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　日本の制度改革が必要な事は、ほぼ
衆目の一致するところである。確かに
社会の長期停滞は紛れも無く、旧来の
制度が機能しなくなっている部分も少
なくない。そんな状況下で、柵を解き
放たれた日本が世界に向けて、颯爽と
社会の新しい姿を語るのは新鮮である。
また、国際的に評価される目標を先に
掲げて、後からこれの達成を国内的に
促すというのは、一つの有効な戦略か
も知れない。しかし、制度さえ変われば、
将来の展望が開けると考えるとしたら、
あまりにも安易である。生活の向上は、
個々人の努力があって初めて達成され
る。制度改革は、個人の努力を進める
為のものであり、これに代替するもの
ではない。
　どのような生物でも生命を保つには
努力が必要である。野生の動物なら、
草食であれ肉食であれ、餌を求めて過
酷な現実に直面しなければならない。
ここで意味するのは、求めるものに応
じた相対的努力の必要性である。我々
の寿命は確実に長くなり、発展途上国
の人々の知識や技術進歩は著しい。こ
れを上回る生活水準を、長期に渡って

求めるなら、それに見合う付加価値を
発揮しなければならない。この自明だ
が困難な事実が、日本の低迷の背後に
あり、制度さえ変えれば個人の努力無
しでも問題が解決されると考えるのは
幻想である。制度変革は不可欠だが、
個人が意欲を持って努力を進める事を
可能にし、これに正しく報いる為の枠
組み構築として重要なのである。
　アジア諸国の日本への期待が想像以
上に大きい事は、アジア開発銀行での
勤務時に実感した。日本の技術への信
頼があり、自分の考えを一方的に押し
付けず、自然にチームワークで動ける
文化を好感しているのである。しかし、
その一方で、90 年代以降の経済の停滞
で、日本への信頼は大きく損なわれ、
リーダーシップの欠如に、彼等は失望
している。嘗ての雁行形態論のように、
自らの社会の発展を切り開く道筋を、
日本が示してくれる事を期待している。
取り分け、高齢化への対応、環境・資
源制約への対処、国際化に対応したビ
ジネスモデルの確立は、これらがアジ
アの多くの諸国にとっても重要な課題
である事を考えれば、日本自身の再生

〈巻頭言〉
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のみならずアジア諸国の将来にとって
も不可欠である。アジアの諸国と共に
発展して行く為には、まず日本自身の
立て直しが必要である。
　それでは、どのような取り組みが必
要なのだろうか？まず、高齢化社会へ
の対応については（日本の場合少子化
対応が加わる）、ライフサイクルの中で
の勤労期間や労働形態を見直す必要が
あり、医療・介護等のサービスの充実
が不可避であると同時に新たなビジネ
スチャンスを生み出す。また、社会の
変化に対応した負担の在り方の再構築
は喫緊の課題である。全地球的環境・
資源制約の解決に、先進国・発展途上
国の夫々がどの程度貢献して行くかは、
考慮すべき複雑な要素が絡み合った問
題である。しかし、一国の経済発展が
持続的であるには、これらの問題との
共生は万国共通の課題である事は間違
いない。その際、日本の環境・省エネ
技術の大きな貢献が期待される。その
為には、この分野での先進性を失わず
に技術革新を継続する体制整備と、技
術水準が高いだけではなく、国際的に
汎用性のあるものとする為の努力が求
められる。
　国際化に対応したビジネスモデルの
構築では、伝統的に日本に比較優位の
あった機材等のハード面に止まらず、
発電や造水等のマネジメント能力も加
味したソフト面での競争力強化が重要
である。更には、技術の優秀性をシス
テムとしての競争力に繋げて行く事も
重要である。また、新興国市場のニー
ズに適合した商品・サービスを如何に

提供して行くかは重要な課題である。
これらの地域の需要は膨大である一方、
機能・価格面での要求水準は従来の先
進国仕様と大きく異なる。日本企業の
国際競争力強化には、こういった課題
への対応が不可欠である。
　これまでの日本の発展の原動力が国
民全体にあるなら、今後の社会変革も
彼等によって担われねばならない。社
会を取り巻く変化に応じた、生活の仕
方、勤労形態、負担の在り方の見直しは、
社会の構成員が幅広く改革を受け入れ
て初めて成り立つ。その一方で、人は
誰でも充実した生を送る権利を有して
いる。求められる制度改革とは、他力
本願の錯覚を人々に与える事でもなけ
れば、変化を無理強いする事でもない。
人々に自らが変わらねばならないとい
う勇気を鼓舞し、納得して改革を受け
入れる仕組みが求められている。改革
の振り子は極端から極端に振れがちだ
が、変えるべきものと維持されるべき
ものの冷静な見極めも重要である。
　国際協力銀行の重要な使命は、資源・
環境問題や国際競争力強化の取り組み
を進める事にある。具体的にどのよう
に業務を進めるかは、最終的には社会
の意思に委ねられるものであるが、引
き続き資源の確保や、企業の海外活動
に資するインフラの整備等を重要な柱
とする基本は変わらないと思われる。
その際に、世界的な環境変化を踏まえ
た視点を持って、社会の的確な対応を
促す支援を行う事が、日本社会再生の
為に不可欠と言えよう。
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1．はじめに

