても、
今回の景気減速の規模があまりに大きいこと
や資金的な制約のため、スタンスが中立ない
しは消極的になる企業も出てくると思われ、
積極的な企業は相当程度減少するものと思わ
れる。
　ただし、構造要因による内外の成長機会の
違いは残ることがほぼ確実と思われる。また、

今回の景気減速の深さ、期間についてはどの
程度になるかは不確かであるものの、少なく
とも 2～3 年後には回復することが見込まれ
ている。前回の不況時に投資を絞りすぎて結
果的に競争力を落とすこととなった企業、業
種も見られる。来る景気回復期に備え、技術
力、製造現場の力、販売力といった分野につ
いて、まずは最低限強みを維持する、できれ
ば、例えば人材確保が容易となることを利用
するなどして弱みを克服していくといった、
基礎的な競争力を維持していく活動が将来の
成長力を左右するものと思われる。

・有望国の見方の変化と今後のポイント
　中期的な有望事業展開先国・地域について
第 6 章で紹介しているが、足もとの経済環境
の変化を受けどのように変化しているだろう
か。
　今後の事業拡大の可能性のモノサシとして
各国の GDP 成長率を利用すると、標準シナ
リオでは先進国は相当な低成長あるいはマイ
ナス成長にとどまる見込みだ。一方、新興国
は減速するとはいえ、比較的高成長が見込ま
れている。とりわけ中国では財政的な余力も
大きいこともあり、積極的な景気刺激策がと
られ相応の成長率を確保するとの見込みが一
般的だ。この観点からは、経済的には米国一
極集中から多極化へ、投資としては先進国よ
りは新興国へ、という従来からの流れ通りと
なる。一方で、リスクについてはさまざまな
種類のリスクがあり、一概にまとめることは
難しいが、直近の動きとしては、インドでは
テロ、タイでは政治混乱、ベトナムではイン
フレ（コスト高騰）のリスク認識などが大き
く変化し、新興国での事業のリスク認識全般
としては高まっているのではないかと思われ
る。また、中国での事業リスクについては、
厳しい競争、知財保護、回収金など多様なリ
スクが認識されているものの、インド等に比
べれば直近の変化は限定的であり、相対的に
はむしろ安定感が増したとも思われる。
　上記を総合すると、企業のリスク選好度合
いにより、ローリスクローリターンの先進国
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か、より高い成長を目指して新興国を重視す
るか、また新興国では中国への見方が相対的
に改善するのではないかとの見方が成立しそ
うだ。ただし、昨今の経済の混乱などを受け
事業環境の変化はめまぐるしい。上記の標準
的なシナリオとは別にさまざまなシナリオを
想定しておくということは言うまでもない
が、投資を考える際に、投資環境として「す
ぐに変化しうるもの」、と「簡単には変化し
ないもの」といった事項にも注目することが
重要と思われる。前者の代表例は、（低い）
労働コストであり、後者の代表例は産業集積、
労働者の質、資源の供給元などである。日系
企業の持つ、一度進出をした国では粘り強く
事業を続けていく、といった特徴や昨今の経
済環境の大きな変化をあわせ考えると、「簡
単には変化しないもの」への留意と投資決定
の際の重要性が増していくものと思われる。

　最後になるが、今年度の調査においても例
年どおり様々な方にご協力をいただいた。ま
ず、調査にご回答いただいた企業の皆様に、
心より感謝したい。言うまでもないが、本調
査は企業の回答があってはじめて成立するも
のである。回答企業の皆様には、ご多用中に
もかかわらず、貴重な時間と手間を頂戴して
いる。また、電話ヒアリングやインタビュー
に応じていただいた企業も多数ある。そう
いったことを考えると、身が引き締まる思い
であり、分析の結果などが回答企業の皆様の

今後の事業展開検討などの一助になれば、と
願う次第である。また、調査票の設計から結
果分析、公表にいたるまで、諸大学、諸研究
機関の研究者や行内関係者のアドバイスやコ
メントをいただいた。非常に示唆に富むコメ
ントなども多数あり、本調査の質を高める上
で有益であった。その他、本調査が出来上が
る過程では多数の関係者の皆様のご協力をい
ただいている。ご協力いただいた皆様にはこ
の機会を借り厚く御礼を申し上げたい。

第 1章　 調査方法および回答
企業の概要

1．調査方法

　調査対象企業は、2007 年 11 月末時点で原
則として海外現地法人を 3 社以上（うち生産
拠点 1 社以上を含む）有しているわが国製造
業企業 982 社である。調査票の回収期間は
2008 年 7 月～8 月で、620 社から有効回答を
得た。有効回答率は 63.1％である（図表
1-1）。なお、アンケートの回収とあわせて 8
月～10 月にかけて電話ヒアリングを行なう
とともに、企業訪問によりインタビューを実
施した。

2．回答企業の概要

　回答企業が持つ海外現地法人の総数は

図表 1-1　調査概要

（単位：社数、%）
調 査 年 度 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
調 査 対 象 企 業 数 437 506 551 614 652 700 718 722 743 749
回 答 企 業 数 247 277 298 314 338 382 422 432 445 455
回 答 率 56.5 54.7 54.1 51.1 51.8 54.6 58.8 59.8 59.9 60.7
海 外 現 地 法 人 数 3,950 4,594 4,617 5,269 5,428 5,385 6,496 6,730 6,978 6,654

調 査 年 度 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
調 査 対 象 企 業 数 786 791 792 812 932 939 945 967 969 982
回 答 企 業 数 472 469 501 508 571 595 590 594 606 620
回 答 率 60.1 59.3 63.3 62.6 61.3 63.4 62.4 61.4 62.5 63.1
海 外 現 地 法 人 数 7,225 7,285 7,710 8,924 9,838 10,079 10,847 10,152 11,516 11,877
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11,877 社であり、このうち約半数は生産拠点
である。現地法人の地域分布で最も多いのは
中国で 2,784 社、次いで ASEAN5 2,325 社、
北 米 1,834 社、EU15 1,804 社、NIEs3 1,343
社などの順となっている。中国の現地法人数
は、2004 年度調査で ASEAN5 を上回って以
降も高いペースで伸びている。また、生産拠
点 に 限 る と、 中 国 で 1,835 社、 次 い で
ASEAN5 1,314 社などとアジア地域の比率が
高まっている。印越その他アジアは、現地法

人数、生産拠点数とも絶対水準では他の地域
に及ばないものの堅調な増加基調を示してい
る。（図表 1-2～4）
　本年度調査の回答企業を業種別、規模別に
みると、昨年度からの大きな変化はない。業
種別内訳では、電機・電子（18.5％、115 社）、
自動車（17.1％、106 社）、化学（12.7％、79 社）
および一般機械（9.0％、56 社）がそれぞれ
構成比で全体の 2 割から 1 割を占めており、
上記 4 業種で全体の約 6 割（57.3％）を占め

図表 1-2　海外現地法人の拠点別・地域別内訳

（n =620）（単位：社数）

本年度調査 NIEs3 ASEAN5 中国
印越

その他
アジア

北米 中南米 EU15 中・東欧 その他
欧州

ロシア・
他 CIS 大洋州 中近東 アフリカ 合計

生 産 拠 点 467 1,314 1,835 291 777 252 433 113 20 12 50 18 28 5,610

販 売 拠 点 806 811 734 142 705 194 1,130 113 74 47 137 54 52 4,999

研 究・ 開 発 拠 点 9 49 77 7 100 7 64 4 0 0 6 1 0 324

そ の 他 61 151 138 43 252 58 177 8 3 6 33 7 7 944

※「その他」には、統括会社、サービス会社、金融子会社などが含まれる。
＜本調査における主要地域の分類
NIEs3（韓国、台湾、香港）
ASEAN5　 （シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）
北米　　　（米国、カナダ）
EU15　 　 （英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ギリシャ、ルクセ

ンブルク、デンマーク、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、
スウェーデン、アイルランド）

中・東欧　 （ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ブルガリア、ルーマニア、ス
ロベニア、アルバニア、ロアチア、セルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェ
コビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア）

＜本調査における中国国内の分類＞
東北地域（黒龍江省、吉林省、遼寧省）
華北地域（北京市、天津市、河北省、山東省）
華東地域（上海市、江蘇省、安徽省、浙江省）
華南地域（福建省、広東省、海南省）
内陸地域（上記以外の省、自治区）

図表 1-4　海外現地法人数の推移
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図表 1-3　海外生産拠点数の推移
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（※1）中国は 93 年度より、その他アジアは 96年度より個別集計開始。
（※2） シンガポールは 1998 年までNIEs に、1999 年より ASEANに含まれている。また、EUは 2004 年度から EU15

としている。
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ている（図表 1-5）。売上高別内訳では、1 兆
円以上（9.4％、57 社）、3,000 億円以上 1 兆
円未満（12.5％、76 社）、1,000 億円以上 3,000
億円未満（20.8％、126 社）、500 億円以上 1,000
億円未満（17.0％、103 社）、100 億円以上
500 億円未満（32.6％、198 社）、100 億円未
満（7.7％、47 社）となっている。なお、資
本金 10 億円未満（単体ベース）の中堅・中
小企業が 151 社で全回答企業の約 4 分の 1

（24.6％）であった。従業員数 300 人未満（単
体ベース）は 127 社であり全体の約 5 分の 1

（20.6％）であった。（図表 1-6～8）

図表 1-6　回答企業の総売上高別内訳（連結ベース）

企業数 構成比
（%）

500 億円未満
500 億円以上～1,000 億円未満

1,000 億円以上～2,000 億円未満
2,000 億円以上～3,000 億円未満
3,000 億円以上～5,000 億円未満

5,000 億円以上～1 兆円未満
1 兆円以上

245
103
 86
 40
 42
 34
 57

 40.4%
 17.0%
 14.2%
  6.6%
  6.9%
  5.6%
  9.4%

合計 607 100.0%

※未回答企業が 13社ある。

図表 1-7　回答企業の資本金別内訳（単体ベース）

企業数 構成比
（%）

～   300 人
301 人～   500 人
501 人～ 1,000 人

1,001 人～ 5,000 人
5,001 人～10,000 人

10,001 人～

127
 82
129
216
 32
 32

 20.6%
 13.3%
 20.9%
 35.0%
  5.2%
  5.2%

合計 618 100.0%

※未回答企業が 2社ある。

図表 1-5　回答企業の業種別内訳

業　種 企業数 構成比
（%）

食 料 品 33 5.3%
繊 維 38 6.1%
木 材 ・ パ イ プ 4 0.6%
紙 パ ル プ 6 1.0%
化 学 79 12.7%

［化 学（ 除 医 薬 品 ）］ ［73］［11.8%］
［医 薬 品］ ［6］ ［1.0%］

石 油 ・ ゴ ム 17 2.7%
窯 業・ 土 石 製 品 15 2.4%
鉄 鋼 16 2.6%
非 鉄 金 属 20 3.2%
金 属 製 品 26 4.2%
一 般 機 械 56 9.0%

［一 般 機 械 組 立］ ［47］ ［7.6%］
［一 般 機 械 部 品］ ［9］ ［1.5%］

電 機 ・ 電 子 115 18.5%
［電 機 ・ 電 子 組 立］ ［46］ ［7.4%］
［電 機 ・ 電 子 部 品］ ［69］［11.1%］

輸 送 機（ 除 自 動 車 ） 8 1.3%
自 動 車 106 17.1%

［自 動 車 組 立］ ［10］ ［1.6%］
［自 動 車 部 品］ ［96］［15.5%］

精 密 機 械 28 4.5%
［精 密 機 械 組 立］ ［23］ ［3.7%］
［精 密 機 械 部 品］ ［5］ ［0.8%］

その他 53 8.5%
合計 620 100.0%

図表 1-8　回答企業の従業員別内訳（単体ベース）

企業数 構成比
（%）

1 億円未満
1 億円以上～  5 億円未満
5 億円以上～ 10 億円未満

10 億円以上～ 50 億円未満
50 億円以上～100 億円未満

100 億円以上

53
70
28
143
90
229

8.6%
11.4%
4.6%
23.3%
14.7%
37.4%

合　計 613 100.0%

※未回答企業が 7社ある。
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第 2章　 海外生産比率・海外
売上高比率

　図表 2-1 は、海外生産比率及び海外売上高
比率についての各企業の回答を算術平均し、
グラフ化したもの、図表 2-2 は今年度調査の
結果について主要業種毎の結果を纏めた表で
ある。本年度調査では 2007 年度の実績を質
問しているため、同年までの実績と今後の見
込みを印した図表となっている。同図表から
分かる通り、回答企業の海外生産比率は第 1
回調査（1988 年度実績：12.1%）以降、1991
年度及び 1997 年度の実績で前年度比わずか
にマイナスとなった他は一貫して増加を続
け、2006 年度実績で初めて 30% を超え、本
年度調査（2007 年度実績）では 30.7% と調
査開始以来最高の値を記録した。同比率は
2008 年度実績見込みで 31.4%、中期的計画で
は 34.8% と引き続き上昇する見込である。一
方、海外売上高比率の 2007 年度実績も
33.9% と過去最高となり、更に 2008 年度実
績見込みは 35.2% であり拡大傾向が続いてい
る。これらの結果から、日系製造業企業のビ
ジネスの内、約 3 分の 1 が海外で行われてい

るという実態が明らかになる。少子高齢化が
進み、2007 年には 2 年ぶりに人口が自然
減＊1 するなど国内市場が縮小傾向にある中、
収益の源泉を海外市場に求める企業が増加し
ていることが、同比率の上昇に影響している
と考えられる。
　主要業種別では、化学・一般機械において
海外売上高比率が海外生産比率を各々6.6%、
21.7% 上回っており、他業種と比較して国内
で生産した製品を輸出している割合が高いこ
とが分かる。特に海外生産比率と海外売上高
比率の差が大きい一般機械については回答企
業の一角を工作機械メーカーが占めるが、①
精密さが要求される工作機械では、組立後の
最後の調整が非常に重要であり、技術力の高
い国内での生産が必要、②主要顧客である自
動車メーカーに鍛えられた結果、技術力が高
まり競争力の高い製品を有している、などの
理由から国内で生産した製品を輸出販売出来
ていると考えられる。しかしながら、日系製
造業企業の海外生産比率上昇を受け、納期短
縮やアフターサービス強化のため、一般機械
産業においても海外生産拠点設立を進める企
業も見られる。
　次に化学産業だが、①装置産業ゆえ進出・
撤退が容易でないこと、②規模の経済を考慮

＊1 出生数が死亡数を下回ることによって人口が減少すること。日本では 2005 年に初めて人口の自然減が見られた。

図表 2-1　海外売上高比率
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すると国内に生産設備を維持することに合理
性があり、国内市場が縮小する一方で近年急
拡大した新興国需要に輸出で対応したことな
どから、海外売上高比率が海外生産比率を上
回る結果となっていると考えられる。ただし、
企業ヒアリングでは「日本で生産し輸出して
販売するといった戦略の場合、関税が現地で
の販売価格に影響する。価格競争力を確保す
るためには、現地生産をしていく必要がある
と考えており、今後は生産拠点が分散化する
だろう。グローバルサプライチェーンの最適
化を考えると、日本中心の生産体制は変えて
いかなくてはいけない」とする企業もあり、
今後は海外生産比率が高まっていく可能性が
ある。昨年は、化学産業の一角を占める製薬
企業が後発薬の製造・販売を手がける新興国
企業を買収する事例＊2 も見られた。
　一方で、電機・電子産業や自動車産業では

海外生産比率と海外売上高比率の差が小さ
い。自動車産業は日米自動車摩擦＊3 や円高＊4

等への対策としての現地生産拡大を進めてき
た結果によるところが大きいと考えられる
が、①労働集約的で製品原価に占める労働コ
ストの割合が大きい産業、②納期短縮のため
取引先企業の近くでの生産が有利となる産
業、③現地市場の嗜好に即した製品開発が必
要、といった特徴が見られる産業では海外生
産比率が高くなると考えられる。

＊2 第一三共製薬株式会社は 2008 年 11 月 7 日、インド製薬最大手のランバクシー・ラボラトリーズの買収作業を完了した（2008
年 11 月 8 日付日本経済新聞）。

＊3 1970 年代後半にアメリカ自動車メーカーの出荷台数が急速に減少する一方、日本車のシェアが急増、アメリカにおける失業
の増加と国内産業保護といった世論の高まりを受けて、結局 1981 年度より日本による対米乗用車輸出自主規制が行われた。

＊4 1985 年 9 月のプラザ合意以降、急速に円高が進展し日本からの輸出が採算的に不利になる状況が現地生産の拡大を後押しし
た。

図表 2-2　海外生産比率　海外売上高比率

回答企業数 2007 年度実績 2008 年度実績
見込み 中期的計画

全業種 510 30.7% 31.4% 34.8%

化学 58 22.9% 23.4% 27.4%

一般機械 47 18.7% 19.7% 24.4%

電機・電子 99 43.9% 44.6% 47.4%

自動車 91 34.9% 35.7% 39.9%

回答企業数 2007 年度実績 2008 年度実績
見込み

全業種 583 33.9% 35.2%

化学 73 29.5% 31.0%

一般機械 56 40.4% 42.0%

電機・電子 110 47.3% 48.7%

自動車 97 34.6% 35.9%
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第 3章　 中期的な海外事業展
開見通しと国内事業
展開見通し

1．海外事業への取組み姿勢

　海外事業に対する中期的（今後 3 年程度）
な事業展開見通しについて（回答企業数 611
社）、全業種平均で「強化・拡大する」と回
答した企業の割合は昨年度比 3.0 ポイント減
の 79.2％となった（図表 3-1）。調査開始以来
最高の値を記録した 2006 年度調査（82.8％）
から 2 年連続して値を下げ、2005 年度調査

（79.1％）以来 3 期振りに 80.0％を割る結果
となった。信用力の低い個人向け住宅融資（サ
ブプライムローン）問題に端を発した世界経
済の減速により下振れ圧力があるものの、な
お回答企業のうち 8 割近くが「強化・拡大す
る」と回答しており、中期的な海外事業につ
いての取組み姿勢は依然積極的である。企業
ヒアリングでも「国内需要は縮小傾向であり、
画期的な成長は見込めないため海外市場に出
て行かざるを得ない（食料品）」「国内市場は
これ以上の拡大が望めず、限られた市場を競
合他社と争う構図となる。中期経営計画に掲
げる成長の源泉はやはり海外市場（化学）」と、

いった声が聞かれ、成長継続のためには縮小
傾向にある国内市場での競争ではなく、拡大
が見込まれる海外市場への積極的な事業展開
が不可欠であるという現状がみてとれる。
　業種別にみると、海外事業の強化・拡大姿
勢が最も強いのは化学（89.7％）であり、次
いで一般機械（89.3％）、自動車（84.5％）の

図表 3-1　 中期的（今後 3年程度）な海外事業展開
　　　　  見通し推移

580 社 595 社 611 社

図表 3-2　中期的海外事業展開見通し（業種別）

（注） 「海外事業」の定義；海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取組む生産の外部委託、調
達等を含む。
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順となった（図表 3-2）。また、2007 年度調
査と比較して「強化・拡大する」と回答した
企業の割合をみると、昨年度比で増加したの
は、化学（+1.7 ポイント）、一般機械（+8.2
ポイント）、電機・電子（+0.1 ポイント）の
3 業種に留まり、他は軒並み前年度比マイナ
スという結果である。中でも食料品（-7.1 ポ
イント）と繊維（-4.9 ポイント）の落ち込み
が目立ち、特に繊維は「強化・拡大する」と
回答した企業の割合が 51.4％と、半数割れ直
前の値となっている。これは、生産拠点保有
先国（特に繊維産業の生産拠点の約 4 割（96
拠点 /233 拠点）が集中する中国）における
賃金上昇等、労働集約的産業にとっての投資
環境悪化が影響しているものと考えられる。

2．国内事業への取組み姿勢

　本年度調査では、中期的な国内事業への取
組み姿勢について「強化・拡大する」と回答
した企業の割合は 40.8％と、昨年度と比べて
9.7 ポイントのマイナスと大きな減少が見ら
れ、「縮小する」と回答した企業の割合は昨
年度の倍の 3.1％となった（昨年度は 1.5％）。

「現状程度を維持する」と回答した企業は昨
年度比 7.6 ポイント増の 53.2％と「強化・拡
大する」を上回る結果となり、国内事業では

現状維持派が多数派となった（図表 3-3）。
　これを業種別に見てみると、「強化・拡大
する」という企業の割合は、わずかに増加し
た自動車（37.5％：昨年度比 +1.2 ポイント）
を除いた全業種で昨年度調査の値を下回って
おり、精密機械（37.0％：同 -25.2 ポイント）、
繊維（29.7％：同 -20.3 ポイント）、一般機械

（35.7％：同 -20.1 ポイント）の 3 業種では昨
年度比 20 ポイントを超える大きな減少と
なっている（図表 3-4）。企業ヒアリングの結

図表 3-3　 中期的（今後 3年程度）な国内事業展開
　　　　  見通し推移

577 社 590 社 611 社

図表 3-4　中期的国内事業展開見通し（業種別）
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果においても、「縮小傾向にある国内事業よ
りも海外事業に注力する」といった回答が多
く聞かれた。

3．国内で注力する分野

　中期的に、今後国内で特に注力する分野に
ついて質問（複数回答可）したところ、「高
付加価値品の生産（70.7％）」と回答した企
業が最も多く、続いて「研究・開発（55.5％）」、

「販売・サービス（36.7％）」、「経営・管理
（21.3％）」、「汎用品の生産（10.0％）」の順で
あった（図表 3-5）。順位は昨年度調査と変わ
らないが、「研究・開発」が 5.8 ポイント（昨

年度調査：49.7％）の伸びとなった。生産も
含めて事業の海外展開を志向する企業が多い
中、国内については新製品の開発拠点との位
置付けがより鮮明になってきている。「販売・
サービス」も 5.2 ポイントの伸び（同：
31.5％）となったが、「国内では高付加価値
品の生産や研究・開発にも力をいれて行くが、
ビジネスの拡大が難しくなってきており、『ま
ずは売っていかなければ』という思いで、販
売・サービスを選択した」とする企業もあり、
市場の縮小で競争が激化する中、販売を伸ば
すためにサービスも含めた品質の向上に目を
向ける企業もみられる。

図表 3-5　 中期的強化分野

＜コラム＞海外事業を「強化・拡大」する企業の国内事業への取組み姿勢

　本年度調査では、回答企業全体の 79.2％（484 社）が海外事業を「強化・拡大する」と回
答したが、これらの企業の国内事業への取組み姿勢を見てみると、国内事業についても「強
化・拡大する」と回答した企業は昨年度比 8.7 ポイント減の 46.1％と半数を割った。一方で「現
状程度を維持する」と回答した企業は過半数には届かなかったものの昨年度比 7.0 ポイント
増の 47.7％となった。また、昨年度はわずか 1.0％だった「縮小する」との回答は、3.3％（16
社）に増加した（図表 3-6）。「強化・拡大する」と「現状程度を維持する」の合計が 9 割以
上を占めるのは昨年度と同じだが、成長の源泉と位置づける海外事業に経営資源を重点的
に配置し、大きな市場の拡大が望めない国内事業については現状維持という方針を採る企
業が増加傾向にある。
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第 4章　 地域別中期的な海外
事業展開の見通し

　前章では、中期的な海外事業と国内事業全
般の見通しについての調査結果を紹介した
が、本章では、より具体的に個別の国・地域
に対する企業の事業展開見通し（予定される
アクション）についての調査結果を紹介する。
本調査では海外事業について国・地域ごとに

「強化・拡大する」「現状程度を維持する」「縮
小・撤退する」の 3 つから選択回答していた
だいた。また、「強化・拡大する」を選択し
た国・地域については更に「強化・拡大する
分野（生産機能、販売機能等）」を選択回答
してもらう一方、「縮小・徹底する」とされ
た国・地域についてはその後のアクションを

「第三国へ移管」「事業そのものから撤退」等
から選択回答していただいた。加えて、今年
度はアフリカ地域への投資について独立した

設問を設け、アフリカ向け投資の理由と課題
について回答いただき、分析を行った。
　以下、①地域別海外事業展開見通し及びそ
れら国・地域での強化分野、②アフリカ地域
への事業展開方針、③事業縮小を検討する企
業が見られる地域、および④海外事業強化姿
勢の推移について述べる。

1．地域別強化・拡大企業数

　図表 4-1 は海外事業展開見通しについて今
年度調査と昨年度調査の結果を地域別に比較
したものである。「強化・拡大する」と回答
した企業の割合が高いのは、インド・ベトナ
ムを含むその他アジア・大洋州（77.3％）や
中国（64.4％）だが、増加幅の大きさが目立
つ地域は中近東（67.9％：昨年度比 8.9 ポイ
ント増）やアフリカ（48.0％：同 14.7％増）
であり、新興国市場に対する投資への関心の
高さを反映している。一方、中国（同 4.6 ポ
イント減）や北米（同 8.9 ポイント減）では

　また、海外事業について「現状程度を維持する」と回答した企業は 123 社と全体の約 2
割を占めるが、これら企業の国内事業展開姿勢は「強化・拡大する」と回答した企業が
19.5％（昨年度比 8.5 ポイント減）、「現状程度を維持する」と回答した企業が 74.0％（昨年
度比 7.0 ポイント増）となった（図表 3-7）。海外事業について「現状程度を維持する」と回
答した企業は、国内事業についても「現状程度を維持する」と回答する企業が多いことが
わかる。

図表 3-6　 海外事業を「強化・拡大する」と
　　　　  回答した企業の国内事業展開見通し

図表 3-7　 海外事業を「現状程度を維持する」と
　　　　  回答した企業の国内事業展開見通し
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図表 4-1　地域別海外事業展開見通しの推移

図表 4-2　強化・拡大する企業数（2008 年度：全業種）
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減少が目立つ結果となった。また、図表 4-2
では「強化・拡大する」と回答した企業の実
数を地域別にグラフ化した。各グラフの高さ
が「強化・拡大する」と回答した企業数を表
し、黄色の部分は昨年度の同様の質問への回
答との差を表したものである＊1。特徴的な点
としては、北米において「強化・拡大する」
と回答した企業数が 40 社減と大きく減った
ことがあげられる。また、日系製造業企業の
投資蓄積が進んでいる中国の各地域及びタイ
で昨年度比マイナスとなるなど、積極姿勢が
やや後退傾向にあることを示す数値もみられ
る一方で、インド、ベトナム、ブラジル、中
近東、アフリカといった新興市場に対しての
積極姿勢が目立つ点も特徴のひとつである。
以下、より具体的な国・地域の分析を先に紹
介し、業種別の分析結果については後述する。

⑴アジア
　図表 4-3 は、アジアの主要国・地域＊2 につ
いて今年度調査結果をグラフ化したものであ
る。中期的な事業強化姿勢として「強化・拡

大する」との回答が多い地域はインド
（90.0％）、 ベ ト ナ ム（80.4％）、 華 東 地 域
（68.4％）、華南地域（67.9％）、タイ（66.3％）
などであり、インド・ベトナムへの事業強化
意欲が特に目立つ結果となった。さらに図表
4-4 では、それぞれの国・地域における強化・
拡大する分野について回答企業数（実数）を
グラフ化した。一見して明らかなように、生
産機能を強化・拡大すると回答した企業数が
多いのは華東地域（190 社）、タイ（181 社）
及び華南地域（141 社）である。しかしなが
らこれらの地域においては「強化・拡大する」
と回答した企業の大半（約 9 割）が強化・拡
大する分野として「既存拠点強化」を選択し
ている。
　これとは対照的な結果となったのがインド
とベトナムである。この 2 カ国で生産機能を
強化・拡大すると回答した企業の絶対数はそ
れぞれ 100 社、95 社と前述の国・地域に比
べて多くはないものの、「強化・拡大する」
と回答した企業のうちインドでは 53.0％、ベ
トナムでは 37.9％が「新規拠点設立」を選択
した。図表 4-5 をみると、全回答企業 620 社
のうち中国に生産拠点を有する企業は 500
社、タイは 303 社であり日系製造業企業によ
る投資の蓄積が進んでいる。一方、インドに
生産拠点を有する企業は 79 社、ベトナムは

＊1 韓国を例に取ると、今年度調査では 112 社が韓国での事業を「強化・拡大する」と回答したが、昨年度調査と比べると 5 社
少ない。

＊2 中国は、東北地域、華北地域、華東地域、華南地域、内陸地域の 5 つに細分化して紹介する。

図表 4-3　中期的事業展開規模（アジア主要国・地域）

図表 4-4　 （生産）強化・拡大する分野
　　　　  （アジア主要国・地域）
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98 社に過ぎず、この違いが「既存拠点強化」
を選択するか「新規拠点設立」を選択するか
の回答に影響を与えているものと考えられる。
　同様に図表 4-6 は、販売機能について纏め
たものである。「強化・拡大する」と回答し
た企業の絶対数は、やはり華東地域（218 社）
での多さが目立つが、インド（128 社）も多
くの票を集め、タイ（118 社）を上回る結果
となった。全体の傾向としては中国の各地域
やタイでは「代理店活用強化」「既存拠点拡張」
が約 8 割を占めるが、インドやベトナムでは

「新規拠点設立」がそれぞれ 23.4％、18.4％
と比較的高く、生産機能についての調査結果
と同様の傾向があると言える。

⑵その他地域
　図表 4-7 は、欧米・中東・アフリカ地域に
ついて中期的事業展開姿勢を尋ねた結果であ
り、事業強化姿勢として「強化・拡大する」
との回答が多い国・地域はロシア（75.6％）、
中近東（67.9％）、ブラジル（64.8％）となっ
た。図表 4-8、図表 4-9 は生産機能・販売機
能について強化・拡大すると回答した企業数
をグラフに纏めたものである。国・地域別で
は生産・販売とも北米及び EU15 が突出して
多い結果となった。これら 2 地域を除いた新
興市場として注目を集める各地域において
は、販売機能を「強化・拡大する」と回答し
た企業数が生産機能を「強化・拡大する」と
回答した企業数を上回っており、日系製造業

図表 4-5 生産拠保有企業数の推移（主要 4ヵ国）
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企業にとって、これらの国・地域は製造拠点
としてよりも販売拠点としての関心が高いこ
とを示している。特にこの傾向が目立つのが
ロシアと中近東であり、生産機能を「強化・
拡大する」と回答した企業数がそれぞれ 16
社、17 社であるのに対し、販売機能を「強化・
拡大する」と回答した企業数はそれぞれ 88
社、69 社と大きな開きがある。

⑶業種別
ア化学
　化学メーカーの強化・拡大姿勢をみると（図
表 4-10）、中国の華東地域（48 社）、華南地
域（36 社）、タイ（35 社）、北米（28 社）の
順に「強化・拡大する」と回答した企業が多
い。2006 年度調査との比較では、北米（13
社減）、華東地域、EU15（ともに 11 社減）、
韓国（8 社減）において「強化・拡大する」
と回答した企業数が大幅に減少した。ベトナ
ム、ロシア等で「強化・拡大する」と回答し
た企業数が増加したが、それぞれ 3 社増に留
まるなど、全体的には強化・拡大姿勢は横ば
いから減退といった傾向である。後述するが、
各地で自動車産業の強化・拡大意欲が低下傾

図表 4-6　 （販売）強化・拡大する分野
　　　　  （アジア主要国・地域）

図表 4-7　 中期的事業展開規模（欧米他） 図表 4-9　 （販売）強化・拡大する分野（欧米他）

図表 4-8　 （生産）強化・拡大する分野（欧米他）
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向にあることから、自動車メーカーに原料・
部材を供給する樹脂関連メーカー等の投資意
欲も同様に低下していると考えられる。ヒア
リング先企業からも「コンパウンド事業の海
外展開パターンは、最終需要家である自動車
メーカーの進出についていく形が基本。コン
パウンドの成分は自動車メーカーによって異
なるため、自動車メーカーが生産拠点を設立
する際には当社のような供給メーカーも拠点
を設立する」と聞いており、最終需要家であ
る自動車メーカーの投資動向が化学メーカー
の投資動向に大きく影響する構図となってい
る様子が窺える。
　次に強化・拡大する機能についてみると（図
表 4-11）、生産機能と販売機能を「強化・拡
大する」と回答する企業の割合が各国・地域
で同程度であることが後述する他の産業と大
きく異なる点である。これは、販売先となる
最終需要家に追随して生産拠点を設立すると
いう産業の特色が反映されている可能性があ
る。個別に見ると、日系企業の投資蓄積が進
んでいるタイ、ブラジルや中国の各地域では

「生産機能」を強化すると回答した企業が多

い一方、中・東欧、その他欧州・CIS、ロシア、
中近東、アフリカといった新興市場では「販
売機能」を強化すると回答した企業が多く、
これらの国・地域はまだ進出の初期段階にあ
り輸出主体の事業であると考えられる。研
究・開発機能及び地域統括機能については、
シンガポール（研究開発機能 20.0％、地域統
括 機 能 26.7％） と EU15（ 同 25.0％、
20.8％）にて強化・拡大すると回答した企業
が多く、単一国家としてはアジア地域での研
究・開発、統括拠点として注目を集めるシン
ガポールに票が集まる結果となった。化学
メーカーに投資先としてのシンガポールの魅
力を尋ねると「①大型のエチレンセンターが
あるため原料供給の点で有利、②アジア全体
への製品供給拠点として立地が良い、③投資
優遇制度といった 3 点にある。（人件費は高
いが）設備集約型の装置産業であるため、原
材料費において人件費の占める比率が他の産
業と比べて小さく、人件費が高くてもやって
いける」との回答が返ってきた。また、他の
化学メーカーからは「技術者の蓄積が多いた
め、R&D 拠点の設立を検討している」とア

図表 4-10　強化・拡大する企業数（2008 年度：化学）
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ンケートによる集計結果を裏付ける内容で
あった。

イ電機・電子
　電機・電子メーカーの強化・拡大姿勢をみ
ると（図表 4-12）、中国の華東地域（56 社）、
華南地域（44 社）への積極姿勢が強く、タイ、
北米（ともに 38 社）、EU15（37 社）と続く。
ベトナムは 32 社と比較的多くの企業が強

化・拡大すると回答しているが、昨年度調査
の結果と比較すると 4 社のマイナスとなって
いる。中国への拠点集中リスクをヘッジする
ためにもう一カ国に拠点を設立する、いわゆ
る「チャイナ・プラス・ワン」の候補先とし
ても近年人気を集めていたベトナムが、やや
失速したと言える。これは今年度始めからの
インフレーションの進行及び賃金上昇やスト
ライキの頻発等による労務コストの上昇など

図表 4-11　強化・拡大する機能（2008 年度：化学）

図表 4-12　強化・拡大する企業数（2008 年度：電機・電子）
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の影響を受けたものと考えられる＊3。ヒアリ
ングでは、「賃金上昇で困っているのはベト
ナムである（自動車部品）」「高付加価値製品
の生産は中国からベトナムに移管しつつあ
る。ストライキが多く、賃金アップを求める
動きが活発になり、労務コストが上昇してい
ると聞いている。当社はストライキなどの経
験はまだないが、今後の懸念点の一つ。ただ
し、当社の製品群は付加価値が高いため、収
益はさほど大きな影響は受けないだろう。繊
維等の労働集約的な業種にとっては辛いだろ
う（電機・電子部品）」との話を聞くことが
できた一方で「ベトナムは BRICs と比較し
てやや後進的であるが故に競合相手が少な
く、富裕層は確実に増えており、今後伸びて
いく市場の要件を備えている。販売網作りも
有効に機能し、取り組んだ分だけ結果が出て
いる。現在のドン安、インフレ、ストライキ
といった課題は生みの苦しみだと考えてい
る。これを乗り越えて基盤を構築すれば今後
も有望である（電機・電子部品）」といった
拡大志向の企業も依然として多い。
　強化・拡大する機能についてみると（図表

4-13）、中国の華南地域とベトナムにおいて
は「生産機能」を強化・拡大すると回答した
企業の割合が、「販売機能」を強化・拡大す
ると回答した企業の割合を上回ったが、これ
らの国・地域以外では強化・拡大する機能と
して「販売機能」が「生産機能」を上回った。
電機・電子（組立 / 部品）産業の回答企業が
持つ全生産拠点数（1,602 拠点）のうち、約
39.5％（419 拠点）が中国、約 28.2％（299
拠点）が ASEAN5+ ベトナムに集中してお
り、他の国・地域に比べてこれらの国で「生
産機能」を強化すると回答した企業の割合が
高いことで、アジアで集中的に生産して世界
で販売するという産業特性が今後も維持され
ることが想定される。その他の機能について、
地域統括機能ではシンガポールを強化・拡大
すると回答した企業の割合が 31％と高く、
研究・開発機能は北米（16.2％）に票が集まっ
た。

ウ一般機械
　一般機械メーカーの強化・拡大姿勢をみる
と（図表 4-14）、タイ（33 社）、中国の華東

＊3 2007 年の平均賃金は前年比 10～12％上昇、2007 年 12 月の消費者物価上昇率は、前年同月比 12.63％（2008 年 10 月 30 日付
通商弘報）。

図表 4-13　強化・拡大する機能（2008 年度：電機・電子）
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地域（30 社）、インド（27 社）、EU15（22 社）
の順に積極姿勢が強い。2007 年度調査と比
較すると、「強化・拡大する」と回答した企
業数が減少したのは、全 26 国・地域中で中
国の華北地域（1 社減）、内陸地域（3 社減）
およびその他中南米（2 社減）のみであり、
全体的には積極姿勢が高まっている。中でも、
ベトナム、ブラジル（ともに 9 社増）、イン

ド（8 社増）の 3 カ国では特に積極姿勢が高
まったという結果になっている。2007 年度
調査において、ほぼ全ての国・地域で強化・
拡大する企業数が減少したことの反動もある
と考えられるが、2007 年は欧州向け及び新
興国向けが好調で、工作機械受注総額が前年
比 10.6％増の 1 兆 5,899 億円と過去最高を更
新した＊4 ことが今年度調査における積極姿

＊4 2008 年 1 月 23 日付日本経済新聞。

図表 4-14　強化・拡大する企業数（2008 年：一般機械）

図表 4-15　強化・拡大する機能（2008 年度：一般機械）
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勢の増加に影響していると思われる。しかし
ながら、米国発の金融危機を契機とした景気
後退が世界的に広がる中、自動車各社が減産
強化に動いていることから設備投資が激減
し、2008 年 11 月の工作機械受注総額は前年
比 62.2％減と 1963 年の統計開始以来最悪の
水準となっていることから＊5、今年度後半に
各企業の投資姿勢は大幅に修正されているも
のと思われる。
　強化・拡大する機能については（図表
4-15）、ほぼ全ての国・地域で「生産機能」
よりも「販売機能」を強化・拡大するとの企
業の割合が高い。昨年度調査結果との比較に
おいても、中国や一部のアジア諸国を除いて
は「生産機能」を強化・拡大すると回答した
企業の割合が低下し、「販売機能」に偏った
強化・拡大姿勢がより鮮明となっている。

エ自動車
　自動車メーカー（組立 / 部品）の強化・拡
大姿勢をみると（図表 4-16）、タイ（62 社）、
中国華南地域、インド（ともに 46 社）にお

いて「強化・拡大する」と回答した企業が多
い。タイ及び中国華南地域の自動車産業の生
産拠点数は合わせて 271 拠点（タイ：153 拠
点、華南：118 拠点）であり、自動車産業全
体の生産拠点数（1,260 拠点）の 21.5％が集
中する日系自動車産業の一大集積地である。
前年度の調査結果と比較して「強化・拡大す
る」と回答した企業数が各地で減少しており
産業全体として強化・拡大意欲が低下してい
ると考えられる中、これらの集積地における
投資意欲はなお堅調である。ヒアリングでも

「東南アジアの事業はタイですべてをカバー
可能であればタイに集約したいと考えてい
る。タイの労働者が最も使いやすい印象があ
る。タイは親日国であるし、「日系メーカー
＝良い会社」と理解してもらえている」との
回答があった。また、インドは「強化・拡大
する」と回答した企業数が 7 社増えており、
積極姿勢が特に目立つものの、「マーケット
規模は非常に魅力的。ただし、非常に安価な
小型車が中心であり、当社の価格競争力を考
えると、たとえ進出を果たしても競争に敗れ

＊5 2008 年 12 月 10 日付日経産業新聞。

図表 4-16　強化・拡大する企業数（2008 年：自動車）
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て撤退することも十分考えられ、進出は躊躇
している。あれほど完成車の価格が安ければ
当然部品の価格も低いはず。今の半分の原価
で普通に生産できるようでなければ無理では
ないか。既に進出しているメーカーも非常に
苦労しているはず。価格の安さを量でカバー
するという戦略が上手くいかなかった場合の

リスクを懸念しており、他社のお手並み拝見
といったところ」という声もあるなど、期待
と不安の双方を抱える企業心理が窺える。前
年度調査との比較で他に目立つ点は、北米（25
社：前年度比 19 社減）及び EU15（13 社：
同 9 社減）での顕著な落ち込みがあげられる。
　図表 4-17 は同じ設問に対する 2007 年度調

図表 4-17　強化・拡大する企業数（2007 年：自動車）

図表 4-18　強化・拡大する機能（2008 年度：自動車）
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査の回答を表したものである。2006 年度か
ら 2007 年度にかけては「強化・拡大する」
と回答した企業数がほぼ全ての国・地域で増
加していたが今年度は全く逆の傾向となって
いる点が興味深い。サブプライムローン問題
や今年度夏まで続いた原油高の影響を受けて
市場が縮小したことが影響していると考えら
れる。ヒアリング先企業においても「当社の
ビジネスは新車販売台数にリンクしている
が、北米市場は非常に厳しい状況。販売台数
の減少に加え、付加価値の高い製品を装着す
る大型車や高級車が減っておりダブルパンチ
の状況」との声が聞かれた。
　次に、強化・拡大する分野についてみると

（図表 4-18）、幾つかの例外を除いて「生産機
能」を強化・拡大すると回答した企業の割合
が、「販売機能」を強化・拡大すると回答し
た企業の割合を上回る結果となっている。既
に自動車産業が多くの生産拠点を有する中
国、北米、タイなどに留まらず、インド、ベ
トナム、ブラジル等においても「生産機能」
を強化・拡大すると回答した企業が多いこと
から、既存拠点と新興国で同時に生産拠点の
強化・拡大を図ろうとする戦略が窺える＊6。
しかしながら、金融危機発生以降、自動車販
売台数は世界的に落ち込み＊7、日系も含め世
界中の完成車メーカーは大幅な減産計画（日
系だけで今年度計画比 210 万台減：2008 年
12 月 16 日時点）を打ち出しており、関連部
品産業も含めて生産・販売機能の強化・拡大
意欲は急速に減退しているものと考えられる。

2．アフリカへの事業展開方針

　図表 4-19 はアフリカへの中期的事業展開
規模についての時系列比較である。サンプル
数は多くないが、2006 年度調査結果から今
年度調査にかけて、アフリカ事業を「強化・

