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　この 10 年間でドイツと英国に合計で 4 年
ほど、欧州に駐在する機会を得た。

折りしも、現在の世界的な経済・金融危機
の 発 端 と な っ た の は 2007 年 8 月 の BNP 
Paribas 傘下のファンドが解約。そして今、
欧州では、その裏庭である中東欧やアイスラ
ンドの経済危機は深刻で、その貸手であった
欧州の金融機関の受けているダメージは予想
以上に大きい。しかし、振り返ってみれば、
金融危機の遠因は米国でのサブプライムロー
ン問題にあり、そして金融危機が経済危機に
深化したのも 2008 年 9 月のリーマンショッ
クであることを考えれば、欧州の悩みは深い。
また、世界経済にも漸くトンネルの先の薄明
かりが見え始めた中で、先ごろ発表された
OECD および世銀の 2010 年経済見通しで
も、危機の主役である米国の立ち直りが最も
早く、最後尾に位置するのが欧州であるとい
うのも皮肉である（因みに日本は欧州より多
少ましに過ぎないが）。

このような欧州の姿を探る上で、私は大陸
欧州（ここでは主に独・仏を念頭に置いてい
る）と英国の違いと役割分担という視点を入
れて分析していくことが必要だと思う。
大陸欧州は、効率性よりも安定を求める伝統
的な面を、依然として色濃く残しているよう
に見える。経済成長をとっても、英国に比べ
て相対的に緩やかなものに留まるのは、効率
一辺倒ではなく、それを一部犠牲にしても安
定を優先している。ドイツ・ブンデスバンク

の頑ななインフレファイター振りはその好例
であり、現在の欧州中央銀行の姿勢にも受け
継がれている。
一方英国は、欧州の香りを存分に残すれっき
としたメインプレイヤーでありながら、自ら
を米国と大陸欧州の仲介者あるいは通訳とし
て位置付けている。確かに地理的にも米国と
大陸欧州の間に存在し、EU に加盟しながら
もユーロには参加せず、大陸欧州とは一線を
画すなど、政策的にも双方との適当な距離感
を保っている。

さて、近年の世界的な経済のグローバル化
の流れは、欧州にも米国的な要素なしに競争
に生き残れないことを教えた。金融面でも、
伝統的な間接金融から直接金融へ、規制型か
ら市場万能型へ、貯蓄から消費そして投資へ
と舵を切ってきた。経済面での米国のヘゲモ
ニーは確立し、その効率性のあくなき追求は
競争力において優位性を如何なく発揮してお
り、欧州にとっては、過去の成功体験に基づ
く伝統の呪縛から自らを解放し、米国に学び、
米国市場に自らのチャンスを見出すこと、そ
してそれを欧州市場でも実践することが、生
き残りへの唯一の選択であったと言える。
しかし、一夜にして欧州が米国になるなんて
ことはあり得ないし、そんなことはヨーロッ
パ人のプライドが許さない。そこで、欧州の
米国化の実験の場を提供したのが英国である。
グローバル化した経済では、マネーの移動は
ダイナミックに経済合理性に基づいて起き

〈巻頭言〉

欧州の苦悩と日本

国際協力銀行　特別参与

中西　孝平
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る。米国はドル紙幣をせっせと刷りながら、
世界最大のマーケットとして世界経済をリー
ドし、流動性を創出した。その結果生じた経
常赤字のかなりの部分は、中国や日本と並ん
で中東産油国の経常黒字でファイナンスされ
ているが、この中東マネーを仲介しているの
が正にロンドンの金融市場である。あのドイ
ツ銀行も、フランクフルトとロンドンの 2
大本部制を敷いているが、国際金融の本部機
能をフランクフルトではなくロンドンに置い
ている。ドイツ銀行に勤めるドイツ人の友人
は自嘲気味に「今やこのフランクフルトは単
なるドイツ国内市場に特化した本部に過ぎな
い。華やかな国際金融マンはここにはいない
んだよ。」と言っていたのを思い出す。

規制を緩和して世界のマネーを集め、世界
最大の国際金融市場の地位を築いたロンドン
市場を通じて、欧州の銀行は米国型の金融ビ
ジネスを実践してきた。証券化ビジネス、サ
ブプライムローン、資金は魅力ある市場の米
国に向かい、確かにそれらのビジネスでの成
功を謳歌した。さらにその成功体験を、欧州
市場や自分たちの裏庭である東欧でも応用し
た。が、本家本元ではないし、まだまだ体に
沁み込んで自分のものになっているわけでは
ないところに限界がある。米国で発生した地
震は、慣れない欧州で増幅した形で伝わり、
その結果大きな被害をもたらした。当然、ビ
ジネス密集地帯であるロンドン市場を抱える
英国に被害は集中するとともに、耐震構造の
行き届いていないところでは―アイスランド
やハンガリーはその典型であるが―壊滅的な
打撃を受けた。

復興は簡単ではない。効率性を重んじて設
計された米国経済は、シンプルな建付けであ
るため建て直しもスピーディで簡単。一方、
基本的には安定を重んじて重厚かつ綿密に補
強がされている欧州経済は、建て直しが容易
ではなく、どうしても時間がかかってしまう。

でも、欧州は死んだわけではない。したた
かに生き残っている。確かに英国では、金融

をドライビングフォースにして 15 年以上に
亘った経済成長が、その吹きあがりのいいエ
ンジンに重大な故障を起こして立ち往生して
いるが、それまでは欧州経済をリードしてき
た。一方、大陸欧州は英国に引っ張られなが
らなんとか引き離されないようについてきた
が、ここにきて鈍重だがトルクの大きいエン
ジンが泥沼からの脱出には力を発揮する。そ
して欧州全体としてはそこそこの巡航速度を
維持しながら走る。

先のドイツ銀行の友人の言葉は、その時は
自嘲気味に聞こえたのだが、良く振り返って
考えてみると、実はそれは欧州の知恵なんだ
と自慢していたのだという気がしてきた。大
陸欧州と英国の絶妙の役割分担は、米国の経
済がヘゲモニーを確立している中で、それと
は無縁ではいられないグローバル化した経済
の、一つの確かなモデルであるように思える。
そして、いろいろな場面での実験を繰り返し
ながら、経験を積み上げ、将来への布石を着
実に打っている。

翻って日本はどうか。
政治外交面での対米従属は、安全保障の観点
からやむを得ない選択であるとしても、経済
面での対米依存からの脱却には、まだいろい
ろな工夫の余地があるように思える。その中
で、日本がアジアを中心とする経済連携の強
化を図ることは、当然の歩むべき進路である。

英国で何度か聞かれた。
「欧州では EU ができ、通貨ユーロが生まれ
た。アジア―例えば日中韓―でも同じことが
できないのか。」
　その度に私は答える。

「欧州とアジアではあらゆる面での成熟度が
違う。それに日中韓は未だ戦争の残滓を引き
ずっている。暫くは無理だな。」

「でも、欧州でも同じ時期に戦争はあったな。」

　日本が学ぶべき点は、私は欧州にあるとい
う気がしてならない。
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1．はじめに

　国際エネルギー機関（IEA）は、第一次石
油ショックを引き起こしたアラブ石油輸出国
機構（OAPEC）の石油禁輸に対抗するため
に、主要消費国が石油を備蓄し、緊急時に融
通しあう組織として 1974 年に設立された。
時の米国の国務長官であったヘンリー・キッ
シンジャーのイニシアティブである。本部は
パリにあり、現在 28 カ国の加盟国に対し純
輸入量の 90 日分以上の備蓄を義務付けてい
る。戦略備蓄の取り崩しという伝家の宝刀は
これまでに二度使われた。1991 年のイラク
のクウェート侵攻時と 2005 年のハリケー
ン・カトリーナとリタのメキシコ湾岸襲来時
である。備蓄を各国が取り崩して市場に放出
することで緊急時の価格高騰を抑止すること
ができた。この備蓄放出プロセス開始の引き
金を引くのが事務局長の最大の仕事である。
石油の 97% を輸入に頼る日本にとって、こ

の緊急時対応の機能は変わることなく重要な
ものである。
　近年、新興国の著しい経済成長や、地球環
境問題への対応など、エネルギーをめぐる状
況の変化に伴い、IEA の役割も多様化して
いる。今日の IEA の使命は、四つの E、す
な わ ち、 エ ネ ル ギ ー 安 全 保 障（Energy 
security）、 地 球 環 境 問 題 の 解 決

（Environmental protection）、 経 済 発 展
（Economic development）、世界全体を巻き
込んだ取り組み（Engagement worldwide）
をバランスさせながら、各国のエネルギー政
策を調和させていくことである。
　本稿では、まず第一に最近のエネルギー市
場の動向を概観する。第二に、2030 年まで
にわたる長期のエネルギー市場の見通しを分
析 し、 特 に 世 界 の CO2 の 削 減 に 必 要 な

「450ppm 政策シナリオ」について掘り下げ
て論じる。第三に、昨年来の金融経済危機が
エネルギー分野に与える影響と、これを踏ま

持続可能なエネルギーの将来に向けて

国際エネルギー機関（IEA）事務局長　 田中　伸男

Abstract

Alongside encouraging energy security through measures such as emergency oil 
stockpiles, the International Energy Agency’s present, more expanded role includes 
consideration of the role of the energy sector in addressing climate change.  For the past 
few years, the IEA has been advising on the energy policy and technology scenarios 
necessary to achieve CO2 reduction goals widely discussed in the international arena, in 
particular, stabilisation of atmospheric CO2 at 450 parts per million by 2030.  To reach this 
goal, world wide effort will be crucial, including the significant enhancement of energy 
efficiency measures and the further development and deployment of low carbon 
technologies. With the current financial and economic crisis, we have seen a sharp drop in 
investment in the energy sector, which may well have negative implications for energy 
security and climate change in the longer term. In order to minimize any such adverse 
effects, investment in the energy sector - on both the supply and end-use sides - needs to 
be increased four-fold as compared with the present amount of economic stimulus 
packages announced globally.
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えて我々が取り組むべき課題について述べた
い。

2．最近のエネルギー市場の動向　

　昨年、原油価格が歴史的な高値（2008 年 7
月に 1 バレル 145.29 ドル）を記録したこと
は記憶に新しい。その後は、世界経済の急激
な後退により油価は急落し（12 月に 33.87 ド
ル）、今年に入ってからゆるやかに上昇し、7
月時点では 60 ドル前後で推移している。で
は、今後のエネルギー市場の動向はどうなっ
ていくのか。IEA は、本年 6 月末に発表し
た「石油市場の中期展望」において、足下か
ら 5 年先までのエネルギー市場の動向を以下
のように分析している。

（1）石油市場の動向
　まず足下の石油市場についてみると、2009
年の世界の GDP が 1.4% のマイナス成長と
見込まれることから、世界の石油需要は 260
万 b/d 減と、昨年に続き前年割れとなると
予想される（図表 1 参照）。このような 2 年
連続の需要の減少は、1980 年代初頭以来の
ことである。需要減退は OECD 諸国のみな
らず、非 OECD 諸国にも広がっている。最近、

経済回復の兆しに関する議論が聞かれるが、
石油の需要は 2009 年上期の段階ではまだ反
転はみられない。今年に入ってからの石油価
格の上昇は、需要が一貫して弱い中で、
OPEC の減産、ドル安、株式市場の復調など
が要因となっていると考えられる。
　2010 年以降は、世界経済が回復に向かう
とみられるが、その速度をはっきり予測する
ことは難しく、IEA では二つのシナリオを
考えている（図表 2 参照）。経済の回復が力
強くて速い場合（2012～14 年に世界の GDP
が 4.5% 超の成長）、石油需要は毎年 1～1.5%
増加するとみられる。これは特に中東やアジ
アをはじめとする非 OECD 諸国における、
運輸や石油化学分野での需要増が牽引するた
めである。他方、経済の回復が弱く遅い場合

（2012～14 年に GDP が 3% 程度の成長）、石
油需要の伸びは毎年 0.4% 程度にとどまり、
2014 年の世界の石油需要は、強い回復シナ
リオに比べ約 410 万 b/d 少なく、2008 年の
水準よりも低いままとなる。

（2）石油需要の減退は循環的か、構造的か
　現在の石油需要の減退について、循環的と
みるか、構造的とみるかで、今後の市場の見
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図表 1　世界の石油需要と GDP 成長の見通し

出所）Medium-Term Oil Market Report 2009, IEA
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方は変わってくる。石油の GDP 原単位（単
位 GDP 当たりの石油消費量）は 10 年以上
にわたり減少してきているが、今後も政府の
政策や省エネルギーの進展により、この傾向
はさらに続くと考えている（図表 3 参照）。
また、陸上輸送や航空輸送の分野における燃
費の向上や燃料節約の取り組み、発電分野に
おける重油から天然ガスへの燃料シフトな
ど、「石油離れ」の構造的変化の兆候がみら
れる。今後、貴重な石油資源を有効に活用し
ていくためには、技術の革新や政府による有

効な省エネルギー政策を講じることにより、
石油をより効率的に利用する経済社会への構
造変化を進めていくことが重要である。

（3） 世界の石油・天然ガスの上流への投資動
向

　需要の構造的変化については、今後の検証
が必要だが、供給サイドをみると、今回の経
済危機の影響で、世界の石油・天然ガスの上
流の探鉱・開発への投資に急ブレーキがか
かっていることが危惧される。2009 年の投

図表 2　世界経済の回復シナリオと石油需要
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図表 3　石油の GDP 原単位の推移 (1995 年 = 100)
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資予定額は 3,750 億ドルで、前年比 1,000 億
ドル、21% 減少すると予想されている。こ
の半年間で、石油 200 万 b/d 及びガス 10 億
cf/d に相当するプロジェクトが中止または
延期された。これに加え、石油 420 万 b/d
及びガス 23 億 cf/d 相当のプロジェクトが
18 か月以上遅延している。生産能力が伸び
なくても、当面は需要の弱さに助けられ生産
余力が一時的に増えるかもしれない。しかし、
数年先に経済が順調に立ち直ったときに、需
要に供給が追いつかないという過去の失敗を
繰り返しかねない状況である。長期的な視点
をもって投資を進めることが重要である。

3．2030 年に向けた長期見通し　

（1） 長期的なエネルギー安定供給に必要な投
資

　では、将来の需要の伸びに備えて、投資を
どこに向けていけばいいのだろうか。IEA
では毎年、「World Energy Outlook」を発行
し、2030 年までの長期的なエネルギー需給
の姿を示している。石油についてみると、油

田は年を追うと生産量が減退していくため、
生産量を維持するための投資や、新たな油田
を確保するための投資を行う必要がある。既
存の油田の生産減を相殺し、さらに将来の需
要増に対応するためには、2007 年から 2030
年までの間に合計 6,400 万 b/d の供給能力の
確保が必要となる。これは現在のサウジアラ
ビアの供給能力の 6 倍に相当する（図表 4 参
照）。
　また、近年の油価上昇で、カナダのオイル
サンド等の非在来型石油が注目されている。
この将来動向についてみると、需要増に応え
るため、オイルシェール、ガス液化油、石炭
液化油と、より高コストな石油の開発が進み、
活用されていくことが予想される。ただし、
非在来型石油は単位生産当たりのエネルギー
投入量が大きいため、CO2 の価格によっては、
在来型石油よりさらにコストが押し上げられ
る。例えば CO2 の価格が 1 トン当たり 50 ド
ルの場合、在来型石油は 1 バレル当たり 5～
10 ドルの上昇にとどまるが、石炭液化油は
約 30 ドル上昇する。
　エネルギーの安定供給の確保が重要である
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図表 4　現状維持シナリオにおける供給源毎の世界の石油生産量
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ことは言うまでもないが、増え続ける需要を
まかなうためのコストが莫大であることをよ
く認識しなければならない。2007 年から
2030 年にかけて、エネルギー供給関連の設
備投資は総額で 26 兆ドル必要となると見積
もられる（図表 5 参照）。部門別にみると、
約半分が電力分野、残り半分が石油・天然ガ
ス分野である。地域別にみると、非 OECD
国向けが約 6 割必要で、アジア向けが約 3 割
の約 9 兆ドルとみられる。

（2） エネルギー起源の CO2 の排出量 － 現状
維持シナリオと 450 政策シナリオ

　エネルギーの長期的な見通しを考えるにあ
たり、気候変動問題の視点を外すことはでき
ない。気候変動問題とエネルギーはコインの
裏表の関係にあり、世界の CO2 排出量の約 8
割、温室効果ガス排出量の約 6 割はエネル
ギー分野に起因している。
　各国政府が特別の気候変動問題対策を講じ
ることなく、現状の政策を維持することを前
提とした「現状維持シナリオ」の下では、世
界のエネルギー起源の CO2 排出量は、2030

年には 406 億トンに達し、2006 年比で 45%
増加（年率約 1.6% 増加）する（図表 6 参照）。
この場合、地球の気温は 6 度上昇すると考え
られ、持続可能な選択肢ではないことが明ら
かである。また増加量の内訳をみると、非
OECD 国における石炭利用からの CO2 排出
が大きく寄与している。先進国、途上国を問
わず、世界全体で正しい対策を講じることが
求められている。
　IEA では、現状維持シナリオよりも、気
候変動問題への対策を積極的に講じることに
より、大気中の温室効果ガスの CO2 換算濃
度を 550ppm と 450ppm に抑える二つのシ
ナリオを分析しているが、本稿では最近の国
際的な議論に整合する「450 政策シナリオ」
を中心に分析を進めていく。450 政策シナリ
オでは、2030 年時点で CO2 排出量を 410 億
トンから 150 億トン削減し、260 億トンに抑
える姿を想定している（図表 7 参照）。この
シナリオは、2050 年までに CO2 排出量を現
状より 50% 削減し、気温上昇を 2 度程度に
抑える、との国連における議論と整合するも
のである。

図表 5 　エネルギー供給向けの総投資額（2007～2030 年の累計）
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　450 政策シナリオにおける CO2 削減量を地
域別にみると、OECD 諸国が三分の一、高
成長が見込まれる非 OECD 諸国が三分の二
を占め、世界全体で取り組みを進めなければ
ならないことが分かる。また、さまざまな新

しい技術の活用が必要となるが（図表 8 参
照）、中でも省エネルギーが最も CO2 削減に
寄与し、削減量の 54% を占める。また、再
生可能エネルギー及び原子力の利用拡大も重
要である。さらに、CCS（Carbon Capture 
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図表 7　450 政策シナリオにおけるエネルギー起源の CO2 の排出量
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and Storage：炭素隔離貯蔵技術）は、開発
が進む 2020 年以降に重要な役割を担うと考
えられる。なお、本シナリオでは 2030 年の
CO2 の価格を 1 トン当たり 180 ドルと想定し
ているが（現状の欧州における価格は約 15
ユーロ）、今後クリーンテクノロジー向けの
投資を促す上では CO2 の価格は重要な要素
となる。

（3） 450 政策シナリオを実現するための具体
的な政策

　CO2 排出の削減に最も貢献するのは省エネ
ルギーであるが、効果的な方策を正しく選択
する必要がある。このため、IEA は具体的
な省エネルギー政策を「25 の省エネルギー
政策の勧告」としてとりまとめ、2008 年の
洞爺湖サミットに提言した。これらの省エネ
ルギー政策を遅滞なく実施すれば、2030 年に
は世界全体のエネルギー需要の 20% に相当す
る 82 億トンの CO2 を削減できる。これは米
国と日本を合わせた排出量に相当する量であ
る。省エネルギーを世界大で推進するための

国際協力も拡大しており、本年 5 月の G8 エ
ネルギー大臣会合において、G8 諸国及び中
国、インド、韓国、ブラジル、メキシコが集
まり、「国際省エネルギー協力パートナーシッ
プ（International Partnership for Energy 
Efficiency Cooperation － IPEEC）」が創設
された。これは、先進国と途上国が協力して
省エネルギーを推し進めるための国際的な
フォーラムで、現在各国の参加を受け入れて
いる。IEA は IPEEC の設立を歓迎しており、
IEA 自身が事務局を担い、省エネルギー分
野の高い専門性で貢献していくこととしてい
る。
　途上国でみられるエネルギー関連の補助金
は、省エネルギーの推進を減殺してしまうこ
ととなる。非 OECD 諸国の多くでは、燃料
等に補助金を投入し、卸売や小売価格を真の
市場価格より安く抑える政策を実施してい
る。試算によれば、20 の主要な非 OECD 諸
国におけるエネルギー関連補助金を合計する
と、2007 年に総額 3,100 億ドルに達する。こ
うした補助金は省エネルギーを推進する意欲
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をそぐのに加え、財政支出を通じて経済にか
ける負担が大きい。最近は各国で補助金をな
くす動きが徐々にみられ、これが加速するこ
とを期待している。
　450 政策シナリオにおける発電分野の姿を
みると、化石燃料による発電を抑え、再生可
能エネルギー及び原子力発電のシェアを増や
す必要がある。再生可能エネルギーは、総発
電量に占めるシェアを現行の 18% から 2030
年に 40% に引き上げることを想定している。
これは毎年、3 千 kW の風力発電を 1 万 8 千
施設、集光型太陽光発電を 300 施設、水力発
電を 50 施設増設することに相当する。原子
力発電については、2030 年に現行の倍とな
る 5.2 兆 kWh に達することを想定しており、
このためには原子力発電所を毎年 20 基増設
する必要がある。また、石炭火力については、
その 3 割が CCS を導入しなければならない。
2008 年の北海道洞爺湖サミットにおいて、
低炭素技術や省エネルギーを推進するため、
IEA は「技術ロードマップ」を作成する役
割を担うこととなった。現在、需要サイドと
供給サイドの合わせて 19 の技術（図表 9 参
照）の分析を進めている。2009 年中には、

太陽光発電、風力発電、電気自動車・プラグ
インハイブリッド車、産業部門の CCS、原
子力発電及びセメント生産技術の分析結果を
とりまとめる予定である。また、CCS は今
後の開発が注目されているが、技術的に先行
する 20 の施設について分析を行い、来年の
G8 サミットに報告することとしている。技
術ロードマップは、それを描くのみならず、
着実に実行に移すことが重要である。このた
め、これらの技術分野への継続した投資と国
際的な協調がさらに進むように努力しなけれ
ばならない。本年 5 月の G8 エネルギー大臣
会合では、クリーンエネルギー分野のさまざ
まな国際的な取り組みを束ねる「低炭素エネ
ルギー技術グローバル・プラットフォーム」
の創設が合意された。

（4）450 政策シナリオに伴う投資額
　450 政策シナリオに沿って、さまざまな低
炭素技術を開発・普及させ、CO2 削減を達成
するためには、大きなコストが伴うことを覚
悟しなければならない。現状維持シナリオに
おいて、エネルギー供給の減退を補い、需要
増に応えるだけでも 26 兆ドルの投資が必要
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図表 9　主要なクリーンエネルギー技術（ロードマップ）

注）　◎を付けた技術については先行して取り組み、2009 年末にロードマップを作成予定。
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となる。さらに、450 政策シナリオにおいて
は、発電設備や省エネルギー関連設備などに
向けた 9 兆ドルの投資が求められる（図表
10 参照）。これは、世界の GDP の 0.6% に相
当する投資を毎年行うことを意味する。
　なお、450 政策シナリオにより、CO2 の削
減と化石燃料への依存を引き下げることが可
能となるのだが、それでも石油に対する需要
は現在よりもわずかに増えることを想定して
いる。OPEC の石油生産量は現行の 3,600 万
b/d から 2030 年には 1,200 万 b/d 増加し、
4,800 万 b/d に達することを想定している。
今後持続的な経済成長を達成するためには、
化石燃料と低炭素技術のどちらか一方だけを
選択するのではなく、両方に対して適切な投
資を行っていかなければならない。

4．�金融経済危機がエネルギー関連投
資に与える影響�－�クリーンエネ
ルギー・ニュー・ディールの推進

（1） 金融経済危機によるエネルギー関連投資
への影響

　昨年来の金融経済危機により、企業は資金
確保の困難化、エネルギー需要の減退、キャッ

シュフローの収縮等に直面し、上流から下流
に至るまでエネルギー関連の投資を急激に絞
り込んでいる。今投資が停滞することは、将
来、エネルギー安全保障や気候変動問題等に
多大な悪影響が及ぶと考えられる。
　例えば、電力分野をみると、2009 年には、
世界の電力需要が 3.5% 低下する見込みだが、
前年比でマイナスとなるのは戦後初めてのこ
とである（図表 11 参照）。仮に今後景気の回
復が遅れ、資金確保が難しい状況が続けば、
より資本集約的な原子力や再生可能エネル
ギーではなく、石炭火力やガス火力の発電施
設に投資先がシフトすると考えられる。すで
に再生可能エネルギー向けの投資が急落して
おり、2009 年の投資額は前年比 38% 減少す
ると見込まれている（図表 12 参照）。こうし
た投資の減退による温室効果ガスの排出への
影響が憂慮される。短期的には経済成長の停
滞によって排出量の伸びは抑えられるかもし
れないが、中長期的にはクリーンエネルギー
技術向けの投資を怠ったツケとして、排出量
が増大すると考えられる。

図表 10　現状維持シナリオから 450 政策シナリオにシフトするために必要な投資額
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（2） クリーンエネルギー・ニューディールの
推進

　IEA は、今回の金融経済危機を踏まえ、「ク
リーンエネルギー・ニューディール」、すな
わち、再生可能エネルギー分野への一層の投
資を行う必要性を主張している。幸い多くの
国はこの重要性を認識しており、景気刺激策
の中の公共投資 2.6 兆ドルのうち、約 5% に
あたる 1,000 億ドルが省エネルギー及びク
リーンエネルギーの分野に向けられている。
特に再生可能エネルギー分野への投資は 200
億ドルとなっており、こうした投資行動の方
向性は望ましいものと理解している。
　しかしながら、これだけでは必要な投資額
にはおよそ達しない。450 政策シナリオを実
現するのに要する投資額は、これまでに発表
された景気刺激策の中の対策をはるかに上回
るものである。例えば、再生可能エネルギー
分野についてみると、政府は最近の景気刺激
策による投資額の約 6 倍の投資を毎年続けな
ければならない。さらに、エネルギー分野全

体をみると、原子力、再生可能エネルギー、
省エネルギー等の分野に、毎年約 4,000 億ド
ル追加的に投資を行う必要がある。これは現
在の景気刺激における投資額の実に 4 倍の投
資を毎年行うことに相当する（図表 13 参照）。
現在世界を覆っている金融経済危機によって
投資を巡る環境が著しく変化している今こ
そ、経済的にも社会的にも、地球環境の観点
からも持続可能なエネルギーの将来像を考え
る絶好の機会である。各国政府は、エネルギー
分野、とりわけ低炭素技術の関連分野に投資
が向かうよう、戦略的な政策を協調して打ち
出していかなければならない。

5．おわりに

　IEA は、石油を中心とするエネルギー需
給の安定を通じ、世界のエネルギー安全保障
を確保するという大任を引き続き負ってい
る。これに加え、気候変動問題という地球的
課題に対して正面から取り組み、長期的かつ
世界大の視点から必要な具体的な解を考え、

図表 11　電力需要の伸びの長期的推移
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提唱する努力を続けていく。これらの政策提
言は、事務局長が G8 やダボス会議、COP 等
に出席し、直接世界のリーダー達の耳に入れ
ることが効果的である。
　今年は 4 月の G8 環境大臣会合（シラク
サ）、5 月の G8 エネルギー大臣会合（ローマ）、

7 月の G8 サミット（ラクィラ）に出席し、
450 政策シナリオや新たな技術開発のロード
マップ、これを達成するために必要な投資額、
25 の省エネルギー政策の勧告等、数多くの
提言を行い、議論をリードした。首脳宣言に
おいてこれらの政策を着実に実行することが

図表 12　金融危機が世界の再生可能エネルギー関連投資に与える影響
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図表 13　低炭素分野向けの投資の増加
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明記され、IEA に対する宿題も課されている。
年末にコペンハーゲンで開催される COP 会
合は、次期枠組みに向けた大詰めの議論が行
われると予想される。これに向け、10 月に

「Wold Energy Outlook 2009」の気候変動の
章を特別に先行して発表する予定である。
CO2 削減量について国別に詳細な分析を行
い、COP の議論の重要な下地を提供するも
のと考えている。
　国際機関に身を置いて日本をみると、エネ

ルギー・気候変動の分野では世界をリードす
る立ち位置にいると思う。ハイブリッド自動
車、燃料電池、原子力等、最新の省エネルギー
及び低炭素技術と産業を擁し、トップラン
ナー基準など先駆的な政策を展開している。
日本で磨いた優れた技術や政策を、世界に売
れる形に仕上げ、ビジネスとして売り込む力
をもっとつけていくと、さらにその力を十二
分に発揮でき、日本と世界の発展に貢献する
ことができると考える。
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第 1章　�概要

１．全体像

　2008 年のわが国の対外直接投資総額は、
過去最高額（8 兆 6,607 億円）であった 2007

年を大きく上回り、対前年比 52.8% 増の 13
兆 2,320 億円となった＊1（図表 1・2）。2008
年には企業の投資決定に影響を与えると考え
られる政治・経済的重要事項が頻発したもの
の（後述の各コラム参照）、月別海外直接投
資額の推移を見ると、経済危機の契機となっ

〈解説〉
2008年わが国の対外直接投資動向
（国際収支統計ベース）

国際経営企画部国際調査室　海外投資研究グループ副調査役　 宮口　知之

Abstract

According to Balance of Payments Statistics (Revised) published by Ministry of Finance of 
Japan and Bank of Japan on April 8th, total amount of Foreign Direct Investment（FDI） 
from Japan during 2008 was thirteen trillion two hundred thirty two billion yen, 
which　corresponded to 52.8% increase compared with last year and updated the 
maximum amount that was recorded last year. The amount of FDI from Japan in 
manufacturing industry during 2008 corresponded to 0.4% decrease. On the other hand, 
the FDI from Japan in non-manufacturing industry corresponded to 115% increase. With 
the result of that, the share of manufacturing industry in the whole amount of FDI from 
Japan was less than 50%.

＊1 財務省 HP、国際収支状況対外・対内直接投資の推移（暦年）参照。

　本稿では、財務省及び日本銀行が公表した 2008 年の国際収支動向のうち、海外直接投資につ
いて、その概要ならびに特徴を、各種報道資料を踏まえて業種や国・地域ごとに紹介する。

図表 1　対外直接投資額の推移（1999 年～2008 年）
（単位：億円、％）

対前年比増減率 ▲ 18.1 31.3 37.0 ▲ 13.1 ▲ 17.5

対前年比増減率 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0.3 50.7 15.9 48.1 52.8

N.A. N.A. N.A. 16.3 ▲ 0.4

注） 「円の対ドルレート」は、インターバンク相場米ドルスポット・レート中心相場の年平均

出所） 財務省・日本銀行「国際収支統計」及び財務省「主要経済指標　外国主要経済指標」より国際協力銀行作成

124.96 121.93 113.15

33,487 50,459 58,459 86,607 132,320

円の対ドルレート（注） 111.56 110.45

　　金額 N.A. N.A.
うち製造業　

103.39107.49 113.21 116.89 117.77

46,512

2004 2005 2006 2007 2008

N.A. 28,866 40,166 46,722

2003

N.A. N.A.

34,008 46,586 40,476 33,389
2000

N.A.

2001 2002年 1999
対外直接投資額
（全業種）

　金額 25,906

　注）「円の対ドルレート」は、インターバンク相場米ドルスポット・レート中心相場の年平均
出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」及び財務省「主要経済指標　外国主要経済指標」より国際協力銀行作成
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図表 2　対外直接投資実績の推移
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出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。

為替レートは国際収支状況（速報）の概要から

図表 3　2008 年月別海外直接投資額

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10,151 4,200
7,356

16,009

7,666

5,229
3,762 5,336

3,975 4,370
6,668

11,884

14,523

8,625
7,682

4,777
5,740

8,232
9,238

6,275 7,109

26,470

6,848

26,800

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」「主要経済指標 外国主要経済指標」より国際協力銀行作成。出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」「主要経済指標　外国主要経済指標」より国際協力銀行作成。
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た米証券大手リーマン・ブラザーズの破綻（9
月 15 日）後でも対外直接投資額は減少して
いないばかりか、大型 M&A 案件により大
幅に増加していることが分かる（図表 3）。
　また、内閣府が 2009 年 4 月 23 日に発表し
た民間企業資本ストック速報によると、2008
年の民間企業による国内設備投資は、前年に
記録した過去最高額には届かなかったものの
対前年比 3.1% 減の 80 兆 4,499 億円と高水準
を維持、海外直接投資を拡大する一方で国内
市場への投資も継続されたことが確認できる

（図表 4）。

２．対外直接投資の特徴

　2008 年のわが国対外直接投資の（1）業種
別、（2）地域別、（3）投資形態別の特徴は以
下の通りである。なお、2007 年には石油向
けと通信業向けで投資回収超となったが、
2008 年は世界全体で回収超となる業種は見
られなかった。

（1）業種別（図表 2 及び末尾の付表 1）
　2008 年の製造業向け投資は 4 兆 6,512 億円

（対前年比 210 億円減）でわずかに減少した
一方、非製造業向け投資は 8 兆 5,808 億円（対
前年比 4 兆 5,923 億円増）と大幅に増加した。
このため、対外直接投資額全体に占める製造
業向け投資の割合は 35.2% と、前年の 53.9%

から大きく減少する結果となった。
　製造業向け投資では、化学・医薬（1 兆 1,815
億 円、 製 造 業 全 体 の 25.4%） が 対 前 年 比
167.9% 増となり最大であった。投資の地域
分散が進んでいる輸送機械器具（1 兆 1,312
億円、同 24.3%）が僅差で 2 番であり、これ
ら 2 業種が突出している。以降は大きく差が
開 い て 電 気 機 械 器 具（5,860 億 円、 同
12.6%）、一般機械器具（3,801 億円、同 8.2%）
などが続く。なお、前年大型買収案件によっ
て投資額を伸ばした食料品は前年比 1 兆
1,529 億円減の 3,717 億円（同 8.0%）に留まっ
た。今回最大となった化学・医薬では、高い
技術を持つ海外バイオベンチャーの買収案件
や、後発医薬品に強い海外企業の買収案件が
目立ったが、これは新薬開発能力の獲得や新
興国市場の開拓を目指した企業戦略が背景に
あると考えられる（図表 5）。

　非製造業向け投資（付表 1）は、金融・保
険業（5 兆 1,978 億円、対前年比 127.7% 増）
が米国向けやケイマン諸島向けの大幅増加を
受けて非製造業全体の 60.6% を占め目立って
大きく、これに卸売・小売業（1 兆 3,395 億円、
同 135.5% 増）及び鉱業（1 兆 720 億円、同
124.3% 増）が続いた。これら 3 業種での増
加額合計は 4 兆 2,799 億円にもなり、非製造
業向け投資全体の増加額（4 兆 5,923 億円）

図表 4　国内設備投資額推移
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出所）内閣府「民間企業資本ストック速報」（2009年4月23日）より国際
協力銀行作成。

（��）

出所）内閣府「民間企業資本ストック速報」（2009 年 4 月 23 日）より国際協力銀行作成。
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コラム①：国内経済情勢

　米国発の金融危機が実体経済に影響を与え、2008 年後半には世界同時不況の様相を見せ
始めたことで、日本の株式相場に影響が及んだ。10 月下旬に世界的な需要減退を受けて輸
出関連企業の株価が急落、日経平均株価は 10 月 27 日に 7,162 円と 1982 年以来 26 年ぶりの
安値（バブル崩壊後の最安値）を記録、また、11 月 6 日にはトヨタ自動車が 2009 年 3 月期
の連結営業利益予想を 1 兆円下方修正したことなどから、市場に大きな衝撃が走った。
　複数の業界で最大手を含んだ多くの企業が相次いで業績を下方修正し、日本経済はおよ
そ 6 年ぶりの景気後退局面を迎えた。米国市場の縮小を受けて同国向け輸出で稼ぐ日本企
業のビジネスモデルが打撃を受け、2008 年度の貿易収支は第 2 次石油危機直後の 1980 年度
以来 28 年ぶりに赤字となった。また、輸出は世界不況の影響を強く受け、11 月には過去最
大の減少率となる前年同月比 26.8% 減を記録、12 月は同 35.0% 減と更に減少幅が拡大した。
　輸出の減少が企業活動に急ブレーキをかけ、減産や設備投資の抑制が急ピッチで進めら
れた。自動車の国内生産台数は夏頃まで年換算 1,200 万台超を見込むペースだったが、9 月
を境に減少、11 月の生産台数は前年同月比 20.4% 減と過去最大の減少率を記録、12 月には
同 25.2% 減と更に記録を更新するなど影響は甚大であった（図表①）。同様に輸出台数も
2008 年後半は減少の一途を辿り、12 月には対前年比 33.6% 減となった。また、各社の設備
投資見直しにより工作機械受注も低調となり、2008 年第 3 四半期頃から対前年同期比での
減少幅が拡大、12 月には 71.8% 減を記録するなど厳しい状況となった。

出所）社団法人日本自動車工業会「自動車統計月報」より国際協力銀行作成。
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図表①　自動車生産台数推移
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の 93.2% を占める。なお、卸売・小売業の
60.8% は米国向け投資（8,142 億円）が占め
ており、他国を圧倒している。
　なお、化学・医薬、輸送機械器具及び電気
機械器具の投資先地域別（アジア・北米・欧
州）シェアは図表 6 の通りである。化学・医
薬は、本邦製薬会社による大型買収案件（図
表 5）があったアジア向けと北米向けがそれ
ぞれ全体の約半分を占める。輸送機械器具で
は本邦自動車メーカーにとって最大市場であ
る北米向けが大きいものの、西欧向けが対前
年比 223.8％増の 2,276 億円となったことか
ら、西欧向けの占める割合が増加した（7％
→ 20％）。電気機械器具は、ドイツで大型買
収案件があり、アジアでは前年のような大型
案件が見られなかったことから、アジア向け
と西欧向けがそれぞれ 38％、44％とシェア
を分け合う構図となった。

（2）地域別
　地域別の詳細は第 2 章に譲り、ここでは概
要を述べる（図表 7、末尾の付表 1、付表 2）。
アジア向けは対前年比 4.2% 増の 2 兆 3,790

図表 6　主要業種の投資先地域別シェア
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図表 7 　主要地域別直接投資額
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出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。

図表 5　本邦製薬企業による大型買収案件（2008 年）

時期 企業名 買収対象企業名 買収金額

2008年1月 エーザイ㈱ MGIファーマ・インク（米国） 4,100億円

5月 武田薬品工業㈱ ミレニアム・ファーマシューティカル・インク（米国） 9,300億円

10月 塩野義製薬㈱ サイエル・ファーマ・インク（米国） 1,500億円

11月 第一三共㈱ ランバクシー・ラボラトリーズ（インド） 4,900億円

出所）各社プレスリリースより国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値

20　国際調査室報



億円であった。電気機械器具（2,546 億円、
対前年比 31.1% 減）をはじめ 22 業種中半数
以上の 13 業種が前年の投資額を下回ったが、
インドでの大型買収案件があった化学・医薬

（5,548 億円）が他の減少幅を埋め合わせる結
果となった。
　北米向けは対前年比 125% 増の 4 兆 6,045
億円となり、前年記録した最高投資額を更新

した。その要因としては、金融・保険業（1
兆 9,657 億円）をはじめ、245% 増の卸売・
小売業や 167.2% 増の鉱業などでの投資額増
加があげられる。
　西欧向けでは、前年みられたような巨額の
投資資金引き揚げや超大型買収案件が無かっ
たため、結果としては対前年比 5.8% 減の 2
兆 2,872 億円となった。

図表 9　対外直接投資実績の推移（グロス）
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出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。
　注） 国際収支上、流出はマイナス、流入はプラスで計上するが、本図では便宜的に流出をプラス、流入をマイナスで計上した。

図表 8　対外直接投資実績の推移

(単位：億円)

年 ネット 投資 回収 ネット 投資 回収 ネット 投資 回収 ネット 投資 回収

1998 31,616 64,062 32,446 20,084 38,792 18,708 3,714 3,714 -               7,818 21,555 13,738
1999 25,906 90,352 64,446 22,683 64,069 41,385 793 793 -              2,430 25,490 23,060
2000 34,008 70,460 36,452 33,205 46,179 12,975 ▲ 1,906 ▲ 1,906 -              2,709 26,187 23,478
2001 46,586 88,684 42,098 33,170 49,740 16,570 8,453 8,453 -              4,962 30,491 25,528
2002 40,476 98,102 57,626 29,841 54,640 24,799 10,313 10,313 -              323 33,150 32,827
2003 33,389 116,221 82,832 24,147 40,574 16,427 5,296 5,296 -              3,946 70,351 66,405
2004 33,487 119,744 86,257 22,688 34,607 11,919 6,452 6,452 -              4,348 78,686 74,338
2005 50,459 118,344 67,885 32,026 45,875 13,849 14,643 14,643 -              3,791 57,827 54,036
2006 58,459 139,055 80,596 33,534 59,291 25,757 19,063 19,063 -              5,862 60,701 54,839
2007 86,607 177,874 91,267 61,268 94,275 33,007 23,006 23,006 -              2,333 60,594 58,261
2008 132,320 217,345 85,026 97,010 113,364 16,354 25,040 25,040 -              10,270 78,941 68,671

合計 株式資本 再投資収益 その他資本

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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　中南米向けは対前年比 168.6% 増の 2 兆
9,970 億円であり、大幅に増加した金融・保
険業（1 兆 9,657 億円、対前年比 228% 増）
及び鉱業（3,127 億円、対前年比 292.8% 増）
が全体を牽引した。