　金融危機後、世界経済は深刻な不況に直面
している。2009 年 7 月の IMF 世界経済見通
し（図表 1 参照）によれば、世界の GDP は
2008 年に前年比プラス 3.1％であったが、
2009 年にはマイナス 1.4％と予想され、2010
年においても低成長が予想される。その中で、
日本経済は最も深刻な影響を受けた国の 1 つ
である。金融危機の発生国であるアメリカの
GDP は、2008 年の前年比がプラス 1.1％、

2009 年の予想値がマイナス 2.6％であること
に対して、日本の GDP の前年比はマイナス
0.7％、マイナス 6.0％である。この見通しが
現実値であるとすれば、日本の景気後退が世
界の中で最も深刻なものとなったことにな
る。日本の金融セクターが金融危機による直
接的影響を受ける度合いが少なかったにもか
かわらず、日本が他の国に比較して深刻な景
気後退を経験することは、金融危機が発生し
た当初、必ずしも予想されなかった事態であ
る。

国際経済ショックと日本の貿易

京都大学経済研究所教授・慶應義塾大学経済学部客員教授　 若杉　隆平
慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程　 飯田　智之

Abstract

The effect of the macroeconomic shock on Japanese exports, caused by the financial crisis, 
was far more excessive than in other countries. This paper focuses on the relationship 
between the change in U.S. demand and the Japanese export structure, which was formed 
before the crisis, as a reason for the sudden fall of Japanese exports. Japanese exporters 
expanded the international division of labor by outsourcing in China and formed a trade 
triad between the U.S., China, and Japan. From the analysis of trade statistics, this paper 
presents that: (1) Japanese exporters increased both the number of exported goods and 
the average value of exports to China, (2) on the other hand they narrowed the range of 
export goods to the U.S., and specialized export goods to high-end products with high 
income elasticity, and (3) as a consequence of the change of trade structure, the goods for 
which U.S. demand decreased matched the goods in which Japanese exporters specialized 
for export to the U.S., (4) the demand shock after the financial crisis decreased remarkably 
the intensive margin of export goods for the U.S. and brought about a larger reduction of 
Japanese exports for the U.S. market than that of exporters in other countries. In 2000s, 
we find a change of income distribution in the world, caused by the economic 
development in medium-income countries. Because of the decreasing demand in high-
income countries after the financial crisis, the supply of goods and services fit to the 
demand in medium-income countries is becoming essential for world economy to sustain a 
further development of international trade.

＊ この論文の一部は Wakasugi, Ryuhei （2009）, “Why the Financial Crisis Affected Japanese Export So Seriously?”に基づいている。
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　金融危機後の米国の輸入需要の減少は世界
の輸出国の需要に大きなショックをもたらし
たが、米国の需要の減少がもたらす各国への
影響は均等ではなかった。金融危機の影響を
顕著に受ける所得弾力性の高いハイエンドの
財に特化していた日本の輸出が、他の国に比
較して、金融危機後の米国需要の減少によっ
てより強い影響を受けることになり、このこ
とが金融危機後の日本経済の停滞を他国より
も深刻なものとしている理由の一つとなって
いる。日本の輸出が金融危機によって大きな
影響を受けることになった理由を明らかにす
るには、それ以前に形成された日本の輸出構
造に注目することが必要である。この論文で
は、金融危機によって影響を受けた日本の輸
出が、金融危機前に形成された輸出構造とど
のように関連するかを明らかにする。
　次節では、今回に金融危機において、日本
の輸出需要が他国に比較してより大きな影響
を受けた理由が、アメリカの輸入需要の減少
とどのように関連しているかを示す。第 3 節
では、日本の輸出構造の変化をもたらした原
因が日本企業のオフショアリングによる米
国・中国・日本の間の三角貿易の拡大と日本
の輸出がハイエンドの財に特化したこと、ま
た、そのことが金融危機後の日本の対米輸出
の減少を拡大させる原因となったことを明ら
かにする。第 4 節では、日本の輸出を計量分
析によって分解する。具体的には日本の輸出
額を品目数（extensive margin）と 1 品目あ