拡大する」と回答した企業数は増加傾向にあ
る。また、アフリカへの事業展開方針として

「進出済または追加投資の計画がある」と回
答した企業の展開先国及び業種内訳について
は図表 4-20 を参照していただきたい。展開
先国では南アフリカ共和国向けが約半数（17
票 /35 票＊8）を占め、エジプト向け（7 票
/35 票）、ケニア向け（3 票 /35 票）が続く。
業種では「自動車組立」と「自動車部品」が
それぞれ 4 社ずつ、「化学（医薬品を除く）」

＊6 自動車産業の回答企業が持つ全生産拠点数は 1,268。うち、中国 314 拠点、北米 236 拠点、タイ 153 拠点、インド 68 拠点、
ベトナム 31 拠点、ブラジル 30 拠点である。

＊7 2007 年 11 月の国内新車販売台数は前年同月比 27.3％減（日本）、36.7％減（米国）、9.1％減（インド）（2008 年 12 月 5 日付
日本経済新聞）。

＊8 アフリカ事業について「進出済または追加投資の計画がある」と回答した企業数は 22 社、事業展開先として複数の国・地域
名をあげた企業があるため、国・地域への総投票数は 35。

図表 4-19　アフリカへの中期的事業展開規模
　　　　   （全規模）

（社）
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が 3 社という構成である。
　投資理由（図表 4-21）は、「現地市場の成
長性」が突出している。企業ヒアリングにお
いても、「南アフリカ共和国では、鉱物やイ
ンゴットなど金属関連の分析装置で大きな需
要が見込めるため、市場の成長性が高いと判
断し事務所の設置を計画中（精密機械組立）」

「自動車産業のあるところには工作機械需要
がある（一般機械組立）」「現在、ビジネスが
成り立っているのは古くからの取引先がある
南アフリカとエジプト程度だが、マーケット
としては有望。モロッコではジブラルタル海
峡に面したタンジェでフリートレードゾーン
の建設が計画されており、ビジネスチャンス
になりうる。また、スーダンでも原油開発ブー
ムに乗って需要が増加するだろう（一般機械
組立）」といった声が聞かれた。一方、投資
に際しての課題（図表 4-22）は「治安・社会

図表 4-21　アフリカ進出の理由

（社）

図表 20　「進出済または追加投資の計画がある」
　　　　  企業の詳細

業種 社数 展開先国・地域 社数

自動車組立  4 南アフリカ 17

自動車部品  4 エジプト  7

化学
（除く医薬品）  3 ケニア  3

一般機械組立  2 ナイジェリア  2

電機・電子組立  2 北アフリカ  3

その他  2 アルジェリア  1

食料品  1 その他  2

医薬品  1 計 35

輸送機  1

非鉄金属  1

窯業・土石製品  1

計  22

（注） 展開先国・地域については複数回答可のため、業
種別企業数と展開先国・地域数は一致しない。

図表 4-22　アフリカ進出時の課題

（社）
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情勢が不安定」を筆頭に、複数の項目が票を
得ている。「南アフリカ共和国向け販売を行っ
ており、他のアフリカ諸国へも事業を拡大し
たいと考えているが、政情不安が大きく投資
可能な国が無い、というのが正直なところ。
単発での需要はあるものの、継続的に事業を
展開できそうな国は無い（自動車組立）」「直
接投資にあたってアフリカで不足していると
感じるものはインフラ（電機・電子組立）」「受
注の見返りとして産業育成や職業訓練校など
国家の経済発展に資する協力を求められるの
が懸念点（電機・電子組立）」など、企業ヒ
アリングにおいても様々な課題・懸念点が指
摘された。

3． 縮小・撤退および第三国への移
管

　本節では、中期的（今後 3 年程度）に海外
事業を「縮小・撤退する」と回答した企業数
の国・地域別集計結果、及びそれらの国・地
域で予見されるその後のアクション（第三国
へ移管、日本へ戻す、該当事業そのものから
撤退）についての集計結果を紹介する。
　本年度調査において、海外事業を「縮小・
撤退する」と回答した企業はのべ 87 社＊9 で
あった。国・地域別では中国から「縮小・撤
退する」と回答した企業が最も多く（20 社）、
次いでフィリピンが 8 社、台湾、香港、シン
ガポール、インドネシア、北米がそれぞれ 7
社という結果である（図表 4-23）。中国事業
からの縮小・撤退を検討している企業数は
2004 年度以来増加傾向にあったが、今年度
調査の結果では減少に転じた（図表 4-24）。
しかしながら依然として他の国・地域に比べ
て件数が多く、近年の労務費上昇等の投資環
境悪化の影響や、販売先としての実績が伴わ
ない拠点の整理を進めている結果であると考
えられるが、海外現地法人数が他に比べて圧
倒的に多い（2,784 社＊10）ことが数値が大き

くなる第一の要因と考えられる。なお、中国
事業を「縮小・撤退する」と回答した 20 社
のうち、12 社がその後のアクションとして

「該当事業そのものから縮小・撤退」と回答
している＊11（87 社全体のアクションについ
ては後述）。ヒアリングでは中国からの撤退
について、「中国では人件費が徐々に高騰し
ているために、以前のようには収益が上がら
なくなっている（繊維）」との理由をあげる
企業があった。この企業は、ミャンマー工場
での生産拡大で中国工場の生産分を補う計画
とのことであった。
　続いて「縮小・撤退する」と回答した企業

＊9 縮小・撤退する現地法人の数、というイメージ。
＊10 北米（1,834 社）やタイ、インドネシアを含む ASEAN5（2,325 社）よりも多い。
＊11 「日本へ戻す」「第三国へ移管・分業する」との回答がそれぞれ 3 社あり、残り 2 社は未回答。

図表 23　撤退元の国・地域

中国 20

　東北地方  2

　華北地方  8

　華東地方  5

　華南地方  4

　内陸地域  1

フィリピン  8

台湾  7

香港  7

シンガポール  7

インドネシア  7

北米  7

EU15  6

韓国  4

タイ  4

メキシコ  4

マレーシア  3

ベトナム  1

中近東  1

その他アジア  1

計 87
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を業種別に見ると、電機・電子（25 社）、化
学（11 社）、自動車（9 社）、精密機械（9 社）
の順に「縮小・撤退する」と回答した企業数
が多いが（図表 4-25）、これらの業種は、他
業種に比べて海外現地法人数が多いことから

（電機・電子：2,845 社、化学：1,487 社、自
動車：2,024 社、精密機械：655 社）、縮小・
撤退の数も大きく出やすいという点に注意が
必要である。
　次に、「縮小・撤退する」と回答した企業
のべ 87 社のその後のアクションだが、「当該
事業そのものから縮小・撤退」と回答した企
業が 41 社と最も多く、次いで「第三国へ移管・
分業する」が 31 社、「日本へ戻す」が 8 社と
いう結果だった＊12。「第三国に移管・分業する」
と回答した企業に対しては、どの機能をどの
国・地域に移管するのか質問したところ、移
管元としては香港（生産拠点 2、販売拠点 1、
統括拠点 2）、フィリピン（生産拠点 4、販売
拠点 1）が 5 社ずつと多く、シンガポールが
4 社、中国・台湾・インドネシアが 3 社と続
いた。移管先としては中国が 11 社（生産拠
点 8、販売拠点 2、統括拠点 1）とトップであ
り、2 位のベトナム（6 社：全て生産拠点）

とは大きな差があった。第 6 章で後述するよ
うに、中国では「労働コストの上昇」を課題
としてあげる企業の割合が増加しているが、
それにもかかわらず、事業の移管・集約先と
しての優位性を依然維持していることが窺え

＊12 縮小・撤退後のアクションについて未回答企業が 7 社あった。

図表 4-24　「縮小・撤退する」と回答した企業数の推移（国・地域別）

図表 4-25　「縮小・撤退する」と回答した企業数
　　　　　 （業種別）

電機・電子 25

化学 11

自動車  9

精密機械  9

繊維  8

鉄鋼  3

一般機械  3

食料品  2

窯業・土石製品  2

非鉄金属  2

金属製品  2

石油・ゴム  1

その他 10

計 87
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る。なお、中国に事業を移管する、と回答し
た企業の移管元は NIEs、ASEAN が大半で
ある。また、わずかではあるが、生産拠点の
移管先としてモロッコ、バングラデシュ、パ
キスタン等の国名をあげる企業もあり、日系
製造業企業の関心が幅広い国・地域へと広
がっていることを窺わせる結果となった。

4．海外事業強化姿勢推移

　最後に、海外事業強化姿勢の推移（2000
年度調査～2008 年度調査）について紹介す
る。図表 4-26 と図表 4-27 は中期的海外事業
全般にかかる見通しにつき、「強化・拡大する」
と回答した企業の割合を、それぞれ業種別、
地域別にグラフ化したものである。業種別で
は、多少の上下が見られるものの、ほとんど
の業種で「強化・拡大する」と回答した企業

の割合が調査期間を通じて 70～90％の間に
収まっている。しかしながら繊維だけは
2006 年度調査から 2007 年度調査にかけて大
きな落ち込みを見せた後、今年度も引き続き
値を下げ、51.4％と特に目立つ水準である。
労働集約的かつ内需型の産業であることか
ら、主要な生産拠点がある中国やベトナムに
おける労務費等の上昇によって利益率が低下
したことに加え、主な販売先である国内市場
の縮小傾向が売上高の減少も招き、事業拡大
意欲の低下に繋がっていると考えられる。
　地域別ではおおむね横ばいに推移している
国・地域が多い中、2000 年調査から今年度に
いたるまでほぼ一貫して右肩上がりに伸びて
いる印・越・その他アジア・大洋州が非常に
目立つ。これはインドやベトナムが有望市場と
して様々な業種から注目を浴びた結果である。

図表 4-26　 事業強化姿勢推移（業種別）

（年度）

図表 4-27　事業強化姿勢推移（地域別）

（年度）
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　図表 4-28 は中近東地域への中期的事業展開方針についての時系列比較である。中近東地
域での事業を「強化・拡大する」と回答した企業数は、2005 年度調査結果から今年度調査
にかけて、毎年ほぼ 2 桁の伸びを見せている。今年度、「強化・拡大する」と回答した企業
を業種別に見ると、「電機・電子組立（13 票）」、「一般機械組立（12 票）」、「化学（医薬品を
除く）（10 票）」の順に多くの票を集めている。昨年度の調査結果報告において、中近東諸
国を有望とする企業からのコメントを 3 つのパターンに分類して紹介したが、今年度調査結
果も同分類を支持していると考えられる＊13。
　また、第 6 章で後述する中期的有望事業展開先国調査においても、アラブ首長国連邦が
14 位（14 票）となっているほか、複数の国を含む地域全体での得票であるため注記扱いとなっ
ているが「中近東」との回答も 16 票を集め、日系製造業企業の中近東地域への関心の高さ
が窺われる結果となった。企業ヒアリングでも、「イランは中東地域最大の人口を誇る有望
市場。その理由としては、①アメリカとの関係が良くないため、米国系のライバル企業の進
出が無い、②有害製品の取締りが厳しく、途上国企業による偽者が出回る心配が無いことが
あげられる（化学）」との話が聞かれた。
　投資理由（図表 4-29）は、1 位となった「現地マーケットの成長性（31 票）」を始め、販
売関連項目が 3 位までを独占した一方で、
生産関連項目では「原材料の調達に有利」

「第三国輸出拠点として」のそれぞれ 5 票
が最高と、日系製造業企業にとっての中近
東は販売市場として注目されていることを
裏付けている。投資に際しての課題（図表
4-30）では、多くの項目に分散して票が投
じられた。課題の 1 位となった「投資先国
の情報不足」は新興市場の典型的な課題の
一つである。
　なお、本アンケートの回収時期は 2008
年 7 月～8 月であり、原油価格が高水準で
推移した 2007 年度の各社決算結果及び
WTI＊14 が最高値である 147.50 ドル / バレ
ルを記録した本年度前半の状況がアンケー
ト回答に影響を与えているものと考えられ
る。しかしながら、夏をピークに急激に原
油価格が下落したことから、各社の中東地
域に対する見方は大きく変化していると想
像される。確かに、アラブ首長国連邦を形
成する首長国の一つであるドバイでは、不
動産価格の下落や投資計画の見直しが報じ

＊13 「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」－ 2007 年度 海外直接投資アンケート調査結果（第 19 回）－、
＜コラム 4 ＞参照。「電機・電子組立」は③現地市場に着目したもの、「一般機械組立」は②インフラ開発需要に着目
したもの、「化学（医薬品を除く）」は①資源に着目したもの、という分類に当てはまる。

＊14 ウェスト・テキサス・インターメディエイトの略。原油価格の代表的な指標の一つ。

＜コラム＞中近東地域への事業展開方針

図表 4-28　 中近東地域への中期的事業展開規模
（全業種）
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られているが、中東地域全体を見渡すと、産油国を始め、多くの国が過去数年間の好況がも
たらした潤沢な資金を持ち、かつイランなど多くの人口（＝大きな市場）を抱える国も存在
する。世界的な信用収縮を受けて借入に依存した大規模な不動産開発による需要は減退する
としても、製品販売先としての魅力は引き続き保ち続けるのではないか。中東地域とひとく
くりにせず、国ごとに状況を見極めながら市場の開拓に向けた取組みを継続することが求め
られる。

図表 4-29　 中近東地域進出の理由

（社）

図表 4-30　 中近東地域進出時の課題

（社）
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第 5章　 海外事業展開実績評
価

1．概要

　本章では、回答企業の 2007 年度海外事業
実績についての調査結果を紹介する。本調査
では、各企業に対して、当初の「売上高」及
び「収益」目標に対する 2007 年度の実績評
価を「5 満足」「4 やや満足」「3 どちらでも
ない」「2 やや不十分」「1 不十分」の中から
選択回答していただいた結果を集計した。あ
くまで「当初の売上高及び収益の目標値に対
する主観的な評価」であり、「1 不十分」を
選択したからといって必ずしも赤字であるこ
とを意味するわけではない。更に、収益に関
して「5 満足」「4 やや満足」と回答した企
業にはその理由を、「2 やや不十分」「1 不十
分」と回答した企業にもその理由を複数の選
択肢の中から回答していただいた。
　図表 5-1 は今年度調査と昨年度調査の結果
比較である。北米においては売上高、収益と
もに大きく評価を下げている。中国も小幅な
がら北米と同様の傾向が見られる。一方、評
価が高い、または改善した国・地域としては、
収益の満足度の改善がみられたインドがあ
り、EU15 は昨年度に引き続き売上高、満足
度とも比較的高い位置を維持している。また、
今年度初めて単一国としての評価を尋ねたロ
シアは売上高、収益の満足度がそれぞれ

「3.00」を超えており、比較的に高評価との
結果となった。これら特徴ある各国・地域の
評価変動の理由については後述する。中南米、
NIEs3、ASEAN6、中・東欧の 4 地域は、売
上高満足度が「3.00」、収益満足度は「2.90」
付近に集中しており、前年度調査からの変動
も比較的小さかった。
　図表 5-2 は、図表 5-1 にてひとまとめに表
記した ASEAN6 について国ごとの評価の推
移を記したもの、図表 5-3 は満足度の詳細で
ある。タイは小幅ながらも売上高、収益の満

足度が改善し、一昨年度の水準（売上高：3.36、
収益：3.20）には及ばないものの、他の
ASEAN6 諸国に比べると非常に高い評価を
得ている。日系企業の産業集積が進むタイで
は事業が行いやすいとの意見もあり、ヒアリ
ングでも「売上は好調。タイで現地生産を行っ
ているメーカーは当社のみで、日系完成車
メーカーはほぼ独占状態。タイ市場全体を見
ても非常に大きなシェアを有しており、高利
益率の要因となっている。また、中東向けな
ど比較的好調な市場向けに完成車輸出を行っ
ていることも、他の地域との業績の差となっ

図表 5-1　海外事業展開実績評価（全業種）

図表 5-2　海外事業展開実績評価
　　　　  （全業種：ASEAN6）
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ているのだろう（自動車部品）」という声が
聞かれた。また、インドネシアは大幅に満足
度が改善したが、これは 2007 年の新車販売
台数が前年比 36％増であったこと、二輪車
販売台数も同 5.4％増と世界第三位の巨大市
場であることから、自動車・二輪車関連産業
での販売が好調であったことを受け高評価に
つながったと考えられる。一方、フィリピン、
シンガポール、ベトナム、マレーシアは評価
をやや下げた。評価の下げ幅が大きかったシ

ンガポールに関してみると、収益満足度で「2 
やや不十分」「1 不十分」を選択した 74 社の
業種別内訳は、電機・電子（22 社）、化学（12
社）、一般機械（9 社）の順に多かった（図
表 5-4）。また、不満足の理由としては「販売
先確保が困難」「コスト削減が困難」「販売先
からの値引き要求」など販売面の理由が上位
を占めた（図表 5-5）。

2． 主要国・地域の海外事業展開実
績評価

⑴北米
　北米事業における実績は 2007 年度調査と
比較して大きく評価を下げた（2007 年度調
査結果：売上高 2.97、収益 2.71、2008 年度
調査結果：売上高 2.68、収益 2.51）。中でも

図表 5-5　「不満足」の理由

図表 5-3　満足度詳細

国・地域
2007 年度調査 2008 年度調査

国・地域
2007 年度調査 2008 年度調査

売上高 収益 売上高 収益 売上高 収益 売上高 収益

ASEAN6 2.98 2.86 3.00 2.87 シンガポール 3.02 2.93 2.91 2.85 

NIEs3 3.06 2.89 2.98 2.92 タイ 3.16 3.01 3.19 3.09 

インド 2.72 2.65 2.74 2.79 インドネシア 2.88 2.72 3.11 2.87 

中国 2.95 2.75 2.87 2.72 マレーシア 2.89 2.78 2.92 2.72 

北米 2.97 2.71 2.68 2.51 フィリピン 2.73 2.65 2.65 2.64 

EU15 3.12 2.90 3.06 2.94 ベトナム 2.99 2.87 2.94 2.82 

中南米 3.07 2.87 3.00 2.94 

中・東欧 3.03 2.89 2.98 2.84 

ロシア － － 3.05 3.05 

図表 5-4　「やや不十分」「不十分」を選択した
　　　　   企業数（業種別）

電機・電子 22

化学 12

一般機械  9

その他  6

食料品  5

非鉄金属  4

繊維  3

窯業・土石製品  3

金属製品  3

精密機械  3

自動車  2

紙・パルプ  1

石油・ゴム  1
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収益満足度が低かった業種は自動車（2.16）、
電機・電子（2.54）であり、収益「不満足」
の理由としては、「コスト削減が困難」

（39.7％）、「販売先確保が困難」（33.7％）、「景
気変動による市場規模縮小」（32.2％）をあ
げる企業が多かった（図表 5-6）。中でも「景
気変動による市場規模縮小」を「不満足」の
理由としてあげた企業は昨年度調査ではわず
か 11.2％であり、最も変動の大きい理由で
あった。アメリカの景気減速等を受けて自動
車販売台数が前年割れとなった＊1 ことなど
が影響したものと考えられる。企業ヒアリン
グにおいても「北米の景気減速で新車の販売
台数が落ち込むことによるマイナス影響が大
きい。完成車メーカーは新興国での生産・販
売に軸足を移しつつあり、当社もそれにな
らった戦略をとっていく必要がある（自動車
部品）」との声が聞かれた。

⑵中国
　中国における満足度評価は売上高：2.87、
収益：2.72 と昨年度と比べてやや評価が低下
した。利益率の評価を業種別で見ると、繊維

（2.29）及び一般機械（2.37）で特に評価が低
かった。「不満足」とした理由では、「コスト
削減が困難（人件費、原材料費等）」（52.0％）、

「販売先確保が困難（他社との厳しい競争）」
（44.1％）、「販売先からの値引き交渉」（24.5％）
を主な理由にあげている（図表 5-7）。昨年度

調査結果との比較では「設立後まもなく、本
格稼動に入っていない」との回答をあげる企
業が大幅に減少している（30.2％→ 12.4％）
一方で、「コスト削減が困難」をあげる企業
が増加（38.6％→ 52.0％）した。これらから、
現地でのオペレーションは順調に立ち上がっ
たものの、当初計画通りにコスト削減が進ま
ず利益率が低い上に、他社との厳しい競争に
より販売も想定を下回った結果、期待通りの
収益があげられていない様子が窺える。
　「不満足」理由を業種別にみると、自動車（15
社）では、「販売先確保が困難」をあげた企
業が 26.7％と他業種に比べて低い一方、「コ
スト削減が困難」をあげた企業が 73.3％に上
り、販売好調なるも利益率が低く収益に結び
つかない状況にあると考えられる。また、食
料品では「販売先確保が困難」が 64.3％と全
業種平均を大きく上回っており、中国市場で
の販売事業に苦労していることが窺える。企
業ヒアリングにおいても「複数の現地大手食
品会社が中国全土に販売網を拡大した結果と
して競争が激化。この競争に当社も巻き込ま
れて業績が急激に悪化している。力のある地
場企業との勝負は困難であるため、どのよう
に手を組んでやっていくのかが問題。価格帯
での棲み分けなどの方法を模索中（食料品）」
との話があった。

＊1 2007 年の米新車販売台数は前年比 2.5％減の 1,614 万 8,811 台と二年連続の前年割れ（2008 年 1 月 4 日付日本経済新聞）。

図表 5-6　中国での収益「不満足」理由（全業種）図表 5-6　北米での収益「不満足」理由（全業種）
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⑶EU15
　EU15 における満足度評価は売上高：3.06、
収益：2.94 と、昨年度調査と比べて売上高満
足度はやや低下（0.06 ポイント減）したもの
の、収益満足度は改善（0.04 ポイント増）し
た。業種別で特に収益満足度が高かったのは
一般機械（3.18）や化学（3.09）であった。
収益を「4 やや満足」「5 満足」と評価した
理由の内訳は、「該当国・地域内での販売活
動が順調」（92.0％）をあげる企業が圧倒的
に多く、「為替差益」（24.1％）、「生産設備の
稼動本格化」（6.9％）がこれに続く結果となっ
た（図表 5-8）。EU15 において特徴的な点は、
他の国・地域に比べて「為替差益」を満足の
理由にあげる企業が多かったことである（図
表 5-9）。2007 年度はユーロがアジアの諸通
貨に対してほぼ全面高であったため、①アジ
アで生産した製品を欧州で販売する場合、価
格競争力が高く販売が好調であったこと、②
ユーロ建て利益を決算時に円転すると、円安
ユーロ高のために円建て額が大きくなり利益
の押し上げ要因となったことなどが、本年度
の調査結果に影響しているものと考えられ
る。企業ヒアリングでも「ドイツ子会社が統
括している欧州、東欧、ロシアでのビジネス
は全てユーロ建てだが、ユーロ高が寄与して
販売好調、収益に貢献した（精密機械組立）」
との声があり、また EU15 での収益満足度に
直接関係した話ではないが、ユーロ高の業績
への影響について「ベトナム市場は、ドイツ
のライバル企業の独壇場であったが、ユーロ
高により彼らの製品売価が上がったところを
ついてトップシェアを奪うことに成功した。
かつ、ライバルに合わせて当社製品の売価も
上げることが出来、利益率も上昇した（一般
機械組立）」という話も聞かれた。

⑷ロシア・インド
　今年度初めて売上高・収益満足度評価の設
問に追加したロシアは、相対的に高い評価を
得た（売上高：3.05、収益：3.05）。また、イ
ンドは昨年と比較して収益満足度が大幅に改
善（2.65 → 2.74）する結果となった。業種別

にみると両国とも自動車（ロシア：3.50、イ
ンド：2.87）と一般機械（ロシア：3.25、イ
ンド：3.20）での評価が高かった。また、こ
れら 2 カ国の収益満足度理由の特徴は共通し
ており、①「該当国・地域内での販売活動が
順調」に票が集中していること（ロシア：
90.9％、インド：88.9％）、かつ、②他の理由
にはほとんど票が入らないことである（図表
5-10、図表 5-11）。これは日系製造業企業に
とっての新しい事業展開先市場について収益
満足度理由をあげる場合の典型的な傾向であ
る。比較のため、日系製造業企業の産業集積
が進んでいるタイについての収益満足度理由
を掲載した（図表 5-12）。タイにおいても「該
当国・地域内での販売活動が順調」（76.5％）
に票が集まっていることはロシアやインドと
同様だが、「該当国・地域からの輸出が順調」

図表 5-9　為替要因を理由に挙げた割合（国・地域別）

21.6%4.6%

2.7%

10.1%

13.2%

9.5%

11.5%

15.4%

12.5%

11.1%

10.9%

5.2%

4.1%

差益

差損

図表 5-8　EU15 の収益満足理由

（92.0%）

（24.1%）

（6.9%）

（5.7%）

（2.3%）

（2.3%）

（1.1%）

（n=87）
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（22.0％）、「生産設備の稼動本格化」（20.5％）
や「コスト軽減が順調（人件費、原材料費等）」

（15.9％）も一定の票を獲得していることが
分かる。ここで、これらの国の拠点数を比較
し、（生産拠点：販売拠点）の順に表記すると、
タイ（525：253）、ロシア（12：47）、インド

（125：85）となる（図表 5-13）。投資の蓄積
が進み、生産拠点数が増えてくると生産に関
係する項目にも票が集まるようになるが、投
資の初期段階ではまず生産拠点よりも販売拠

点が設立される傾向が強く、収益満足度の判
断も「当初見込みと比較して販売実績はどう
か」という点に関心が集中するものと考えら
れる。

図表 5-11　インドの収益満足理由

（社）

図表 5-13　生産拠点・販売拠点数

図表 5-10　ロシアの収益満足理由

（社）

図表 5-12　タイの収益満足理由

（社）
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＜コラム＞売上高・収益満足度評価推移

　図表 5-14 は 1992 年度調査以降の売上高満足度（全業種平均）の推移を、図表 5-15 は同
期間の収益満足度（全業種平均）の推移を国・地域別に表したものである。これらを見ると、
NIEs 及び ASEAN は長期間に亘って、満足のいく水準（「3」以上）を超えており、日系製
造業企業にとっては安定した収益を上げることができる地域であることが窺える。北米は、
自動車産業や電機・電子産業を始めとした多くの産業にとって最大の販売市場であり好調
期には売上高、収益とも大きくなって評価が高まる一方で、歴史的には日米貿易摩擦など
の影響で売上高、収益が落ち込んだ時期もあり、満足度の上下動が激しいグラフとなった。
　これら地域にも増して注目に値するのは中国である。日系製造業企業が最も多くの海外
現地法人を有し、投資の蓄積が進んでいる国であるが、満足度が「3」を超えた回数は売上高、
収益とも 1 度しかない。中国への進出当初は低廉な労働力を活かした生産拠点としての直
接投資を進めたが、第 6 章で後述するように、賃金上昇等の投資環境悪化と所得水準の向
上もあり販売市場としての中国の魅力が高まっている。そのような状況下、中国国内での
販売を拡大することを目指した投資形態の転換を図ってきたが、巨大マーケットで思うよ
うにシェアを伸ばせず、売上高、収益とも満足できないものの、その課題を容易に解決で
きないという日系企業の悩みが窺える結果だと考えられる。今般、インドやブラジルといっ
た市場規模の大きい新興国での販売事業に力を入れようと考えている企業が多い中、中国
市場での経験を元に事業戦略の見直しを行うことも有益ではないかと思われる。

図表 5-14　 売上高満足度推移

（調査年度）

NIEs

ASEAN

北米 EU 中国

図表 5-15　 収益満足度推移

（調査年度）

NIEs ASEAN

北米
EU

中国
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第 6章　 今後の有望事業展開
先国・地域の有望理
由と課題

1．中期的有望事業展開先国・地域

⑴概要
　調査では、拠点や事業計画の有無にかかわ
らず中期的（今後 3 年程度）に有望と考える
事業展開先国・地域を 5 つまで記入をしても
らっている。今年度と昨年度の調査結果をラ
ンキングとしてまとめたものが図表 6-1 であ
る。
　ランキングを概観してみると、今年度は本
質問に対して 471 社の回答があったなか、得
票数で最も多かったのは中国であり、297 社
が有望国としている。中国の次にはインド

（271 社）、ベトナム（152 社）とアジア諸国
が続いた後に、ロシア（130 社）がタイ（132
社）を抜いて 4 位に、ブラジル（91 社）が
米国（78 社）を抜いて 6 位となっており、
日系製造業企業の海外直接投資対象先とし
て、どういった国が注目されているのかが表
れる。なお、表中に得票率という項目がある
が、当該国の得票数を全回答数で割った値（中
国を例にとれば 297 ÷ 471、63％）である。
　11 位以下の諸国では、シンガポール（13 位、
15 社）が前年に比べ票を増加させた。また、
アラブ首長国連邦（14 位、14 社）が初めて
ランキングに入った。中東では同国の他、国
を特定しない「中近東」と答える企業も 16
社あり、日系企業の中近東諸国への関心の高
まりを示している。また、南アフリカ（8 社、
20 位）はアフリカ諸国としては初めてのラ
ンキング入りで、上記中近東とあわせ日系企

図表 6-1　中期的（今後 3年程度）有望事業展開先国・地域

（括弧内は昨年度の数字）

順位 国・地域名 社数
471（503） 得票率（%）

1（ 1 ）
2（ 2 ）
3（ 3 ）
4（ 5 ）
5（ 4 ）
6（ 7 ）
7（ 6 ）
8（ 8 ）
9（ 9 ）
10（10）

－
－
－
⬆
⬇
⬆
⬇
－
－
－

中国
インド
ベトナム
ロシア
タイ
ブラジル
米国
インドネシア
韓国
台湾

297（342）
271（254）
152（178）
130（114）
125（132）
 91（ 47）
 78（ 93）
 41（ 46）
 27（ 32）
 22（ 24）

63（68）
58（50）
32（35）
28（23）
27（26）
19（ 9）
17（18）
 9（ 9）
 6（ 6）
 5（ 5）

⬇
⬆
⬇
⬆
⬆
⬆
⬇
－
－
－

11（11）
12（12）
13（25）
14（22）
15（14）
16（15）
17（17）
18（16）
19（19）
20（24）

－
－
⬆
⬆
⬇
⬇
－
⬇
－
⬆

メキシコ
マレーシア
シンガポール
アラブ首長国連邦
ドイツ
チェコ
トルコ
英国
オーストラリア
南アフリカ

21（21）
20（21）
15（ 5）
14（ 7）
13（15）
13（13）
12（10）
 8（10）
 8（ 8）
 8（ 6）

 4（ 4）
 4（ 4）
 3（ 1）
 3（ 1）
 3（ 3）
 3（ 3）
 3（ 2）
 2（ 2）
 2（ 2）
 2（ 1）

－
－
⬆
⬆
－
－
⬆
－
－
⬆

（注） 上に掲げた国・地域以外に、EU・欧州・西欧（回答企業数 38社、得票率 8%）、北米（回
答企業数 18社、得票率 4%）、中東欧・東欧（回答企業数 17社、得票率 4%）、中近東（回
答企業数 16社、得票率 3%）などがあった。
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業の投資先の関心の分散が見て取れる。

⑵得票率の変遷
　ランキングの上位国の得票率について、92
年度調査から今年度調査までの 17 年間の推
移を表したものが、図表 6-2 である。中国は、
有望事業展開先国として調査開始以来一貫し
てトップの位置にある。ただし、その人気に
は変動がある。中国の WTO 加盟などをきっ
かけとする中国ブームが起こり、99 年から
03 年にかけて中国の得票率は大きく上昇し
03 年度に得票率 93％を記録しピークに達し
た。その後、中国の投資環境の悪化や中国集
中リスクが意識されたことなどから、得票率
は徐々に低下し、今年度調査では 63％となっ
た。一方、03 年度から 08 年度の間にインド
が得票率を 14％から 08 年度は 58％へと大き
く増加し中国と並ぶほどまでになった。その
他、ベトナムが、08 年度は 07 年度に比べ得
票率を減少させたものの、03 年度（18％）
からは得票率を増加させている。また、ロシ

ア、ブラジルの BRICs の残り 2 カ国を見て
みると、ロシア（03 年度・5％→ 08 年度・
28％）、ブラジル（03 年度・2％→ 08 年度・
19％）も大きく得票率を伸ばしており、中国
に一極集中しがちであった日系企業の関心が
BRICs 諸国を中心とした他の新興国へ分散
してきていることがわかる。
　中国の得票率が低下してきた背景としては
多様なものがあろうが、ここでは 3 点に絞り
述べる。第一に、中国の投資環境の変化があ
る。もともと中国進出に際しての大きな理由
として、国を挙げての外資誘致政策や安価で
豊富な労働力があったが、近年は投資優遇税
制の変更や労働コストが上昇するなどしてい
る。第二には、日系製造業の中国進出の一巡
感がある。今次調査回答企業 620 社のうち約
500 社が既に中国に製造拠点を有しており、
今後のさらなる拡大を行うかどうかにつき、
中国の経済状況や投資環境などを様子見して
いる状況にある。また、第三に、チャイナプ
ラスワンという言葉に代表されるように、中

図表 6-2　主要国得票率の推移

（注） 92・93 年度調査は 94 年度以降と設問内容・集計方法が異なる。
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国への事業集中リスクに対する意識が高まっ
てきていることがある。その一方で、インド
をはじめとした他の新興国でも高い経済成長
が達成され、中間所得層が拡大するなどして
市場としての魅力も向上している。その結果、
日系企業の関心が分散することとなってきて
いる。なお、インドはここ数年で急速に注目
度が上昇してきている。業種毎に有望国をま
とめてみると、自動車・二輪関連企業ではイ
ンドが中国をおさえトップになっており、近
年の自動車・二輪関連企業のインド進出熱と
符合する形となっている。

⑶具体的な計画の有無
　有望と答えられた国・地域について、回答
企業が具体的な事業計画を有しているか否か
を表したものが図表 6-3 である。グラフの上
段は有望国とし、かつその国・地域で「具体
的計画あり」とする企業数、グラフの下段は
有望国としたものの、その国・地域で「具体
的計画はない」とする企業数で、それぞれ過
去 3 年分を表示している。計画ありグループ
では、中国が 200 社と他国を大きく引き離し
てトップであり、現実的な投資の対象国とし

ての中国の重みは依然大きいと言える。また、
中国、タイ、米国などの比較的日系企業の進
出が進んでいる国では、具体的な事業計画を
有する企業からの得票が事業計画を持たない
企業からの得票を上回る。一方、インド、ベ
トナム、ロシア、ブラジルなど、特に近年得
票を増加させている国では、事業計画のない
企業からの得票が上回ることが特徴であり、
有望国として関心が高まっているものの、具
体的な投資にまでは踏み出していない企業が
多いことを示している。ただし、それらの国々
においても、ここ数年「具体的投資計画あり」
の企業数は着実に増加してきており、特にイ
ンドにおいては、「投資計画あり」とした社
数が、06 年度 62 社、07 年度は 89 社、08 年
度 104 社と着実に増加してきており、インド
に対する期待が実投資へ転じ始めている企業
が増加していることを示唆している。

⑷有望国得票数と生産拠点保有企業数の関係
　図表 6-4 は、中国、インド、タイ、ベトナ
ムの各国について、有望国調査の得票数と当
該国に既に生産拠点を有する回答企業の数を
まとめたものである。

図表 6-3　有望先国・地域における具体的な事業計画の有無
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　中国については、近年得票数は減少傾向に
あるものの、回答企業における生産拠点の設
立は進んでおり、上述のとおり既に約 500 社
の回答企業が中国に生産拠点を有しており、
中国に生産拠点の設立を計画した企業は概ね
設立しきった状態ではないかと思われる。こ
こからもわかるように、中国事業は日系企業
の海外事業の大きな軸になっていると思われ
る。一方でインドについては、近年得票数は
急増しているが、現状で生産拠点を有する企
業は、回答企業の約 10％程度にとどまって
おり、両国の投資先としての成熟度合いの差
異が現れている。インド投資では、インド巨
大市場の魅力がある一方で、特に生産拠点と
してはインフラをはじめとした投資環境の問
題に加え、日本企業サイドにも明確なインド
戦略を描ききれていない企業も少なくない。
今後、インドでの生産拠点設立がどの程度の
速度で進行するかについては要注目であろう。
　上記の中国とインドのと同様の成熟度合い
の関係がタイとベトナムにもいえよう。タイ

については、近年得票数は伸び悩んでいるも
のの、回答企業の約 50％が同国に生産拠点
を有しており、日系製造業の東南アジアでの
軸に成長している。一方で、ベトナムについ
ては、近年得票数は増加したがが、現状で生
産拠点を有する社は、回答企業の 15％程度
にとどまっており、これから拠点の設立が進
行していくものと思われる。

2．有望国の有望理由と課題

　各有望国・地域について、その有望理由と
課題を質問しており（いずれも複数回答可）、
その結果を主要国ごとにまとめるものである。

⑴中国の有望理由と課題
　従来からの有望理由としては、「現地マー
ケットの今後の成長性」と「安価な労働力」
が 2 大項目であった。「安価な労働力」は約
45％の企業が理由としてあげられており、有
望理由として依然第 2 位であるなど、中国進
出の大きな要因であるものの、「安価な労働

図表 6-4　有望国得票数と生産拠点保有企業数（主要 4カ国）
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力」を有望理由としてあげる企業は年をおう
ごとに減少してきている。特に、労働集約的
な産業では、労働コスト上昇に加え中国集中
リスクを意識し生産拠点の他国への分散が検
討される事例もあるようだ。一方で、「現地
マーケットの成長性」は他を大きく引き離し
て有望理由第 1 位、また「現地マーケットの
現状規模」が有望理由第 3 位でその重みも着
実に増加してきており、販売市場に着目して
の中国ビジネスへと視点が移ってきている。
その他、中国有望理由として特に電機・電子
関連で中国の産業集積について評価がなされ
ているようだ。
　・ 当初は安い労賃で生産を行う第三国向け

輸出拠点として進出を果たしたが、国内
市場の開放を受けて巨大な国内マーケッ
ト狙いへと中国の魅力がシフトしてい
る。（電機・電子）

　・ 中国国内需要が大きいこと、それほど労
働集約的な事業ではないことから依然中
国を主要な生産拠点と見ている。（精密
機械）

　・ 中国市場は世界の需要の 3 割を占めてお
り、当社としては、色々なオプションを
検討しつつ、もっと事業展開を進めてい

きたい地域である。インドは本格進出に
はまだ早く、重点地域はやはり中国であ
る。（鉄鋼）

　・ 当社のように関連部品を他社からの供給
に頼っている企業にとっては、大手電
機・電子企業がある程度進出し、関連産
業の集積が出来た地域が進出先として望
ましく、この観点からも中国に生産拠点
が集中することになった。（電機・電子）

　従来、中国の課題として代表的なものは、
「法制の運用が不透明」、「知的財産権の保護
が不十分」、「代金回収が困難」であった。そ
れら項目に対する指摘は横ばいあるいは微減
となる一方、「労働コストの上昇」を課題と
する企業が増加しており、上記 3 つの課題を
上回る結果となったことが特徴であり、中国
の投資環境の変化を示唆するものである。た
だ、企業ヒアリングの中では、労働コストの
上昇が事業の収益性などに決定的な影響を与
えた事例は多くなく、むしろ従来から多く指
摘された「法制の運用が不透明」などに関す
るコメントが多く聞かれた。従来からの課題
は、事業を行う上でのリスク事項として概ね
織り込まれている中、「労働コストの上昇」
が新たな収益圧迫要因として浮上してきたも
のと考えられる。また、調査の上では上位項
目ではないが、現地社員の定着率などについ
てのコメントも目立った。
　・ 中国での課題としては、投資優遇政策の

変更リスクが考えられる。中国はある意
味で統率が取れておらず、中央政府が決
定した制度であっても行政区ごとに解釈
が異なり、一律の運用がされていないと
感じる。（精密機械）

　・ 中国国内では当社製品の偽物が出回って
いて大変苦労している。当社のマークを
表示するといった対策を採っている。品
質は大きく変わらないが、ブランド力が
あるのでやや高価格に設定しているため
偽物が出るのだろう。（化学）

　・ 中国では上手く技術移転が出来るかとい
う点と、労賃の上昇が目下の悩み。労務

図表 6-5　中国の有望理由と課題（複数回答可）

中国

理由
（回答社数計：294 社） 社数 比率

1 現地マーケットの今後の成長性
2 安価な労働力
3 現地マーケットの現状規模
4 組み立てメーカーへの供給拠
点として

5 安価な部材・原材料

228
132
109
 73

 48

77.6%
44.9%
37.1%
24.8%

16.3%

課題
（回答社数計：285 社） 社数 比率

1 労働コストの上昇
2 法制の運用が不透明
3 知的財産権の保護が不十分
4 他社との激しい競争
5 為替規制・送金規制
5 代金回収が困難

182
166
143
130
 92
 92

63.9%
58.2%
50.2%
45.6%
32.3%
32.3%
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費が上昇すれば薄利多売というわけには
いかなくなる。（精密機械）

　・ 投資環境の悪化（賃金水準の高騰）につ
いては、当社製品に占める労務費の割合
は 5～10％の間なので、それほど大きな
影響を受けない。当初から狙っていた低
コストという中国で生産するメリットは

まだあると考えている。（一般機械）
　・ 中国での最大の課題は労務問題。賃金上

昇よりもマネージャークラスの不足・
ジョブホッピングが問題。競合他社に引
き抜かれる可能性を考えると、どこまで
ノウハウを教えてよいのか神経質になっ
ている。（一般機械）

　日本の対中投資は 1978 年の改革・開放政策の導入を受けて始まり、1984 年末に 14 の沿
海開放都市が制定されて以降本格化した。2007 年の対中直接投資額は 7,305 億円＊1 となり
アジアでは最大、世界全体でみても米国とオランダ＊2 に次いで 3 番目の直接投資先国となっ
ている。
　対中投資の初期段階では安価な労働力を利用した生産拠点を設立し、輸出拠点とするため
の投資が大勢を占めたが、近年は人件費等の上昇を受け生産拠点としての優位性がやや低下
する一方で、賃金上昇は中国国内市場の購買力上昇を意味するため、現在は巨大な市場の獲
得を目指した販売先としての投資が活発化している。
　このような歴史を踏まえ、他の国・地域に比べて投資経験が長く、また生産先から販売先
への投資方針転換を行った経験を持つ企業も多いと考えられることから、今年度調査では中
国事業での重要取組みについての問を設けた＊3。本コラムではその集計結果を紹介するとと
もに、収益満足度評価を併せ読むことによって明らかになる特徴を紹介する。

＊1 財務省・日本銀行「国際収支統計」。
＊2 巨額買収案件に係る送金経由地として利用されたために統計上の直接投資額が大きくなっているものと推測される。
＊3 あらかじめ設けた 15 の選択肢の中から「実施済 / 実施中の取組」と「今後検討が必要な取組」についてそれぞれ 3 つ