（3）投資形態別
　ネットで見ると 3 つの構成要素である株式
資本（9 兆 7,010 億円）、再投資収益＊2（2 兆
5,040 億円）、その他資本＊3（1 兆 270 億円）
の全てがこれまでの最高額を更新した（図表
8、図表 9）。なかでもその他資本の伸びは対
前年比 340.2% と非常に大きい。株式資本は
グロスで回収が半減した一方で、投資が
M&A の伸びを受け 11 兆 3,364 億円（対前年
比 20.2% 増）と大きく増加したためにこのよ
うな結果となった。再投資収益の拡大は、原
資となる受取直接投資収益（図表 10）が 5
兆 339 億円（対前年比 5.2% 減）と前年を下
回ったものの、同収益に占める再投資収益の
割合が過去 5 年間で最高の 49.7%（対前年比
6.4 ポイント増）と拡大した結果である。こ
のことから、海外事業が稼ぎ出した収益の半

分は現地での投資や現地法人の内部留保とし
て海外に留まっていることが分かるが、再投
資収益が増加する要因としては、主要国と比
較して高い日本の法人税が資金還流の阻害要
因の一つとなっていることも考えられる。こ
のため日本国内における設備投資や研究開発
に海外現地法人の内部留保を用いることを促
進するため、2009 年 4 月から海外子会社か
らの配当を実質非課税とする税制改正＊4 が
行われたことから、今後は海外事業での収益
が日本へと還流する動きが起きる可能性があ
るが＊5、手元の資金繰りに余裕がない企業が
海外からの送金を増やすことも考えられる。

第 2章　国・地域別動向
　2008 年の対外直接投資額を地域別（全業
種）で見ると（図表 11 及び末尾の付表 2）、
西欧向け（2 兆 2,872 億円、対前年比 5.8% 減）
が微減となった以外は軒並み増加となった。
中でも、中南米向け（2 兆 9,970 億円、対前
年比 168.6% 増）と北米向け（4 兆 6,045 億円、
対前年比 125% 増）が直接投資額全体の増加

＊2 国際収支統計では、現地法人が配当として分配しない収益を再投資収益として計上する。
＊3 親子間の資金貸借や固定資産の取得等が含まれる。
＊4 本邦企業が 25% 以上出資する外国子会社から受け取る配当等の額につき、その 95% を益金不算入とする。また本改正は

2009 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度における外国子会社からの受取配当等の額に適用される（平成 21 年度税制改正大
綱、平成 20 年 12 月 12 日）。

＊5 2005 年に海外子会社からの配当課税を軽減した米国では、米企業の受取配当額が 28 兆円となり 2004 年の 5.8 兆円から大き
く増加したが、ドル高を招いた。

図表 10　受取直接投資収益の内訳

(単位：億円）

配当金・分配済
支店収益

��資収益
（B）

2004 20,545 19,761 13,309 6,452 31.4%
2005 33,504 32,626 17,983 14,643 43.7%
2006 40,827 39,783 20,717 19,062 46.7%
2007 53,092 51,813 28,808 23,006 43.3%
2008 50,339 49,229 24,189 25,039 49.7%

年
�����資
収益（A）

（B)/(A)
出資所得

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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コラム②：為替（円高）と原油価格乱高下

　日本企業の業績に直接影響を与える事象のうち、円相場も大きな転換点を迎えた。年初に
は 1 ドル＝ 112 円台で取引が始まったが、金融市場に危機が訪れるたびに円が買われる展開
となった。最初の円高局面は米証券大手ベア・スターンズの経営危機が表面化した 3 月で、
12 年ぶりに 1 ドル＝ 100 円を突破（13 日のロンドン外国為替市場）、その後円安方向で推移
するも、秋以降には世界同時不況の懸念が強まる中で円高基調が進み、年末の 12 月 17 日に
一時、1 ドル＝ 87 円 13 銭まで上昇することとなった（図表②－ 1）。また、ドル以外の他国
通貨との関係や物価水準の影響を考慮する実質実効為替レートの推移を見ると（図表②－
2）、2008 年 9 月を境に急激に円高が進んでおり、円はドルに対してだけではなく他の通貨
に対しても増価していることが確認できる。どちらのグラフでも最も円高であったのは
1995 年 4 月であり、特に実行実質為替レートの推移からは 2000 年以降急激に円安が進んだ
ことが分かる。これがわが国輸出企業の好調を支える要因となった。今般の危機を受けて急
激に円高が進んだとはいえ、歴史的に見ると、大幅な円安傾向が経済混乱を受けて調整され
たのだと言える。

　また、原材料価格高騰を牽引していた原油価格も年初と夏に歴史的なタイミングを迎えた。
2008 年 1 月 3 日にニューヨーク原油先物市場の WTI（ウエスト・テキサス・インターミディ
エート）が史上初めて 100 ドルを突破（1 バレルあたり 100.01 ドル）、価格上昇は年前半を
通じて止まらず 7 月 11 日には 1 バレルあたり 147.27 ドルの史上最高値を記録した。しかし
ながら、その後は世界的な経済・金融危機などを受けて原油価格は急落し、2009 年 7 月 3
日現在、再び原油価格はやや持ち直し 1 バレルあたり 66.73 ドルの水準にある（図表②－ 3）。
輸出総額の約 65%（2007 年実績）を燃料・エネルギー資源製品等の鉱物製品に依存するロ
シアや、同様に輸出額に占める石油依存度が高い中東諸国にとって原油価格・天然ガス価格
の低迷は同国市場における購買力低下を意味する。
　これらの急激な環境変化によって日本企業には様々な影響が生じた。円高・資源安を受け

図表② -1　円ドル為替レート推移（1990～）
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出所）日本銀行「各種マーケット関連統計」より国際協力銀行作成
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出所）日本銀行「各種マーケット関連統計」より国際協力銀行作成
　注）東京市場 ドル・円　スポット　17 時時点／月中平均
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＊6 中止か無期限の延期となった案件は 13 件、1 年を超す延期も 25 件。1 年以内の延期は 49 件と最多（2009 年 5 月 2 日
付日本経済新聞）。

原材料等の輸入価格が下落しコストが大幅に低下する企業がある一方で、価格競争力の低下
で輸出主体の企業には厳しい状況である。また、石油・ガス田の開発案件に中止や延期が相
次いだことから＊6、掘削設備やプラントの納入を請け負っていた企業では収益へのマイナス
影響が避けられない。

120
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図表② -3　WTI 価格推移

図表② -2　実質実効為替レート推移（1990～）
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出所）日本銀行「各種マーケット関連統計」より国際協力銀行作成
　注） 実効為替レートの作成にあたっては、日本円 1 円に対する外貨の価格を使用するため、

指数が大きくなった場合が「円高」、小さくなった場合が「円安」を示す。
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を牽引した。各地域別の特徴は次の通りであ
る。

1．アジア向け投資

　アジア向け投資（全業種）は、対前年比 4.2%
増の 2 兆 3,790 億円となり、増加率は小さい
ものの近年の増加傾向が維持された。アジア
向け投資の特色は製造業への投資（1 兆 6,676
億円）が多いことであり、同地域向け投資全
体の 70.1% を占める（全世界向け投資額に占
める製造業の割合は 35.2% に過ぎない）。ま
た、業種別に見てもアジア向け投資が世界全
体に占める割合は大きく、幅広い業種にわ
たって日本からの投資を呼び込んでいること
も特徴の一つである（図表 12）。
　続いて、2008 年のアジア向け投資額を中
国、NIEs＊7、ASEAN4＊8、インド及びベト
ナムの 5 つに分けて詳しく解説する（図表
13）。日本からの対アジア投資に占めるそれ
ぞれの国・地域の割合についてみると、2008
年の注目すべき変化は、インド向けで総額約

＊7 本稿では、韓国、台湾、香港、シンガポールの 4 つの国・地域を NIEs と分類する。
＊8 本稿ではインドネシア、タイ、マレーシア、フィリピンの 4 カ国を ASEAN4 と分類する。

図表 12　アジア向け投資額の割合
　　　　（2008 年：金額ベース）

全世界 アジア 金額シェア

製造業 （計） 46,512 16,676 35.9%
食料品 3,717 671 18.1%
繊維 751 106 14.1%
木材･パルプ 761 198 26.0%
化学･医薬 11,815 5,548 47.0%
石油 675 16 2.4%
ゴム･皮革 797 391 49.1%
ガラス･土石 1,470 593 40.3%
鉄･非鉄･金属 3,261 1,091 33.5%
一般機械器具 3,801 1,375 36.2%
電気機械器具 5,860 2,546 43.4%
輸送機械器具 11,312 3,063 27.1%
精密機械器具 950 371 39.1%

非製造業 （計） 85,808 7,114 8.3%
農･林業 62 8 12.9%
漁･水産業 120 74 61.7%
鉱業 10,720 260 2.4%
建設業 403 18 4.5%
運輸業 2,363 416 17.6%
通信業 1,697 899 53.0%
卸売･小売業 13,395 1,628 12.2%
金融･保険業 51,978 2,268 4.4%
不動産業 170 363 213.5%
サ-ビス業 2,775 513 18.5%

合計 132,320 23,790 18.0%

　
業種

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成

図表 11　地域別構成比の推移（全業種）

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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4,887 億 円 に の ぼ る 第 一 三 共 ㈱ に よ る
Ranbaxy Laboratories Limited（ 以 下、「 ラ
ンバクシー社」）の買収案件があり、アジア
向け投資における同国向け投資のシェアが前
年の 7.8% から 22.8% に増加したことである。
この影響を受けてアジア向け投資における中
国、NIEs、ASEAN4 向け投資シェアはそれ
ぞれ 3.8 ポイント、5.9 ポイント、8.2 ポイン
ト低下したが、ベトナム向けは金額ベースで
倍増し（後述）、シェアは微増となった。
　中国向け投資は、対前年比 8.3% 減の 6,700
億円となり、2004 年（6,348 億円）以来 3 年
振りに 7,000 億円を下回った。なお、投資額
全体の 4 分の 3（5,017 億円）を製造業が占
め（図表 14）、非製造業への投資の比重が高
い欧米など他の地域とは異なった特徴を示し
ている。全体では投資額が減少したものの、
製造業全体は対前年比 1.8% 増の 5,017 億円

（2007 年実績 4,926 億円）であった。これら
には日本や欧米市場向け製品の生産拠点設
置・増強といった直接投資に加え、少子高齢

化等により成長余力が限られる国内市場とは
異なり、拡大が続く中国市場での売り上げ増
加を目指した販売、研究開発関連投資も含ま
れていると考えられる。金融危機以降の米国
の市場縮小を受け、拡大する新興国市場への
期待が高まる中、日系製造業企業による対中
投資は増加していくのではないかと想像され
る。
　製造業から業種別の詳細を見ていくと、前
年に引き続き電気機械器具（1,085 億円、
2007 年実績 940 億円）が最も大きく、輸送
機械器具（1,019 億円、同 889 億円）が続く。
2007 年に対前年比 30% 以上の落ち込みを見
せた両業種であるが、2008 年はそれぞれ
15.4%、14.6% の増加となった。輸送機械器
具が増加した要因としては、中国の自動車市
場の規模の大きさ・成長余地への期待が表れ
ていることが考えられ（コラム③参照）、本
邦自動車メーカーが様々な対応策を公表して
いることからも裏づけられる（図表 15）。非
製造業では、卸売・小売業（794 億円、同

図表 13　アジア向け直接投資額の推移

（単位：億円）

地域・国
アジア内
シェア

対前年比
増加率

ア　ジ　ア 5,756 11,411 17,980 20,005 22,826 23,790 ‐ 4.2%
中　　国 4,579 6,348 7,262 7,172 7,305 6,700 28.2% -8.3%
NIEs 22 2,026 5,477 4,538 7,116 6,009 25.3% -15.6%
韓国 388 834 1,966 1,768 1,533 2,447 10.3% 59.6%
台湾 249 518 914 571 1,628 1,101 4.6% -32.4%
香港 ▲ 90 527 1,963 1,755 1,329 1,339 5.6% 0.8%
シンガポール ▲ 525 147 634 444 2,626 1,122 4.7% -57.3%

ASEAN 4 862 2,754 4,756 7,053 5,893 4,187 17.6% -28.9%
インドネシア 549 545 1,341 864 1,207 739 3.1% -38.8%
タ　イ 780 2,027 2,355 2,307 3,063 2,093 8.8% -31.7%
マレーシア ▲ 594 175 590 3,455 379 618 2.6% 63.1%
フィリピン 127 7 470 427 1,244 737 3.1% -40.8%

イ　ン　ド 146 150 298 597 1,782 5,429 22.8% 204.7%
ベ　ト　ナ　ム 143 138 168 543 562 1,130 4.7% 101.1%

33,389 33,487 50,459 58,459 86,607 132,320 ‐ 52.8%全地域計

2008
年

2003 2004 2005 2006 2007

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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642 億円）及び不動産業（319 億円、同 202
億円）が対前年比で増加したものの、金融・
保険業が対前年比 92.7% 減の 80 億円に留
まったことが響いて、全体としては対前年比
41.3% 減の 1,683 億円であった。主要案件は
図表 16 の通り。
　その他の業種では、様々なメーカーが中国
国内で販売拠点を設立したことによって投資
額を増やした卸売・小売業（812 億円、対前
年比 26.5% 増）や、同じく内需を求めて生産
拠点設立の動きがあった食料品（397 億円、
同 91.8% 増）の増加が目立ち、販売機能の強
化を企図した投資の増加傾向は維持されてい
る様子。実際の投資は 2009 年に計上される
ものの、引き続き中国における食品及び小売
市場への参入を目指した大型投資＊9 も公表
されている。
　ここで、中国側の統計から同国向け直接投

資額を見ると、2008 年の全世界からの中国
向け投資額は対前年比 23.6% 増と大幅な伸び
を見せ、92,395 百万米ドルとなった（図表
17）。金額が増加した一方で、プロジェクト
件数は 27.3% 減の 2 万 7,514 件となり、投資
案件の大型化がうかがわれる結果である。対
中直接投資増加の要因としては、①人民元の
対ドルレートの上昇（外貨建て投資コストの
増加）を予測した企業による前倒し投資が
2008 年上半期に加速したこと、② 2008 年か
らの企業所得税法施行に伴い、再投資による
税額還付が廃止となることから、利益を再投
資する動きが増加（2007 年中に駆け込みで
認可を得た投資を実行）したことなどがあげ
られる一方で、人民元切り上げを見込んだ
ホットマネー（短期投機資金）が直接投資の
形で流入したのでは、との考え方も見られる。
　日本からの投資額は前年比 24.6% もの大幅

＊9 伊藤忠商事株式会社は、中国及び台湾食品・流通最大手である頂新グループの特殊会社の株式取得及び第三者割当増資の引
き受けで合意。2009 年 5 月までに実施される最終的な投資額は約 689 億円が見込まれる（2008 年 11 月 20 日付当社ニュース
リリース）。海外特別目的子会社がケイマン国籍のため国際収支統計上はケイマン諸島向け投資として計上されるものと推察
される。

図表 14　中国向け対外直接投資の推移（業種別）

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。
　注）2004 年以前については業種別内訳が公表されていない。
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図表 15　2008 年以降の本邦自動車 3 社の中国戦略
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出所）各社プレスリリース、各種報道資料より国際協力銀行作成

図表 16　中国向け主要投資案件（その他の業種）

業種 企業名 金額 概要

キッコーマン㈱
41億円

（出資金）

河北省に醤油製造の合弁企業を設立、資本金の9割を出

資。2009年1月生産開始予定。

㈱ヤクルト本社
23億円

（出資金）
天津にヤクルトを生産する100％子会社を設立。2011年
生産開始予定。

㈱マンダム ― 販売・マーケティング機能に特化した漫丹（中国）化粧
品販売有限公司を設立。

王子製紙㈱ ― 日本紙パルプ商事㈱及び国際紙パルプ商事㈱とともに、
南通プロジェクトの販売会社を設立。

食料品

卸売・小売業

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値
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な落ち込みを記録したが、2008 年は対前年
比 1.8% とわずかに増加し、全体の 4.0% を占
めた＊10。
　投資国別で見ると、香港及びシンガポール
の大幅な増加が目立つ＊11。特に香港からの
対中直接投資額は世界中からの投資額の
44.4% を占め、2 位以下を大きく引き離して
いる。香港は税制が対中直接投資に有利に
なっている＊12 ために、中国本土や台湾企業
の迂回投資の経由先として利用されているこ
とが影響していると考えられる。英領バージ
ン諸島、ケイマン諸島、西サモア、モーリシャ
スといったタックス・ヘイブン（租税回避地）
からの投資も多く、これら 4 地域からの投資
総額は 23,142 百万米ドルと、全世界からの

投資額の 4 分の 1 を占める。
　今後の中国経済は、世界的不況の影響は小
さくないものの、アジア開発銀行（ADB）
の予測＊13 によると、GDP 成長率は 2009 年
7.0%、2010 年 8.0% と予測されており、軒並
み低い予想に留まる先進国に比べ非常に高
い。また、危機発生後いち早く発表された 4
兆元（約 58 億円）の景気対策の効果も期待
されることから、本邦企業にとって戦略的投
資先としての位置づけは相対的に高まるだろ
う。一方で、先進国需要の低下により、低廉
な労働コストに依拠した従来型の輸出志向ビ
ジネスから、中国国内市場の開拓を企図した
投資の重要度が高まっていくものと考えられ
る。

＊10 日本からの中国向け直接投資額について、日本側統計（国際収支統計）では対前年比 8.3% 減の 6,700 億円となっている一方、
中国側統計では微増となる 3,652 百万米ドルと大きく食い違っている。この要因は両国統計の集計方法の違いにある。中国
側統計は実行ベースのグロスの数字であるが、日本側はネットの数字であり、①企業の再投資収益、②その他資本及び③金融・
保険分野での投資等が含まれている。

＊11 両国からの投資が増えた背景には、中国企業が両国・地域の証券市場で上場し、そこからの資金調達を増やしていることも
一因である。

＊12 中国本土企業が中国本土外の親会社に配当する場合、2008 年 1 月から源泉徴収されるようになったが、親会社が香港にあれ
ば税率は 5%（25% 以上出資している場合。それ以外は 10%）であり他の国・地域より有利である（日本は 10%）。加えて、
香港では受取配当金は非課税である（2009 年 4 月 2 日付「2008 年の対中直接投資動向（7）―（香港）」、日本貿易振興機構）。

＊13 「Asian Development Outlook 2009」（2009 年 3 月 31 日）。

図表 17　国・地域別対中直接投資（実行ベース）

(単位：百万米ドル）

国（地域） 2006 2007 2008 07-08
増加率

1 香港 21,307 27,703 41,036 48.1%
2 英領バージン諸島 11,677 16,552 15,954 -3.6%
3 シンガポール 2,463 3,185 4,435 39.3%
4 日本 4,759 3,589 3,652 1.8%
5 ケイマン諸島 2,132 2,571 3,145 22.3%
6 韓国 3,993 3,876 3,135 -19.1%
7 米国 3,000 2,616 2,944 12.5%
8 西サモア 1,620 2,170 2,550 17.5%
9 台湾 2,230 1,774 1,899 7.0%
10 モーリシャス 1,106 1,333 1,494 12.1%

合計 65,821 74,768 92,395 23.6%
41,473 37,871 27,514 -27.3%プロジェクト件数（件）

　注）同統計数値の算出法は国際収支統計とは異なる。
出所）中国投資指南ウェブサイト（http://www.fdi.gov.cn）
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　2008 年の世界自動車市場は、先進国では大幅な販売台数減少となった一方、中国、ブラ
ジルでは増加傾向を維持した（図表③）。欧州（主要 18 カ国）では、対前年比 8.4% 減の 1,356
万台となり 11 年ぶりに 1,400 万台を下回り、米国は 1,324 万台（対前年比 18.0% 減）と国別
年間首位は維持したものの大きく販売台数を落とした。他方、中国の新車販売台数は対前年
比 6.7% 増の 938 万台と、10 年ぶりに 1 桁成長となったことで 1,000 万台の大台には届かな
かったものの、同 5.1% 減の日本（508 万台）の 2 倍近い水準となった。また、ブラジルで
の新車販売台数は同 14.5% 増の 282 万 350 台と過去最高を記録した。
　2009 年に入り、中国市場は 1 月に月次で史上初めて米国の販売台数を抜いて世界首位と
なって以降、5 月（本稿執筆時点）まで 5ヶ月連続で米国を上回るなど存在感を示している。
首位を譲り渡した米国では、金融危機の影響を大きく受けた米国ビッグスリーのうち、クラ
イスラーと GM が米連邦破産法 11 条（日本の民事再生法に該当）適用を申請、再建を目指
すこととなった。米国自動車市場の低迷は日系組立メーカー及び部品メーカーの売上にも大
きな影響を与え、2009 年以降の米国における関連各社の直接投資計画が修正を迫られるの
は必至と考えられる。
　このような状況下で各国完成車メーカー・部品メーカーが注力するのは、先進国でのエコ
カー関連投資に加え、前述の中国市場や、金融危機発生後に成長が鈍化したとはいえ政府に
よる減税措置の効果が現れてきているブラジルなど、成長余地がある新興国市場での事業と
なっていくものと考えられる。

コラム③　世界自動車市場の動向

図表③　主要自動車市場における新車販売台数
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出所）社団法人 日本自動車販売協会連合会資料、社団法人 全国軽自動車協会連合会資料

（千台）

及び各種報道より国際協力銀行作成
注）欧州は主要18カ国

出所） 社団法人 日本自動車販売協会連合会資料、社団法人 全国軽自動車協会連合会資料及び各種報道
より国際協力銀行作成

　注）欧州は主要 18 カ国
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　NIEs 向け投資は 6,009 億円であり、前年
比 15.6% 減を記録したものの、2003 年以降
では 2 番目の水準だった。業種別に見ると、
電気機械器具（826 億円）や化学・医薬（548
億円）等が大きく投資額を減らしたため、製
造業は対前年比 23.0% 減の 2,729 億円となっ
た。非製造業では金融・保険業が対前年比
30.7% 増の 1,174 億円と健闘したが、卸売・

小売業（472 億円、対前年比 58.0% 減）やサー
ビス業向け（286 億円、同 49.3% 減）の大幅
減少が響いて対前年比 8.2% 減の 3,280 億円
に留まった（図表 18、図表 19）。
　国別に見ると、韓国向けが 2,447 億円（対
前年比 59.6% 増）と NIEs 向け全体の 40.7%
を占めた。これは製造業への投資を幅広く集
めたこと、金融・保険業（592 億円、対前年

図表 18　NIEs 向け対外直接投資の推移（業種別）

2005

2004

2003

2008

2007

2006

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2004
2003 525 NIEs 22

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。
注１）2004年以前については業種別内訳が公表されていない。
注２）2003年は、シンガポール向けが 525億円の回収超だったため、NIEs 全体では 22億円に留まった。

業種 企業名 国名 金額 概要

電気機械器具 ソニー㈱ 韓国
2,000億円

（総投資額）

サムスン電子と第8世代アモルファスTFT液晶生産のた

めの生産ライン新設を発表。2009年第2四半期に生産開
始予定。

化学・医薬 三井化学㈱ シンガポール 190億円
三井エラストマーズシンガポール社にて、ポリオレフィ
ンエラストマーの生産能力増強。2009年8月の完工を予
定。

図表 19　NIEs 向け主要直接投資案件

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値
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比 205.2% 増）が大幅に増加したためである。
シンガポール向けは 1,122 億円と近年では高
水準であったが、卸売・小売業や輸送機械器
具で投資の引き揚げがあったこと等から、前
年比 57.3% 減となった。
　ASEAN4 向け投資（全業種）は、対前年
比 28.9% 減の 4,187 億円であり、マレーシア
向けで大型投資案件＊14 があった 2006 年を
ピークに減少傾向にある（図表 20）。業種別
で は 一 般 機 械 器 具（310 億 円、 対 前 年 比
33.0％増）や卸売・小売業（257 億円、同
71.3％増）では増加が見られたものの、輸送
機械器具（1,087 億円）が対前年度比 34.6%
減と大幅な減少を見せたことを始め、6 業種
で対前年比 100 億円以上の投資減少となった
ことが響き、製造業（対前年比 28.5% 減）、
非製造業（同 29.9% 減）ともに減少した。
　国別に見ると、タイ向けが対前年比 31.7%
減の 2,093 億円だったものの、2007 年に引き

続き域内では最大だった。輸送機械器具（703
億円、対前年比 38.5％減）や電気機械器具（145
億円、同 72.8％減）などが大幅に減少したこ
とにより、同国製造業向けは対前年比 35.6%
減の 1,933 億円であった。非製造業は卸売・
小売業（149 億円、同 263.4％増）の投資増
加に牽引されて対前年比 158.1% 増の 160 億
円となった。非製造業の増加によっても製造
業向けの減少を補うには至らなかったが、タ
イ向け投資額の ASEAN4 全体に占める割合
は 50% と依然大きい（但し、対前年比 2 ポ
イント減）。
　タイに次ぐ投資額を集めたのはインドネシ
ア（739 億円）であるが、製造業の減少が大
きく響き、対前年比 38.8% 減であった。業種
別では輸送機械器具（240 億円、対前年 167
億円減）の減少額が最大であった。他方、イ
ンドネシア投資調整庁（BKPM）が発表する
統計によると、2008 年の外国からの直接投

＊14 ダイキン工業㈱がエアコン大手の米マッケイ・インターナショナルを傘下に持つマレーシアの OYL インダストリーズを約
2,300 億円で買収した（2006 年 5 月 18 日付日本経済新聞）。

図表 20　ASEAN4 向け対外直接投資額の推移（業種別）

2006

2005

2004

2003

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2008

2007

2006

2004
出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。
注）2004 年以前については業種別内訳が公表されていない。
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資額（実現ベース、石油ガス・金融除く）は
148 億 7,000 万ドルと過去最高額を更新、日
本からの投資額も 2007 年の 2 倍以上に増加
したと発表されている＊15。
　フィリピンは、非製造業向け投資の減少が
大きく、対前年比 40.8% 減の 737 億円となっ
たが、製造業向けは輸送機械器具などで投資
額が増加したため、対前年比 78.5% 増の 473
億円となった。マレーシアは ASEAN4 の中
で唯一投資額が増加（618 億円、対前年 239
億円増）したが、これは電気機械器具で生産
設備の新設・増強案件があったことが貢献し
ているものと考えられる。各国向け主要案件
は図表 21 の通り。
　 な お、2008 年 の 受 取 直 接 投 資 収 益 は
ASEAN4 全体で 5,348 億円であった。対前
年比では 5.5% 減だが、直近 5 年の年間平均
額（3,845 億円）を上回る額である。中でも
自動車産業をはじめとした本邦製造業企業の
拠点が多いタイからの受取直接投資収益は突
出しており、タイ 1 カ国で 2003～2006 年は
中国を上回り、2008 年は ASEAN4 全体の

55.4% を占める（図表 22）。
　業種別に見ると、輸送機械器具への投資が
最も多く、これに続くのは金融・保険業（457
億円）である。その他の業種では食料品や、
電器機械器具及びゴム・皮革で比較的規模の
大きい投資が行われた。
　今後の ASEAN4 向け投資の動向として
は、電気機械器具や鉱業で長期にわたる大
型・超大型案件（図表 21 参照）が公表され
ていること、タイの産業集積や域内の分業体
制に見られるように、生産拠点として幅広く
厚みのある基盤を築いてきたこと、2 億人超
の人口を抱えるインドネシアをはじめとした
域内市場の成長が期待されることから、同地
域が日本企業にとって重要な投資先であるこ
とは変わらないと考えられる。
　その他アジア向け投資（主要案件は図表
23 参 照 ） で は、 イ ン ド 向 け が 対 前 年 比
204.7% 増の 5,429 億円となり、これまでの最
高額を 3 倍に膨らませた。これは化学・医薬
で前述の通り超大型 M&A 案件があったた
めであり、それを除くと 542 億円（うち製造

＊15 2009 年 2 月 12 日付通商弘報。日本とインドネシアの統計数値の大きな違いは投資計上時点の差、およびインドネシア側は
グロスであるのに対して、日本側はネットの数値であることに起因すると推察される。

図表 21　ASEAN4 向け主要直接投資案件（2008 年公表ベース）

業種 企業名 国名 金額 概要

食料品 日清オイリオグループ㈱ マレーシア 50億円 チョコレート原料油脂の生産能力を年間10万トンに増強。

ゴム・皮革 ㈱ブリヂストン タイ 100億円
乗用車用ラジアルタイヤ工場の生産能力を2010年までに増
強。

鉄・非鉄・金属 三井金属㈱ マレーシア 150億円 電解銅箔工場の生産能力を月産1,200万トンに大幅増強。

イビデン㈱ マレーシア 200億円 プリント配線板の生産拠点の建設を発表。

㈱トクヤマ マレーシア 500億円
半導体などに使う多結晶シリコンの新工場を建設。2012年生
産開始予定。

㈱リコー タイ 100億円
ラヨーン県アマタシティ工業団地内に複合機とレーザープリ
ンターの生産拠点を建設。

ヤマハ発動機㈱ インドネシア 100億円
二輪車用の新工場を建設、生産能力を2010年までに約4割増の

年間300～320万台に引き上げる。

トヨタ自動車㈱ フィリピン 135億円 手動変速機の生産能力を年間33万基に増強。

鉱業 国際石油開発帝石㈱ インドネシア 1兆円以上
世界初の洋上液化天然ガス（LNG）基地を建設。2015年に対
日輸出開始予定。

通信 ㈱NTTドコモ フィリピン

867億円

（07.3～
08.1）

現地の通信事業者Philippine Long Distance Telephone Company
の発行済株式総数の約6.64％を2007年3月から2008年1月にか
けて取得。

輸送機械器具

電気機械器具

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値
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業向け 228 億円）となり、直近で大型 M&A
案件がなかった 2006 年の水準とほぼ同程度
である。インドは世界的な景気後退期にあっ
ても中国に次いで世界第 2 位の 11 億人の人
口を抱え、近年は中間層の拡大が見られるこ
とから巨大な潜在需要が見込まれる。また、
鈍化したとはいえ 2009 年も他国に比べて高
い GDP 成長率＊16（5.0%）が見込まれており、
今後も投資が拡大基調にあるものと考えられ
る。
　ベトナム向け投資は対前年比 101.1% 増の
1,130 億円となり初めて 1,000 億円を超えた。
金融・保険業（360 億円、2007 年実績 19 億円）
が大幅に伸びたが、それ以外の業種では、電
気機械器具（119 億円）が多い。今後の同国

向け直接投資動向に影響を与える要因とし
て、製造業ではコストが上昇した中国等から
の生産シフトに加え、鉄・非鉄・金属や化学・
医薬で長期間・大型案件が公表されていると
いったプラス要因がある一方で、法人税の減
免措置が付加価値の高いハイテク分野の企業
などに限定されたこと、2008 年の年間平均
で 22.9％を記録した高いインフレ率などはマ
イナス要因と言える。また、外資系銀行の貸
出限度額を抑制する銀行法見直し＊17 が検討
されており、実際に改正が行われれば同国で
活動する本邦企業にも影響が及ぶものと考え
られる。非製造業では、2007 年 1 月の世界
貿易機関（WTO）加盟を機に同年 4 月から
制度上可能となっていた外資 100% 出資の銀

＊16 「Asian Development Outlook 2009」（2009 年 3 月 31 日付アジア開発銀行）。インドの 2008 年 GDP 成長率実績は 7.1%。
＊17 ベトナム国家銀行は、外資系銀行の融資先 1 社当たりの貸出限度額を現行の「本社の資本金の 15%」から「支店の資本金の

15%」に引き下げる銀行法改正案を検討している（2009 年 7 月 7 日付日本経済新聞）。

図表 22　アジアにおける直接投資収益（受取）推移

(単位：億円)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008年末直
接投資残高

21,069 15,280 20,545 33,504 40,826 53,093 50,340 617,400

6,961 5,718 7,921 10,895 13,365 17,195 16,894 144,060

1,149 772 1,178 1,736 2,330 3,462 4,244 44,239

3,530 2,504 3,600 4,585 5,842 7,186 6,104 47,160

香港 1,453 1,049 873 1,168 1,337 1,818 1,616 10,577
台湾 508 368 501 771 1,098 876 804 7,972
韓国 368 284 344 603 1,162 1,634 1,462 10,996
シンガポール 1,201 803 1,882 2,043 2,245 2,858 2,222 17,615

2,178 2,282 2,814 3,997 4,474 5,660 5,348 40,264
タイ 722 1,173 1,322 2,011 2,399 3,173 2,965 18,533
インドネシア 365 650 934 919 910 1,269 942 7,699
マレーシア 858 326 323 732 827 832 981 6,990
フィリピン 233 133 235 335 338 386 460 7,042

▲ 73 ▲ 39 147 262 293 453 578 8,523
60 66 97 149 165 190 235 2,986ベトナム

NIEs

ASEAN4

インド

　
年

全地域合計

アジア

中国

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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行設立が 2008 年に初めて認可がおりたこと
から＊18、本邦金融機関による拠点設立が行
われる可能性もある。
　また、その他のアジア諸国でも、現地市場
での事業展開を狙った輸送機械器具や通信業
の投資案件が公表されており、アジアの成長
市場での地盤強化を目指す本邦企業の姿勢が
鮮明になってきている。

2．北米向け投資

　北米向け投資は、対前年比 125.0% 増の 4
兆 6,045 億円となった（図表 24＊19）。不動産
業では投資資金の引き揚げ（108 億円の回収
超）が見られたものの、金融・保険業（1 兆
9,657 億円：対前年比 467% 増）では本邦金
融機関による大型投資案件が見られた。また
卸売・小売業（8,130 億円）や化学・医薬（5,374

億円）なども大きな投資を集めた。主要な案
件は図表 25 の通りである。
　輸送機械器具は対前年比 782 億円減の
4,026 億円となった。米国は世界最大の自動
車販売市場であるが、サブプライムローン問
題や原油高の影響を受け、2007 年の新車販
売台数は 1,615 万台と 2006 年（1,655 万台）
を下回り、2008 年は更に減少して 1,324 万台

（対前年比 18.0% 減）に留まった。2007 年に
本邦自動車組立の大手 3 社（トヨタ、ホンダ、
日産）は営業利益の 27.6% を北米セグメント
で稼いでいたが、2008 年には 5.9% まで縮小
した（図表 26）。特にトヨタの落ち込みが目
立つ。また 2007 年実績で、ホンダは営業利
益の約半分、日産は約 3 分の 1 を北米市場に
依存していたこともあり、3 社合計の会社全
体の営業利益も対前年比 63.7% 減となった。

図表 23　インド・ベトナム・その他アジア向け主要投資案件

＊18 ベトナム政府は英国銀行大手 HSBC とスタンダード・チャータード銀行の 2 行に全額出資子会社の設立を認可した（2008 年
9 月 15 日付日本経済新聞）。

＊19 「不動産業」は「その他非製造業」に含まれる。

業種 企業名 国名 金額 概要

第一三共㈱ インド 4,887億円

TOBや第三者割当増資などを経て、ランバクシー社を買
収。インド国内市場での事業基盤強化に加え、ランバク
シー社が得意とする後発医薬品（ジェネリック違約品）
市場に本格参入。

出光興産㈱
三井化学㈱

ベトナム 5,800億円
クウェート国際石油、ペトロベトナムと組んで、製油・
石化プラントを建設。2013年稼動、ベトナム国内とアジ
ア諸国向けに販売予定。

キャノン㈱ ベトナム 50億円
北部に白黒プリンターの組立工場を建設。既存工場の生
産能力を倍増し、新興国向け低価格品のシェア拡大を目
指す。

松下電器産業㈱
（現：パナソニック㈱）

ベトナム 90億円

ベトナムとフィリピンの工場でブルーレイディスクドラ
イブの生産ラインを新設。次世代DVD企画がBDに絞ら
れたことから、市場拡大に応じた供給量確保と量産効果
による競争力強化を狙う。

三洋電機㈱ ベトナム ― 光ピックアップの製造・販売会社をベトナム・バクザン
省に設立。2008年9月着工、2009年4月稼動予定。

輸送機械器具
ヤマハ発動機㈱

豊田通商㈱
カンボジア

12億円
（資本金）

プノンペン市に二輪車製造・販売の新会社を設立。同国
における二輪車市場は拡大傾向にあり、若年人口が多い
こともあり、更に拡大するものと予測。

通信 ㈱NTTドコモ バングラデシュ 370億円

同国3位の携帯電話会社であるTMIバングラデシュの株

式を30％取得。同国の人口は1億5,000万人で、携帯電話

加入者が年率6割以上のスピードで成長しているため、
進出済みのマレーシアやフィリピンに加えて事業拡大を
目指す。

電機機械器具

化学・医薬

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値

2009年8月　第2号　35



図表 24　北米向け対外直接投資額の推移（業種別）

-10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
　注）2004 年以前については業種別内訳が公表されていない。

図表 25　北米向け主要投資案件（2008 年）

業種 企業名 金額 概要

エーザイ㈱ 4,100億円 MGIファーマ・インクを買収。

武田薬品工業㈱ 9,300億円
バイオ医薬品企業ミレニアム・ファーマシューティカル
ズを買収。

塩野義製薬㈱ 1,500億円 医薬品製造会社サイエル・ファーマを買収。

ガラス・土石 三菱マテリアル㈱ 960億円
生コンクリート・骨材の製造・販売会社であるロバート
ソン・レディ・ミックス社の持分を33.3％から70.0％に
引き上げ。

コニカミノルタホールディングス
㈱

245億円 情報機器販売会社ダンカオフィスイメージングを買収。

キャノン㈱ 600億円 トナーカートリッジ等の生産工場新設を発表。

三洋電機㈱ 80億円
太陽電池のインゴット・ウエハ製造の新会社・生産工場
の新設を発表。

㈱リコー 1,721億円
事務機器販売大手アイコンオフィスソリューションズを
買収。

㈱みずほコーポレート銀行 1,300億円 メリルリンチ・アンド・カンパニー・インクへ出資。

日本生命保険相互会社 440億円
大手金融・保険グループ、プリンシパル・フィナンシャ
ル・グループへの出資比率引き上げ（4.3％→7.0％）。

東京海上ホールディングス㈱ 5,000億円
中堅損保のフィラデルフィア・コンソリデイティット社
の買収を発表。

化学・医薬

電気機械器具

金融・保険業

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値
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　非製造業は、対前年比 125.0% 増の 4 兆
6,045 億円と大幅な増加となった。既に述べ
た金融・保険業及び卸売・小売業に鉱業（2,202
億円、対前年比 167.2% 増）を加えた 3 業種
向けの合計で非製造業全体の 65.1% を占める
結果となった。なお、サブプライムローン問
題で 2007 年から金融不安が発生していた米
国金融市場では金融機関の再編（図表 27）

が進み、証券会社専業大手が消滅した。この
ような流れが規模拡大を目指す本邦金融機関
による大型出資・買収の要因となった。
　また、同地域、特に米国向け対外直接投資
の大きな特徴は M&A 投資が多いことであ
る。トムソン・ロイターの「2008 年 M&A リー
グテーブル（日本）」によると、米国向け
M&A の 取 引 金 額 は 対 前 年 比 231.8% 増 の

図表 26　本邦自動車組立メーカーの北米セグメント営業利益

（単位：億円）

2007年 シェア 2008年 シェア 伸び率 2007年 2008年 伸び率

トヨタ自動車㈱ 4,177 17.1% -2,256 - -154.0% 24,441 6,182 -74.7%
本田技研工業㈱ 4,979 48.1% 2,504 39.0% -49.7% 10,345 6,415 -38.0%
日産自動車㈱ 2,737 33.2% 676 22.2% -75.3% 8,243 3,042 -63.1%
3社計 11,893 27.6% 924 5.9% -92.2% 43,029 15,639 -63.7%

北米セグメント 会社全体

出所）各社決算資料より国際協力銀行作成

図表 27　2008 年中の主な米国金融機関の再編事例

企業名 業態 事例概要

ベア・スターンズ 投資銀行
米銀大手モルガン・チェースが買収、連邦準
備制度理事会（FRB）が資金支援

リーマン・ブラザーズ 証券会社 破綻

アメリカン・インターナショナル・
グループ（AIG）

保険会社 FRBの融資を受け、政府管理下入り

メリルリンチ 証券会社 バンク・オブ・アメリカに身売り

ゴールドマン・サックス 証券会社 銀行持ち株会社に移行

モルガン・スタンレー 証券会社 銀行持ち株会社に移行

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成

図表 28　日本企業によるクロスボーダーM&A 案件　買収先国籍別上位 5 カ国（取引金額ベース）

年

順位 ターゲット側国籍
取引金額

（百万米ドル）
金額ベース

比重
案件数 ターゲット側国籍

取引金額
（百万米ドル）

金額ベース
比重

案件数

1 アメリカ合衆国 10,320.0 42.2% 101 アメリカ合衆国 34,238.9 46.4% 103
2 オーストラリア 4,104.6 16.8% 25 オーストラリア 11,490.6 15.6% 30
3 英国 3,781.4 15.5% 25 インド 7,997.2 10.8% 18
4 ジャマイカ 1,082.0 4.4% 1 ブラジル 3,319.2 4.5% 12
5 香港（中国） 991.8 4.1% 8 シンガポール 3,141.3 4.3% 7