たりの平均輸出額（intensive margin）に分
解し、それぞれが 1990 年以降の輸入国の需
要の変化によってどのように影響を受けてき
たかを数量的に明らかにする。特に、対米輸
出 と 対 中 国 輸 出 と の 間 で は、 品 目 数

（extensive margin）において違いが生じて
きたことを明らかにする。第 5 節では、金融
危機後に品目数（extensive margin．以下「外
延 」 と す る。） と 平 均 輸 出 額（intensive 
margin．以下「内延」）がどのように変化し
たかを観察する。特に、米国への輸出におい
て、内延が大きな減少を示したことを明らか
にする。第 6 節では、世界の所得分布の変化
を観察し、金融危機後の世界需要にしめる中
間的所得国の需要が高まっていることを示
す。最後に残された課題について述べる。

2．米国の輸入需要

　IT バブルの崩壊による景気後退から立ち
直った米国は、2002 年以降、年率約 10％の
輸入の増加率を示してきた。しかし、金融危
機による米国の需要の減退は、それまでの輸
入の増加を反転させ、輸入を急激に減少させ
ることになった。（図表 2 参照）ただし、金
融危機後の米国の輸入の減少は、世界の輸出
国に対して均等に影響を与えたわけではな
い。図表 3 に示すように、2009 年第 1 四半
期における米国の輸入は平均でマイナス
30％減少している。この中で日本はマイナス
40％であり、平均的な輸入の減少率を大きく

図表 1　世界の GDP 成長率

2005 2006 2007 2008 2009 2010

世界 4.5 5.1 5.1 3.1 -1.4 2.5
米国 2.9 2.8 2.0 1.1 -2.6 0.8
EU 2.2 3.4 2.7 0.8 -4.8 -0.3
英国 　2.1 2.8 2.6 0.7 -4.2 -0.2

中国 10.4 11.6 13.0 9.0 7.5 8.5
NIES-4 4.7 5.6 5.7 1.6 -5.2 1.4
ASEAN-5 5.5 5.7 6.3 4.8 -0.3 3.7
インド 9.2 9.8 9.4 7.3 5.4 6.5

日本 1.9 2.0 2.3 -0.7 -6.0 1.7

出所）IMF, World Economic Outlook より著者作成。
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超えている。金融危機後に輸入が急激に減少
したのは日本の他、カナダがあげられる。一
方、米国の中国からの輸入の減少幅はマイナ
ス 10％に留まっている。
　このように輸入の減少幅が輸出国によって
異なっているのは、金融危機後の米国の輸入

需要の変化が均一でなく、需要が大幅に低下
した財に特化してきた輸出国に対して大きな
影響が生じているからである。
　図表 3 が示すように、石油製品を除くと、
自動車・同部品（automotive vehicles, parts, 
and engines）、 工 業 用 中 間 財（industrial 

図表 3　米国の輸入変化（前年同月比）

2008:I 2008:II 2008:III 2008:IV 2009:I/p/

石油製品 0.60 0.60 0.59 -0.15 -0.54
食料品 0.08 0.12 0.10 0.06 -0.05
工業用中間財 0.34 0.35 0.37 -0.10 -0.45
資本財（自動車を除く） 0.05 0.07 0.03 -0.06 -0.20
自動車・同部品 0.00 -0.02 -0.12 -0.24 -0.49
消費財 0.01 0.05 0.05 -0.06 -0.13

全世界 0.12 0.15 0.13 -0.09 -0.30
ヨーロッパ 0.13 0.14 0.10 -0.07 -0.27
カナダ 0.12 0.15 0.16 -0.14 -0.38
メキシコ 0.08 0.10 0.04 -0.11 -0.26
中国 0.02 0.07 0.10 0.01 -0.10
日本 0.03 0.03 -0.07 -0.16 -0.41

出所）US DOC, Trade Statistics より著者作成。

図表 2　米国の輸入
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出所）US DOC, Trade Statistics より著者作成。
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supplies and materials）に対する米国の輸
入需要の減少は 2009 年第 1 四半期でマイナ
ス 40％を超え、極めて大きく減少している。
これに対して、食品、非耐久消費財の輸入の
減少は大きくない。
　米国は日本にとって最大の輸出先であっ
た。近年中国への輸出のシェアが急増してい
るが、依然として日本の輸出の 15％以上の
シェアを有している＊1。日本の米国への輸出
は、自動車や電子・電気機械産業に特化して
きたが、金融危機後の米国における輸入需要
が日本の輸出が特化してきた産業部門におい
て顕著に減少したことが、日本からの輸入を
他国に比べて顕著に減少させる原因となって
いる。カナダからの輸入がマイナス 38％と
日本と同様に深刻な影響を受けているのは、
カ ナ ダ も 米 国 に 対 し て 自 動 車・ 同 部 品