選択回答してもらう形式。

＜コラム＞中国事業での重要取組

図表 6-6　中国の主要有望理由と課題の推移
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　図表 6-7、6-8 は中国事業における「実施済 / 実施中の取組」と「今後検討が必要な取組」
について生産面と販売面に分けて表したものである。生産面をみると、足下では「生産の効
率化・省力化」を実施したと回答した企業が多いが、今後の取組としては生産拠点の移転・
集約を選択する企業の割合が増加する。この結果から、中国に生産拠点を設立しコスト削減
に取り組んだが、想定通りに利益が上がらずより一層のコスト削減を目指して拠点の集約及
び移転を検討している企業が一定割合存在することが想像される。企業ヒアリングでも下記
のような話を聞くことが出来た。
・ 生産拠点は広州と蘇州の 2 箇所にあるが、現状が最適かどうかは検討中。効率を高めるこ

とが出来るならば 1 箇所に集約することも必要。大企業のように十分な人的・金銭的資源
を投入できない当社にとっては経営資源のバランス良い配分が非常に重要（自動車部品）。

　販売面では「実施済 / 実施中の取組」と「今後検討が必要な取組」の回答結果に大きな違
いは見られないが、後者では「展開地域・地区の拡大」を選択する企業の割合が増加してい

図表 6-7　中国事業における「実施済み／実施中の取組」

図表 6-8　 中国事業における「今後検討が必要な取組」
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ることから、事業が軌道に乗った段階で当
初進出地域から周辺地域への展開先拡大を
計画している企業があると考えられる。
　次に、5 段階で尋ねた収益満足度評価（第
5 章で詳述）の違いが、各社の回答にどの
ような影響を及ぼしているかを検討した
い。図表 6-9 を見ると「実施済 / 実施中の
取組」については多少のばらつきはあるも
のの、収益満足度の差による大きな違いは
見られない。「今後検討が必要な取組」で
は生産面、販売面においてやや特徴的な傾
向がみられたため以下で解説する。
　まず生産面では、収益満足度が高い企業
ほど「生産の効率化・省力化」を選択し、
収益満足度が低い企業は「中国国内での生産拠点の移転」及び「中国国外への生産拠点の移
転」を選択する傾向がみられる結果となった。収益率の満足度が高い企業については更なる
効率化・省力化を通じて一層の利益率向上を目指す一方で、様々な取組を実施してもなお、
収益性に不満を抱えている企業は、よりコストの低い中国の他地域や中国国外への生産拠点
移転も視野に入れた対応を検討しているものと考えられる。
　販売面の特徴としては「販売網強化」を検討すると回答した企業は収益率満足度が下がる

図表 6-9　収益満足度別中国事業での重要取組

収
益
満
足
度

回
答
企
業
数

生産面 販売面 その他

製
造
品
目
の
高
付
加
価
値
化 

生
産
の
効
率
化
・
省
力
化 

中
国
内
生
産
拠
点
の
集
約 

中
国
国
内
で
の
生
産
拠
点
の
移
転 

中
国
国
外
へ
の
生
産
拠
点
の
移
転 

現
地
顧
客
と
の
取
引
拡
大 

日
系
企
業
と
の
取
引
拡
大 

中
国
内
展
開
地
域
・
地
区
の
拡
大 

販
売
網
強
化 

販
売
ス
タ
ッ
フ
増
強 

現
地
向
け
商
品
の
投
入 

他
企
業
と
の
提
携 

現
地
人
材
登
用 

物
流
効
率
化 

そ
の
他 

実
施
済
／
実
施
中

5 38 34.2% 52.6% 5.3% 5.3% 5.3% 28.9% 39.5% 10.5% 28.9% 15.8% 7.9% 2.6% 28.9% 10.5% 2.6%

4 88 29.5% 55.7% 5.7% 2.3% 1.1% 27.3% 33.0% 17.0% 29.5% 14.8% 10.2% 2.3% 28.4% 11.4% 0.0%

3 130 36.2% 63.1% 5.4% 2.3% 1.5% 34.6% 20.8% 7.7% 27.7% 15.4% 13.1% 7.7% 27.7% 13.8% 0.0%

2 103 35.0% 55.3% 5.8% 4.9% 1.0% 44.7% 28.2% 9.7% 34.0% 24.3% 12.6% 5.8% 22.3% 8.7% 0.0%

1 94 26.6% 55.3% 8.5% 5.3% 3.2% 41.5% 28.7% 11.7% 36.2% 13.8% 17.0% 6.4% 22.3% 10.6% 0.0%

全体 453 32.5% 57.4% 6.2% 3.8% 2.0% 36.4% 28.0% 11.0% 31.3% 17.0% 12.8% 5.5% 25.6% 11.3% 0.2%

今
後
検
討
が
必
要

5 30 10.0% 33.3% 6.7% 3.3% 3.3% 20.0% 13.3% 26.7% 13.3% 6.7% 16.7% 0.0% 30.0% 23.3% 0.0%

4 81 33.3% 29.6% 7.4% 8.6% 2.5% 33.3% 12.3% 21.0% 24.7% 18.5% 12.3% 6.2% 25.9% 21.0% 1.2%

3 124 37.9% 25.8% 12.9% 8.9% 4.0% 24.2% 13.7% 14.5% 29.8% 16.9% 12.9% 7.3% 16.9% 19.4% 0.8%

2 92 25.0% 23.9% 5.4% 9.8% 8.7% 21.7% 10.9% 20.7% 32.6% 23.9% 12.0% 8.7% 25.0% 16.3% 3.3%

1 93 29.0% 18.3% 4.3% 10.8% 10.8% 28.0% 14.0% 17.2% 34.4% 18.3% 22.6% 8.6% 22.6% 17.2% 3.2%

全体 420 30.2% 25.0% 7.9% 9.0% 6.2% 26.0% 12.9% 18.6% 29.3% 18.3% 15.0% 7.1% 22.6% 18.8% 1.9%

図表 6-10　「その他」と回答した企業の取組

業種 取組内容

化学（医薬品を除く） 地域統括機能強化

化学（医薬品を除く） 売上債権回収

化学（医薬品を除く） 資金調達

石油・ゴム 防災・安全・環境への取組

電機・電子部品 設計・開発力強化

一般機械組立 移転価格税制への対応

一般機械組立 材料・部品の現地調達

一般機械部品 地域統括機能強化

その他 売上債権回収
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につれ増加する傾向がみられる。収益満足度の低い企業は生産拠点の移転によるコスト削減
に加え、販売網の強化も実施して収益に結びつけようと考えていると想像される。なお、本
項目は全体で見ても 2 番目に多くの票を集めており、日系製造業企業全体の課題であると考
えられ、企業ヒアリングにおいても下記の通り「販売網強化」への関心の高さが裏付けられ
た。
・ 中国事業は販売戦略を練っている段階。進出時には既存の販売網を持った企業を買収した

が、やはり直接販売を行う必要があるため支店を設置して営業活動を行っている。販売力
強化のために支店を増やすか否かについて検討している状況（一般機械組立）。

・ 販売については、基本的には全て中国側に任せている。過去には省単位で資材調達を担当
する企業があり、特定の国営企業と密接な関係があったため販売することが難しい地域が
あったが、現在ではこの関係が崩れてきているので、今まで進出していなかった地域での
販売を強化していきたいと考えている（化学）。

　最後に、「今後検討が必要な取組」として「その他」と回答した企業（9 社＊4）の取組だが、
各社様々な取組みをあげており、「地域統括機能の強化」と「売上債権の回収」は 2 票ずつ
となった（図表 6 － 10）。前者については、中国国内に複数の拠点を持つ企業も珍しくない
ため、域内の事業を統括する拠点を設立する必要性を感じていることの表れであろう。第 4
章で紹介した強化・拡大する分野として中国において「地域統括機能」と回答した企業は 5％
ほどに過ぎないが、今後増加していく可能性がある。また、後者は長期に亘り中国投資の課
題の一つであり、近年解消されつつあるものの（図表 6 － 6 参照）引き続き対応に苦慮する
企業が存在することを示しており、企業ヒアリングでも複数のコメントが集まった。
・ 中国では代金回収が難しく当地での販売事業は「遅々として進んでいる」という状況（化学）。
・ 中国ローカル企業への販売も積極的に行っているが、なかなかローカル企業向け市場に踏

み込めていない状況。障害になっているのは代金回収の困難さ（精密機械組立）。
・ 代金回収が難しいため、現地の有力代理店を探して介在させ、ある程度代理店に責任を転

嫁する形を構築したり、地場の代金回収業者を利用したりするなどの工夫をしている。ま
た、営業担当者には回収まで含めた歩合制（売上高ではなく、回収額での歩合制）を採用
している（化学）。

＊4 収益満足度の設問に回答していない 1 社を含む

⑵インドの有望理由と課題
　有望理由としては、「現地マーケットの今
後の成長性」が第 1 位で、インドの有望理由
を回答した企業の 84.4％が同理由をあげてい
る（図表 6-11）。中国、インドといった大国
に対しては、やはり大きな現地市場の魅力に
対する評価・期待が高いことがわかる。ただ
し、企業もコメントをよく見てみると、巨大
市場の魅力を挙げつつも、市場獲得について
は、必ずしも成果があがっていない企業、ま
だ活動を開始したばかりの企業が目立つよう

である。
　・ インドについては生産拠点の設立を決定

し、立地につき調査中。個人的には駐在
員の生活環境は厳しいと思うが、マー
ケット規模は大きな魅力。（石油・ゴム）

　・ 多くの人口を抱えるインド市場は魅力的
であり、進出は最上位の経営課題。量販
店が増加しつつある今の波に乗れなけれ
ばチャンスを逸してしまう。（電機・電子）

　・ マーケットのポテンシャルは非常に大き
いが、当社として実績は上がっておらず、

50　国際調査室報



まだまだこれからの市場といった印象。
インド市場は基本的に低価格品のマー
ケットであり、ハイエンド商品中心の当
社にとって価格競争は厳しい。（電機・
電子）

　インドの特徴としては、3 位の項目である
「優秀な人材」が常に高い評価を得ている。
また、4 番目の項目として、「組立メーカー
への供給拠点」が入っており、特に自動車組
み立てメーカーで生産拠点の設立、拡張が進
みつつあることから、今後も増加していくも
のと考えられる。
　・ 一部新製品の R&D を開始しており、研

究者数もそれなりにいる。英国の影響が
あり、インテリ層の欧米留学組が多数お
り、技術者の蓄積がある。（化学）

　・ 立ち上げに携わっている者によると、イ
ンフラの未整備度合いは相当なものだと
聞いているが、それでも中国に代わって
今後はインド、という流れ。（自動車）

　課題としては、「インフラの未整備」
（54.1％）が最も指摘の多い項目で、2 位の「法
制の運用が不透明」（27.1％）を大きく引き
離しており、インドでは最大の問題と認識さ
れているようだ（不足するインフラの詳細に
ついては⑺に詳述）。また、インドのインフ
ラ未整備を指摘する会社はここ数年で増加傾
向にある。インフラの改善自体は速度は遅い
ながら進んでいるようであるが、インドでの
事業展開を真剣に検討する会社が増加するな
か、インフラの問題の認知度が上昇してきて
いるものと思われる。また、課題の具体的項
目にはあらわしにくい点だが、日本人にはな
じみの薄いカースト制度の存在や、議論好き
と言われるインド人気質、日本人派遣スタッ
フの生活環境などについてのコメントもあっ
た。
　・ 今後は増強の段階にあるが、インフラが

無いことが悩みの種。電気は自家発電で
賄っており、水は井戸を掘って汲み上げ
ているために余計なコストがかかる。（化

学）
　・ 工業用の土地が無く、工業団地を頼って

も土地があるだけで電気や水といった基
礎インフラさえ自社で整備しなければな
らない。駐在員の生活を考えても投資先
としては厳しい。（鉄鋼）

　・ 今年夏にオペレーションを始めたばかり
で、当社としては非常に取組が遅れてい
るマーケット。人口も多く、市場として
はかねがね注目していたのだが、宗教や
カースト制などさらに勉強が必要な事項
もある。（一般機械）

⑶ベトナムの有望理由と課題
　有望理由としては、「安価な労働力」

（61.3％）が第 1 位で、それにつづく「現地マー
ケットの今後の成長性」（53.4％）とはやや
開きがある（図表 8-7）。有望国ランキング上
位 10ヵ国のなかで「安価な労働力」が有望
理由の最大のものとなっている国はベトナム
だけであり、ベトナムの労働力に対する期待
は高いと思われる。ベトナムにおいても、労
働コストが上昇しているものの、賃金水準は
中国沿海部に対し相対的優位性を持っている
こと、また、4 番目の項目「優秀な人材」

（31.3％）に示されるように、工場労働者の

図表 6-11　インドの有望理由と課題（複数回答可）

インド

理由
（回答社数計：269 社） 社数 比率

1 現地マーケットの今後の成長性
2 安価な労働力
3 優秀な人材
4 組み立てメーカーへの供給拠
点として

5 現地マーケットの現状規模

227
104
 68
 61

 44

84.4%
38.7%
25.3%
22.7%

16.4%

課題
（回答社数計：257 社） 社数 比率

1 インフラが未整備
2 法制の運用が不透明
3 他社との激しい競争
3 投資先国の情報不足
5 労働コストの上昇

134
 68
 63
 63
 54

52.1%
26.5%
24.5%
24.5%
21.0%
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質に対する評価は総じて高く、特に労働集約
的な産業においてはベトナムは魅力的に映る
であろう。なお、3 番目の項目「他国リスク
分散の受け皿」は、主として中国集中リスク
回避を意識した項目であるが、特にベトナム
において理由としてあげられる頻度が高く、
中国、タイの分散先として候補となっている。
　・ ASEAN10 カ国の中で華僑を除いて最も

勤勉なのはベトナムだと考えている。ベ
トナムならば賃金水準も＄1,000／年を
超えておらず工場建設も選択肢の一つ。

（化学）
　・ 当社作業は機械の操作など器用さが求め

られるが、ベトナム人労働者の几帳面
さ・真面目さは当社の中でも評価が高い。

（紙・パルプ）
　・ ベトナムは、SARS 問題が発生した時に

中国一辺倒はリスクが高いとしてリスク
分散拠点を探すこととなった際に、既に
労賃が高騰していたマレーシアやシンガ
ポール以外で投資誘致政策が望ましく、
もの作りに向いている国だと判断したた
めである。（電機・電子）

　・ グレーターメコン経済圏を考える上では
ベトナムを押さえなければいけないと考
えている。インドシナ半島・マレー半島
にある国々は人口も多く市場としての潜
在能力が高い。将来を見据えると、既存
のタイ拠点だけですべてをカバーするこ
とは難しく、ベトナムにおいて製造・販
売の基盤を構築していくことが重要だと
判断している。（電機・電子）

　課題としては、インドと同様「インフラが
未整備」（47.9％）で最も指摘が多い。改革・
開放政策へと舵を切ってさほど時間がたって
いないこともあり、産業を活発に行うための
各インフラの整備はまだ不十分な状況である

（不足するインフラの詳細については⑺に詳
述）。ベトナムは今年上半期は 20％を越える
物価上昇率に見舞われたことなどから、労働
コスト上昇やストライキについてのコメント
が聞かれた。具体的なコメントとしては人材

関連の問題が多く聞かれた。
　・ ストライキが多く、賃金アップを求める

動きが活発になり、労務コストが上昇し
ていると聞いている。当社はストライキ
などの経験はまだないが、今後の懸念点
の一つ。ただし、当社の製品群は付加価
値が高いため、収益はさほど大きな影響
は受けないだろう。繊維等の労働集約的
な業種にとっては辛いだろう。（電機・
電子）

　・ 最近、会社法が変わり内資企業と外資企
業の取り扱いが一本化された。それ自体
は構わないのだが、会社法の変更に当
たってどうすれば良いのかのガイダンス
が不十分であり、結局は担当官の解釈次
第となってしまう点がベトナムの課題で
ある。（紙・パルプ）

　・ 中国は労働人口が多いため低賃金で雇用
可能な労働者は依然として豊富にいると
認識している。賃金上昇で困っているの
はベトナムである。（自動車）

⑷タイの有望理由と課題
　有望理由としては、「現地マーケットの今

図表 6-12　ベトナムの有望理由と課題（複数回答可）

ベトナム

理由
（回答社数計：150 社） 社数 比率

1 安価な労働力
2 現地マーケットの今後の成長性
3 他国のリスク分散の受け皿と
して

4 優秀な人材
4 組み立てメーカーへの供給拠
点として

92
72
47

42
33

61.3%
48.0%
31.3%

28.0%
22.0%

課題
（回答社数計：144 社） 社数 比率

1 インフラが未整備
2 管理職クラスの人材確保が困難
3 労働コストの上昇
4 法制の運用が不透明
5 現地での技術系人材の確保が
困難

62
46
35
33
32

43.1%
31.9%
24.3%
22.9%
22.2%
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後の成長性」（47.6％）、「組み立てメーカー
への供給拠点として」（41.1％）、「安価な労
働力」（38.7％）と続く。昨年度調査までは「安
価な労働力」が第 1 位であったが、賃金の上
昇などから今年は第 3 位まで後退した。有望
国ランキング上位国の中では、「組立メーカー
への供給拠点」との回答がもっとも多く見ら
れ、特に自動車関連で進んでいる日系企業の
集積を反映しているようだ。また、日系企業
の集積やタイでのオペレーションの安定度に
対する肯定的なコメントも多い。その他途上
国としては「現地インフラが整備されている」
が有望理由の上位に入ってくる国はまれであ
り、タイでの企業活動を容易にする理由のひ
とつとなっていると思われる。
　・ 東南アジアの事業はタイですべてをカ

バー可能であればタイに集約したいと考
えている。タイの労働者が最も使いやす
い印象がある。タイは親日国家であるし、

「日系メーカー＝良い会社」と理解して
もらえているようだ（自動車）。

　・ 当社は後発組。ただし、更に後から進出
してくる企業もあるほど（特に自動車産
業については）安定的に仕事が出来る国。
現地人との仕事もとてもやりやすい。（自
動車）

　・ 当社最大の海外生産拠点はタイ。労働力、
税制、部品調達の利便性を考慮して
1990 年に進出した。ここ 10 年位で技術
の蓄積が進み主力工場となった。同工場
からは全世界向けに商品を供給してい
る。生産数量・技術水準ともかなり高度
なレベルにまで達しており、事業も大変
上手くいっているため海外の工場ではあ
るがたいしたものだと感じている。（精
密機械）

　課題としては、「労働コストの上昇」
（36.8％）が「他社との厳しい競争」（34.2％）
をおさえ第 1 位となっており、ここでも労働
コストの上昇が懸念事項となっている。3 番
目、4 番目に「管理職クラスの人材確保が困
難」（36.6％）、「技術系人材の確保が困難」

（24.1％）が指摘されており、現地人材の確
保が大きな課題として認識されている様子が
わかる。
　また、5 番目に「治安・社会情勢が不安」

（23.2％）が指摘されている。数年前までは、
タイの有望理由として「政治・社会情勢が安
定」が指摘されており、05 年度調査では有
望理由の第 3 位となっていたものが、近年の
政治の混乱などによって、タイを評価する際
のプラスの要因からマイナスの要因へ転換し
てしまっている。現状では、政治的混乱よる
タイの事業へのダメージが大きいとのコメン
トはないが、じわじわと懸念が高まっている
模様であるほか、新規に進出する際の懸念事
項ともなっている。
　・ タイでの人材の確保には苦労している。

工場労働者はいるのだが、管理職や経理
担当者が不足している。厳しいことを言
うとすぐに辞めてしまうことが悩み。（電
機・電子）

　・ ワーカークラスの人材はいるが、スーパー
バイザークラスが少ない。また、採用す
ることができたとしても、既に自動車産

図表 6-13　タイの有望理由と課題（複数回答可）

タイ

理由
（回答社数計：124 社） 社数 比率

1 現地マーケットの今後の成長性
2 組み立てメーカーへの供給拠
点として

3 安価な労働力
4 現地マーケットの現状規模
5 第三国輸出拠点として
5 現地のインフラが整備されて
いる

59
51

48
32
30
30

47.6%
41.1%

38.7%
25.8%
24.2%
24.2%

課題
（回答社数計：117 社） 社数 比率

1 労働コストの上昇
2 他社との激しい競争
3 管理職クラスの人材確保が困難
4 現地での技術系人材の確保が
困難

5 治安・社会情勢が不安

43
40
32
22

16

36.8%
34.2%
27.4%
18.8%

13.7%
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業の集積があって求人が多いために賃金
水準が高い。（電機・電子）

　・ 自動車産業を始めとして、日系企業が多
数進出しているタイについては、投資先
として外れのないところだと考えていた
が、最近の政情不安を見るとその認識を
改めなければならないかもしれない。（鉄
鋼）

　・ 人材以外の懸念としては政情不安と毎年
起こる水害。また、2 年程前には通貨規
制もあったので、それも心配している。

（精密機械）

⑸ロシアの有望理由と課題
　有望理由としては、「現地マーケットの今
後の成長性」（86.8％）が他の項目を大きく
引き離して第 1 位となっている。有望理由の
第 2 位が「現地マーケットの現状規模」となっ
ており、多くの企業が販売市場の観点からロ
シアを有望と見ていることがわかる。3 位以
下は、「組み立てメーカーへの供給拠点とし
て」（17.1％）、「現地マーケットの収益性」

（11.6％）などが続いているが、他のランキ
ング上位国に比べて低い水準にとどまってお
り、有望理由として市場の側面に脚光があ
たっている。今夏までは、高騰する資源価格
等を背景に個人消費が好調であったことやイ
ンフラ整備が進められていたことが人気を後
押ししたものと思われるが、資源価格が反転
した後の市場の状況などについては注意が必
要であろう。
　・ 近年、特に購買力が伸び競合他社も争う

ように進出しているので、遅れを取らな
いよう当社も今年度駐在員事務所を現地
法人に格上げした。これまでは代理店を
通じた販売を行っていたが、今後は自ら
売り込みを行う。（精密機械）

　・ 業界団体の報告会によると、現在のロシ
アでは日本のバブル期のように高級車が
売れており、注目している（自動車）

　・ 輸出事業ではロシアが有望。意図的に力
を入れて強化・拡大をしようとは思わな
いが、市場の拡大に応じて自然と販売が

拡大している。富裕層は「良いものを使
いたい」という思いが強く高くても売れ
るまた、「日本ブランド」への信頼性が
高く日本企業の製品であれば販売力があ
る。（化学）

　課題としては、「法制の運用が不透明」
（40.0％）が第 1 番目。続いて、「投資先国の
情報不足」（32.5％）となっており、急速に
注目度が上がったものの、投資環境などにつ
いての情報はまだ不足しているようだ。また、

「治安・社会情勢が不安」（26.7％）が 3 番目
の課題となっている。もともと、強権的な政
治や新興財閥に対する漠然とした不安があっ
たと思われるところ、今年の夏にはグルジア
をめぐる紛争があった。紛争勃発時には相当
部分の調査票が回収されており、影響は部分
的にとどまると思われるところ、来年度以降
にどのような結果となるかが注目される。
　・ 聞いた話ではあるが、許認可でのトラブ

ルや様々な団体の圧力がありうまくいか
なかったと聞いたことがある。ロシア政
府との関係構築などしっかりした基盤が
ないと事業が難しいという印象。（鉄鋼）

　・ 投資環境の実態が分からない。現時点で

図表 6-14　ロシアの有望理由と課題（複数回答可）

ロシア

理由
（回答社数計：129 社） 社数 比率

1 現地マーケットの今後の成長性
2 現地マーケットの現状規模
3 組み立てメーカーへの供給拠
点として

4 現地マーケットの収益性
5 原材料の調達に有利

112
27
22

15
 8

86.8%
20.9%
17.1%

11.6%
 6.2%

課題
（回答社数計：120 社） 社数 比率

1 法制の運用が不透明
2 投資先国の情報不足
3 治安・社会情勢が不安
4 インフラが未整備
5 投資許認可の手続きが繁雑・
不透明

48
39
32
28
27

40.0%
32.5%
26.7%
23.3%
22.5%
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は西欧から全欧州地域を統括しており、
ロシアもそのうちの一つ。大手企業とは
異なり、情報収集能力にも限界があるた
め、どういったアクションを採っていけ
ばよいか分からない市場に資本と人を投
入するのは難しい。（一般機械）

⑹ブラジルの有望理由と課題
　有望理由としては、「現地マーケットの今
後の成長性」（89.0％）が他の項目を大きく
引き離して第 1 位となっている。有望理由の
第 2 位が「安価な労働力」（25.3％）、第 3 位
が「組み立てメーカーへの供給拠点として」

（23.1％）であり、アジア地域ほどではないが、
生産拠点としての一定の期待もあるようだ。
ただし、企業からのコメントは現地市場に関
するものが太宗となっている。
　課題としては、「他社との激しい競争」

（31.8％）が第 1 番目。続いてロシアと同様に、
「投資先国の情報不足」（32.5％）である。以下、
「インフラが未整備」（19.3％）、「法制の運用
が不透明」（18.2％）と続いているが、全体
に課題の指摘自体が他国比少なくなってい
る。「投資先国の情報不足」が 2 位であるこ
とと合わせて考えると、急速に注目度が上
がったものの、ブラジルという国自体につい
ての知識や投資環境などについての情報はま
だ十分に浸透していないものと思われる。

　・ 今後注目している販売先はブラジル・ロ
シア。市場規模は経済成長に伴って拡大
するものであるため両国に期待してい
る。当社製品の主戦場はもともと欧米と
日本。これが徐々に拡大してきており、
その傾向は続くものと考えている。（化学）

　・ 自動車産業はいうに及ばず、天候に左右
されるが農業も盛んであるために農業機
械生産向けにも当社製品の需要がある。

（一般機械）
　・ 住宅建設・鉱山開発投資が活発で販売が

増加しており、既存の工場の生産能力が
限界にあるため新工場を建設予定。元々
はサンパウロ近郊にしか需要が無かった

が、これが地方へと拡大している。唯一
の懸念事項はレアルの為替の推移（一般
機械）

　・ 南米の中心であり大きなマーケットとい
う認識。当社も空調機器関係の生産拠点
を有しているが、米国の裏庭のような環
境であり、欧州からも近く拡販は容易で
はない。（電機・電子）

⑺未整備なインフラ
　調査では、各国の課題として「未整備なイ
ンフラ」を指摘した企業に対して、具体的に
不足するインフラをあげてもらっており、そ
の結果を中国、インド、ベトナム、ロシア、
インドネシアの 5 カ国についてまとめた（図
表 6-12）。各国の円グラフは有望国の課題を
あげた企業のうち、「インフラが未整備」を
選択した企業の比率である。棒グラフは、「イ
ンフラが未整備」を選択した企業に対して、
具体的に不足するインフラを質問した結果で
ある。
　5 カ国のうち、未整備なインフラの指摘が
最も多いのはインドで、不足するインフラと
しては、道路、電力、水が上位にある。（2）
で述べたように、インドでの事業展開を真剣
に検討する会社が増加するに伴い、インフラ

図表 6-15　ブラジルの有望理由と課題（複数回答可）

ブラジル

理由
（回答社数計：91 社） 社数 比率

1 現地マーケットの今後の成長性
3 安価な労働力
2 組み立てメーカーへの供給拠
点として

4 現地マーケットの現状規模
5 第三国輸出拠点として

81
23
21

16
 9

89.0%
25.3%
23.1%

17.6%
 9.9%

課題
（回答社数計：88 社） 社数 比率

1 他社との激しい競争
2 投資先国の情報不足
3 インフラが未整備
4 法制の運用が不透明
4 治安・社会情勢が不安

28
22
17
16
16

31.8%
25.0%
19.3%
18.2%
18.2%
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の問題の認知度が上昇してきているものと思
われる。次にインフラの指摘が多いのはベト
ナムであり、未整備なインフラの種別として
は道路、電力が主体となっている点はインド
と同様である。港湾が 3 番目となっており、
特に北部での港湾能力の不足が指摘されてい
ることと符合する結果である。中国について
は、未整備なインフラの指摘自体は上の 2 カ
国に比べ低い水準であるものの、インフラが

未整備であるとの指摘は電力に集中している
状態である。計画停電なども実施されている
模様であり、一時ほどではないが、電力につ
いては依然問題と見ている企業が多いよう
だ。なお、インドネシアは道路についての指
摘が最大で、電力についての指摘は少ないが、
インフラについて回答したサンプル数が 15
社とやや少ないことに留意が必要である。

図表 6-16　未整備なインフラ（複数回答可）

＜コラム＞有望国事業展開先についての質問の回答数

　図 6-17 は、本調査の回答企業数、その中での有望事業展開先国の質問に回答した企業数、
全回答企業数に対する有望事業展開先国の質問に回答した企業数の比率を表したものである

（以下本コラムでは「比率」という）。比率の推移を見てみると 98 年の 66％、99 年の 59％が
直近のボトムとなっており、アジア通貨危機、金融機関の破綻などが相次いだ日本経済の
停滞時期と重なる。比率は 00 年に 79％、01 年に 80％と急上昇した後、07 年まで 80％台が
継続している。ところが、今年度は調査回答企業数が 620 社と前年比 20 社増加したものの、
有望事業展開先国の質問に回答した企業数は 471 社と前年比 32 社減少した。その結果、比
率は 76％にまで低下し、8 年ぶりの 80％割れとなった。回答企業の心理として、景気後退
期などで企業が守りのスタンスを強めると、調査そのものには回答するが有望国の質問に
は回答しづらくなることも考えられ、本年度の比率に日本経済、世界経済の減速が表れて

26％

23％
37％

43％52％
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3．長期的有望事業展開先国・地域
　本章のこれまでのパートは、今後 3 年程度
の中期的な視野での、有望事業展開先国・地
域の調査に関する分析を実施してきた。調査
では、中期的とは別に今後 10 年程度の長期
的な視野での有望事業展開先国・地域につい
ても質問を行っている。質問形式は中期的有
望国・地域と同様であり、有望と考える事業
展開先国・地域を 5 つまで記入してもらうも
のである。図表 6-17 に本年度と昨年度の調
査結果を得票が多い国順にまとめた。昨年度
は、インドが調査開始以来継続して 1 位で
あった中国を抜いて 1 位となる順位変動が
あった。今年度も昨年度と同様、インドが 1
位（273 社）、中国が 2 位（239 社）であった。
続いて 3 位がロシア（164 社）、4 位が昨年度
より 1 つ順位を上げたブラジル（131 社）で
あり、BRICs 諸国が上位を占める結果となっ
た。長期的有望事業展開先国・地域の回答で
は、事業の実現可能性もさることながら、将
来の成長可能性が重視される傾向にあるとこ
ろ、より人口が多く市場の拡大も見込まれる
国が長期的な有望先として上位を占めた格好

である。5 位以下は、ベトナム（109 社）、タ
イ（69 社）と続く。なお、9 位の南アフリカ
はアフリカから初めてのランクインである。
中期的有望事業展開先国としても順位を上げ
ており今後の動向が注目されるところである。

第 7章　 グローバルな販売市
場での競合

　本章では、海外での販売事業における競合
状況についての調査結果を紹介する。回答企
業には 5 つの販売市場（NIEs3、ASEAN5、
中国、北米及び EU15）毎にどのような国籍
の企業と競合しているかについて回答いただ
いた。競合先の国籍は「中国系企業」「韓国
系企業」「台湾系企業」「欧米系企業」「日系
企業」の 5 つに分類した。ASEAN5 市場お
よび中国市場において韓国 / 台湾系・中国系
企業と競合している、と回答した企業には、
更に、韓国 / 台湾系・中国系企業に対する評
価を行っていただいた。具体的には、「製品

いるとも解釈することもできる。本調査の実施時期に比べ、原稿執筆時点の 12 月では大幅
に景況感は悪化しており、来年度以降の調査にどのように反映されるか見守る必要がある。

図表 6-17　 回答企業数と有望国回答企業
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開発力」、「製造技術」、「販売力（ASEAN5
市場）」「販売力（中国市場）」及び「経営スピー
ド」の各項目について、自社の水準を「3」
とした場合、「1」を「非常に低い」、「5」を「非
常に高い」として 5 段階評価をしていただい
た。以下、全業種について調査結果の特徴を
述べた後、電機・電子および自動車産業につ
いては個別の結果を紹介する。

1．全業種　

⑴競合状況
　図表 7-1 は海外市場における競合状況につ
き全業種の回答を纏めた結果である。横軸が
5 つの販売市場を表し、縦軸はそれらの市場
において「競合あり」と回答した企業数を競
合企業の国籍別に表している。「競合あり」
とする企業が最も多い市場は中国市場であ
り、以下 ASEAN5 市場、北米市場、NIEs3
市場、EU15 市場と続く。中国市場において
激しい競合が行われていることが窺われる
が、本調査対象企業のほとんどが中国で事業
を行っており、他の 4 市場よりも票が多くな
りがちな点には注意が必要である。市場ごと
にみると、NIEs3、ASEAN5、中国市場にお
いては様々な国籍の企業との競合が繰り広げ
られているという結果となった一方で、北米
市場および EU15 市場においては欧米系、日
系企業が主な競合相手であることが分かる。
これらの結果から判断すると、アジアの各市

場においては地場企業も含めた激しい販売競
争が繰り広げられているが、アジアで競合す
る東アジア系企業の中には北米・EU15 市場
までは進出していない企業も多数あり、北
米・EU15 市場では地場企業である欧米系企
業と世界的に販売活動を行う本邦企業同士で
の競合が主となるといった点がみてとれる。

⑵韓国 /台湾系・中国系企業の評価
　図表 7-2 は韓国 / 台湾系企業についての評
価を取り纏めたものである。「製品開発力

（2.88）」や「製造技術（2.94）」についてはは
自社と同等水準を意味する「3」を下回って
おり、日系企業は自らにやや優位性があると

図表 6-17　長期的有望事業展開先国・地域（複数回答可）

順位 本年度調査 （社）
379 （%） 07年度調査 （社）

403 （%）

1 位
2 位
3 位
4 位
5 位
6 位
7 位
8 位
9 位
10 位

インド
中国
ロシア
ブラジル
ベトナム
タイ
米国
インドネシア
南アフリカ
メキシコ

273
239
164
131
109
 69
 54
 27
 19
 17

72
63
43
35
29
18
14
 7
 5
 4

インド
中国
ロシア
ベトナム
ブラジル
タイ
米国
インドネシア
メキシコ
トルコ

282
272
150
114
 85
 78
 71
 33
 17
 15

 7
67
37
28
21
19
18
 8
 4
 4

注）「長期的」とは今後 10年程度。

図表 7-1　海外市場における競合（全業種）
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考えていることが明らかとなった。一方で「販
売力（ASEAN5 市場）（3.35）」「販売力（中
国市場）（3.34）」「経営スピード（3.59）」は「3」
を上回り、韓国 / 台湾系企業に優位性のある
項目と考えられている。図表 7-3 は中国系企
業についての評価であり、「販売力（ASEAN5
市場）」がわずかに「3」を下回っている以外
は韓国 / 台湾系企業に対する評価と同様の傾
向がある。しかしながら「製品開発力（2.12）」

「製造技術（2.26）」は 2 ポイント台前半に留
まっており、製品および生産に関しては韓国
/ 台湾系企業に中国系企業よりも高い評価を
与えている。

2．電機・電子

⑴競合状況
　図表 7-4 は電機・電子産業に絞って、海外
市場における競合状況を取り纏めた結果であ
る。中国市場で競合があると回答した企業数
が最も多く、またアジアの市場（NIEs3、
ASEAN5、中国）では、様々な国籍の企業

と販売市場を巡る競争が激しいなど、全業種
の場合と同様の傾向が見られる。北米、
EU15 市場では欧米系・日系企業との競合を
あげた企業が過半を占めるが、図表 7-1 と比
較すると東アジア企業と競合すると回答した
企業の割合がやや多くなっている。

図表 7-2　韓国／台湾系企業に対する評価（全業種）

（n=371）

図表 7-4　海外市場における競合（電機・電子）

図表 7-3　中国系企業に対する評価（全業種）

（n=409）
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⑵韓国 /台湾系・中国系企業の評価
　図表 7-5 を見ると、韓国 / 台湾系企業に対
する評価は 5 つの項目全てが「3」を上回り、
電機・電子産業においては韓国 / 台湾系企業
の競争力を非常に高く評価していることが分
かる。中国系企業について「販売力（中国市
場）（3.73）」および「経営スピード（3.47）」
に高い評価を与えた以外は自社水準には及ば
ないとしている。

3．自動車

⑴競合状況
　自動車産業においては、これまで紹介した
全業種、電機・電子産業とは大きく異なる特
徴が見てとれる（図表 7-6）。まず NIEs3 市
場では、競合があると回答した企業数が電
機・電子に比べて非常に少ない。回答企業中、
電機・電子、自動車に分類される企業数はそ
れぞれ 115 社、106 社と大きく変わらないも
のの、NIEs3 市場で競合が激しいと回答した
のべ企業数はそれぞれ 147 社、46 社と 3 倍
以上の開きがある＊1。これは、電機・電子に
比べ自動車産業においては ASEAN 市場に
おける日系企業のシェアが高いことが影響し
ていると考えられる。次に、北米および
EU15 市場では東アジア企業との競合をあげ
る企業はほとんどおらず、日系および欧米系

企業が主なライバル企業となっている姿が浮
かび上がる。ASEAN5 および中国市場では
東アジア系企業との競合をあげる企業もある
が、電機・電子と比較するとやはりそのシェ
アは低い。これらの結果から、日系企業につ
いて言えば自動車メーカーよりも電機・電子
メーカーの方がより激しい競合に晒されてい
ると考えられる。

⑵韓国 /台湾系・中国系企業の評価
　図表 7-7 をみると、韓国 / 台湾系企業、中
国系企業のどちらに対しても、「製品開発力」

＊1 競合の問では、同一市場で複数の国籍の企業と競合があると回答できる（複数選択可能）ため、アンケート回答企業を、競
合ありと回答した企業数が超える場合がある。

図表 7-5　　韓国／台湾・中国系企業に対する評価（電機・電子）

図表 7-6　海外市場における競合（自動車）
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「製造技術」および「販売力（ASEAN5 市場）」
が「3」を下回っており、日系自動車メーカー
が優位にあると評価している。特に、韓国 /
台湾系企業に対する評価は電機・電子産業と
は大きく異なっている。中国系企業の評価で
は、「製品開発力（2.02）」や「製造技術（2.18）」
が全業種平均よりも更に低く、日系メーカー
の優位性が際立つ結果となっている。

4．まとめ

　本章第 1 節から第 3 節で紹介した調査結果
によると、「経営スピード」の項目において
日系企業は韓国 / 台湾系、中国系企業のいず
れにも劣るという評価がなされている。東ア
ジアの多国籍企業は財閥系などオーナー経営
者によるトップダウン型企業が多く、意思決

定が早い傾向にあることが影響していると考
えられる。また、「販売力」についても
ASEAN5 市場、中国市場の両方で韓国 / 台
湾系、中国系企業に優位があるとの評価と
なった。日系企業が自身に優位がある、と評
価する項目は「製品開発力」と「製造技術」
である。全業種でみても、業種別にみてもこ
の傾向は共通しており、日系企業＝開発力 /
製造技術（消費者からは見えない競争力）、
韓国 / 台湾 / 中国系企業＝販売力 / 経営ス
ピード（消費者から見える競争力）、という
共通の認識がみられる。製品の販売にはどち
らも不可欠であり、今後、日系企業には弱点

（販売力 / 経営スピード）を強化するための
対策が望まれる（国際競争力維持・向上のた
めの取り組みについては次章を参照）。

＜コラム＞韓国系企業への評価

　日系企業による韓国系企業の評価は非常に高いが、現地シンクタンク等との意見交換で
は「韓国系企業と言っても、電機・電子ではサムスンと LG、自動車では現代自動車を想定
して評価されている。これらの企業が高く評価されることは喜ばしいが、これら以外の企
業の名前が思いつかない、つまり世界的に他国の企業と渡り合える企業が非常に少ない、
という点が韓国にとっての弱みである」「韓国にとっては製品開発力および製造技術が課題。
現状では日本から部品を輸入して組立て、製品を輸出する産業構造となっており、円＝ウォ
ンのレートが悪化すると製品の競争力に影響が出る」「サムスンや LG といった個別の有力
企業にとっては、ブランド力が最大の課題。ソニーなどブランド力に優れる日系企業と同
等の製品を生産しても、販売価格は安く設定せざるを得ず、利益率が低くなるのが悩み」
といった課題が指摘された。

図表 7-7　韓国／台湾・中国系企業に対する評価（自動車）
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第 8章　 国際競争力の維持・
強化のために重要な
取組み

1． 国際競争力の維持・強化のため
に重要な取組み

⑴概要
　調査は、国際競争力維持・強化のための取
り組みとして 22 の選択肢を提示し、その中
から重要と思われる選択肢を 5 つまで選択し
てもらう形式をとった。調査の結果は、図表
8-1 であり、回答の多かった項目順に表示し
ている。なお、表中の比率は、本質問に対す
る回答総数 563 を分母に、各項目の回答数を
分子として計算したものである。
　最も回答数が多かったのは、「新製品の開
発」（277 社）で昨年と同様であった。続い
て「調達部品・原材料等の原価低減」（258 社）

が 2 番目となり、昨年度の 3 番目から順位を
上げる形となった。その後に「グローバル化
に対応しうる人材の獲得」（238 社）、「海外
生産の拡大」（228 社）と続いており、国内
需要の伸びが見込みにくい中、海外に活路を
見出そうとする方向性が現われているものと
思われる。続いて、5 番目に「製品開発の迅
速化」（198 社）、6 番目に「販売機能の強化」

（195 社）が続く。以下の各項では、開発関連、
生産関連、販売関連、グローバル人材関連に
分けて、企業の意見などを紹介しつつ、それ
ら項目が選択された背景などを分析する。

⑵開発関連
　「新製品の開発」が全体で最も多くの回答
を得ているほか、「製品開発の迅速化」（198
社）が 5 番目の項目である。特に、新製品の
開発に関しては、他社との差別化のために
まっさきに考えることであるようであり、大
変多くの回答を得た。また、製品開発の迅速

図表 8-1　国際競争力維持・強化の重要取り組み

08 順位（07）
（n ＝ 563）
社数（08）

（n ＝ 565）
社数（07） 比率（08） 比率（07）

1（ 1 ）
2（ 3 ）
3（ 2 ）
4（ 4 ）
5（ 6 ）
6（ 5 ）
7（ 7 ）
8（ 8 ）
9（ 9 ）
10 －

新製品の開発
調達部品・原材料等の原価低減
グローバル化に対応しうる人材の獲得
海外生産の拡大
製品開発の迅速化
販売機能の強化
生産工程の効率化
開発・生産・販売各部門の連携強化
ブランド力の強化
原材料の安定調達

277
258
238
228
198
195
173
145
141
115

（285）
（247）
（271）
（228）
（192）
（208）
（150）
（145）
（141）

49%
46%
42%
40%
35%
35%
31%
26%
25%
20%

（50%）
（44%）
（48%）
（40%）
（34%）
（37%）
（27%）
（26%）
（25%）

－

11（10）
12（11）
13（12）
14（13）
15（15）
16（16）
16（18）
18（14）
19（16）
20（20）
21（18）
22（21）