合計 24,440.2 100.0% 334 合計 73,868.7 100.0% 388

2007 2008

出所）トムソンフィナンシャル 2007 年 M&A リーグテーブル及び 2008 年 M&A テーブルより国際協力銀行作成
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34,238.9 百万米ドルと大幅に増加、日本企業
によるクロスボーダーM&A 案件のうち、米
国向けは取引金額ベースで 46.4%（34,238.9
百万米ドル／73,868.7 百万米ドル）を占め、
買収先国籍別で第 1 位、件数ベースでも
26.5%（103 件／388 件）と第 1 位であった（図
表 28）。
　また、日本企業によるクロスボーダー
M&A 案件上位 5 件（図表 29）を見ると、3
位のキリンホールディングスによる子会社を
通じた豪州コカ・コーラ・アマティル社の買
収は最終的に断念されたことから、結果的に
1 位から 4 位までを米国向けが占めたことに
なる。数値計上時点等が異なることなどに留
意する必要はあるが、2008 年の国際収支ベー
スでの米国向け直接投資額（4 兆 4,617 億円）
の多くはこれら M&A によるものと推定さ
れる。

3．欧州向け投資

　西欧向け投資（全業種）は、過去 10 年間
で最大を記録した前年には及ばなかったもの
の、2 兆 2,872 億円（対前年比 5.8% 減）と高
水準を維持した（図表 30）。これは軒並み対
前年比 200% を超える増加となった、金融・
保険業（5,446 億円、対前年比 212.4% 増）、
卸売・小売業（2,820 億円、同 257.0% 増）、
電気機械器具（2,230 億円、同 313.7% 増）、
輸送機械器具（2,276 億円、同 223.8% 増）の
増加が、対前年比 85.1% 減（1,830 億円）となっ
た食料品の減少を補った結果である。なお、

主要案件は図表 31 の通り。
　製造業向け投資は、前年のように突出した
業種が見られなかったこともあり、対前年比
31.1% 減の 1 兆 71 億円であった。そのよう
な中でも電気機械器具（2,230 億円、対前年
比 313.7% 増）、輸送機械器具（2,276 億円、
同 223.8% 増）は大きく投資額を伸ばした。
なお、2008 年の本邦自動車組立メーカー3 社
の欧州セグメントにおける営業利益は大幅に
落ち込んでおり、3 社合計で 57.8% 減となっ
ている（図表 32）。非製造業は、金融・保険
業（5,446 億 円 ） が 非 製 造 業 向 け 全 体 の
42.5% を占め、その割合の大きさが目立つ。
　国別に見ると、欧州・ロシア地域の金融統
括機能が集中するオランダ向け投資（6,790
億円）が、対前年比 53.8% 減と大きく投資額
を減らしたものの前年に引き続き最大で、英
国向け（6,758 億円、対前年比 80.8% 増）が
これに僅差で続いた。英国向けのうち、金融・
保険業の投資が 93.3% を占めるが、これは図
表 31 に見られるような出資・買収案件があっ
たためである。また、ドイツ（3,949 億円、
同 286.4% 増）が第 3 位となり、この上位 3
カ国への投資額が西欧地域向け投資額全体の
76.5% を占めている。なお、輸送機械器具は
ベルギー向け（1,746 億円）が西欧向け全体
の 76.7％と突出している。これは、トヨタ自
動車㈱の欧州事業統括会社がベルギーにあ
り、同社の欧州向け投資が同国を経由するた
めと推察される。
　東欧・ロシア等向け投資は、対前年比

図表 29　日本企業によるクロスボーダー案件上位 5 件

1 Millennium Pharmaceuticals Inc Mahogany Acquisition Corp *1 8,127.5
2 Morgan Stanley UFJ 7,839.2
3 Coca-Cola Amatil Ltd *2 6,040.2
4 Philadelphia Consolidated Holdings Corp 4,692.0
5 UnionBanCal Corp, San Francisco, California UFJ 3,707.0

2007 M&A 2008 M&A
*1 Mahogany Acquisition Corp
*2 2009 2

出所）トムソンフィナンシャル 2007 年 M&A リーグテーブル及び 2008 年 M&A テーブルより国際協力銀行作成
（*1）米国籍だが、Mahogany Acquisition Corp の親会社国籍は日本（武田薬品工業株式会社）
（*2）キリンホールディングスの子会社。買収金額が折り合わず、2009 年 2 月に断念。
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14.3% 増の 679 億円、そのうち 46.7% にあた
る 317 億円をロシア向けが占めた。ロシア以
外では輸送機械器具への投資を集めたハンガ
リー（109 億円、2007 年実績 32 億円）が投
資額を大きく伸ばした一方で、前年に液晶テ
レビ関連等の電気機械器具投資を集めたポー

ランドは対前年比 76.8% 減の 56 億円と大幅
に減少した。業種別では卸売・小売業（175
億円）が最大で、輸送機械器具（144 億円）
が続いた。　　
　2008 年 8 月初旬にはロシアと隣国グルジ
アが南オセチア自治州を巡って武力衝突に突

図表30　欧州向け対外直接投資額の推移（業種別）

2005

2004

2003

2008

2007

2006

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成。
　注）2004 年以前については業種別内訳が公表されていない。

図表31　欧州向け主要投資案件（2008 年）

業種 企業名 国名 金額 概要

㈱三井住友銀行 英国 1,060億円 バークレイズ・ピーエルシーに出資。

㈱ミレアホールディングス 英国 950億円 保険会社であるキルン社を買収。

電気機械器具 TDK㈱ ドイツ 1,600億円
部品大手エプコスに対してTOB（株式公開買付）を実

施、株式の保有割合を94％に。

輸送機械器具 三菱自動車工業㈱ ロシア ― PSAプジョー・シトロエン社と車両組立工場を建設。

卸売・小売業 ㈱ニコン ロシア ― デジタルカメラをはじめとする映像事業の販売強化とア
フターサービスの充実を図るための販売会社を設立。

食料品 ㈱ニチレイ ポーランド ― 冷凍食品市場の拡大余地があるとして、物流拠点を建設
している他、東欧諸国の市場調査を実施中。

金融・保険業

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値
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入したことでロシア株や通貨ルーブルが売ら
れるなど投資環境の悪化を招いたことから、
企業や銀行の同国における資金調達コストが
上昇する局面が見られたが、直後の日本から
の同国向け投資実績には統計上明示的な影響
は見られなかった。また、中東欧では世界的
な経済情勢悪化を受けて、政権の動揺や国際
通貨基金（IMF）からの支援を受ける国が見
受けられたが、そのような中でも成長分野へ
の投資を進める本邦企業も存在している。

4．大洋州向け投資

　大洋州向け投資（付表 2）は、対前年比
24.7% 増の 6,188 億円となった。業種別では、
前年に引き続き鉱業（2,881 億円、2007 年実
績 2,017 億円）がシェア 46.6% を占め全体を
牽引している。2007 年に続き食料品（74 億円）
で大型 M&A 案件があったものの、製造業
全体では対前年比 12.1% 減の 1,955 億円に留
まった。非製造業は対前年比 60.8% 増の
4,233 億円となり、中でも本邦金融機関によ
る豪保険グループの株式取得案件などがみら
れた金融・保険業（1,072 億円、2007 年実績
162 億円）が大幅な伸びを見せた。
　国別では、資源の豊富なオーストラリア向
け投資（5,369 億円）が同地域の 86.8% を占
める。これは、同国向けには巨額かつ長期と
なる資源開発関連（鉱業投資）案件が多数あ
るためで、今後もこれら超大型案件の投資実
行に伴い、資源開発案件が引き続き同地域向
け投資を牽引するものと見込まれる（大洋
州・中南米向け主要投資案件は図表 33 参照）。

5．中南米向け投資

　中南米向け投資（付表 2）は、対前年比
168.6% の 2 兆 9,970 億円となった。業種別に
みると、2007 年に大きく投資額を伸ばした
金 融・ 保 険 業 が 更 に 増 加 し、 対 前 年 比
228.2% 増の 2 兆 2,550 億円となったことに加
え、鉱業（3,127 億円、対前年比 292.8% 増）
も大きく投資額を伸ばしたために、非製造業
全体では対前年比 211.8% 増の 2 兆 8,139 億
円となった。製造業は、全体の 66.6% を占め
る輸送機械器具（873 億円、対前年比 33.4%
減）の減少が響き、対前年比 14.1% 減の 1,831
億円に留まった。このように同地域向け投資
では、非製造業向けの割合が圧倒的に高い

（93.9%）ことが特徴である。
　国別に見ると、ケイマン諸島（2 兆 2,814
億円）とブラジル（5,369 億円）の上位 2 カ
国向けのみで全体の 94.1% を占める。ケイマ
ン諸島向けでは、金融・保険業（2 兆 2,028
億円、2007 年実績 7,021 億円）が前年の 3 倍
超と大幅に投資額を伸ばした。これは資本増
強を目的に邦銀の海外特別目的会社が発行し
た優先出資証券を本邦金融機関が取得する動
きがあり、これに応じた資金移動が国際収支
統計に計上されるためである。ブラジル向け
では、鉱業（3,306 億円、2007 年実績 20 億円）
が前年から大きく増加し、同国向け直接投資
額の 61.4% を占めた。2008 年夏頃まで世界
的に資源需給が逼迫していたことなどを受
け、本邦商社や石油開発企業が資源の安定確
保を目指して同国資源メジャーへの追加出資
や権益取得を行ったことが反映されている。

図表32　本邦自動車組立メーカーの欧州セグメント営業利益
（単位：億円）

2006年 シェア 2007年 シェア 2008年 シェア
伸び率
07-08 2006年 2007年 2008年 伸び率

07-08
トヨタ自動車㈱ 1,280 5.7% 1,388 5.7% 46 0.7% -96.7% 22,548 24,441 6,182 -74.7%
本田技研工業㈱ 289 3.1% 456 4.4% 394 6.1% -13.6% 9,424 10,345 6,415 -38.0%
日産自動車㈱ 626 8.1% 1,073 13.0% 792 26.0% -26.2% 7,723 8,243 3,042 -63.1%
3社計 2,195 5.5% 2,917 6.8% 1,232 7.9% -57.8% 39,695 43,029 15,639 -63.7%

会社全体欧州セグメント

出所）各社決算資料より国際協力銀行作成
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6．その他地域向け投資

　その他の地域では、中東向け（1,184 億円、
対前年比 4.2% 増）、アフリカ向け（1,592 億円、
同 23.9% 増）、東欧・ロシア等向け（679 億円、
同 14.3% 増）がいずれも前年より増加した。
中東向けでは、本邦企業による大規模石化プ
ラント事業が進められていることから、業種
別では化学・医薬（601 億円）が最も多い。
国別ではサウジアラビア向け（930 億円、う
ち化学・医薬 599 億円）が最大で、ついでア
ラブ首長国連邦向け（198 億円）がこれに続
く。総事業費が 1 兆円を超えたサウジアラビ
アにおける世界最大級の石油化学合弁事業は
2009 年 3 月末に本格稼動を迎えたが、第 2
期事業への投資も決定し 3,000 億円～5,000
億円の追加投資が行われる見通し＊20 である
ことなどから、引き続き一定水準の投資が続
くと見られる。
　アフリカ向け投資はタックス・ヘイブンで
あるモーリシャス（806 億円、2007 年実績

1,201 億円）と南アフリカ共和国（687 億円、
同 93 億円）の 2 カ国向けで全体の 93.8% を
占める。対前年比 7.4 倍となった南アフリカ
共和国向けの投資の増加要因となったのは、
輸送機械器具（319 億円、同 30 億円の回収
額超過）及び鉱業（372 億円、同 107 億円）
への投資である。

7．主要投資先 10 カ国

　2008 年の主要投資先 10 カ国をみると、米
国が引き続き首位を維持。金融・保険業、電
気機械器具及び化学・医薬など幅広い業種で
大型投資案件が見られ、日本の対外直接投資
額全体に占める割合は 33.7％（2007 年実績、
21.4％）へと大きく増加した（図表 34）。
　上位 5 カ国については、前年鉱業の増加で
5 位となったオーストラリアが投資額は増加

（12.3% 増）したものの 8 位に後退し、英国
が 4 位になった以外は組み合わせに変動はな
かった。6 位以下では 4 カ国が入れ替わった。
まず、大型買収案件があったインドが初めて

図表33　大洋州・中南米向け主要投資案件

業種 企業名 国名 金額 概要

食料品 サントリー㈱ ニュージーランド 750億円
仏ダノングループが所有する同国第2位の清涼飲料メー
カーであるフルコアグループを買収。

鉱業 国際石油開発帝石㈱ オーストラリア 2兆円
豪州北西部沖イクシス海底ガス田事業の拠点として、同
国北部ダーウィンに事務所を開設。2014年の生産開始に
向け地元政府等との交渉を担う。

新日本製鐵㈱、JFEスチール
㈱、住友金属工業㈱、㈱神
戸製鋼所、伊藤忠商事㈱

ブラジル 3,120億円

韓国鉄鋼最大手POSCOと共同で、同国鉄鋼大手CSN社

の100％子会社で鉄鉱石生産・販売会社であるNAMISA
社の株式40％を取得することで基本合意。

三井物産㈱ ブラジル 750億円
同国の資源メジャーCompanhia Vale do Rio Doceへの追加
出資を決定。

国際石油開発帝石㈱ ブラジル ― 子会社を通じて同国南西沖カンポス堆積盆地BM-C-31鉱
区の権益20％を取得。

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

ケイマン諸島 6,580億円 優先出資証券の取得（7月4日、12月22日）。

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

ケイマン諸島 6,732億円 優先出資証券の取得（1月31日、12月11日）。

㈱三菱UFJフィナンシャル
グループ

ケイマン諸島 2,220億円 優先出資証券の取得（8月26日）。

金融・保険業

大洋州

中南米

鉱業

出所）各社プレスリリース、新聞報道より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値

＊20 2009 年 3 月 23 日付日経産業新聞。
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ランクインし、ブラジルと韓国は 2006 年以
来 2 年ぶり、ドイツは 2004 年以来 4 年ぶり
に 10 位以内に入った。一方で、2004 年から
継続して 10 位以内を維持していたタイが製
造業向け投資の減少が響いてランク外（12
位）となった。
　製造業のみで主要投資先国を見ると、金
融・保険業や鉱業への投資額が差し引かれる
ため、非製造業投資の割合が大きいケイマン
諸島やブラジルがトップ 10 から外れる。両
国と同じように非製造業投資の割合が大きく
とも（米国向け投資額全体に対する非製造業
の割合は 70.5％）、製造業でも幅広く投資を

集めた米国は首位を維持。投資額全体の
92.4％を製造業が占めるタイは 7 位となって
いる（図表 35）。

図表34　主要投資先上位10 カ国（全業種）

（単位：億円、％）

年 2005 2006 2007
順位 国名 金額 構成比 国名 金額 構成比 国名 金額 構成比 国名 金額 構成比

1 アメリカ合衆国 13,599 26.9% アメリカ合衆国 10,834 18.5% アメリカ合衆国 18,524 21.4% アメリカ合衆国 44,617 33.7%
2 中華人民共和国 7,262 14.4% オランダ 9,940 17.0% オランダ 14,710 17.0% ケイマン諸島 22,814 17.2%
3 ケイマン諸島 4,260 8.4% 英国 8,424 14.4% 中華人民共和国 7,305 8.4% オランダ 6,790 5.1%
4 オランダ 3,620 7.2% 中華人民共和国 7,172 12.3% ケイマン諸島 6,889 8.0% 英国 6,758 5.1%
5 英国 3,221 6.4% マレーシア 3,455 5.9% オーストラリア 4,781 5.5% 中華人民共和国 6,700 5.1%
6 タイ 2,355 4.7% ケイマン諸島 3,347 5.7% 英国 3,737 4.3% インド 5,429 4.1%
7 大韓民国 1,966 3.9% タイ 2,307 3.9% タイ 3,063 3.5% ブラジル 5,380 4.1%
8 香港 1,963 3.9% 大韓民国 1,768 3.0% ルクセンブルク 2,682 3.1% オーストラリア 5,369 4.1%
9 インドネシア 1,341 2.7% 香港 1,755 3.0% シンガポール 2,626 3.0% ドイツ 3,949 3.0%
10 カナダ 1,189 2.4% ブラジル 1,654 2.8% カナダ 1,938 2.2% 大韓民国 2,447 1.8%

合計 50,459 100% 合計 58,459 100% 合計 86,607 100% 合計 132,320 100%
出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成

2008

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成

図表35　主要投資先上位10 カ国（製造業）

（単位：億円）

年

順位 国名 金 額 構成比 国名 金額 構成比

1 オランダ 12,465 31.3% アメリカ合衆国 13,155 28.3%
2 アメリカ合衆国 11,054 27.7% インド 5,115 11.0%
3 中華人民共和国 4,926 12.4% 中華人民共和国 5,017 10.8%
4 タイ 3,001 7.5% ドイツ 2,770 6.0%
5 オーストラリア 2,212 5.5% オランダ 2,647 5.7%
6 インド 1,407 3.5% ベルギー 2,056 4.4%
7 ブラジル 1,221 3.1% タイ 1,933 4.2%
8 台湾 1,210 3.0% オーストラリア 1,838 4.0%
9 シンガポール 1,020 2.6% フランス 1,461 3.1%
10 大韓民国 909 2.3% カナダ 1,328 2.9%

合計 39,885 100% 合計 46,512 100%

2007 2008

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成

（単位：億円）
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補論 1：�世界の投資動向との
比較

　2008 年の世界全体における直接投資動向
について執筆時点で入手可能な資料は、国連
貿易開発会議（UNCTAD）による各国対内
直接投資額（速報値）＊21 に限られる。同資
料によると、世界の対内直接投資額合計は、
対前年比 21.0％減の 1 兆 4,491 億ドルとなっ
た＊22。2007 年に記録した過去最高額からは
大きく減少しているが、2007 年を除いた最
高額は 2000 年に記録した 1 兆 4,114 億ドル
であることを考えると、2008 年の直接投資
額は決して小さくない（図表補 1）。
　わが国の対外直接投資先（本稿図表 34）
との比較を試みると、類似点としては米国、
英国、中国およびブラジルへの投資額が大き
いことが挙げられ、相違点としては①ロシア
向け投資が少ないこと（317 億円、28 位）、
②オーストラリア向け投資が多いこと（5,369

億円、8 位）が挙げられる。①について、ロ
シアには鉱物資源が豊富であり、権益取得・
採掘を目的とした投資が多く行われ＊23、本
邦企業も巨額の資金を要する開発プロジェク
トに多数参画している。このようなプロジェ
クトでは国際コンソーシアムが形成され、オ
ペレーター経由での投資が行われることが多
い。そのため日本からの投資先国が計上され
る国際収支統計では、これらプロジェクト向
け投資額はオペレーター所在国・地域への投
資額としてカウントされる。一方、上記の
UNCTAD による資料は対内直接投資額であ
ることから両者におけるロシア向け投資額に
は大きな差が生じる。なお、2007 年末のロ
シアの対内直接投資統計によると、ロシア向
け投資額はキプロス及びオランダが突出して
おり、両国をあわせると全体の 68.6％を占め
る＊24。②については、日本にとっては埋蔵
量が豊富で政治的安定度が高く、比較的日本
に近いオーストラリアがエネルギー・鉱物資
源の輸入先として有望視されているためであ
ろう。

＊21 「Global Foreign Direct Investment now in decline - and estimated to have fallen during 2008」（2009 年 1 月 19 日 付
UNCTAD Press Release）。UNCTAD の FDI の集計方法は対内直接投資と対外直接投資の 2 種類があり、理論的には全世界
の合計値は同じになるはずである。しかしながら各国の集計方法の違いや誤差脱漏があるため、両者の数字は大きく異なる。
本稿では現時点で入手可能な対内直接投資データ（速報版）を使用する。なお、対外直接投資額については例年 9 月頃に公
表される World Investment Report に掲載される。

＊22 同数値は速報値であり、2007 年実績は 1 兆 5,379 億ドル（速報値）から 1 兆 8,333 億ドル（確定値）と大幅な修正が行われた
ため、2008 年の数値についても確定値での変動がありうることに留意が必要。

＊23 2007 年の対内直接投資額の 49.2% を資源エネルギー採掘向けが占める。
＊24 日本貿易振興機構 HP　ロシアの対内直接投資統計（国別）。

図表 補 1 　全世界からの投資額上位10ヵ国

(単位：百万米ドル）
順位 順位 順位 順位

1 英国 164,530 1 アメリカ合衆国 175,400 1 アメリカ合衆国 232,800 1 アメリカ合衆国 220,000
2 アメリカ合衆国 99,443 2 英国 139,500 2 英国 224,000 2 フランス 114,300
3 中国 72,406 3 フランス 81,100 3 フランス 158,000 3 英国 109,400
4 フランス 63,576 4 中国 69,500 4 オランダ 99,400 4 中国 92,400
5 オランダ 43,630 5 香港 42,900 5 中国 83,500 5 ロシア 61,700
6 香港 35,897 5 ドイツ 42,900 6 香港 59,900 6 香港 60,700
7 カナダ 33,822 7 イタリア 39,200 7 スペイン 53,400 7 スペイン 57,300
8  ドイツ 32,663 8 ロシア 28,700 8 ロシア 52,500 8 ブラジル 41,700
9 ベルギー 23,691 9 シンガポール 24,200 9 ドイツ 50,900 9 インド 36,700
10 スペイン 22,987 10 トルコ 20,100 10 ベルギー 40,600 10 スウェーデン 36,500

916,277 1,305,900 1,833,300 1,449,100世界全体 世界全体

2005 2006 2008（p)

世界全体

2007

世界全体

　注） 2008 年の数値は 2009 年 1 月 19 日時点の UNCTAD 推計値。同日付プレスリリースで公表された 37 カ国を投資額が多い順に上位 10 カ
国まで示したもの。なお、同 37 国にケイマン諸島は含まれていない。

出所）UNCTAD FDI データベース
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補論 2：�アジア通貨危機後の
海外直接投資（FDI）
動向からの考察

　2009 年以降の日本企業による FDI 動向に
ついて、1997 年 7 月にタイバーツの暴落に
よって始まったアジア通貨危機とその後の
FDI 動向を参考に考察したい。アジア通貨
危機では、東南アジア諸国をはじめとした
国々で自国通貨の対ドル減価と内需の減退が
起こり、ドル建てで資金調達をしていた現地
の日系製造業企業を中心に売上の落ち込みや
債務負担の拡大といった影響がみられた。直
接投資への影響としては日本からの FDI 額
は縮小、特にアジア地域向け投資の減少割合
が非常に大きかった（図表 補 2 －①）。更に
アジアを中国・NIEs・ASEAN4 に分けてみ
る と、1997 年 か ら の NIEs・ASEAN4 向 け
投資の減少が目立つ（図表 補 2 －②）。投資
額の減少が底を打ったのは中国・ASEAN4
が 1999 年、NIEs は 2000 年である。
　通貨危機と FDI の関係を分析した資料と

しては、Nakamura et al（1998）と国際貿易
研究所（1999）＊25 がある。前者では、日本か
らアジア諸国への海外直接投資がどのような
変数に影響されるかについての実証分析が行
われており、①現地通貨為替レートの対円変
動が大きく影響を与えている（円安になると
FDI が減少する）こと、②日本と生産代替
性が高い国・地域（台湾、韓国）では日本の
設備稼働率が上昇すると日本からの FDI が
増大することが示されている。
　後者では、日系現地法人の行動を雇用の増
減を被説明変数として分析しており、実質為
替レートの下落幅が大きい場合、現地向け製
品を生産・販売する現地法人では雇用数が大
きく減少し、輸出比率の高い現地法人ではむ
しろ雇用を増やす傾向にあることが示されて
いる。通貨の下落は、企業においては自国通
貨に換算した対外債務の増大を引き起こし、
企業の資産価値を低下させ投資意欲を抑制す
る。またインフレ懸念を生じさせ、家計にお
いては将来時点における実質可処分所得の減
少予想を通じて消費を抑制する。このため内
需型事業では販売が低迷、稼働率が低下し、

図表 補 2 - ①　海外直接投資：地域別推移
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成

＊25 通商産業省（当時）が 1998 年に設置したアジア危機と直接投資研究会の委託を受けて、財団法人国際貿易投資研究所が作成
した報告書。
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雇用の減少に繋がるものと考えられる。一方
で、通貨下落は輸出競争力を高めるため、輸
出志向型の現地法人では（債務問題を抱えて
いなければ）事業拡大の好機であると言える。
　2008 年秋以降に深刻化した経済危機下で
は円が各国通貨に対して増価傾向にあるが、
これは上記の相関関係から判断すると FDI

の増加要因となる。一方で日本国内の設備稼
働率は低下していること（図表 補 2 －③）、
アジア通貨危機からの回復を助けた欧米の購
買力が低下していることなどから（図表 補
2 －④）、FDI の規模の回復は短期的には難
しいと考えられる。また、需要創出のために
各国で打ち出される経済対策において保護主

図表 補 2 - ③　設備稼働率
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出所）経済産業省　鉱工業指数（稼働率指数）より国際協力銀行作成

図表 補 2 - ②　海外直接投資：アジア主要国・地域向け推移
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義的な施策が見られることも本邦企業の
FDI 増加にはマイナス要因である＊26。
　日本と NIEs・ASEAN4、そして米国との
貿 易 関 係 に は、（ ア ） 日 本 か ら NIEs・
ASEAN4 に中間財を輸出し、（イ）そこで組

み立てた完成品を米国向けに輸出するという
構造が存在する。アジア通貨危機の際には

（ア）の貿易についてはやや減少が見られる
が（図表　補 2 －⑤）、（イ）の貿易について
は危機後でも右肩上がりの関係が続き、大き

＊26 中国政府による家電普及策で補助金対象となるテレビ 178 品目のうち世界ブランドは 6 品目だけに留まる。また、2009 年 3
月 26 日に世界貿易機関（WTO）が公表した報告書では、公共事業で自国製品の使用を義務付ける「バイアメリカン条項」
を導入した米国など 23 カ国・地域で 2008 年秋以降、保護主義と懸念される措置が導入されたとされている。（2009 年 4 月 3
日付、4 月 6 日付日本経済新聞）

図表 補 2 - ④　GDP 成長率推移
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図表　補 2 - ⑤　日本からNIEs、ASEAN 4 への輸出額推移
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な影響を受けたのはむしろ IT バブル崩壊後
であることが分かる（図表　補 2 －⑥）。
　アジア通貨危機の際には、旺盛な欧米諸国
の需要が東南アジアの輸出型産業を助け景気
回復を牽引したが、今般の危機で先進国が受
けた傷は深く、その購買力が危機以前の水準
まで回復するかどうかは不透明である。特に
米国は世界全体の GDP の約 4 分の 1 を占め
世界経済への影響力が極めて大きいことか
ら、本格的な回復にはやはり米国経済の復調
が大きな鍵を握るだろう。しかしながら、米
国経済に依存した構造から脱却できなければ
回復の速度は遅くなると考えられる。その一
方で、中国やインドなどの新興国は危機の中
でも成長率が相対的に高いため、その内需に
期待する企業は多い。これらの国々が米国の
代役を果たすのは容易なことではないが、成
長市場であることは疑いの余地が無く、この
ような国々の内需を取り込むビジネスへシフ
トすることが企業業績の回復を早めることに
繋がるだろう。
　アジア通貨危機において為替変動による影
響を受けた日本企業は、最適生産体制の構築
などに注力し海外事業の建て直しを図った。
先進国に顕著な需要縮小が見られる今般の経
済危機を受け、再び日本企業には状況に応じ
た新しい投資戦略が必要になる。具体的には

米国や欧州市場への輸出を前提とし、低廉な
生産コストの利用を目的としてアジア諸国に
生産拠点を設立するという従来型の直接投資
から、域内市場向け生産拠点への既存拠点の
役割転換や、成長の望める新興国市場での販
売力強化を目的とした販売拠点の設立、更に
は新興市場向け製品のための研究開発投資に
注力する企業が増加する可能性がある。また、
危機に際して各国が景気対策や産業支援政策
を発表しているが（図表 補 2 －⑦）、これら
が生み出す新たな需要を取り込むことも求め
られる。
　欧米諸国の購買力が維持されていたアジア
通貨危機後でも、日本からの投資額が増加に
転じるまでには 3 年程度を要した。今般の危
機は世界同時不況であり、先進国の購買力が
著しく低下していることから、製造業・非製
造業を問わず複数の業種で活発な投資が行わ
れるようになるまでにはより長い期間が必要
となるかもしれない。ただし、相対的に円の
価値が高く、株安の影響で企業価値が低下し
ている時期だからこそ出来る投資もある。危
機後の世界を見据えて、各業種で競争力強化
を目的とした投資決定をする企業も存在して
いることから（図表 補 2 －⑧）、投資額は減
少するものの必要な分野への投資は行われて
いくと考えられる。このような活動が奏功し、

図表　補 2 - ⑥　NIEs 及びASEAN 4 からの米国の輸入額推移
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図表 補 2 - ⑦　各国の景気対策・産業支援策

出所）通商弘報「金融危機後の世界経済動向と日本の成長戦略を探る（2）－」
　　（日本貿易振興機構 2009 年 5 月）及び各種報道資料より国際協力銀行作成。

国・地域名 公表時期 主な施策

米国

2008 年 10 月 金融安定化法の成立。最大 7,000 億ドルの公的資金を活用した金融機関からの不
良債権買取が柱。

2009 年 2 月
景気対策法成立。高速道路改修、大容量通信網整備、環境分野向け投資などの
歳出増約 5,000 億ドル、勤労者向け所得税減税など約 2,870 億ドルの減税策を織
り込む。

EU 2008 年 11 月
欧州経済回復計画発表。総額約 2,000 億ユーロで、欧州復興開発銀行（EBRD）
の貸出枠増額、雇用・ビジネス支援策、インフラ投資、グリーン製品の促進、
自動車・建設分野でのグリーン技術の開発支援など。

中国 2008 年 11 月 総額 4 兆元（約 57 兆円）の 10 項目からなる景気対策を発表。インフラ整備や
環境対策、技術イノベーションなどが中心。

韓国
2008 年 11 月 総合対策を発表。公共支出拡大、失業手当の支給枠拡大など。

2009 年 3 月 低所得者層向けを中心とした約 4,000 億円の追加景気対策発表。

図表 補 2 - ⑧　2009 年に公表された日本企業による主な海外直接投資案件

出所）各社プレスリリース、各種報道資料より国際協力銀行作成
　注）数字はいずれも概算、または推定値

投資先国 企業名 規模 概要

インド 住友金属工業㈱ 2,000～3,000 億円
高炉からの一貫製鉄所を現地の中堅鉄鋼メーカーである
ブーシャンと合弁で建設する方向で検討。社会インフラ
や自動車向けの成長を見込んでの大型投資。

イタリア
フィンランド

ドイツ
㈱アマダ 総額 100 億円

イタリアの機械加工用ソフトウェアメーカーのコンピュ
テスを 8 億円で完全子会社化。フィンランドでは、ロボッ
ト・搬送装置メーカーの LKI ケルドマンに 20％出資、独
伊それぞれに加工ノウハウや改善技術を顧客に提供する
専用施設を建設。2009 年の欧州での板金加工機需要は前
年比約 4 割落ち込む見通しだが、景気回復後を見据えて
競争力強化に布石。

中国 ㈱ブリヂストン 100 億円
江蘇省にある乗用車用タイヤ工場の生産能力を 2011 年ま
でに 5 割増強。中国市場は中長期的に拡大するとみて設
備増強に踏み切る。

インド 住友商事㈱ 40 億円
鋼材の加工拠点（コイルセンター）を新設、2010 年稼動
予定。自動車生産の拡大などによる鉄鋼需要の増加を見
込んで供給体制を整備。

ブラジル 東洋インキ製造㈱ 20 億円
2011 年を目処に印刷インキ工場を建設し当地へ進出、販
売会社も設立予定。食品包装向けなどの分野で成長が期
待できる新興国市場の開拓を加速。

メキシコ いすゞ自動車㈱ 数億円
メキシコ中部のクアウティトランに現地組立工場を建設、
中型トラックの生産を開始。インフラ投資向けなど潜在
需要は大きいと判断。
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また、新興国市場を志向した投資が収益を生
み出すようになれば、アジア通貨危機後とは
異なる形での景気回復が見られる可能性もあ
る。
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付表 1 　業種別・地域別対外直接投資実績（2008 年）

(単位：億円）

全世界 アジア 北米 中南米 大洋州 西欧
東欧

・ロシア等 中東 アフリカ
(参考）

  ASEAN EU

製造業 （計） 46,512 16,676 14,483 1,831 1,955 10,071 371 773 352 3,995 10,379
食料品 3,717 671 289 113 742 1,830 4 . . 268 1,848
繊維 751 106 314 13 ▲ 4 80 X . . 18 323
木材･パルプ 761 198 154 70 163 26 ▲ 6 X . 84 146
化学･医薬 11,815 5,548 5,374 125 32 77 3 601 X 648 84
石油 675 16 11 X X 464 . 63 . 78 464
ゴム･皮革 797 391 288 14 ▲ 15 125 2 X X 289 123
ガラス･土石 1,470 593 815 . 4 42 . . . 57 52
鉄･非鉄･金属 3,261 1,091 933 284 375 584 13 16 10 134 514
一般機械器具 3,801 1,375 853 164 39 1,226 141 . X 346 1,307
電気機械器具 5,860 2,546 1,006 84 ▲ 10 2,230 15 X . 609 2,229
輸送機械器具 11,312 3,063 4,026 873 583 2,276 144 16 319 1,124 2,449
精密機械器具 950 371 40 ▲ 6 X 559 . . . 89 548

非製造業 （計） 85,808 7,114 31,562 28,139 4,233 12,801 308 411 1,241 2,523 13,052
農･林業 62 8 1 13 3 11 . . X 2 11
漁･水産業 120 74 1 2 1 . . . . 80 .
鉱業 10,720 260 2,202 3,127 2,881 1,901 3 3 372 260 1,783
建設業 403 18 111 72 3 75 X 99 2 24 74
運輸業 2,363 416 56 1,507 124 283 X 3 ▲ 7 246 295
通信業 1,697 899 214 90 0 492 X . . 398 497
卸売･小売業 13,395 1,628 8,130 417 219 2,820 175 ▲ 157 236 ▲ 108 2,710
金融･保険業 51,978 2,268 19,657 22,550 1,072 5,446 98 27 815 1,047 5,898
不動産業 170 363 ▲ 108 6 ▲ 121 ▲ 4 16 X . 61 ▲ 3
サ-ビス業 2,775 513 636 236 24 1,340 3 4 X 82 1,332

合計 132,320 23,790 46,045 29,970 6,188 22,872 679 1,184 1,592 6,518 23,431

（備考） 1.　報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。年間の報告件数が３件以上であっても、
　 年間計数を公表することにより、公表済みの四半期毎の公表値において「Ⅹ」とした項目が算出可能となる場合は、年間計数を
　 公表済み四半期計数の合計値としている。
2.　該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
3．「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ⅹに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた上
　 合計であり、表の各業種の合計と必ずしも一致しない。
4．各業種別レベルでは、各地域は個別国の合計、「全世界」は個別国、Ⅹの合計であるため、「全世界」と表上の各地域の合計
　 とは必ずしも一致しない。
5．国際収支統計上、資金流出にあたる対外直接投資はマイナスで計上するが、本表では便宜的に流出をプラス、流入をマイナスで計上した。

出所） 財務省・日本銀行「国際収支統計」

　
地域

業種

（備考） 1 ． 報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。年間の報告件数が３件以上であっても、
年間計数を公表することにより、公表済みの四半期毎の公表値において「Ⅹ」とした項目が算出可能となる場合は、年間計
数を公表済み四半期計数の合計値としている。

 2 ．該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
 3 ． 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ⅹに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた上合計

であり、表の各業種の合計と必ずしも一致しない。
 4 ． 各業種別レベルでは、各地域は個別国の合計、「全世界」は個別国、Ⅹの合計であるため、「全世界」と表上の各地域の合計

とは必ずしも一致しない。
 5 ． 国際収支統計上、資金流出にあたる対外直接投資はマイナスで計上するが、本表では便宜的に流出をプラス、流入をマイナ

スで計上した。
出所） 財務省・日本銀行「国際収支統計」
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付表 2 　地域別対外直接投資実績推移（1996 年～2008 年）

　
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

���� 25,485 31,449 31,616 25,906 34,008 46,586 40,476 33,389 33,487 50,459 58,459 86,607 132,320
アジア 10,599 15,867 10,289 2,234 2,342 9,523 10,246 5,756 11,411 17,980 20,005 22,826 23,790
中華人民共和国 2,529 2,251 1,710 414 1,010 2,626 3,270 4,579 6,348 7,262 7,172 7,305 6,700
NIEｓ 3,297 6,334 3,023 990 ▲ 709 3,024 3,751 22 2,026 5,477 4,538 7,116 6,009
香港 1,196 2,130 1,043 ▲ 5 ▲ 112 612 281 ▲ 90 527 1,963 1,755 1,329 1,339
台湾 436 898 426 418 1,166 440 571 249 518 914 571 1,628 1,101
大韓民国 438 208 558 ▲ 180 ▲ 133 793 543 388 834 1,966 1,768 1,533 2,447
シンガポール 1,227 3,098 996 757 ▲ 1,630 1,179 2,356 ▲ 525 147 634 444 2,626 1,122

ASEAN4 4,168 5,988 4,683 389 1,823 3,551 2,735 862 2,754 4,756 7,053 5,893 4,187
タイ 1,457 2,466 2,205 ▲ 144 639 1,932 657 780 2,027 2,355 2,307 3,063 2,093
インドネシア 1,629 1,897 1,208 228 634 587 380 549 545 1,341 864 1,207 739
マレーシア 563 1,205 593 ▲ 377 ▲ 1 697 327 ▲ 594 175 590 3,455 379 618
フィリピン 519 420 677 682 551 335 1,371 127 7 470 427 1,244 737

ベトナム N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 168 543 562 1,130
インド 290 591 593 301 188 185 187 146 150 298 597 1,782 5,429

北米 12,478 9,357 8,203 7,468 15,266 9,328 10,838 12,798 8,193 14,788 11,862 20,462 46,045
アメリカ合衆国 12,064 8,944 7,440 8,081 15,209 8,605 9,513 12,443 8,146 13,599 10,834 18,524 44,617
カナダ 414 413 763 ▲ 613 62 723 1,325 355 47 1,189 1,028 1,938 1,428

中南米 ▲ 1,538 2,838 7,390 6,281 4,294 5,259 5,103 3,719 3,389 7,032 2,990 11,158 29,970
メキシコ ▲ 66 155 201 1,301 403 3 301 430 201 688 ▲ 3,075 589 330
ブラジル 690 1,118 733 756 ▲ 349 1,075 929 1,262 ▲ 71 1,069 1,654 1,458 5,380
ケイマン諸島 N.A. N.A. N.A. N.A. 3,943 1,813 4,332 1,923 2,971 4,260 3,347 6,889 22,814

大洋州 754 353 1,874 57 313 813 1,784 1,298 2,013 1,040 847 4,858 6,188
オーストラリア 769 438 1,579 ▲ 454 173 673 1,431 1,097 1,789 693 547 4,781 5,369
ニュージーランド 68 64 36 72 103 188 36 107 163 70 145 ▲ 25 618

西欧 3,085 3,017 2,912 9,360 11,791 21,767 12,235 9,239 7,660 8,245 20,997 24,289 22,872
ドイツ 255 329 554 249 591 834 722 829 695 304 1,312 1,022 3,949
英国 1,571 1,950 778 1,874 7,329 15,624 2,572 2,898 1,758 3,221 8,424 3,737 6,758
フランス 812 ▲ 35 ▲ 662 696 315 274 5,024 1,360 27 607 978 563 1,786
オランダ 779 1,566 2,229 7,538 2,450 3,738 1,823 3,964 3,629 3,620 9,940 14,710 6,790
イタリア 80 80 ▲ 51 37 19 41 373 ▲ 229 176 46 59 53 184
ベルギー(備考2) ▲ 543 ▲ 755 ▲ 176 ▲ 673 284 791 2,209 851 708 ▲ 224 163 931 2,160
ルクセンブルク N.A. N.A. N.A. N.A. ▲ 272 ▲ 175 ▲ 7 ▲ 72 ▲ 89 26 ▲ 559 2,682 576
スイス ▲ 446 16 42 ▲ 512 ▲ 111 155 195 107 ▲ 120 48 214 69 162
スウェーデン 38 ▲ 4 8 12 895 ▲ 134 ▲ 409 138 ▲ 78 94 483 295 587
スペイン 74 ▲ 139 ▲ 41 ▲ 117 197 ▲ 89 109 ▲ 168 197 390 159 10 217

東欧・ロシア等 106 128 240 155 178 85 179 437 473 770 426 594 679
ロシア 21 32 20 21 16 12 33 ▲ 6 53 106 186 117 317

中東 274 244 154 120 ▲ 45 0 112 ▲ 44 ▲ 67 620 281 1,136 1,184
サウジアラビア 173 247 212 157 ▲ 30 43 101 25 ▲ 41 569 295 888 930
アラブ首長国連邦 87 ▲ 34 16 1 ▲ 8 ▲ 47 33 ▲ 57 ▲ 22 21 ▲ 66 69 198
イラン ▲ 2 1 ▲ 71 ▲ 48 ▲ 1 ▲ 1 1 0 -- -- 0 -- 0

アフリカ ▲ 128 163 438 237 ▲ 208 ▲ 223 285 506 413 23 1,047 1,285 1,592
南アフリカ共和国 26 286 195 79 13 11 133 139 136 25 536 93 687
国際機関 - - - - -- -- -- -- -- 0 0 0 --
非分類 - - - - -- -- -- -- -- 0 0 -- --

ＯＥＣＤ諸国 16,385 13,399 13,669 18,306 29,045 32,824 25,513 24,479 19,200 27,203 32,375 50,833 78,405
ASEAN 5,702 9,409 5,914 1,257 241 4,905 5,349 482 3,039 5,575 8,090 9,169 6,518
EU 3,503 3,115 2,851 9,897 11,808 21,378 12,292 9,328 7,926 8,633 20,875 23,636 23,431