（Automotive vehicles, parts, and engines）
に特化した輸出構造を有しているためと考え
られる。一方、中国が対米輸出において比較
優位を有しているのは輸入需要の所得弾力性
の小さい消費財である。このことが金融危機
後において、中国からの輸入の減少が小幅に
留まった理由である。

3．�三角貿易とオフショア・アウト
ソーシング

　2000 年以降の米国の輸入先には注目すべ
き変化がある＊2。図表 4 は米国の輸入先国の
構成を示している。2000 年における米国輸
入のうち東アジアからの輸入シェアは 34％
である。このシェアは 2007 年においてもほ
とんど変化していない。しかし、東アジア諸
国間では輸入先の構成に変化が生じている。
日本、アジア NIES・ASEAN（香港・台湾
を除く。）からの輸入シェアが低下し、中国
からの輸入シェアが増加している。2000 年
に お い て、 日 本 が 12％、 ア ジ ア NIES・
ASEAN（香港・台湾を除く。）が 10％、中
国が 8％であったが、金融危機の影響が現れ
る直前の 2007 年においては、日本のシェア
が 7％、アジア NIES・ASEAN（香港・台湾
を除く。）のシェアが 7％にそれぞれ低下し
たのに対して、中国からの輸入シェアが
16％に増加している。米国の輸入先が中国に
大きく転換していることが観察される。
　一方、日本の輸出先別シェアもこの間変化
している。図表 5 が示すように、2000 年に
おける日本の輸出に占める米国への輸出の
シェアは 30％、中国への輸出のシェアが 6％

＊1 中国は米国とほぼ同じシェアを有している。
＊2 日本・中国・米国・EU の貿易取引の変化については Wakasugi（2008）に詳しい。

図表 4　米国の輸入国の構成

2000 2007
ヨーロッパ 0.212 0.209
カナダ 0.191 0.163
ラテンアメリカ 0.171 0.177
東アジア 0.347 0.334
　中国 0.082 0.163
　香港 0.010 0.004
　台湾 0.033 0.020
  日本 0.120 0.074
  その他東アジア* 0.103 0.074
OPEC諸国 0.055 0.089
その他 0.024 0.028

出所）US DOC, Trade Statistics より著者作成。
　注）＊Indonesia, Korea, Malaysia, Philipines, Singapore, Thailand
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であったが、2007 年には米国への輸出シェ
アは 20％に低下する一方、中国へのシェア
は 15％に増加した。その後も日本から中国
への輸出シェアは増加を続け、2009 年には
中国は日本の最大の輸出先国となっている。
　この間に日本・中国・アメリカの間での貿
易関係に変化が生じている。2000 年には日
本から米国へ直接輸出されていた財の一部
が、近年では日本から中国に部品・中間財と
して輸出され、中国において最終財が生産さ
れ、米国に輸出されるという米・中・日の三
角貿易が形成されている。こうした三角貿易
を形成してきたのは、日本企業による中国に
おける現地生産の拡大である。Dean, Lovely, 

and More （2009）はこうした三角貿易がア
メリカの貿易構造に大きな変化をもたらした
ことを指摘している。
　三角貿易は日本企業のアウトソーシングに
よって直接的に観察される＊3。図表 6 は日本
企業のオフショアでのアウトソーシングを、
国別業務別に区分した結果を示している＊4。
中国へのオフショア・アウトソーシングは世
界全体へのオフショア・アウトソーシングの
件数の半数を超える。また、中国における最
終財の生産のためのアウトソーシングは日本
企業のオフショア・アウトソーシング件数全
体の約 2 割を占めている。
　米国を最終需要先として日本の多国籍企業

＊3 オフショア・アウトソーシングに関する研究については、若杉（2007）が包括的に取り上げている。
＊4 この調査は 2007 年において日本企業 12,000 社を対象として行われたものである。詳しくは Ito, Tomiura, and Wakasugi 