財務体質の健全化
本業を強化する事業資源獲得（M&A 等）
グローバルなサプライチェーンの最適化
先進技術の獲得を目的とした基礎研究
新規事業分野への参入
自社事業分野の見直し
環境・省エネ基準への対応
国内外の生産体制の集約化
知財・意匠の保護
アフターサービスの強化
国内生産の拡大
製品デザイン力の強化

109
 95
 88
 82
 81
 66
 66
 61
 56
 53
 33
 26

（103）
（ 95）
（ 86）
（ 84）
（ 71）
（ 56）
（ 50）
（ 80）
（ 56）
（ 48）
（ 50）
（ 28）

19%
17%
16%
15%
14%
12%
12%
11%
10%
 9%
 6%
 5%

（18%）
（17%）
（15%）
（15%）
（13%）
（10%）
（ 9%）
（14%）
（10%）
（ 9%）
（ 9%）
（ 5%）
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化については顧客嗜好の変化のスピードが高
まっていることや、開発競争の激化などが背
景にあると思われる。なお、14 番目の項目
に「先進技術の獲得を目的とした基礎研究」

（82 社）があるが、上の 2 項目に比して回答
数は少なかった。今年度のヒアリングでは、
大別すると、海外での販売を意識し現地の嗜
好を取り入れた製品の開発を行うパターンの
ものと、先端分野を追求していくパターンと
なっている。
　・ BRICs 市場では、日本での製品をその

まま販売しただけでは思うように販売は
伸びない。新興市場で勝つための製品を
開発・投入する必要がある。現地のライ
フスタイルに合わせた商品開発が必要と
なるため、海外現地法人に開発力を持た
せていく必要がある。（電機・電子）

　・ 「先進技術の獲得を目的とした基礎研究」
を選択。当社が競争力を維持するために
は常に最先端の機器を製造し続けること
が大切。（精密機械）

　・ 技術力を前面に打ち出してこれまでやっ
てきた会社であるため、その方針を変え
るつもりは無い。グローバル展開を受け
て、地域ごとに異なる嗜好に合わせて製
品を開発していく。競争力ある製品作り
が当社の生命線だと理解している。（化学）

　・ 製造拠点には必ず R&D 機能を置いてい
る。製造拠点が無いところではマーケッ
ターがおり、国民の好みを調査して製造
現場にフィードバックする仕組みを作っ
ている。（化学）

⑶生産関連
　「調達部品・原材料の原価低減」が全体の
2 番目となった。「海外生産の拡大」が 4 番目、

「生産工程の効率化」（150 社）が 7 番目となっ
ている。特に原価低減、効率化については、
原油をはじめとして各種原材料が高騰を続け
ている時期での調査であったこともあり、地
道な取り組みであるが、各企業が大変重要視
していることがわかる。
　・ 原価低減は永遠の課題。コア部品は内製

する必要があるものの、海外生産拠点が
増えたことで外部からの部品調達も含め
てサプライチェーン全体の最適化を目指
した改善を行っていく。（化学）

　・ 日本で生産し輸出して販売する戦略の場
合、関税が現地での販売価格に影響する。
価格競争力を確保するためには現地生産
していく必要があると考えており、今後
は生産拠点が分散化するだろう。グロー
バルサプライチェーンの最適化を考える
と、日本中心の生産体制は変えていかな
ければいけない。（化学）

　・ 仕入れを工夫して原材料費を下げ、また
労働分配率を低下させることで利益率を
高め、困難な時期を乗り越える所存。上
期決算はそこそこの数字であったが、資
材価格高騰により原材料費が高くなる
中、価格転嫁が進んでおらず、下期は苦
しい。（自動車）

　・ 当社は欧州・米国・中国に海外生産拠点
を持つが、他社との比較からすると原価
率を下げるためにもっと努力しなければ
ならないと感じている。商品を世界展開
する都合上、同じ商品については出来る
限り共通価格としたいので、それが可能
になるところまで原価水準を下げていき
たい。（化学）

⑷販売関連
　「販売機能の強化」（195 社）が全体の 6 番
目である他、「ブランド力の強化」（141 社）
が全体の 9 番目となっている。販売は、開発
－生産－販売のサイクル上でも大変重要な活
動であり、相応の票を集めたといえよう。特
に、国内需要が頭打ちとなるなかで、海外へ
成長の機会を求めていかざるを得ない、とい
うコメントが目立つ。代表的なものを以下で
紹介する。
　・ 「販売機能の強化」を選択。現状の海外

売上比率 40％を 45％へ上げることが目
標。国内需要が頭うちの中、当社にとっ
ては海外強化は重要課題。（非鉄金属）

　・ 国内需要は縮小傾向であり、当社製品の
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画期的な成長は見込めないため海外市場
へ出て行かざるを得ない。（食品）

　・ ローカル企業への販売拡大には苦労して
いる。しかしながらローカル企業への販
売を増やしていかなければ目標達成は難
しい。（一般機械）

⑸グローバル人材関連
　「グローバル化に対応しうる人材の獲得」
は、国内における海外部門の人材、海外現地
の人材といった区別は特にしておらず、広く
グローバル人材についての取り組みが重要と
思われれば選択してもらっている。当該項目
が全体の 3 番目となっており、企業の規模や
業種を問わず様々な会社で重要取り組みと認
識されているようだが、裏を返せば多くの企
業がグローバル人材で課題を抱えていること
となる。開発、生産、販売のサイクル、また
そのサイクルを支える総務・管理部門など、
円滑な企業活動に際しては様々な部門が機能
的に動く必要がある。現状、日系企業の海外
での事業活動がますます拡大していくなか
で、海外現地や国内の国際部門でそれら機能
を円滑に行っていくだけの人材が不足がちに
なってきているようであり、海外展開に際し
てのボトルネックになる可能性あると思われ
る。当該項目が課題とは回答していなくとも、
ヒアリングではほぼ全社といってよいほど海
外人材についての課題が聞かれ、多くの企業
での課題になっているようだ。
　・ その他の経営課題としては人材の確保が

挙げられる。百社以上の海外拠点を持つ
が、海外現地法人にてマネージメントを
任せることが出来る人材をそれ程多く育
てることが出来ない。それに加え、工場
の立ち上げに携わったことのある社員が
退職し、かつ現在においてはマザー工場
自体が日本には存在しない場合もあり、
優秀な人材の確保は非常に難しい（電
機・電子）

　・ 技術指導者が不足しており国内でもギリ
ギリの人数しか抱えていないため、海外
に出す余裕がなく、再雇用で 60 代の技

術者を派遣することで対応している。海
外に派遣可能な人材は 60 代の再雇用者
か 20 代後半～30 代前半に偏っており、
中堅技術者が足りない。（一般機械）

　・ 外部からグローバル事業に対応できる人
材を採ってくることを念頭において○を
つけさせてもらった。現地化が全くでき
ておらず、日本人も上手く機能している
とは言えない＊1。日本流のやり方は通用
しないので、もっと現地の有望人材を採
用して仕事を任せていく必要があると考
えている。本社内にも海外事業に長く携
わってきた社員が少ないことも海外事業
の視点が欠けている原因だろう。中期戦
略で海外事業の拡充を掲げているが、人
材戦略と必ずしもマッチしてはいないの
が現状。（食品）

　・ ①グローバル化に対応できる日本人社員、
②ローカル社員で現地法人の経営を任せ
ることが出来る社員の両方が不足してい
る。これは長年の課題である。①につい
ては、海外研修、早いうちから見込んだ
社員をピックアップして教育をするなど
の対策を採っている。海外事業の素人で
あっても兎に角海外に送り出さなければ
ならない、というほどまでは不足感がな
いが、経営層も今のままでは駄目だと
思っている様子。②については離職率が
高いことが悩み。キャリアパスを明示す
ることや、関係会社間での異動を実施す
るなどして対応。（化学）

　・ 世界展開を推し進めるに当たって、当社
内で対応できる者の数が不足しており、
育成も間に合っていない。当社はやはり
国内志向が強く、海外担当の人員は海外
売上高比率に見合った数になっていない
と感じている。駐在員は現地では社長を
務めることになるので、営業経験のみで
は不十分で、マネージメント能力も備え
たマルチプレーヤーが必要。また、海外
では人材の流動性が高く、育成は非常に
難しい。日本と同じ方法では駄目だと感
じている。市場の拡大スピードが速いた
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め、販売からマネージメントに至るまで
全ての層での人材が欲しいと考えてい
る。（化学）

　・ グローバル人材の不足は当社最大の課題。
これは 1～2 年で克服できるものではな
いため、苦労している。生産技術につい
ては、工場の立ち上げに日本から技術者
を派遣することでカバー可能で、海外生
産を上手くまわすことが出来ているが、
労務関係等のマネジメントまで対応でき
る社員が少ない。（電機・電子）

⑹原材料の安定調達
　今年度の調査では、資源価格の高騰を意識
し「原材料の安定調達」を選択肢として追加
したところ全体で 10 番目、115 社の企業が
重要課題として回答した。資源価格の状況に
ついては本稿執筆時点では大きく変化してい
るが、ヒアリングでのコメントで代表的なも
のを以下で紹介する。また、図 8-2 は特に当
該項目が重要であるとの回答が多かった業種
であり、鉄鋼、紙・パルプなど素材産業が目
立つ。
　・ 原材料高については、一部には原価スラ

イドで売価が変更できる商品もあるが、
そうでない商品も多くあり、収益の大き
な圧迫要因となっており頭が痛いとこ
ろ。また、価格以外に量的な心配もあり、
調達先の多様化などで対応している。（非
鉄金属）

　・ 原材料は全て大手鉄鋼会社から供給を受
けている。仕入れ価格の上昇よりも高品
質な鋼材に対する需要が旺盛なため、必
要な量の確保が難しくなっていることに
悩まされている。（一般機械）

　・ 原材料の取り合いが起きて価格が上昇基
調にあるが、リサイクル品の取り合いも
同様に起きている。リサイクルのシステ
ムは出来上がっているが、価格は高止ま
りが続いているのが現状。（紙・パルプ）

⑺本業を強化する事業資源の獲得
　「本業を強化する事業資源の獲得（M&A

等）」は全体として 12 番目、企業数は前年と
同じ 95 社であったが、昨夏の調査票回収後
に円高や海外株安が進んでおり、特に財務体
質、資金力に勝る企業にとっては、M&A の
好機と言えそうだ。ただし、上記のようなプ
ラス要因がある一方で、国内株安や景気減速
などから日本企業や銀行の体力も低下してお
り、大きな流れとなるかは不透明である。ま
た、図表 8-3 は当該項目が重要であるとの回
答の業種毎のブレークダウンであり、回答企
業の母数との対比では化学、食料品の企業が
多かった。
　・ 一つの工場をゼロから作り上げるのはエ

ンジニアの面でも資金の面でも非常に負
担が大きい。規模拡大のためには既存企
業の買収や事業提携も一つの手だと思っ
ている。具体的な検討はまだしていない
が、オプションの一つである。（紙・パ
ルプ）

　・ 企業買収や事業提携には積極的に取り組
んでいきたい。手っ取り早いのは M ＆
A で既存の企業を買収することであり、
時間を金で買う戦略。これを利用しない
限りは売上高・利益とも上げていくのは
困難だと考えている。（食品）

　・ 中期経営計画の基本戦略として M&A
を含めた経営資源の積極投入による成
長・拡大のスピードアップなどが掲げら
れている。特に先端化学品事業について
は M&A を中心とした事業規模拡大を
目指している。（化学）

　・ 当社ビジネスの環境を考慮すると現在の
事業だけで生き残っていくことは厳し
い。他の分野に進出を始めているが、更
なる発展・拡大のためには M&A も積

図表 8-2　原材料の安定調達への回答が
　　　　  目立った業種

鉄鋼（n ＝ 12） 66.7%
紙・パイプ（n ＝ 5） 40.0%
食料品（n ＝ 29） 34.5%
繊維（n ＝ 31） 29.0%
科学（n ＝ 75） 24.0%
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極的に行っていく必要がある。（電機・
電子）

2．重要な取り組みの業種別特徴

　全回答企業についての結果を、主要な業種
ごとにブレークダウンにしたのが図表 8-4 で
ある。取り組みの重点として全業種ではさほ
ど上位ではないが、個別業種では上位になっ
ている項目についてハイライトしている。ま
ず、自動車組み立てでは、「環境・省エネ基
準対応」が「部品原材料の原価低減」と並ん

で第 1 番目の項目となっている。また、一般
機械では「アフターサービスの強化」、食料
品では「ブランド力強化」がそれぞれ 1 番目
の項目であるが、それらは全業種ではいずれ
も 16 位以下の項目である。
　・ 各国の排ガス規制にどれだけついていく

ことが出来るかが重要。また、近年の油
価高騰により燃費向上性能も注目され販
売が伸びた。日系メーカーは環境対応技
術に強みを持っているため、途上国で環
境規制が強まれば大きなビジネスチャン
スになる。（自動車）

　・ 当社のポリシーとして、価格戦略で販売
を伸ばすことはしない。その代わりとし
て、迅速な納入やメンテナンス等の手厚
いアフターサービスを提供する。値引き
販売を行えば在庫が陳腐化してしまう。

（一般機械）
　・ 工作機械は高価であり、償却負担も大き

く顧客にとっては一度購入したらすぐに
取替えはきかない。そのような製品だか
らこそメンテナンスやアフターサービス
を通じて顧客に迷惑がかからないよう心
がけており、結果として一度浸透するこ

図表 8-3　事業資源の獲得への回答企業（業種毎）

図表 8-4　国際競争力維持・強化の重要取り組み（主要業種）

自動車組立（9 社） 自動車部品（87 社） 電機・電子（107 社）

1　部品原材料の原価低減 1　部品原材料の原価低減 1　新製品の開発

1　環境・省エネ基準対応 1　グローバル人材 2　部品原材料の原価低減

3　先進技術の基礎研究 1　海外生産の拡大 3　グローバル人材

3　ブランド力強化 4　新製品の開発 4　製品開発の迅速化

5　生産工程の効率化 4　生産工程の効率化

一般機械（49 社） 化学（75 社） 食料品（29 社）

1　アフターサービス強化 1　新製品の開発 1　ブランド力強化

2　部品原材料の原価低減 2　グローバル人材 2　グローバル人材

3　新製品の開発 3　販売機能の強化 3　新製品の開発

4　販売機能の強化 4　製品開発の迅速化 4　部品原材料の原価低減

4　海外生産の拡大 4　海外生産の拡大 4　事業資源の獲得

4　原材料の安定調達
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　本アンケートでは昨年度に引き続き図表 8-5 に示された 5 つの選択肢を設けて各社の環
境・省エネへの対処方針について調査を行った。調査結果を集計したところ、大半の企業

（64.5％）が「国内外の規制における要求水準を逐次充足する」という受身の姿勢に留まる
一方、「自社の強みとするべく先進的な環境・省エネ技術・工程を開発する」や「自社で開
発した先進的な環境・省エネ技術・工程の国際標準化を目指す」といった積極的な対処方針
を示したのは 558 社中 82 社（14.7％）に留まった。昨年度調査では 24.4％が積極的な回答
を示していたが、これは RoHS 指令（2006 年 7 月施行）＊2 に続いて新化学品規制（REACH
規則案）＊3 の施行（2007 年 6 月 1 日）が昨年度のアンケート回収時期に近かったことなど
から意識の高まりが影響した可能性、また今年度は北米自動車市場の新車販売台数減少を受
けて自動車関連企業の業績が悪化、多大なコストが必要となる環境関連投資を必要最小限に

とに成功した市場は永遠の市場となると
感じている。（一般機械）

　・ 「アフターサービスの強化」を選択。新
規の販売がなかなか伸びない中、定常的
なサービスは魅力。また、保守にかかる
部品などは一般に利益率が高い。なお、

全体売上の 1 割程度がメンテナンスによ
るもの。（精密機械）

　・ ブランド構築は特に競争の激しい市場で
は販売力の強化につながる。また、価格
競争に巻き込まれなくなることもメリッ
ト。（自動車）

＊2 正式には「Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 指令」と
いい、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合（EU）による指令。

＊3 「Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals 規則」のこと。概要については外務省 HP を参照のこと。「EU
の新たな化学物質規制（REACH 規則案）の動向」：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html

＜コラム＞環境・省エネへの対処方針

図表 8-5　 環境・省エネへの対処方針
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留めていることなどが影響していることも
考えられる。
　また、積極的な回答を選択した企業の業
種別内訳は図表 8-6 の通りであり、一般機
械組立、自動車部品、化学、電機・電子等
が上位を占めた。企業ヒアリングにおいて
も以下のように多くのコメントを聞くこと
が出来、各社の意識の高さが窺える。
・ 近年は環境に配慮した製品の開発に力を

入れており、同製品について顧客からは
当社の技術力を高く評価していただいて
いると感じている（自動車部品）。

・ 「経済」「社会」に「環境」を加えた 3 軸
経営を謳っている。環境に役立つ製品の
開発に注力することなどを通じて競争力
を向上させる狙い。この分野は日系企業
が最も得意とするところである（化学）。

・ 積極的に環境にやさしい製品の開発を
行っていく戦略は変えない。一度信用を
落としてしまうと収拾がつかなくなるこ
とから、コスト高のように見えて長期的
にはプラスになることだと考えている

（化学）。
・ 環境・省エネ対応技術が日系企業にとっ

てライバル他社との最大の差別化要因。
特にインフラ系では差が大きく、石油使
用量の削減、CO2 排出量の低減等の技
術には優位性がある（電機・電子組立）。

図表 8-6　環境・省エネ対策に積極的な企業数
　　　　  （業種別）

業種 企業数

一般機械組立 11

自動車部品 10

化学（医薬品を除く）  8

電機・電子部品  8 

電機・電子組立  7 

石油・ゴム  4 

非鉄金属  4 

精密機械組立  4 

繊維  3 

輸送機（自動車を除く）  3 

自動車組立  3 

窯業・土石製品  2 

鉄鋼  2 

金属製品  2 

食料品  1 

木材・木製品  1 

医薬品  1 

一般機械部品  1 

その他  7 

計 82 

図表 8-7　売上規模別　環境・省エネへの対処方針
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補論　 中堅・中小企業の海外
事業展開

１．序

　本補論は「2007 年度海外事業展開調査」
における回答企業の中から、資本金 10 億円
未満の企業を「中堅・中小企業」として抽出
し、海外事業・投資活動の現状および今後の
展望につき、全企業のケースと比較して特徴
的な動きなどを取りまとめたものである（該
当回答企業：151 社）（図表補 1～補 5）。

・ 該当回答企業：151 社
・ 全回答企業（620 回答）のうち中堅・中

小企業の占める割合：24.4%（前年度調
査 25.5%）

・ 中堅・中小回答企業の保有する現地法人
1,168 社（うちアジア地域における現地
法人は 836 社で、全現地法人数の 71.6％
が同地域に集中している。）

2．国内外の事業展開見通し

⑴海外生産比率
　海外生産比率は、37.9％となり、前年の
35.3％から若干上昇し、調査開始以来の最高
の値となった。従来より中堅・中小企業の海
外生産比率はは全企業に比べ高い水準で推移
しており、本年度も同様の傾向を示した（図
表補 6）。なお、2008 年度の実績見込みが
38.4％（全企業：31.4％）、中期的計画値は

41.3％（全企業：34.8％）と今後も上昇する
ことが見込まれており、海外事業の重みはま
すます高まっている。また、その重要度は全
企業に比してむしろ高いと言える。

　本調査結果を売上高別に整理したものが図表 8-7 である。売上高が大きい企業ほど受身的
な対処方針よりも積極的な対処方針を採用していることが見てとれる。環境・省エネ関連投
資は短期的な売上高及び利益の増加には繋がりにくいため、売上高が大きく財務的に余裕の
ある企業であるほど積極的対処方針を採用しやすいことは容易に理解できる。今般の厳しい
経済環境の下、十分な技術開発資金を投じることは容易ではないだろうが「環境に優しい」
という付加価値は他社製品との差別化に貢献し競合を勝ち抜く切り札となりうること、また
新たな市場を切り拓く可能性を持っていることから、中長期的な競争力維持のためにはおろ
そかに出来ない分野であると思われる。

図表補 1　回答企業の資本金別内訳
　　　　 （親会社単体ベース）

企業数 構成比
（%）

1 億円未満  53  35.1%

1 億円以上～  5 億円未満  70  46.4%

5 億円以上～ 10 億円未満  28  18.5%

10 億円以上～ 50 億円未満 － －

50 億円以上～100 億円未満 － －

100 億円以上 － －

無回答 － －

合　　計 151 100.0%

図表補 2　回答企業の総売上高別内訳（連結ベース）

企業数 構成比
（%）

500 億円未満 116  78.9%

500 億円以上～1,000 億円未満  19  12.9%

1,000 億円以上～2,000 億円未満  10   6.8%

2,000 億円以上～3,000 億円未満   1   0.7%

3,000 億円以上～5,000 億円未満   1   0.7%

5,000 億円以上～    1 兆円未満 － －

1 兆円以上 － －

合　　計 147 100.0%

※未回答企業が 4社ある。
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⑵中期的海外事業展開見通し
　中期的（今後 3 年程度）海外事業展開につ
いて、「強化・拡大する」と回答した企業の
割合は 69.1％、「現状維持」は 30.2％となり、
全企業よりも「強化・拡大する」との回答は
10.1 ポイント低い結果となった。また、「強
化・拡大する」と回答した企業の比率は昨年
度調査では 80.8％、一昨年度調査では 77.0％
であったものが、今年度調査では大きく低下
した。景気減速の影響が、経営資源にやや劣
る中堅・中小企業の海外事業姿勢に及び始め
ていると思われる。また、業種別の「強化・
拡大する」と回答した企業の比率（図表補 7）
は、総じて全企業ベースに比べて低い水準に
あるが、特に食料品（中堅・中小は 62.5％、
全企業は 78.1％）と繊維（中堅・中小は
33.3％、全企業は 51.4％）はその差が大きい。

「強化・拡大する」と回答した企業の割合を
地域毎に見ると（図表補 8）、強化・拡大する」
と回答した企業の比率が高いのは「その他ア
ジア・大洋州」（81.2％）、ロシア（85.7％）、

図表補 3　回答企業の従業員数別内訳
　　　　 （親会社単体ベース）

企業数 構成比
（%）

～   300 人  77  51.0%

301 人～   500 人  26  17.2%

501 人～ 1,000 人  34  22.5%

1,001 人～ 5,000 人  14   9.3%

5,001 人～10,000 人 － －

10,001 人～      　 － －

合　　計 151 100.0%

図表補 4　回答企業の業種別内訳

業　　種 企業数 構成比
（%）

食 料 品 8 5.3%

繊 維 12 7.9%

木 材 ・ 木 製 品 1 0.7%

紙 ・ パ ル プ 1 0.7%

化 学 12 7.9%

［化 学（ 除 医 薬 品 ）］ ［11］ ［7.3%］

［医 薬 品］ ［1］ ［0.7%］

石 油 ・ ゴ ム 7 4.6%

窯 業 ・ 土 石 製 品 1 0.7%

鉄 鋼 2 1.3%

非 鉄 金 属 5 3.3%

金 属 製 品 14 9.3%

一 般 機 械 7 4.6%

［一 般 機 械 組 立］ ［5］ ［3.3%］

［一 般 機 械 部 品］ ［2］ ［1.3%］

電 機 ・ 電 子 23 15.2%

［電 機 ・ 電 子 組 立］ ［9］ ［6.0%］

［電 機 ・ 電 子 部 品］ ［14］ ［9.3%］

輸 送 機（ 除 自 動 車 ） 0.7%

自 動 車 19.9%

［自 動 車 組 立］ － －

［自 動 車 部 品］ ［30］ ［19.9%］

精 密 機 械 11 7.3%

［精 密 機 械 組 立］ ［10］ ［6.6%］

［精 密 機 械 部 品］ ［1］ ［0.7%］

そ の 他 16 10.6%

合　　計 151 100.0%

図表補 5　海外現地法人の拠点別・地域別内訳）

（n=151）（単位：社）

NIEs3 ASEAN5 中国 印越
その他アジア 北米 中南米 EU15 中・東欧 その他

欧州 CIS ロシア 大洋州 中近東 アフリカ 合計

生 産 拠 点
販 売 拠 点
研究・開発拠点
そ　 の　 他
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 77
 77
  6
  6

14
18
 0
 0

 19
 76
  3
  3

 6
10
 0
 1

0
3
0
0

0
1
0
1

3
5
0
0

0
1
0
0

1
1
0
0

  640
  484
   14
   30

合 計 106 242 433 55 166 32 101 17 3 2 8 1 2 1,168
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中近東（76.9％）である。「その他アジア・
大洋州」はインド、ベトナムが含まれるため、
両国への積極的な取り組み姿勢が反映された
ものである。また、ロシア、中近東について
は、拡大する市場を目指して全企業ベースで
も取組強化が目立っており、同様の流れと
なっている。図表補 9 は、「強化・拡大する」
と回答した企業の絶対数である。上の比率に
回答企業数を乗じたものであるため、比率の
ほか、回答企業数（ストック）が影響してく
るため、上位にあるのは、日系企業の投資が

進んでいる、タイや中国華東地域などである。
なお、全企業ではベトナムで「強化・拡大す
る」と回答は 189 社であったのに対してイン
ドでは 205 社となっている。一方、中堅・中
小企業では、ベトナムで「強化・拡大する」
とした社は 39 社であるのに対しインドでは
25 社となっており、インドよりベトナムで
の事業の具体化が進行しているようである。

⑶中期的国内事業展開見通し
　国内事業の中期的（今後 3 年程度）な見通
しについては、「現状規模を維持する」と回
答した企業が 55.0％であったのに対し、「強
化・拡大する」は 36.9％であった（図表補
11）。「強化・拡大する」との回答は、全企業
より 3.9 ポイント低い。また、「強化・拡大
する」企業の割合は昨年度調査に比べ 6.4 ポ
イント減少しており、ここでも景気減速の影
響が、中堅・中小企業の事業姿勢に及び始め
ているようだ。

図表補 6　海外生産比率の推移

図表補 7　中期的（今後 3年程度）の海外事業展開規模（主要業種別）

2009年2月　第1号　71



図表補 8　中期的（今後 3年程度）の海外事業展開規模（地域別）

図表補 9　中期的（今後 3年程度）、強化・拡大する企業数（全業種、地域毎）
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3．中期的有望事業展開先国・地域

　中期的（今後 3 年程度）な有望事業展開先
国は、第 1 位中国（66 社、得票率 57％）、第
2 位がインド（58 社、50％）、第 3 位がベト
ナム（53 社、46％）、第 4 位がタイ（32 社、
28％）の順となった（図表補 11）。上位国を
見てみると、まず、中国が第 1 位ながら得票、
得票率ともに減少させ、インドに対する注目
が上昇しているのは、全体での傾向と同様で
ある。しかし、3 位のベトナムが比較的堅調
に票を集め、タイが 4 位となり、アジア諸国
の人気が全企業ベースに比して高いのは、中
堅・中小企業の特徴である。逆に、ロシア、

ブラジルといった国は全企業ベースに比して
票が少ない。経営資源が限られる中堅・中小
企業においては、アジア諸国を越え距離的に
も遠く情報も少ないロシアなどへの投資はや
や躊躇する面があるものと思われる。

　有望国を選択した企業に対しては、投資計
画の有無を質問しているのは本編の通りであ
り、中堅・中小企業についても結果をまとめ
た。（図表補 12）。「計画あり」では、中国に
おける件数が多いが、前年度に比べてその件
数は大きく減少しており、当該傾向は全企業
と同様である。また、「計画あり」ではタイ
が 18 社と 2 番目になっていることが目立つ。
インドでは「計画なし」からの票が「計画あ
り」の票を大幅に上回っており、中堅・中小
企業においては、現実的な投資先というより、
少し長い目で見た有望先ととられられている
ようである。

　中国を有望視する理由（図表補 13）として、
最も多かった回答は「現地市場の成長性」

（70.8%）、次いで「安価な労働力」（41.5%）、
「現地マーケットの現状規模」（33.8％）となっ
て全企業においてあげられた項目と一致す
る。第 2 位のインドについては、「市場の成

図表補 10　中期的な国内事業展開見通し

図表補 11　中期的有望事業展開先国・地域（複数回答）

順位
中期的（今後 3 年程度）有望事業展開先国

本年度調査 （社）
116

（％）
100 07 年度調査 （社）

127
（％）
100

1 位 中国 66 57 中国 80 63 

2 位 インド 58 50 インド 62 49 

3 位 ベトナム 53 46 ベトナム 55 43 

4 位 タイ 32 28 タイ 47 37 

5 位 ブラジル 23 20 米国 25 20 

6 位 ロシア 20 17 ロシア 20 16 

7 位 米国 18 16 インドネシア 16 13 

8 位 インドネシア 14 12 ブラジル 11 9 

9 位 マレーシア 6 5 フィリピン 7 6 

9 位 チェコ 6 5 北米 7 6 
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図表補 12　有望先国・地域における具体的な事業展開の有無
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図表補 13　有望理由（複数回答）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
中国 インド ベトナム タイ ブラジル

社数
（65社） 構成比 社数

（58社） 構成比 社数
（53社） 構成比 社数

（32社） 構成比 社数
（23社） 構成比

生
産
面

優秀な人材 13 20.0% 15 25.9% 17 32.1%  6 18.8%  1  4.3%
安価な労働力 27 41.5% 24 41.4% 33 62.3% 12 37.5%  4 17.4%
安価な部材・原材料  5  7.7%  6 10.3%  4  7.5%  1  3.1%  2  8.7%
組立メーカーへの供給拠点 17 26.2% 12 20.7% 13 24.5% 14 43.8%  7 30.4%
産業集積がある 10 15.4%  8 13.8%  4  7.5%  7 21.9%  1  4.3%
他国リスク分散の受け皿  1  1.5%  5  8.6% 20 37.7%  5 15.6% － －
対日輸出拠点として 10 15.4%  2  3.4%  7 13.2%  5 15.6% － －
第三国輸出拠点として 14 21.5%  7 12.1%  8 15.1%  7 21.9%  1  4.3%
原材料の調達に有利  5  7.7% － － － －  1 3.1%  1  4.3%

販
売
面

現地マーケットの現状規模 22 33.8%  7 12.1%  1  1.9%  9 28.1%  2  8.7%
現地マーケットの成長性 46 70.8% 44 75.9% 20 37.7% 12 37.5% 18 78.3%
現地マーケットの収益性  4  6.2%  4  6.9%  2  3.8%  2  6.3% － －
商品開発の拠点  4  6.2%  1  1.7% － － － － － －

イ
ン
フ
ラ
・
制
度

現地のインフラが整備されて
いる  6  9.2% － －  2  3.8%  8 25.0% － －

物流サービスが発達している  6  9.2%  1  1.7%  1  1.9%  1  3.1% － －
投資にかかる優遇税制がある  5  7.7%  1  1.7%  9 17.0%  1  3.1%  2  8.7%
外資誘致などの政策が安定 － －  3  5.2%  8 15.1%  1  3.1%  1  4.3%
政治・社会情勢が安定  1  1.5%  5  8.6%  8 15.1%  3  9.4% － －
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長性」（75.9%）、「安価な労働力」（41.4%）、「優
秀な人材」（25.9%）の順となっており、これ
も全企業においてあげられた項目と一致し
た。第 3 位のベトナムの有望理由については、

「安価な労働力」（62.3%）、「市場の成長性」
（37.7%）、「他国のリスク分散の受け皿」
（37.7%）、第 4 位のタイの有望理由について
は、「組立メーカーへの供給拠点」（43.8%）「現
地マーケットの成長性」（37.5%）、「安価な労
働力」（37.5%）となっており、全企業ベース
からの大きな乖離はない。なお、いずれの国
においても「安価な労働コスト」をあげた企
業が減少しているのはひとつの特徴である。

　中国における主な課題（図表補 14）とし
ては、「労働コストの上昇」（66.1%）が昨年

に続いて第 1 位となり、特に中堅・中小企業
においては、労働コストの上昇が強く意識さ
れているようだ。続いて「法制の運用が不透
明」（53.2%）、「知的財産権の保護が不十分」

（40.3％）の順となっている。第 2 位のイン
ドについては、「インフラが未整備」（42.9％）
が第 1 位となっている。その後は、「他社と
の厳しい競争」（25.0％）、「法制の運用が不
透明」（23.2%）となっている。第 3 位のベト
ナムについては、「インフラが未整備」

（47.1%）、「管理職クラスの人材確保が困難」
（39.2%）、「技術系人材の確保が困難」（25.5%）、
「法制が未整備」（25.5％）の順となっている。
第 4 位のタイは総じて課題の指摘が少ないが

「労働コストの上昇」（35.5％）、「管理職クラ
スの人材確保が困難」（25.8％）の順となっ

図表補 14　有望課題（複数回答））

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
中国 インド ベトナム タイ ブラジル

社数
（62社） 構成比 社数

（56社） 構成比 社数
（51社） 構成比 社数

（31社） 構成比 社数
（23社） 構成比

法
律
・
税
制

法制が未整備  9 14.5%  3  5.4%  9 17.6%  1  3.2% 4 17.4%
法制の運用が不透明 33 53.2% 13 23.2% 13 25.5%  2  6.5% 6 26.1%
徴税システムが複雑  7 11.3%  8 14.3%  1  2.0%  1  3.2% 1  4.3%
税制の運用が不透明 19 30.6% 11 19.6%  8 15.7%  3  9.7% 2  8.7%
課税強化 14 22.6%  3  5.4%  1 2.0% － － － －

行
政
全
般

外資規制  8 12.9%  2  3.6%  6 11.8%  1  3.2% 1  4.3%
投資許認可手続きが煩雑・不
透明 13 21.0%  6 10.7%  9 17.6%  1  3.2% 2  8.7%

知的財産権の保護が不十分 25 40.3%  4  7.1%  5  9.8% － － 1  4.3%
為替規制・送金規制 14 22.6%  1  1.8%  7 13.7%  1  3.2% 2  8.7%
輸入規制・通関手続き 15 24.2%  7 12.5%  9 17.6% － － 5 21.7%

労
務
問
題

技術系人材の確保が困難 12 19.4%  9 16.1% 13 25.5%  5 16.1% 1  4.3%
管理職クラスの人材確保が困
難 14 22.6% 11 19.6% 20 39.2%  8 25.8% 3 13.0%

労働コストの上昇 41 66.1% 12 21.4% 12 23.5% 11 35.5% 3 13.0%
労務問題 15 24.2% 12 21.4%  8 15.7%  1  3.2% 2  8.7%

一
般
課
題

他社との厳しい競争 21 33.9% 14 25.0%  3  5.9%  7 22.6% 6 26.1%
代金回収が困難 17 27.4%  5  8.9% － － － － 3 13.0%
資金調達が困難  6  9.7%  4  7.1%  2  3.9% － － 2  8.7%
地場裾野産業が未発達  5  8.1%  7 12.5%  9 17.6% － － 2  8.7%
通貨・物価の安定感がない  4  6.5%  1  1.8%  4  7.8%  1  3.2% 4 17.4%
インフラが未整備 13 21.0% 24 42.9% 24 47.1%  4 12.9% 3 13.0%
治安・社会情勢が不安  9 14.5%  9 16.1%  5  9.8%  2  6.5% 3 13.0%
投資先国の情報不足  3  4.8% 10 17.9%  7 13.7%  1  3.2% 5 21.7%
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ている。各国とも、全企業の指摘する課題と
概ね一致する結果となった。

４．グローバルな販売市場での競合

　本編 7 章の分析を中堅・中小企業を対象に
行うったものが、図表補 15 と補 16 である。
全企業の数値と概ね同じ傾向だが、韓国 / 台
湾系企業を例に違いを追ってみる。中堅・中
小企業では「製品開発力」は 2.97（全企業比
0.09）、「製造技術」では 3.03（全企業比 0.09）
といずれも全企業ベースに比して、韓国 / 台
湾系企業を高く評価している。逆に、「経営
スピード」は 3.53（全企業比 -0.06）となっ
ており、むしろ全企業ベースよりもギャップ
が小さい。技術的にはやや劣るものの、比較
的小回りの効く組織であることがこういった
評価につながっているものと思われる。なお、

「販売力（ASEAN 市場）」は 3.38（全企業比
0.03）、「販売力（中国市場）」は 3.36（全企

業比 0.02）であり、全企業ベースとほとんど
差がない結果となった。

5． 国際競争力の維持・強化のため
の重要な取組み

　本編 8 章の分析を中堅・中小企業を対象に
行うったものが、図表補 17 である。図表の
数値を全企業と比較してみると、1 位は「海
外生産の拡大」と「原価低減」（42％）であり、
特に「海外生産の拡大」は全企業（4 位）よ
りも優先度が高いとう結果となった。その後

図表補 15　韓国 /台湾系企業に対する評価

図表補 16　中国系企業に対する評価

図表補 17　国際競争力維持・強化のために
　　　　　 重要な国内外での取組み

順位 社数 比率

1 海外生産の拡大 57 42%

2 調達部品・原材料等の原価削減 57 42%

3 新製品の開発 56 41%

4 グローバル化に対応しうる優
秀な人材の取得 54 40%

5 製品開発の迅速化 48 36%

6 生産工程の効率化 47 35%

7 開発・生産・販売各部門の連
携強化 38 28%

8 販売機能の強化 36 27%

9 ブランド力の強化 32 24%

10 原材料の安定調達 31 23%

11 財務体質の健全化 29 21%

12 グローバルなサプライチェー
ンの最適化 28 21%

13 新規事業分野への参入 19 14%

14 先進技術の獲得を目的とした
基礎研究 17 13%

15 知財・意匠の保護 16 12%

16 国内外の生産体制の集約化 14 10%

17 環境・省エネ基準への対応 13 10%

18 国内生産の拡大 12  9%

19 アフターサービスの強化 11  8%

20 製品デザイン力の強化 10  7%

21 自社事業分野の見直し 10  7%

22 本業を強化する事業資源の獲得  8  6%
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は、「新製品の開発」（41％）であり、全企業
ベースが 1 位（49％）であったのに比べやや
低い結果となっている。中堅・中小企業にお
いては新しい製品の開発に比べ、大手取引先
の海外展開にあわせ海外生産を拡大させるこ
とが重視されているようである。4 位が「グ
ローバル化に対応しうる人材」（40％）である、
全企業ベースと同様に、人材面での課題を抱
えているようだ。5 番目が「製品開発の迅速

化」で上位 5 番目までは順位の入れ替わりは
あるものの、全企業ベースと同じ項目が並ん
だ。なお、下位の項目では、「本業を強化す
る事業資源の獲得（M&A 等）」（6％）が 22
位であるが、同項目は全企業では 12 位となっ
ており、中堅・中小企業にとっては経営資源
の制約などから経営課題とまではなりくい項
目と思われる。
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　2007 年後半に発生した信用力の低い個人
向け住宅融資（サブプライムローン）問題に
端を発し、2008 年 9 月の米リーマンブラザー
ズ破綻を契機とした事業環境変化を解説する
とともに、日本企業は今後どのような取組み
を行うべきか考えを述べたい。

リセッション
　はじめに現在の状況を表す用語だが、米国
では実質国内総生産（GDP）が 2 四半期連
続してマイナス成長となるとリセッション、
つまり日本語では景気後退と定義される。米

国の 7～9 月期は前期比マイナス 0.5％であ
り、続く 10～12 月期も確定値の発表を待つ
必要があるが、大幅なマイナス成長で間違い
ない。このためリセッションであるというこ
とは明確にいえる。また、3 四半期連続して
マイナス成長あるいは累計で 10% 以上マイ
ナスとなるとディプレッションという言葉が
用いられる。これは日本語でいえば不況とい
うことであり、1930 年代の大恐慌は「ザ・
グレイト・ディプレッション」と言われてい
るわけだが、これはさらに景気後退期間が延
びた場合の用語である。なお、上記定義とは

〈セミナー報告〉

「わが国製造業企業の海外事業展開：
今後の課題と展望」概要報告

国際経営企画部国際調査室

要　旨

　国際協力銀行（JBIC）は、2008 年 12 月 3 日東京にて、㈶海外投融資情報財団（JOI）の
協賛を得て「わが国製造業企業の海外事業展開：今後の課題と展望」と題した海外投資セミ
ナーを開催した。
　このセミナーでは牛田主任研究員から 2008 年度の海外事業展開調査（海外投資アンケー
ト調査）の結果に基づき、わが国製造業企業の海外事業動向や有望国ランキング分析のほか、
国際競争力維持・向上のための重要な国内外での取組課題などについての報告があり、丸上
国際調査室長から調査結果のポイントや最近の状況変化について説明した。
　続いて、早稲田大学ビジネススクールの寺本義也教授から「最近の事業環境変化と今後の
取組み方」と題した課題提起があり、これを受けて寺本教授、丸上室長、牛田主任研究員の
3 者でパネル討議を行い、フロアとの活発な質疑応答でこの日のプログラムを終えた。

1． 課題提起：最近の事業環境変化と今後の取組み方

早稲田大学ビジネススクール教授　寺本　義也
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別に全米経済研究所（NBER）は経済の全体
的な活動が数ヶ月以上落ち込んだ場合をリ
セッションと認定している。こちらの定義に
基づいても、NBER によると米国経済は
2007 年 12 月が景気の山であったということ
であるから、既に景気後退期に入ってから
12ヶ月が経過している（日本は 2007 年 11 月
が山）。

今後のシナリオ
　そこで日本の製造業企業が景気後退期にお
いて、今後海外事業展開にどのようなスタン
スで臨むことが考えられるか、あるいはその
際押さえるべきポイントは何か、という点に
ついて述べたい。まず 1 つには、この景気後
退ないし不況がどのような形で回復するか、
という点である。今回の景気後退の引き金に
なったのは米国、中でも米国の金融経済では
あるが、回復の起点となるのもやはり米国の
経済だと考えている。100 年に一度の景気後
退ということが言われているので、過去の
データはあてにならないかもしれないが、戦
後の景気循環サイクルの中で、米国経済が不
況から脱するまでの最長期間は 18ヶ月（1 年
半）である。つまり、これに従うならば来年
の後半頃から米国経済の幾つかの局面で回復
の兆しが見られることになるだろう、という
見通しは立ちうる。

　そうすると次の回復のサイクルとしては、
恐らく中国が早いだろうと考えている。いわ
ゆるリカップリング現象である。中国に続い
てインドも、様々な課題があるにしても経済
的には中国に続いて復調してくるだろうし、
ブラジルも当然復調する。この段階までくる
と EU の主要国に回復の兆しが見えてくる。
私が危惧しているのは一番景気回復が遅いの
は日本ではないかという点で、ある種の危機
感を持っている。この場合、今後は海外事業
展開が、今まで以上に腰を据えて取り組まな
ければいけない重要な課題となってくる、と
いうのが私なりの結論である。