年

地域・国

（備考） 1． 国際収支統計上、資金流出にあたる対外直接投資はマイナスで計上するが、本表では便宜的に流出をプラス、流入をマイナスで
計上した。

 2．1999 年以前の「ベルギー」欄はベルギー、ルクセンブルグを合わせた値。
出所） 財務省・日本銀行「国際収支統計」より国際協力銀行作成
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付表 4 　業種別・地域別対外直接投資残高（2008 年末）

付表 3 　主要投資先上位10ヵ国（2008 年）

(単位：億円）

アメリカ
合衆国

ケイマン
諸島

オランダ 英国
中華人民
共和国

インド ブラジル
オースト
ラリア

ドイツ 大韓民国

製造業 （計） 13,155 98 2,647 544 5,017 5,115 1,313 1,838 2,770 1,179
食料品 275 67 132 449 397 X 45 742 ▲ 2 ▲ 10
繊維 314 . 29 9 86 X 13 ▲ 6 9 ▲ 2
木材･パルプ 17 X X X 105 X 70 153 23 X
化学･医薬 5,377 X 295 ▲ 129 467 4,164 98 32 373 181
石油 11 . 644 ▲ 181 ▲ 1 . X X . X
ゴム･皮革 288 . X X 68 23 14 ▲ 15 8 X
ガラス･土石 815 . . ▲ 6 151 . . 4 X 268
鉄･非鉄･金属 933 X 457 89 589 60 264 375 35 254
一般機械器具 826 X 164 97 741 88 55 39 728 128
電気機械器具 1,013 X 207 ▲ 32 1,085 82 82 ▲ 10 1,463 168
輸送機械器具 2,856 . 216 48 1,019 668 606 532 105 102
精密機械器具 40 X 358 148 93 2 ▲ 6 X 12 20

非製造業 （計） 31,461 22,716 4,143 6,215 1,683 314 4,067 3,531 1,179 1,269
農･林業 1 . . . 8 . . 3 . X
漁･水産業 1 . . . 27 . . 1 . .
鉱業 2,135 181 1,458 244 X . 3,306 2,889 . .
建設業 111 . 2 49 ▲ 3 X 10 ▲ 2 25 X
運輸業 56 3 195 26 107 8 9 ▲ 2 12 17
通信業 199 119 42 214 111 2 27 0 215 216
卸売･小売業 8,142 38 792 812 794 115 584 205 292 170
金融･保険業 19,656 22,028 749 5,082 80 163 406 504 42 592
不動産業 ▲ 106 X X ▲ 2 319 X 6 ▲ 121 X 5
サ-ビス業 619 202 243 27 137 20 18 18 589 271

44,617 22,814 6,790 6,758 6,700 5,429 5,380 5,369 3,949 2,447

　

合計

国
業種

（備考） 1 ．報告件数が 3 件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。
 2 ．該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
 3 ． 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ⅹに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表

上の各業種の合計と必ずしも一致しない。
　出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」

(単位：億円）

全世界 アジア 北米 中南米 大洋州 西欧
東欧・ロ
シア等 中東 アフリカ

(参考）

  ASEAN EU
製造業 （計） 303,326 99,439 96,973 9,226 5,801 84,843 2,768 3,199 1,079 42,467 87,048

食料品 32,216 6,491 2,941 1,635 3,119 18,000 31 . . 4,159 17,946
繊維 3,422 1,708 597 145 2 945 25 . . 649 970
木材･パルプ 4,447 1,715 1,196 562 528 369 28 48 . 884 325
化学･医薬 50,460 15,242 22,305 524 498 9,778 86 2,026 . 6,109 9,832
石油 6,131 461 611 444 2 3,709 . 905 . 242 3,709
ゴム･皮革 6,340 2,513 1,564 79 245 1,822 11 4 104 1,366 1,809
ガラス･土石 10,200 4,568 1,757 0 22 3,760 92 . 0 1,951 3,853
鉄･非鉄･金属 15,560 5,826 5,272 1,703 981 1,490 66 75 147 2,082 1,546
一般機械器具 20,992 8,725 7,623 267 173 3,812 390 1 0 3,716 4,077
電気機械器具 60,950 23,451 20,898 577 74 15,332 618 1 . 9,167 15,950
輸送機械器具 77,385 20,758 28,472 2,902 77 22,927 1,311 111 827 9,691 24,057
精密機械器具 7,735 3,750 1,803 102 46 2,001 6 27 . 974 2,002

非製造業 （計） 314,073 44,621 115,146 72,742 13,722 61,094 650 560 5,534 18,612 59,010
農･林業 204 44 78 8 42 24 . . 7 3 24
漁･水産業 661 126 398 23 110 3 . . 0 80 3
鉱業 28,864 768 3,841 6,392 9,261 8,043 41 25 494 741 7,703
建設業 1,351 612 173 178 7 271 0 112 0 496 271
運輸業 6,156 1,563 615 2,170 309 1,265 30 9 194 1,065 1,262
通信業 6,707 3,617 2,177 981 27 43 2 1 . 2,064 43
卸売･小売業 89,356 15,428 51,771 2,983 2,103 16,612 374 0 84 4,940 16,372
金融･保険業 145,565 14,263 39,648 58,279 1,438 27,098 72 108 4,659 6,812 25,782
不動産業 6,033 1,832 4,215 38 381 293 17 18 . 589 295
サ-ビス業 12,313 3,763 4,152 277 218 3,854 24 24 . 835 3,802

617,400 144,060 212,119 81,969 19,522 145,937 3,418 3,759 6,613 61,078 146,058合　　　計

　備考） 1 ．該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
 2 ． 平成 18 年末より、直接投資残高の計上方法が一部変更された。詳細は、財務省及び日本銀行ホームページの「直接投資残高の計上

方法の一部変更について」（平成 19 年 5 月 25 日公表）を参照。
 3 ． 国際収支統計上、資金流出にあたる対外直接投資はマイナスで計上するが、本表では便宜的に流出をプラス、流入をマイナスで計

上した。
　出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」
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1．新興国市場開拓における課題

（1）新興国中間層市場への対応
　昨年の秋以降の欧米をはじめとした先進国
市場の冷え込みの中で、新興国市場の存在に
改めて注目が集まっている。日本企業に対し
ても、以前から成長の見込める BRICs など
新興国市場への取り組みの重要性が指摘され
てきた。日本企業にとって、先進国市場から
新興国市場への軸足の転換が、リーマン・
ショックで加速されたと言えよう。欧米では、
新興国市場の最下層、つまり BOP（Base of 
Pyramid）をターゲットとして先進国企業が
どのような戦略をとるべきかといった議論も
ある。たとえば、London and Hart （2004）は、
欧米企業 24 社の事例研究をベースにして、
BOP 市場で成功するには、提携する現地の
パートナー企業を見直した上で、既存の製品
サービスを流用せずに新たに顧客ソリュー

ションを開発することが重要であると指摘し
ている。
　このような BOP 市場攻略についての研究
成果は、先進国企業が新興国市場を開拓する
ための戦略を考える上で示唆深い。ただし、
日本の製造業が家電や自動車などの耐久消費
財を売ろうと考えた場合にターゲットになる
のは、BOP と言われるよりも上位である中
間層市場であろう。経済産業省「2009 年版
ものづくり白書」によると、BRICs の中間
層市場は、2002 年の 2.5 億人から 2007 年に
は 6.3 億人（中国 2.7 億人、インド 1.4 億人、
ロシア 1 億人、ブラジル 1.2 億人）に増加し
ているという。このように急成長する新興国
中間層市場に日本企業が入り込もうとしたと
き、どのような問題に直面しているだろうか。
図表 1 は、日本企業の発展プロセスを市場と
の関係でまとめたものである。戦後、日本の
製造業は、まず日本市場をベースにしてもの

新興国市場開拓に向けた日本企業の課題
と戦略

東京大学大学院経済学研究科准教授　新宅　純二郎

Abstract

The emerging market is now recognized as a rapidly growing market. However, Japanese 
companies have hardly succeeded in this market even though their excellent technology 
is widely known. It is often pointed out that having technology that is “high quality but 
too expensive” is the reason for Japanese companies being setback in this market. This 
shows that Japanese products do not adequately correspond to the demand of the 
emerging market, and this can be understood to be identical in circumstance to the 

“Innovator’s Dilemma.”
The following are three strategies to solve this problem: 1) reduce both the price and the 
quality to the level of market demand, 2) try to convince customers in the market that 
the high price is worth the quality, and 3) develop products that clearly fit the needs of 
the market. 
What is important about these strategies is that they will help Japanese companies to 
start producing products with full understanding and precise marketing of the local 
market. 
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づくりを展開した。その後、アメリカなど先
進国市場に輸出を開始した。そのとき、多く
の日本企業が直面した問題は、品質が低くて
欧米の下層市場でしか競争できなかった。た
とえば、ホンダがアメリカで最初に販売した
大型オートバイはリコールで回収しなければ
ならなかった。自動車各社も、中古車購買層
など下位市場から浸透していった。コピー機
も、小型低速機から進出した。その後、日本
企業各社は、コストを上げないようにして品
質の向上につとめ、徐々に欧米の上位市場へ
の製品を移行していったのは周知の通りであ
る。つまり、日本企業のこれまでの発展は、
コスト上昇を最小限に抑えながら製品市場で
上方へと移行するプロセスをたどってきた。
　しかし、現在の新興国市場の開拓で直面し
ているのは、現在よりも下位の市場に対応し
なければならない状況である。日本企業に
とって、はじめて下位市場への戦略を本格的
に迫られているといえる。中国など新興国市
場、とりわけ中間層市場において、しばしば
指摘される問題は次の 3 つのようなものであ
る。第一に、過剰品質で価格が高すぎる、第
二に、いくら良い製品を作っていてもその製
品の良さが理解されない、第三に、そもそも
製品の仕様が現地のニーズからずれている。
どのようにして、このような問題を克服する

かが日本企業の課題になっている。

（2）製造業の競争力
　新興国市場でなかなかうまくいかない日本
企業の製品を見ていると、必ずしもその製品
自体が悪いからだとは思えない例が多い。日
本企業の技術力やものづくり能力は依然とし
て高い。日本企業の成果が低いのは、技術力
やものづくり能力を活かしたビジネスモデル
や、ものづくりの価値を販売やマーケティン
グを通じて、顧客の価値に転換していく活動
が不足していることにあると思われる。
　図表 2 は、製造業の収益力を決める要因を

「表の競争力」「裏の競争力」「ものづくり組
織能力」の 3 階層で捉えようという枠組みで
ある。企業の収益力が高いのは、第一義的に
は顧客の目に見える価格、性能、納期、ブラ
ンド等によるものである。これらの市場で目
に見えるものを我々は「表の競争力」と呼ぶ。
しかし、その背後にある工場や企業内にあり
顧客の目には見えない「裏の競争力」が、顧
客の目に見える「表の競争力」に影響を与え
ている。「裏の競争力」とは、生産性、コスト、
リードタイム等である。顧客が製品やサービ
スの価値を判断するときに、裏の競争力の指
標は直接的には関係ない。しかし、企業にとっ
ては、表の競争力指標をあげるために欠かせ

新興国
市 場

日本
市場

欧米市場

品質向上による市場開拓

下層セグメントから上方移行

上層セグメント

から下方移行
 

図表 1．日本企業の発展プロセス
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ないのが、裏の競争力である。コストが低い
から競争相手より低い価格付けが可能になっ
たり、生産リードタイムが短かいから顧客満
足度を高めることができたり、開発リードタ
イムが短いから、顧客のニーズにあった製品
をタイムリーに市場に出すことができたりす
る。さらに、裏の競争力の背後には「組織能
力」がある。同じ産業の中で、なぜ特定の企
業（たとえばトヨタ）が、他社よりも高い生
産性を維持できるのか、コスト改善を継続で
きるのか、新しい環境への適応が早いのか、
といった疑問に答えるのが組織能力の存在で
ある。
　高い組織能力が高い裏の競争力を生み出
し、それが高い表の競争力につながり、結果
として顧客に支持されて高い収益につながる
というのが、図表 2 で考える競争力構築と維
持の道筋である。自動車産業など、多くの日
本の製造業ではこの道筋が共有されてきたと
思われる。
　しかし、企業が保有している優れた技術力
やものづくり能力が、市場での競争力につな
がっていないことがあり、そのような企業で
は、現場の競争力が表の競争力や収益力に直
結するわけではない。必ずしも裏の競争力や
現場力が比較的高いとは言えない企業が世界

市場で高いシェアを獲得し、あるいはその逆
に、高い現場力を持ちながら世界市場で競争
力を持ち得ない企業が存在する。いくら「裏
の競争力」やその背後にある「組織能力」が
高くても、それから生み出される「表の競争
力」がターゲットとする市場にとって魅力的
になっていなければ成果にはつながらない。
市場にとって魅力的な表の競争力は何かを特
定し、それを顧客に訴求していくのが、販売
マーケティング活動である。いわば、裏の競
争力から左は設計・生産の現場の領域、表の
競争力から右は販売部門の領域である。本来、
これらが一貫した流れとして一気通貫で流れ
ていることが望ましいが、設計、生産、販売
といった部門の壁で流れが遮断されてしまう
ことが起きる。そうすると、高い組織能力が
成果に結びつかなくなる。設計が日本、生産
がタイ、販売がインドといったように、地理
的に分散してしまうとますます部門間の連携
がとれなくなることが多い。新興国市場に取
り組む日本企業の多くは、開発設計は日本に
残していることが多く、それが現地の販売現
場と離れていることが大きな問題になってい
る。

組織能力
深層の

パフォーマンス

表層 の

パフォーマンス

利益

パフォーマンス

その他の環境要因

　もの造りの組織能力とパフォーマンス

裏の競争力
ものづくり
組織能力

表の競争力表の競争力 収益力収益力

会会社社ののももううけけ

株株価価

価格

納期

製品内容の訴求力

広告内容 の訴求力

お客が評価する
製品の実力を測る指標

価価格格、、性性能能、、納納期期
ブブラランンドド、、広広告告のの効効果果

市市場場シシェェアア、、おお客客のの満満足足度度

生産性

生産リードタイム

適合 品質

開発リードタイム

お客から見えない
現場の実力を測る指標

生生産産性性、、ココスストト、、
生生産産リリーードドタタイイムム
開開発発リリーードドタタイイムム、、

開開発発生生産産性性

組織ルーチン
他社が簡単に真似できない
現場にできることのレベル

整整理理整整頓頓清清掃掃
問問題題解解決決、、改改善善
ジジャャスストトイインンタタイイムム
フフレレキキシシブブルル生生産産

能力構築競争の対象領域

図表 2．製造業の収益力について階層的理解

出所）藤本隆宏ほか『ものづくり経営学』光文社新書、図 1-1-2、26 頁
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（3）イノベーターのジレンマ
　実は、このような日本企業が抱えている問
題は、ハーバード大学のクリステンセン教授
が指摘した「イノベーターのジレンマ」と同
類の問題として理解することができる。彼は
Christensen（1997）で、「なぜ優れたリーダー
企 業 が イ ノ ベ ー シ ョ ン に 失 敗 す る の
か？　リーダー企業が失敗するイノベーショ
ンはどのような特徴をもっているのか？」と
いう疑問の解明に取り組んだ。それまでのイ
ノベーション研究では、技術的な新奇性や非
連続性がリーダー企業失敗の原因であると言
われてきた。しかし、クリステンセンは「市
場」という視点からその失敗を説明した。
　彼の議論は、急速に進化してきたハード
ディスクドライブ（HDD）産業の調査をベー
スにしている。クリステンセンの結論を端的
に言うと、「リーダー企業が失敗するのは、
従来の大手顧客の要望だけに効率的に応えら
れるようになり、新規顧客の要望を見逃して
しまうからである」という主張である。リー
ダー企業にとって、従来の顧客により適合す
ることがこれまでの成功要因であるととも
に、それが同時に新しい顧客に適合できない
失敗要因になっているという点が、「イノベー
ターのジレンマ」と呼ぶ所以である。
　例えば 1970 年代、HDD はメインフレーム

（汎用大型コンピュータ）での使用が主流だっ
た。メインフレームの顧客が HDD に求める
要望は「記録容量」や「処理速度」、「信頼性」
であった。そのため HDD のリーダー企業は、
競争力を高めるために、容量や処理速度、そ
して信頼性をあげるための技術、製品、生産
現場に精力的に投資して成功してきた。しか
し、その後ディスクサイズの小さな小型の
HDD が登場した。ディスクサイズが小さく
なると、当然、記録容量も小さくなるので、
既存の大手顧客であるメインフレーム・メー
カーは見向きもしない。小型 HDD はメイン
フレームに比べたら圧倒的な下位市場にあた
るパソコン市場でまず浸透していった。パソ
コンメーカーから要求される HDD の性能
は、メインフレームとは異なった。「小型」

や「低価格」、またノート PC の場合には「省
電力」といった要素が重要であった。
　新規に参入した小型 HDD メーカーは、こ
うした新しい要望を満たすべく製品開発とイ
ノベーションに邁進した。しかし、メインフ
レーム・メーカーが主要顧客であった既存の
リーダー企業は、その種のイノベーションに
資源をさかなかった。小型にすることの価値、
耐久性を落としてまで安くすることの価値を
見いだせなかったのである。
　日本の製造業も、新興国市場を眼前にして
同様のイノベーターのジレンマに直面してい
るのではないだろうか。図表 1 のように、こ
れまで先進国市場で成功してきた日本企業
は、高品質、高信頼性を実現するために裏の
競争力を高めきた。そうして、長い時間をか
けて、先進国市場で、その企業のブランドに
対する信頼感やブランド価値を高めてきた。
これは決して一朝一夕に達成できるものでは
なく、その企業にとって極めて重要な資産で
ある。しかし、先進国市場とは異なる要求を
持つ新興国市場を前にして、その見直しを迫
られているのである。

2．「過剰品質」の分析フレームワーク

　中国企業の製品は、価格が安いが品質にま
だまだ多くの問題を抱えているケースが多
い。しかし、その中国市場で日本製品に対し
ては、品質は高いかもしれないが、価格が高
すぎるという中国製品とは対照的な評価と、
逆の問題を指摘されることがよくある。それ
は新興国市場における日本製品に共通した問
題であり、しばしば「過剰品質」の問題とし
て指摘される。つまり、日本製品は現地市場
で求められる品質レベルよりも高すぎる品質
を提供しており、それが高価格の原因となっ
ているという問題である。
　例えば、記録用光ディスクである CD-R 市
場で、その典型例が見られる。CD-R 市場は
1990 年代に入ってから立ち上がった。この
ディスクの規格を提唱したのはソニーで、
ディスクの基礎材料（色素）を開発して製造
方法を確立したのは太陽誘電であった。市場
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草創期は日本企業がほぼ 100％のシェアを
持っていたが、市場は音楽用 CD のマスター
CD 作成用など特殊用途のニッチ市場に限ら
れていた。その市場規模は限定的だったが、
高価格を維持できた。日本企業の独壇場であ
り、参入企業は 20 数社にのぼった。その後、
1997 年頃からパソコンに CD-R ドライブが
搭載されるようになることで、市場は一気に
急拡大した。世界の生産量は急増し、いまや
年間 100 億枚以上の CD-R ディスクが生産販
売されるようになった。磁気テープやフロッ
ピー・ディスクといった過去の記録メディア
と比べて、圧倒的に大規模な市場を形成した
のが CD-R である。
　しかし、その成長期において、日本企業の
生産量はほとんど伸びず、代わってその成長
を牽引したのは台湾企業であった。また、
2001 年以降はインドの生産も伸びてきた。
価格の推移を見てみると、台湾企業が CD-R
市場に参入した 1997 年以降、1 年に 1/3 位
に価格が急激に下落していった。そのような
急速な価格下落で、赤字に転落した多くの日
本企業は、事業の抜本的な見直しを迫られ、
多くの日本企業が生産からは撤退していっ
た。ブランド力をもたない日本企業は事業か
ら撤退し、TDK、日立マクセル、三菱化学バー
ベンタムといった強いブランドをもつ日本企
業は、生産を台湾企業からの OEM 調達に切
り替えていった。
　生産を伸ばした台湾企業は自社ブランドで
はあまり強くなく、多くが先進国企業への
OEM 供給になっている。台湾企業は日本企
業向けに OEM でディスクを供給している
が、ディスク生産のための基礎材料（色素、
ポリカーボネイトなど）、製造設備（成形機
など）、製造レシピを自ら開発する能力はな
かった。そこで、調達元の日本企業がそれら
を調達先の台湾企業に色素やレシピを有料で
提供し、品質管理も徹底して監査している。
台湾企業は日本企業の指導を受けながら、
CD-R を作っているのである。
　その台湾企業は日本企業だけでなく、
IMATION など欧米系企業にも供給してい

る。しかし、欧米企業で光ディスクの研究開
発を手がけているところはほとんどないの
で、台湾企業からの ODM 調達になる。つま
り、日本企業のように材料やレシピを指定す
るのではなく、台湾企業から提案された試作
品を評価して、価格交渉をして購買するだけ
である。つまり、台湾企業にとって、日本企
業の厳しい品質管理のもとにある日本企業向
け供給と、自社の判断で生産販売している自
社ブランド販売と、欧米向け ODM 供給の 2
つのビジネスがある。
　台湾の大手ディスク企業のエンジニアに対
するヒアリング調査によると、前者の日本企
業向け OEM では日本企業から指定された材
料、レシピ、品質管理項目を 100％遵守して
製造するが、後者の欧米向け ODM では品質
管理のレベルを落としている。おおざっぱな
感覚であるが、日本向け品質管理項目が 100
だとすると、自社ブランドや欧米向け ODM
商品は、約 20～30 のレベルであるという。
具体的には、使用する色素の量を節約したり、
スタンパーの使用回数を増やしたりしている
らしい。そうやって品質レベルを犠牲にする
ことで低価格にしているという。
　彼らに言わせれば、日本向けの製品は過剰
品質である。品質と価格は一般的に右上がり
の関係にあり、日本向けの製品は品質は良い
が、価格も高くならざるをえない。彼らが言
うには、世界の一般的な客はこんなに高い品
質を求めておらず、品質を多少犠牲にしても、
価格を安くする方が喜ばれるとのことであ
る。一方、技術力のない台湾の中小企業や中
国企業の製品は、品質が低すぎて粗悪品であ
る。過剰品質の日本製品も、過小品質の中国
製品も特殊な小さな市場しか獲得できず、中
レベルの品質・価格の製品が「適正品質」で、
最も大きな売上げを実現できる。これが台湾
企業の品質に対する考え方である。
　このような考え方は、品質と価格に対する
合理的な捉え方であろう。しかし、適正品質
のレベルは一義的には決まらない。どの品
質・価格レベルを支持するかは市場によって
異なる。CD-R でも日本市場では未だに日本
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ブランドの製品、いわゆる過剰品質といわれ
た製品が売れている。これは日本市場におい
ては高品質・高価格の製品が適正品質である
ということを意味している。海外で高いシェ
アを誇っているサムスン電子の製品が、日本
ではいっこうに売れない理由の 1 つには、こ
のような日本市場の特性が影響していると考
えられる。
　同じ製品であっても、市場によって売れ筋
が変わってくるのは、各市場での選好の分布
が異なるからである。同じ製品であっても、
選好が価格重視の消費者と品質・機能重視の
消費者がいる。価格重視の消費者は品質・機
能より価格を重視するので、台湾企業が出す
ような製品を選択する。逆に、品質・機能重
視の消費者は日本企業の製品を選択する。日
本市場では後者の消費者の比率が高いので、
日本製品が売れ筋になり、中国市場ではその
比率が小さいので、台湾製品が売れ筋になる。
同様に、同じ液晶パネルでも、機能重視の大
型テレビ市場では日本製品が、価格重視のパ
ソコン市場では台湾製品が売れ筋になる。こ
のように、同種類の製品であっても、国や地
域、あるいは市場セグメントによって、売れ
筋製品のあり方は異なってくる。ここでは売
れ筋製品の品質―価格の組み合わせを、「適
正品質」と呼ぶ。
　このような考え方を図示したのが図表 3 で
ある。次節以降では、このようなフレームワー
クを使って、日本企業が新興国市場を開拓す

るために必要な製品戦略について提言してい
きたい。

3．�新興国市場開拓に必要な3つの
製品戦略

（1）品質を見切った低価格製品の投入
①トップダウンの戦略転換
　ベトナムのオートバイ市場における中国製
品の流入　まず、ベトナムのオートバイ市場
を例にみよう（図表 4）。ベトナムではオー
トバイが庶民の足になっており、ハノイや
ホーチミンといった都市に行くと、道路が
オートバイであふれかえっている。1990 年
代末頃は年間ほぼ 50 万台の市場だったが、
2000 年から一気に 200 万台レベルに市場規
模が拡大し、2003 年には再び 100 万台レベ
ルに落ち込んだ。この市場の急激な変化もた
らした原因は、中国製のオートバイにある。
　中国のオートバイ市場では、ホンダのコ
ピーモデルから発展した中国企業が市場を席
巻したため、ホンダは 5％足らずのシェアに
甘んじていた。しかし、中国企業も国内の価
格競争で苦しみ、その出口を ASEAN 市場
に向けてきた。まず中国企業のターゲットに
なったのがベトナム市場であった。2000 年
から低価格（低品質）の中国製オートバイが
流入し、さらにベトナム製の中国オートバイ
がベトナム市場で氾濫しだした。中国製オー
トバイのベトナム参入は、巨大な中国市場を
失っていたホンダにとって、ASEAN 市場を

図表 3．適正品質と価格
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も失いかねない大きな脅威であった。
　従来、ホンダは ASEAN 市場では支配的
地位にあり、ベトナム市場でも 20～30％の
シェアを誇っていた。ベトナムを含めて
ASEAN 市場におけるホンダの主力製品は
スーパーカブであった。約 50 年前に本田宗
一郎が設計した長寿製品であるスーパーカブ
は、日本で 20 万円程度の価格であるが、ベ
トナムでも同等の約 2,000 ドルの高価格で販
売されていた。ベトナム人にとってはたいへ
ん高価な製品であった。
　そのベトナム市場に 500～700 ドルの中国
製オートバイが流入してきた。価格が 1/3～
1/4 になれば、今まで 1 台しか買えなかった
家族が 3～4 台買えるようになる。ベトナム
人の所得が急増しなくても、市場規模は一気
に 3～4 倍の 200 万台になった。
　ホンダの低価格製品投入　これに対抗し
て、ホンダは価格を半分にする計画を立てた。
そのために、大幅なコスト削減に取り組んだ。
1,000 ドルのオートバイを企画したのである。
その実現のために、中国製や ASEAN 製の
安い部品の採用を検討し、設計も大幅に見直
していった。しかし、現地部品を採用するま
での苦労は多く、当初は採用できない部品も
多かった。他の製造業と同様に、ホンダでも

社内で設計基準が定められており、その基準
を満たせない部品は採用できない。ホンダ基
準を満たす部品を採用するだけではとても
1,000 ドルに手が届かない。中国製部品の品
質レベルが上がればいいのだが、簡単には上
がらず、それを待っていては市場投入にとて
も間に合わない。そうなると、市場を中国製
品に席巻されてしまう。
　そこで、ホンダはタブー視されていた設計
基準の改訂に手をつけた。設計基準は通常は
上げられることはあっても、下げることは
めったにない。基準を下げることは、安全性
や耐久性を損なうものであり、その会社のブ
ランド価値を毀損してしまう危険性をはらん
でいる。したがって、少しでも良いものを設
計したいという欲求をもっている現場のエン
ジニアが、安全性や耐久性を損なうリスクを
冒すような設計基準を下げることは通常な
い。このような企業全体のブランド価値を左
右する意思決定を行なえるのは、現地法人の
社長ではなく、本社の社長である。設計基準
を徐々に上げていくことは、現場エンジニア
の創意工夫により、ボトムアップで実現でき
る。しかし、逆に設計基準を下げることは、
エンジニアリングとしては難しくないが、高
度な経営問題であるため、トップダウンでし

図表 4．ベトナムオートバイ市場
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か実現しにくいであろう。
　こうしてホンダが 2002 年 1 月に発売した
のが、1,090 ドルの Wave α（アルファ）で
あった。この製品投入によって中国製オート
バイとの価格差は一気に縮まった。また、す
でに市場に氾濫していた中国製オートバイ
が、頻繁に故障を起こしたため、ベトナムの
消費者もその品質に懸念を持つようになって
いた。ベトナム政府もその規制に乗り出した。
その結果、市場投入とともに Wave αはヒッ
トし、2003 年には中国製オートバイの販売
は急落した。
　以上のようなホンダの事例を、前節のフ
レームワークで図示すると、図表 5 のように
なる。通常、日本企業でコスト削減という場
合、品質を下げずにコストを下げようとする。
しかし、それだけではとても大きな価格差を
縮めることができない。そのような場合には、

「設計基準の見直し→低コスト部品の採用→
品質低下と大幅な価格低下」という手順を踏
むことになろう。

② 品質は顧客が決める―サムスン電子の品質
思想

　サムスン電子は品質に関して、いままで述
べてきたような内容を反映させた考え方を
持っている。まず基本的な前提として、「品
質は顧客が決めるものであり、メーカーが勝

手に決めるものではない」という思想がある。
さらに、同じ製品でも、顧客は購入価格によっ
て異なる品質を求めていると理解していると
いう。つまり、同じ製品であっても、所得層
によって求める品質レベルは異なる。これを
国や地域に当てはめた戦略をとっている。
　具体的には基本設計は同じ製品であって
も、販売する市場によって使用する部品を変
えている。すなわち、部品をランク分けし、
高価格を受容する市場向けには高ランク部
品、低価格を好む市場向けには低ランク部品
を採用することで、外見は同じ製品でも異な
るコスト構造にしている。それによって、イ
ンドのような新興国市場には先進国向けと同
じように見えるが、低コスト構造の製品を低
価格で投入することができる体制を整えてい
るという。
　そのようなサムスン電子が品質管理の指標
として活用しているのが、「体感不良率」で
ある。体感不良率とは総販売台数に占めるク
レーム件数の比率である。通常、不良率の分
子はクレーム件数ではなく、不良件数である。
つまり、不良であっても、それが顧客からの
クレームにならなければ、体感不良率は下が
らない。顧客が、「この製品は安いから、こ
のくらい壊れても仕方ない」と納得していれ
ば、体感不良率は下がらず、市場に許容され
ていると判断されるわけである。低価格を志

図表 5．品質を見切った低価格化

 単なるコスト削減で
は半額にはならない。

品質設計基準を見直し、
品質を落としながら、
コスト／価格低下。
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向する市場では、絶対不良率なら 10％であっ
ても、体感不良率は 5％であるというような
ことが起きる。体感不良率を見ることで過剰
品質を避けようというのが、サムスン電子の
考え方である。日本企業は不良ゼロを目指し
てきたが、それでは市場による違いに対応で
きなくなるということを示唆している。

③ 徹底した低価格戦略―中国携帯電話におけ
るノキアの巻き返し

　中国携帯電話市場における近年のノキアの
成功も、新興国市場向けに品質を見切った専
用モデルを開発投入したことの効果が大き
い。中国の携帯電話市場の成長過程で、当初
はノキアやモトローラなど海外企業が圧倒的
なシェアを持っていた。しかし、2000 年頃
から中国ローカル企業のシェアが急激に高ま
り、2003 年には 50％以上のシェアを獲得す
るまでになった。
　その時にノキアは高価格帯にシフトするの
ではなく、低価格帯で徹底的に中国企業と対
峙する戦略をとった。それまで携帯電話端末
は世界商品であり、全世界市場に向けて製品
を開発するのが常識であった。中国などの新
興国市場の低価格帯には、先進国市場の 1 世
代前のモデルが投入されることが多かった。
ノキアはこの常識を覆し、最初から中国、イ
ンドなど新興国市場をターゲットにした低価
格モデルを開発した。液晶は白黒、カメラな
し、対応周波数帯域も限定、キーのカバーは
独立させずに 1 枚のシートといった具合に、
徹底して機能もコストも切り詰めた製品を開
発した。
　この製品によって、海外企業では例外的に
ノキアが中国企業からシェアを取り返した。
中国市場におけるノキアの価格帯別のシェア
を見ると、1,000 元以下の最低価格帯でもっ
とも高いシェア（40％程度）を獲得している。
現在、「Nokia1200」というモデルが中国の
量販店で、全商品中最低価格モデルとして販
売されており、2008 年 8 月の上海で 280 元
であった。中国大手企業の商品よりも安い価
格である。中国の消費者は安さとともに、ノ

キアの信頼性とブランドで商品を選んでいる
ようだ。

（2） 品質差の見える化―新興国での高付加
価値戦略

　前節では低価格品を出す戦略について述べ
たが、もう一方で高品質・高価格の製品戦略
にも目を配る必要があろう。時計の例を見る
と、日本の時計メーカーは 1970 年代のクオー
ツ化の波をリードして、スイスから世界の時
計市場を奪った。さらに、時計のコア部品で
あるムーブメント販売の事業をはじめ、この
分野でも日本企業が世界市場の約 70％を押
さえている。時計ではインテル・インサイド
ならぬ「ジャパン・インサイド」が実現され
ている。
　しかし、お膝元である日本のウォッチ市場
を見ると、2004 年に 4,600 万個で 5,400 億円
の市場で、数量ベースでは 4％にすぎないス
イス製時計が、金額ベースだと 67％にもの
ぼる。日本市場の付加価値はほとんどスイス
製に奪われている。1993 年の価格をそれぞ
れ 100 としていると、2004 年に日本製はわ
ずか 135 にしか達していないのに、スイス製
は 316 に達しており、その差は歴然としてい
る。
　日本のオートバイ市場でも同様の現象が見
られる。世界を制覇した日本のオートバイ産
業だが、日本の大型（750cc 以上）市場で
2000 年以降トップシェアを誇っているのは
ハーレーダビッドソンである。日本のオート
バイ市場が 1982 年をピークに縮小が続くな
か、ハーレーダビッドソン ジャパンは 85 年
以降増収増益を続けている。750cc 以上では
33.2％ で ト ッ プ シ ェ ア（250cc 以 上 で も
18.8％で 2 位）、価格は日本製の 2 倍の 200
万円以上である。ハーレーダビッドソン ジャ
パンでは、モノでなく、コトを売るという考
え方で、各種のイベントを企画し、顧客に提
供する付加価値を高めている。
　このような状況が先進国では高付加価値戦
略、新興国では低価格戦略をとるという二面
作戦の有効性を示しているかというと、必ず
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しもそうではない。新興国市場でも、日本企
業は高付加価値戦略で成功する可能性はあ
る。先進国市場にしろ、新興国市場にしろ、
高付加価値戦略を取って成功するためには、
提供する製品・サービスの価値を顧客に納得
してもらう努力が鍵になる。どのような顧客
層をターゲットにして、そこに対して自社固
有の技術やノウハウに裏打ちされた製品・
サービスを作りだし、その価値をマーケティ
ング活動を通して顧客層に訴求していく。こ
れが差別化戦略の基本パターンである。
　前節では品質 3 倍でも価格が 3 倍だと、過
剰品質になって売れないという指摘をした。
しかし、新興国市場で起きている現象は、す
べてが過剰品質であろうか。よく観察してみ
ると、実はそのような現象だけではないこと
がわかる。現地の消費者は「3 倍」の品質差
を認識できていないことがよくある。実質的
には 3 倍の品質差があっても、消費者はそれ
ほど大きな差とは思わずに、価格差だけをみ
て安い商品を選択していることがある。「3
倍品質で 3 倍価格」ではなく、「1.5 倍品質で
3 倍価格」であると認知している。目に見え
る価格差だけが浮き彫りになり、目に見えな
い品質差は矮小化されてしまうのである（図
表 6）。
　前節であげた CD-R や DVD-R でも、実は
そのような側面がある。ディスクの耐久性

（ディスク寿命：ディスクが読めなくなるま

での時間）を測定してみると、国内ブランド
メディア（台湾製も含む）は、差はあっても
10 年以上の寿命がある。しかし、台湾メー
カーが適正品質であると主張した海外ブラン
ドのメディアは、すべてにエラーが著しく計
測不能であった。これは、もはや寿命が尽き
ているということを意味しており、海外ブラ
ンドは耐久性が著しく低い。しかし、多くの
消費者は、CD-R や DVD-R は規格品なので、
どれも基本的には同じだと思っている。価格
の高い製品は、ブランドの価値が上乗せされ
ているだけと認識している場合も多いだろう。
　しかし、消費者がそのように認識するのも
もっともである。日本企業からこのような
ディスク寿命や、その他の品質差についての
情報が、消費者に向けて積極的に発信される
ことはあまりなかった。最近、日本の業界人
が中心になって、ディスク寿命を推定する測
定方法が ISO の国際標準として定められた

（ISO/IEC10995）。このような国際標準化は、
目に見えない品質差を見える化するための有
効な手段である。特定企業の基準では消費者
に対する説得力に欠けるので、国際標準の活
用が有効である。さらに、これをベースにし
て、マーケティング活動につなげていくこと
が重要であろう。
　省エネの分野でも同様に、国際標準や国家
標準でその差を訴求することが重要である。
中国市場で日本製家電製品は長らく苦戦して

品質・機能

低

高
誤った認識：

「品質格差は小さく、価格
差が大きい。

高価格は単なるブランドプ
レミアム。」

品質の見える化

低 高

 

図表 6．品質差の見える化
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きた。しかし、最近では中国でも省エネ基準
が定められ（1～5 つ星）、店頭での表示が義
務づけられるようになった。その結果、2008
年頃から海外製品のシェアが伸びている。エ
アコンでは従来、日本製品はインバータ技術
で省エネを訴求しようとしたが、低価格でノ
ンインバータの中国製品に勝てなかった。こ
の状況が、省エネ基準表示によって、少しず
つ変化しつつある。また、業務用エアコンの
分野では、ダイキンが高いシェアを上げてい
る。ダイキンは上海に「ソリューションセン
ター」というショールームを作り、その高品
質を訴求する努力をしている。
　中国の液晶テレビでも少しずつ状況は変
わっている。2005 年に薄型テレビが普及し
始めた時は、またたく間に中国企業が市場を
席巻したが、2007 年頃から日本製や韓国製
のテレビの逆転が始まっている。原因の 1 つ
は、売れ筋商品の画面サイズが大型化してい
ることである。画面サイズが大きくなると、
比較的小さな画面では目立たなかった画質の
差が目立つようになる。大画面化することで、
品質差が見える化した例である。

（3） メリハリをつけた現地化商品―差別化
軸の転換

　第 3 の戦略はいわゆる現地化商品の開発で
ある。これは差別化軸の転換として言い換え
ることもできる。日本市場、中国市場、イン

ド市場、それぞれの市場でどのような品質・
機能を重視していくかは変わってくる。現地
市場が重視する品質・機能軸を高め、現地市
場がそれほど重視しない品質・機能軸では若
干手を抜く。新興国市場だからといって、す
べての機能要求が日本より低いということは
ない。例えばインドでは自動車泥棒が多いの
で、防犯のためのメカニズムを強化するため
であれば、例えそれが価格増になっても受け
入れられる（朴、2009）。一方、日本の顧客
が要求するきめ細かな仕様については、それ
ほど頓着しない面もある。
　すなわち、現地市場が気にしない軸では品
質レベルを下げてコスト削減し、現地市場が
重視する軸はコストをかけても高めていくと
いうのが差別化軸の転換である（図表 7）。
それほど価格を上げずに現地市場に差別化商
品を投入するには、このような二面戦略が必
要である。現地化商品を開発するためには、
そのようなメリハリのついた商品開発が必要
である。言い換えると、ある軸では前述の第
1 の戦略、別の軸では第 2 の戦略を活用する
ということである。
　先進国市場向けの製品から、新興国市場向
けの製品に転換する時にこのようなことが必
要になる現象は、先に指摘したように、クリ
ステンセンが主張している「イノベーターの
ジレンマ」と同様のものとして捉えることが
できる。従来重視してきた価値軸を軽視する

図表 7．差別化軸の転換による現地化商品開発

高低
日本市場固有の品質・機能

低

高 下げる品質と
上げる品質との
組み合わせ
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一方で、軽視してきた価値軸を重視しなけれ
ばならないのが、イノベーターのジレンマで
ある。
　クリステンセンは顧客層が大きく変わる時
に顧客の求める価値が変わり、従来の顧客と
の価値ネットワークで最も成功してきたリー
ダー企業は、その価値転換に対応できずに失
敗する主張している。従来の主流市場では評
価されない新しい製品技術を「破壊的イノ
ベーション」と呼び、リーダー企業は破壊的
イノベーションで失敗するという。
　例えば、クリステンセンは自著の中で、ド
ライブサイズを小さくする価値を横軸に、容
量を増大させる価値を縦軸に取って図にプ
ロットし、同じハードディスクドライブでも、
ノート PC 市場とメインフレーム市場で重視
する価値が大きく異なっていることを示して
いる。サイズを小さくすることは、ノート
PC 市場では正の付加価値だが、メインフ
レーム市場では負の付加価値になっている。
　最近では、日本企業も新興国市場向けの差
別化商品を開発しようとして、様々な取り組
みが見られるようになった。一例として、パ
ナソニックが 2005 年に上海に設立した中国
生活研究センターがある。その活動内容は、
中国の消費者に対する徹底したフィールド調
査を実施して、その情報に基づいて商品企画
を提案することである。中国にはインター
ネットなどからの情報を加工して提供する調
査会社は数多くあるが、信頼できるフィール
ド調査を実施する調査会社は少ない。イン
ターネット調査などからは、生きた情報は手
に入らない。そこで、フィールド調査を自ら
の組織でしっかりやり、日本にいる製品開発
部門にフィードバックをかけていこうという
のが目的である。日本市場でも、パナソニッ
クが「くらし研究所」、シャープが「生活ソ
フトセンター」など、同様の機能の組織をもっ
ている。
　中国生活研究センターはまだ設立から間も
ないため、彼らの提案が実際の商品として実
現した例はまだ多くない。成功例の 1 つとし
てスリム型冷蔵庫がある。冷蔵庫では従来

60cm 幅が国際的に標準的であったが、それ
を 55cm 幅にした商品である。中国の家庭で
は冷蔵庫を台所に置かずに居間に置いている
例が多い。それについて、「中国人は最新の
冷蔵庫を客に見えるように居間に置いている
のだ」という言説もあった。しかし、よく調
査してみると、中国の一般家庭では台所のド
ア幅が狭く、60 ㎝幅の冷蔵庫を台所に入れ
ることができなかっただけであった。このサ
イズ変更を実行しただけで、売上げは 10 倍
にもなったという。
　実は台所のドアが狭くて冷蔵庫が入らない
という認識は、中国人にとっては当たり前か
もしれない。しかし、サイズ変更するには金
型などコストのかかる変更が必要になる。ま
た、日本ではわざわざ 55 ㎝幅の中途半端な
商品を出す価値はない。その価値を日本にい
る開発部隊に納得させるために、徹底した
フィールド調査データが必要になるのであろ
う。
　現地市場と日本の開発部隊との間の空間的
距離、心理的距離をいかに縮めるかが、現地
化商品開発を成功させるための 1 つの鍵にな
る。パナソニックの生活研究センターは、開
発組織は動かさずに解決する 1 つの方法であ
る。この問題に対するもう 1 つのアプローチ
は、開発組織の現地化であろう。インドのエ
アコン市場の日立がその成功例である。
　日立はインドのエアコン会社と合弁を設立
してインド事業を展開し、現在ではその会社
を子会社化している。もともとインド企業で
あったため、期せずして開発の現地化が実現
できた。そこではインド人エンジニアが、日
立の技術を吸収しながら、インド市場向け商
品を開発しているという。その成功商品に自
動検知機能付き送風エアコンがある。
　インドや ASEAN 諸国では日本と異なり、
エアコンの冷風が直接感じられなければ、
人々はエアコンで冷やされている気がしない
という。そこで、インド人エンジニアの発案
で、人間の動きを感知するセンサーを付け、
人間のいる方向に集中して送風するエアコン
を市場投入したところ、好評であったという。
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このような日本では見られないニーズは、他
の家電製品でもある。例えばインドではいま
だに停電が多いので、洗濯機を動かしている
最中に停電で止まることが多い。通常の洗濯
機が停電で止まると、どこまで洗濯が進んだ
状態で停止したのかわからない。そこで洗濯
機にメモリを付けて、停電した瞬間の洗濯機
の状態を記憶させ、停電から回復して洗濯を
再開した時に、自動的に続きから始まるよう
にした。
　また、ある日系メーカーは白物家電製品の
ASEAN 市場開拓のために、タイにタイ人エ
ンジニアからなる設計チームを作った。この
会 社 は、 従 来 は 日 本 の 低 価 格 モ デ ル を
ASEAN 市場に投入していたが、売上げも利
益も伸びなかった。そこで、日本の高機能モ
デルを投入する製品戦略の転換を行なった。
しかし、日本で開発した高機能モデルでは価
格が高すぎる。ASEAN 市場向けに低価格の
高機能モデルを設計した。基本機能はそのま
まにして、材料、部品、その他の細かな機能
を見直して、現地市場では重視しない部分の
コストを削っているという。この見切りが日
本人エンジニアでは難しい。現地事情をよく
知ったタイ人エンジニアならでは可能にな
る。その結果、この企業の ASEAN 事業は
急速に収益構造を改善しているという。

むすび

　現在、深刻な経済危機を打開する鍵として
「イノベーション待望論」のような空気が蔓
延しつつあるようだ。閉塞状態の中から抜け
出すには、画期的なイノベーションで一発大
逆転を狙おうという発想は危険である。これ
は、新興国市場に対しても、技術とイノベー
ションで勝負すれば良いという考え方にもつ
ながる。新しい市場を開拓するときに、技術
力だけでは決して成功しない。
　もう一方で、新興国市場は所得レベルが低
いから、とにかく価格を安くすれば良いとい
う発想も危険である。価格低下は、市場開拓
の第一歩としては重要だが、価格を下げるこ
と自体が重要なのではない。その国の消費者

が、何に対してどのくらいの価格を受容でき
るかが重要である。価格を下げることを目的
にして、その市場を理解しようとしなければ、
やはり、長期の成功にはつながらないであろ
う。
　新しいからこそ、その市場をよく理解する
ことが重要である。その上で、技術、製造、
販売を統一したビジネスモデルでつなげてい
くことが求められる。日本企業のものづくり
能力を基盤にしながらも、市場からのマーケ
ティング発想を起点にして新興国ビジネスの
再構築をはかり、大きな市場獲得につなげら
れることを期待したい。
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1．�日本企業の人材マネジメントの
あり方

　日本の多国籍企業が世界に広がるオペレー
ションを十全に運営するために必要な人材を
活用するには、「本社のグローバル化」と「現
地法人における人材の蓄積」が不可欠である。
しかも、この「本社のグローバル化」と「現

地法人における人材の蓄積」は同時並行的に
行われる必要がある。前者（人材の需要面）
の制度化だけが先走り、後者（人材の供給面）
が疎かになっている場合には、栄養失調のよ
うな形で組織は機能しないし、逆に、後者（人
材の供給面）だけが進み、前者（人材の需要
面）が存在しない場合には、人材獲得・育成
の無駄が発生する。

日本企業のグローバル人材マネジメント
上の諸課題　―調査結果からの考察―

早稲田大学政治経済学術院教授　白木　三秀

Abstract

In order for Japanese multinational corporations to conduct their worldwide operations 
thoroughly and to utilize their human resources accordingly, both “the globalization of 
headquarters” and “the accumulation of human resources at local corporations” are 
indispensable. Furthermore, “the globalization of headquarters” and “the accumulation of 
human resources at local corporations” must materialize simultaneously.