（2009）を参照。

図表 5　日本の輸出シェア

2000 2007 2008 2009.6
中国 0.063 0.153 0.160 0.185
米国 0.297 0.201 0.175 0.161

出所）財務省貿易統計より著者作成。

図表 6　日本企業のオフショア・アウトソーシング（地域別・業務別）

地域

業務 

中国 ASEAN その他

アジア 

米国& 

欧州 

その他

地域

世界全体

治具・工具  7.35 2.64 1.93 0.51 0.09 12.52 

中間財 19.19 7.61 4.37 3.32 0.85 35.34 

最終組立 19.56 8.57 3.52 2.92 0.68 35.25 

R & D 1.22 0.45 0.40 1.39 0.11 3.58 

情報サービス  1.28 0.65 0.20 0.79 0.09 3.01 

顧客支援 1.79 0.91 0.51 1.16 0.14 4.51 

専門サービス  0.71 0.37 0.31 0.65 0.09 2.13 

その他の業務 1.70 0.71 0.34 0.71 0.20 3.66 

合計 52.80 21.91 11.58 11.47 2.24 100 

出所）Ito, Tomiura, and Wakasugi （2009）
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が輸出する財は、大きく分けて日本において
生産され、米国に輸出される財と、中国にお
いて最終財として生産され、輸出される財の
2 つから構成されている。両財の生産の分担
は、日本と中国における生産要素の集約度の
差異、生産技術の差異を反映している。前者
の財は、高賃金の知識労働者を集約的に投入
したハイエンドの財であり、後者は、中国市
場における豊富な労働力を生産工程に投入す
るローエンドの財である。日本企業は中国と
の間での国際分業を拡大することによって、
日本国内での生産を付加価値の高い財に特化
し、労働集約財を中国市場で生産することに
なった。この結果、日本と中国との貿易量は
アウトソーシングを通じて顕著に拡大するこ
とになる。このような国際分業は、需要が拡
大している過程では需要の増加を上回る比率
で貿易の拡大をもたらすが、その反対に、需
要が縮小する過程では需要の減少幅を上回る
貿易の縮小をもたらすことになる。これが、
金融危機後の米国の輸入需要の減少がもたら
す日本の輸出の減少を増幅させている理由の
一つと考えられる。
　金融危機後に生じた米国の自動車ローンの
収縮は、自動車の需要を急激に低下させるこ
とになった。また、所得減少による高付加価
値製品の需要の減少は、生活必需品に比較し
て顕著であった。日本からの輸出が米国の景
気停滞の影響をより強く受けたのは、日本か
ら米国に輸出される財がこのような性質を有
していることによるものと考えられる。

4．�日本の輸出構造：外延と内延の
分析

　日本の貿易構造は金融危機前の一定の期間
に形成されてきたが、これを数量的に検証し
てみよう。貿易額の変化を外延（輸出財の種
類数．extensive margin）と内延（1 輸出財
当たりの平均輸出額）の変化に分解すること
により、貿易額の変化の要因をより詳細に観
察することが出来る。Bernard et al （2009）

は、貿易相手国 国との貿易量 を以下の
ようにあらわしている。

⑴

　ここで は 国との間に貿易を行う企業
数、 は 国との間で貿易する 1 企業当た

りの財の数、 は平均輸出額である。

と は 外 延（extensive margin）、

は内延（intensive margin）である。

　Bernard et al （2009）は、⑴式に基づき、
1990 年後半におけるアジア通貨危機が米国
企業のアジア諸国への輸出に与えた影響を外
延と内延とに分解することによって、アジア
経済危機が外延よりも内延に対して大きな影
響を与えたことを明らかにしている＊5。それ
までの先行研究の多くは経済規模の変化は内
延の変化よりも外延の変化により大きな影響
をもたらすことを指摘していたため、この研
究は注目すべき結果を示しているといえよう。
　この節では、1990 年からアメリカの金融
危機前の 2007 年までの間において、日本の
貿易を外延と内延に分解し、経済規模の変化
が両者に与える影響を分析する。ただし、日
本の輸出入統計においては貿易相手国別輸出
企業数、1 企業当たりの輸出財の種類数を知
ることは出来ない。このため財の種類数

を外延、財の平均輸出額 を内延とし

て、輸出額 を以下のように分解する。こ
こで、t は時点をあらわす。

⑵

＊5 Bernard et al （2009）においては、貿易密度をあらわす変数を加えているが、ここでは省略する。
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　分析には、貿易額が貿易を行う両当事国の
経済規模によって決定される gravity 方程式
を適用する。推計は、外延と内延を非説明変
数とし、両国の市場規模の変化、為替レート
変化、貿易の制度的変化（貿易相手国の
WTO の加盟）を説明変数として、以下に示
す⑶－⑸式を最小自乗法（OLS）によって推
計する。推計には時系列データを用いるため、
時間不変な両国間の関係をあらわす固有の要
素（例えば、言語、距離など）は定数項に包
摂される。

 
⑶

 
⑷

 ⑸

　ここで、 は t 年における日本から i 国
への輸出額、 は t 年における日本から i
国への輸出される財の数、 は t 年にお
ける i 国の GDP、 は日本の t 年にお
ける GDP、 は t 年における為替レー

ト（円の対ドルレート）、 は i 国
を中国とした場合、中国の WTO 加盟後には
1 の値とするダミー変数をそれぞれ示してい
る。推計は 1990 年－ 2007 年の 18 年間のデー
タをもとに、日本から米国への輸出及び日本
から中国への輸出についてそれぞれ行う。