今後の日系製造業企業の方策
　仮に前節で述べたような景気回復シナリオ
を基に考えると、これから日系企業が取り組
むべき海外事業展開の方策の一つは、大多数
の日系企業の財務体質が比較的健全であるこ
とから考えて、この機会にキャッシュをどの
ように最大限活用するかということになる。
当然、自前の開発投資ということも考えられ
るが、現在のような円高の中では戦略的な
M ＆ A が本格的な選択肢として多くの企業
や産業で重要となってくると考えている。

　ただしその際のキーポイントとしては、単
純な規模の拡大を狙ったM＆Aではなく、質
の強化を狙ったM＆Aを志向すべきである。
具体的には、優秀な（グローバルな）人材の
獲得、日本企業が十分保有していない経営資
源の獲得、あるいは市場開発力の獲得という
質の強化をいかに図るかということである。
当然、質の強化を図ったM＆Aは規模の拡大
に帰結するので、その意味では質から入って
規模の拡大へ繋がるというアプローチがこの
ような時代には求められていると考えている。

破壊的イノベーションの可能性
　先月、インドのムンバイに出張しタタ・モー
ターズのラビ・カント CEO と会談した。そ
の際に「ナノ」の発売はいつ頃になるのか伺っ
たところ、様々な事情によって遅れているが
2009 年の前半には必ず出すということだっ
た。また「ナノ」のベーシックなモデルの価
格は、2008 年年頭に行われた開発発表当初
の予定通り 10 万ルピーで据え置きになると
も伺った。危機的状況にありながらも、積極
的に投資すべきところには投資しており、「ナ
ノ」は破壊的イノベーションを起こす可能性
があると思っている。

　日本の自動車メーカーは、「ナノ」のスペッ
クでは四輪車とはいえないと言っているが、
タタ・モーターズとしては四輪車ではなく、
二輪車の代替車というコンセプトを考えてい
る。インド国内だけではなく、中国の内陸部
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質の強化を目指したM＆ A
丸上　寺本先生から課題提起ということで、
景気回復のシナリオは米国経済が起点になる
だろう、そして、このような時こそ戦略的な
M&A を積極的に実施していくべきだという
お話をいただきました。
　まず M&A については、私共の調査結果
においても、日本企業にとって海外 M&A
の重要性は増していると読むことができま
す。しかし、日本企業の M&A は過去にも
幾つか事例がありましたが、必ずしも成功し
たものばかりではありません。むしろ苦労し
た M&A の事例のほうが多く目立つ結果で
はないかと思います。先生のご提案のなかで、
単純な規模の拡大ではなく、質の強化を目指
した M&A を行っていくべきだというお話
がありましたが、今後日本企業が海外 M&A
に取組んでいく中で、質の強化という点を考

えると、どのような目利きをして、またどの
ような注意をして M&A に取り組んでいけ
ば良いかについて、アドバイス頂きたいと思
います。

寺本　単純な意味での規模の拡大を主眼とし
た M&A よりも、質の強化を目的とした
M&A を指向すべきだという話をさせていた
だきました。かつてダイムラークライスラー
が世紀の大合併をしましたが、結局うまくい
かなかったのです。現状ではクライスラーそ
のものが危機に瀕している状態です。そのよ
うな結果を受けて考えると、もちろん M&A
だけではなく自社への投資についても同様で
すが、質の強化を志向した M&A を考える
べきです。
　その時に非常に大事なのが、世界中から優
秀な人材をいかに獲得し、獲得した人材をど

やブラジルのような新興国の巨大マーケット
では、この価格帯・コンセプトが普及する可
能性はむしろ増してきているのではないかと
感じている。このような意味で、破壊的イノ
ベーションというものには目を凝らしていく
必要がある。

積極的な取組みの継続を
　リスクマネジメントというものは積極的な
取組みと共に必要であり、投資の大原則から
は分散投資に尽きる。一つは時間的な分散、
つまり中長期的なスタンスで海外事業展開を
考えることである。もう一つは空間的な分散
であり、一極集中型の事業展開ではなく国際
分散型のバランスの良い事業展開を考えるべ
きである。リスクをヘッジしながらも、中長
期的には継続的・安定的な成長を図るため、

これらは依然として重要な方策である。

　トヨタ自動車の渡辺捷昭社長が今年春先に
「潮目が変わった」という表現をしている。
2007 年の 12 月頃から潮目が変わった、特に
北米市場でという話だったが、昨年の 12 月
が景気のピークだったことからみると判断は
正しかったということである。また、先月私
がお会いした同社の幹部は「時代が変わった」
という言い方をされていた。恐らくこの先、
現在の危機を克服し、景気が回復する過程の
中では、相当程度、企業の行動や戦略、それ
から事業展開というものの質が変わってくる
だろうと考えている。その時に重要なことは、
リスクをヘッジしながら、しかし中長期的に
は積極的な取り組みを続けることではない
か、と考えている。 （文責：宮口知之）

2．パネル討議
早稲田大学ビジネススクール教授　　　 寺本　義也 　　　　　
国際経営企画部 国際調査室長　　　　　丸上　貴司（司会進行）
国際経営企画部 国際調査室主任研究員　牛田　　晋 　　　　　  
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のように活用して成果に繋げるかという点で
す。ポスト・マージャー・インテグレーショ
ン、つまり M&A 後のマネジメントが非常
に重要です。私は、このようなことは合併し
てから考えるべき問題ではなく、むしろ
M&A を検討する段階ですでにその問題を織
り込んで検討すべきだと思います。今のよう
な変化の激しい時代ではこれが特に大事です。
　米国の例で恐縮ですが、シスコシステムズと
いう企業は、M&AではなくA&Dだと言って
います。企業を取得することによって技術開発、
事業開発を積極的に推進するという意味で、
A&D つまり「Acquisition & Development」
というコンセプトを採用しているのです。こ
の場合の特徴としては、M&A 検討チームの
中に、最初から人材開発の専門チーム、ある
いは組織文化の専門チームが入っており、買
収後どのようにして組織文化をすり合わせ、
優れた人材を活用するのかについてプログラ
ムの検討を詰めた上で M&A に取り掛かる
点です。M&A を進める上で、検討の順序と
して、設備・技術や販路は当然ですが、それ
らを支えるコア人材の問題を中心にする、そ
の部分をレバレッジにして M&A を検討す
ることが重要だと思います。

丸上　今、人材のお話がありました。私共の
調査結果の中でも「国際競争力を維持・強化
するための重要な取組み」という箇所で紹介
していますが、『グローバル化に対応しうる
人材の獲得』という項目が 3 位になっていま
す。これには色々な側面がありまして、日本
側から海外の拠点に送る人、つまり日本の人
材をいかに国際化するか、という側面に加え、
現地の優れた人材をいかに自分たちに取込む
かという側面からこの項目を選択される企業
もあります。
　また、M&A の話にもありますように経営
層、外国企業の資源である人材をいかに自分
たちの経営に取込むか、あるいは取込まない
なら取込まないということも選択肢の一つで
あると思いますが、いずれにしろ人材の問題
というのは非常に大きな問題であって、日本

企業の海外事業にとっては長年の、そしてな
かなかソリューションがみつからない課題な
のだと思います。私共がアンケートに回答い
ただいた企業の皆様にヒアリングしまして
も、やはり人材を何とか育てたい、良い人材
を獲得したいということは、頻繁に耳にする
話です。
　先ほどの課題提起の際には触れられません
でしたが、先生にはイノベーションについて
のお話もご準備いただいておりましたので、
この点について簡単にご説明いただければと
思います。

3 つの T、3つの P
寺本　先程、M&A に関連して質の強化とい
うことを述べました。これは M&A だけで
はなく、事業展開全体にわたって、イノベー
ションが 21 世紀の企業の成長をリードする
ということは言うまでもないことです。イノ
ベーションを組織的に実現する上で何が大事
かということでは、米国のリチャード・フロ
リダ教授が「3 つの T」が欠かせないと指摘
しています。
　一つ目の T は技術（Technology）です。
これは広い意味での技術であり、ハード技術、
ソフト技術に加えてサービス技術も含みま
す。そして、技術を支えているのが二つ目の
T（Talent）である優秀な人材です。
　人材の問題について一つ話をさせていただき
ますと、人材の獲得→育成→活用というのが、
素直に考えると正しい順序のようですが、色々
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な企業の実態を見ますと、本来は逆に考えるべ
きではないかと私は感じています。つまり、優
秀な人材をいかに活用するか、そのためにどの
ように育成するか、更にはどのような人材を獲
得するのかという順序です。優れた人材をいか
に適所適材に活用して成果を上げるか、それを
いかにきちんと評価するのかを先に考えるべき
であり、育成や獲得などよりもむしろ実績とし
て人材活用が上手くいっている企業に人が集
まってくるのです。また若い人を含めて人材の
本当の意味での活用が出来ている、実力発揮の
場があることによって、人材は自らの能力を開
花させます。
　海外のMBAスクールに派遣した社員のほと
んどが帰国後に退職してしまった、などという
話を耳にすることがありますが、これは育成の
場は与えたけれども、活用の仕方がプログラム
化できていなかったということであり、この例
から分かるように育成よりも活用の方が課題な
のです。つまり、本来、成果→活用→育成→獲
得というのが正しい順序だと思います。
　三つ目の T は、日本の企業や社会にとっ
て非常に大事な点ですが、Tolerance です。
寛容さという訳語がありますが、寛容さとか
寛大さというものです。では、何に対する寛
容さ寛大さなのかというと、多様性（ダイバー
シティ）を積極的に受け入れて、それを組織
的な力に転換していく、そういう意味での寛
大さ寛容さです。経営人材の活用という話が
ありましたが、我々の社会や組織が多様な人
材をいかに受け入れて積極的に活用できる
か、それがグローバルな事業展開を今後行っ
ていく上で非常に重要です。

丸上　イノベーターにはどのような要件が必
要でしょうか。

寺本　イノベーションの実現について「3 つ
の T」というキーワードがありますので、そ
れを受けて私は「3 つの P」からなるイノベー
ターの要件を考えました。一つ目の P は

「Passion」です。優秀な人材は一人一人が前
向きな強い情熱を持っています。それが

Passion であって、高い志と言っても良いか
もしれません。イノベーションを起す、また、
それを社会的に普及し貢献するという意味で
の Passion がなければ何事も始まりません。
しかし Passion だけで物事が実現するほど簡
単ではないのです。物事を実現するためには、
二つ目の P である忍耐（Perseverance）、打
たれ強さが大変重要です。何が人を打たれ強
くするかというと、「志」です。「志」がある
から打たれても、もう一回立ち上がろうとす
るわけです。
　最後の P は「Pleasure」ですが、これは現
在のような状況にはそぐわないと思われるか
もしれません。しかしながら、厳しい時代、
厳しい状況の中でこそ、厳しさをいかに我々
が楽しんでいけるかが重要だと考えていま
す。楽しいときに楽しむのは誰でも出来るこ
とですが、この厳しさをどうやって楽しむか、
あるいは乗り越えていけるか、そういった

「志」のようなものが必要です。

日本企業による新興国投資
丸上　寺本先生オリジナルのお考えで「3 つ
の P」を紹介いただきましたが、最後に

「Pleasure」を入れられた点は大変前向きな
勇気付けられるメッセージだと思います。
　次に日本企業の地域別の海外事業展開につ
いて考えてみたいと思います。欧米先進国地
域での投資方針、あるいは新興国への投資方
針について、その方向性に特徴はあるのだろ
うかという点を、調査結果に基づいて牛田主
任研究員から説明して下さい。

牛田　先進国への投資については M&A も
選択肢としながら、販売面に注力しようとい
う考え方が見られます。新興国と特に違うの
は環境、特に省エネという側面での投資に力
を入れるという企業の声が欧州事業を中心と
して集まったことです。欧州では環境に優し
い商品という価値が理解されており、割高で
あっても売れるようです。これは直接欧州に
工場を設立するという行動には必ずしも繋が
らず、日本国内での対応もありうるのですが、
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環境を軸にした取組みが見られます。
　新興国への投資については、生産拠点か
ら販売先へと見方が変わってきています。
最近注目を集めている新興国としては南ア
フリカ共和国などと並んでアラブ首長国連
邦（UAE）があげられますが、中東地域を
有望として関心を持っている企業の特徴と
しては大きく 3 つのパターンがあると考え
ています。
　第一のパターンは化学系の会社が上流の事
業に携わりたいという意図での関心、第二の
パターンは電力設備や水処理設備などのイン
フラ系の企業による関心です。第三のパター
ンは販売先としての関心です。特に業種の偏
りはないのですが、特に高価なハイエンド商
品が売れるという話を聞いております。
　調査に回答いただいた企業に話を聞いてみ
ますと、大体インドくらいまでは販売先とし
て考えていたけれども、インド以西の国々に
ついては考えていなかった、マーケティング
の空白地帯だったとおっしゃる方が多いよう
です。なおかつ、そのような地域もここ数年
原油高騰の恩恵を受けて大変潤っているため
に販売先として大きな注目が集まっているよ
うです。これは中東の例ですが、ロシアやブ
ラジルといったところにも日系企業の関心の
広がりが出てきており、特に販売先としての
関心が高まっている、大きく言うと新興国へ
の投資の方向性はこのような感じです。
　UAE についての補足ですが、首長国の一
つにドバイがあります。アンケート回収時点
では油価が高かったので事業有望先としての
評価などについてはやや上乗せもあったので
はないかと感じています。現地関係者に話を
聞いてみますと、ドバイと他の中東諸国は分
けて考えるべきではないかということです。
ドバイへの投資集中は若干行き過ぎた感じが
あるものの、他の中東諸国は、UAE の他の
首長国も含めて、ここ 1-2 年の好況を受けて
潤っており、先進国を始め様々な国で景気減
速がみられる中、これらの国の経済状態は相
対的には底堅いようです。このような理由か
ら、販売先としては依然中東地域が有望であ

るという話も聞いております。

丸上　新興経済地域への直接投資に関して、
私から補足したいと思います。アンケート結
果をお話しする際、日本企業が選ぶ有望国と
してインドの順位が上がりましたと言うと、
多くの方がそれは期待先行でしょうという反
応をされます。確かに、インドを有望としな
がら実際の事業計画は無いと回答される企業
が過半ではありますが、事業計画があると回
答される企業数も年々増えてきているという
事実があります。この結果を見るとインドは
期待ばかりではなく、実際の投資先としての
人気も上がっている、ということができます。
　しかしながらインド向け投資の中身を見る
と、今のところ大半は自動車などの組立メー
カーの進出にあわせて部品メーカーも進出
し、日系企業相手に製品を供給するという B 
to B 型の事業が多いと感じています。イン
ドの投資環境の中で、本当にインド市場を相
手に事業をしているのかというとそうでもな
いのです。日本企業の間での仕事の流れは変
わらないままビジネスの場所がインドになっ
ているだけ、というのが現在の動きの主流で
はないかと感じています。日本企業がインド
を有望とする一番の理由は「市場の成長性」
です。大きな市場の中に入って行きたい、ビジ
ネスをやっていきたいという思いは持っていま
すが、それが本当にできるのか、そのための事
業モデルの構築が大きな課題だと思います。
　有望国順位の変動を見ておりますと、イン
ドネシアは近年徐々に順位を下げていったけ
れども去年と今年は 8 位であり、下げ止まっ
た感じがあります。様々な課題があって順位
を下げましたが、ここにきて BRICs を始め
とした市場の大きい国には底堅い魅力がある
と企業は見ているのだろうと思います。
BRICs に加えインドネシアやベトナムは人
口が多く、潜在的な内需の大きい国であり販
売先としての魅力があるのです。ただし、こ
こで市場に対応した投資が出来るかどうかが
課題であり、それを計る試金石となるのが中
国事業だと考えられます。

2009年2月　第1号　95



　日本企業は中国事業において、生産拠点と
しての対応から巨大なマーケットを掴むべく
市場対応へのシフトを鋭意進めています。売
上高と収益について当初目標に対する満足度
に関するアンケート調査結果を時系列で
1992 年から見ますと、NIEs や ASEAN と
いった東アジアの国々の売上高は概ね満足と
いうレベルで推移しています。ここで注目し
たいのは中国であって、売上高については
2001 年に、収益については 2004 年に満足を
あらわす「3.0」という値を超えていますが、
それ以外の年度については「3.0」以下、つ
まり不満足のレベルを推移しています。
　日系企業は 2000 年頃から、低コスト生産
から市場対応のビジネスへと中国事業を転換
しようとしてきましたが、実際に現地で事業
を行っている企業の評価としてはなかなか売
り上げが伸びない、収益が上がっていないと
いう実態があるようです。中国で市場対応の
ビジネスを行っているとはいっても、思うよ
うな成果が得られていないのです。
　このようなことを考えますと、インドの市
場は大きいですが、どのようにインド市場を
掴むのかという点については、本調査を通じ
て判断する限り、適当な事業モデルはまだ作
られていないように思います。インドには、
東南アジアにおける低コスト生産モデルは応
用できませんし、中国での事業モデルもその
まま適用できないだろうと思います。

「選択と集中」から「実験と機動」へ
寺本　中国関係の話がありましたが、中国事
業に限らずインド事業に対しても様々な見直
しが当然必要だろうと思います。私はこれま
で言われてきた「選択と集中」というアプロー
チから、「実験と機動」という新しいアプロー
チへ転換してはどうかと考えております。
　現在のような厳しい時期にビジネスに携わ
る方に申し上げたいのは、一つはうろたえる
な、ということです。うろたえると、最も良
くない対応をとってしまいます。また、何も
せず静観している間に状況が動き出すという
考えは、それも良くありません。うろたえない、

ということは何もしないことと同じではあり
ません。本格的に体を動かすためには絶えず
準備運動をしていないと、突然動けと言って
も頭も体も動きません。そういう意味で小規
模な取り組みを実験的に行って、現地の状況
の進展をみながら、行けると判断したら本格
的な事業企画に落とし込んで、推進するのです。
　マネジメントサイクルでは、PDS（Plan, 
Do, See）あるいは PDCA（Plan, Do, Check, 
Action）とよく言われますが、現在のような
時代では dSP（do, See, Plan）とするのが良
いと考えています。この場合の d は小文字
の d であり、小規模で実験的な取り組みを
手がけていく、つまり絶えず頭と体を動かし
ておくということを意味します。そうしてい
ないと、知らない間に体が硬直してしまいま
す。人体も同じで、一週間寝たきりになると
体力の 90％が落ち、いざとなった時に動け
ないのです。
　絶えずアンテナを立てながら動いている。
動いていることによって風が読める、風を読
むことによって次の手が思いつく。つまり実
験的な取り組みをしながら状況をきちんと
ウォッチして、好転の兆しが見えてきた時に
は、直ちに機動的に資源をシフトして本格的
な事業展開に臨む、というアプローチが求め
られます。
　「選択と集中」というアプローチは、ある
程度の確度で先が読める時代の手法であって、
今のような状況では、小刻みに動いているこ
とが非常に重要です。そのような意味では中
国事業について、これからということではイ
ンド事業についてもこのようなことが必要で
す。一切何もしないというのは、ベストな選
択の様に見えて、実はワーストな選択に陥る
可能性が大きいと申し上げたいと思います。

丸上　「選択と集中」という言葉は、アジア
通貨危機の後にビジネスを見直す上での方針
として頻繁に耳にしましたが、現在の危機の
中では先生が指摘される「実験と機動」のア
プローチで常に動いていることが大切なのだ
と感じました。本日はありがとうございました。
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1．はじめに

　米国を起源とする現在の国際的な経済危機
の下で、日本や韓国は予想以上に深刻な輸出
の減少に見舞われている。最近の状況を理解
するためには、「各国が国内需要の一定割合
を他の諸国から輸入しているため、ある国（例
えば米国）の内需が低迷すれば、その一定割
合だけ他の国（例えば日本）の輸出が減る」、
というケインズ経済学の教科書が教える単純
な図式はもはや通用せず、東アジアにおける
新しい国際分業の現状に基づいた分析をする
必要がある。
　1990 年代以降の東アジアでは、生産工程
を細分化し、生産コストを最小にするために
工程毎に最適な立地国を主に域内で選択す
る、フラグメンテイションと呼ばれる現象や、
域内からの中間財輸入（アウトソーシング）

が急速に拡大した。本論文では、詳細な貿易、
直接投資データに基づきながら、このような
東アジアにおける国際分業の深化について概
観してみる。
　本論文の分析結果を先取りすれば、最近の
経済危機の日本の輸出への影響について、次
のことが指摘できる。日本や韓国は基幹部品
を中国に輸出し、中国がこれを組み立てて米
国に輸出しているため、中国の対米輸出不振
は、日本や韓国の対中輸出不振に直結してい
る。また加速度原理が教えるように、アジア
における経済成長の減速が、日本の資本財輸
出を大幅に減らしていると考えられる。
　中国やアセアン諸国における賃金率の上昇
や、深刻化しつつある世界的な金融・経済危
機の下で、東アジアの分業体制は、今後急速
に変化していく可能性がある。しかし、以下
に示すように、1990 年から 2000 年代前半に

東アジアにおける工程間分業と
中間財貿易の進展

一橋大学経済研究所教授　 深尾　京司
専修大学経済学部准教授　 伊藤　恵子

Abstract

The last decade has seen substantial progress in the fragmentation of production 
processes in East Asia. As a result, there has been a rapid increase in the intra-regional 
outsourcing of intermediate inputs within East Asia. Using detailed trade data based on 
the Broad Economic Categories (BEC) of the United Nations, we present an overview of 
the pattern of East Asian trade in intermediate goods. We also describe patterns of 
foreign direct investment (FDI) within the region. The main findings of the paper can be 
summarized as follows. First, intra-regional trade in East Asia grew remarkably during 
the period 1990-2003. While overall trade with the rest of the world roughly doubled in 
this period, intra-regional trade in East Asia more than tripled. Second, the main factor 
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through outsourcing and the international fragmentation of production. Multinational 
enterprises played an important role in the recent surge of China as a factory for the 
world, which has made a tremendous impact on labor markets in developed economies, 
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かけての東アジアも、既に激動の時代であり、
その変化を理解することは、今後の東アジア
の動向を考える上でも、重要であるように思
われる。

2．東アジアの域内および域外貿易

　最初に、東アジアの域内貿易と域外貿易に
ついて見てみよう。貿易統計を使って工程間
分業まで分析するためには、通常の産業や商
品区分ではなく、各産業で生産された商品に
ついて、中間財、最終財、投資財など、生産
工程や用途毎に区別した分類が望ましい。そ
こ で 我 々 は、 経 済 産 業 研 究 所 の Trade 
Industry Database（TID）を用いて分析を
行う。
　TID は、国際連合の Comtrade 統計と台
湾の政府貿易統計から得られる国際連合標準
国際貿易商品分類改訂第 2 版または第 3 版

（SITC R2 または R3）の 5 桁レベルの商品
別、相手国別貿易データをもとに、各商品を
総務省産業連関表の統合大分類を元に作成し
た 13 産業別の生産物に分類し、更に国際連

合の Broad Economic Categories（BEC）を
用いて、各商品をその用途に応じて 5 つのカ
テゴリー（素材、加工品（中間財）と部品（中
間財）、資本財（最終財）、消費財（最終財））
に分類している＊1。TID は基本的に輸入国の
統計を元に作成され、CIF（運賃・保険料込み）
ベースの統計である。なお、我々は日本と東
アジア NIEs 3（韓国、シンガポール、台湾）、
ASEAN 4（タイ、マレーシア、インドネシア、
フィリピン）、中国および香港を東アジアと
した。
　図 1 は、産業別・年別の東アジア域内貿易
の推移を示している。1990 年から 2003 年に
かけて、域内貿易が急速に拡大したことが分
かる。域内貿易は 1990 年の 2,900 億米国ド
ルから、2003 年には 9,200 億ドルへと、3.2
倍になった。一方、東アジアの対域外貿易（こ
れも米国ドルベース）は、域外への輸出で 2.5
倍、域外からの輸入で 2.1 倍に拡大した。つ
まり貿易で見る限り、域内統合の程度が高
まった。域内貿易の拡大は、特に 1990-1995
年の期間に目覚ましかった。年率成長率は

＊1 経済産業研究所の TID のデータおよび詳しい解説は、http://www.rieti.go.jp/jp/projects/rieti-tid/ からダウンロードするこ
とができる。

図 1　東アジアの域内貿易：産業別・年別
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図 2　東アジアの域内貿易：商品カテゴリー別・年別
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15% に達した。これに対して、1995-2003 年
の年率成長率は 5% に下落した。後に示すよ
うに、1995 年以降の域内貿易成長の鈍化は、
主に日本の対域内貿易の縮小によってもたら
された。
　図 1 が示すように、東アジアの域内貿易拡
大のうち半分以上は、電機、一般機械の貿易
増加によってもたらされた。全域内貿易に占
める電機、一般機械の割合は、1990 年の
28% から、2003 年の 46％へと上昇した。財
の用途の視点から見ると、5 つのカテゴリー
のうち、部品貿易が全域内貿易に占める割合
が、急増した（図 2）。図 4 が示す通り、
1990-2003 年の期間に、部品の域内貿易は約
6 倍になった（年率成長率は 13%）。これら
域内で取引される部品の大部分は、電機、一
般機械産業の生産物である。例えば 2003 年
において、電機、一般機械は、域内部品貿易
の 90％を占めた（図 4）。
　図 2 が示すとおり、2003 年においては、
東アジア域内貿易の 60％が、中間財（部品
または加工品）であった。加工品の場合、そ
のうち 53% は、化学製品と石油・石炭製品
であった。（図 3）。

　以上の結果をまとめれば、東アジアでは、
域内貿易が急速に拡大したが、これを牽引し
たのは、中間財の域内からの調達（アウトソー
シング）と工程間国際分業（フラグメンテイ
ション）の進展であった。1990-2003 年間の
域内貿易の拡大のうち 65％は、部品と加工
品（中間財）貿易の増加に起因していた（図
4 および図 3 参照）。域内貿易拡大のうち
33% は、消費財と投資財貿易の増加、残り
は原材料の増加による。
　次に、東アジア諸国の域外との貿易につい
て見てみよう。図 5 が示すように、1995 年
以降は、東アジアの域外への輸出は、東アジ
ア域内貿易の拡大よりもより高い成長率

（1995-2003 年には年率 6%）で成長した。こ
れは、1990 － 1995 年には、東アジア域内貿
易の方が、域外への輸出よりも成長率が高
かったことと、対照的である。
　域外への輸出の拡大は、主に中国の米国お
よびその他世界への輸出増加によってもたら
された。図 5 と 6 が示すように、東アジアの
域外への輸出の大部分は、一般機械、電機、
輸送機械、その他の工業製品（雑貨・玩具等）
などの最終財（資本財または消費財）である。

図 3　東アジアの加工品（中間財）域内貿易：産業別・年別
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出所：経済産業研究所 Trade Industry Database（RIETI-TID）.

図 4　東アジアの部品域内貿易：産業別・年別
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東アジアの対域外輸出のうち 60% 以上は、
最終財であった。
　域内貿易や域外への輸出と比較すると、東
アジアの域外からの輸入はゆっくりと拡大し
た（図 7）。ただし、域内貿易の場合と同様に、
部品の輸入は急速に増加したことが分かる。
東アジアの域外からの部品輸入は、1990 年

の 430 億米ドルから、2003 年の 1,740 億米ド
ルへと、4.1 倍になった。域外への最終財輸
出と、域外からの部品輸入の急増は、東アジ
アのアウトソーシングと国際分業が域内に留
まらず、域外も巻き込んだものであったこと
を示している。東アジアは世界を相手にした
巨大な組み立て工場の役割を果たすように

図 5　東アジアの対域外輸出：産業別・年別
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図 7　東アジアの域外からの輸入：産業別・年別
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図 8　東アジアの域外からの輸入の構成：
　　　商品カテゴリー別・年別　　　　　
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図 6　東アジアの対域外輸出の構成：商品カテゴリー別・年別
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なった＊2。

3． 国・グループ別に見た東アジア
の貿易と直接投資

　次に、東アジア諸国・経済および ASEAN 
4 について、個別に貿易と直接投資の動向を
見てみよう。図 9 は、日本の貿易の動向を、
商品カテゴリー別・相手国別に示している。

1990 年から 1995 年までに、日本は部品輸出
を 2 倍にした。拡大は、主に東アジア向け輸
出で起きた。日本の東アジア向け加工品（中
間財）、投資財輸出も、この時期倍増した。
しかし、日本の輸出は 1995 年以降停滞した。
輸出面では日本は 1995 年以降、東アジアの
ダイナミックな貿易拡大から、取り残された
ような印象を受ける。しかし輸入面では、日

＊2 この点についてより詳しくは、Athukorala and Yamashita （2006）参照。

図 9　日本の貿易：商品カテゴリー別・相手国別・年別
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出所：経済産業研究所 Trade Industry Database（RIETI-TID）.

表 1　 日本の輸入依存度と製造業がGDPに占める割合

財・サービス
の輸入 /GDP

製品輸入
（CIF）/GDP

サービスの
輸入 /GDP

GDP に占める
製造業の
シェア

全就業者に占
める製造業就
業者のシェア

製品輸入 
（CIF）/ 製造業
の粗付加価値

1980 13.5% 4.5% 1.5% 25.6% 24.7% 17.7%

1985 10.0% 4.0% 1.4% 25.9% 25.0% 15.5%

1990  8.3% 4.7% 1.5% 24.7% 24.7% 19.0%

1995  7.5% 4.8% 1.2% 23.0% 20.6% 21.1%

2000  9.2% 6.1% 1.3% 21.8% 18.7% 27.8%

2004 11.3% 7.4% 1.4% 21.0% 17.4% 35.2%

資料：内閣府『2006 年国民経済計算年報 2006 年』、経済企画庁『2000 年国民経済計算年報 2006 年』
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本は 1990-2000 年に、加工品（中間財）、部
品および資本財の輸入を、一貫して拡大した。
また、1990-1995 年に中国・香港からの消費
財輸入を急増させた。
　表 1 が示すように、日本の財・サービス輸
入の対 GDP 比率や製品輸入の対 GDP 比率
は、1990 年代半ばから急上昇した。日本の
貿易統計によれば、輸入の急増は、主に電機
と、アパレル・木製品など労働集約的な財に
集中している。GDP に占める製造業の割合
はこの時期急速に縮小したから、製造業の粗
付加価値に占める製品輸入の割合は、1985
年の 15.5％から 2004 年の 35.2％へと、19.7％
ポイントも上昇した（表 1）。米国は同様の

製品輸入急増を 1980 年代に経験した。米国
における製造業の粗付加価値に占める製品輸
入の割合は、1978 年の 18.3% から、1990 年
の 30.7％に、12.4％ポイント上昇した（Sachs 
and Shatz 1994）。1980 年代の米国では、製
造業の空洞化が真剣に議論されたが、日本で
1990 年代に起きたことは、ほぼこれに匹敵
する規模の製品輸入拡大であったと言えよ
う＊3。
　日本の東アジア諸国・経済との製品貿易は、
過去 15 年間比較的急速に拡大した。このた
め、日本の世界からの製品輸入に占める東ア
ジア諸国・経済（NIEs 3、ASEAN 4、およ
び中国・香港）のシェアは 1990 年の 27.4％

＊3 表 2.1 が示すとおり、日本の財・サービス輸入対 GDP 比は、1980 年代に急落した。1990 年代まで、日本の輸入の大部分は
原燃料であった。1980 年代における原油価格やその他一次産品世界価格の低迷と日本における鉄鋼、化学、造船等、重化学
工業の低迷が、このような財・サービス輸入対 GDP 比の下落をもたらした。

図 10　 日本の主要な製品輸出先： 1980-2003

（a） 日本の製品輸出に占める主な諸国のシェア

その他
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その他
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中国・香港

資料：財務省『貿易統計』

表 2　 日本の対東アジア貿易に占める日系生産現地法人のシェア：2002 年度

香港・中国 NIEs 3 ASEAN 4 以上 9ヶ国

各地域から日本への輸入 a 6,823 3,333 3,012 13,168 

うち日系生産現地法人からの輸入
b 2,794   938 2,237  5,968 

b/a 40.9% 28.1% 74.3% 45.3%

日本から各地域への輸出 c 7,979 8,074 4,597 20,651 

うち日系生産現地法人への輸出
d 2,398 1,228 2,086  5,711 

d/c 30.0% 15.2% 45.4% 27.7%

資料：ジェトロ貿易統計データベース (http://www.jetro.go.jp/jpn/stats/)。
　　　経済産業省『2003 年海外事業活動基本調査』
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から、2003 年の 49.4％へと上昇した。また、
日本の対世界製品輸出に占める東アジア諸国
のシェアもこの期間に、29.5％から 44.5％へ
と上昇した（図 10）。東アジア諸国・経済は、
非熟練労働が比較的豊富であり、物的資本や
熟練労働が希少だから、このような東アジア
との貿易拡大は、貿易に体化された非熟練労
働の輸入と、物的資本や熟練労働の輸出を拡
大し、日本国内の生産要素市場にも影響した
可能性がある＊4。
　以上のような日本の東アジアとの製品貿易
拡大において、日本の東アジア向け直接投資
が、重要な役割を果たしたと考えられる。表
2 は、東アジア諸国・経済に立地する製造業
を営む日系現地法人が、日本のこれらの諸
国・経済との間の貿易の大きな部分（2002
年度における日本の輸入の 45.3％、輸出の
27.7％）を担っていることを示している。

Fukao, Ishido and Ito （2003）は、電機産業
に関する貿易と直接投資データを用いて、日
本の東アジア諸国との間の垂直的な分業を伴
う産業内貿易の拡大に、直接投資が寄与した
との結果を得ている。
　日本の東アジアとの製品貿易の拡大の背景
では、東アジアにおける製造業を営む日系現
地法人の活動の急速な拡大が起きていた。こ
の地域の製造業を営む日系現地法人における
就業者数は、1990 年の 88 万人から、2003 年
の 210 万人に拡大した（図 11）。雇用の拡大
が著しかったのは、ASEAN 4 と中国におけ
る情報・通信機器産業においてであった。
　次に韓国について見てみよう。韓国は、日
本より更に急速に、東アジア諸国・経済、特
に ASEAN 4、中国、香港からのアウトソー
シングを拡大させた（図 12）。韓国の東アジ
ア諸国・経済からの加工品（中間財）と部品

＊4 この問題については、Ito and Fukao （2005）、伊藤・深尾（2005）および Sanghoon Ahn, Kyoji Fukao and Keiko Ito （2008）
参照。

図 11　日系現地法人における従業者数：国別・年別・産業別
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の輸入は、1990 年の 174 億米ドルから、
2003 年の 539 億米ドルへと増加した。韓国
にとって日本は常に、加工品（中間財）と部
品の重要な供給者であり続けたが、日本以外

の東アジア諸国から韓国向けのそれらの財の
輸出は、日本からの輸出を上回る成長率で増
加した。
　韓国は、加工品（中間財）、部品、および

図 12　韓国の貿易：商品カテゴリー別・相手国別・年別
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図 13　ASEAN 4 の貿易：商品カテゴリー別・相手国別・年別
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資本財の輸出を、それらの財の輸入より更に
急速に拡大した。東アジア全体に対しても、
またその他世界全体に対しても、2000 年以
降の韓国は、加工品（中間財）、部品、およ
び資本財の合計について、純輸出国の立場に
ある。
　図 13 は、ASEAN 4 の貿易パターンを示
している＊5。韓国と同様に、ASEAN 4 も急
速に、加工品（中間財）と部品について、輸
出と輸入双方を急速に拡大した。さらに、そ
れら中間財の輸出拡大は、輸入拡大を上回っ
た。1990 年代には、ASEAN 4 はこれら中間
財の純輸入国だったが、2000 年以降は、純
輸出国になった。おそらく 3 つの要因が、こ
のような変化に寄与したと考えられる。第一
に、1990 年 代 に は 多 く の 多 国 籍 企 業 が
ASEAN 4 に非熟練労働集約的な組み立て工
場を立地していたが、労働コストが ASEAN 
4、特にマレーシアとタイで上昇するにつれ、
多国籍企業の多くは、組み立て工程を、より

賃金率の低い中国、ベトナム等に移転させた。
第二に、ASEAN 4、中でもマレーシアとタ
イは、これら多国籍企業による労働集約的な
組み立て工程の生産活動を失う一方、多国籍
企業によるより高度な生産活動、特に加工品

（中間財）や部品の生産工程を先進諸国から
奪う事に成功した。これは、マレーシアやタ
イが、インフラの整備、熟練労働の増加、産
業集積等を通じて、加工品（中間財）や部品
の生産に適した立地環境を作り上げたためと
考えられる。第三に、アジア通貨危機後、
ASEAN 4 の国内需要が設備投資を中心に低
迷したことも、輸入の減少を通じて、純輸出
の拡大に寄与した。
　中国と香港の最近の貿易パターンは、1990
年代の ASEAN 4 のそれに似ている。図 14
が示すように、中国と香港は組立工程に特化
し、加工品（中間財）や部品を活発に輸入し、
膨大な最終財（特に消費財）を全世界に輸出
している。加工品（中間財）や部品の主な供

＊5 以下の分析では、ASEAN 4 の貿易額には、ASEAN 4 の諸国間の貿易を含む。また同様に、中国・香港の貿易額には、中国
と香港間の貿易を含む。

図 14　中国・香港の貿易：財のカテゴリー別・相手国別・年別
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給 者 は、 日 本 と NIEs 3 だ が、 最 近 は
ASEAN 4 からの輸入も増えている。
　良く知られているように、中国は改革開放
政策やインフラ整備、特にフラグメンテイ
ションにおいて決定的に重要な貿易コストの
削減に努めた。また貿易特区や低い法人税に
よって、多国籍企業を誘致した。これによっ
て、1990 年代から 2000 年代初めにかけて、
ASEAN 4 や他の途上国からの移転を含め
て、多国籍企業が組み立て工場を中心に中国
における生産活動を急拡大した。しかし、中
国の労働コストが上昇するにつれ、ベトナム
やインドなどより生産コストの安い地域へ、
非熟練労働集約的な生産工程の新たな再立地
が生じつつある。一方、中国は、加工品（中
間財）や部品の輸出を急速に拡大しつつある。
2003 年には、中国と香港の加工品（中間財）

と部品の輸出総額は、韓国と ASEAN 4 によ
るこれらの財の輸出総額を上回るほどの規模
に達している。
　世界の工場としての中国の最近の発展の背
後には、多国籍企業の活躍がある。安価な非
熟練労働で生産された中国の生産物を、先進
国市場にも通用するほど洗練したのは、主に
多国籍企業であるように思われる。多国籍企
業は、技術やデザインを提供し、また東アジ
アや米国を巻き込んだフラグメンテイション
やアウトソーシングのネットワークを構築す
ることにより生産コストの削減に成功した。
　多国籍企業の活躍は、図 15、16、17 から
も確認できる。中国への対内直接投資は、
1990 年代半ば以降急増した。図 16、17 は、
貿易相手国別に、中国の輸出入に占める外資
系企業による貿易の割合を示している。2005
年には、中国の総輸出のうち約 60％は、外
資系企業によって行われた。また、輸入につ
いても、中国の日本、韓国、台湾からの輸入
のうち 70％以上は、外資系企業によって行
われた。

4．おわりに

　本論文では、1990 年から 2000 年代前半に
かけての東アジアの貿易と直接投資の変化を
概観した。得られた主な結果は、以下のよう
にまとめられよう。
1 ）1990 年代以降の東アジアでは、工程間

図 15　中国への直接投資（実行ベース）：投資国別・年別
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図 16　 中国の総貿易に占める外資系のシェア：年別・貿易相手国別
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分業（フラグメンテイション）と中間財
の輸入（アウトソーシング）が、急速に
深化した。分業の深化は、情報・通信機
器における部品貿易の面で特に著しかっ
た。このような分業において、多国籍企
業が中心的な役割を果たした。

2 ）1990 年代前半までは、このような分業
の進化を日本の貿易がリードしたが、
1995 年以降、日本の東アジアとの貿易
取引は停滞した。

3 ）以上のような新しい分業パターンの発展
により、東アジアの域内貿易は、その域
外貿易以上に拡大し、地域の経済統合の
程度が高まった。1990-2003 年に、域外
貿易が 2 倍になったのに対し、域内貿易
は 3 倍に拡大した、

4 ）最終組み立てよりも、より洗練された技
術を要する場合が多いと考えられる、部
品や加工品（中間財）の生産と輸出にお
いて、2000 年代に入ってマレーシアや
タイなど ASEAN 4 は純輸出国になっ
た。また最近では中国もこれらの財の重
要な輸出国になりつつある。
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図 17　 在中国外資系企業による貿易：年別・貿易相手国別
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1． Why was the global 
economy so dynamic in 
2002‒2007?

1.1　 Growth in developed coun-
tries fueled by an expan-
sionary monetary and fis-
cal policy

　After the burst of the US tech-stock 

bubble in 2000‒2001, the Federal Reserve 
aggressively eased monetary policy to 
stimulate the economy. This expansionary 
monetary policy preempted a deeper 
recession by creating a boom in the housing 
market immediately followed by a housing 
bubble. Because of a large share of housing 
stock in household wealth, this bubble 
fueled a consumption boom, and the Federal 
Reserve’s continued expansionary monetary 

The Impact of the Financial Crisis on 
Developing Countries

World Bank Chief Economist and Senior Vice President　 Dr. Justin Yifu Lin＊1

要　旨

　世界経済は、2001-2002 年にかけて米国のハイテク株バブルの崩壊により、一時的に景気
後退したものの、その対応策として、米国始め多くの先進国が積極的に金融緩和したことか
ら住宅バブルが起こり、2002-2007 年にかけて力強い成長を見せた。一方、途上国においても、
過去のマクロ経済政策の改善が基礎となり、高い経済成長をもたらした。
　現下の金融危機は、米国の住宅バブルの崩壊に端を発し、瞬く間に他の先進国にも波及し
た。さらに途上国にも余波は及び、2008 年には、海外直接投資や対内証券投資が縮小し、
GDP 成長率や投資、輸出収入の急減等の多くの面で経済の鈍化が起こった。仮に今後、新
興国においても住宅や株式市場のバブルが崩壊し、金融部門の機能不全が起こるようなこと
になれば、さらに新興国自身の金融危機へとつながる恐れもある。
　危機対策を講じる上で、途上国は、まず自国の金融部門への伝播を防ぐことが先決であり、
次に産業の高度化を促すような金融緩和策や、都市部との格差を解消するような地方インフ
ラへの投資、将来の経済生産性を向上させるような教育、保健・医療関係への投資等の財政
出動が有効である。他方、世界銀行等の国際機関は資本市場が収縮する中にあって貸出しを
増やすこと、先進国は国際社会におけるコストの分担に関して迅速に合意をとることと、途
上国への援助及び貿易を途切れることなく続けていくことが求められている。
　経済運営にあたっては、政府は、資産価格のインフレを抑制するために金融政策を利用す
べきか否かを慎重に考えるべきであり、金融部門の監督は、金融革新にはリスクが伴いうる
という認識に基づくべきである。何より、世界的な危機への対応は、体系的かつ包括的で、
同時に明白でよく調整されていなければならず、新たな多国間の解決策を模索するときには、
創造性と意欲が不可欠である。

＊1 本稿は、世界銀行チーフエコノミスト Justin Yifu Lin 氏の講演ノートを、国際経営企画部国際調査室にて編集・要約したも
のである。This article is a summary of Dr. Justin Yifu Lin’s speech memo and has been prepared by the International 
Research Office of the Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan Finance Corporation (JFC).
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policy maintained excess liquidity in the US 
economy＊2. The funds rate fell from 6.5 
percent to 1.0 percent in January 2001‒June 
2003. Another reason why the US and 
global real interest rates were persistently 
low was because of the large volumes of US 
assets acquired by developing countries, 
motivated by their experience in previous 
crises and made possible by their current 
account surpluses. This allowed the US to 
finance its massive current account deficit 
over a prolonged period, without abrupt 
changes in the real interest rates or real 
exchange rates.
　Contemporaneously, there were high 
levels of financial innovation on Wall Street, 
driven by a search for higher yields in an 
environment of low interest rates. Much of 
this innovation was carried out by firms 
whose activities were not regulated and 
many new instruments were too complex 
to be effectively regulated. As a result, the 
policies tended to advocate the deregulation 
of financial markets and were sometimes 
accompanied by additional lax supervision.
　Other developed economies took similar 
steps to avert recession after the burst of 
the Internet bubble. Apparent housing 
bubbles̶even larger than the US housing 
bubble in some cases̶were also observed 
in several other developed economies. The 
combination of the policy and market 
psycho logy resu l ted in  a  per iod o f 

reasonable dynamic growth in the US and 
in most of the developed countries and was 
accompanied by low capital costs after the 
global recession of 2001‒2002.