“The globalization of headquarters” refers to a situation where the organization of a 
headquarters changes in order to utilize multi-national human resources. Here, 
headquarters includes both “Japanese headquarters,” which are local headquarters in 
Japan, and “world headquarters,” which are the decision-making entities for the group 
companies as a whole. These two types should be clearly distinguished.

On the other hand, “the accumulation of human resources at local corporations” refers to 
a situation where, through the practices of due human resource management, staff 
motivation is raised and as a result, the accumulation of talents is realized.

Keeping the above mentioned questions in mind, this paper, being based on the results of 
a questionnaire conducted by the Japanese Overseas Enterprise Association (JOEA), 
attempts to analyze and discuss the realities and issues of human resources management 
in Japanese multinational corporations. Then, to be concrete, it further analyzes and 
discusses the facts and logic of the measures Japanese corporations have devised to deal 
with the introduction of the Labor Contract Law in China. Further, the paper attempts to 
discuss the competencies and abilities of Japanese global managers and the evaluation of 
them within China. Finally, the paper gives an overview of the problems of corporate 
headquarters and other related problems.
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　より具体的に考えてみよう。「本社のグロー
バル化」とは、本社組織が多国籍の人材を活
用できるように変わることであり、また、本
社という場合に、日本の地域本社である「日
本本社」と、グループ企業全体の意思決定を
行う場である「世界本社」とを明確に区別す
ることを含んでいる。この場合の「日本本社」

（そこでは日本語が基本言語となる）が他の
グループ企業との人事交流を実施し、多国籍
な人材を包含できるようになることが「グ
ローバル化」である。「世界本社」はバーチャ
ルな意思決定の場でも全く構わないものであ
るが、ここでは多国籍であることがむしろ当
然なのである。したがって、使用言語は日本
語である保障はどこにもない。
　他方、「現地法人における人材の蓄積」とは、
人的資源管理における当たり前のことの実践
を通じて、スタッフのモチベーションを高め、
その結果として人材の蓄積をもたらすことを
意味している。スタッフのモチベーションを
高めるには、信頼できる上司の下で、自分の
能力をどれだけ伸ばせるかどうかが基本であ
り、それに対応する形で公平な評価や処遇（給
与・ボーナスの支給）が行われ、時には現地
法人を超えるグループ企業内でのキャリアの
提示も必要となってくる。ここに至ると、「現
地法人における人材の蓄積」と「本社のグロー
バル化」とは、表裏一体の関係にあることが
明らかである。
　このような問題意識の下、以下では、日本
在外企業協会が 2008 年末に実施したアン
ケート調査結果＊1 を踏まえ、日系企業の人

材マネジメントの現状と課題を検討する。そ
の後、中国でのグローバル・マネジメント人
材の資質・能力とそれへの評価、さらに本社
の課題などについて論じることにする。

2．�アンケート調査結果のハイライ
ト：日本企業のグローバル化と
その諸課題

（1）全般的状況
　アンケート調査に回答した 108 社（回収率
39％）の海外拠点数は 5,411 箇所（無記入を
除く 101 社の合計値、以下 101 社と略）、国
内従業員数は 2,543,966 人（106 社）、海外従
業員数は 1,506,158 人（92 社）、日本人の海
外派遣者数は 17,962 人（94 社）であった。
　海外拠点 5,411 箇所の地域別分布は、図表
1 に示されるように、アジア 29.9％、中国
24.8％とアジア地域で 54.7％と過半数を占め
ていた。これに続くのが欧州の 17.8％、北米
の 15.9％であった。
　同じ表で海外従業員数（85 社）を地域別
に見ると、アジア 33.7％、中国 34.5％とアジ
ア地域で 68.2％とさらにアジア集中が際だつ
ことになる。ちなみに、欧州は 11.0％、北米
は 12.4％にとどまる。
　ただし、売上高で見ると、中国、アジアの
ウエイトは下がり、北米、欧州のウエイトが
上がる。売上高の過半数（59.5％）は、北米
と欧州で占められる（図表 1 参照）。
　企業のグローバル化に伴い、利益獲得の海
外拠点への依存度も高くなって来るであろ

＊1 社団法人日本在外企業協会は、本稿で用いた第 5 回目の「海外現地法人の社長」についてアンケート調査を実施している。
詳細については、『月刊グローバル』（社団法人日本在外企業協会（日外協）、6 月号、pp.12-17.）をご覧いただきたい。

図表 1 ．海外の拠点数、従業員数、売上高の地域別分布

　 北米 中南米 中国 アジア オセアニア 欧州
中東・ 

アフリカ
合計

海外拠点数 15.9% 5.6% 24.8% 29.9% 2.4% 17.8% 3.6% 100％（101 社）

海外従業員数 12.4% 6.8% 34.5% 33.7% 0.5% 11.0% 1.1% 100％（ 85 社）

海外売上高 37.6% 2.0% 20.3% 14.7% 1.3% 21.9% 2.2% 100％（ 66 社）
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う。回答の得られた 40 社で見ると、図表 2
の通り、連結経常利益に占める海外経常利益
の比率は、80％以上に上る企業も 10％存在
し、40 － 80％の企業も 17.5％に上っている。
こうして平均は 30.5％となる。（ただし回答
の得られた 41 社のうち、連結経常利益、海
外経常利益ともにマイナスとなっている 1 社
は除いた。）今や、日本の多国籍企業にとって、
海外での経営業績の如何が日本本社の業績を
大きく左右するようになったといってよい。

（2） 現地法人におけるトップ・マネジメント
の状況

　現地法人の社長の国籍を見ると、日本人
83.6％、外国人 16.4％と、8 割強が日本人と
なっている（図表 3 参照）。なお、外国人と
いう場合に、526 社中 500 社（95.1％）とほ
とんどが現地国籍人のことであり、第三国籍

人の比率は 526 社中 16 社（3.0％）に過ぎない。
　さらにこれを地域別に検討すると、とりわ
け中東・アフリカ、中国、それにアジアで社
長が日本人である比率が高くなっている。操
業年数の比較的短い現地法人が多い中国で
は、現地法人の統制と経営ノウハウ・技術移
転等のため日本人がとりわけ多く派遣されて
いることがうかがわれる。
　このような外国人がどのような方法で登用
されたのかを見ると、図表 4 の通り、内部昇
進が 63.4％と最多である。これにパートナー
企業の指名、直接スカウト、人材紹介会社を
通じての採用などが続いている。これらに比
べると、自社の他法人からの異動（第三国籍
人を多く含むと考えられる）や本社から派遣
された外国人は、それぞれ 7.0％、4.2％とまだ
まだ例外的な方法にとどまっているといえる。
　外国人社長登用の理由やメリットは、図表

図表 3．社長の国籍（地域別）

　 北米 中南米 中国 アジア オセアニア 欧州
中東・ 

アフリカ
合計

（3,199 社）

日本人 72.2％ 77.1％ 90.7％ 88.3％ 86.3％ 73.7％ 95.1％ 83.6％

外国人 27.7％ 22.9％  9.3％ 11.7％ 13.7％ 26.3％  4.9％ 16.4％

（注）日本本社 95 社の回答による。
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図表 2．連結経常利益に占める海外経常利益の比率
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5 に明らかなように、まずもって本人の能力
が優れていることは当然のこととして、現地
社会に深く入れることが大きな理由となって
いる。現地でのビジネス展開が進むにした
がってこの理由が多くなっていくものと見ら
れる。それ以外の理由・メリットは、現地従
業員のモラール・アップである。優秀な現地
社員を採用できるという理由もこれと軌を一
にした理由であると見られる。

　後述のように、現下において現地人社員の
育成が最大の経営課題となっている中で、外
国人社長の登用は戦略的重要性を持っている
といえよう。
　合弁などの場合に、パートナー企業の指名
による場合も少なくない理由となっている。
　以上のような理由や根拠でもって外国人社
長を登用するのであるが、その場合の難点は
何であろうか。図表 6 はこの点を明らかにし

図表 4．外国人社長起用の方法・経緯（選択肢 3 つまでの複数回答による）

（注）回答企業数 101 社。ただし外国人社長のいない 30 社を除き 71 社を母数として比率を算出した。

内部公募 1.4
新聞などで公募した 1.4
取引先・銀行・官庁などからの 2.8
本社から派遣された外国人 4.2
自社の他の法人からの異動 7.0
人材紹介会社に依頼して探 9.9
その他 14.1
直接スカウトした 21.1
パートナー企業の指名 40.8
内部昇進 63.4

1.4

1.4

2.8

4.2

7.0

9.9

14.1

21.1

40.8

63.4

0 10 20 30 40 50 60 70

内部公募

新聞などで公募した

取引先・銀行・官庁などからの紹介

本社から派遣された外国人

自社の他の法人からの異動

人材紹介会社に依頼して探した

その他

直接スカウトした

パートナー企業の指名

内部昇進

(％) （％）

図表 5．外国人社長起用の理由（選択肢 3 つまでの複数回答による）

その他 2.7

現地社会での企業イメージアップ 2.7
日本人の適当な人材がいない（日 4.1
日本本社の国際化が促進される 5.5
経営に合理的発想が期待できる 8.2
優秀な現地社員を採用できる 11.0
パートナー企業の指名 24.7
現地従業員のモラール・アップに 37.0
現地社会に深く入れる 67.1

本人の能力が優れている 76.7

76.7

67.1

37.0

24.7

11.0

8.2

5.5

4.1

2.7

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

現地社会での企業イメージアップになる

日本人の適当な人材がいない（日本人人材の不足）

日本本社の国際化が促進される

経営に合理的発想が期待できる

優秀な現地社員を採用できる

パートナー企業の指名

現地従業員のモラール・アップにつながる

現地社会に深く入れる

本人の能力が優れている

(％)

（注）回答企業数 73 社。

（％）
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ている。最大の問題は、本社とのコミュニケー
ションが難しくなるという点である。同根の
難点として、本社主導の経営がやりにくい、
自社の経営理念の共有が難しい、日本人派遣
者との連携がとりにくい、グローバルな経営
戦略を理解してもらいにくいなどが指摘され
ている。これらの問題群は、本社におけるグ
ローバル・マネジメント・システムの遅れを
示していると見て良いであろう。
　他方で、社内に優秀な外国人人材がまだ育
成されていない、会社に対する忠誠心が低い
などという指摘は、さらに外国人社員を登用
する意欲はあるにしても人的面でのボトル
ネックが問題となっていることを示している。

（3）グローバル化に伴う経営諸課題
　グローバル化に伴い本社がどのような経営
課題を抱えているのかを見ると、図表 7 に明
らかなように、最大の課題は、現地人社員の
育成である。優秀な人材の採用、育成、活用、
確保という基本的な課題を抱えていることを
指摘できる。この点は、製造業より非製造業
の方でより大きな課題となっているように見
える。
　これに続くのが、本社と海外現地法人との
コミュニケーション、グローバルな人事・処

遇制度の確立、経営理念の共有化、権限委譲
と現地法人の経営主体化、現地人幹部の経営
理念の理解、技術・ノウハウの移転等の日本
企業のグローバル・マネジメント・システム
の確立と展開に関わる課題である。
　さらに、日本人派遣者の育成も大きな課題
として指摘されている。現地人社員の育成、
日本企業のグローバル・マネジメント・シス
テムの確立と展開で最も中心になって機能す
るのが日本人派遣者に他ならないためである
と考えられる。その意味で、海外オペレーショ
ンを安心して任せられる海外派遣人材のさら
なる育成と蓄積が必要となっている。

3．�日本人派遣者の現地マネジメン
ト上の課題

　以上で、今回のアンケート調査からうかが
われる諸課題についての検討を終える。これ
らから明らかなように、親会社から海外オペ
レーションを預かる海外派遣者には、子会社
の統制、本社との調整、本社からの技術・経
営ノウハウの移転、それに、本人ならびに後
継者の育成というミッションが与えられてい
る。しかも、親会社、パートナー、現地社会、
競合他社などの日常的な影響力の下で、それ

図表 6．外国人社長を起用しない理由（選択肢 3 つまでの複数回答による）

（注）回答企業数 71 社。

日本人のグローバル人材が育ちづらくなる 0.0

全社人事ローテーションに支障が出る 1.4
その他 4.2
グローバルな経営戦略を理解してもらいにくい 7.0
会社に対する忠誠心が低い 11.3
本社からの日本人派遣者との連携が取りにくい 12.7
自社の企業理念の共有が難しい 25.4
本社主導の経営がやりにくい 33.8
社内に優秀な外国人人材がまだ育成されていない 38.0

本社とのコミュニケーションが難しい 70.4

0.0

1.4

4.2

7.0

11.3

12.7

25.4

33.8

38.0

70.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日本人のグローバル人材が育ちづらくなる

全社人事ローテーションに支障が出る

その他

グローバルな経営戦略を理解してもらいにくい

会社に対する忠誠心が低い

本社からの日本人派遣者との連携が取りにくい

自社の企業理念の共有が難しい

本社主導の経営がやりにくい

社内に優秀な外国人人材がまだ育成されていない

本社とのコミュニケーションが難しい

(％
)

（％）
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らを適切に調整しながら意思決定を行ってい
る。これだけの複雑かつ過重な負担の中で適
切な意思決定ができる人材とは、強靭な精神
力と体力を持つベスト・アンド・ブライテス
ト以外に考えられない。
　もちろん、派遣者それぞれが与えられる
ミッションはより具体的であり、各個人の職
位、職種、年齢、さらには現地法人の成長段
階・役割により大きく異なるであろう。例え
ば、現下のように市場がきわめて縮小する状

況にある場合には、全般的に市場の積極的な
開拓よりは、市場の確保の方がより重要な
ミッションとなるかもしれないし、新設の現
地法人にトップ・マネジメントして派遣され
る人には経営理念の浸透がもっとも重要で、
工場長として派遣される人には製品の品質の
安定・向上がより重要かもしれない。
　海外派遣を一層難しくしている点は、既述
のようにして与えられたミッションが本社か
ら見て達成されることが最も重要であること

合　計（104社） 製造業（71社） 非製造業（33社）
その他 2.9 2.8 3.0
研究開発機能の移転 4.8 7.0 0.0
資本の現地調達化 5.8 4.2 9.1
技術、ノウハウの移転 19.2 21.1 15.2
現地人幹部の経営理念 22.1 21.1 24.2
権限委譲による海外現地 24.0 23.9 24.2
経営理念の共有化 25.0 22.5 30.3
日本人派遣者の育成 33.7 32.4 36.4
グローバルな人事・処遇 34.6 38.0 27.3
本社と海外現地法人との 49.0 52.1 42.4
現地人社員の育成 70.2 66.2 78.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

研究開発機能の移転

資本の現地調達化

技術、ノウハウの移転

現地人幹部の経営理念の理解

権限委譲による海外現地法人の経営主体化

経営理念の共有化

日本人派遣者の育成

グローバルな人事・処遇制度の確立

本社と海外現地法人とのコミュニケーション

現地人社員の育成

合　計（104社）

製造業（71社）

非製造業（33社）

(％
)

図表 7．グローバル化に伴う経営諸課題（選択肢 3 つまでの複数回答による。業種別）

　
合　計

（104 社）
製造業

（71 社）
非製造業

（33 社）

現地人社員の育成 70.2 66.2 78.8

本社と海外現地法人とのコミュニケーション 49.0 52.1 42.4

グローバルな人事・処遇制度の確立 34.6 38.0 27.3

日本人派遣者の育成 33.7 32.4 36.4

経営理念の共有化 25.0 22.5 30.3

権限委譲による海外現地法人の経営主体化 24.0 23.9 24.2

現地人幹部の経営理念の理解 22.1 21.1 24.2

技術、ノウハウの移転 19.2 21.1 15.2

資本の現地調達化 5.8 4.2 9.1

研究開発機能の移転 4.8 7.0 0

その他 2.9 2.8 3.0

（図表 7 の値） （％）

（％）
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はいうまでもないが、同時に当該派遣者が現
地スタッフに十分、受け入れられているかど
うかという点も現地法人の業績向上の重要な
要素となるという点である。つまり、本社か
らのミッション達成はいうまでもないが、同
時に現地スタッフの動機付けにプラスになる
人材かどうかが、全体としての現地法人の業
績向上に密接不可分となっている。
　そこで、一例として中国人の部下から日本
人上司がどのように評価されているかを見て
みたい。具体的には、在中国日系企業に働く
ホワイトカラーを対象に、彼らが自分の直属
上司（中国人上司と日本人上司）に対し、業
務遂行能力、部下育成能力、コミュニケーショ
ン（情報伝達）能力、問題対応能力、対人関
係、異文化対応能力（日本人上司のみを対象）、
そして中国人部下と上司との関係との 7 つの
カテゴリーごとにどのような評価をしている
のかについてアンケート調査を 2008 年 9 月
に実施した。図表 8 はその結果である＊2。
　図表 8 は、中国人部下からの直属上司への
評価（各評価項目について、部下の評価を点
数化（1=-2、2=1、3=0、4=1、5=2）した）
に関する国籍別間差異を t‐検定により比較
分析したものである。「仕事の効率が高い」「現
場の状況を客観的に会社に伝えてくれる」「会
社の経営についてよく話してくれる」「上司
の指示に納得して行動している」という 4 つ
の項目以外、全体的な傾向として、中国人上
司の方がより高い評価を得ている。業務遂行
能力のカテゴリーにおいては有意差が見られ
なかったが、「仕事において、説明が分かり
やすく納得性がある」という項目における日
本人上司の評価がきわめて低く、語学力不足

を超えて、日本人上司の指示の仕方や態度が
関係しているかもしれない。
　部下育成能力のカテゴリーにおいては 11
項目のうち、「部下に対する気配りや関心が
ある」「部下を信頼している」「部下を叱るよ
り褒めることが多い」「部下の成果を客観的
に評価する」「部下の間違いを的確に指摘す
る」「部下のキャリアに関心を持つ」「部下の
要望をよく聞く」の 7 項目で中国人上司・日
本人上司間に有意差が見られた。つまり、現
地人材の確保・育成がますます重要になって
いく中、中国人部下の育成と成長できる環境
の提供において日本人派遣者はより劣ると指
摘されている。
　次に対人関係のカテゴリーにおいては、「上
の人が間違っていたら指摘する」という項目
に有意差が見られた。また上司との関係のカ
テゴリーにおいて「私は直属上司と仕事以外
の話をよくする」で有意差が現れた。管理能
力のみならず、対人面でも中国人上司と比べ
低い評価となっている。
　今回の調査においては、中国人部下からみ
て日本人上司の評価が相対的に低いことが指
摘できる。特に部下育成のカテゴリーにおい
ては、部下からみて日本人直属上司が自分を
育成しようとする姿勢が弱いと見られている＊3。
　これらの結果から、日本人派遣者は部下育
成能力、日本国内とは異なる異文化での自己
主張や意思疎通などにおいて課題を抱えてい
ることが明らかである。しかし、これらの課
題は、本社によるキャリア・サポートのあり
方によりかなりの程度までは解決可能なもの
ではないかと考えられる。
　しかし同時に、各国、各地域では企業経営、

＊2 本調査は「2008 年度早稲田大学特定課題研究助成費」（. 課題番号：2008B-002）による研究の一部である。本研究への参加者
は、筆者、梅澤隆（国士舘大学教授）、韓敏恒（早稲田大学大学院博士後期課程）、孫豊葉（早稲田大学大学院博士後期課程）
である。図表 8 の作成は韓敏恒による。本調査は、中国沿岸部の天津、青島、北京、上海で操業する日系企業計 15 社で働く
中国人ホワイトカラーを対象に実施した。調査時期は 2008 年 9 月～11 月である。アンケートの配布は天津、青島の日系企
業を訪問した際に調査の趣旨を説明し、了解を得たうえで配布したものと、個人的な人脈を通じ電子メール形式での配布の
2 通りの方法をとった。配布したアンケート票は計 211 票あり、うち有効サンプルが 180 票であり、有効回収率は 85.3％で
ある。

＊3 私たちは 2008 年 6 月の文部科学省の産学連携プロジェクトに申請し、選定を受けて同年 10 月から「海外経営専門職人材養
成プロジェクト」（略称 G － MaP）を開始した。プログラムの詳細についてはホームページ（http://www.waseda-gmap.
jp）を参照されたい。当該プロジェクトの一環としてこれらの先行調査をより拡充したアンケート調査も実施中である。
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直属上司の評価
中国人　N=131
平均値（標準偏

差）

日本人　N=49
平均値（標準偏

差）

全体　N ＝
180

t 値
専門知識を確実に身につけている 1.23 （0.87 ） 1.20 （0.71 ） 0.18 　
仕事が効率的である 1.18 （0.89 ） 1.33 （1.36 ） -0.87 　
意思決定が速い 0.92 （0.94 ） 0.86 （0.94 ） 0.42 　
既存の考えにとらわれず、新しいアイディアを出す 0.93 （1.01 ） 0.88 （1.01 ） 0.32 　
業務に必要な知識やスキルを自発的に習得しようとしている 1.15 （0.92 ） 0.98 （0.95 ） 1.11 　
仕事において、説明が分かりやすく納得性がある 1.09 （1.18 ） 0.71 （1.06 ） 1.96 　
部下に対する気配りや関心がある 1.05 （1.03 ） 0.63 （1.17 ） 2.36 ＊
部下を信頼している 1.14 （1.21 ） 0.67 （1.03 ） 2.38 ＊
部下を叱るより、ほめることが多い 0.93 （1.27 ） 0.35 （1.18 ） 2.81 ＊＊
部下に明確な業務目標を示してくれる 1.18 （1.07 ） 0.84 （1.03 ） 1.91 ＊
部下の成果を客観的に評価する 1.09 （0.92 ） 0.65 （0.95 ） 2.82 ＊＊
部下の間違いを的確に指摘し、方向を示してくれる 1.21 （1.26 ） 0.69 （0.94 ） 2.58 ＊
部下のアイディアや提案をよく聞いてくれる 1.33 （1.24 ） 0.94 （0.97 ） 1.98 ＊
部下の今後のキャリアについて関心をもっている 0.60 （1.10 ） 0.24 （0.99 ） 2.00 ＊
部下育成のためのチャンスを用意してくれる 0.80 （1.24 ） 0.53 （1.08 ） 1.35 　
重要な問題について、部下にも相談する 1.22 （0.82 ） 1.00 （0.89 ） 1.58 　
部下の要望をよく聞いてくれる 1.15 （0.85 ） 0.86 （0.94 ） 2.03 ＊
問題点を素早く発見できる 1.03 （0.91 ） 0.86 （0.79 ） 1.18 　
問題が発生した時の対応が速い 1.16 （0.98 ） 0.86 （0.87 ） 1.91 　
会社に関する情報を部下に伝えてくれる 1.16 （0.80 ） 1.10 （1.43 ） 0.34 　
現場の状況を客観的に会社に伝えてくれる 1.25 （1.03 ） 1.35 （1.79 ） -0.44 　
会社の経営についてよく話してくれる 0.55 （1.02 ） 0.65 （1.56 ） -0.52 　
上の人が間違っていたら、指摘する 0.72 （1.47 ） 0.16 （1.65 ） 2.17 ＊
上から評価されている 1.17 （1.35 ） 0.96 （1.53 ） 0.89 　
関連部署から支援や理解を得て、仕事をしている 0.99 （0.87 ） 0.84 （1.55 ） 0.85 　
他部門の悪口を言わない 1.06 （0.93 ） 1.02 （1.59 ） 0.21 　
他部門からの支援を求められる時、できるだけ支援する 1.27 （0.81 ） 1.16 （1.40 ） 0.62 　
ミスをした時は素直に認める 1.06 （0.81 ） 0.88 （1.48 ） 1.06 　
中国社会に関心をもち、中国の習慣を理解している 　 1.12 （1.96 ） 　 　
中国語をよく勉強している 　 1.20 （1.96 ） 　 　
私は直属上司の指示に納得して、従っている 1.18 （0.88 ） 1.39 （1.79 ） -1.02 　
私は直属上司の指示に異議があったら、反論できる 1.24 （0.75 ） 1.14 （1.38 ） 0.63 　
私は直属上司と仕事以外の話をよくする 0.46 （1.52 ） -0.08 （1.81 ） 2.01 
私は仕事を離れて、直属上司と食事に行くことがある -0.21 （1.63 ） -0.55 （2.01 ） 1.18 　

（注）＊＊：1％水準で有意、＊：5％水準で有意であることを示す。

図表 8．中国人部下からみた直属上司の国籍別評価（t －検定結果）
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とりわけ人的資源管理にとって環境要因とい
える政策・制度上の変化も著しく、これへの
対応もスピーディに的確に行っていく必要が
ある。そこで、次に中国での「労働契約法の
導入」を事例として、日本企業でどのような
変化が生じているかを検討することにしよう。

4．�中国における労働契約法施行の
人的資源管理への含意

　2008 年 1 月 1 日より中国では「労働契約
法」が施行されている。そのことによる企業
経営や人的資源管理へのインパクトについ
て、事例を踏まえて考えてみよう。

（1）労働契約法のポイント
　1990 年代から 2000 年代にかけての急速な
経済発展の中で国有企業労働者のレイオフが
行われるとともに、農村からの出稼ぎ労働者
数が大幅に増加し、労働力の超過供給が発生
した。このため、労働契約の未締結や一方的・
短期的解除、試用期間の濫用といった問題が
多発するようになった。
　これらの問題に対応するために、これまで
の使用者に有利と思われた 1995 年施行の労
働法に代えて導入されたのが、労働契約法

（2008 年 1 月 1 日施行、全 8 章 98 条から構
成）である。従来の労働法と比較すると、労
働契約法は労働者の権利を大幅に拡大するな
ど、いわば「社会的弱者」である労働者の保
護を重視する側面が極めて強いといえる。
　労働契約の期間は、これまでの 1 年ごとの
雇い止めが認められていたのと比べると大き
く変化した。労働契約法では、労働契約の期
間を定めるにあたって正しい対応をしないと
企業側に不利益がもたらされる。すなわち、
2 回連続して一定の期間を定める「固定期間
労働契約」を締結し、さらにこれを更新する
ときは、原則として、期間を定めない「無固
定期間労働契約」を締結しなければならない。
　採用した労働者の適性・能力を全面的に把
握するのに長い期間が必要であれば、第 1 回
目の労働契約を締結するにあたって、その期

間を長くすることがより重要となる。という
のも、第 2 回目の固定期間労働契約が期間満
了となったときは、原則として自動的に契約
が更新されるため、企業がその要求を満たさ
ない者との契約締結を拒否するチャンスは、
第 1 回目の労働契約の期間満了時に限られ
る。そこで、第 1 回目の労働契約については、
労働者の適性・能力をよりよく把握するため、
固定期間労働契約の期間をなるべく長期化さ
せようとする論理が企業側に働く。
　労働契約未締結の場合の使用者の責任は大
きい。つまり、労働契約締結の義務を怠り、
雇用した日から 1ヶ月以上にわたって労働契
約を書面で締結しなかった使用者は、労働者
に対し、月ごとに賃金の倍額を支払わなけれ
ばならない。さらに労働者を雇用した日から
1 年以上にわたり労働契約を書面で締結しな
かった場合には、無固定期間労働契約を締結
したものとみなされ、かつ、その使用者は、
労働者にその間の賃金の倍額を支払わなけれ
ばならないのである。
　労働契約法は、労使双方が協議して合意に
達したときは、労働契約を解除することがで
きるものと定めている。しかし、労働契約法
は、使用者側が解除を提議して労働者と合意
に達したときは、使用者は、労働者に対し経
済補償金を支払わなければならないと定めて
いる。労働者の側から労働契約の解除が提議
され、双方がこれに合意したときは、使用者
の経済補償金支払義務は生じない。
　これら以外にも、労働契約法では、規則制
度の周知義務、労働者の民主的参加が明記さ
れ、試用期間や労務派遣などについても明確
な定義がなされている。

（2）日系企業の対応
　労働契約法が導入され、個別企業ではどの
ような対応がなされているのかを探る目的で
2008 年の 8 月末から 9 月初旬にかけて、天
津、青島の日系企業を駆け足で訪問したこと
がある。若干の事例をかいつまんでまとめる
と以下の通りであった。
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　A 社（電機メーカー、独資、1995 年設立、
従業員数約 1800 人）： 2007 年 12 月、従来の
会社規定で変えるべき項目を組合と企業の間
で協議した。現在、組合の責任者は総務部長
で、従業員全員が組合に加盟している。12
月末に、10 年以上の長期勤続に伴う無固定
期間労働契約者を増やさないため駆け込み的
に雇用調整を実施する企業も多いようである
が、A 社はそれを行わなかった。操業年数
が短くて勤続年数が 10 年近くの従業員がま
だ少なく、また長期勤続者に優秀な社員が多
いであるためである。ただし新入社員との初
回契約期間を従来の 1 年から 3 年に変更し
た。試用期間は 6 か月で、2 回目の契約期間
も 3 年間にする予定である。試用期間中に能
力テストを導入し、不適格者を見極めるよう
にした。法律により、労働組合への加入は試
用期間中と関係なく、働き始める日からであ
り、また試用期間中の給与は正式に雇用する
ときの 80％以上でなければならない。また、
管理者に対しての労働法勉強会を行ったり、
就業規則を組合と交渉しながら見直したりし
ている。従業員のうち、約 500 人（全員女性）
は農村からの出稼ぎ労働者である。これらの
労働者の雇用管理が難しいため、政府系の派
遣会社と締結して派遣社員の形で雇用してい
る。天津では派遣の利用が多い。ただし、実
際に採用、管理を行うのが企業自身であり、
派遣会社には給与や福祉、保険の管理だけ任
せている。労働契約法により派遣会社への規
制が厳しくなっていることがあって、A 社
は派遣会社との間で、その責任が自社に転嫁
されないかどうか懸念している。今後雇用量
を絞りながらもっと付加価値の高い生産を考
えるという。

　B 社（製薬メーカー、合弁、1996 年設立、
従業員数約 300 人）：B 社では、定着率の悪
い営業部門と対照的にほかの部門の定着率は
きわめて高い。周辺の競争企業と比較して待
遇が良いのが最も大きい理由と見られている。
就業規則に関して B 社は従来からきちんと
やってきたので、労働契約法に対応して変え

るべきところは少ないが、1 年ほど前からプ
ロジェクトを作り、就業規則の 1 割ぐらいの
改定、追加を行った。具体的には、まず、採
用のときに、試用期間を明示すること、次に、
労働契約期間に対して工場に勤める従業員は
1 年契約、営業職は 2 年契約とした。B 社で
は企業特殊技能を重視し、長期雇用の方針を
とっている。従業員が特に問題なければ、そ
の後契約期間を更新することになっている。
生産が安定しており変動も少なく、雇用調整
も特に行っていない。
　労働契約法により従業員が企業に対して請
求権をもつようになることに対して、組合を
通じて従業員が請求する。B 社の従業員の 3
分の 2 ぐらいが中国側のパートナー企業から
きたので、勤続年数は 10 年を超えているの
が多く、現在は既に無固定期間労働契約に変
わっている。清掃、警備の仕事に派遣会社と
締結して農民工を非正規社員として導入して
いるが、製品の品質を維持するために、工場
の従業員は正社員の形で雇用している。そし
て優秀な農民工を正社員に採用するルートを
用意している。労働契約法のメリットに関し
ては、従業員と紛争が発生するときに、解決
基準が明確化されているので、解決コストが
下がるものと受け止めている。

　C 社（小売業、合弁、1998 年設立、従業
員数約 1300 人）：2008 年現在、従業員は約
1300 人であり、そのうち 1100 人ぐらいは正
社員となっている。C 社の初任給は地元の最
低賃金よりはるかに高い。C 社は労働契約法
に対して、就業規則を改定し、労働契約期間
の変更を行った。以前の初回労働契約期間は
一般社員が 1 年、ジュニア管理職が 2 年、中
層管理職（課長クラス）が 3 年、トップ管理
職（部長クラス）が 5 年と、その後同じ期間
で更新することになっていたが、2008 年か
らは、2 回目の契約期間を一般社員はそのま
まで管理職はすべて延長した。一般社員の初
回労働契約期間を従来のまま 1 年にしたの
は、働いてみてから長期に勤めるかどうかを
決めたいと一般社員からの希望があり、労使
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双方が合意したためである。実際に一般社員
の離職率は他の従業員より高い。
　就業規則に関しては労働契約法の細則が出
てから、中国全土にあるすべてのグループ企
業で歩調を合わせて対応する予定である。労
働契約法は企業の解雇行動を規制している
が、社員が簡単に辞められることや、さらに、
社員が辞表を提出した翌日から会社に来なく
なる場合、企業経営に支障が生じるにも関わ
らず請求権が定められていないことなど、労
働契約法が労働者への保護が行き過ぎと、C
社は不公平に感じている。それと同時に C
社は労働契約法により社内の就業規則がさら
に明確になるにつれて、社員の就業規則や法
律に従う意識が高まるようになり、メリット
もあると評価している。

（3）解釈と評価
　以上から、当座、日系企業は就業規則の修
正、労働契約期間の変更にとりわけ取り組ん
でいるように見られる。
　就業規則の見直しは以下の理由が考えられ
る。第 1 に、現在の就業規則が労働契約法に
一致しない場合、その内容を事前に修正して
おく必要があるためである。第 2 に、就業規
則を綿密に設定する必要がある。従業員に求
めることをより明確に規定することで企業の
権益を守り、他方で、就業規則に違反する従
業員の行為に対して、懲戒や解雇の正当な理
由にするためである。
　採用において企業は慎重となり、より厳し
く選抜するだろう。これは、解雇が難しく、
長期雇用が見られる内部労働市場では当然の
ことで、企業は採用の段階で、より多くの時
間と費用をかけて自社にふさわしい人材を選
別する必要が高まると考えられる。熟練を要
する職場や職種ではもともと定着率が高く、
実体として長期雇用が見られたため、今回の
労働契約法により大きな変化は生じていない
面もある＊4。

　長期雇用を促進することで、雇用を安定さ
せるのは、既述のように、労働契約法の目的
の一つである。中国では、最初の 2 回は労働
期間を定めて契約をし、3 回目には従業員の
希望によるが、無固定期間労働契約を締結す
ることになっている。このような状況下では、
企業は人事戦略として長期雇用の戦略をいや
がうえでもとるようになるのではないかと考
えられる。長期雇用の中で、適切な人的資源
管理を実施し、労働者のモラールを維持向上
させるための工夫が不可欠となったことは明
らかである。

5．�グローバル・マネジメント人材
に必要とされる資質・能力と本
社の課題

　多国籍企業の海外オペレーションにおける
成否は、本社からの派遣者が各人に与えられ
たミッションを十分に達成すると同時に、環
境の変化に的確かつスピーディに対応しなが
ら、現地法人における人材マネジメントが現
地スタッフを引きつけ、動機付けられるかど
うかに依存している。その場合の重要な要素
は、本社からの派遣者の育成と選抜が本社の
ミッションに適合的であると同時に、現地事
情にマッチすることであり、他方で、ローカ
ル人材の育成、モチべーション対策が過不足
なく実施されていることである。
　筆者が、2008 年から 2009 年にかけて中国
を中心にアジアの各種の調査を実施してきた
が、それらを通じて得られた情報を基に、日
本人派遣者が成功するために必要とされる資
質・能力は何かということを仮説的に提示し
たい。同時にそれらの成功要因が成立するた
めに前提となる日本本社のサポート体制につ
いても述べておきたい。
　まず日本人派遣者が成功するために必要と
される資質・能力には 3 点ある。
　第 1 は、「実務面で絶対的に自信のあるスペ

＊4 内部労働市場の最初の体系的な議論については、ドリンジャー＆ピオリ著（白木三秀監訳）『内部労働市場とマンパワー分析』
（早稲田大学出版部、2007 年）を参照されたい。採用と選抜に関しては特に第 5 章を見られたい。
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シャリティを持つ」ことである。これがあれ
ば現地の部下は信頼を深めるし、派遣者本人
も自信を持てる。この自信のある分野を基に
他の分野の知識も増やしていくことができる。
　第 2 に、リーダーたるもの「方針提示、指
示命令、言動において一貫性を保つ」ことで
あり、いわゆる「軸がぶれない」ことである。
マネジメント能力の大きな要素はここに存在
し、執念と情熱を傾け、信念を貫く姿勢が求
められる。派遣前にこのミッションの十分な
納得の有無を企業・派遣者双方で確かめてお
く必要があろう。
　第 3 に、派遣者は、「自分で考えられる人、
創意工夫できる人」であることである。派遣
先をステレオタイプで見ると失敗するし、現
地スタッフの信頼も得られない。派遣に伴い
参考や基準がない場合、その場での判断と柔
軟な対応が常に求められるし、また自ら現場
でのやるべきことを見つけ、率先垂範でアク
ション・プランを策定する必要があるという
ことである。
　以上の 3 点を身につけるには、日本本社の
サポートが不可欠である。本社のサポートは
広い意味ではキャリア設計であり、キャリ
ア・サポートである。第 1 に、20 代後半か
ら 30 代における若いときの海外勤務経験、
異文化体験の付与である。これにより状況対

応能力、サバイバル能力の著しい向上が期待
され、また言語能力の必要性に関する認識の
高まりと、コミュニケーション能力の向上が
期待される。
　第 2 に、国内、海外を問わず、最終的意思
決定経験をさせることである。最終的意思決
定を自信を持って行うには、事前の経験が必
要であり、場数を踏む必要がある。というの
も、国内における派遣前の職位は 6 割以上が
部課長クラスであるが、海外派遣に伴い職位
は 1.9 ランク上昇してトップ・マネジメント層
に就任する場合が多くなり、その結果担当職
務の範囲も格段に広くなり、また職責も重く
なっている＊5 が、そのポイントは、優秀な中
間管理職に必要とされる要件と派遣先のトッ
プ・マネジメント職位で必要とされる要件と
には、その職域の範囲と職責の重さのみなら
ず、最終的な意思決定を行わざるを得ないと
いう点において大きな差があるためである。
　以上のように、日本企業がグローバルに活
動し、多国籍企業となるにしたがい、日本人
を超えて多国籍の人材を日本本社ならびに現
地法人においてその能力を十分に発揮できる
システム（「多国籍内部労働市場」と呼ぶシ
ステム）に移行していく必要があるが＊6、本
小論では、それに至る前の日本人派遣者に関
わる諸課題を強調して論じたものである。

＊5 労働政策研究・研修機構『第 7 回海外派遣勤務者の職業と生活に関する調査結果（』2008 年 1 月）による。
＊6 当該概念については、拙著『国際人的資源管理の比較分析』（有斐閣、2006 年）を参照されたい。
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はじめに

　昨年 9 月のリーマンショック以降、多くの
新興市場国で金融部門のストレスが上昇し
た。1997 年のアジア危機以降、構造改革を

実施し、財政・企業財務の改善を図ってきた
アジア経済であったが、欧米発の金融危機の
余波をかぶり、輸出が軒並み減少して、それ
まで「インフレなき拡大」を謳歌してきたア
ジア経済も景気後退を余儀なくされた。

インドネシア経済：世界金融危機の波及
と政策対応

外国審査部　部長　 増田　篤＊1

副調査役　 大重　斉

Abstract

This article focuses on the impact of the sub-prime financial crisis contagion on Indonesia 
and the Indonesian government’s policy response. Indonesia was one of the worst affected 
emerging countries in the Asian crisis in 1997. Since then, the Indonesian economy has 
gone through a far-reaching adjustment process to overcome the legacy of that crisis. In 
spite of this, the recent sub-prime crisis contagion has seen a marked increase in financial 
market stress in Indonesia, led to substantially decelerated export growth, and caused a 
significant slow-down in economic growth. The article examines several factors which 
may have contributed to increased volatility in the dollar-rupee foreign exchange rate. 
These include the roles of foreign and domestic investors, the real exchange rate 
realignment and the dominance of commercial banks in financial markets. Results of an 
econometric study confirm that the foreign exchange rate volatility acquired the nature of 

“long-term memory” after the Asian crisis. This inherited volatility may have amplified 
the impact of the sub-prime contagion. Indonesian authorities have responded quickly and 
decisively to the situation, adopting a series of financial measures since October 2008. In 
January 2009, the Indonesian President announced new fiscal stimulus measures and in 
February the Indonesian Congress approved a supplementary budget to enact these 
measures. The article estimates the likely impact of the stimulus plan by using a simple 
VAR model. As safeguards to these policy measures, the Indonesian government has 
secured a package of international support from the World Bank, JBIC, and the Asian 
Development Bank. The package represents the first instance of JBIC support provided  
under its Market Access Support Facility (MASF). 