⑴対米輸出
　推計結果を図表 7 に示す。ここで注目すべ
き結果は、米国の所得が内延に対して正の影
響を有する一方、外延に対しては負の影響を
与えていることである。
　日本から米国への輸出において、米国の所
得の増加に対して外延が負のトレンドを有し
ていたことは、推計期間中に米国の需要が拡
大したにもかかわらず、日本からの輸出品目
数が減少してきたことを意味する。一方、内
延の経済規模に関する弾性値は正で大きな値
を示す。これらの結果は、米国の景気拡大に
伴って日本企業が対米輸出において品目数を
少なくし、高付加価値の製品に集中する輸出
戦略を取ってきたことを示唆する。また、為
替レートの円安化は外延と内延の両方を拡大
してきたが、その影響は内延に対してより大
きく作用してきたことが示される。

図表 7　外延・内延の推計（対米輸出）

GDP of US 0.645 ** -0.069 ** 0.714 **

(8.60) (-4.32) (9.14)

GDP of Japan 0.340 * 0.110 * 0.230 *

(1.96) (2.99) (1.28)

Exchange rate (\/$) 0.867 ** 0.199 ** 0.668 *

(4.10) (4.44) (3.03)

Constant 3.453 4.912 ** -1.458

(0.58) (3.92) (-0.24)

Number of observations 18 18 18

Adjusted R
2 0.817 0.727 0.823

輸出額 輸出品目数 平均輸出額

（　　）内の数値は t 値。
＊ 、＊＊はそれぞれ有意水準 5 パーセント、1 パーセントを示す

出所）Wakasugi, R （2009）
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⑵対中国輸出
　これに対して、中国への輸出は対米国輸出
と異なる構造変化を示している。図表 8 は、
中国への輸出に関する外延と内延を分解した
ものである。この結果は、中国の所得の増加
が外延と内延の両方に対して正で有意な影響
を与えることを示している。すなわち、中国
経済の拡大に伴ない日本の輸出企業は輸出品
目数、平均輸出額ともに増加させてきたこと
を示している。他方、為替レートは外延の拡
大に正の効果を有しているが、内延には影響
を与えない。WTO ダミーが内延に対して正
で有意であることは、WTO 加盟前後の中国
市場の自由化が平均輸出額を上昇させてきた
ことを示唆する。
　2 国への輸出の推計値を比較すると、1990
年から 2007 年までの日本の輸出構造が以下
のように変化してきたことが観察される。
ⅰ 米国への輸出に関しては、品目のレンジが

縮小し、平均輸出額が高まる傾向にある。
ⅱ 中国への輸出に関しては、品目のレンジが

拡大するとともに、平均付加価値額が高ま
る傾向にある。

ⅲ 対米国輸出の品目レンジの縮小と対中国輸
出の品目レンジの拡大が同時に生じている

ことは、日本の多国籍企業が最終財の生産
の一部を中国での生産にシフトし、米国に
輸出することによって、三角貿易を拡大し
てきたことと符合する。

5．金融危機後の不況と貿易

　1990 年以降の日本の貿易構造の変化を外
延と内延に分解することによって経済規模の
変化が両者に与える影響を推計した結果は、
金融危機後の貿易変化を観察する上での分析
視点を提供する。ここで、各時点における輸
出品目数（外延）と平均輸出額（内延）に関
する実績値と式⑷、⑸によって得られる予測
値を比較しよう。
　図表 9 － 1、9 － 2 は、1990 年から 2008 年
までの対米国輸出の外延、内延に関する実現
値と予測値を図示している。米国への輸出に
関する外延は、現実値と予想値ともに 1990
年以降減少傾向にあったが、2003 年以降、
縮小傾向はさらに顕著となっている。特に、
2008 年には大幅に低下したことが観察され
る。また現実値と予測値に大きな乖離が見ら
れない。他方、内延には注目すべき変化が見
られる。IT バブル崩壊からの回復が顕著と
なった 2003 年以降、金融危機が発生する

図表 8　外延・内延の推計（対中国輸出）

GDP of China 0.848 ** 0.092 ** 0.755 **

(8.35) (5.27) (6.92)

GDP of Japan 0.017 0.361 ** -0.344

(0.03) (3.96) (-0.61)

Exchange rate (\/$) -0.634 0.246 * -0.880

(-0.98) (2.21) (-1.27)

WTO dummy 0.404 * 0.007 0.397 *

(2.97) (0.29) (2.72)

Constant 0.847 -5.765 6.612

(0.05) (-1.87) (0.34)