1.2　 The investment-led boom 
in the developing world

　Developing countries also thrived in 
2002‒2007 owing to the following reasons:
1)  During this period, the developing world, 

as a whole, was in much better shape 
macroeconomically and otherwise̶for 
example, with lower inflation and more 
sustainable fiscal situations̶than in the 
previous two decades. These conditions 
facilitated more rapid growth of the 
developing economies and improved their 
capacity to deal with exogenous shocks 
in the current crisis.

2)  The growth of the developing economies 
was further accelerated by increased 
export revenues and higher commodity 
pr i ces ,  a  surge  in  f ore ign  d i rec t 
investment ,  and increased foreign 
remittances. First, growth in the mature 
economies and elsewhere led to a sharp 
increase in export demand in 2002‒2007, 
t hus  caus ing  the  expor t s  o f  the 
developing countries to accelerate even 
beyond their rapid growth rate of the 
1990s＊3＊4. At the same time, there were 
marked increases in the commodity 
prices, which both resulted from and 

＊2 There were reasons for the implementation of this monetary policy, even if they seem excessively lax in retrospect. The 
Federal Reserve has never considered the prevention of asset price inflation as part of its mandate, and Alan Greenspan 
publicly expressed doubts about the Federal Reserve’s ability to deflate bubbles without incurring excessive collateral 
damage. Furthermore, the productivity gains and stagnation of the US median real wages during the implementation of 
the expansionary policy was taken as a sign that the labor market was slack in some respects, and hence, it was not yet 
time to “take away the punch bowl.”

＊3 Again, in part, this reflected better fundamentals of the economy: during the first 8 years of this decade, the annual 
exports of the developing countries increased by an average of 10.3 percent, even though the annual real import growth 
in developed countries was only 4.4 percent; this was achieved by increasing their market share in developed countries, as 
well as by increasing South-South trade.

＊4 The average annual growth rate of the exports of goods and services from developing countries was 4.2 percent and 4.8 
percent in the 1980s and 1990s, respectively, and it sharply accelerated to 12.3 percent in 2002‒2007.
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c on t r i b u t e d  t o  g r ow th  i n  many 
developing countries (see Figure 1). 
Exports as a share of the developing 
countries’ GDP increased from 29 percent 

in 2000 to 39 percent in 2007. Second, the 
flow of foreign direct investment to 
developing countries soared as investors 
sought higher returns than they could 

Figure 1：Real commodity price indices, 2000‒2008

Source: World Bank

Figure 2：Private capital flows to developing countries, 1990‒2007

Note:  Equity flow includes both foreign direct investment and portfolio investment.
Source:  World Bank, Global Development Finance 2008
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earn domestically in a period of low 
yields in mature economies. In 2007 alone, 
the net private capital flow to the 
developing countries increased by $269 
billion to a record $1 trillion (see Figure 
2). Third, remittances from workers 
abroad increased sharply to a total of 
approximately $240 billion in 2007 (see 
Figure 3) .  These transfers were a 
particularly important source of finance 
for some labor-abundant, resource-poor 
countries.

　The rapid increase in these three sources 
of finance led to an investment boom in 
many developing countries, led by BRICs 
(Brazil, Russia, India, and China)＊5. This, in 
turn, stimulated their demand for capital 
goods from the US, Japan, and other 
developed economies＊6, further fueling their 
economic growth. As a result of both the 
direct effects of investment and this self-

reinforcing cycle, the developing world as a 
whole achieved its highest growth rate in 
decades. From 2003 to 2007, the collective 
GDP growth rate of developing countries 
exceeded 5 percent annually, peaking at 
c lose to 8 percent in 2006 ,  with a l l 
developing economies close to or exceeding 
the 5 percent growth mark (see Figure 4).
　At the same time, the US demand was 
stimulated by a substantial swing in the US 
fiscal position̶from a marginal surplus in 
2001 to a sizeable deficit in 2003. Combined 
with low interest and savings rates, the 
fiscal deficit contributed to large US current 
account deficits and higher demand for the 
exports of developing countries (see Figure 
5). This created a feedback loop by further 
stimulating the developing countries’ 
demand for investment goods and the 
deve loped countr ies’ capi ta l  goods 
industries.

＊5 The gross fixed investment in developing countries grew by 10.9 percent on an average in 2002‒2007, up from 2.9 percent 
in the 1990s and 1.6 percent in the 1980s; this is primarily due to the acceleration in investment growth in BRICs, from 2.6 
percent in the 1990s to 12.4 percent in 2002‒2007.

＊6 The merchandise export volumes from the US, Japan, and Germany (the largest exporters of capital goods) rose on an 
average by 6.6 percent in 2002‒2007, compared to 5.8 percent in the 1990s. This, however, refers to the total merchandise 
exports (to both developing and high-income countries).

 In nominal terms, the exports of machinery and transport equipment from high-income countries to low- and middle-
income ones increased by an annual average of 16.7 percent in 2002‒2007, up from 12 percent in the 1990s.

Figure 3：Remittances to developing countries, 2000‒2007

Source:  World Bank, Global Development Finance 2008
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　The rapid growth in the developing 
countries was accompanied with the 
emergence of vulnerabilities, much like 
those observed in the developed countries. 
The combination of abundant investment 
capital and rapid growth helped inflate real 
estate prices to bubble-like heights in some 
emerging markets, and contemporaneously, 

many equity markets surged.
　Over the first part of this period of rapid 
global growth̶roughly from 2002 to 2006̶
the resulting increases in the commodity 
prices were offset by low production costs 
in countries such as China, India, and 
Vietnam. Inexpensive exports from these 
countries facilitated both continuous high 

Figure 4：GDP growth in developed and developing countries, 1962‒2007

Note:  Solid lines indicate a smoothed trend
Source:  World Bank, Global Development Finance 2008

Figure 5：US current account deficit, 1990‒2007

Source:  World Bank, World Development Indicators
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growth and moderate inflation in the global 
economy. However, by 2007, after years of 
rapid growth, many economies began facing 
capacity constraints. The cost of resources 
soared, and the US twin deficits of the fiscal 
and current account weakened the US 
dollar and led to greater volatility in the 
commodity prices.

2． Why did the dynamism 
collapse in developed 
countries, and what will 
be the effect on 
emerging markets and 
poorer countries?

2.1　 The collapse in the US and 
other advanced econo-
mies

　Annual double-digit increases in the US 

housing prices proved unsustainable, and a 
fall in the rapidly growing price-rent and 
price-income ratios was imminent (see 
Figure 6). The first clear sign that the US 
housing bubble was bursting was the mid-
2007 crisis in the subprime mortgage 
market (stemming from the significant 
increase in defaults), which transmitted 
losses to a whole set of securitized financial 
products  such as  mortgage -backed 
securities. Many of these new securitized 
financial products with many layers of 
underlying assets were found to be far 
riskier than indicated by their credit 
ratings. A drop in the value of these assets 
adversely affected the balance sheets of 
many financial institutions. Even worse, the 
financial innovations of this decade̶many 
of which had been sold on the promise that 
they would diversify and minimize risk̶
turned out to be mechanisms for spreading 
instability. The subprime mortgage crisis 

Figure 6：Changes in US housing prices by the S&P/Case-Shiller Indices, 1988‒2008

Note:  Data from standardandpoors.com as of September 30, 2008
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thus became a full-fledged financial crisis, 
which in turn led to a collapse in the equity 
markets.
Many other economies, both developed and 
eme rg i ng  ma rke t s ,  h av e  r e c en t l y 
experienced bubbles in their asset markets. 
According to the International Monetary 
Fund (IMF, 2008), housing prices have risen 
rapidly in countries such as Ireland, the UK, 
and Australia (see Figure 7) for reasons not 
entirely explained by fundamentals of 
economy, while countries such as China and 
Russia witnessed frenzied speculation drive 
their equity markets to very high levels 
before the crisis. Financial integration and 

cross-border holdings of mutual funds, 
hedge funds, bank subsidiaries of developed 
countries, and insurance companies have 
transmitted turbulence and contributed to 
asset price collapses in European and other 
countries.
　The bursting of a bubble of this scale 
makes worldwide recession inevitable. The 
IMF and World Bank are current ly 
projecting growth in the US at merely 0.1‒
0.2 percent in 2009. Growth in the euro area 
and Japan is also expected to decline 
sharply.
　The recession is characterized as a 
macroeconomic certainty because the US 

Figure 7：Housing price gaps in 21 countries as of end of 2007 (in percent)

Note:   The figure shows an estimate of the percentage increase in house prices between 1997 and the end of 2007 
that is not accounted for by fundamentals in their model.

Source:  IMF, World Economic Outlook 2008 (based on IMF staff calculations)
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must undergo adjustment to redress the 
imba l ance s  o f  t h e  bubb l e  y ea r s＊7.  
Fortunately, when the crisis erupted after 
September 14, 2008, policymakers acted 
expeditiously and pragmatically to avoid 
the worst consequences. Owing to the 
comprehensive, decisive, and coordinated 
intervention by the authorities of the euro 
area, the UK, Japan, and the US in the first 
week of October, there are reasons to hope 
that the collapse of the banking sector can 
be prevented. However, the catalyst of the 
banking crisis̶the collapse of the US 
housing bubble̶cannot be reversed. The 
housing price collapse and meltdown in 
equities have dealt US homeowners with 
massive losses, which is likely to have 
significant wealth effects on consumption＊8. 
Fur ther ,  many  househo ld s  w i l l  be 
constrained as they no longer will be able 
to borrow against their home equity, thus 
leading to a fall in consumption and increase 
in savings. In addition, losses from the 
401(k) pension schemes and in stocks are 
likely to increase the savings propensity of 
US households. Predicting the magnitude of 
these effects is chal lenging, but the 
concurrence of historically large collapses in 
multiple asset markets, together with bad 
economic news on other fronts, makes it 
difficult to be sanguine about consumption 
growth.
　Moreover, the data give little reason to 
hope for a quick recovery of housing prices. 
On the basis of historical ratios, it appears 
that the US housing prices could fall 

another 10 percent or more before reaching 
their long-run equilibrium level. Moreover, 
if irrational pessimism replaces irrational 
exuberance, prices could compound the 
damage by overshooting on the way down. 
Similar dynamics could play out in other 
countries that had apparently larger 
housing price gaps. Large price declines in 
these other markets would exacerbate the 
global wealth effects.

2.2　 The effects on developing 
countries

　One effect on the developing countries 
will be a substantial reduction in their 
exports. While the fall in export volume 
growth is projected to be greater for 
advanced economies than for developing 
ones, the latter may also suffer more from 
declines in terms of trade, especially in the 
case of commodity exporters, given that 
non-oil commodity prices are expected to 
fall by perhaps one-fifth in 2009.
　In addition, the crisis will deal a negative 
shock to investment in emerging markets. 
All of the main external sources of funds 
for investment are likely to decrease 
sharply in the first round of effects. 
Developing countries that are able to gain 
access to capital will pay higher interest 
rates because of the flight to safety and 
greater risk aversion of lenders. Moreover, 
as labor markets slacken, foreign workers 
are likely to suffer disproportionate impacts 
on their earnings, which in turn will reduce 
remittances. Overall, investment in middle-

＊7 Indeed, the dangers of a rapid unwinding of global imbalances were a recurring theme in reports from the international 
financial institutions, for example, the IMF’s World Economic Outlook and the World Bank’s Global Economic Prospects 
and Global Development Finance, over the past several years. Prominent academic and other critics also raised these 
concerns, although there was no unanimity on the possible damage that the unwinding could cause.

＊8 In the past, collapses in asset prices have not always dampened consumption by as much as expected, perhaps because in 
many cases, households viewed prices at either the peak or the trough as transitory.
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income countries in 2009 is expected to 
grow at less than half the 2007 rate of 13 
percent. The second round of effects is 
likely to exacerbate the slowdown. Because 
of the investment surge in the past five 
years, an especially large number of 
investment projects are already underway. 
As the level of investment financing 
decreases, two outcomes̶neither of them 
attractive̶are possible. In some cases, the 
projects will not be completed, making 
them unproductive and saddling banks’ 
balance sheets with nonperforming loans. In 
other cases ,  when the projects  are 
completed, they will add to the excess 
production capacity that will result from 
the global slowdown and thereby add to the 
risk of deflation.
　The effects on developing countries may 
not be limited to a decline in investment 
and export earnings and a slowdown of 
GDP growth. There is a distinct danger 
that emerging markets could face crises of 
their own, for example, if their domestic 
asset market bubbles burst (or even if fair 
market values collapse) and weaken their 
domestic banking sectors; countries with 
high balance of payments and fiscal deficits 
will be especially vulnerable. What will 
exacerbate the troubles of developing 
economies is the simultaneity of these 
shocks. Different from the previous crises 
in developing countries that had a regional 
concentration, the current crisis, whose 
epicenter lies deep within the developed 
economies, would damage all developing 
countries. This simultaneity of the negative 
effects increases the risk of a serious global 
downturn.

2.3　The global picture

　In summary, as these effects reinforce 
each other, there is a real risk that this 
global recession could be the most severe 
since the Great Depression of the 1930s. 
Moreover, if the dramatic measures taken 
by the UK, euro area, Japan, and the US fail 
to revive lending, the recession may be 
found to be much deeper than currently 
projected.  This is especia l ly true i f 
pessimistic consumer behavior leads to 
overshooting in the asset markets on the 
way down, as it did on the way up＊9.

3． What policy responses̶
by developing countries, 
international financial 
institutions, and 
developed countries̶
will limit the damage?

　Al l  o f  t h e  ma j o r  a c t o r s  i n  t h e 
i n t e rna t i ona l  sys tem need  t o  t ake 
expeditious responsive actions against the 
current cr is is ;  these actors inc lude 
developing countries, who now contribute a 
large share to the global economy and trade 
flows, and the international financial 
institutions (IFIs), which facilitate the 
workings of the international system and 
promote widespread development.

3.1　Developing countries

　As compared with the 1980s or 1990s, 
many developing countries have entered 
the current crisis with much better 

＊9 Worst-case scenarios are not inevitable, and the combination of coordinated policy interventions, effective measures in the 
financial sector, and lower commodity prices could help mitigate the effects of the crisis. However, it is essential for the 
developing world to make adequate preparations for the future in anticipation of the serious risks.
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fundamentals of economy, including the 
strengthening of macroeconomic policies, 
better managed sovereign debt, flexible 
exchange rate arrangements, and reduction 
in the population living in extreme poverty. 
Finally, the onset of the crisis itself has 
diminished the pressures of inflation, and a 
drop in the commodity prices should reduce 
strains on some developing economies (for 
net importers).
　The first priority of developing countries 
is to prevent the financial contagion from 
crippl ing the domest ic banking and 
nonbanking financial sectors. Because of the 
high level of interlinkages among the 
world’s financial firms and sectors, these 
effects have preceded the real economy 
effects in some countries. It is important 
that  the deve lop ing countr ies  take 
expeditious, decisive, and systematic 
measures to ensure that credit crunches 
and bank collapses are avoided in the 
domestic market. Moreover, in extending 
deposit guarantees, governments need to 
set adequate floors and coordinate policies 
to avoid “beggar-thy-neighbor” policies, 
while guarding against the long-run moral 
hazard  e f f e c t s  tha t  w i l l  make  the 
regulators’ job more diff icult in the 
future＊10.
　In more general terms, the governments 
of developing countries have two main 
macroeconomic tools̶monetary policy and 
f iscal  pol icy̶for responding to the 
ant i c ipa ted  negat ive  shock .  In  the 
developing world, there is more scope for 
credit-financed industrial upgrading, which 

may give more room for the monetary 
policy to work in the countries that can 
afford to use it. Not all countries are 
equipped to do so, but some governments 
may be able to provide some monetary 
stimulus by lowering interest rates and 
encouraging investment in sectors where 
industrial upgrading is most likely to yield 
payoffs, specifically, those sectors whose 
products exploit the country’s comparative 
advantage but face some barriers to 
expansion as a result of market failures (Lin 
2007).
　With regard to the fiscal policy, the 
governments of developing countries have 
a variety of tools available to absorb the 
impact of the negative shock. Governments 
with some fiscal space can respond by 
introducing some well-designed fiscal 
stimulus into their economies to generate 
domestic demand, which can offset the 
expected decline in foreign demand. 
Developing countries have pressing needs 
that can be met through public investments. 
One  su ch  n e ed  i s  t h e  bu i l d i ng  o f 
infrastructure, especially after a period 
when private sector growth has sometimes 
outstripped the ability of the public sector 
to provide the infrastructure needed to 
s u s t a i n  t h a t  g r o w t h ,  a n d  r u r a l 
infrastructure, where the infrastructural 
gap exists between urban and rural areas.
Another area for investment is social 
protection and human development to 
ensure that a temporary shock does not 
result in severe permanent declines in the 
welfare of poorer households (See Ravallion 

＊10 Governments should consider some of the interventions as temporary measures and formulate an exit strategy when 
economic stability is restored. Governments need to ensure that short-term crisis responses do not create longer-term 
vulnerabilities. Where the systematic government recapitalization of banks becomes necessary, it is important to provide 
appropriate long-term incentives and primarily recapitalize the sound institutions. Admittedly, this is among the most 
difficult policymaking tactics, but deeply insolvent institutions need to be recognized and dealt with promptly rather than 
being extended liquidity that will exacerbate the problem.
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(2008) for an excellent recent summary). 
The possible types of programs could 
include conditional cash transfer programs 
to keep disadvantaged children in schools 
(Cameron 2002), public works employment 
(or workfare) programs (Gaiha 2004), and 
subsidies on the consumption of inferior 
goods (those that are not consumed by the 
n o np o o r ) .  S u c h  p r o g r ams  w i l l  b e 
appropriate measures for countries with 
healthy reserves, current account surpluses 
or small deficits, and solid fiscal policies; an 
obvious example of such a country is China.
　In sum, the ability of policymakers in 
developing countries to respond to the 
crisis depends on whether emerging 
markets have room to act in a prudent 
counter-cyclical manner by increasing 
domestic demand without excessively 
d isregard ing the ir  fundamenta ls  o f 
economy. These fundamentals include the 
countries’ fiscal positions, debt levels, 
domestic inflation rates, and the health of 
their domestic banking sector.

3.2　 International financial in-
stitutions

　Armed with lessons from past crises, the 
IMF should have the capacity to help 
emerging markets make ba lance o f 
payments adjustments to what should be 
temporary reversals in capital flows. The 
World Bank can substantially expand its 
lending and grants ,  focusing on the 
structural and social areas that are its 
mandate. The International Financial 
Corporat ion (IFC) can also help the 
developing countries in case they wish to 
recapitalize their domestic banks. In 
summary,  the World Bank can help 
countries avoid the financial crisis from 

becoming a humanitarian cris is and 
navigate the challenges of strengthening 
and, if necessary, rescuing banking systems 
and adopting other financial reforms.

3.3　Developed countries

　Since the financial crisis expanded to the 
global level, a preponderance of expert 
opinion on the responsive measures to be 
taken against the global credit crisis soon 
formed around core recommendations, 
n ame l y ,  t h e  g o v e r nmen t s  s h o u l d 
recapitalize banks and provide further 
guarantees on bank deposits and loans (see, 
for example, Eichengreen and Baldwin 
2008), have already been implemented as 
policies in the European Union (EU) and the 
US.
　Nevertheless, in addition to the above 
recommendations, development economics 
may bring some other insights to the 
developed-country discussion. Having 
witnessed many crises in the 1980s and 
1990s, the literature on development 
economics includes some valuable lessons 
on resolving such crisis.
　One such lesson concerns the importance 
of  an expedit ious ly formed genera l 
consensus on the sharing of losses＊11. 
Without such a consensus, the economy can 
become mired in social conflict and be 
prevented from progressing with reforms. 
The test in the coming months will be 
whether the policies, agreed to by elected 
representatives and appointed central bank 
officials, continue to receive the popular 
support necessary to sustain them in the 
coming years of financial stabilization and 
rationalization. This, in turn, will require 
that the policies be implemented in ways 
that minimize social costs and opportunities 

＊11 This lesson, of course, also applies as much or more to the developing countries.
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for corruption in the partially nationalized 
banking sector.
　A second set of recommendations 
concerns policies of the developed countries 
that may directly affect the developing 
world’s ability to respond to crisis. Given 
the likely economic costs of the crisis and 
the certain immediate fiscal costs of the 
public sector response, governments are 
likely to feel the pressure from taxpayers 
and voters to raise trade barriers and 
possibly reduce international aid. However, 
yielding to those demands would exacerbate 
the pressures on the developing world and 
possibly result in a vicious cycle as intense 
as the virtuous cycle of 2002‒2007. At a 
time when the signals and institutions 
associated with market capitalism are losing 
much of their luster, the governments of 
developed countries must stick to policies 
reflecting the widely recognized positive 
role of trade on growth and by all means 
avoid recourse to new trade barriers.

4．Conclusions

　Thus, despite recent actions to save the 
banking sector, severe adverse risks 
remain. The worst-case scenario, a deep 
global recession, cannot be ruled out. If the 
sharp declines in asset values have large 
wealth effects, then the resulting fall in 
demand could lead to worldwide deflation. 
Before we confront this worst-case scenario, 
it is important to begin considering more 
innovative, concerted responses that can 
reignite global demand.

Some lessons and open questions for 
economic policy management
　Unlike the policies discussed in the 
previous section, which focus on the 

immediate crisis response, lessons and 
questions concerning economic management 
that can help preempt future crises are 
discussed below:
1)  Governments should carefully consider 

whether controlling asset price inflation 
should be included in the mandate of 
monetary policy authorit ies. After 
witnessing the US Internet and housing 
price bubbles in one decade, it is clear 
that  the  Federa l  Reserve  shou ld 
reconsider its adherence to the view that 
its mandate included pursuing price 
stability and full employment, and not 
d e f l a t i n g  a s s e t  p r i c e  b u b b l e s . 
Governments should further investigate 
the issues of instruments ,  t iming, 
management of expectations, and explicit 
or implicit targets that would be needed 
to reduce asset price volatility.

2)  Financial supervision needs to make 
serious efforts to keep up with financial 
innovation. Innovation in the financial 
sector has the potential to increase 
productivity and social welfare, but it can 
also contribute to herd behavior, bubbles 
and panics, and crashes. The techniques 
and tactics of supervision must be able to 
accompany financial sector innovations in 
new territories. Banking models, and 
therefore regulatory environments, differ 
across countries, but the absence of a 
more global model of financial supervision 
is not tenable in an environment where 
(despite significant efforts in Basel) a 
single firm’s miscalculations or risk-taking 
can produce adverse global externalities. 
Hence, governments should encourage 
innovation, but at the same time, they 
require instruments and creativity to 
ensure that the new instruments can be 
s up e r v i s e d  e f f e c t i v e l y .  F i n a l l y , 
supervision at macroeconomic level 
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should be in concert with financial 
supervision, and it has to be exercised 
globally and particularly with as much 
attention paid to developing economies as 
to developed ones.

3)  Responses to global crises must be 
systematic, comprehensive, decisive, and 
coordinated. Given how globalized the 
financial sectors are at present, piecemeal 
and unilateral responses to the financial 
crisis will run the risk of worsening the 
ripples of the negative effects across 
b o rde r s  w i t h ou t  add re s s i ng  t h e 
fundamental problems. Only when all the 
major parties in the US, Asia, and the EU 
announced a systemic and coordinated 

response, could there be some hope of 
dispelling the fear of a complete collapse 
of the banking sector.

4)  Global problems may require global 
mult i la teral  solut ions.  I f  a g lobal 
recession does occur next year, additional 
and more creative multilateral measures 
may be  necessary  t o  address  i t . 
Irrespect ive of  the deta i l s  o f  the 
multilateral efforts, the point is that the 
scale of the problem demands greater 
creativity and imagination and that we 
cannot be constrained by the limits of 
institutional structures and approaches 
that were designed for a world before 
financial globalization.
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1．はじめに

　本稿は、アジア危機（1997 年）とヨーロッ
パ危機（2008 年）を対比しながら、「国際金
融アーキテクチャー（international financial 
architecture）」において重要な役割を担う国
際通貨基金（International Monetary Fund, 
IMF）の危機管理プログラムを考察する。国
際金融アーキテクチャーとは、とりわけ通貨
危機の予防・管理・解決に関わる国際的な枠
組みを指す。このアーキテクチャーを改革・

改善する必要は、少なくともメキシコ危機
（1994 年）の直後から議論されているが、ア
ジア危機の後、議論は活発化した。本稿の主
要な目的は、今回の危機管理にアジアの教訓
が生かされているかどうかを見ることである。
　そもそも、危機管理における IMF の役割
が国際的議論の対象となる理由は、IMF 融
資が国際通貨制度において「条件付きの融資

（conditional lending）」と位置づけられてい
るからである。融資に伴う条件は資金の返済
を確かにする（IMF 用語では、IMF 資金の

国際通貨基金（IMF）による危機管理プロ
グラムについて
―1997年アジアと2008年ヨーロッパの比較
Comparing the IMF’s Crisis Management Programs in Asia (1997) and Europe (2008)

大阪大学大学院経済学研究科教授　 高木　信二

Abstract

　By comparing the IMF’s recent crisis management programs in Europe with those 
adopted during the Asian crisis of 1997, we find that the recent European programs are 
better funded and contain a structural component that is more focused on financial sector 
restructuring. Other than these, the overall thrust of the programs appears to be quite 
similar: fiscal and monetary tightening, coupled with banking reforms. To the extent that 
currency crises share common causes and consequences, this is not surprising. Rather, we 
argue that the differences lie in the philosophies and procedures regarding the content of 
conditionality and how it is presented. Relative to the programs in Asia 10 years ago, the 
2008 European programs were characterized by (1) emphasis on ownership; (2) 
coordination among various stakeholders; (3) transparency in procedures, assumptions, 
and the logic of policy measures; and (4) flexibility. The new approach to crisis 
management reflects the recognition that the success of crisis management programs, far 
more than conventional IMF adjustment programs, requires the restoration of investor 
confidence. The recent programs were therefore presented in such a way as to enhance 
credibility, including by being forthright about risks and flexible about policy targets and 
the choice of policy measures. Although it is premature to make a firm judgment about 
the effectiveness of the new strategy, early evidence seems to suggest that it has 
achieved a measure of success in stabilizing foreign exchange markets.
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回転的性格＜ revolving nature ＞を確保す
る）目的で課せられるもので、コンディショ
ナリティー（conditionality）と呼ばれる。
コンディショナリティーは 1960 年代に生ま
れた言葉であるが、融資を受けるために満た
さなければならない「要件」に加えて、融資
に伴う「政策」「手続き」「原則」といった含
蓄も持つ（Gold 1979）。IMF の出版物では、

「政策および手続きの実践的かつ柔軟な体系
（a pragmatic and flexible body of policies 
and procedures）」と定義されている（Guitian 
1981）。
　IMF 融資を条件付きにするのか、無条件
にするのかの議論は、米国案と英国案の対立
として、IMF 設立の時期にさかのぼる。し
かし、1944 年に合意された第 1 次 IMF 協定
では、融資の基準は明確化されなかった＊1。
コンディショナリティーは、1952 年、①借
入国の政策は国際収支の改善に有効か否か、
② 3 年から 5 年以内の返済は可能かという 2
つの基準の形で、IMF の政策に初めて導入
された（Guitian 1981）。さらに、その後、
①融資額は一括して払うのでなく、ある期間
に分割して供与するという「分割供与

（phasing）」（1956 年）や、②政府支出や信
用供給量に数値制約を設定し、それを満たさ
なければ融資金の供与が打ち切られるという

「 パ フ ォ ー マ ン ス 基 準（performance 
criteria）」（1958 年）などが導入されること
により、現行コンディショナリティーの形態
が確立されていった。
　IMF において、コンディショナリティー
は定期的な見直しの対象とされてきた。最初
の見直しは 1968 年におこなわれ、IMF 理事
会は「パフォーマンス基準はプログラムの実

施を評価するために必要なものに限定され
る」という原則を確認した。その後、コンディ
ショナリティーに関する議論はより政治的な
意味合いを持つようになる。なぜなら、国際
金融市場の発展に伴い、先進諸国は多額の民
間資金を容易に調達できるようになったた
め、IMF 融資は基本的に発展途上国を対象
とするものになったからである。こうした中、
IMF は融資プログラムにおいて、短期のマ
クロ経済要因に加え、より長期的な構造問題
も考慮するようになった。1979 年、IMF 理
事会は G24 諸国の要請に応じて、「パフォー
マンス基準は必要最小限のマクロ変数に限定
する」という原則を含むガイドラインを策定
したものの、その後も、コンディショナリ
ティーは構造問題を含む広い政策分野におい
て課せられてきたのが実情である＊2。
　近年、危機管理にかかわるアーキテク
チャーの改革議論の直接のきっかけとなった
のは、1997 年のアジア通貨危機において、
IMF の対応がきわめて不十分かつ不適切で
あったという認識である。IMF はタイ、イ
ンドネシア、韓国の 3 カ国に総額 350 億ドル
の金融支援を提供したものの、危機は直ぐに
は収束せず、翌年、危機国の経済成長はマイ
ナスとなった。図 1 には、これら 3 カ国のド
ルに対する通貨の動きが、IMF 融資を受け
た時点（t と表示）からの変化率（％）とし
て示されているが、すべての国で、為替レー
トが IMF 融資後も下落し続けたことがわか
る。特にインドネシアの場合、経済危機は政
治危機へと発展し、通貨はさらに暴落するこ
とになる（図 1 には示されず）。
　IMF による危機管理プログラムの成功が、
為替レートの安定とプラス成長の維持によっ

＊1 コンディショナリティーに法的地位が与えられたのは、1969 年、IMF 協定が改定された際である。第 2 次協定には「IMF
は加盟国の借入要求が協定の規定と整合的であるかどうかを審査する」という表現が盛り込まれた。

＊2 IMF の主要な融資制度には、①スタンドバイ取決め（Stand-by Arrangements, SBA）、②拡大信用供与措置（Extended 
Fund Facility, EFF）、③貧困削減・成長ファシリティ（Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF）がある。このうち、
貧困国を対象とする譲許的な PRGF（その前身である構造調整措置＜ Structural Adjustment Facility, SAF ＞および拡大構
造調整措置＜ Expanded Structural Adjustment Facility, ESAF ＞を含む）では、構造改革が融資の主要目的となるのは当
然である。同様なことは、中長期的な視野に立つ EFF についても言えよう。本稿で議論するのは、主として SBA によって
支援される、危機管理プログラムにおける構造的コンディショナリティーのあり方である。IMF プログラム全般における構
造的コンディショナリティーに関しては、IEO （2008） を参照。
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て計られるのであれば、IMF が世界的な批
判を受けるようになったのも理解できる。し
かし、IMF 批判は、単に危機管理プログラ
ムが失敗したと見られたことだけによるので
はない。より本質的には、IMF が融資条件
として課したコンディショナリティー（緊縮
的マクロ政策および広範囲の分野にわたる構
造改革）が、通貨危機への対応として不適切
であったという認識もあったのである。
　1970 年代から 80 年代にかけて完成された
IMF プログラムは、通貨の暴落（あるいは
外貨準備の激減）が慢性的な超過輸入によっ
てもたらされる従来型の国際収支危機（「経
常収支危機」）を管理するために設計されて
いた。したがって、国内総需要の抑制を目的
とする緊縮的なマクロ政策が求められること
が通常であった。経済の効率性を中期的に改
善し、競争力強化や産業構成の調整を通して
輸出を促進するため、構造改革を融資条件と
することも多かった。ところが、1980 年代
後半から 90 年代にかけて、国境を越えた資
本移動は活発化し、新興市場経済が経験する
国際収支危機の性格も変化した。資本が自由
に移動できる環境では、国際投資家の期待や
態度が変わることによって、多額の流入資本
が瞬時に逆流することがある。こうしたメカ
ニズムで発生する危機（「資本収支危機」）の
場合、従来型の危機管理アプローチが機能す

るかどうかはわからない。
　アジア危機の後、IMF が資本収支危機に
対してどう対処すべきかについて、活発な議
論がおこなわれた。外部の批判にこたえ、
IMF 内でもアジア危機の教訓を学ぶ試みが
何度となくなされた（Boorman et al. 2000
を参照）。IMF 改革の一環として 2001 年に
設 立 さ れ た 独 立 評 価 機 関（Independent 
Evaluation Office, IEO）では、学術文献や
有識者の意見を参考にしつつ、内部文書の詳
細な吟味に基づいて、アジア危機のみならず、
ラテンアメリカ危機を含めた近年の資本収支
危機における IMF 危機管理プログラムを評
価する報告書を公表している（IEO 2003, 
2004）。
　しかしながら、これらの議論を踏まえ、
IMF による危機管理がどのように改善され
たかを検証することはできなかった。世界的
な好況下、危機管理を目的とする IMF 融資
が消滅したからである。ところが、2008 年
暮れ、グローバル金融危機の結果、ヨーロッ
パ 4 カ国（ウクライナ、ハンガリー、アイス
ランド、ラトビア）が IMF から融資を受け
ることになり、状況は一変した。本稿は、こ
うした状況を、国際金融アーキテクチャーの
進化を検証する機会として捕らえるものであ
る。
　本稿は、以下のように構成されている。第

図 1　アジア危機国の米ドル為替レート（月末値）

注　為替レートを、IMF融資を受けた時点（t と表示）からの変化率（％）として表示。
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2 節では IMF 融資プログラムの規模に焦点
を当てる。第 3 節ではマクロのプログラム設
計について考察する。第 4 節では構造的コン
ディショナリティーを論じる。第 5 節では、
今回のヨーロッパにおける IMF プログラム
を「危機管理へのアプローチ」という観点か
ら特徴付け、プログラムの暫定的な評価を試
みる。最後に、第 6 節では、若干の結論を述
べる。なお、2008 年末、IMF はパキスタン
にも融資をおこなったが、パキスタン危機は、
グローバル金融危機の影響を受けたとはい
え、マクロ経済政策の失敗に帰する従来型の
経常収支危機に近いものであるので、ここで
は敢えて取り上げない。

2．融資総額

　10 年前のアジア危機と比べて、今回のヨー
ロッパ危機の大きな特徴は（先進諸国に発し
た信用収縮という）外的要因の役割が大き
かったことであろう。他方、アジア危機では、

（経済システムの脆弱性という）国内要因の
方が大きかった。しかし、いずれの場合も、
危機経済は危機に至る過程で、多額の外資流
入を背景とする好景気を経験した。資本流入
に対応して、経常収支は大幅な赤字であった
が、金融環境が変化したとき、資金繰りの困
難に陥り、危機が発生したのである。この場
合、外資が流出するに任せれば、経常赤字は
収縮せざるを得ない。輸出が急激に増えない
限り、経常赤字の収縮は所得の圧縮により輸
入が収縮することを必要とする。したがって、
実体経済への負の影響を最小化するために
は、何とか外資の流出を抑えなければならな
いのである。この意味で、民間資本が引き揚
げる中、公的部門がどれほどの国際金融支援
をするかが重要になる。

　資本流出を抑えるのには、もう 1 つ理由が
ある。為替レートのさらなる下落を抑えるた
めである。アジア通貨危機まで、資本流出が
実体経済に与える負の影響は、為替レート減
価による輸出拡大効果によってかなりの部分
が相殺されると考える傾向があった＊3。しか
し、アジア危機によって明らかになったのは、
外貨建て負債があるとき、為替レートの減価
は負の資産効果をもたらすということであっ
た。いわゆる「バランスシート効果」である。
国によっていずれの部門が（国内通貨建て資
産と外貨建て負債の）ミスマッチを抱えてい
るかは異なっていた。アジアでは銀行および
企業部門であったが、ヨーロッパでは、外貨
建ての金融取引が盛んであったため、ミス
マッチは家計部門にも広く及んでいた。今回、
ラトビアを除くヨーロッパ 3 カ国が、変動相
場制にもかかわらず、危機管理の一部として
多額の国際金融支援を必要としたのは、バラ
ンスシート効果を最小限に抑える必要があっ
たからである＊4。
　アジアでの IMF 融資額とヨーロッパでの
それを比較すると、表 1 のようになる。融資
額の基本的な尺度となるクォータ（出資額）
と比べると、今回は（韓国を除く）アジアの
2 倍ほどの規模になっている（韓国の場合、
クォータが不当に小さかったため、規模が過
大評価されている）。GDP 比で見ると、3-5
倍になる。この理由の 1 つは、ヨーロッパ諸
国では、対外部門が経済に占める割合がアジ
ア以上に大きいからなのかもしれない。事実、
前年輸入額に対する融資額を比べると、（タ
イを除いて）規模の違いはないようにも思わ
れる。しかし、前年経常赤字と比較すると、
ウクライナとハンガリーの融資額は極めて大
きい。これは IMF 融資が、資本移動のより

＊3 これは主流派の経済学者が、為替変動の資産効果に関する Diaz Alejandro（1963）の理論的貢献や、Edwards （1989） をは
じめとする発展途上国における為替切下げの実体的効果に関する実証文献を十分に認識していなかったことによる。

＊4 ラトビアの場合、支援の直接的な目的は、ユーロ圏参加の要件として、固定相場制を維持することであったが、その背景には、
バランスシート効果が受け入れるにはあまりに大きいという認識もあった。ラトビアでは、固定相場が維持されるという期
待で多額の借り入れが外貨で行われており、IMF プログラム締結時点、民間部門の外貨建て債務は GDP の 70％と推定され
ていた。さらに、国内銀行取引の「ドル化」も進んでおり、預金の 70％、貸付の 90％が外貨建てであった。通貨の減価が許
容された場合、ラトビアが経験するバランス効果は他国以上に大きいと考えられる。
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大きなシフトに対応できるように設計されて
いることを意味している。
　アジアとヨーロッパの違いは、IMF と協
調して行われた他の公的金融支援の額および
質を合わせて考えると、より鮮明になる（表
2）。公表された全体額（いわゆる headline 
figure）を標準化のため GDP 比で比較する
と、アジアが 6.7-12.6％であったのに対し、

（詳細不明なウクライナを除いた）ヨーロッ
パは 17.3-35.7％であった。ラトビアの融資
額（GDP の 35.7％）は、事実上の全額救済

（bail-out）と考えてよい＊5。ただアイスラン
ドでは、融資額は GDP 比で 20％に近いもの
の、2007 年末、金融部門の資産は GDP の
1000％以上、グロスの対外負債は GDP の
550％と推計されているので、問題の規模と
比較して決して十分な額と言えないかもしれ
ない。
　融資の質を見ると、違いはより本質的にな
る。タイの場合、公的融資総額 172 億ドルは
対外短期負債額の 380 億ドル（1997 年 5 月

末時点）の半分以下であったが＊6、これは
IMF スタッフがタイの資金ニーズを 1997 年
は 90 億ドル、1998 年は 50 億ドルと楽観的
に試算していたことによる。すなわち、IMF
プログラムが国際投資家の信頼をすみやかに
回復し、資本流出が限定的にとどまるという
仮定に基づいていたのである。
　インドネシアと韓国の問題はもっと重大で
あった。第 1 に、世界銀行（世銀）とアジア
開発銀行によってインドネシアに 180 億ド
ル、韓国に 140 億ドルが融資されることに
なったものの、この額には以前に合意されて
いた融資案件が含まれており、新規の融資額
は定かでなかった。第 2 に、二国間融資とし
て、インドネシアで 170 億ドル、韓国で 200
億ドルが融資額に含まれたが、これらは「二
次的防御線（second line of defense）」と呼
ばれ、他の資金が不十分だと判明するまで提
供されないとされた。しかし、資金提供の具
体的な条件は明らかにされず、市場はその利
用可能性について懐疑的であった。こうした

＊5 プログラム文書によると、1 年未満で満期を迎える対外債務はグロスで GDP の 60％以上とされる。それでも、ネットの対外
債務で見ると、公的融資額はきわめて大きい。ネットでは、総額をとっても、民間部門の対外負債は GDP の 70％程度であ
り（銀行部門は GDP 比 45％の短期流動資産を保有）、公的部門は対外債権者である。

＊6 加えて、外貨準備は底をついており、金融当局は 234 億のドルを売るという先渡し契約を結んでいた。

表 1　アジア危機とヨーロッパ危機における IMF融資の比較

IMF 融資額
（億ドル）＊1

比率（％）

対 IMF クォータ 対前年 GDP 対前年輸入額 対前年経常収支
赤字額

アジア（1997 年）

インドネシア 100  490  4.5 22.6 130.5

韓国 210 1939  4.0 14.5  90.5

タイ  40  505  2.2  6.3  27.2

ヨーロッパ（2008 年）

ハンガリー 157 1015 10.7 17.0 231.7

アイスランド  21 1190 10.2 34.0  65.8

ラトビア 23.5 1200  8.1 15.9  37.7

ウクライナ 165  800 11.7 27.3 278.4

＊1　他の公的支援を含まず。
出所：IMFプログラム文書に基づく筆者の推計。
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不透明なやり方は、利用可能額を実際以上に
大きく見せるための不誠実な手段とみなさ
れ、公的融資額全般に対して疑義を持たせる
結果となったのである。
　一方、今回のヨーロッパでは、公的融資額
はより実体のあるものとなっているように思
われる。第 1 に、ウクライナを除いて、融資
額にはきちんとした裏付けがあるようだ。プ
ログラム文書には、被支援国の資金ニーズが
どれほどであり、それがどのように埋められ
るかが明記されている。ハンガリー、ラトビ
ア、アイスランドでは、欧州連合（EU）や
世銀、関係国等が融資プログラムの作成に参
画したことが記され、IMF 以外の公的融資
額に信憑性を与えている。アジア危機の際、
特にインドネシアと韓国では、プログラムは
IMF スタッフと被支援国間の排他的交渉に
よって作成されたのであり、他のステークホ
ルダーの直接的な関与は限定的だった。
　第 2 に、ハンガリー、ラトビア、ウクライ
ナでは、外資系銀行が金融部門の大きなシェ
アを占めているが、これらの国では、関係国