＊1 本稿の作成過程において、新興市場国研究会における討議において、参加者の方々より有益な助言をいただいた他、ドラフ
トについて、成蹊大学経済学部井上智夫教授、中央大学専門職大学院国際会計研究科原田喜美枝准教授の各氏より有益な助
言を頂いた。また図表作成等で外国審査部第 1 班の高田課長、谷村調査役、松本係員にご協力を頂いた。当然のことながら、
本文の誤りは著者が負う。
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　本稿では、インドネシア経済への金融危機
波及と政策対応について取り上げる。インド
ネシア経済は、1997 年のアジア経済危機で
もっとも深刻なインパクトを被った新興国の
ひとつである。インドネシアもアジア危機以
降、多大な調整努力を重ねてきた＊2。にもか
かわらず、欧米発の金融危機の波及はインド
ネシアの国内資本・金融市場を大きく揺さぶ
り、資源輸出・製品輸出に大きく影響し、景
気の後退を引き起こした。
　これに対してインドネシア政府は、迅速か
つ的確に対応した。昨年 10 月には各種の金
融対策を矢継ぎ早に実施、年初に大統領は財
政出動による景気刺激策を実施、2 月には補
正予算を成立させた。さらに、こうした国内
努力を補強する手段として世銀、アジア開発
銀行、オーストラリア政府、そして JBIC が
参加した支援パッケージを成立させている。
　インドネシア政府は、国際金融危機の波及
により国内で深刻な金融危機を惹起すること
を防ぐことに成功している。
　本稿は、第 1 節で金融危機の波及とその原
因について鳥瞰する。特に、アジア危機の遺
産としての、ルピア為替レートの時系列デー
タについて「長期記憶性」を計量的に検定し
た結果を提示する。第 2 節では、インドネシ
アの政策対応の全貌について述べる。景気刺
激策について、乗数効果を計測し、それをも
とに今回の刺激策の景気押し上げ効果を推定
する。第 3 節では、JBIC も参加して実施し
た国際金融支援の概要を紹介する。今回の支
援パッケージは、世銀が中心となって「スタ
ンドバイ融資」を形成した初めてのケースで
あり、日本からは JBIC の実施する「市場ア
クセス支援ファシリティ（MASF）」の第 1
号として、危機対応のモデル・ケースとの意
義を有しており、その概要を紹介したい。

1．金融危機波及のインパクト

（1）金融資本市場への波及
　インドネシアは、リーマンショック以降の
3 ヶ月間で、名目為替レートが 30% 以上減
価した。為替レートの減価のペースはアジア
危機当時に匹敵するものであり、金融関係者
の間で、こうした急速な減価が、インドネシ
アの公的部門・民間部門の外貨債務の実質負
担を押し上げて、広範な債務支払い不能を起
こすのではないかということが懸念された。
　図表 1 は 2008 年初頭を基準とした対ドル
名目為替レートの推移を表す。アジア諸国の
なかで最も対ドルレートの下落率が大きかっ
たのは韓国で、インドネシアはパキスタンと
ならんでそれに次ぐ大きさとなっている。韓
国はアジア危機当時の最安値を更新したが、
インドネシアは最安値更新には至らなかっ
た。次いで減価幅が大きかったのは、パキス
タン、インドなどの南アジア諸国である。タ
イ、フィリピンなどの NIES 諸国の通貨の減
価は今回比較的小幅におさまっている。
　圧力がかかったのは、外国為替レートだけ
ではない。株価指数でみると、もっとも大き
な下げ幅を記録したのは、上海市場の▲ 80%
で、ジャカルタの株価指数もそれに次ぐ下げ
幅を記録している（図表 2）。ジャカルタ市
場の指数をみると、2008 年 1 月 14 日にピー
ク 2,810 を付け、その後 10 月 28 日の 1,111
まで 60% 以上の下落を記録している。この
間、株価の下落幅がおおきかったため、証券
取引所のサーキットブレーカーが作動し、10
月には取引停止措置が実施された。
　金融市場のストレスは、国債の流通利回り
も顕著に押し上げる。10 年債の流通利回り
はリーマンショック直後の 12% から、11 月
には 20% を上回る水準へと上昇した（図表
3）。こうした市況の悪化は、新規発行条件も
顕著に悪化させたため、国庫負担の顕著な増
加を懸念したインドネシア政府は国債の新規

＊2 例えば奥田・竹（2005）は、インドネシア上場企業の資金調達行動は経済合理性によって説明できるものになっており、ア
ジア経済危機後の金融・企業改革が一定の成果を挙げつつあることを指摘している。
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発行を一時停止し、当面の財政赤字ファイナ
ンスには、前年の国庫余剰金を使用するとと
もに、市場不良の状態が長期化する事態に備
えて、世銀に対して、バックアップ・ファイ
ナンスの資金支援を要請した。
　カントリーリスクの指標と考えられる
CDS プレミアムも顕著に上昇した（図表 4）。

リーマンショック以前は 300bp で安定して
いたのが、一時 1,200bp 以上まで上昇した。
ただし、CDS プレミアムの動向は、ロシア
のプレミアムと驚くほど似通った値動きと
なっている。インドネシア固有のリスクを反
映しているというよりは、資源輸出の新興国
として投資国側が同じアセットクラスと見做

図表 2 ．アジア主要国の株価指数の推移
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図表 1 ．アジア主要国の為替レートの推移
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した結果であると思われる。

（2）実物経済への影響　
　こうした金融・資本市場の混乱は、いくつ
かの経路を通じて実物経済にインパクトをも

たらした。金融市場の混乱が実体経済に影響
を及ぼすには一定の時間ラグがあるのが普通
であるが、今回の危機の波及は直接的かつ短
期的なインパクトをもたらしている。もっと
も、顕著なのは輸出の減少である。インドネ

図表 3 ．インドネシアの国債流通利回り
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図表 4 ．CDS スプレッド（インドネシア・ロシア）
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シアの輸出は、08 年 10 月には前年同期比
40% で伸びていたのが、09 年 2 月は前年同
期比 42% の減少を記録した。まさに青天の
霹靂ともいうべき、輸出の急停止が起きてい
る（図表 5）。
　インドネシアの輸出は、2 割が石油・天然
ガスである。輸出の減少要因を品目別に、価
格要因と数量要因に分解したのが、次の図表
6 である。これをみると、2008 年 7 月以前は
石油価格の上昇および交易条件の改善が輸出
金額を押し上げていた要因であるが、7 月以
降石油価格が下落して石油輸出額の伸びが鈍
化し始めた。それでも 11 月までは為替レー
トの減価にともない製品輸出価格が上昇し、
全体の輸出金額の伸びは対前年比でプラスの
伸びを持続していた。10 月以降の輸出の急
減をもたらしたのは、石油価格の下落と、製
品輸出数量の減少である。
　第 4 四半期は、輸出が急速に減少したにも
関わらず、為替レートの急落により輸入も大
幅に縮小、外需の成長度寄与は 2% ポイント

に上昇した（図表 7）。金融・資本市場の混
乱による資金調達難と輸出需要の急減を受け
て、民間部門の固定資本形成も減速した。民
間部門の投資は、輸出拡大を視野においた投
資であり、輸出が急停止して大幅な在庫調整
を行うなかでは、投資も大幅に落ち込まざる
を得ない。国内投資は輸出需要を見込んだ投
資がかなりの程度あるため、投資と輸出の間
には高い牽連関係がある。このため、輸出の
回復なくして、国内投資の回復は見込めない
点は留意が必要である。
　投資に比較すると、消費は堅調である。家
計部門は、耐久消費財支出は切り詰めるもの
の、食品、光熱費などの基礎消費を大きく削
減することは困難である。また、インドネシ
アは島嶼部、農村部の生活水準は高くなく、
未実現の潜在需要が存在しているため、製造
業部門や資源部門の不振が、こうした基礎的
な消費を冷やすには時間がかかるという側面
もある。政府部門は、金融危機の波及に対す
る懸念から第 3 四半期以降、財政支出を追加

図表 5 ．インドネシアの貿易伸び率（対前年同期比％）
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して対応している。

（3）物価への影響
　インドネシアの消費者物価上昇率は 2007
年末までは 6% 以下に収まっていた（図表
8）。周辺国に比較すると若干高めの水準で
あったが、経済成長率も 6% で推移しておい
り、インドネシアとしては「インフレなき拡
大」が実現していた。サブプライム問題の顕

在化以降、株式・債券市場から資金が流入し
て 2007 年後半以降、商品市況が高騰し、ア
ジア諸国で全般にインフレ率が上昇した。と
ころが 2008 年後半、石油価格および一次産
品価格が一斉に下落し、景気減速が明白とな
ると、一時的に上昇した消費者物価上昇率は
沈静化した。

図表 6 ．インドネシアの石油輸出と製造業輸出（対前年同期比％）

出所）CEIC および Bank Indonesia より作成
　注）前年同月比
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図表 7 ．実質 GDP 成長率への寄与度（％）
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2．市場ストレス波及の原因

　前節で見た様に、インドネシアの金融・資
本市場の動揺は周辺国よりも大きかった。輸
出の打撃、景気の後退、物価の動向は周辺国
よりも小さく景気の減速幅は大きくないにも
かかわらず、なぜインドネシアの為替、金利
の振れ幅は周辺国より大きかったのだろう
か？今回の世界金融危機は、世界の新興国に
とって共通の環境変化であるといえる。こう
した共通の環境変化にさらされて、ボラティ
リティが高まる新興国と、比較的平穏である
新興国がある。この違いはなぜうまれてくる
のであろうか？インドネシアの事例につい
て、考察する。
　今回の金融危機でなぜインドネシアで大幅
な為替レートの減価が起こってボラティリ
ティが高まり、金融部門のストレスが高まっ
たのかについて、次の 6 つの要因を検討する。

①外貨が債券・株式投資から逃避した。
②国内預金者がドルシフトを起こして、海

外流出をした。
③資源価格上昇に引きずられて大幅に切り

上がっていた実質為替レートが、調整プ
ロセスを迎えた。

④国内金融市場が未発達で銀行部門に資金
が偏在しており、銀行部門の投融資スタ
ンスの変化に大きな影響を受けやすい。

⑤アジア経済危機後、為替レートのボラ
ティリティが「長期記憶性」となり、高
ボラティリティの状態が継続していた。

　これらの要因は、それぞれ排他的なもので
はなく、むしろインドネシアの資本・金融市
場の脆弱性のいろいろな側面にスポットライ
トをあてているにすぎないかもしれない。し
かし、他の新興国と比較するとこれらの各要
素の重要性は、国によって大きくことなって
いることがわかる。脆弱性の原因が特定でき
れば、当面の資本・金融市場改革の優先戦略
を定める上での参考となるだろう。

図表 8 ．アジア主要国の消費者物価上昇率
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（1）外資の流出
　危機以前、インドネシアに対しては多額の
資本流入があった。平均してみると、株式の
購入よりも債券の購入による資本流入の金額
が大きい。金額は 2007 年第 2 四半期の債券
投資流入は、50 億ドルに達した。債券の流
入は季節性があり、一般に年前半に大きな金
額が流入する傾向にある（図表 9）。
　インドネシアは金利差に着目した円キャ
リートレードの有力な仕向け国のひとつとい
われており、東京で設定されている新興国の
投資信託にはインドネシアの債券が組み込ま
れることもあった。リーマンショック以降、
流動性の深刻な欠乏に直面した欧米系の金融
機関やヘッジファンドが国・銘柄を問わず一
律の売却を実施した結果、投資先国のパ
フォーマンスとは何ら関係なく売り浴びせを
受ける結果となった。
　株式については、図表 10 に示したように、
昨年 12 月には売り買いともボリュームが顕
著に減少したが、ネットベースでみると流入
超過が継続している。リーマンショック以降
も外国投資家のネットの流入が継続している
のは、新興国のなかでも例外的である。イン
ドネシアの富裕層および一部の企業は、シン

ガポールの関係企業に輸出の利益をプールし
てそこから外国人投資家として自国株式を取
得しているともいわれ、この買いがコンスタ
ントに継続しているので、リーマンショック
以降もインドネシアの株式投資の流入が継続
していると指摘する現地アナリストがいた。
　国際収支統計を見る限りにおいてインドネ
シアでは、外国投資家の株式投資引き揚げが
金融ストレスの上昇を牽引したようには見え
ない。外国人投資家の債券投資のスイングは
一定の役割を果たしたものと推定されるが、
韓国などと比較するとスイングの程度は限定
的であり、タイ、フィリピンと比較しても顕
著な差異を見て取ることはできない。

（2）預金の動向
　国内資金の動向は、外資の動向と同様、も
しくはそれ以上に金融ストレスに影響を及ぼ
す要因である。2002 年のアルゼンチン危機
では預金封鎖の懸念に伴う預金流出がきっか
けであったし、今回のロシア・ルーブルの減
価は、政府がクローリングペッグを採用した
ことに対する預金のドルシフトが原因であっ
た。インドネシアの預金者の動向はどうで
あったのか？

図表 9 ．インドネシア向け民間資本流入
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　図表 11 はインドネシア居住者の預金金額
の推移をプロットしたものである。これをみ
ると、リーマンショック以降もルピア建ての
預金は増加を続けている。9 月以降新規国債
の発行が停止され、むしろルピア資金は銀行
預金として停留したため、預金は増加した。
図表 12 に居住者の預金に占める外貨預金の
比率を示した。リーマンショック以降、外貨

預金の比率は 16% から 18% へと若干増加し
ている。ただし、これは為替レートが減価し
ていることを反映しており、為替レートを固
定してこの比率を計算しなおすと 14％程度
へとむしろ若干低下している。インドネシア
では、ルピア預金のドルシフトの動きは限定
的であり、ドル預金はむしろ若干の減少を示
している。金融危機の波及により、外国への

図表10．対インドネシア株式取引
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図表11．インドネシアの居住者預金
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図表12．インドネシアの外貨預金比率
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預金逃避の結果、外貨預金が若干の減少を示
したのではないかと推定される。
　ロシアでは、リーマンショック以降、急速
な減価を回避するために 1 週間 1 ルーブルの
ペースで切り下げを容認するクローリング
ペッグを導入した。ロシアの企業は中央銀行
による無担保緊急融資制度が導入されると、
これを借り入れたルーブル資金をドルに換え
て外貨預金として運用する、という行動が拡
大した。この結果外貨預金の比率は増加した。
インドネシアのケースでは、為替レートの変
動を制限せず市場の動きに任せたため、ロシ
アのケースのような計算可能性が排除され
て、ドル預金比率は上昇しなかった。為替政
策の在り方が、預金の動向に大きく影響を与
える。

（3）実質為替レートの調整プロセス
　インドネシアは、アジア危機当時もきわめ
て大きな為替減価を経験した。名目為替レー
トは 1 ドル 2,500 ルピア内外から一時 14,000
ルピアまで到達している。実質実効為替レー
トでも 70% 以上の減価となっている（図表 13）。

　その後、名目為替レートは 1 ドル 10,000
ルピア程度でほぼ安定している。実質ベース
では国内の物価が高いため、コンスタントに
切り上がる状態にある。実効実質ベースでは
2005 年年末にはほぼアジア危機以前の水準
を取り戻し、2008 年央までには、そこから
さらに 30% 程度切り上がっている状態に
あった。石油・天然ガスの価格上昇に伴う外
貨収入により名目為替レートをほぼ一定に
保った結果、実質為替レートがアジア危機後
のボトムから指標にして 3 倍以上へと切り上
がった。
　今回の為替レートの下落は、「晴天の霹靂」
で市場関係者にとって驚きをもって受け止め
られたが、実質為替レートの切り下がり幅は
20% ほどにすぎない。アジア危機以前の水
準を回復した 2006 年当時の水準に戻したに
すぎない。これらの数字より、今回の為替レー
トの減価は「実質為替レートの調整プロセス」
であると特徴つけられる。

（4）金融資産の銀行集中の弊害
　インドネシアの金融部門は銀行部門の比率

図表13．インドネシアの為替レート（名目レートと REER の推移）
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が高い。国債の保有残高でみれば、2007 年
末時点で発行済の国債残高のうち半分は銀行
が保有している（図表 14）。次いで重要なの
は個人投資家で残高の約 2 割を保有、年金基
金、ミューチュアルファンドなどの機関投資
家が保有する部分は残高ベースでみても 1 割
に満たない。2008 年末現在で政府は 17 の金
融機関をプライマリーディーラーとして認定
しているが、このうち 13 が銀行である。イ
ンドネシアの国債は銀行が 1 次引受を行い、
個別の投資家、機関投資家に転売してゆく構
造となっている。このため、今回のようにリー
マンショックの影響で銀行の与信スタンスに
不確実性が高まった場合には、国債のプライ
マリーオークションには困難が高まる蓋然性
が高い。国際金融のショックの波及を緩和し、
安定的な国債発行を実施するためには、年金
基金、ミューチュアルファンドなどの機関投
資家のベースを拡充するとともに、プライマ

リーディーラーの銀行偏重を改善する必要が
あるだろう＊3。

（5） 為替レート・ボラティリティの「長期記
憶性」

　1997 年のアジア経済危機以後、インドネ
シアの為替制度は管理フロート制からフ
リー・フロート制に移行した。この制度変更
をきっかけとしてインドネシア・ルピアのボ
ラティテリィは「長期記憶性」を帯びたもの
となり、為替レートの不安定な変動を生じさ
せている可能性が考えられる。この問題を取
り上げるために、インドネシア・ルピアの為
替レートのボラティリティに関する「長期記
憶性」の有無を統計的に検証する （詳細は
Appendix I を参照）。
　制度変更以降、インドネシア・ルピアの為
替レートのボラティリティが「長期記憶性」
の特性を持っていることを修正 R/S 検定等

図表14．インドネシアの国債引き受け残高

＊3 原田・伊藤（2005）はインドネシア大手 10 銀行について生産フロンティア関数の推定を行い、アジア経済危機以後、銀行部
門の効率性は改善しつつあることを示した。こうした効率改善にもかかわらず、銀行のリスクを許容できる体力が十分回復
したかどうかについては疑問が残る。銀行部門の効率性改善とリスク引受能力の関係は、今後の課題としたい。

出所）CEIC より作成

（10 億）
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によって確認できる。ボラティリティに「長
期記憶性」がある場合には、クラスタリング
の現象が観察される。クラスタリングとは、
あるショックが原因で時系列のボラティリ
ティが大きくなると、しばらく高ボラティリ
ティの状態が継続し、この現象が収まるとし
ばらく低ボラティリティの状態が続く傾向が
ある。
　アジア経済危機以後、インドネシア・ルピ
アの為替レートは長期間にわたり、高ボラ
ティリティの状態が継続しており、不安定な
状態が内在している。世界経済危機の波及に
よるインドネシアの為替レートのボラテリィ
テリィの高まりのひとつの原因として考えら
れよう。

3．インドネシア政府の政策対応

（1）政策対応の内容
①金融政策
　危機以前の金融部門の状況は、経済の好調
を反映して、やや過熱ぎみともいえる拡張
ペースにあった。預貸比率は 2007 年年初の
60％から 2008 年 8 月には 80％まで上昇して
おり、銀行部門はホールセール・ファンディ

ングも活用して融資を急速に拡張していたこ
とが伺える。この間、現金預金比率は 10％
から 13％に上昇する一方で、預金準備率は
据え置かれていたため、貨幣乗数も 5.0 から
4.5 へと若干下落している（図表 15）。
　リーマンショック直後のインドネシア政府
の対応は、10 月 7 日には利上げを実施する
一方で、預金準備率の引き下げによる流動性
の供給を実施した。他国政府が 10 月以降、
一世に利下げに動いた中で、インドネシア中
央銀行は 10 月にはむしろ利上げを実施した。
金利下げを決定するのは 12 月になってから
のことである（図表 16）。為替レートの減価
に対する防衛手段として金利引き上げを見合
わせたと推定できる。
　リーマンショック以降も銀行部門への信認
が直ちにくずれて預金の引き出しに走るとい
う傾向は生じず、現金預金比率は大きく動か
なかった（図表 17）。このため、預金準備率
の引き下げにより貨幣乗数は 4.5 から 6.0 に
増大し、金利の大幅引き下げを行わないまま、
マネーサプライの増大に成功し、流動性の逼
迫に対して有効に対処できた。
　他方、10 月 13 日には預金保険の上限金額
を一億ルピアから 2 億ルピアに引き上げた。

図表15．貨幣乗数の推移
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図表16．アジア主要国の政策金利推移

図表17．インドネシアの銀行の預貸比率
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さらに、10 月 20 日に政府は、金融対策のフ
レームワークを定める政令を制定した。これ
により破たん銀行の公的管理の権限を政府が
掌握するとともに、緊急措置として流動性供
給を行う政府融資制度も整備された。
　この政令の制定を急遽制定したのは、セン
チュリー銀行の破たんに対処するためであ
る。センチュリー銀行はインドネシアの中堅
銀行である。欧米金融危機の波及でホール
セールの資金調達が困難となり、アジア諸国
の中では今回の経済危機の影響で破たんした
はじめての銀行となった。インドネシア政府
は、銀行破たん処理のメカニズムを恒久化す
ると銀行破たんを容認するシグナルを預金者
に送ることになり、銀行経営にとって望まし
くない、という理由によって立法化は先送り

されてきた。
　12 月以降、インドネシア中央銀行も積極
的に利下げに動いている。インドネシアはイ
ンフレ・ターゲット制を採用し、インフレ目
標の未達については是正方針をコミットする
必要があるが、08 年末の目標は 5％± 1％に
対して消費者物価上昇率は 10％を上回って
いた。物価目標は未達であるが、特例として
金融システムの安定化を重視して金融緩和に
踏み切った（図表 18）。

②財政政策
　2008 年の財政支出の実績を見ると、歳入
が当初予算を上回って確保される一方、歳出
については当初予算金額の枠内に納まった。
歳入は当初予算で 895 兆ルピアを予定した

図表18．インドネシア政府の危機対応策

インドネシア

景気刺激策

規模・期間 2009 年 2 月、73 兆ルピア ( 対 GDP 比 1.3%) 規模の財政刺激を議会承認。

内容
83% は減税・補助金であり、インフラ整備等の公共投資支出は 14%。
2009 年財政赤字は 2.5% 見込み。

金融政策

金利政策 10 月 7 日に利上げ後、12 月以降 8 ヶ月連続 275bp の利下げ（政策金利 6.75%）。

その他
10 月以降国債の入札を停止、市況回復まで入札を停止する方針。10 月、バンク
センチュリーを預金保険機構による公的管理下に移管。

資本注入
10 月 20 日、政府は中銀による緊急融資、政府による公的資本注入、銀行の公的
管理の枠組みを定めた緊急政令を発布。

流動性対策 10 月に準備預金率引き下げ（ルピア・外資）による流動性支援を実施。

預金保険 上限を 1 億ルピアから 20 億ルピアに引き上げ（10 月 13 日）

株価対策
9 月 29 日に株の空売り禁止措置を実施、10 月 8 日には株価指数が 10% 以上低
下したため取引の全面停止を発動。10 月に自社株買戻し規制を緩和。

住宅・建設業対策
12 月、エルマン労働移住大臣は低利融資と財政支出により社会保障プログラムの
一環として労働者用住宅建設を推進し、雇用創出を図る方針を表明。

産業支援
パーム油の国内供給を増やすために、輸出者に対する税金を撤廃。12 月に議会は
国営輸出銀行を発展解消するかたちで輸出入銀行を設立する法案を可決、予算よ
り 4 兆ルピアを出資予定。12 月には製糖産業、製靴産業の支援策を立案。

国際支援
日中韓との通貨スワップ増額を要請。世銀他に対してスタンドバイ融資・ボンド
発行による 55 億ドル調達を要請。

出所）各種報道より筆者作成
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が、石油・ガス価格の上昇により資源関係の
ロイアリティ収入が予算を 38 兆ルピア上
回った。さらに一般税収も経済の好調を反映
して予算を 50 兆ルピア上回る実績となった。
他方、石油価格の上昇により補助金支出が
31 兆ルピア予算を上回ったが、利払い、補
助金を除く一般支出は予算を 37 兆ドル下回
る予算執行実績となった。一般歳出が予算の
枠を消化しなかったのは、公共事業の執行体
制にボトルネックがあり、予算金額を消化で
きなかったことが原因である。この結果、95
兆ルピアの財政赤字の予算に対して、3 兆ル
ピアの赤字というほぼ均衡予算に近い実績に
収まった。2008 年 9 月以降、市況の悪化に

対応してインドネシア政府は新規国債の発行
を停止したが、その結果予算を 31 兆ルピア
下回る 126 兆ルピアのグロスの国債発行を
行った。その他のファイナンスも併せて
2008 年はネットで 56 兆ルピアの資金調達を
実施している。これらより、53 兆ルピアの
資金が、翌年度に繰越となった（図表 19）。
　2009 年予算は、2008 年 9 月に議会で承認
されたが、政府は景気対策のための予算補正
が必要と判断、議会に対して補正予算を提案
した。議会はこれを審議の上 2009 年 2 月に
承認し、景気刺激策を盛り込んだ補正予算が
成立した。補正予算に盛り込まれた景気刺激
策の規模は 73.3 兆ルピア（対 GDP 比 1.6%）

図表19．インドネシアの財政支出

2008年度実績と2009年度予算

度年前績実算予

兆ルピア 兆ルピア 兆ルピア 対GDP比 実績比

歳入および贈与 895 982 849 15.5% -13.6%
歳入　 892 980 848 15.4% -13.5%

租税収入 609 659 662 12.1% 0.5%
非租税収入（天然資源関連） 283 321 186 3.4% -42.1%

贈与 3 2 1 0.0% -60.9%
歳出 989 985 988 18.0% 0.3%
中央政府歳出 697 692 685 12.5% -1.1%

利払い 95 89 111 2.0% 24.8%
補助金 234 275 124 2.3% -55.1%

地方政府への移転 292 293 303 5.5% 3.6%
財政収支 -95 -3 -140 -2.5% 4138.3%
ファイナンス 95 56 140 2.5% 149.5%
ファイナンス（国内） 108 75 110 2.0% 46.8%

銀行 -12 -12 66 1.2% 662.4%
非銀行 119 86 44 0.8% -49.4%

政府債券（ネット） 118 86 55 1.0% -36.3%
発行 157 126 100 1.8% -21.1%
償還等 39 40 45 0.8% 11.4%

ファイナンス（海外） -13 -19 -15 -0.3% -22.5%
追加ファイナンス 0 0 45 0.8% 100.0%
ファイナンス収支 0 53 0 0.0% -100.0%

2008年 2009年
予算

出所）インドネシア財務省
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である（図表 20）。景気対策の構成は、政策
目的としては消費者購買力の支援を通じた消
費促進、企業部門支援を通じた投資振興、お
よび公共事業によるインフラ整備の 3 本柱で
あり、具体的な措置としては減税、補助金、
公共投資の 3 つの措置が組み合わされてい
る。第 1 の消費対策として、個人所得税率引
き下げおよび非課税所得の引き上げを実施、
総額 24.5 兆ルピアで景気対策のほぼ 3 分の 1
はこの減税である。補助金については、貧困
層対策としての色彩の強い食用油への価格補
助金、バイオ燃料に対する戻し税、医薬品に
対する補助などを中心に 1.4 兆ルピアを見込
む。第 2 の企業支援については法人税率の引
き下げ、輸入関税および付加価値税、エネル
ギーコストに関する各種企業補助、および政
府の輸出信用機関の創出による輸出支援の増

強などの措置からなる。この企業部門への支
援は総額の約半分 36.9 兆ルピアを配分する。
第 3 の公共投資は、雇用効果も高く、波及需
要も少なくないので、景気対策としてインド
ネシア政府は重視している。しかし、今回の
措置は、すでに予算計上している公共事業に
加えて、年度内に実施できる緊要性の高いイ
ンフラ整備を実施するものである。インフラ
整備は、計画から実施まで一般に長い時間が
かかり、すでに今年度実施予定のものは当初
予算に計上されているので、急激な増額には
対応できない。公共投資の金額が 10.5 兆ル
ピア、全体に占める比率が 14.3% と低くなっ
ているのは、こうした事情を反映している。
　補正予算成立後の予算をみると、歳入につ
いては、景気後退に伴う税収減および景気対
策としての減税を織り込んで、歳入は前年実

図表20．インドネシア政府の景気刺激策

兆ルピア シェア

購買力の改善 25.9 35.3%
減税 24.5 33.4%

個人所得税率の引き下げ 13.5 18.4%
非課税所得の引き上げ 11.0 15.0%

補助金 1.4 1.9%
租税補助金（付加価値税：調理油、バイオ燃料） 1.0 1.4%
非租税補助金（調理油、医薬品） 0.4 0.6%

企業活動の活性化および輸出競争力の改善 36.9 50.4%
減税 18.5 25.2%

法人税率の引き下げ 18.5 25.2%
補助金 16.4 22.4%

租税補助金（輸入関税、付加価値税：石油・ガス開発等） 12.3 16.8%
非租税補助金（ディーゼル価格の引き下げ、電気料金の割引等） 4.1 5.6%

輸出信用機関への出資 2.0 2.7%
公共投資 10.5 14.3%
合計 73.3 100.0%

減税 43.0 58.6%
補助金 17.8 24.3%
公共投資 10.5 14.3%
合計 73.3 100.0%

景気刺激策

出所）インドネシア財務省
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績よりも 13.6%、金額にして 133 兆ルピア減
少する見通しとなっている。歳入減少の中身
を見ると、原油・ガスの国際価格下落に伴う
政府のコンセッション収入が大きく減少（135
兆ルピア減）する一方で、それ以外の一般税
収についてはほぼ金額で横ばいを想定してい
る。支出サイドを見ると、景気対策として食
用油に対する家計補助、エネルギーコスト低
減のための補助拡大にもかかわらず、補助金
全体としては 175 兆ルピア減と、非常に大き
な減少を予定している。これは石油・ガス価
格が下落してきたことにともない、いままで
の生産者コストと消費者の価格の逆ザヤと補
填してきた補助金金額が大きく圧縮すること
ができるようになるためである。その他の一
般歳出は 122 兆ルピア増加して 450 兆ルピア
へと大きく増加することを補正予算は想定し
ている。これにより財政赤字は GDP 比で
2.5％へと拡大する。
　補正予算後のファイナンスの計画をみる
と、新規の債券発行額は 100 兆ルピアを予定
し 2008 年実績よりも金額を抑制する一方で、
銀行融資 66 兆ルピアおよび世銀等による追
加 融 資 45 兆 ル ピ ア の 合 計 211 兆 ル ピ ア

（GDP 比 3.8％）の資金調達を予定している。

（2）財政出動の乗数効果
　それでは、上記の景気刺激策はどのくらい
の景気浮揚効果が期待できるのであろうか？
この点を評価するために、インドネシアにお
ける財政乗数の推定を行う。1990 年第 1 四
半期から 2007 年第 4 四半期までの四半期
データを用いて、VAR で減税および財政出
動の効果を推計した。VAR に用いた変数は、
実質 GDP、実質政府支出、実質税収の 3 変
数である（詳細は APPENDIX Ⅱ参照）。
　推計結果は、財政支出および減税は経済を
有意に押し上げる効果が確認された。財政出
動は 6 四半期にわたり実質 GDP を押し上げ
る効果が継続する。一方で、減税は 1 四半期
間のみ経済を押し上げる効果が確認された
が、その後は、有意性を示す結果は得られな
かった。財政支出は波及効果が持続するのに

対して、減税は直近の効果は明確であるもの
の、波及効果は限定的で持続性がないとの計
測結果は、公共投資と減税の乗数効果の違い
についての直感的なイメージに合致するもの
であろう。
　1 標準偏差で有意性が確認された第一四半
期の乗数をみると、財政支出および減税でそ
れぞれ 2.45、2.29 の値が計測された。財政支
出および減税の財政政策の額に対して、直近
のインパクトはそれぞれ 2 倍程度の GDP を
増加させる。しかしその後一年間の累積乗数
では、財政支出は 2.93 であるのに対して減
税では 1.07 という結果が出ている。財政支
出は波及効果が持続するのに対して、減税に
ついては、2 期後には消費者は防衛的に支出
を引き締める傾向が確認できる。
　2009 年の名目 GDP について何パーセント
の GDP を押し上げる効果をもつかについて
試算しよう。2009 年のインドネシア名目
GDP 推定値が 5,486 兆ルピアであり、2009
年 2 月に政府で承認された景気刺激策のう
ち、公共投資が 10.5 兆ルピア、減税が 43.0
兆ルピアであることを踏まえると、財政支出

（公共投資）は 0.56％、減税が 0.84％の GDP
を押し上げると試算する。これより、計測さ
れた簡易 VAR モデルでは、インドネシアの
GDP 成長率を 1.4% 底上げする効果を有する
との結果を得た。

4．�世銀・日本・ADBの金融支援パッ
ケージ

　インドネシア政府は、リーマンショック以
後の国債の発行条件の悪化に対応して、新規
国債の発行を停止するとともに、世銀に対す
る金融支援の打診を行った。支援の内容は、
金融市場の混乱が長期化する場合に備えて、
世銀を中心にアジア開発銀行および 2 国間機
関から、スタンドバイ融資の供与を求めると
いうものであった。世銀は 2004 年以来、4
次 に わ た っ て Development Policy Loan 

（DPL）という調整型融資を実施してきてお
り、さらに 2008 年に供与したインフラ調整
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融資を含めると 5 次にわたる政策支援融資の
実績を有している。これらの延長として、政
策支援を内容としつつも、直ちに資金引き出
しを行わず、国債発行条件が悪化して国債発
行による調達計画に不足金額が生じる場合
に、はじめて資金利用を可能とする deferred 
drawdown option （DDO）という引き出し方
式を世銀は採用することとした＊4。
　世銀の融資金額は 20 億ドルであるのに対
してインドネシアの年間国債発行予定額は
100 兆ルピア（80 億ドル）であるため、イン
ドネシアは世銀からの金融支援を模索、本年
3 月 3 日に 20 億ドルの融資をとりつけた。
これに加えてアジア開発銀行が 6 月上旬に
10 億ドルの融資を承認した他、インドネシ
アはオーストラリア政府からも 10 億ドルの
協調融資を模索している。日本からは国際協
力銀行が 15 億ドル相当円の支援を供与する
ことを決め、4 月に基本契約に調印した。世

銀が中心となって資金調達状況を 4 半期毎に
レビュー、国債発行計画に不足額が生じる場
合には融資金額に応じて按分してインドネシ
アの財政資金繰りを支援する（図表 21 参照）。
　JBIC の実施する支援には、他の機関の融
資にない特徴がある。インドネシア政府がサ
ムライ債を発行することを意図する場合には
15 億ドルの範囲内で JBIC が保証することに
より支援ができるメカニズムが織り込まれて
いる。インドネシアはこれまでサムライ債市
場での起債実績がなく、インドネシア政府の
実施する起債を支援することにより、金融・
資本市場へのアクセスを促進するという趣旨
で、「 市 場 ア ク セ ス 支 援（Market Access 
Support Facility, MASF）」と命名された本
件ファシリティは、サムライ債市場を再活性
化することを企図とした日本政府の方針を受
けて、発足している。7 月 12 日で第 1 段階
の起債（350 億円）に成功した。

＊4 インドネシア政府は、IMF の支援について、利用しない方針を表明している。アジア危機以降、IMF の支援プログラムは改
善・柔軟化の試みが行なわれているが、インドネシア政府の方針変更には至っていない。アジア危機当時からの IMF プログ
ラムの変化については高木（2009）が洞察に豊んだ分析を提示している。

図表21．市場アクセス支援ファシリティ
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　世銀は、本件融資の支援対象として、政策
パッケージを特定し、本件融資の承認にあ
たって政策項目を特定している。政策項目は
金融市場対策、財政改革と民間投資・輸出振
興の 3 つの分野を支援対象として選定した

（図表 22 参照）。
　第 1 の金融市場対策としては、金融破たん
処理の枠組み整備すること、預金保護引き上
げが中央銀行融資の担保範囲を拡大し利用を
推進すること、金融部門評価プログラム

（FSAP）を実施すること、および 2009 年の
ファイナンシング・プログラムを策定するこ
とが含まれている。金融破たん処理の法的枠
組みについては、インドネシア政府はこれを
恒久立法すると政府として銀行部門のコンソ
リデーションを推進するとのシグナルを送る
ことになるとして、先送りしてきた。今回の
融資の支援のもと、昨年 8 月に議会閉会中に
センチュリー銀行の破たんに対処する必要か
ら、政令により破たん処理の法的枠組みの整