Number of observations 18 18 18

R2 0.963 0.894 0.950

輸出額 輸出品目数 平均輸出額

（　　）内の数値は t 値。
＊ 、＊＊はそれぞれ有意水準 5 パーセント、1 パーセントを示す

出所）Wakasugi, R （2009）
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2007 年までの間は内延の実現値が予測値を
大幅に上回って増加している。その一方で、
金融危機後には、逆に現実値が予測値を大幅
に下回ることになった。すなわち、日本から
の輸出財の平均輸出額は、金融危機前にはト
レンドを大幅に上回る増加を示したが、金融
危機後には、その逆にトレンドを大幅に下
回って低下した。このことは、金融危機によ
る需要の低下によって日本の輸出が予想を上
回る大きな減少を示した主たる原因が、財の
平均輸出額が予想以上に低下したことにある
ことを意味する。
　図表 10 － 1,10 － 2 は、対中国輸出の内延
と外延を示している。外延は、1990 年以降

2005 年までは増加傾向にあったが、2006 年
以降は減少に転じている。中国との間で生産
工程の分業を通じて拡大してきた日本からの
輸出財の品目数は、2005 年にピークとなっ
た。他方、内延は、1990 年以降、増加を続
けている。対中国への輸出財が年々高付加価
値化していることが示される。この傾向は中
国の経済規模の拡大によって支えられたもの
であり、外延・内延ともに現実値と予想値の
変化に大きな差異はない。すなわち、対米輸
出に見られた金融危機後に内延の現実値が予
測値を大幅に下回るといった変動は、対中国
輸出では見られない。このことは、日本から
中国の輸出に対しては、外延、内延の両方に

図表 9 － 1　対米輸出の外延
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図表 9 － 2　対米輸出の内延
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おいて、金融危機による景気後退が予想を上
回るような大きな影響を与えるものではな
かったことを示している。

6．所得分布の変化

　金融危機後の世界経済不況において日本の
輸出が大きく減少することになったのは、そ
れ以前の時期において高所得国において需要
の拡大が期待される製品レンジに日本からの
輸出を集中する傾向を強めたものの、その後
の金融危機によって高所得国の需要が一転し

て減少し、輸出財の平均輸出額がトレンドを
大きく下回って低下したことによるものと考
えられる。他方、この間には中間的所得国が
発展し、世界の所得分布に大きな変化が生じ
てきたことは見逃せない。ここで、世界の所
得分布を観察しておこう。表 8 が示すように、
最近 10 年間において、1 人当たりの GDP が
20,000 ドルを超える高い所得国の人口が世界
の人口に占めるシェアは 14％であり、これ
らの国の GDP が世界の GDP に占めるシェ
アは 70％を超える高さでることに変わりは

図表 10 － 1　対中国輸出の外延
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図表 10 － 2　対中国輸出の内延
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ない。しかし、1 人当たり GDP が 2000 ドル
から 10,000 ドルの範囲にある中間的所得
国＊6 の人口が世界の人口に占める比率は
16％から 40％に急増し、これらの国々の
GDP が世界の GDP の占めるシェアも、10％
から 20％に増加している。
　また、10 年前には世界の人口が 1,000 ドル
以下の低所得国に 70％の人口が分布してい
た。現在においても、その比率は 45％と低
くはないが、この 10 年間で中間的所得国が
人口、所得の分布においてシェアを拡大して
いることは注目に値する。
　図表 12 は、横軸を 1 人当たり GDP（対数
表示）とし、1996 年、2006 年の人口の累積
分布、GDP の累積分布を図示している。こ
の 10 年間で、人口の分布をあらわすグラフ
は中間的所得国において明らかな右へのシフ
トが見られる。右へのシフトは、一人当たり
GDP が増加したことを意味する。
　図表 13 は人口の分布に対する所得の分布
を示している。対角線上に位置するならば、
人口の分布と所得の分布が一致する、すなわ
ち所得分布が完全に平等化している状態を表

し、分布が北西の頂点に近づくにつれ、不平
等化が進行することを示す。図表 13 では
1996 年と 2006 年における 2 時点の分布が記
される。両者を比較すると 2006 年の分布は
1996 年に比べて対角線に近づいている。こ
の図は、中間的所得国の人口のシェアが増加
している結果、世界の所得の不平等度は僅か
ではあるが平準化に向かいつつあることと表
している。
　このような中間的所得国の拡大は、従来の
工業品の需要先が高所得国一極に集中してい
た状態から、高所得国と中間的所得国の 2 極
化に需要が分散する状態に変化することを意
味する。中国、ASEAN 諸国は代表的な中間
的所得国である。
　1980 年代における工業品の貿易の拡大は、
類似した所得の先進国間での産業内貿易の拡
大によるところが大きかった。その時期にお
ける国際貿易の拡大は、それを説明する独占
的競争・製品差別化による産業内貿易に関す
る理論の発展をもたらした。しかし、近年の
世界需要に占める中間的所得国の割合の高ま
りは、中間的所得国において増加する需要に