と協議することにより、親銀行が現地法人に
引き続き信用を供給するという一定のコミッ
トメントを引き出している。これは文献で「民
間部門の関与（private sector involvement, 
PSI）」と呼ばれる危機管理手法の一形態で
あり、アジアでは、第 1 次プログラムが失敗
した後、韓国で試され、危機を収束させるの
に貢献した。こうした民間部門による潜在的
な信用供与のコミットメントは、公的融資額
には含まれていないが、国際投資家の信頼回
復に寄与し、それだけ公的融資を有効にする
ことが期待される。
　最後に、アイスランドとウクライナでは、
資本流出に対する規制に加え、一部の経常取
引に関わる支払いに対する規制を維持するこ
とが許容された。またラトビアでも、経営破
綻した銀行の部分的な預金凍結に付随する為
替規制が導入されている。融資額の大小にか
かわらず、これらの国の為替レートが比較的
安定しているのは、こうした資本管理や為替
管理が一定の効果を発揮しているからだとも
考えられる。経常取引に関わる為替管理は

表 2　IMFプログラム下の公的融資額（億ドル）

IMF 他公的資金 全体額
（前年 GDP に対する％）

アジア（1997 年）

インドネシア  100  180＊1 280 （12.6%）

韓国  210  140＊2 350  （6.7%）

タイ   40  132 172  （9.5%）

ヨーロッパ（2008 年）

ハンガリー  157   97 254 （17.3%）

アイスランド   21   29＊3 50 （19.3%）＊3

ラトビア 23.5 80.2 103.7 （35.7%）

ウクライナ  164＊4 …… ……

＊1　 170 億ドルの「二次的防御線（second line of defense）」およびみずからの外貨準備からの拠
出金 50億ドルは含まれず。

＊2　 200 億ドルの「二次的防御線」は含まれず。公表された全体額は「二次的防御線」を含めた
550 億ドルであった。

＊3　 IMF文書による資金ニーズ。これには破綻銀行の対外債務保証にかかわる金額は含まれていない。
＊4　 IMF 文書では、すべての資金ニーズを考慮したとき、IMF融資額が他の公的機関から見込まれ

る対外借入によって満たされない残額であると記されている。
出所：IMF プログラム文書に基づく筆者の推計。
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IMF 条約 8 条に違反しており、通常、IMF
プログラムで認められることはないが、今回、
可及的速やかに廃止するという条件で容認さ
れているのである＊7。
　資本取引に関わる規制に関しては、経常取
引を不当に妨げない限り、IMF 協定に規定
はない。しかし、1990 年代を通して、資本
自由化に逆行する政策は IMF の哲学に相容
れないものであった。チリ型規制（流入額の
一定割合を中央銀行に無利子で一定期間預け
るというもので、価格ベースの規制とも呼ば
れる）に対しては肯定的な立場を取るように
なったものの、流入、流出を問わず、IMF
は行政的な手段によって資本移動を規制する
ことに一貫して反対の立場を取っていた＊8。
しかし、今回、アイスランドとウクライナで
は、IMF は資本流出の規制を危機管理の選
択肢としてさほど躊躇なく認めているように
思われる＊9。

3．マクロのプログラム設計

3.1　金融コンディショナリティー
　アジア危機で批判されたマクロ政策上のコ
ンディショナリティーは、①高金利政策と②
緊縮財政の 2 つに大別される。高金利政策に
関する議論は今なお決着しておらず、これか
らも決着することはないであろう。通貨が暴
落するときに金利を上げることは過去におい
て標準的な政策手段であったし、いくつかの
成功例もある。事実、韓国のデータに基づい
た実証研究では、高金利政策が為替レートの
安定化に寄与したという結果も報告されてい
る（Cho and West 2000； Chung and Kim 
2002）。いずれにしろ、通貨が暴落するとき、
金利を下げるという選択肢はありえなかった。
　アジア危機における争点は、①高金利政策
は弱体化した銀行をさらに弱らせ、銀行危機

を悪化させるが、②金利を上げなければ、通
貨はさらに下落し、バランスシート効果を通
じて、銀行危機はいずれにしろ悪化する、と
いう 2 点に要約できる。さらに、IMF 批判
の背景には、銀行危機を悪化させ、景気後退
を長引かせる結果をもたらした政策を、IMF
が金融当局に強要したという印象があっ
た＊10。アジア危機の教訓は、必ずしも高金
利政策自体の是非ではなく、①銀行制度が脆
弱な場合、高金利政策が銀行部門に与えるマ
イナスの影響を十分に考慮しなければならな
い、②高金利政策の両面を踏まえ、その選択
に責任を取れるのは政策当局のみであるとい
うことであった。
　今回のヨーロッパでも、一貫した高金利政
策がすべての国でとられている。アイスラン
ドでは、政策金利の（18％への）引き上げが
事前措置として求められ、中央銀行の信用供
給量にパフォーマンス基準が定められた。ウ
クライナでは、以前から経済がオーバーヒー
ト気味であり、金融は引き締め局面にあった。
ただ 2008 年秋のグローバル金融危機後、当
局は政策金利を 3.5％引き下げていた。IMF
プログラムはこれを 6％引上げ、金融を引締
め的スタンスに戻すことを要求したのであ
る。このように、金融政策のスタンスから判
断する限り、今回の IMF プログラムは 10 年
前と何ら変わるところはない。
　金融政策において、今回のプログラムが異
なる点があれば、それは手続きに関するもの
である。第 1 に、プログラム文書では、高金
利政策が当局の政策であることが強調されて
いる。たとえば、ハンガリーではインフレ圧
力を抑える目的で、2008 年前半に政策金利
がすでに引き上げられていたが、IMF プロ
グラムはその既成路線を継続したにすぎな
い。アイスランドも、IMF 融資を受ける前

＊7 したがって、これらの国では、本来なら認められない経常取引に関わる支払義務の滞納（arrears）が生じている。
＊8 1998 年、アジア危機の余波を受けたマレーシアが資本流出を規制したとき、IMF は概して批判的な立場をとったと考えられ

ている。近年、資本規制および資本自由化全般について IMF が採ったアプローチは、IEO （2005） に詳しく分析されている。
＊9 一方、ハンガリーとラトビアは EU 加盟国であるので、EU 法により、資本移動を規制することが認められていない。
＊10 実際には、タイとインドネシアの金融当局は、IMF に支援を求める前に政策金利を上げ始めており、IMF が高金利政策を強

要したという批判は当てはまらない。
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から政策金利を上げ、金融引き締めの実効性
を高めるため、政府系住宅金融基金の改革を
断行することを明言していた。ここでも、
IMF は既存の政策を維持したのみである。
　2 点目の違いは、高金利政策の目的と論理
が明記されていることである。ほとんどの場
合、高金利政策は為替レートの安定化を目的
としたものであると記され、金融を早急に緩
和させることのマイナス面が説明されてい
る。同時に、銀行部門の再建という政策目標
も明確にされており、高金利政策がこの目標
と相容れない限りにおいて、金融政策を柔軟
に運営する必要も折り込まれている。たとえ
ば、ウクライナの場合、現在の（銀行部門に
おける）流動性の問題が解決した上で、さら
なる金融の引き締めをおこなうと記されてい
るが、言い換えれば、金融引き締めは為替レー
トの安定のために必要であり、安易な金融緩
和はおこなわないものの、銀行部門の必要を
見ながら金融政策を運営していくという柔軟
なスタンスの現れである。

3.2　財政コンディショナリティー
　アジア危機における IMF 批判の中心は、
財政政策上のコンディショナリティーであっ
た。それは、マイナス成長の下で財政を引締
めたことが不適切であったということだけで
はない。アジア 3 カ国は、危機前の数年間、
財政黒字を記録していたのであり、従来のラ
テンアメリカ型危機と異なり、放漫財政は危
機の原因でなかったからである。IMF は成
長がマイナスになったとき、財政政策の量的
目標値を緩和した。しかし、現在、アジア危
機における当初の財政コンディショナリ
ティーが不適切であったという考えは、広く
共有されている（Ito 2007）＊11。
　要求された財政調整は、決して小さくな
かった。タイでは、1997 年 10 月から 1998
年 9 月まで、GDP 比で対前年度 2.8％の財政

引締めが要求された。インドネシアでは、
1997/98 および 1998/99 会計年度について、
GDP 比で 1％と 2％の財政引締めが要求され
た。財政引締めは、銀行部門の再建費用を計
上しても、財政収支が引き続き黒字となるよ
うに意図されていた。韓国でも、財政収支を
バランスさせるため、1998 年に GDP 比で
1.5％の財政引き締めが折り込まれた。こう
して、すべての国で、財政黒字がプログラム
化されたのであった（表 3）。しかし、前述
の通り、実現した財政スタンスはプログラム
よりも緩やかであった。経済成長が落ち込む
と、IMF スタッフは目標値を緩め、財政の
自動安定装置（automatic stabilizers）が作
動したからである。
　今回のヨーロッパでも、すべての国のプロ
グラム文書で、緊縮財政の立場が強調されて
いる。ハンガリーでは、「かなりの財政調整（a 
substantial fiscal adjustment）」を実施する
ことが IMF プログラムの趣旨であるとされ
ており、2008 年から 2009 年にかけて GDP
比で 1％ほど（景気循環を調整した構造的収
支で見ると 2.5％）の引き締めがプログラム
化されている。また、2009 年に予定されて
いた減税は撤廃された。グローバル金融危機
でリスクに対する許容度が下がる中、ハンガ
リー政府は起債に何度か失敗している。市場
で資金を調達できない政府が財政赤字を出し
続けることはできない。財政の持続可能性を
改善することがプログラムの主要な目的であ
るのは当然のことである。
　ウクライナでも、最初の年に、GDP 比で
1％の引き締めがプログラム化されている。
ウクライナは、危機にいたる過程で、資本流
入の拡大にもかかわらず財政赤字を継続させ
た国であった。財政の規律を強める必要は、
危機前からの政策課題であったのだ。ラトビ
アの場合、実質為替レートを下げ、固定相場
を維持するためにも、さらには、ユーロ圏に

＊11 しかし、財政コンディショナリティーがマイナス成長をもたらしたという批判は当たらない。マイナス成長の主要な部分は、
①資本流出に対応する経常赤字の黒字化（その結果、所得を圧縮させ、輸入を下げる必要）、②為替レートの暴落に伴うバラ
ンスシート効果（外貨建て負債を抱えた部門における負の資産効果）、③金融危機がもたらした民間投資の崩壊に起因したと
考えられる。財政収支が GDP 比でほんの 1、2％引き締められたことによって、経済成長が大きく落ち込んだとは考えにくい。
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参加するという国家目標を達成するために
も、財政の引締めは必要である。プログラム
文書では、確固とした努力をもってすれば、
財政政策に関するマーストリヒト基準を
2012 年までに満たし、ユーロ圏に参加する
ことは可能であるとも記されている。IMF
プログラムの下、2009 年度予算では、（プロ
グラム以前の同年度予算と比較して）GDP
の 7％に当たる財政調整が断行された。
　ただし、財政の引き締めが強調され、財政
赤字の上限にパフォーマンス基準が設けられ
ているとは言え、数値で見ると、ウクライナ
を除くすべての国で 2009 年には財政赤字が
見込まれている。さらに、アイスランドとラ
トビアの場合、2008 年から 2009 年にかけて
財政赤字が拡大することがプログラムで許容
されている。これは財政政策のスタンスでは
なく、現実主義の現れと見るべきであろう。
特にアイスランドの場合、国家は銀行危機に
より実質上破綻したのである。預金保護と銀
行部門への資本注入にかかる費用は GDP の
80％に達し、景気後退に伴う財政赤字の拡大
を含めると、グロスの政府債務は 2007 年末
の 29％から 2009 年末には 109％まで増える
と試算されている。このような状況で財政黒

字を見込んでも、かえってプログラムの信憑
性を損なうだけであろう。
　つまり、今回の IMF プログラムにおける
財政コンディショナリティーの論理とは、短
期的には現実的に赤字（あるいは赤字の拡大）
を許容するが、中期的な財政再建路線をプロ
グラムの主要目的とする、という 2 本立てで
あることがわかる。アイスランドでは、中期
的な財政再建が開始されるのは 2010 年であ
ることが明記されている。さらに、現実主義
の結果として、柔軟性が折り込まれている。
ウクライナでは、2009 年の財政収支の目標
値は、状況を判断して緩められる可能性があ
ると記されている。4 カ国すべてで、銀行部
門の再建費用（預金保護の費用も含む）が財
政コンディショナリティーの対象からはずさ
れている。これは、不測の事態が生じたとき、
IMF との合意を破らずに財政支出を増やす
ことを可能にするためである。
　最後に、これらの IMF プログラムのもう
1 つの特徴は、財政政策に関して弱者保護が
明記されている点である。すなわち、財政の
引き締めにも関わらず、危機の悪影響をもっ
とも受けやすい貧困層に対する支出を維持、
拡大することによって、社会的なセーフ

表 3　IMFプログラムにおける財政収支（対GDP %）＊1

前年
（実際値）

当年
（予測値または
プログラム値）

翌年
（プログラム値）

アジア（1997 年）

インドネシア 　1.2 　0.8  　1.0

韓国 　0.3 －0.5  　0.2

タイ 　2.2 －1.1  　1.0

ヨーロッパ（2008 年）

ハンガリー －4.9 －3.4  －2.5

アイスランド＊2 　5.5 －0.2 －13.5

ラトビア 　0.7 －3.0  －4.9

ウクライナ＊2 －2.0 －1.0  　0.0 

＊1　プログラム文書における暦年あるいは会計年度。
＊2　銀行部門再建費用を除く。
出所：IMF プログラム文書。
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ティーネットを守る必要が明記されているの
である。アジア危機の際、緊縮財政が貧困階
層に不当な負担を課したという批判があった
が、今回の配慮はこうした批判を踏まえた対
応だと考えられる。

3.3　背後の仮定
　財政コンディショナリティーを理解するた
めには、背後にある仮定を理解することも重
要である。アジア危機の管理において IMF
が緊縮財政を求めたのは、資本移動のシフト
とバランスシート効果を伴う資本収支危機の
性格を十分に理解しなかったからだという側
面がある。アジア危機の際、新興市場経済が
経験した資本移動のシフトはきわめて大き
く、1997 年から 1998 年にかけて、韓国では
GDP の 12％、タイでは 13％に達した。にも
かかわらず、IMF スタッフは資本流出の規
模を過小評価したため、これらの国が経験す
るシフトを GDP 比で 0.5-2.5％程度だと見込
んでいた（表 4）。バランスシート効果（為
替の切り下げが資産効果を通して実体経済に
マイナスに働く効果）も、ほとんど考慮され
なかった。こうした理由で、IMF はプラス
の経済成長が持続すると見込んだのであった

（表 5）。財政黒字を求めたのは、この楽観的

な仮定の結果でもあった。
　一方、今回のヨーロッパでは、資本収支の
シフトとバランスシート効果が与える負の影
響は、経済成長の予測および財政コンディ
ショナリティーの設定に考慮されている。ア
イスランドを除き、2009 年にネットの資本
流入を見込んでいるという意味において、楽
観的であるという感は否めない。この背後に
は、十分な額の公的融資を確保したという認
識があるのかもしれない。これは実質的な全
額救済をおこなったラトビアについて言えよ
う（2009 年のネット資本流入は GDP 比で
7％強を想定）。さらに、外資系銀行が引き続
き親会社から信用供給を受けるという想定も
あるのかもしれない。しかし、こうした楽観
的な仮定にもかかわらず、今回のプログラム
は、アジアで想定された GDP 比 0.5-2.5％を
はるかに上回る 4-12％の資本収支のシフト
を見込んでいるのである。
　バランスシート効果については、すべての
国のプログラム文書において、為替レート減
価による負の資産効果が論じられている。特
にドルに対して通貨が 70％（ユーロに対し
ては 50％）減価したアイスランドでは、
2009-10 年、深刻な景気後退が起こるであろ
うと明記されている。ラトビアでは、バラン

表 4  IMF プログラムにおける経常収支（億ドル； 括弧内は対 GDP％）＊1

前年（実際値）
当年

（予測値または
プログラム値）

翌年
（プログラム値）

アジア（1997 年）

インドネシア －77  （－3.3） －58  （－2.7） －49 （－2.2）

韓国 －237  （－4.9） －138  （－3.1） －23 （－0.6）

タイ －144  （－7.9） －90  （－5.0） －53 （－3.0）

ヨーロッパ（2008 年）

ハンガリー （－6.4） （－6.2） （－2.0）

アイスランド －29 （－14.6） －18 （－10.7） 1 （1.0）

ラトビア （－23.8） （－14.8） （－7.3）

ウクライナ －59  （－4.2） －134  （－7.1） －219 （－9.8）

＊1　プログラム文書における暦年あるいは会計年度。
出所：IMF プログラム文書。

130　国際調査室報



スシート効果を排除するために固定相場の維
持が適当であると議論した上で、その代わり、
必要な実質為替レートの減価を固定相場下で
もたらすために、デフレ圧力が生じ、景気回
復は困難になるであろうと記されている。こ
うした現実的な仮定と、資本収支危機の性格
を正しく理解することにより、すべての国に
おいて、2009 年の経済成長率はマイナスに
なることが見込まれている。

4．構造的コンディショナリティー

　IMF の危機管理プログラムにおける構造
的コンディショナリティーについては、2 つ
の相反する考え方がある。1 つは、構造的コ
ンディショナリティーが危機の直接的な解決
と無関係であれば、根本的なマクロ政策上の
問題に資源を集中させる妨げとなる、という
ものである。さらに、危機の解決に無関係な
融資条件は国家主権の侵害と見られかねず、
不必要な政治的抵抗を生んだり、事態の重大
さを実際よりも大きく思わせることにより、
国際投資家の信頼を傷つけたりする可能性も

指摘される（Feldstein 1998； Radelet and 
Sachs 1998）。反対に、経済の構造問題に対
処する強い意志と姿勢を見せることなく、市
場の信頼を回復することはできない、という
見 方 も あ る（Summers 1999； Goldstein 
2002）。
　アジア危機における IMF プログラムでは、
産業貿易政策から、国内流通制度、公務員制
度改革、データ開示基準に至るまで、政府が
取り組むべき構造改革が多々盛り込まれた

（表 6）＊12。構造的コンディショナリティーは、
インドネシアと韓国で特に広範囲に及んだ。
インドネシアで対象になった構造問題には、
公共部門におけるガバナンスや国内産業の規
制緩和など、大統領の家族や友人の利権が絡
む案件が含まれていた。当初のプログラムが
失敗した後、翌年（1998 年）1 月に暫定合意
されたプログラムは、コンディショナリ
ティーに含まれた構造改革項目があまりに多
かったため、クリスマスツリー・プログラム
と呼ばれたほどであった＊13。この時点で、
IMF プログラムはもはや危機管理プログラ

＊12 構造的コンディショナリティーに含まれる政策には、①事前措置（prior actions）、②パフォーマンス基準（performance 
criteria）、③構造的ベンチマーク（structural benchmarks）、④措置および目標（measures and targets）があり、このうち
融資金供与の要件となるのは①と②のみである。

表 5  IMF プログラムにおける実質経済成長率（年率%）＊1

前年（実際値）
当年

（予測値または
プログラム値）

翌年
（プログラム値）

アジア（1997 年）

インドネシア  8.1 　5.0 　3.0

韓国  7.1 　6.0 　2.5

タイ  6.4 　2.5 　3.5

ヨーロッパ（2008 年）

ハンガリー  1.1 　1.8 －1.0

アイスランド  4.9 　1.6 －9.6

ラトビア 10.3 －2.0 －5.0

ウクライナ  7.6 　6.0 －3.0

＊1　プログラム文書における暦年あるいは会計年度。
出所：IMF プログラム文書。
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ムではなく、危機を利用してインドネシア経
済の根本的な改革を求める国際社会と既得権
益を守ろうとするインドネシア社会の保守派
との戦いの焦点となったのだ＊14。
　韓国のコンディショナリティーはインドネ
シアほどではなかったが、それでも多岐にわ
たった。中でも資本市場の開放は、危機を利
用して米国政府が（IMF を通して）迫った

改革であると見られている。同様に、輸入多
様化政策（実質的に日本からの工業製品輸入
を制限する政策）の撤廃という貿易自由化策
は、日本政府が含めることを要求したと考え
られている。これらの自由化策は韓国にとっ
て中期的に望ましいことであったかもしれな
いが＊15、このような形で国際社会によって
融資条件として課せられたことは、国民感情

＊13 この直後、経済危機は政治危機に発展したため、1998 年 1 月のプログラムは IMF 理事会によって正式に承認されることは
なかった。

＊14 一説によると、インドネシアのエリート経済官僚も危機を利用して経済の効率化を計ろうとしたとされる（Hill and Shiraishi 
2007）。

＊15 従来、韓国政府内にはこうした構造改革を支持する勢力があったと言われる。特に金融部門の改革においては、IMF はすで
に準備してあった韓国政府チームの計画案の大部分を取り入れたとされる。IMF プログラムの成果は、韓国政府がみずから
の選択で進めたであろうよりも速いペースで改革を進めたことにある。

表 6　IMFプログラムにおける主な構造的コンディショナリティー＊1

アジア（1997）

インドネシア

金融部門の構造調整（16 銀行の閉鎖、預金の部分保証、金融規制の強化、民営化、資本市•
場の育成を含む）
ガバナンス（公共部門における透明的および競争的入札の強化を含む）•
国内産業の規制緩和と民営化（農業部門等における専売制度の段階的廃止を含む）•

韓国

金融部門の構造調整（中央銀行の独立、金融規制の一体化、企業会計基準の改善、問題銀•
行の閉鎖および資本注入を含む）
貿易および資本の自由化•
コーポレートガバナンスと企業部門の構造調整（財閥改革を含む）•
労働市場改革•
データ開示•

タイ

金融部門の構造調整（銀行部門における外国資本参加の条件緩和を含む）•
企業部門の構造改革（国営企業の民営化、運輸・電力等の主要部門における民間企業参加•
の推進を含む）
公務員制度改革•
データ開示•

ヨーロッパ（2008）

ハンガリー 金融部門の構造調整（銀行支援に関する法整備を含む）•
財政責任法の議会可決•

アイスランド 金融部門の構造調整（3 銀行への資本注入、金融部門規制の改善を含む）•
財政再建のための中期的枠組み•

ラトビア
金融部門の構造調整•
中期的な財政制度改革•
競争力強化に向けた賃金抑制のための制度的枠組み•

ウクライナ 金融部門の構造調整（銀行支援に関する法整備、中央銀行の独立性の強化、金融部門規制•
の改善を含む）

＊1　当初のプログラムによる。
出所：IMF プログラム文書。
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を傷つけるものであった。こうした介入的な
コンディショナリティーは、アジアの主要国
が将来危機を経験することがあっても、IMF
に融資を求めないであろうことを保証する結
果となった。その後、これらの国は、危機に
対する自己保険として、膨大な外貨準備を蓄
積することになるのである。
　アジアにおいて課せられた構造的コンディ
ショナリティーが過度であり、結果として非
生産的であったという認識から、アジア危機
の後、IMF 内で 2 つの関連する合意が形成
された。1 つは、資源を優先順位の高い改革
に集中させるため、構造的コンディショナリ
ティーを「簡素化（streamlining）」する必
要である。2 つめは、危機管理に必要な構造
改革が「マクロの核心性（macro-criticality）」
を満たさなければならないという要件であ
る。こうした観点に立てば、アジア危機の際
に課せられるべき構造的コンディショナリ
ティーは、おそらく銀行部門の再建に必要な
制度改革だけであったのであろう。アジアで
は、金融部門の脆弱さが危機の主要な原因の
1 つであったから、銀行部門の再建は危機の
結果に対処するだけでなく、将来にわたって
国際投資家の信頼を回復するためにも必要な
ことであった。事実、本質的な内容から言え
ば、金融関連の構造改革は構造的コンディ
ショナリティーの核心部分であったが、要求
された構造改革が多岐に渡ったため、焦点が
ぼけてしまったのである。
　アジアとは対照的に、今回のヨーロッパで
は、構造的コンディショナリティーは基本的
に金融部門と財政制度の構造調整に限定され
ている。すべての国で、銀行部門の再建はマ
クロの核心性を満たしている。特にアイスラ
ンドでは、通貨の下落と信用の枯渇により、
銀行部門の約 85％のシェアを持つ 3 大銀行
が破綻し、国営化されている。ハンガリーで
は、危機の前、家計の住宅ローンの半分以上
が外貨建だったと言われる。対外負債が大き
く、バランスシート上のミスマッチがあった
ため、国際投資家は銀行から資金を引き揚げ
たのである。ラトビアでは、グローバル金融

危機によって資金繰りの問題が起こると、固
定相場の維持が疑われ、大手銀行の取り付け
が起こった。その後、銀行部門は全体として
多額の預金を失っている。問題の詳細は異な
るが、すべての国で銀行部門の再建は危機の
解決に密接にかかわっているのである。ウク
ライナを除く 3ヶ国では、中期的な財政の持
続可能性を確保するため、ルールに基づいた
財政の枠組みを導入することも求められてい
る。
　構造的コンディショナリティーがより広範
囲に課せられたのは、ラトビアのみであった。
ラトビアでは、固定相場制を維持するため、
実質為替レートを減価させ、競争力を回復さ
せることが重要であると考えられたからであ
る。したがって、構造的ベンチマークとして、
賃金抑制に取り組む官民委員会を設けること
が求められた。さらに、正式のコンディショ
ナリティーではないが、プログラム文書には、
新しい産業を育成し、労働市場の柔軟性を増
し、企業環境を強化するための諸策をとると
いう政府の意思が示されている。こうした取
り組みは、固定相場制を維持するが故に、マ
クロの核心性を満たす構造改革であると見な
されているのである。
　IMF のストラス＝カーン専務理事は、今
回のプログラムにおける簡素化された融資条
件を「的を絞ったコンディショナリティー

（targeted conditionality）」と呼んでいる。
これは単に構造的コンディショナリティーが
限定的であるという意味だけでなく、マクロ
の政策処方箋も含め、全体的なコンディショ
ナリティーが必要最小限に抑えられていると
いう意味でもある。

5．危機管理へのアプローチ

5.1　新アプローチの特徴
　今回のヨーロッパ危機における IMF コン
ディショナリティーを、10 年前のアジア危
機におけるそれと比べると、①融資規模がや
や大きめに設定されている、②構造的コン
ディショナリティーが簡素化され、かつマク
ロ核心的改革に絞られているという大まかな
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違いが判明した。しかし、こうした相違点を
過大評価してはならない。なぜなら、アジア
においても、ヨーロッパにおいても、IMF
コンディショナリティーの核心部分は、①引
締め気味の金融政策、②緊縮的な財政政策、
③銀行部門の再建と強化という 3 点からなる
ことに変わりないからである。全体的に言っ
て、表面的な内容に大きな違いはない。
　筆者は、アジア危機での IMF プログラム
と、今回のヨーロッパにおけるそれとの本質
的な違いは、コンディショナリティーの背後
にある哲学、コンディショナリティーを提示
する際の手続きにあると考える。つまり、違
いは危機管理へのアプローチにあるのだ。今
回のヨーロッパにおける IMF 危機管理プロ
グラムは、以下の通り、アジア危機の際のプ
ログラムと比べて、①「オーナーシップ

（ownership）の強調」、②「ステークホルダー
間の協調主義」、③「手続き、仮定、論理に
関する透明性」、④「柔軟性」によって特徴
付けられる。
　オーナーシップの強調　国家経済にとって
いくら望ましいものであっても、政府（そし
て政府が代表する社会）が 100% コミットで
きない政策を求めることは、プログラム不履
行の可能性を高め、市場の信頼を揺るがすこ
とになりかねない。これがアジア危機の教訓
である。今回のプログラム文書では、アジア
危機の時以上に、経済政策を立案したのが政
府であり、IMF はそれを支援しているに過
ぎないという点が強調されている（この傾向
は、報道声明ではもっと強い）。これが政府
による「政策の所有（オーナーシップ）」と
いう概念である。オーナーシップの強調は、
責任の所在を明確化することでもある。
　オーナーシップは決して新しい概念ではな
い。建前としては、過去のすべての IMF プ
ログラムは政府の政策に金融支援を与えるた
めの「IMF が支援するプログラム（IMF-
supported program）」であった。しかし、
今回は、実体が伴っているように思われる。

たとえば、ハンガリーの財政引締め政策に関
して、IMF の報道声明は「痛みを伴うが、
当局はこの選択肢を選んだ（while painful, 
the authorities have chosen this path）とい
う表現を使っている。オーナーシップの強調
が特に顕著なのは、ラトビアによる固定相場
制の維持を説明するときの表現である。そこ
では、選択が当局のものであることが強調さ
れ、その結果として、当局が「例外的に強い」
国内政策の必要を理解し、景気後退の長期化
を受け入れる用意もあると明記されている。
　ステークホルダー間の協調主義　資本移動
の逆シフトによる危機を解決するには、IMF
の力だけでは不十分である。これもアジア危
機の教訓である。なぜなら、危機国が市場の
信認を完全に失えば、流出する資本量に限り
はないからである。資本勘定が開放されてい
れば、外国投資家のみならず、国内居住者で
さえも国内資産を換金し、資金を海外に持ち
出すことができる。本来、IMF 融資は「触
媒的融資（catalytic finance）」である＊16。そ
の目的は、国際投資家の信頼回復に値する調
整プログラムを提示することによって、彼ら
が国に留まる（さらに可能であれば、新たな
資金を持ってくる）ように説得することであ
る。そのために必要なのは、単なる融資額の
量ではなく、融資プログラムの内容と融資額
の質である。アジアの教訓は、必ずしも融資
額が不十分であったということではなく、架
空の数字（あるいは信憑性の疑われる数字）
で国際投資家の信頼を回復させることはでき
ないということであった。
　ウクライナを除き、今回のヨーロッパでは、
IMF 支援策が国際的に協調されたプログラ
ムであると明記されている。事実、IMF と
当該国のプログラム交渉においては、世銀、
欧州委員会、欧州中央銀行（ECB）に加え、
北欧諸国等が最初から参加している。もちろ
ん、EU 加盟国の場合、経済政策に関する主
権の一部が EU に移管されているわけである
から、欧州委員会の関与は必然的とも言える。

＊16 IMF の触媒的金融についての実証は、Cottarelli and Giannini （2002） および Mody and Saravia （2003） を参照。
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これらの国では、複数の関係国・機関がプロ
グラム作成に関与したのである。アジア危機
の際、他の関係国が IMF プログラムの交渉
に参加することなどあり得ず、世銀でさえ、
基本的には蚊帳の外に置かれていた。アジア
危機の際、IMF が批判された大きな理由の 1
つは、見えないところで米国の意見をプログ
ラムに反映させたという疑念であった（米国
は一銭も自分の資金を提供しなかったにもか
かわらず）。
　今回は違う。IMF は、融資に参加するの
であれば、交渉にも参加させるという立場を
とった。したがって、融資額には信憑性があ
る。同時に、プログラムに対する責任も、ス
テークホルダー全体が負う。ハンガリーのプ
ログラムを説明する声明には、「政策パッケー
ジの成功は、国内すべてのステークホルダー
と国際社会が共有する責任である（a shared 
responsibility between all stakeholders in 
the  coun t ry  and  the  i n t e rna t i ona l 
community）」と記されている。こうした立
場は、IMF は国際社会の一員に過ぎず、そ
の役割は「消防署」ではなく、複数の消防士
の働きを調整する「消防団長」であるという
姿勢を反映している。IMF の「企業文化」
がよりオープンになった（あるいはオープン
になることを強いられた）ことのしるしでも
ある。
　手続き、仮定、論理に関する透明性　情報
を開示しないことは、市場に予期せぬ負の
ショック（サプライズ）を与える結果になり
かねず、結局は、プログラムの効果を損なう
ことになってしまう。これもアジア危機の教
訓であった。したがって、今回、交渉の段階
から発表に至るまで、アジア危機の場合と比
較にならないほどの情報が外部に提供され
た。透明性の反映として、プログラムはより
現実的であり、負のリスクも明示的に示され
ている。たとえば、ラトビアでは景気後退が
不可避であること、ウクライナでは 2009 年
が厳しい年となり、景気後退が続くであろう
ことが明記された。前述の通り、すべての国
に関して、資本収支のシフトや経済成長率に

関わる予測は、アジア危機の時と比較して、
より現実的になっている。この背後には、悪
い情報があれば、隠すのではなく、それを最
初に明記することが、結局はプログラム成功
の確率を高めることになるという哲学がある。
　プログラムに疑義を抱かせることも益にな
らない。緊縮財政や金融引締め、（ラトビア
の場合では）固定相場の維持などは、国際投
資家の理解を得られなければ、プログラムに
対する信頼の損失に至る可能性がある。した
がって、今回、プログラムの中心となる政策
に関しては、論理が明確に説明されている。
たとえば、アイスランドのプログラム文書で
は、コンディショナリティーの焦点は当初銀
行部門の再建に置かれるが、市場の信頼が回
復された後、中期的な財政再建に移ると説明
されている。この全体的な考え方を踏まえ、
2009 年、財政再建の必要にも関わらず財政
赤字が拡大するのは、自動安定措置が機能す
るからであると説明し、特定の財政収支目標
値が設定された根拠が説明される。ハンガ
リーでは、財政引締めを説明して、それが短
期的に資金繰り圧力を弱め、中期的に民間の
活力を高めるように働くと説明している。
　柔軟性　資本収支危機の場合、危機管理プ
ログラムの成功は国際投資家の期待に依存す
る部分が大きいが、その行動を予期すること
は難しい。投資家の期待に影響を与える経済
環境は刻々と変わっており、あまりに融通の
利かないプログラムを作成すれば、信憑性を
失ってしまう。今回のプログラムには、十分
な柔軟性が折り込まれているように思われ
る。たとえば、ウクライナでは 2009 年に財
政収支をバランスさせるとされているが、状
況を判断して柔軟に対処するとも記される。
最大の不確定要因は銀行部門の再建費用であ
るから、すべての国において、それは財政コ
ンディショナリティーの対象からはずされて
いる。柔軟性は、許容される経済政策に関す
る IMF の立場についても言える。ウクライ
ナとアイスランドでは、資本流出のみならず、
経常取引に関わる支払いさえも規制すること
が容認された。
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5.2　新アプローチの暫定評価
　さて、こうした IMF の新しいアプローチ
は、危機管理に寄与したのか。IMF 危機管
理プログラムの評価は難しい。今回のプログ
ラムに限っても、プログラムが IMF 理事会
によって承認され、実際に金融支援がおこな
われたのは、2008 年 11-12 月だったから、
危機管理が成功したかどうかを判断するのは
尚早である。さらに、プログラムの成功を「プ
ラス成長の維持」「資本流出の防止」という
単純な基準で評価することはもはやできな
い。特に前者の場合、IMF 支援の前に為替
レートが大きく下落していれば、いかなる額
の金融支援をもってしても、バランスシート
効果による実体経済の落ち込みを防ぐことは
不可能かも知れない。今回のプログラムでは、
2008 年の経済成長率がマイナスになること
は最初からプログラムに折り込まれている。
プラスの経済成長を維持することなど、最初
から期待もされていないのだ。
　このように考えると、危機を経験した国に
対して IMF および IMF プログラムが期待さ
れる役割とは、必要な調整を秩序あるものに
することによって、痛みを和らげることで
あって、痛みを短期間で除去することではな

い。この意味で、10 年前のアジア危機にお
ける IMF プログラムは、少なくとも短期的
には失敗だったと見ることができよう。一方、
現時点で判断できる限りにおいて、今回の
IMF プログラムは一定の成功をおさめてい
ると見ることができる。ヨーロッパのプログ
ラム国通貨は、IMF 支援を受けた後、比較
的安定的に推移しているからである（図
2）＊17。多少増価を経験した国さえある。こ
れは 1997 年、アジアのプログラム国通貨が
IMF 支援後も大きく下落し続けたのとは対
照的である（前掲の図 1 を参照）。
　全体的な通貨の安定は、対ユーロで見ると
より鮮明になる（図 3）。これはユーロがド
ルに対して減価してきたことを反映している
のだが、一部の国では、ドルよりも、ユーロ
に対する安定をより重視しているのかも知れ
ない。ラトビアは、ERM-2（ユーロ圏参加
のための必要条件）の枠組みで、ユーロに対
して引き続き固定相場を維持しており、この
固定相場の維持がプログラムの主要な目的で
あった。当初、ウクライナの通貨は、対ドル
でも、対ユーロでも減価したが、これは長年
の課題であった変動相場制の確立が IMF プ
ログラムのコンディショナリティーにされた

＊17 図 2 にはユーロに対して固定相場制を採るラトビアは含まれていない（後掲の図 3 を参照）。ラトビアの対ドル為替レートは
ユーロのそれに近似するものであり、ラトビアが経験する減価圧力を示すものではない。

図 2　ヨーロッパ危機国の米ドル為替レート（月末値）

注　為替レートを、IMF融資を受けた時点（t と表示）からの変化率（％）として表示。
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ことによる。したがって、当初の減価（それ
も秩序ある減価）はむしろプログラムの成果
であったとも言える＊19。もちろん、一部の
国では、資本流出や為替取引に課せられた規
制が為替レートの安定化に寄与した可能性も
否めない。しかし、IMF プログラムにおいて、
そのような規制的手段が許容されたこと自
体、IMF の危機管理アプローチがより現実
的で、より実効的になったことを示している。

6．結論

　本稿は、2008 年のヨーロッパ危機と 1997
年のアジア危機を比較することによって、過
去 10 年間の国際金融アーキテクチャーの進
化を検証した。今回のヨーロッパ（ウクライ
ナ、ハンガリー、アイスランド、ラトビア）
の IMF 危機管理プログラムを、10 年前のア
ジア（タイ、インドネシア、韓国）のそれと
比べると、今回のプログラムの規模がこころ
もち大きめで、構造的コンディショナリ
ティーがより簡素化されていることがわか
る。しかし、全体的な内容を見る限り、両者
の違いはさほどない。いずれの場合も、①緊
縮的な財政政策、②引き締め気味の金融政策、
③銀行部門の再建を中心とした構造改革がプ
ログラムの柱となっているからである。危機

を管理・解決するためには、為替レートを安
定させなければならず、金融政策は引き締め
気味にならざるを得ない。通貨危機の背後に
は往々にして脆弱な銀行システムがあり、通
貨危機はほとんど必ず銀行危機を併発するか
ら、金融部門の構造改革なくして、恒久的な
危機解決も、投資家の信頼回復もあり得ない。
さらに、中期的には、投資家の信頼回復には
財政の持続可能性が不可欠である。したがっ
て、10 年前でも、今日でも、IMF プログラ
ムが共通の要素を持つことは当然である。
　本稿は、両者の本質的な違いがコンディ
ショナリティー自体にあるのではなく、その
背後にある哲学、それを提示する手続きにあ
ると議論した。今回の危機管理アプローチは、
アジア危機の時と対比して、①「オーナーシッ
プの強調」、②「ステークホルダー間の協調
主義」、③「手続き、仮定、論理に関する透
明性」、④「柔軟性」によって特徴付けられる。
こうした哲学や手続きは、通常の IMF プロ
グラム以上に、危機管理プログラムの成功が
市場の信頼を回復させることに依存するとい
う認識に基づいている。したがって、経済政
策を立案したのが政府であり、IMF はそれ
を支援しているに過ぎないという点が強調さ
れる。市場にサプライズを与えることがない

＊19 ウクライナは 2005 年から通貨をドルに実質的にペッグさせる政策を採っていたが、2008 年春ごろからより変動的な為替相
場制度に移行しつつあった。将来的にインフレ目標を導入することがプログラムに明記されている。

図 3　ヨーロッパ危機国のユーロ為替レート（月末値）

注　為替レートを、IMF融資を受けた時点（t と表示）からの変化率（％）として表示。
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よう、情報開示が徹底されている。仮定は現
実的であり、負のリスクも明示的にされてい
る。悪い情報があれば、それを最初に明記す
ることが、結局はプログラム成功の確率を高
めることになるという哲学があるのである。
政策が投資家の疑義を招きかねない内容であ
れば、その論理が説明される。目標値の設定
に関しても、許容される経済政策（たとえば
資本管理や為替管理）に関しても、プログラ
ムは柔軟である。
　アジア危機時と異なり、プラス成長を維持
することは、もはやプログラム成功の基準で
はない。今回のプログラムでは、2009 年の
経済成長率がマイナスになることが最初から
折り込まれている。プラスの経済成長を維持
することなど、期待もされていないのだ。今
回、IMF および IMF プログラムに期待され
る役割は、必要な調整を秩序あるものにする
ことによって、痛みを和らげることである。
この意味で、現時点で判断できる限りにおい
て、今回の IMF プログラムは一定の成功を
おさめつつあると言えよう。IMF 融資後の
為替レートの動きを見る限り、市場の安定性
が回復されたように思われるからである。
IMF は今、危機管理の成功が「国内すべて
のステークホルダーと国際社会が共有する」
ものだと認識している。それ故に、IMF プ
ログラムはより現実的かつ実効的になったの
である。
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1．欧州におけるエネルギー問題

　2006 年 1 月のロシアによるウクライナ向
けガス供給削減を契機にして、以来欧州にお
ける資源、特にガスの調達先多様化の議論が
盛んに行われている。政府レベル、民間レベ
ルにおける議論を踏まえ、欧州での各種計画
が検討されている状況の下、再び本年 1 月ロ
シアがウクライナ向けガス供給の削減・停止
を行った。
　欧州（EU27ヶ国）は、天然ガスについては、
2006 年実績値で需要の約 60% を域外からの
輸入に依存しているが、輸入ガスのうち 42%
がロシアからの調達であり、そのうち約 80%
がウクライナ経由での供給である。つまり欧
州のガス需要のうち約 20% が、ロシアから
ウクライナ経由にて供給されていることにな
る（図表 1）。
　EU27ヶ国の場合、各国毎にエネルギー調
達先が大きく異なっているため、地域全体の
議論のみならず、各国の個別事情を把握した
上での検討が重要となってくる（図表 2、3）。

　英国の場合、ロシア産ガスに依存しておら
ず、現状、カタール等からの調達を想定して
LNG 受け入れターミナルの整備を進めてい
る。これまでのところ、欧州への天然ガス供
給手段として、ノルド・ストリーム、ナブッ
コパイプライン等が検討されてきた。
　ノルド・ストリームは、ロシアからバル
ティック海（フィンランド、スウェーデン、

欧州・中央アジア等の資源獲得競争と
日本の対応［現地レポート］

エネルギー担当特命駐在員　 佐々木　永市＊1 

Abstract

Energy policy is critical to the national infrastructure, and therefore it is indispensable in 
terms of a national strategy. In Europe, one has to look at both the energy security 
policies of EU and of each state, because these differ considerably depending on the 
nature of their energy suppliers. In Japan, on the other hand, while there are some 
industries in which Japan has its own initiative such as solar energy, it is necessary to 
build multilayered relationships with energy suppliers, and hence, it is expected that the 
public and private sectors will work together on each energy project. In this report, the 
recent trends seen in energy security policy in Europe, central Asia and other regions 
and Japanese responses are discussed based on these observations.  