図表22．世銀・公共支出支援ファシリティの支援する政策プログラムの概要

金融市場の緊張緩和と金融システムの安定化 実施状況

金融機関破綻処理の枠組みを定める政令の発布（財務省、中央銀行、預
金保険機構の権限規定整備）

08 年 10 月に政令発布。関連法修
正案を議会で審議中

銀行システ
ムの安定化

預金保護強化のための政令発布（預金保護上限額を 1 億
ルピアから 20 億ルピアに引き上げ、ブランケット・ギャ
ランティーの発動権限規定の整備）

08 年 10 月に政令発布。関連法改
正も議会で成立

中銀借入の担保を拡大するための政令改正 08 年 11 月に政令発布。関連法改
正も議会で成立

金融部門評価プログラム（FSAP）の実施 08 年 11 月に申請書を世銀／IMF
に提出

2009 年ファイナンス・プログラムの策定（世銀融資パッケージを予算
に織り込み） 09 年度予算修正で承認（09 年 2 月）

財政規律の維持と公共支出の持続 実施状況

貧困層への経済危機の影響をモニタリングし、体制の整備 省令発布済み

国家貧困対策プログラムにかかる大統領令案の作成（中央、地方政府レ
ベルの貧困対策を調整するメカニズムの整備） 提出済み

2009 年度予算法の修正（経済危機に対応して公共支出の増額を可能に
する条項を盛り込み） 09 年度予算修正で実施（09 年 2 月）

予算執行能力を高めるための財政制度改革の立法措置および予算執行ス
タッフのトレーニングの実施

予算執行モニタリング委員会を設
置

民間投資の喚起と輸出の促進 実施状況

新投資法・大統領令に基づく省庁間レビューの実施（投資規制分野（ネ
ガティブ・リスト）での許認可状況、外国人の出資制限、リストに明記
されている以外の規制の有無など）

各国商工会議所等と意見交換を実
施

鉱物産業収
入の透明性
向上

鉱物産業関連収入の透明性の向上にかかる関係省庁間で
の MOU の締結 08 年 12 月に英国の EITI 事務局に

参加申請書を提出英国の提唱する「鉱物産業透明性イニシアチブ（EITI）」
への参加申請書の提出

貿易信用の促進（中央銀行の再割引ウィンドウの活用、公的輸出信用機
関の新設）

2008 年 10 月法改正。輸出信用機
関は 09 年 7 月業務開始

出所）世銀（2009）
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備を行った。インドネシア議会では、この内
容を恒久立法とするための議論が継続されて
いる。預金保険の上限額引き上げおよび中央
銀行借り入れの担保拡大については、議会が
承認し、恒久立法が実現した。
　第 2 の財政改革は、経済危機のインパクト
を受ける貧困層に対する施策と、景気刺激策
を円滑にかつ迅速に実施するための改革に焦
点をあてている。貧困対策としては、省庁間
の調整メカニズムを立ち上げるとともに、地
方レベルでのモニタリングの能力強化を実施
する。財政執行能力について政府は、2008
年予算の執行率が低かったのは執行体制にボ
トルネックがあるためと認識しており、各省
の実施ラインに立ち返って予算の着実な実施
を行う体制を整備することを意図している。
　第 3 の民間投資と輸出の促進は、投資政策
の透明性向上、鉱物関連財政収入の透明性向
上、公的輸出信用機関の設立の 3 つの柱から
なる。投資政策の透明性の向上については、
インドネシア政府としての規制分野、規制内
容をできるだけ明文化し、明文規定のない分
野については原則自由としてインドネシアへ
の海外直接投資を推進することを意図する。
この分野については過去の世銀 DPL の支援
により改革が推進されており、過去の支援の
下で不透明な政府規制に対してクラリフィ
ケーションを行うチャンネルが樹立されるな
どの成果が上がっている。インドネシア政府
はこれを再度支援の対象分野とすることによ
り、継続して投資許認可政策の透明性を向上
してゆく強い政策意図を表明している。
　鉱業関連の財政収入の透明性の向上は、イ
ギリスのブレア首相（当時）が提唱した国際
的なイニシアチブであり、石油、天然ガス他、
鉱物資源に関連したロイアルティ収入、コン
セッション収入などの財政収入について、会
計制度や開示制度の整備を行い、透明性を向
上することにより、鉱業部門における投資環
境の改善と、ガバナンスの向上を実現するた
めのイニシアチブである。本件イニシアチブ
に参加意図を表明した政府のリストを公開し
ている。インドネシア政府も昨年 12 月に本

件イニシアチブへの正式参加を、英国の本件
イニシアチブの事務局に対して通知した。こ
れらの措置は、インドネシア政府の強い意向
により支援対象分野として選定されており、
投資政策の透明化と鉱業部門の透明化により
投資環境を改善するというインドネシア政府
の政策意図を反映している。
　最後に、貿易信用の促進も、インドネシア
政府の景気刺激策の重要なコンポーネントで
ある。インドネシア政府は、貿易信用の収縮
が欧米発の金融危機の波及を増幅し貿易の縮
小を招いた原因であると認識し、公的貿易信
用の促進により貿易縮小と景気後退の悪循環
を断ち切ることを意図している。具体的には
中央銀行が輸出手形を割引の対象とすること
により商業銀行の貿易信用の供与を促進する
とともに、国営銀行であるインドネシア輸出
銀行を輸出入銀行に改組し、公的輸出信用プ
ログラムを整備してリスクテークの機能を強
化する。

5．結　論

　インドネシアは、アジア危機以降、財政、
企業財務、国際収支面で大幅な経済調整を実
施し、体質の改善を実現してきた。にもかか
わらず、今回の欧米金融危機がインドネシア
の金融部門に大きなストレスを発生させたの
は、為替レートの変動が「長期記憶性」にあ
ることに加えて、銀行部門への金融資産の集
中、情報開示の不足などの構造的な要因が影
響した可能性が高いことが浮き彫りとなった。
　インドネシア政府は、リーマンショック以
降の金融市場のストレス増大に対処して各種
の金融対策を実施、輸出の打撃による景気後
退に対処して 73 兆ルピアの景気刺激策を実
施するとともに、世銀、アジア開発銀行、日
本から金融支援の取り付けに成功した。金融
支援は国債発行計画の不足分が生じた場合の
コンティンジェント・ファイナンスとして画
期的なものであるが、JBIC の 15 億ドルの支
援はそれに加えてサムライ債の発行を支援す
ることが可能となっており、マーケットの混
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乱に対して補完的な役割を果たす公的資金に
よる支援としてモデル・ケースとなりうる。
　こうした総合的な対応に加えて、新興市場
国全般の起債環境が改善に向かっており、年
初来、外債、国内債ともにマーケットでの調
達を回復してきている。石油価格も 2 月以降、
かなりのペースで回復し、製造業輸出の減少
も底打ち感が出てきている。インドネシアで
は 2.4 億人の人口を背景として消費が景気を
下支えすることに加えて、政府の減税・公共
事業による景気刺激策の効果もあって、今年
の実質成長率は 4％を維持するというアジア
の中でもプラスの成長率を維持する国のひと
つと目されている。
　今回の金融ストレスへの対応から学べる教
訓も数多い。特にロシアの状況と対比して、
為替レートの柔軟性を保ち、無理なペッグを
行わないことは、預金の大量なドルシフトを
防ぐうえで有効な手段であった。また、銀行
部門のシステマティックな破たんを招かない
ことが、信用フローの回復を促進し不況から
の回復を早める上で重要である点も、明らか
となった。金融資産が銀行部門に集中してい
る状態や、企業・銀行部門の情報開示が不十
分な点は、国際金融ショックの波及を増幅す
る要因となり、構想的な改革措置を継続する
ことが必要であるという点も、今回の教訓で
あろう。
　天然資源の持続的開発の実施、インフラの
ボトルネック解消、島嶼部、農村部における
雇用機会の確保と貧困の解消、国内製造業部
門のベースの拡大など、長期的な課題は依然
として大きい。しかし、今回の金融危機の波
及に対して政府が適切に対処し、アジア地域
の経済成長のアンカーのひとつとして役割を
果たしている点は高く評価すべきであり、イ
ンドネシア経済の自信となるであろう。

以　上

APPENDIX　Ⅰ　インドネシア・ルピア
の為替レート・ボラティリティにおける長
期記憶性

　インドネシアは、アジア経済危機の発生に
対応して、ドル・ペッグの為替レート制度か
らアジア危機をきっかけとしてフリー・フ
ロート制に移行した。この制度変更後の期間
について計測するとインドネシア・ルピアの
ボラティリティには「長期記憶性」が含まれ
る。本節では、インドネシアの為替レートの
ボラティリティに長期記憶性があるかどうか
の検証結果を提示する＊5。

データ
　インドネシアの外国為替制度は、1971 年 8
月から現在に至るまで 3 回変更されている。
1971 年 8 月から 1978 年 11 月までの固定相
場制、1978 年 11 月から 1997 年 8 月 13 日ま
での管理フロート制、1997 年 8 月 14 日から
現在までのフリー・フロート制である。1997
年の制度変更は、アジア経済危機が発生して
外貨準備金が底をつき、IMF プログラムを
実施して、その一環として完全なフリー・フ
ロート制の採用したという側面がある。

インドネシア・ルピアの自己相関関数（AC
関数）
　インドネシア・ルピアの為替のボラテリィ
ティの長期記憶性を検定するため、対ドルの
為替レートの日次の変化率の絶対値をと
り＊6、200 期間の AC 関数を計測する。ドル・
ルピア日次為替データ（引値、ニューヨーク
取引所）は、ブルームバーグのものを利用し
た。期間は 1991 年 11 月 6 日から 2009 年 5
月 18 日である。管理フロート制からフリー・
フロート制に移行した 1997 年 8 月 14 日を境
として、アジア危機より以前（縦軸に以下で

＊5 「長期記憶性」の研究は、早期には Granger （1980）などの研究が行われ、現在までに膨大な研究が行われている。本節では、
「長期記憶性」の先行研究についてふれていない。「長期記憶性」のサーベイ論文として、Baillie （1996）および矢島 （2003）
がある。最近の為替レートの「長期記憶性」と経済危機についての分析には、Maekawa and Lu （2009）がある。

＊6 ボラティティの「長期記憶性」の分析には、複数のボラティリティの定義が存在する。本節では、Bailey et al.（1987）の定
義に倣い、為替相場の変化率の絶対値をボラティリティとした。
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は便宜的に「前半」と呼ぶ）と危機以後（「後
半」）にデータを分割する。それぞれの期間
について AC 関数を算出し、グラフ化した。
図表 23 の縦軸に AC 関数の値、横軸には期
間をとり、棒グラフが AC 関数を表す。点線
は有意水準を表す。この水準以下であれば、
AC 関数が有意ではなく、過去のショックの
影響がゼロであることを棄却できないことを
意味する。
　図表 23 の「前半」をみると、急速に AC
関数が低下していることがわかる。一方、「後
半」をみると、AC 関数が緩やかに減少して
いることを確認できる。前半の為替のボラ
ティリティは短期記憶性であるが、後半は長
期記憶性であるとみることができる。Lo

（1991）に基づき、修正 R/S 検定によってこ
の点を確認しよう。

修正 R/S 検定
　修正 R/S 検定は、「時系列が長期記憶性で
はないこと」、即ち「時系列が定常過程であ
ること」を帰無仮説とし、「時系列が長期記

憶性であること」を対立仮説とした検定であ
る。検定統計量は修正 R/S 統計量であり、
この値が有意水準 95％で棄却限界値を上回
るかどうかで判断される。前半の検定統計量
は 1.36（q=10）で、Lo の論文に記載されて
いる統計数値表で有意水準 95％の棄却限界
値をみると、1.747 であり、帰無仮説を棄却
できない。他方、後半の統計検定量は 3.81

（q=15）と高い値であり、有意水準 95％の値
を棄却するばかりでなく、有意水準 99.5% を
も棄却する（棄却限界値は 2.098）。したがっ
て、管理フロート制の期間（前半）は短期記
憶過程であり、フリー・フロート制の期間（後
半）は長期記憶過程であることが、修正 R/S
検定によっても確認できる＊7。
　1997 年のアジア通貨危機時にフリー・フ
ロート制移行を余儀なくされたインドネシア
では、為替制度変更とそれに伴う大幅なレー
ト変動より為替レートのボラティリティが長
期記憶性となり、過去の変動が現在に影響を
与える性質が高まった。サブプライム危機の
波及によるインドネシアの為替相場の変動幅

＊7 刈谷・勝浦（1992）では、円 / ドルの為替レートが長期記憶過程かどうかを修正 R/S 検定によって検定を行っている。彼ら
の分析では、円 / ドルの為替には長期記憶過程ではないことを棄却できておらず、円 / ドルレートは長期記憶過程ではない
と結論している。

図表23．自己相関関数

前半（アジア危機以前） 後半（アジア危機以降）
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増大の要因のひとつである＊8。

APPENDIX　II　財政および減税政策の効果

　1990 年第 1 四半期から 2007 年第 4 四半期
までの四半期データを用いて、VAR で減税
および財政出動の効果を推計した。VAR に
用いた変数は、実質 GDP、実質政府支出、
実質税収の 3 変数である＊9。

データ
政府支出：政府支出は、政府最終消費支出と
公的資本形成の合計値（単位：10 臆ルピア）
で、データは CEIC より入手。政府支出は
X-12-ARIMA 法で季節調整後、対数変換を
し、差分をとった。なお、政府支出は消費者
物価指数で実質化した。
税収：直接税と間接税の合計値（単位：10
臆ルピア）を税収とした。直接税と間接税の
デ ー タ は CEIC よ り 入 手。 税 収 デ ー タ を
X-12-ARIMA 法で季節調整後、対数変換を
し、差分をとった。なお、税収のデータは消
費者物価指数を用いて実質化した。
GDP：季節調整済みの GDP（10 億ルピア）
を消費者物価指数で実質化し、その対数階差
値をとったもの。CEIC より入手。
消費者物価指数：基準年 2005 年、CEIC よ
り入手。政府支出、税収および GDP を実質
化するために、本来は GDP デフレータを用
いるべきであるが、GDP デフレータのサン
プル数が少ないため、消費者物価指数で代用
した。
　経済のレベルデータは、通常、I（1） であ
ることが多い。そこで、分析の際に対数階差
をとることで、I（0）になる。そのため、対
数階差値を変数として利用している。これら
の変数について ADF 検定を行い、それぞれ

の変数の対数階差値は I（0）であることを
確認した。

推計方法
　3 変数の無制約 VAR を推計した。インパ
ルス応答関数を分析する際、コレスキー分解
によってショックを識別した。
変数のラグ：変数のラグは AIC 基準から決
定し、7 期のラグとした。
税収のラグ：税制の変更が経済に与える影響
の波及には、税法の改正等でラグをともなう
と考えられる。ここでは、1 四半期のラグの
後、減税の効果が生じると仮定する。減税の
政策の波及経路は、別途検討が必要である。
年次ダミー：アジア経済危機期間の異常値に
対応するため、1997 年第 3 四半期、1997 年
第 4 四半期、1998 年第 1 四半期から 1998 年
第 4 四半期に、ダミー変数を用いた。
コレスキー分解の順序：インパルス応答関数
を求める際、コレスキー分解を行った。一般
的に外生性が高いもの順に並べ、最初に並べ
られた変数から順にその影響が伝播している
ような構造を想定している。本分析では、政
策変数である政府支出を最初におき、税収、
GDP と置いた。

インパルス応答関数
　図表 25 は、財政および減税ショックに対
するインパルス応答関数を 1 標準偏差信頼区
間とともに描いたものである。1 標準誤差の
財政ショックと 1 標準誤差の減税ショックを
それぞれ与えたときの GDP への累積的な波
及効果を表している。実線はインパルス応答
関数を表し、点線は 1 標準偏差の信頼区間を
表す。図表 24 の財政ショックのインパルス
応答関数をみると、財政政策の累積効果は概

＊8 本節では、アジア危機発生以後、インドネシア・ルピアの為替のボラティティに長期記憶過程が存在するかどうかについて
検定を行った。ボラティリティに長期記憶過程が存在することで、高水準のボラティリティが持続し、資本取引を通じて実
体経済の投資、輸出に影響を与える可能性がある。この影響がどのようなインパクトを与えるかについは今後の課題としたい。

＊9 本来 VAR の変数に為替レート、金利を加えるほうが望ましい。しかし、金利や為替レートは、財政政策または減税政策が
執行される以前に反応してしまう可能性が考えられる（期待で反応する可能性が考えられる）。そのため、これらの変数を
VAR に加えることは難しい面を含んでいる。本節の第一目的は、インドネシアにおける財政政策、減税政策の効果を簡易的
に推計することにある。まずは、シンプルなインドネシア経済を想定し、分析したほうが好ましいと考える。なお、別稿お
いては金利や為替レートの変数を加えた VAR による財政政策および減税政策の分析比較を行う予定である。
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ねプラスの効果であることを確認することが
できる。12 四半期後にマイナスになってい
るが、この期間は有意ではない。1 標準偏差
で財政の累積効果が有意である期間は、1、5
四半期であり、それぞれプラスの効果である。
一方、減税のインパルス応答関数をみると、
1 四半期の効果のみプラスで有意であるもの
の、その後の累積効果は有意ではない。減税
の効果は短期間で減衰することが伺われる。

財政支出乗数と減税乗数＊10

　インパルス応答関数の結果を用いて、財政
および減税の累積の乗数効果を計算しよう。

Mountford and Uhlig （2005）による乗数効
果の算出法は次の式によって与えられる。

財政（減税）の乗数＝ ΣGDP の効果
初期の財政（減税）のショック

/（GDP に対する財政支出（減税）の比率）

　この式から、1、4、8、12 四半期の累積の
乗数を算出したものが図表 25 である。この
乗数の解釈には留意が必要である。減税の乗
数は、最初の 1 四半期以降、有意ではないイ
ンパルス応答関数から算出している。財政の
乗数も 8、12 四半期は有意ではない。

図表25　税財政政策の乗数（簡易推計）

1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 8Ｑ 12Ｑ

財政支出 2.45 2.03 1.75 2.93 3.09 △ 0.37
減税 2.29 0.96 1.02 1.07 △ 0.51 0.34

3 変数に単純化した継続であり、算出された乗数の値は、経済構造を反映したものになって
いない可能性がある点に留意が必要である。

注）実線：累積インパルス応答関数、点線：1 標準偏差

図表24　税財政政策の経済効果

減税のインパルス応答関数

（四半期）（四半期）

財政ショックのインパルス応答関数

＊10 Perotti （2004）では、OECD の 5 カ国の財政政策と減税政策の乗数を分析している。財政乗数が 1 を上回るのは、米国の
1980 年以前に限定されている。財政政策と減税政策の乗数の値が小さくなっていることを指摘している。Mountford and 
Uhlig （2008）では、米国の乗数を算出している。財政支出の乗数は 1 を下回り、減税の効果においては、マイナスの値となっ
ている期間がある。Eskesen （2009）は、シンガポールの財政および減税の乗数を計算している。1 四半期の累積乗数の値は
プラスであるものの、8 四半期、12 四半期と時間が経過するにつれて、乗数がマイナスの値となっている。このように財政
および減税の乗数の値は不安定である。3 変数を用い、1990 年から 2007 年までのデータの分析で本節の結果が得られた点に
ついて明記しておく。
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　最近の分析では、税の徴収、政策の実施の
タイミング等を考慮するため、制度情報を考
慮して政策の波及効果を VAR のモデルに取
り入れている。たとえば、Blanchard and 
Perotti （2002）では、制度情報を用いて戦後
の米国における財政および減税政策の効果に
ついて分析している。Perotti （2004）は、
OECD 諸国について制度情報を用いて、構
造 VAR を推計し、財政政策の効果について
分析している。加藤（2003）も Blanchard 
and Perotti の手法に倣って、日米の財政政
策の比較を行っている。インドネシアにおい
ても制度情報を加味することにより、財政出
動や減税の効果を精緻化できるだろう。
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1．はじめに

　本稿は、タイ、マレーシアにおける外資・
日系企業の資金調達の構造に関する調査プロ

ジェクトの総括的とりまとめである＊1。調査
の中間的成果である三重野・半田（2006）、
西沢（2007）、三重野（2007）で示されてき
た観察事実や問題の認識を踏まえ、財務デー

タイ、マレーシアにおける企業の分布と
資金調達
―上場／非上場、外資系・日系企業を焦点に

神戸大学大学院国際協力研究科教授　 三重野　文晴

Abstract

Existing studies on the financial system in East Asia have emphasized either on the micro 
level issues such as the excessive debt finance and the weak corporate governance, or the 
macro level ones such as the investment-saving gap, while the sectoral level questions 
associated with the financial institutions’ capability for intermediating the resources to 
key sectors of real economic growth rarely have been  considered.  Also, in conventional 
discussions, the apparent facts such the existence of large but unlisted firms and the 
significance of foreign firms in Southeast Asian economy have been generally ignored. 
 Based on a uniquely complied database for the top 1000 and more firms in Thailand and 
Malaysia, we examined the distributional feature on listing status and foreign & Japanese 
ownership, then, re-estimated the determinants of the firms’ capital structures. 
 We confirmed basic facts that the non-listed firms occupied a large portion in the 
distribution, and that the debt financing of major firms was relatively inactive.  We found 
the significance of the foreign share and its negative relationship with debt financing and 

‘going public’ (listing).
We also found that certain kinds of foreign firms (typically, joint ventures in Thailand and 
foreign subsidiaries in Malaysia) tended to keep tick retained earning and non-bank debt, 
suggesting their deep reliance on self-financing and internal capital market.  Japanese 
joint ventures and subsidiaries shared the above general characteristics as foreign 
ownership, but tended to relay more on the non-bank debt, instead of the bank borrowing.
The characteristics of the corporate finance in East Asia can be explained, in part by such 
distributional features of listing status and foreign ownership, while the foreign ownership 
is not a solo factor for inactive debt-financing in Southeast Asia.
Our findings cast a question on the conventional policy framework emphasizing on the 
shift from the financial intermediation to the securities market. Policy design should 
carefully consider the demand side of the fund in the real sector, the motive for the firms’ 
participation in the securities market, and the complementary feature between the 
banking and the securities market.
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タによる分析の結果を示して、あわせて全体
としての含意を検討するものである。
　調査の基本的なねらいは、東南アジアの金
融システムの特徴を、直接投資が大きな役割
を果たしてきた工業化過程との関係に留意し
ながら、再検討することにあった。アジア金
融危機から 10 年あまりの間、東アジアの金
融システムや企業金融について議論が盛んに
行われてきた。しかし、この 10 年、現実の
実物経済は、結局のところ金融部門の問題と
はほぼ無関係に、もっぱら輸出製造業に牽引
されて回復を実現してきた。金融システムに
ついての既存の議論はこの実態に十分に対応
していないのが現実である。
　本来、金融システムの機能の評価は、成長
部門への適切な資源の仲介を行う能力が金融
システムに回復したのか否かによって論じら
れるべきであろう。しかし、既存の議論では、
もっぱらマクロ・レベルの貯蓄と投資の
ギャップの観点か、さもなければミクロレベ
ルの企業ガバナンスなどの観点から金融シス
テムの問題が論及されてきた。他方、中間的
なセクター・レベルの視点、つまり工業化を
担う部門における資金の需要がどのようなも
のであり、それに対応した金融機能がどのよ
うであるべきかといった問題意識は、あまり
強くもたれてはこなかった＊2。
　その理由の一端として、実証面での大きな
困難があることは明らかである。工業化を担
う主要企業、とりわけ FDI による外資系企
業が各国の経済にどのような位置や比重を占
めているか、ということについての基礎情報
はそもそもきわめて乏しく、さらに、公開（上
場）企業を例外として財務情報の入手は容易
ではない。当該分野の先行研究の多くは、情
報のある公開企業の一部を対象にするものが
ほとんどであり、そこでは観察対象が各国で
経済全体の中でどのような位置や比重を占め
ているのか、という基礎的問題は触れられず

にきたである＊3。
　本調査では、この問題を克服すべく、企業
分布のできるだけ正確な把握と、よりバイア
スの少ない企業データの収集につとめてき
た。最初に、タイ、マレーシアの上場・非上
場企業を総資産順位に基づいて抽出して基本
属性別の企業分布を観察し、その上で財務情
報を収集して資金調達構造を検討するという
アプローチをとった。こうした作業により、
上場・非上場企業の属性別、また外資・日系
の出資比率別の主要企業の分布の特徴につい
て詳細な情報を整理することができ、そのよ
うな企業属性と負債との関係の検討も可能と
なった。本稿では、特に負債について、親子
ローンなどのいわゆる内部資本市場の取引や
企業間信用の利用を把握するために、負債を
銀行借入と非銀行負債に細分化した観察に注
力した。
　本稿の構成は、以下の通りである。第 2 節
では、サンプル選択の手順を説明し、主要企
業の一般的な分布傾向を観察する。さらに、
外資・日系の出資の類型とその分布特徴を指
摘する。第 3 節では、主要企業の一般的な資
本構成の構造とその変容を観察する。第 4 節
では外資・日系の出資と資金調達との関係に
ついて詳細に分析する。第 5 節では観察を整
理し、最近の関連の課題への含意を論じる。
第 6 節はむすびである。

2．�主要企業の分布と資本構成の�
一般的特徴

2.1　サンプル選択とデーターソース
（1）データの収集とサンプル選択
　本稿の調査では、企業情報の把握と財務
データの収集整理を以下のような方針で行っ
た（図表 1 参照）。第 1 に、両国の非金融企
業について総資産を基準として上位企業をリ
ストアップし、企業名、業種、総資産（2004
年基準）などの主要なプロファイルを整理し

＊1 調査は、旧開発金融研究所において 2005-07 年に進められた。調査に参加された下鉢雅宏、西沢利郎、半田晋也、劉群、杉
山章子の各氏の協力に感謝申し上げる。

＊2 国内におけるこの分野の研究としては、寺西（1991）、奥田・三重野（2008）など。
＊3 奥田・斎藤（2008）、Mieno（2006）などは、例外的に非上場企業を分析の対象に収めて分析を行っている。
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た。上場企業の情報は、証券取引所から入手
可能であるので、まずは、非上場企業の上位
1000 社を基準として情報が収集された。こ
れを上場企業の同様の情報とあわせ、タイに
ついては上位約 1200 社、マレーシアについ
ては約 1800 社の企業プロファイルを整理し
た。第 2 に、それらの上位企業の主要株主の
情報を収集整理した。タイについては上位
10 位、マレーシアについては 5 位までの株
主情報（法人／個人属性、保有株主数、国籍
等）が入手可能であった。第 3 に、非上場企
業の財務データを、タイに関しては非上場企
業のうちデータの入手できる上位 300 社ま
で、マレーシアについては 250 社までの企業
について収集整理した。期間カバレッジは
2000 － 04 年の 5 年間であり、タイについて
は 1995 － 99 年のデータも可能な範囲で収集
された。これに、それぞれ上場企業のうち、
財務諸表の収集対象となった非上場企業の下
限の企業（つまりタイでは 300 位、総資産約
2.6 十億バーツ、マレーシアでは 250 位、約
117 百万リンギット）の総資産額を上回るも

のを分析のサンプルとしてあわせ、財務諸表
の統合データセットを作成した。結果的に、
タイでは上位 447 社、マレーシアでは 846 社

（うち上場企業はそれぞれ 149 社、633 社）
が分析の対象として用意された。
　非上場企業のプロファイル、株主情報およ
び財務データの収集は、それぞれの国のコン
サルタント会社に委託して行われた＊4。デー
タの原出所は、タイは非上場企業によって商
務省登記局へ毎年提出される業務報告書、マ
レーシアはクアラルンプール特別市およびネ
グリスビンラン州登記局に毎年提出される業
務報告書である。上場企業のそれらは、
Bureau van Djik 社のデータベース、OSRIS
から入手整理された。

（2）主要企業の分布とサンプルの特徴
　図表 1 は、収集された企業サンプルの概要
を上場／非上場の別で整理したものである＊5。
　この表から看取できる明らかな特徴は、両
国とも上位企業のうちで、非上場企業が相当
の比重を占めていることである。特にタイで

＊4 タイは Business on Line 社、マレーシアは Infocredit D&B（Malaysia）社。
＊5 収集された非上場企業のサンプルの一部には、金融関連企業と見られるものや、データとして不完全なものが含まれ、それ

らを除外したため、実際には企業プロファイルに利用可能な企業や、財務データの利用が可能な企業の数はともに若干少な
くなっている。

（ 2）マレーシア

総資産順位 上場企業 非上場企業 総資産額

1 位

846 位

633 社
（74.8%）

213 社 
12,521,700

117,011 ↑＊ 1

1824 位

254 社
（22.7%）

724 社
30,531 ↑＊ 2

小計 1,824 社
887 社

（48.6%）
978 社

36 社 ＊ 3

合計 1,860 社 923 社 937 社

（ 1）タイ

総資産順位 上場企業 非上場企業 総資産額

1 位

447位

149 社
（33.3%）

298 社
501,721

2,586 ↑＊ 1

1189位

119 社
（16.0%）

623 社
1,040 ↑＊ 2

小計 1,189 社
268 社

（22.5%） 921 社

112 社 ＊ 3

合計 1,301 社 380 社 921 社

　注： 総資産額は 2004年。単位はタイは 100万バーツ、マレーシアは 1000リンギット。括弧内は各階層の上場企業数

の比率を表す。

＊ 1：財務データ収集対象

＊ 2：企業プロファイル、株主情報

＊ 3：観察対象から外れる上場企業

図表１　サンプル範囲と企業の分布
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は、財務データの収集対象となる企業 447 社
のなかで上場企業は 3 分の 1 に過ぎず、企業
プロファイルの収集対象となるサンプル全体
の 1189 社ではわずか 22.5％である。マレーシ
アでは、前者（846 社）では 74.8％と、上場企
業の比率は比較的高いが、後者（1824 社）の
サンプルでは 48.6％と過半が非上場である＊6。
　一方、総資産順位の整理によって、サンプ
ル対象となった非上場企業の総資産の下限よ
り規模の小さな上場企業が多く存在すること
がわかった。特にタイでは、サンプルの総資
産範囲から漏れる上場企業数は、全体の
29.5％（112／380）にものぼり、マレーシア
と比較してテールの長い分布となっている。

2.2　外資・日系企業の分布
（1）分類
　まず、企業分布の基本的な構造を見るため
に、主要株主（マレーシアの非上場企業は上
位 5 位、その他は上位 10 位株主）を国籍ご
とに分類し、その出資比率の合計値から、外
資の出資の類型を整理した。図表 2 － 1、2
－ 2 は、これに上場／非上場の属性の情報を
あわせて、資産規模順 100 社ごとにその構成
をまとめたものである。外資の出資の厳密な
類型化は、本来詳細な吟味が必要な作業では
あるが、ここでは、試みとして、以下の分類
を用いている＊7。

A． 0 － 10％：  金融的投資－金融的投資を
目的としての出資

B．10 － 95％：  合弁企業－経営へ参画する
意図を伴う出資

　B － a.　10 － 50％： 経営の主導権が地場
資本にあると考えら
れるもの

　B － b.　50 － 95％： 経営の主導権が外資
側にあると考えられ
るもの

C．95％以上：  現地法人－外資が経営を支
配する出資

（2）タイ
　まず、タイについて見てみよう。先に見た
ように、上場企業数は上位 100 社で 50％程
度、それ以下では 30％以下であり、ここで
も比重が非常に小さいことが確認できる。外
資の出資の特徴としては、以下を指摘するこ
とができる。第 1 に、上場・非上場全体で外
資が出資している企業数が、きわめて多い点
である。たとえば、上位 400 社の企業のうち、
外資の出資を受けている企業は、上場企業で
63.7％、 非 上 場 企 業 で 54.0％（ 全 企 業 の
57.3％）に上る。10％以上の出資のある企業
に絞っても、それぞれ、14.8％、40.4％（全
企業の 31.8％）である。
　第 2 に、外資の出資形態には偏りがあり、
概ね 2 つのグループに大別できる。すなわち、
①上場企業における 10％未満の出資（A．
金融的投資）と②非上場企業における 10％
以上の出資（B．合弁企業および C．現地法人）
というタイプである。上場企業では 10％以
上の出資企業は極めて少なく、逆に非上場企
業では、10％未満の出資企業は限られる。タ
イプ②が直接投資による進出に関係する企業
の典型であると見られる。つまり、直接投資
企業のほとんどは非上場に留まっていること
になる。
　第 3 に、タイプ①の出資は、特に上位 400
社程度の大規模企業の層の上位企業において
は比重が高く、その階層の上場企業全体（135
社）の 48.9％にも及ぶ。タイの証券市場では、
金融危機後の一時的な退潮を経て、2003 年
ころから海外からのポートフォリオ投資が回
復しつつあるが、上位の上場企業はそうした
資金を大規模に取り入れている。これは別の
角度から見れば、海外からのポートフォリオ
投資の行き先は、タイの主要企業の分布全体

＊6 なお、マレーシアにおける上場企業の比重は、三重野・半田（2006）では 32.8％とタイと同等程度に観察されていた。今回
の数値は、これを修正するものである。中間報告の段階においては規模順位として流動資産を用いており、また、財務諸表
が収集不能な企業数が相当数に上ったが、今回はこの点は大幅な改善が見られた。データ精度の改善による修正である。

＊7 なお、図表では 33.3％と 66.7％の基準も加えたより細かい分類も用いられている。
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から見た場合、相当に偏った位置にとどまっ
ていることを意味している。
　第 4 に、タイプ②の出資も、また相当数に
上る。95％以上の出資企業（C．現地法人）
だけで上位 400 社のうちの非上場企業（265
社）の 18.1％にのぼり、これに外資が経営に
強い影響力を保持していると考えられる出資
比率 50％以上（B － b 型）の企業を加える
と非上場企業数全体の 30.2％にも及ぶ。外資
比率 33.3％以上の出資企業も含めればさらに
比率が増えるはずである。このようなタイプ
②の外資の比重は、より小さな企業階層にお
いても大きな違いはなく、広く分布している
のも特徴である。
　上場企業を対象とする観察で外資として把
握されるタイプ①の企業が相当の数に上る一
方で、実物経済で重要な役割を担っているタ
イプ②直接投資型の外資企業が、これらとは
まったく別の位置に、しかも国内の資本市場
とは関わりが乏しい形で存在することは、注
意すべき事実であろう。

（3）マレーシア
　マレーシアの場合、タイとは異なって、上
位企業のかなりの部分が、上場企業として証
券市場に参加している。上位 600 社で見れば、
全体の 74％の企業が上場企業であり、上位
100 社ではほとんど（97 社）が上場企業となっ
ている。マレーシアの資本市場の相対的規模
は東南アジアの中で群を抜いていることはし
ばしば指摘されるが、上場企業数の比重もそ
のことを裏付けている。
　次に、図表 2 － 2 から明らかなように、上
場・非上場ともに外資の出資を受けない純然
たる地場企業の層がかなり厚く、相対的に外
資の比重が小さい＊8。
　外資の分布上の特徴は以下の通りである。
第 1 に、上場企業の側では、タイで上場企業
の典型形態としてみられた 10％以下の外資
出資（タイプ①）の企業が、マレーシアでは
ほとんど見られない。タイプ①の企業は上位
600 社に入る上場企業のうちでわずか 4.0％
を占めるに過ぎない。他方、上位 200 位程度

図表 2-1　タイ企業の総資産、上場／非上場、外資出資別分布
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業
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までの上場企業の中で、50％超を含むかなり
高い出資比率の企業が散見される点は、タイ
にはない特徴である。
　第 2 に、非上場企業では、上位 200 社程度
までは、全体数が少ない上に外資の出資はほ
とんど見あたらないものの、それ以下のグ
ループでは相当の比重を占め、特に 1000 位
以下のより小規模の階層においてかなり高い
比率を占めている。外資出資企業が各階層に
わたって広く分布している点は、タイと同様
である。
　マレーシアの最大の特徴は、タイプ②（非
上場企業・10％以上の外資出資）の企業の中
で、出資比率 95％を超える現地法人型の企
業が、圧倒的に多いことである。直接投資型
の進出企業は、タイとは異なって、現地のカ
ウンターパートとの合弁よりも、経営の支配
力を強く保持する子会社（現地法人）の形態

を選択する傾向が強いのである。これは、マ
レーシアの輸出製造業における外資誘致戦略
が、しばしば「飛び地（enclave）型」と呼
ばれるように、国内経済とは距離をあけて進
められてきたこととも関係があるのかもしれ
ない。
　以上の観察をタイと対照してまとめれば、
マレーシアでは、タイプ①の企業がほとんど
見受けられないこと、タイプ②では現地法人
型の企業進出が高い比重を占めることなど、
外資が国内資本や金融システムとリンケージ
を構築しないまま、いわば超然として存在し
ている傾向が強い。ただ、タイにはない特徴
として、極めて規模の大きな企業の中に、高
い外資比率を保ったまま上場し、資本市場か
ら資金調達を行っていると見受けられる企業
が存在する。

＊8 上場・非上場をあわせた地場企業（外資出資がゼロである企業）の比重はタイ上位 400 社で 48.7％、マレーシア上位 600 社
で 78.4％である。

図表 2-2　マレーシア企業の総資産、上場／非上場、外資出資別分布
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（4）日系企業の位置
　これらの外資企業の中で日系企業はどの程
度の位置を占めるのだろうか。図表 3 は、両
国のサンプル企業の主要株主の国籍を区分し
てまとめたものである。タイについては、筆
頭および第 2 位株主の、マレーシアについて
は、筆頭株主のみの国籍をもとに集計してい
る＊9。
　タイでは、国籍が識別できた 1093 社のう
ち、筆頭株主が日系であるものが 206 社を占
め、外資企業として最大の数となっている。
つづく米国とシンガポールが 100 社をはるか
に下回ることからもわかるように、日系企業
のプレゼンスは群を抜いている。出資の形態

としては、日系企業は筆頭、第 2 位株主のい
ずれかに日系の出資のある企業のうち、その
いずれもが日系だけで固められているものが
47.3％、タイ資本をパートナーにもつものが
42.6％とほぼ二分される。米系企業も概ね同
様の傾向である。他方、シンガポール、香港、
マレーシア等のアジア諸国は単独出資が少な
く、タイ資本との合弁が多い。韓国と台湾資
本の企業数は意外なほど少ないが、出資の特
徴としては、韓国は合弁が少なく単独出資多
く、台湾は日米型に近い。
　マレーシアについては、タイと比較して地
場資本の企業が圧倒的に多いが、外資の中で、
最大となっているはやはり日系企業である。

＊9 株主の国籍の判定は委託先のコンサルタント会社に委託した。タイについては、株主情報が欠ける企業がかなりあり、欧州
が全く見あたらないことなど、情報が不完全であることには注意が必要である。

図表 3　企業の国籍別分類
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ただし、シンガポールや EU 諸国合計と比較
して群を抜いているというほどでもない。米
系企業が比較的少なく、バージン諸島やケイ
マーン諸島など国際的な投資拠点に籍をおく
資本が多いのもマレーシアの特徴である。
　図表 4 － 1、4 － 2 によって、両国におけ
る日系企業の出資比率別の特徴を見てみよ
う。第 1 に、タイでは上場企業への金融的投
資の性格を持つ出資形態（タイプ①）が一つ
の類型をなしていたが、日系の出資にはこの
タイプの出資が極めて少ないことがわかる。
一方で上場企業へ 10％を超える出資を行っ
ている企業の比率は、外資一般としてはあま
り高くなかったのに対し、日系企業ではかな
りの水準にのぼる。機関投資家による金融的
投資における日系の存在感は薄く、他方で、
日系企業には、かなりの出資比率を確保する
合弁企業であって、証券市場に上場する行動
をとるものが、他の外資と比較して例外的に
多いことになる。マレーシアにおいては、そ
もそもタイプ①の出資はほとんど見られず、
日系の上場企業には、他の外資とそれほど大
きな特徴上の違いは見いだせない。
　第 2 に、タイプ②の出資形態、すなわち非
上場企業における合弁あるいは現地法人型の
出資形態については、タイ、マレーシアの両
国で、日系企業は大きな比重を占めている。
特にタイでは外資系企業数全体の 50％以上
を占めておりプレゼンスは極めて高い。その
中でも、日系企業は、現地法人よりは合弁型
企業の方にやや偏る傾向があるように見受け
られる。マレーシアでも、外資系企業数全体
の約 30％を占め、やはり大きな存在となっ
ている。マレーシアでは出資比率による偏り
は小さく、現地法人型、合弁企業型の双方で
同様の比重を占めている。

3．�タイ、マレーシア主要企業の資
本構成

3.1　タイ
　本節では、外資系企業の資金調達行動を考
える準備段階として、主要企業の平均的な資
金調達の構造を、資本構成の観察によって見
ていきたい。図表 5 － 1 は、タイの財務デー
タの利用可能な主要企業の資本構成を、上場
／非上場企業の別にまとめたものである。す
でに述べたとおり、サンプルは上場／非上場
企業とも総資産規模を一定水準以上にそろえ
ているので、企業規模はコントロールされて
いるとして、2 つのグループを比較すること
ができる＊10。ただし、サンプルは非バランス・
パネルであり、年によってサンプル数が異
なっている＊11。
　これらの表からいくつかの特徴を確認する
ことができる。第 1 に、負債比率は上場／非
上場企業ともに 50％台であり、その水準は
通念とは異なりそれほど高くはない。先進国
企業の負債比率についてとりまとめた Booth 
et.al.（2001）の数値と比較すれば、金融仲介
への依存が低いとされる米国、英国、カナダ
などの「アングロサクソン型システム」諸国
の負債比率と概ね同程度である＊12。上場／
非上場の属性で比較すれば、負債比率は、上
場企業の方が高い。また、2000 年以降、負
債比率は低下傾向にあり、危機後の金融シス
テムの混乱と再編の時期を通じて、企業は金
融仲介への依存度を低めてきたことが看取で
きる。
　第 2 に、資本勘定の面を見ると、上場企業
は、非上場企業と比較して、資本勘定全体の
比率は低いものの、その内訳では資本剰余金
が非上場企業よりもかなり高いことがわか
る。これは、主に上場時に発生した剰余金の
留保によるものであると考えられる（Mieno 
and Gunji （2004））。これに対し内部留保の