＊1 筆者は 2007 年 7 月より現職に就きパリ駐在。

図表 1　EU27 のガス輸入

出所： Commiss ion  Sta f f  Work ing  Document , 
Commission of The European Communities を
基に筆者作成
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デンマーク領海）を経由して、ドイツへ繋が
るガスパイプラインだ（図表 4）。事業会社
であるノルド・ストリーム社は、露・ガスプ
ロ ム、 独・E.ON Ruhrgas、 独・BASF/
Wintershall、蘭・Gasunie により設立され、
現在では、ドイツ前首相であるシュローダー
氏を Shareholders’ Committee に含み、フィ

ンランド前首相であるリポネン氏をコンサル
タントとして雇っている。

　2008 年 12 月 EU27ヶ国は、2020 年までに
エネルギー需要の 20% を再生可能エネル
ギーでまかなうことを欧州各国に義務付ける
法案について合意。2020 年までに欧州各国

図表 3 EU各国の天然ガス輸入（輸入先別シェア）

出所：Commission Staff Working Document, Commission of The European Communities を基に筆者作成

図表 2　EU各国の原油輸入（輸入先別シェア）

出所：Commission Staff Working Document, Commission of The European Communities を基に筆者作成
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の温暖化ガス排出量を 1990 年比で最低 20%
削減し、エネルギー使用量も 20% 削減する
目標を 2007 年 2 月に定めている。
　欧州委員会（Commission of The European 
Communities：CEC）は、この再生可能エネ
ルギー比率 20%、温暖化ガス排出量 20% 削減
等の目標達成を前提にしたシナリオ（以下「新
エネ政策シナリオ」）と現状の政策実施を前
提にしたシナリオ（以下「ベースシナリオ」）
の 2 つについて、それぞれ 2020 年の油価を
61 ドル、100 ドルと想定した場合の資源消費
量予測を行った（ガスについての予測は図表
5 参照）。
　「新エネ政策シナリオ＋油価 100 ドル」の
ケースでは、EU27ヶ国のガス輸入量（245Mtoe）
が、2005 年実績（257Mtoe）を下回る予測と
なっている。この予測がロシア側を刺激した
のか、このノルド・ストリームを巡り、次の
ようなやりとりがなされている。
　報道＊2 によれば、2008 年 11 月 12 日ロシ
アのプーチン首相はフィンランドのヴァンハ
ネン首相に対し、ノルド・ストリームプロジェ

クトについて、「欧州はこのパイプラインが
必要なのか不要なのか、決断を下すべき。」
と迫った。「仮に不要となれば、我々ロシア
はガス液化施設を建設、欧州を含む世界のガ
ス市場に対し LNG でガスを供給することに
なる。当然のことながら、パイプラインガス
より高価なものとなるが、どちらが得なのか
考えるのは自由。」と発言したようだ。
　この時点において、オックスフォードエネ
ルギー研究所（Oxford Institute for Energy 
Studies）のジョナサン・スターン教授は、「こ
の（上記）発言は、プーチン首相からしてみ
れば、ウクライナおよびベラルーシ経由での
ロシア産天然ガスの供給を軽減するためにノ
ルド・ストリームを必要と考えていた EU に
対する警告とも受け取れる。」と指摘。また、

「プーチン首相は、EU がウクライナ、ベラ
ルーシ経由での供給リスクを取れるというな
らそれはそれで結構、しかしながら、ロシア
側にしてみれば、ノルド・ストリーム建設の
オファーをしているにもかかわらず、EU が
歩調を合わせないのであれば、もし仮に問題

＊2 2008 年 11 月 12 日付 Reuter

図表 4　ノルドストリームとナブッコパイプライン

出所：各種報道資料を基に筆者作成
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が生じたとしてもロシア側を責めないでもら
いたい、というメッセージを含んでいる」と
解説＊3。2009 年 1 月、まさにそれが現実と
なった。
　ガスの取引条件を巡り交渉決裂となってい
るものの、ウクライナを自らのコントロール
下に置きたいロシアは、北大西洋条約機構

（NATO）や欧州連合（EU）への加盟方針を
表明しているウクライナがロシア離れを加速
させる動きを警戒している、と考えることが
できる。というのも、親ロシア派のベラルー
シ等との間では価格交渉がまとまっていない
にも関わらず、格安な価格での供給を継続し
ているからだ。

　他方、欧州におけるガス調達の多様化の議
論の中で、ガス埋蔵量世界第 2 位のイランか
らの調達をも視野に入れた南方ルートのパイ
プラインプロジェクトの検討も行われてい
る。それが、ナブッコパイプラインだ。事業
会社であるNabucco Gas Pipeline International 
GmbH（以下「ナブッコ社」）代表は、ガスの主
要供給国としてアゼルバイジャンを想定、その
他に、トルクメニスタン、カザフスタン、イラン、
ロシア等を挙げる＊4。
　しかしながら、ナブッコパイプラインにお

いて、当初、主要産出国となることが予定さ
れていたアゼルバイジャンが 2013 年開始予
定の第一段階で十分なガスを供給できるか否
か不透明な状況にあることから、2008 年 2
月に同パイプライン計画の大きな戦略転換が
発表された。ナブッコ社が、ガスプロムから
のガス供給を勧誘すると発表。ナブッコ社の
スポンサーであるオーストリア・OMV グ
ループスタッフは、「多様化には二つの側面
がある。ガスの供給元の多様化とガスの輸送
ルートの多様化である。」と述べ＊5、事業の
狙いが当初の「供給元の多様化」から、稼働
を優先させるための「輸送ルートの多様化」
へ変化する局面もあった。
　2009 年 1 月 27 日ハンガリー政府主催のナ
ブッコパイプラインのカンファレンスが、多
数の関係者を招待して開催された＊6。このタ
イミングにおいても参加者の多くは、資金の
手当てとガスの手当ての 2 つの疑問に対する
回答を求めているのかもしれない。このパイ
プラインの計画されている容量は年 310 億立
方メートルと、EU 総需要の 10% にも満たな
い水準ではあるが、EU、ロシア、イランの
間におけるガス需給の主導権争いを考える上
で、注目されるプロジェクトと言えよう。

＊3 2008 年 11 月 12 日付 Reuter
＊4 2008 年 6 月 24 日付 Radio Free Europe/Radio Liberty
＊5 2008 年 2 月 6 日付 International Herald Tribune
＊6 このカンファレンスには、EBRD、EIB 両機関のトップも参加。ガス供給候補国であるアゼルバイジャン（大統領の参加）、

カザフスタン、トルクメニスタン、イラク、エジプト等からも参加があった模様。しかしロシア、イランは不参加。

図表 5　EU27ヶ国　2020 年ガス消費量予測

（ガス量単位：Mtoe） 

EU ガス消費量
域内生産 輸入

2005 年実績 445 188 257

ベースシナリオ＋油価 61 ドル 505 115 390

ベースシナリオ＋油価 100 ドル 443 113 330

新エネ政策シナリオ＋油価 61 ドル 399 107 291

新エネ政策シナリオ＋油価 100 ドル 345 100 245

出所：Commission Staff Working Document, Commission of The European Communities を基に筆者作成
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2．中央アジア諸国における動き

　トルクメニスタンは、これまでのロシア、
イラン向けガス販売に加え、2007 年 12 月ロ
シア、トルクメニスタン、カザフスタンの間
にて、カスピ海に沿った新しいパイプライン
を建設することで正式に合意した。 このパ
イプラインはトルクメニスタンからカスピ海
に沿って、カザフスタン経由でロシア南部に
いたるもので、2010 年末までに建設を行い、
年間 200 億立方メートルの天然ガスを輸送す
る計画だ。
　加えて、2008 年 3 月には、ロシアとカザ
フスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタ
ンとの間において、2009 年からロシア向輸
出価格を欧州水準に引き上げることが合意さ
れた。これによりロシアは、①中央アジアか
らのガス調達確保に加えて、②中央アジアが
ロシア迂回のガスパイプラインを建設する意
欲を削ぐことに成功したと見られている。こ
れによってロシアは、不足しているガスをト
ルクメニスタンから確保するめどをつけたの
に加え、別のルートでトルクメニスタンのガ
スを獲得しようとしている欧米諸国の思惑に
大きな打撃を与えることとなった。
　一方、トルクメニスタンは、2007 年に中
国へのガス供給に合意。2008 年には供給量
を、それまで想定されていた年 300 億立方
メートルから年 400 億立方メートルへ増加さ
せることが合意された。トルクメニスタン等
の資源産出国にとっては、欧州水準並みの輸
出価格が確保されていれば、ロシア一国への
販売にこだわる必要はなく、トルクメニスタ
ンにとって、この中国ルートはロシア依存か
ら脱却するうえで極めて重要である。
　なお、トルクメニスタンは欧州へのガス供給
にも意欲的ではあるものの、その実現のために
必要と考えられるカスピ海横断パイプライン

（Trans Caspian Gas Pipeline：TCGP）につ
いては、ロシア、イランが反対しているのみ
ならず、カスピ海の海底部分の領有権問題が

解決していないことからも、具体的な進捗を
期待することは難しい状況にある。
　また、カザフスタンは年 80 億立方メート
ル程度のガス産出しか期待できないが、パイ
プライン建設では西向き、東向きと両方向へ
の建設を行っており、中央アジア各国もロシ
ア一辺倒とせず、バランスを重視しているこ
とがうかがえる。
　カザフスタン、トルクメニスタンとしては、
資金とガス供給国の 2 つの大きな問題を抱え
る上述のナブッコパイプラインに対し、現時
点において明確な態度を示すことは、ロシア
と EU 双方に対し得策でないと判断、様子見
の姿勢を維持するものと考えられる。

3．日本とロシア

　このように、中央アジア諸国がロシアによ
るガス囲い込みに抵抗する動きも見せる中、
ロシアのガスプロムからは次のような発言も
聞こえてくる。ガスプロム副社長顧問である
アレクセイ・マステパノフ氏は、ロシアはサ
ハリン 1 プロジェクト（オペレーターはエク
ソンモービル、我が国からはサハリン石油ガ
ス開発㈱が 30% の権益を保有）のガスを輸
出目的で必要とはしていないこと、サハリン
2 のガスを全量輸出向けにしてしまっている
ため、輸出向けの余剰ガスができるのはサハ
リン 3 あるいはチャヤンダ・ガス田からの生
産が開始されてからとなること等を指摘して
いる＊7。
　その後も、中国向けにガスを輸出したいエ
クソンモービル、極東部の国内消費に充当し
たいロシア側との確執がある。更に、エクソ
ンモービルは国際市場価格水準である 1000
立方メートルあたり 400 ドル程度で輸出した
い意向を有している一方、ロシア側は国際市
場価格を大きく下回る水準でガスプロムに卸
すことを要求しているようだ。
　ロシアにとって初の LNG 事業となるサハ
リン 2 プロジェクト（オペレーターにはシェ
ル、日本からは三菱商事、三井物産が参加。

＊7 2008 年 11 月に行われた環日本海経済研究所（ERINA）主催「日露エネルギー・環境対話 in 新潟」における同氏発言。
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日本企業 2 社合計で 22.5% の権益を保有）か
らの、LNG 供給が開始される。本プロジェ
クトからは、LNG が年間約 960 万トン生産
され、このうち 5 割強（日本の年間総輸入量
の約 8% に相当）が日本向けに供給される。
原油は、日量約 15 万バレル（日本の総輸入
量の約 4% に相当）が生産され、このうちの
相当量が日本向けに供給される予定となって
いる。日本の中東依存度の低減には資するも
のの、ロシアからの原油、天然ガスへの依存
が高まるにつれ、その供給が突然停止される
リスクへの対応も考えておく必要があろう。
そのためには、資源調達先のさらなる多様化
や新技術開発も引き続き重要ではあるが、ロ
シアとの良好な関係構築という本来取り組む
べき課題を、官民一体で進めていく必要があ
ると考える。
　ロシアは、資源が輸出の約 65% を占める
資源依存型経済であると言える。欧州におけ
る景気低迷の影響によるガス需要の減少傾向
や、裁定取引等によりカタールはじめ世界中
から LNG がアジア市場に供給される状態が
続けば、ロシアとしてもアジア市場を重視せ
ざるを得ないものと考えられる。
　JBIC の 2008 年度海外事業展開調査結果

（本「国際調査室報」に所収）における中期
的（今後 3 年程度）有望事業展開先国のラン
キングを見ると、ロシアが中国、インド、ベ
トナムについで 4 位となり、加えて、ロシア
を有望とした企業の中において具体的な事業
計画を有する企業数も増加傾向にある。現在
の金融危機の影響から、企業の投資姿勢は暫
く鈍化するとしても、輸出の 65% を資源が
占めるロシアにとって産業の多角化は必要で
あり、日本の企業や政府等がサポートしうる
分野は少なくないものと考える。

4．イラン

　ガスの確認埋蔵量（BP 2008 参照）におい

て、ロシアに次ぐ世界第 2 位の規模を有する
イランを、必要とする国や企業が多く存在す
るのも事実だ。
　米・PFC Energy のロビン・ウェスト会長
は、「イランにおけるガス追加供給の欠如は、
イランのみならず、ガス市場においても大き
な問題を生じる」と指摘＊ 8（当面、年 800
億立方メートルの欠如といわれる）。2007 年
のイランのガス生産量は 1,119 億立方メート
ルで、14 兆立方メートルといわれるサウス
パース・フィールドの埋蔵量は世界全体の約
8% に相当する。なお、2007 年末時点におけ
るイランのガス埋蔵量は全世界の 15.7% であ
るのに対し、2007 年のガス生産量は同 3.8%
に止まる。
　米国は、1996 年、イラン向け石油・ガス
開発投資を行った外国企業に対し制裁を課す
対イラン・リビア制裁法（ILSA）を成立させ、
対イラン経済制裁を実施。2001 年 8 月には
同法は 2006 年 8 月まで 5 年間延長され、
2006 年 9 月には ILSA を継承する内容の「イ
ラン自由支援法案（IFSA）」を成立させてい
る。
　しかし、かかる状況下、イランに対するア
プローチは、以下のように国ごと、企業ごと
に異なっているのが実情である。

①オーストリア
　ナブッコ社のスポンサーである OMV グ
ループの代表は 2008 年 6 月、2017 年以降の
イラン、イラクからのガス供給の重要性を指
摘＊9。オイルメジャーが、米国の制裁圧力か
らイランにおける事業活動に消極的になる
中、OMV はイランにける油田権益取得のほ
かサウスパース・フィールド（12 フェーズ）
等イラン LNG プロジェクトへの参画を進め
る。OMV は 2008 年、イランでの事業遂行
のため、米国での事業を停止することを決定
している。

＊8 2008 年 12 月 5 日パリにて開催されたセミナーにおける同氏発言。
＊9 2008 年 6 月 2 日付 Der Standard（オーストリア国内紙）
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②スイス
　EGL は、2008 年 3 月、NIGEC（National 
Iranian Gas Export Company）との間にお
いて、25 年にわたるガス売買契約を締結し、
2009 年からガス供給が始まる。2011 年から
は TAP パイプライン（EGL とスタットオイ
ル・ヒドロによる合弁事業、ギリシャからア
ルバニアを経由、アドリア海底を通過、南イ
タリアに至る）の完成に伴い、イランから年
55 億立方メートルのガス供給を受ける予定
だ。当該契約締結に対し、米国政府からのク
レームがあったものの、テヘランでの調印式
に参加したスイス外相は「イランとのガス売
買契約は（上流セクターへの投資ではないこ
とから）、国連や米国の制裁に違反しない」
と反論している＊10。

③イタリア
　2007 年 9 月、仏・サルコジ大統領が EU
によるイラン制裁の呼びかけを行うものの、
イタリアはこれに反対。イタリア外相は、「EU
によるイラン向制裁は、イランに対する効果
は乏しく、「EU」と「ロシア＋中国」の立場
を逆転させ、国際社会の分断へ繋がる」と反
論＊11。ENI は、イランにおいて日量 29,000
バーレルの原油生産を行い、Edison は 2007
年 9 月、サウスパース・フィールドでの 2 つ
の追加フェーズ、LNG 輸出ターミナルの F/
S に係る MOU を締結。仏トタールがサウス
パースプロジェクトを「凍結」する一方で、
ENI はイランにおける事業継続を決定した。

④ドイツ
　ドイツのイランへの輸出信用供与額は
2004 年の 33 億ドルから 2006 年には 12 億ド
ルへ減少したものの、輸出額は同期間に 50
億ドルから 57 億ドルへ増加した（イランの
2006 年主要輸入先：ドイツ 12.1%、中国
10.8%、UAE9.4%、フランス 5.6%、イタリア

5.4%）。ドイツの実業界は、政府の意向とは
関係なく、長期の貿易取引パートナーとして
のイランとの結び付きを維持していく方針。

⑤フランス
　2008 年 7 月トタールは、イランは引き続
き事業戦略上の重要なパートナーの一つであ
るとしつつも、イランにおける事業の凍結を
決定した（同年 5 月 Shell および Repsol は、
サウスパース・13 フェーズに付随する LNG
プロジェクトの最終投資決定（FID）の延期
を決定済）。報道では当初、「撤退」となって
いたが、ことの真相はスペイン・マドリッド
で開催されたカンファレンスの場において、
トタール代表がイランのミサイル実験につき
意見を求められ、現状イランにおいてプロ
ジェクトを進める状況にはないとのトーンで
発言したところ、「撤退」と報道されてしまっ
たようだ。
　フランスのみならず業界関係者は、
OMV、EGL が引き続きイランへの投資に関
心を有しているものの、トタール、Shell と
いったメジャーの後退に伴い、今後技術的サ
ポートが欠如することの影響は大きいと見て
いる。
　なお、フランスの金融機関の中には、米国
におけるリテール金融事業の重要性に鑑み、
イランにおけるプロジェクトへのサポートを
見送る機関も存在する。イランにおける事業
を検討するには、資金調達方法についても十
分な検討が必要となる。

⑥ノルウェー
　2008 年 8 月スタットオイル・ヒドロは、
米国からの圧力を勘案し、イランにおける石
油・ガスセクターからの引き揚げを発表。ス
タットオイル・ヒドロは米国における LNG
事業への投資を検討しており、それへの影響
を考慮したものと言われている。

＊10 2008 年 3 月 17 日付 EGL プレスリリース、2008 年 3 月 18 日付 Neue Zürcher Zeitung
＊11 フランス外務省ホームページ（http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/）
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⑦トルコ
　2008 年 7 月イラン石油省副大臣は、大統
領のトルコ訪問時に、イランからトルコ、欧
州へのガス供給の増加を目的とするパイプラ
イン建設契約の調印を行う予定である旨を発
表した。翌月イラン大統領のトルコ訪問が実
現し、ガス供給の増加にかかる協議が行われ
たが結論に至らず、トルコ外相が近い将来イ
ランを往訪する際、継続協議を行うとしてい
る。

⑧ロシア
　トタールがサウスパース事業の凍結を表明
した直後に、NIOC はガスプロムとの協力協
定の締結を発表。同協定は、対象地域にはイ
ラン、ロシアのほかに第三国を含み、イラン
においては油・ガス田の探鉱・開発に加え、
輸送・処理施設への投資も含まれる。イラン
における投資先には、ノース・アザデガン油
田（イランの陸上最大の油田で埋蔵量 420 億
バレル＊12）と、イラン－パキスタン－イン
ド（IPI）パイプラインが含まれてくる見込
みだ。なお、ロシアによるイランへの接近は、

「イラン対米国を中心とした西側諸国」とい
う対立の構図を緩和させる効果も期待され、
石油・ガス市場にとっては朗報との見方も存
在する。
　ロシア、イラン、カタールなどのガス輸出
国でつくる「ガス輸出国フォーラム」が、
2008 年 12 月規約を採択し 11 カ国による常
設機構に生まれ変わった。OPEC 加盟国でも
あるガス生産国からは、ロシアへの不満も噴
出。世界第 2 位の産油国ロシアが、OPEC 非
加盟ゆえ、原油減産の痛みを分かち合わず、
価格維持の恩恵だけを受けているとの不満が
根強い。

4．OPEC

　ロシアがオブザーバー参加している

OPEC の最近の動きを見てみよう。
　2008 年 12 月に開催された臨時総会におい
て「減産」が決定された。これは、2008 年 9
月の実質生産量 2,904 万バレル / 日から 420
万バレル減産した 2,484 万バレルを 2009 年 1
月からの目標生産量と設定したことを指す。
　「220 万バレル追加減産。累計 420 万バレ
ル減産」と報道されたのは、既に 9 月に 50
万バレル、10 月に 150 万バレルの減産を発
表しているため、今回は 220 万バレルの追加
減産を行い、累計で 420 万バレルの減産とい
う意味だ（図表 6）。臨時総会終了後の記者
会見においても発表内容につき多数の質問が
なされるなど、やや分かりにくい発表であっ
たため市場の反応は懐疑的で、原油価格は発
表を受けて急落した。
　OPEC のケリル議長（アルジェリア石油
相）は、在庫に関して、「現在 OECD 諸国の
原油在庫が 57 日分になっており、OPEC は
52 日を目指すべく供給調整を行なっていく」
と発言＊13。OPEC の目標価格に関しては、

「OPEC は昔のプライスバンドのような目標
を設けていないが、加盟国政府の多くは原油
価格 70～80 ドルが適正水準と見ているよう
だ」と語った。
　9 月の OPEC 総会では具体的に「減産」が
発表されたわけではなく、生産枠遵守に努め
ることで加盟国が合意しただけであった。「生
産枠遵守」により実質生産量から約 50 万バ
レルの減産効果を狙ったもので、これを 9 月
の 50 万バレル減産と OPEC は言及している。
10 月の減産も生産枠を 150 万バレル引き下
げ、11 月より 2,880 万バレルから 2,730 万バ
レルに変更されたものであった。そのため、
今回の総会で OPEC は市場に明確な減産姿
勢を示すことが必要だった。しかし、ケリル
議長の「420 万バレルの減産という数字を出
して市場を驚かせる必要があった」、「9 月の
実質生産量をベースに目標生産量をはっきり

＊12 イラン全体の原油埋蔵量（2007 年末時点）は 1,384 億バレル（BP 2008）
＊13 2008 年 12 月 17 日 OPEC 臨時総会記者会見（OPEC live Webcast）
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とした数字で示した」との市場を意識した発
言＊14 は逆効果を生んでしまった。
　プレスリリースに 420 万バレル減産と発表
したことも、かえって混乱を招いたものと思
われる。目標生産量を示したものの、別途生
産枠が存在することや、420 万バレルという
数字の根拠がはっきりしないことも市場の懐
疑心を膨らませた。9 月と 10 月の減産分に
220 万バレルを足したものだと OPEC は解
説しているが、実際 9 月には減産決定は行わ
れておらず（生産枠遵守の合意のみ）、10 月
は生産枠を引き下げただけであったし、更に、
220 万バレル追加減産という数字が、「推定
される現時点の実質生産量から 220 万バレル
減産するから」と説明されたことで、OPEC
が意図的に減産量の「辻褄を合わせている」
という印象を与えてしまった。

　減産目標は示しても、加盟国が実際どれだ
け減産出来るかは別問題であり、今回の減産
決定発表だけでは不十分と見ている石油関係
者が多い。ロシアなど OPEC 非加盟国がど
こまで協力できるかも疑問視されている。
　『MEES』＊15 によれば、「9 月の実質生産
量をベースにとったのはサウジアラビアが自
国の減産努力を目立たせるため」と解説。サ
ウジアラビアは 7 月のピーク生産量 950 万バ
レルから漸次減産を実施しており、11 月末
には 879 万バレルまで落としている。更に
12 月には減産し、目標の 806 万バレルまで、
残すところ 13.5 万バレルという状態だ。
　図表 6 の通り、11 月時点の実質生産量で
は、サウジアラビアと UAE は 9 月、10 月の
決定で期待された減産を達成している（9 月、
10 月の決定で期待された減産量 200 万バレ

＊14 脚注 13 に同じ。
＊15 No. 51/52, 22/29 December 2008, pp1-4

図表 6　OPECの生産量、生産枠、目標生産量、減産実施状況

（単位：千バレル / 日） 

生産量 生産枠 目標生産量
（注 1）

③

目標
減産量

①－③＝④

実施済
減産量

①－②＝⑤

実施率（%）
⑤ / ④

減産余力
（注 2）
②－③8 月 9 月

① 10 月 11 月
②

10 月
まで

11 月
から 縮小幅

アルジェリア 1,406 1,403 1,388 1,360 1,357 1,286 71 1,203 200 43 21.5% 157

アンゴラ 1,869 1,761 1,854 1,888 1,900 1,801 99 1,517 244 － 127 － 52.0% 371

エクアドル 502 501 505 505 520 493 27 434 67 － 4 － 6.0% 71

インドネシア（注 3） 853 851 843 843 － － － － － － －

イラン 3,956 3,898 3,878 3,808 3,817 3,618 199 3,336 562 90 16.0% 472

イラク（注 4） 2,362 2,209 2,276 2,322 － － － － － － －

クウェート 2,599 2,596 2,543 2,465 2,531 2,399 132 2,222 374 131 35.0% 243

リビア 1,670 1,721 1,729 1,693 1,712 1,623 89 1,469 252 28 11.1% 224

ナイジェリア 1,948 1,992 1,943 1,903 2,163 2,050 113 1,673 319 89 27.9% 230

カタール 864 853 843 811 828 785 43 731 122 42 34.4% 80

サウジアラビア 9,490 9,369 9,189 8,797 8,943 8,477 466 8,051 1,318 572 43.4% 746

UAE 2,612 2,602 2,528 2,408 2,567 2,433 134 2,223 379 194 51.2% 185

ベネズエラ 2,334 2,350 2,321 2,301 2,470 2,341 129 1,986 364 49 13.5% 315

合計 32,465 32,106 31,840 31,104    　  

除　イラク、
インドネシア 29,250 29,045 28,721 27,939 28,808 27,308 1,500 24,845 4,200 1,107 26.4% 3,094

↑ ↑
9 月会合 10 月会合 12 月会合

出所：「Monthly Oil Market Report」（OEPC）, MEESを基に筆者作成。
（注 1）9月の生産量マイナス 4,200 千 B/D
（注 2）2008 年 11 月末時点
（注 3）09 年 1月脱退予定
（注 4）生産枠対象外
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ル ／ 今 次 決 定 の あ っ た 420 万 バ レ ル ＝
47.6%）。一方、イランやベネズエラは 1～2
割の達成度合い。つまり、サウジアラビアや
UAE は既に相当量減産しているが、技術面
を含め、減産実施が困難な国だけが残ってい
るという状況にあることを示している。イラ
ン、ベネズエラは 10 月に決定した生産枠を
拒否していることも、問題を複雑にしている。
こうした背景から、今回の OPEC の「減産」
発表は、市場の懐疑心を更に拡大する結果と
なってしまっている。
　10 月に決定された生産枠を基準にするこ
となく、9 月の生産量をベースにしたことも、
生産枠遵守がなされていないことを周知の事
実にさせることになってしまった。
　油価の下落に加え、生産減ともなれば、石
油輸出収入を拠り所にしている国にしてみれ
ば、二重の痛手でもある。それならば、少し
でも生産量を確保し、収入を少しでも多く確
保したいと考える国が存在しても不思議なこ
とではない。
　2009 年 1 月、サウジアラビアが更なる減
産を行い、8,000 千バレル / 日を下回る生産
水準とし、2 月には 7,700 千バレル / 日の水
準を目指す、との報道もなされているが、米
国における石油在庫水準が引き続き予想を上
回る水準であること、更なる景気の低迷、石
油需要減少の予想、加えて、これまで需給タ
イト感を醸出させる一因となってきた

OPEC の余剰生産能力の拡大等により、原油
価格上昇の材料は現状見当たらないものと考
えられる。

5．消費国サイド

　2009 年 1 月 13 日に発表された米国 EIA
（Energy Information Administration）の短
期見通しによれば、原油需要予測は以下の通
り。2009 年以降も中国における需要は伸び
続けるものの、欧米における需要減が中国の
伸びを大きく上回ることから、2009 年の世
界全体の需要は 2008 年を下回り、2010 年に
おいては OECD 諸国は 2009 年と同水準、非
OECD 諸国の伸びの分だけ世界全体の需要
が伸びるという見通しを発表している（図表
7）。
　国際エネルギー機関（IEA）は、世界経済
低迷の影響を受け、油田開発プロジェクトの
延期を含むエネルギー投資の落ち込みを懸念
し、サンプル数 800 の生産油田において、減
退率調査を実施。その結果、今後生産減退が
急速に進むとの結論に達した（IEA 2008）。
さらに、この金融危機の影響により、原油生
産量の増大を図るために必要不可欠な追加投
資が十分に行われない可能性が懸念される。
　現在の需要低迷から見れば、2008 年 12 月
末における、IEA チーフエコノミスト、ファ
ティ・ビロル氏による「将来の原油生産量が
限られることから、2010 年には深刻な需給

図表 7　世界の原油需要予測

（百万バレル / 日） 

2008 年
2009 年 2010 年

2008 年比 2009 年比

米国 19.51 19.12 ▲ 0.39 19.28 0.16

欧州 20.13 19.62 ▲ 0.51 19.62 0.00

中国  7.98  8.26 　0.28  8.54 0.28

インド  2.97  2.91 ▲ 0.06  2.93 0.02

OECD 諸国 47.71 46.41 ▲ 1.30 46.41 0.00

非 OECD 諸国 38.20 38.69 　0.49 39.57 0.88

世界全体 85.91 85.10 ▲ 0.81 85.98 0.88

出所：Short-Term Energy Outlook Jan.13, 2009, Energy Information Administration
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ひっ迫が予想される」との発言＊16 に過度に
反応する必要はないものと考えられるが、
2009 年に入り、石油各社から次のような見
通しが聞こえてきている。
　トタール＊17 は、2009 年 1 月 13 日、油価
低迷の状況にはあるものの、2009 年におい
ては 2008 年以上の探鉱・開発投資を行う計
画である旨を発表。原油価格が 50 ドル / バ
レルを下回る状況下においては、メジャーク
ラス以外の石油会社の投資が縮小されること
になる可能性を指摘。トタールにおいては、
カナダにおけるオイルサンド投資には 80 －
85 ドル / バレル、アンゴラのブロック 31、
32 の投資には 60 ドル / バレル程度の水準が
収益確保には必要との認識も示した。
　一方、ノルウェーのスタットオイル・ヒド
ロ＊18 は、2009 年 1 月 14 日、原油価格の下
落を受け、2009 年の資本支出規模を前年の
160 億ドルから 135 億ドルへ、探鉱投資を前
年の 31 億ドルから 27 億ドルへ縮小する旨を
発表。また、資本支出計画の前提原油価格を
55 ドル / バレルとしていたことから、2009
年上期においては負債調達規模を引き上げる
見込みであるとした。
　PFC Energy＊19 は、1995 年当時存在して
いた中堅規模石油・ガス開発会社の中で 79
の企業のその後の動向をフォローしたとこ
ろ、買収・統合等により 2007 年時点におい

ては 33 社のみ存在しているという報告を
行っている。今回の油価下落、金融危機の影
響により、十分な投資を行えない企業が既に
他国資本の受入等を行っているが、今後、中
国等を中心に、その動きが加速する可能性も
あると言えよう。
　さらに、PFC Energy は、現存する 83 の
企業をサンプルに取り上げ、生産量、探鉱投
資費用、試掘井掘削数を、大規模開発会社（日
量生産 800 千 boe/d＊20 超の企業群）と中・
小規模開発会社（同 800 千 boe/d 以下の企
業群）のシェアで見た場合、次の通りとなる

（図表 8）。なお、我が国企業がこの 83 のサ
ンプルに含まれているか否かは不明なるも、
参考までに INPEX グループの 2007 年度原
油換算生産量は 423 千 boe/d、新日本石油グ
ループは同 145 千 boe/d という水準にある。
　この結果を見るに、資金調達面における脆
弱性がより高いと考えられる中・小規模開発
会社の投資規模が縮小された場合、探鉱投資
規模に大きな影響を与える可能性があること
が分かる。
　現状、石油等の需要減の局面において供給
不足の懸念は少ないものと思われるが、その
一方、投資不足を原因とする、需要増の局面
における供給不足の懸念の可能性は否定でき
ない。生産油田の減退に対する投資、新たな
探鉱鉱区の双方の動向につき、注視する必要

＊16 2008 年 12 月 29 日付 Reuter
＊17 2009 年 1 月 13 日付 Les Echos, La Tribune
＊18 2009 年 1 月 14 日当社プレスリリース
＊19 2008 年 12 月 5 日開催のパリにおけるセミナー報告
＊20 Barrels of Oil Equivalent per Day

図表 8　原油の生産量・探鉱投資・試堀井掘削の状況

大規模開発会社 中・小規模開発会社

2003-07 年　平均生産量
35 百万 boe/d 67% 33%

2003-07 年　探鉱（Exploration）費用総額
1,150 億ドル 45% 55%

2003-07 年　試掘井（Exploration well）掘削数
14,590 本 13% 87%

出所：PFC Energy 資料を基に筆者作成
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があるものと考えられる。

6．アフリカ

　アフリカについては、日本も官民一体と
なった資源外交を盛んに行ってきたが、具体
的なプロジェクト・成果に結びつけることは
容易ではない。これまでにも、アルジェリア、
ナイジェリア、アンゴラ等における資源開発、
モザンビークにおけるアルミ精錬事業、マダ
ガスカルにおけるニッケルプロジェクト、南
アにおける電力事業と、アフリカ諸国も注目
するプロジェクトに日本企業が携わってきた
のは事実である。
　中国、マレーシア、インド等の企業が、探
鉱段階からの資源投資を行っているが、それ
と同じ規模で、日本企業が活動を本格化させ
ることは難しいものと思われる。特に石油・
ガス等の分野においては、今後イラク、イラ
ンといった地域での活動が本格化すればする
ほど、アフリカでの活動は人的、資金的な制
約を受けることになる。
　ナイジェリアを制する者がシェルを、アン
ゴラを制する者が BP を制する、といったこ
とも業界の中でよく耳にするが、日本の企業
や政府がそこまでの関係を築きたいと考えて
も、それを実現できる国は少ないだろう。ア
フリカにおける活動では欧州企業にアドバン
テージがあることから、日本企業にとっては
得意とするアジア等の地域にて構築された欧
州企業との関係を活用することも一考と思わ
れる。

7．ガス市場の変化

　米国市場に対する、「生産ガスの減退に伴
う LNG 輸入の増加」というこれまでのシナ
リオは変更せざるを得ない状況となってい
る。それがゆえに、2008 年 3 月ロシア・ガ
スプロムは、北米市場向供給を想定していた
バルティック LNG プロジェクトの中止を決
定し、シュトックマンプロジェクトへの注力
を決定したものと考えられる。
　原油価格の下落に伴い、ガス価格も下落。
2014 年位までの需給バランスは問題ない見込

みなるも、EPC（Engineering, Procurement, 
Construction）価格の高騰やその後の金融危
機による影響により、最終投資決定（FID）
がずれ込み、遂には 2008 年には FID がなさ
れなかった。これは、プロジェクトの立ち上
げと供給開始時期の遅れに直結することか
ら、2014-15 年頃からの需給関係が逼迫する
可能性は否定できない。
　日本のユーティリティ各社は、これまでは
長期契約にてベース部分を確保し、変動・不
足分をスポット・短期で調達する形をとって
きた。しかしながら、仏・GDF スエズをは
じめとするヨーロッパのユーティリティは需
要見込みより大きく「玉」の手当てを行い、
余ったものを「処理」するという方法（仕向
地条項の弾力化、北米 LNG 基地の使用権確
保等を活用）を有している。
　余った「玉」の処理は資金的な余裕があれ
ばできるが、不足分は資金があっても市場に

「玉」がなければ確保しようにもできない。
こうした事情を踏まえ、ここ 2～3 年、日本
企業もまずは供給を確保するという姿勢に変
わってきており、一部ユーティリティ会社や
商社が、米国等における LNG 受入基地の使
用権を獲得している。
　アジアにおいては、日本同様、中国や韓国
も高いガスの購入を継続している。CNPC（中
国石油天然気集団公司）は低価格な国内産出
ガスを混ぜて販売することにより、海外から
の高価格のガスの購入を行うことを可能とし
ているが、国内産ガスの生産量に引きずられ
る形となる。
　カタールは、中国・CNPC に 300 万トン、
中国・CNOOC（中国海洋石油総公司）に
200 万トン、さらには英国にも 1560 万トン
のガス販売契約を締結済であるが、欧州産ガ
スの生産量の減退を見越して、カタールは、
欧州諸国に長期契約の形にて販売をはめ込み
たいと考えているようだ。
　しかし、カタールとしては、欧州ガス価格
の下落を懸念して、1560 万トン全てを英国
に販売することは想定していない。現状、
2010 年までの新規のガス開発プロジェクト
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を凍結するというモラトリアム宣言をしてい
るカタールであるが、裁定取引の活用により、
当初、米国や英国向販売を想定していたもの
のうち、年約 2,000 万トンがアジア、欧州向
に販売された。
　アルジェリアのソナトラックは、英国・ア
イルオブグレイン LNG 受入基地の使用権を
有している。第 1 期の受入能力 330 万トンに
ついては、アルジェリアにおける LNG プロ
ジェクトのパートナーである BP とともに取
得。各々50% の使用権を有するものの、ソ
ナトラックの実際の受入規模は 2006 年には
受入能力の 75%、2007 年には同 16%、2008
年の最初の 9ヶ月間では同 10% 未満となっ
ている。当初、英国向への販売を予定してい
た規模と受入実績の差は、裁定取引を行い、
主として販売価格の有利なアジア地域に仕向
けられたようだ。

8．今後の注目分野

⑴石油精製事業
　我が国の石油精製業者は、規制緩和後の国
内競争環境の激化による厳しい経営環境に直
面、各社ベースにおける経営合理化、更には、
精製・流通分野における設備過剰の解消を図
るため、合併、業務提携等を通じた再編・集
約化が進みつつある。
　その一方、サウジ・アラムコをはじめとす
る NOC（国営石油会社）は自国における上
流から下流へのビジネス展開に加え、IOC（国
際石油会社）等とともに第三国における精製
事業等への展開を図っている（東アジアにつ
いて図表 9 参照）。
　新日本石油と新日鉱ホールディングスとの
経営統合は、低迷する国内事業の立て直し、
海外の資源事業の拡大を目指すとされてい
る＊21。原油・天然ガスの生産量は、現在の 3
倍強となる日量 50 万バレルと世界の準メ
ジャー級を目指す、としている。今後は、こ

＊21 2008 年 12 月 24 日付日本経済新聞

図表 9　東アジアにおけるNOC/IOCs による事業展開

出所：各種報道資料等を基に筆者作成
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れまでの、特に国内マーケットを対象とした
精製・元売業の枠組みにとどまらず、上流分
野への参画や他のエネルギー事業分野への参
入を進め、資源獲得を巡る厳しい環境の中で
体制を構築していく必要があろう。

⑵太陽電池
　石油、ガス等の分野とは異なり、これまで、
日本が世界をリードしてきた事業が存在す
る。それは、地球温暖化対策を支える有望技
術として世界各地で増産に向けた投資が行わ
れている太陽電池事業である。
　我が国のシャープ、京セラ、三洋電機が、
長く優位を保ってきた本事業ではあったが、
図表 10 に見られるように、独・Q-Cells、中・
Suntech といった創業間もない新興企業が台
頭し、厳しい競争を強いられる業界に変貌さ
せた。
　加えて、アブダビ政府機関であるアブダ
ビ・フューチャー・エナジー・カンパニーが
推進する再生可能エネルギー利用計画「マス
ダル・イニシアチブ」の一環として、ドイツ
とアブダビの 2ヶ所に太陽電池製造工場を建
設中（投資額 6 億ドル）である。
　更なる参入者を迎え入れる業界の競争は厳
しくなるものと考えられる。2007 年の世界
シェアトップの座についた独・Q-Cells も、
景気後退の影響を受け、2008 年 12 月期の業
績予想を下方修正している。再生可能エネル

ギーの電力を既存の発電方式よりも高額で買
い取ることを保証する固定価格買取（Feed-in 
Tariff）制度の、主要マーケットであるドイ
ツ、スペインにおける今後の動向が懸念され
るところではあるが、世界経済が低迷する中
においても、太陽電池等の環境関連市場は、
成長が見込まれる数少ない分野と期待されて
いる。
　発電効率と価格の 2 つの軸を巡る攻防が引
き続き繰り広げられていくものと思われる
が、この成長が期待される分野において、新
興企業やアブダビのような資源保有国と、日
本企業が如何に伍して行くのか。個別企業毎
の対応に任せるのか、オールジャパンとして
攻勢に転じることを考えるべきなのか、議
論・検討すべきことは少なくない。

結びにかえて

　以上見てきたように、資源・エネルギーの
分野は、国家の基盤を形成するものであり、
ここ欧州をはじめ各国の国家戦略に結びつい
ている。例えば、イランに対する対応が各国・
企業毎に異なっているように、ロシア周辺国
はロシア、EU、中国というマーケットを注
視し、天秤にかけている状況下で、より「戦
略」を意識することが重要となっている。
　以前、仏・トタールの Gas & Power セク
ションのスタッフは筆者に、「トタールとガ
スプロムの間においては、事務方ではまじめ

図表 10　太陽電池シェア変遷（2004 年－ 2007 年）

出所：『PV News』等を基に筆者作成
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に数多くのことを議論する。しかしながら、
相手は国営企業。決定すべきことの大きさに
よっては、ロシア大統領・首相の判断を仰ぐ
こともあるだろう。その時には、トタールと
しても、フランス大統領の出番を考える必要
がある」と語った。
　原油において需給タイト感が緩和されてい
る現状、油価高騰時に比べ、パートナー持分
の買取といった話も数多く聞かれる。再生可
能利用エネルギープロジェクトの話も数多く
聞こえてくる。日本では官民一体での取り組
みの必要性が説かれて久しいが、日本にとっ

てもチャンスであるこのときに、特に、世界
各国間の激しいせめぎ合いが見られる資源・
エネルギーの分野では、今後、日本が持続的
な発展をなし得るためにも、官民一体による
個別具体的な成功事例を積み重ねていくこと
が必要ではないかと思う。
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