＊10 タイの企業においては企業規模と負債比率は通常、負の相関を持っている。
＊11 年次アベイラビリティーが 2 年分以下の企業はサンプルから除外した。
＊12 Booth et.al （2001) によるとアングロサクソン型のシステムで負債比率は 50％台半ばから後半、大陸ヨーロッパ型で 70％前後

である。

2009年8月　第2号　111



図表 4-1　タイ企業の総資産、上場／非上場、日系出資別分布
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図表 4-2　マレーシア企業の総資産、上場／非上場、日系出資別分布
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比率は、概して非上場企業でより高く、特に
金融危機時の損失が反映されている 2000 －
01 年頃には上場企業の内部留保の落ち込み
がより厳しくなっている。外部資金により強
く依存していた上場企業にとって、危機の企
業収益への影響がより大きかったことが示唆
される。
　第 3 に、負債の内訳の銀行借入を見てみる
と、上場企業が非上場企業でより高い傾向は
負債比率と同様であるが、その差は 5 年間の
平均で 4.8％と、負債比率の差の 1.7％よりだ
いぶ大きい。そして、これに対応して非銀行
負債は非上場企業において高い。上場企業は
資本市場へのアクセスを保つ一方で、より活
発に金融仲介を活用しているのに対し、非上
場企業は内部資本市場や企業間信用により強
く依存していることになる。このことは証券
市場と金融仲介が、代替的ではなく、補完的
な関係にあることを示唆している。日本など
の先進国におけるステレオタイプ、すなわち
市場に依存する大企業と、金融仲介に依存す
る中小企業という構図とは、傾向が異なるこ
とに注意が必要である。
　負債の内訳の 2000 － 04 年までの時系列的
な変化を見ると、銀行借入比率も負債比率と
同様に低下傾向を示している。その間、非銀
行借入の比率は上場企業では一定であり、非
上場企業では低下傾向がある。上場企業では
内部資本市場の資金チャンネルへの依存が強
まり、非上場企業では自己資本に回帰する傾
向があると見ることができる。
　第 4 に、負債の長短比率は上場／非上場と
も短期負債を表す流動負債の水準が高く、こ
こ数年は、それが顕著になっている。一方で、
銀行借入の長短比率は、上場企業においては
銀行借入計 22.7％に対して、長期負債 18.2％
と大きな比重を占めている。上場企業では、
銀行借入は主に長期の資金として利用され、
短期の資金需要には非銀行負債で対応すると
いう傾向が見受けられる。なお社債の比率は
平均で 2.7％とごくわずかである。
　最後に、製造業／非製造業を比較すると、
上場企業では製造業の負債比率が低いことが

看取される。また、非上場企業では、製造業
の銀行借入比率は明らかに低い。
　全体として、タイの企業は負債への依存は
必ずしも高くはなく、その内訳では銀行借入
比率、長期負債比率が低い。金融仲介への依
存は全体的にかなり弱いのである。その中で
上場企業は相対的に金融仲介への依存を比較
的高く維持している。そして、近年では金融
仲介への依存は後退する傾向がある。

3.2　マレーシア
　図表 5 － 2 は、財務分析の対象となるマ
レーシアの主要企業の資本構成を、上場／非
上場企業の別にまとめたものである。総資産
規模の範囲を調整して上場／上場企業の比較
にバイアスが生じないように選択されたサン
プルであることや、非バランス・パネルであ
ることはタイと同様である。
　観察される特徴は以下の通りである。第 1
に、負債比率について見ると、上場企業で
40％台半ば、非上場企業では 40％以下と、
極めて低い水準に留まっている。この水準は
タイよりもはるかに低く、先進国の事例では
比較しうるものがない。上場／非上場の属性
別の差をみると、タイと同様に上場企業でよ
り高いが、両者の差は 5％程度もあり、タイ
よりも格差が鮮明である。一方時系列的には、
多少の上下があるものの危機後の大きな落ち
込みは確認されず、基本的には横ばいである。
企業の金融仲介への依存はタイより弱いが、
他方、危機後の金融仲介の後退はタイほどに
は顕著ではない、と理解できる。
　第 2 に、資本勘定の側を見ると、内部留保
が非上場企業において高く、タイと同様に金
融危機の影響が、相対的に上場企業において
大きかったことが示されている。また、資本
剰余金には上場／非上場企業で大きな差はな
い。
　第 3 に、負債の内訳については大きな特徴
が観察される。銀行借入の比率は、上場／非
上場企業の間で差があるが、前者で 10 －
13％、後者では 4 － 6％台と、特に非上場企
業では、極端に低い。銀行借入は企業にとっ
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て主要な資金調達手段になっていないのであ
る。それに対して、非銀行負債は 33％強と
かなり大きく、主要企業の負債の大きな部分
で、内部資本市場の活用が未だ主要な役割を
果たしていることが示唆されている。
　また、非銀行負債の比率は、上場／非上場
企業でほぼ同等であるので、負債比率の差は
もっぱら銀行借入比率の違いによってもたら
されている。すなわち、上場企業では、非銀
行負債と銀行借入との代替が生じているので
はなく、同様の水準の非銀行負債に加えて、
銀行借入がより活用されていることになる。

なお、銀行借入比率の時系列的傾向は、上場
／非上場企業いずれについても、微増傾向が
ある。金融仲介は平均的水準の上では極めて
不活発であるが、緩やかに深化はしつつある
といえよう。
　第 4 に、負債の期間に着目すると、短期負
債の比率は上場企業で負債計 39.1％に対して
32.2％、 非 上 場 企 業 で 同 54.4％ に 対 し て
29.4％とかなり高い。ただし、銀行借入の長
短比率を見ると、上場企業においては長期借
入の比率が銀行借入計 11.3％に対して 9.0％
と極めて高く、銀行借入としては長期の資金

表 5-1　タイ、サンプル企業の資本構成
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が利用されていることが確認できる。なお、
上場企業の社債への依存は近年微増傾向にあ
るものの、平均で 0.9％とその規模は非常に
小さい。マレーシアの債券市場は、市場全体
の規模拡大がしばしば指摘されるが、上場企
業の資本構成からみると、タイよりも社債の
比重が低いことになる。
　最後に、製造業と非製造業では、上場／非
上場企業とも負債比率に大きな差は認められ
ない。ただし、銀行借入比率については、上

場企業では製造業の方が高い。これはタイと
は逆の傾向である。

3.3　小活： タイ、マレーシアの共通点／相
違点

　タイ、マレーシアの主要企業に共通する傾
向をまとめよう。両国の企業とも負債への依
存は必ずしも高くなく、その内訳では、銀行
借入比率、長期負債比率の著しい低さなど、
金融仲介への依存は非常に弱いものであると

図表 5-2　マレーシア、サンプル企業の基本構成
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見ざるを得ない。特に短期負債において非銀
行負債の比重が高く、依然として内部資本市
場への依存が強いことが示唆される。社債は
平均的には主要な資金調達手段とはなり得て
いない。また上場／非上場企業を比較した場
合、両国とも、上場企業において金融仲介へ
の依存が強い傾向がある。
　両国の違いに着目すれば、金融仲介への依
存度合いはタイでも高いとは言えないが、そ
れと比較してもマレーシアにおける依存度合
いは格段に低い。ただし、タイでは金融危機
以降の金融システムの再編過程で商業銀行の
金融仲介機能が後退している一方で、マレー
シアではやや高まる傾向にある。

4．�外資・日系企業の決定要因

4.1　観察の手法
　ここでは第 2 節で観察された企業分布の特
徴に沿って、外資系企業の類型別に資金調達
構造の特徴を探っていく。標準的なエージェ
ンシー・コスト・アプローチに基づいて、負
債比率ならびにその内訳としての銀行借入、
非銀行負債の比率の決定要因の推定を試み
る。また、第 3 節の観察を踏まえ、より詳細
に資本構成の主要項目を外資系企業の類型
別、および時系列別に集計して、比較の基礎
材料とする。これらの記述統計と推定結果の
2 つを参照しながら、特徴の把握を進めてい
きたい。
　資本構成の決定要因に関する実証研究にお
いて、負債比率の基礎的な要因とされてきた
ものには、企業規模、キャッシュフロー、リ
スク、負債の節税効果などがある。企業規模
は借入余力の程度の代理変数として負債比率
と正の相関を持つことが知られている。
キャッシュフローは内部資金の代理変数であ
り、外部資金への依存を弱めることから負債
比率と負の相関を持つと考えられる。また、
債務契約のもとではリスクは債権者に負担さ
れる度合いが大きいことから、リスク指標の
大きさは負債と負の関係にあるされる。最後
に、モジリアーニ・ミラーの議論で知られて
いるように、企業は節税効果を考慮して負債

を指向する傾向がある。本稿では、以上 4 つ
の要因を表す指標として、それぞれ総資産

（Asset, 負債比率に対して＋）、過去 2 年の
総資産収益率平均（Cash, －）、総資産収益
率の標準偏差（Risk, －）、非負債節税枠（NDT, 
－）を用い、コントロール変数としている（括
弧内の＋、－は想定される符号）。なお、非
負債節税枠については Titman and Wessels

（1988）に倣って NDT = 営業収入－利子費
用－法人税 ／法人税率　でその水準を計算
している。さらに、本稿の観察対象にとして
留意すべき要素として、上場／非上場企業の
属性を区別するために上場ダミー（List）と
製造業／非製造業の属性を区別するために製
造業ダミー（Ind）を導入した。

　基本的な推計式は以下の通りである。

　ここで、Dep は被説明変数であり、負債
比率、銀行借入比率、非銀行負債の 3 通りの
ケースで推定が行われる。u は攪乱項である。
　D は、外資出資比率に関する様々な変数

（ベクトル）である。これについては以下の
3 通りの説明変数を導入した。第 1 に、基礎
的な方法として外資出資比率による観察をお
こなう。線形の相関に加えて、非線形の関係
をも探るために自乗項を説明変数に加えた推
定も試みる。第 2 に、外資出資比率と上場ダ
ミーとの交差項を導入する。これは、外資比
率の効果が上場企業と非上場企業では異なる
場合に、それを捉えるためである。第 3 に、
出資比率を 6 つの範囲（0％、0 － 10％、10
－ 33.3％、33.3 － 50％、50 － 95％、95％以上）
に分類し、それぞれのダミー変数を作成して
導入する。外資の出資形態の類型ごとに違い
がある場合、外資出資比率自体を用いるより
も明瞭な結果が得られる可能性があるからで
ある。
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4.2　タイ
（1）全般的な推定結果
　主要指標の基本傾向は、タイ、マレーシア
それぞれについて図表 6 － 1、6 － 2 にまと
められている。タイについての推定対象は非
バランス・パネルで 1451 のサンプル（上場
企業 499、非上場企業 952）、サンプル期間は
2001 － 04 年である。推定結果は図表 7 － 1
の通りである。負債比率、銀行借入比率、非
銀行借入比率のいずれを被説明変数とする推
定式についても、企業規模、リスク、負債の
節税効果は概ね想定された符号をとってお
り、このうちかなりのケースで有意となって
いる。ただし、キャッシュフローについては、
正にも負にも有意ではなかった。推定結果は
非常に良好とは言い難いが、これによってと
りあえず一般的傾向を指摘することは許され
よう。
　上場ダミーは負債比率、銀行借入比率を被
説明変数とした推定において正に有意であ
り、上場企業においてそれらが高いことが示
されている。この結果は第 3 節の観察と整合
的である。一方、非銀行負債比率を被説明変
数とした推定においては、上場ダミーは負に
有意であった。また、製造業ダミーは、非銀
行負債比率の推定において負に有意であるも
のの、負債比率、銀行借入比率においては有
意ではなかった。

（2）外資出資と資本構成
　図表 6 － 1 は、出資比率別の傾向を記述統
計によって整理したものである。この中の右
側の図は、負債、銀行借入、非銀行負債の各
変数と外資比率、上場・非上場属性との相関
を確認するためにサンプルをプロットし、後
述の推定結果に基づく 2 次近似の軌跡も図示
したものである。この図表、負債項目と外資
出資比率との間にいくつかの特徴的関係を見
いだすことができる。
　まず、非上場企業に着目すると、負債比率
は出資比率 33.3 － 95％の階層で若干低いも
のの、階層別の差はそれほど明瞭には見られ
ない。銀行借入比率は、現地企業と現地法人

型企業では 20％弱と同等である一方、出資
率 33.3％までの合弁企業では 14 － 15％とか
なり低い。他方、非銀行負債比率はこれと逆
の傾向をもっており、外資比率 33.3％までの
合弁企業が突出して高く、その他の階層では
それほどの違いがない。右側の図の近似曲線
によってこれらを見れば、銀行借入と非銀行
負債の比率はそれぞれ、出資比率 40-50% 付
近で頂点を持つ順 U 字、逆 U 字でちょうど
逆向きに対応していることがわかる。そして、
両者の和である負債比率では、それらが打ち
消し合う形で相関が消滅しているように見え
る。
　上場企業の外資出資比率は、概ね 10％以
内に限られるという観察が第 2 節で得られて
い る。 図 表 6 － 1 に お い て 外 資 出 資 比 率
10％までの上場企業の傾向をみると、それぞ
れ外資出資比率が高い階層ほど銀行借入比率
が低く、非銀行負債比率が高い傾向が示され
ている。上場企業の分布が、全サンプルの中
では、主に外資出資比率の低い領域（図の左
隅付近）での部分集合を構成しており、この
上場企業の傾向は、非上場企業のサンプルに
おける銀行借入比率の順 U 字、非銀行負債
比率の逆 U 字の形状と整合的である。実際、
全サンプルから得られる近似曲線は、非上場
企業の近似曲線とほぼ同じ形状となっている。
実証分析の結果からも、以上の傾向は概ね確
認できる。図表 7 － 1 の推定結果によれば、
銀行借入比率と非銀行負債比率は、外資出資
比率の 1 次項がそれぞれ負、正に、そして自
乗項がそれらに逆符号で有意であり、それぞ
れ、順 U 字、逆 U 字の形状をとることが示
されている。外資出資の階層別ダミーの中で
は、50 － 95％の出資比率における企業が、
有意に正、負となっており、外資がリーディ
ング・パートナーとなっている合弁企業（B
－ b 型）の階層が U 字（逆 U）字の底（頂点）
となっていることが示唆されている。そして、
負債比率全体では、両者の効果が打ち消し合
う関係となり相関が観察される。
　資本勘定についてみれば、図表 6 － 1 の記
述統計において、非上場企業で内部留保が、
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図表 6-1　タイ：外資出資比率と資本構成
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図表 6-2　マレーシア：外資出資比率と資本構成

2009年8月　第2号　119



出資比率 33.3％以上の合弁企業と、95％以上
の現地法人型企業において比較的高く、外資
出資比率と正の相関があることが示唆されて
いる＊13。
　観察結果は以下のことを意味している。第
1 に、外資出資がほとんどを占める現地法人
型企業は、地場企業と同程度に商業銀行によ
る金融仲介に依存して資金調達を行ってい
る。一方、そのような企業は、内部留保によっ
て資金を調達する度合いが高く、金融仲介と
自己金融を組み合わせていることに特徴を持
つ。第 2 に、合弁型企業の、特に外資がリー
ディング・パートナーとなっている企業（B
－ b 型）は金融仲介への依存度合いが低く、
自己金融や、内部資本市場など限界的な手法
を通じた資金調達をより活発に行う傾向があ
る。第 3 に、地場資本の企業は、外資と比較
して自己金融よりは金融仲介へ依存している。

（3）解釈
　タイ、マレーシアの主要企業における外部
金融や金融仲介への依存度合いが、通念より
もかなり弱いことを確認した第 3 節の観察を
踏まえて、本節では、この問題における外資
系企業の特質について分析を進めた。ここま
での観察で、タイにおいては、外資の出資比
率と負債構成に非線形な関係があることが見
いだされた。すなわち、10％を超える外資出
資比率の非上場企業（タイプ②の外資）には、
出資比率の階層ごとに金融仲介への依存度合
いが異なっている。外資が 50％を超える合
弁企業では、銀行借入比率が低く非銀行負債
比率が高い。一方で、外資の比重が圧倒的な
現地法人では、負債の構成は地場企業とそれ
ほど大きな違いはない。深刻なエージェン
シー問題が、現地法人にではなく、合弁企業、
特に外資が優位にあるタイプの合弁企業にお

＊13 なお、他に短期負債比率が外資出資比率と正の相関を持つことも観察された。

図表 7-1　推定結果：タイ外貨出資比率

注：*, **, *** はそれぞれ 10％、5％、1％水準で有意であることを示す
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いて深刻であることは興味深い発見である。
　現地法人が、銀行との間でそれほど深刻な
エージェンシー問題には直面していないこと
の解釈としては、現地法人が、進出元国にお
いて密接な関係をもつ同国籍の銀行の現地支
店と取引を活発に行っており、その親会社と
本国の銀行本店で、十分な情報共有がなされ
ている可能性を考えることができよう。この
ような関係は、日系企業と日系銀行支店との
関係でしばしば指摘されるものである。
　なお、日系の現地法人からの聞き取り調査
では、地場銀行からの資金調達の必要性を認
識していないという回答が多かった（西沢

（2007））。現地法人型の企業において、負債
や銀行借入の水準がそれほど低くないという
我々の観察の結果は、聞き取り調査の印象と
は多少異なるものであることを留保しておき
たい＊14。
　なお、負債構成における外資出資企業と地
場企業の間の差は、全体としてそれほど大き
なものではない。たとえば、図表 6 － 1 によ
れば外資出資比率最も低いグループ（0 －
33.3％の合弁企業）と地場銀行の銀行借入比
率の差は 5％程度である。したがって、タイ
の負債比率、銀行借入比率が、国際水準と比
較して低いことの要因を、外資系企業の存在
だけに帰すことは難しいと考えられる。

4.3　マレーシア
（1）全般的な推定結果
　マレーシアについての分析対象は非バラン
ス・パネルで 3346（上場企業 2593、非上場
企業 753）、サンプル期間は 2001 － 04 年で
ある。推定結果は図表 7 － 2 の通りである。
3 種類の被説明変数の推定式すべてでコント
ロール変数の係数は共通した傾向を示してい
る。つまり、企業規模が正に有意である一方、
リスク指標は有意ではない。また、負債の節
税効果とキャッシュフローの係数については

想定と逆の符号となっている。キャッシュフ
ローについてはタイと同様の結果である。推
定結果は全般的に、タイと比較しても問題が
多く残っている。そこでここでは、記述統計
を中心に吟味し、推定結果は参考として観察
するにとどめたい。
　上場ダミーは、負債比率、銀行借入比率、
非銀行負債比率の 3 つの被説明変数に対して
有意に正であり、すべての負債項目について、
上場企業は非上場企業よりも高い傾向を持つ
ことを意味している。第 3 節の記述統計でも、
負債比率は上場企業において高いことが示さ
れていたが、これは主に銀行借入比率の高さ
によるものであった。それに対して、推定結
果は、銀行借入のみならず、非銀行負債にお
ける高さも、上場企業における負債比率が高
いことの要素となっている。また、製造業ダ
ミーは、負債比率、銀行借入比率の推計式に
おいて正に、非銀行負債の推計式において負
に有意となっている。

（2）外資出資と資本構成
　図表 6 － 2 は、タイと同様に、記述統計に
よって外資出資比率階層ごとの負債・資本項
目の傾向をまとめ、あわせて負債項目につい
てサンプルのプロットを示したものである。
軌跡の近似線は推定結果を踏まえて、2 次近
似ではなく、線形近似に留めていることに注
意されたい。図表に明瞭に示されているよう
に、マレーシアでは、外資出資のある企業は、
地場資本の企業と比較して負債比率は明らか
に低いことがわかる。この傾向は非上場・上
場企業に共通している。図表 7 － 2 の推定結
果において外資出資比率の 2 次項は有意では
なく、したがって、マレーシアでは外資出資
比率と負債比率の関係は、タイとは異なって、
明確な負の線形相関となっている＊15。
　負債の内訳である銀行借入比率にも、外資
出資比率と負の相関が示唆されている。図表

＊14 ただし、聞き取り対象企業は、ここのデータ・サンプルよりはだいぶ総資産規模の小さな企業であり、企業規模や業種、製
品種別によっても傾向は相当に異なるのかもしれない。より小規模な企業についての分析は今後の課題である。

＊15 ただし、出資階層別のダミー変数の係数を見ると、3．3% － 50％ダミーの係数の絶対値がもっとも大きく、95％以上ダミー
ではそれほどではないというように、相関が、順 U 字型である可能性も残っている。
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6 － 2 の記述統計では、非上場企業において
外資出資比率が高いほど銀行借入比率は低い
傾向が、さらに、上場企業の外資出資比率が
50％を超える企業においてきわめて低い傾向
があることが、示されている。図表 7 － 2 の
銀行借入比率についての推定結果は、外資出
資比率の係数が負の相関を示しているもの
の、出資比率階層別のダミーでは 95％以上
ダミーだけが負に有意となっている。した
がって、外資比率と銀行借入比率の負の相関
は、出資比率の比較的高い企業の傾向を反映
している可能性がある。
　非銀行負債については、図表 6 － 2 の記述
統計による観察からは必ずしも特定の傾向を
見出すことはできなかった。図表 7 － 2 の推
定では、33.3 － 50％といった比較的外資出
資比率の低い企業階層でその比率が低いこと
が看取された。
　資本勘定側については、図表 6 － 2 の記述
統計で、内部留保について特徴のある傾向が

観察されている。すなわち、非上場企業では
地場企業と現地法人型の外資企業において高
く、合弁型外資企業においては低い（順 U
字）。一方、上場企業では全般的に外資出資
比率と正の線形の相関傾向が示されている。
非上場の地場企業と、外資出資比率の高い上
場、非上場の外資企業において、相対的に自
己金融への依存が高いことになる。
　以上まとめると、マレーシアでは、外資出
資比率が高い企業では、負債比率と銀行借入
比率が低い傾向がある。負債比率は上場／非
上場の外資出資比率 33.3 － 50％程度の企業
で最も低く、銀行借入比率は外資の出資が
95％を超える現地法人型企業において著しく
低い。また、外資出資比率が比較的高い企業
は、全般的に内部留保に依存する傾向が高く、
それらの企業は、金融仲介や内部金融市場を
通じた限界的な資金調達方法よりは、自己金
融に強く依存する傾向がある。
　現地法人型企業の特徴をタイとマレーシア

図表 7-2　推定結果：マレーシア外資出資比率
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で比較すれば、内部留保への依存が高い点で
共通している一方、金融仲介への依存につい
ては、タイにおける現地法人ではむしろ高い
ことが観察されたのに対し、マレーシアでは
外資の出資比率に対応して単調に低い。この
点で両国は対照的である。

（3）解釈
　タイにおける傾向と比較すれば、マレーシ
アでは現地法人型の企業が十分に金融仲介に
依存せずに、もっぱら自己金融による資金調
達を指向している点が一つの特徴として指摘
しうる。このことは、海外銀行に対するタイ、
マレーシアの規制の違いから説明できるのか
もしれない。一般に、マレーシアでは外国銀
行は現地法人としての登録・認可が義務づけ
られており、原則として支店展開が許可され
ていない。タイでは外国銀行支店と国内銀行
への出資という二種類の進出が可能で、近年
では外国銀行の認可数も拡大する傾向にあ
る。現地法人型企業の資金調達が、もっぱら
本国における親会社・親銀行間のネットワー
クに依存するものであるなら、現地における
外国銀行支店の貸出のキャパシティーは，決
定的に重要な要素となるであろう。
　外資出資比率の高い企業における内部留保
の高さは、タイとマレーシアに共通する傾向
である。両国の配当規制、送金規制が規定要
因となっている可能性もあり、この点につい
ては、より詳細な検討が必要であろう。

4.4　日系企業の特徴
　タイ・マレーシアの両国について、外資の
うち日系資本だけの比率によって、同様の分
類を行ったものが、図表 8 である。また、同
様に外資一般の代わりに日系資本の比率を指
標として、資本構成の決定要因の推定をおこ
なった結果は、図表 9 － 1、9 － 2 にまとめ
られている。日系資本のほとんどは法人（日
本企業）による出資である。日系企業の数は

比率階層別に分類すると必ずしも多くはない
ので、ここではタイ、マレーシアについて、
外資一般との比較を、おおまかに指摘するに
留めたい。
　タイについては、以下の傾向を看取できる。
第 1 に、図表 8 の観察において、銀行借入比
率、非銀行負債比率は、日系出資比率に対し
それぞれ順、逆 U 字型の関係となっている

（非上場企業）。この傾向は、図表 9 － 1 の推
計結果でも確認されており、外資一般と同様
の傾向である。日系企業が外資一般と異なる
点は、非銀行負債の日系出資比率に沿った変
動が、外資一般と比較してより大きく、結果
として負債比率も逆 U 字型になっているこ
とである。つまり、非銀行負債の比率と変動
がより大きく、負債比率を決定するより大き
な要素となっているのである。
　第 2 に、上場企業に着目すると、日系出資
比率が大きいほど＊16、銀行借入比率・非銀
行負債比率は低くなる傾向がある。この傾向
も日系以外を含めた外資一般と同様のもので
あるが、その水準は銀行借入比率ではより低
く、非銀行負債比率ではより高い。その中で、
非銀行負債に対する出資比率の影響が、銀行
借入のそれと比較して大きいので、結果とし
て、負債比率も出資比率と正の相関を持って
いる＊17。この点も負債比率が出資比率に対
して中立的である外資一般のケースとは異
なっている。
　第 3 に、図表 8 の記述統計によって資本勘
定側を見ると、内部留保は外資一般と同様に
日系出資比率が大きいほど高いが、現地法人
型企業においてはさほど高くはないことが特
徴として指摘しうる（外資一般の現地法人が
19.9％に対して、日系現地法人では 10.4％。
なお地場企業は 2.2％）。
　タイについてまとめると、日系企業は外資
一般と概ね同様の傾向をもつが、その中で銀
行借入への依存傾向が相対的に低い。その一
方、非銀行負債のばらつきが大きく、負債比

＊16 上場企業の外資出資比率は概ね 10％程度までであるので、その範囲での多寡についての観察であることに留意されたい。
＊17 ただし、サンプル数が少ないので断定は難しい。
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率がこれにより強く規定されている。特に、
外資一般と比較して、銀行借入＝金融仲介よ
りは非銀行負債＝内部資本市場のチャンネル
に依存する傾向が強い。
　マレーシアの日系企業については、タイほ
どには明瞭な傾向が観察できなかった（図表
9 － 2）。日系企業の数が少ないため上場企業
では観察不能で、非上場企業でも観察可能な
のは地場企業と日系出資比率 95％以上の現
地法人の間の比較に限られた。その範囲で観
察すれば、日系出資比率が高い現地法人は、
現地企業と比べて、銀行借入も、非銀行負債
もやや低い傾向がある。このうち銀行借入に
ついては実証的にも有意な違いが得られてい
る。これは、概ね外資一般の傾向と同様であ
る。資本勘定側をみると、内部留保の水準に
ついては、外資一般とほぼ同様の傾向であり、
現地法人型企業において地場企業と同程度に
高い傾向が見られる。

5.5　小括と考察
　外資出資比率と資本構成の関係についての
観察を小括したい。全般的に以下の傾向が確
認された。第 1 に、負債比率と外資出資比率
の関係は、タイでは中立的、マレーシアでは
明確な負の相関と、両国では傾向が異なって
いる。
　第 2 に、負債の内訳については、両国に共
通して、外資出資比率が高い企業ほど、金融
仲介すなわち銀行借入への依存は弱く、相対
的に非銀行負債すなわち内部資本市場への依
存が強い傾向があることが、見いだされた。
ただし、タイの現地法人型の企業のみはこの
類型に当てはまらず、金融仲介への依存が地
場資本と同水準に維持されている。
　第 3 に、外資出資比率が高い企業ほど、自
己金融すなわち内部留保への依存は強い。つ
まり、外資出資比率の高い企業は、金融仲介
との関係が未発達に留まり、内部資本市場か
らの資金調達と自己金融というプリミティブ
な資金調達に依存する傾向がある。
　第 4 に、このような外資の一般的傾向と比
較して、タイの日系企業では、相対的に内部

資本市場のチャンネルへの依存が強く、その
分自己金融への依存の度合いは低い傾向があ
る。
　西沢（2007）にまとめられた本プロジェク
トの聞き取り調査では、日系企業のかなりの
事例で、内部資本市場の資金チャンネルとし
ては、日本の親会社との親子ローンが活発で
あることが指摘されている。本稿の観察では、
非銀行負債の細かな内訳についての情報はな
いが、このような親子ローンが外資系企業に
とっての非銀行負債比率の一要因となってい
る可能性を指摘することはできよう。特に、
内部留保が比較的小さく、相対的に非銀行負
債の利用が活発なタイの日系企業では、この
種の親子ローンが資金調達として大きな役割
を果たしていると推測することができる。
　一方、このような外資系・日系企業と企業
の資金調達構造は、タイ、マレーシアの一般
的な金融システムの特徴、例えば国際水準と
比較して低い負債比率・銀行借入比率を、説
明する要因としては、ごく部分的なものにす
ぎないことも明らかになった。地場企業の負
債比率や銀行借入比率は、外資系企業よりは
やや高い傾向を持つものの、その差はごく小
さなものであり、なお国際的に見て低いから
である。
　なお、タイで外資出資比率と銀行借入や非
銀行負債との間で非線形の相関があること
は、資金調達構造の決定要因が、単に資金調
達手段のアベイラビリティーだけではなく、
外資と地場のパートナーという、出資主体間
のエージェンシー問題に関係している可能性
を示唆するものである。この点は、今後分析
されるべきポイントであろう。

5．�東アジアの金融システムをめぐる
論点への含意

　以上の観察が、東アジアの金融システムに
ついての主要な論点に対してどのような含意
をもつか、ここで整理しておきたい。

124　国際調査室報



図表 8　日系出資比率と資本構成
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5.1　間接金融から直接金融へのシフト
　もっとも基本的な問題は、間接金融から直
接金融へのシフトを基調としたアジア金融危
機後の金融改革の方向性についての含意であ
る。こうした取り組みの重点は、商業銀行の
経営・所有の改革と証券市場の活性化であっ
た。商業銀行の改革は、経営困難に陥った銀
行の処理－国有化・外資導入－と同期して進
められた。証券市場の活性化は、コーポレー
ト・ガバナンス、情報開示、少数株主（投資
家）の権利保護を通じて株式市場からの資金
調達を促進することに眼目があった。そこに
ある前提は、企業の「過度な負債への依存」
を不十分なコーポレート・ガバナンスの原因
や結果と捉え、金融危機のもっとも重要な遠
因と見なすという観点である。
　金融仲介と証券市場の機能の違いについて
は、多くの争点がある。金融仲介が銀行に蓄
積 さ れ た 内 部 情 報 を も と に 行 わ れ る

（relationship-based）のに対し、証券市場で

は公開性の高い情報にもとづくスポット的な
取引（arm’s-length）が行われる。情報コス
トは前者で低く、後者で高い。また、前者で
は銀行が独占的供給者となりがちなのに対
し、後者は市場そのものの組織化に高いコス
トがかかるももの、市場取引ゆえに競争的な
環境が実現しやすい。
　経済発展の観点からは、発展にともなって
金融仲介から証券市場へシフトが進むという
考え方も有力である。技術のキャッチアップ
につとめる途上国では、海外から導入される
技術なりビジネスモデルなりは既存のもので
あるので、その点での情報の非対称性やリス
クは比較的低く、それ故に、金融仲介におけ
る情報生産コストの節約がより重要であるか
もしれない。それに対し、先端技術や新しい
ビジネスモデルが試される先進国の経済で
は、情報の非対称性やリスクが深刻で、モニ
タリングの銀行への委託が生じにくい可能性
もある。たとえば、Boot and Thakor（1997）

図表 9-1　推定結果：タイ日系出資比率

注：*, **, *** はそれぞれ 10％、 5 ％、 1 ％水準で有意であることを示す
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は、経済発展の過程で、銀行型システムと市
場型システムの優位が逆転し、市場型が普及
する可能性を指摘している。
　しかし、われわれの観察は、タイ、マレー
シアはこのような標準的理解の想定とかなり
異なる状況にあることを示している。すなわ
ち、これらの理解とは異なって、企業は金融
仲介への依存が極めて低く、内部資本市場を
通じたチャンネルや自己金融に依存する傾向
が強い。これは特にマレーシアにおいて顕著
である。そして、資本市場では、大規模企業
層の範囲ですら非上場企業であふれており、
証券市場を通じた資金調達の前提となる段
階、すなわち組織された資本市場に参加を選
択するか否かが、より重要な問題となってい
る。これは特にタイにおいて顕著である。す
なわち、目下の課題は、金融仲介から証券市
場へのシフトをどのように図るかという次元
ではなく、金融仲介も、主要企業の証券市場
への参加も低位に留まり、いまだ自己金融や

内部資本市場の役割が大きいことの理由をど
のように捉えるかという次元で議論が進めら
れるべきなのである。
　このことは金融危機や、それに先立つ金融
の自由化の各施策によって生じた問題という
よりは、この地域の経済の工業化過程を背景
とした長期的な構造に起因するものであるよ
うにも思われる。金融仲介と資本市場双方の
低位性は、直接投資によって海外の資金ソー
スと結びついて活動する企業が主導している
ことと、無縁ではないと考えられるからであ
る。そして、タイとマレーシアの相違点もこ
のような観点から見ることができるのかもし
れない。たとえば、直接投資で進出する外資
系企業が、飛び地（enclave）に限定されて
国内の経済全体から切り離された位置に置か
れる傾向は、タイよりも、マレーシアにおい
て強い。マレーシアにおける外資系企業の金
融仲介への依存の極端な低さは、このような
構造と関係している可能性がある。

図表 9-2　推定結果：マレーシア日系出資

注：*, **, *** はそれぞれ 10％、5％、1％水準で有意であることを示す
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5.2． 外資系企業のプレゼンスと証券市場へ
の参加

　タイ、マレーシアにおいて、これほどまで
に企業（支配株主）が非公開志向をもつこと、
したがって証券市場はむしろ形成の契機それ
自体を問題としなければならない段階にある
という実態に、既存の議論は十分に対応して
いない。
　ただ、一つの参考となりうるのは、先進国
の証券市場を対象とした「株式公開の判断」

（Going Public）に関する研究である。Roell
（1996）、Pagano et. al.（1996）らは、証券市
場への上場することの企業の既存株主にとっ
てのメリットとして、①モニタリング・コス
トの節約、②株式の取引コストの低減、③リ
スクの分散、④市場の規律付けによるパ
フォーマンスの改善、⑤市場への認知を通じ
た広告効果、などを指摘している。一方、そ
のデメリットとしては、①株主＝経営者間の
情報の非対称性の深刻化、②上場の事務費用、
③情報開示の事務費用、④情報開示による競
争力の低下などを指摘している。
　本稿のタイ、マレーシアの観察では、実物
経済における外資のプレゼンスの大きさを前
提として、証券市場への参加態度と外資の出
資比率に重要な関係、端的に言えば、外資出
資比率が 10％を超える企業はほとんど非上
場に留まっているという事実が見いだされ
た。聞き取り調査でも、日系企業のほとんど
は国内の証券取引所への上場に関心をもって
いないと回答し、その理由として、証券市場
を通じた資金調達の必要性がそもそもないこ
とや、③情報開示のための事務費用が大きな
コスト要因として見込まれること、が挙げら
れた＊18。
　先進国への直接投資の事例をみても、外国
企業の完全子会社である現地法人が、進出先
の証券市場にほとんど参加しないことは、そ

れほど不自然ではない。親子ローンや親会社
からの増資といった他の調達方法に恵まれて
いるからである。一方、合弁企業は、現地法
人型企業よりも調達手段が限られることか
ら、地場の証券市場を活用する可能性は潜在
的にはあると考えられる。合弁企業の場合、
資金需要や調達手段の選択肢だけでなく、外
資と地場パートナー資本との間の利害対立
が、上場／非上場選択にあたっての重要な要
因になっている可能性もある。このような、
従来見落とされてきたコーポレート・ガバナ
ンスの問題についての検討も重要であろ
う＊19。

5.3．債券市場の育成
　社債は、株式ファイナンスと金融仲介の中
間的性格をもっている。一面では債務契約で
あり、借り手の有限責任が保証され、所有権
構成の変化をともなわない点で、金融仲介と
共通している。他方、情報生産は分散的に行
われるために、金融仲介よりそのコストは高
く、債務不履行時の清算コストも、銀行が主
導権を握りやすい金融仲介よりも高い。また、
市場が情報生産に果たす役割は債券の格付け
程度にとどまり、株式ほどには多様ではない。
社債は、このような性格から、情報コストが
それほど深刻ではなく、集約化によるコスト
節約がさほど重要ではないプロジェクトに
とって、適合的な調達方法であると考えられ
る。
　また、社債に期待される最大の特徴は、期
間構造の長期性である。福田（2003）に端的
にまとめられているように、長期の資金を需
要する企業は、情報コストは低いものの途中
清算リスクのある短期の借入のロール・オー
バーか、コストは相対的に高いもの途中精算
リスクのない長期の借入か、という選択に直
面する。企業が債権者とは別に「私的利益」

＊18 なお、例外的に地場の証券取引所に上場している企業の一つは、現地の消費者への認知（⑤広告効果）を主な狙いとしてい
ると答えている。

＊19 もちろん、国別・部門別の外資出資に関わる規制は基礎的な要因として重要であろう。たとえばマレーシアでは、外資出資
規制は緩和されつつあるが、依然としてブミプトラ出資枠確保の規制が残る。また、タイでは 50％の外資出資規制の原則は
一応維持され、ノミニーへの規制も強化される傾向がある。
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を追求する可能性のある場合、途中清算リス
クはとりわけ深刻になる。この観点からは、
社債は、長期の資金需要が大きい一方、情報
の非対称性がそれほど深刻ではない企業に適
合する調達手段であると見ることができる。
　本稿の観察では、主要企業の社債による資
金調達はほとんど無視しうる範囲でしか観察
されなかったし、そもそも負債の比重自体が
低調であった。この現状を踏まえると、社債
市場の育成ないし、社債による資金調達の活
性化のための取り組みとしては、従来進めら
れてきたような資金の供給側（社債の需要側）
に重点をおいた取り組みには限界があるよう
にも感じられる。資金の需要側（社債の供給
側）で、社債によって調達されるべきものは
何か、という問題を考えていくことも必要で
あろう。
　これに関連して、ここ数年の社債市場で注
目すべき傾向は、東アジア諸国の社債残高が
全般的に伸び悩む中で、金融、個人消費、イ
ンフラに関連する部門における発行が比較的
堅調に進んできたという事実である。いずれ
の分野も、長期性の資金需要が大きい一方で、
急激な技術革新に直面しておらず、その意味
での情報の非対称性やリスクに直面していな
い点で、共通している。インフラの関連部門
は、タイ、マレーシアでは、外資への規制や、
国営企業の直接的な関与が残る分野でもあ
り、海外からの資金調達に制約があることも
興味深い。その一方、製造業では社債の発行
はきわめて限られている。特に、外資が主導
する輸出型製造業は、海外からの直接の資金
調達チャンネルが維持され、負債そのものの
需要が高くないこととも関係するのかもしれ
ない。
　債券市場の成長は全体として低調である中
で、産業によってばらつきが見られる。タイ、
マレーシアの実物経済との関係で、どの産業
分野に債券市場に適合した資金需要が存する
か、といった観点からの考察も必要であろう。

6．むすび

　本稿では、調査を踏まえて、収集された企
業のプロフィール、株主、財務情報をもとに、
タイ、マレーシアにおける企業への外資出資
と上場／非上場属性の分布、そして分布各層
ごとの企業の資金調達の特徴について観察を
行ってきた。中間報告で示された負債ファイ
ナンスの一般的な低調さを再確認した上で、
そうした負債ファイナンスの低調さが、外資
の出資と関係を持っているか否かについて分
析され、この点についていくつかの事実を示
した。すなわち外資出資が、銀行借入と負の、
非銀行負債と正の相関関係にあることを見い
だし、また、現地法人はこの相関からやや外
れる傾向を持つなど、合弁型企業と現地法人
型企業の傾向が若干異なる事実も確認した。
また、外資出資が、外資系企業の上場忌避の
性格から、証券市場の全域的な組織化にネガ
ティブな影響を与えていることも見いだされ
た。
　本調査プロジェクトの基本的な問題意識、
すなわち直接投資に主導された東南アジアの
実物経済の特徴が、負債ファイナンスの不活
発さとどのような関係にあるか、という観点
に対して、分析は一定の回答を与えている。
すなわち、外資の存在は金融システム全体の
負債依存的性格にある程度の影響を与えてい
る。しかし、外資は、そのプレゼンス自体の
大きさにもかかわらず、金融システムを説明
する要因としては、部分的な影響に留まって
いる。
　本稿は、直接投資主導の工業化と金融シス
テムの関係という問題意識に対して、基本的
事実を限定的に指摘し得たに過ぎない。さら
なる実証的事実発見と理論説明を積み上げる
多くの作業が課題として残っていることは、
いうまでもない。
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