＊6 2007 年の世界銀行の指標によれば、2006 年の 1 人当たり国民所得を基準にして、低所得国＝ 905 ドル以下、中所得国につい
ては、低中所得国＝ 906～3,596 ドル、高中所得国＝ 3,596～11,115 ドル、高所得国＝ 11,116 ドル以上とされる。ここでは、
こうした指標を参考にしつつ、所得の分布状況によって 2,000～10,000 ドルを中間的所得国としている。

図表 11　世界の所得分布

人口に関するシェア

1996 2006 1996 2006

0-1000 0.06 0.03 0.58 0.37

1000-2000 0.02 0.02 0.10 0.08

2000-5000 0.06 0.08 0.11 0.28

5000-10000 0.05 0.11 0.05 0.12

10000-20000 0.06 0.04 0.02 0.02

20000-30000 0.56 0.04 0.11 0.01

30000- 0.19 0.68 0.03 0.13

1人当たりGDP (ドル）
GDPに関するシェア

出所）World Bank, World Development Indicators より著者作成。

14　国際調査室報



適合するような財の新たな生産と貿易パター
ンの出現をもたらしている。産業内における
生産工程・業務が分割され、業務毎のきめ細
かな国際分業が出現しつつあると言っても

良い。
　日本企業による米国への輸出は高付加価値
化し、財のレンジを狭くしてきたことは既に
指摘した通りである。金融危機後の先進国需

図表 12　世界の GDP と人口の分布

0.00

0.20

0.40
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1.00

54321 １人当たりGDP(対数)

分布

人口シェア(1996)

人口シェア(2006)

GDPシェア(1996)

GDPシェア(2006)

出所）World Bank 統計より著者作成。
　注）横軸は 1 人当たり GDP（対数値）、縦軸は GDP 及び人口の累積分布を示す。

図表 13　所得分布の変化
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出所） World Bank 統計より著者作成。
　注） 横軸は 1 人当たり GDP の小さい国から順位を付けた人口の累積シェア、縦軸は GDP

の累積シェアを示す。各国の 1 人当たり GDP が均等であれば対角線上に位置する。
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要の急激な減少により日本企業の輸出が直接
的な影響を受けることになったが、他方で、
中間的所得国は、高所得国に替わって資本
財・工業品の新たな輸出先となりつつある。
中間的所得国への輸出、現地生産が拡大する
ことによって、日本企業はこれまでとは異な
る新たな国際貿易の機会に直面することにな
ろう。

7．結び

　金融危機後の日本の輸出は他国に比べて顕
著に減少した。この直接の原因は、米国の輸
入需要が著しく減少した財と日本が米国への
輸出に特化している財とが一致したことにあ
る。日本にとって最大の輸出先である米国と
の間での財のマッチングは、金融危機によっ
て日本経済を低迷させる主要な要因となっ
た。こうしたマクロ経済ショックは、金融危
機前に形成された日本の輸出構造を分析する
機会を与えることになる。　
　日本企業は、米国に対して輸出する財を自
動車・資本財に特化してきたが、そのプロセ
スにおいて、日本の多国籍企業が米国・中国
との間で三角貿易を形成し、対米輸出財のレ
ンジを狭くし、ハイエンドの財、すなわち所
得弾力性の高い財に特化してきた。また、中
国との間では生産の国際分業を拡大し、対中
輸出財のレンジを広げてきたことが観察され
る。こうした中での金融危機後の需要ショッ
クは、金融危機前に高まっていた米国向け輸
出財の平均輸出額を著しく低下させることに
なった。
　貿易における内延が市場の縮小によって強
く影響を受けることは、アジア経済危機にお
けるアメリカ企業の輸出パターンの変化を分
析した Bernard et al （2009）によって明ら
かにされてきたことである。本論文で述べた
ように、アメリカの金融危機後によってもた
らされた日本の輸出においても、これと類似
の影響が観察されてきた。ただし、ここで示
した結果によって日本企業の輸出を完全に描
写できるものではない点に留意しておきた
い。これは、日本の貿易データの利用可能性

が制約されているため、企業数や 1 企業当た
りの財の種類といった外延に関するより詳細
な分析が欠如しているからである。しかし、
輸出企業の外延、すなわち、企業の輸出市場
への参入・退出、あるいは内延が貿易相手国
経済の変化によってどのように影響されるか
は、国際的なマクロショックと輸出との関係
を考える上で重要な点である。特に需要が拡
大する中間的所得国への輸出における内延、
外延の変化を観察することは、企業の輸出戦
略を考察する上で重要である。
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1．はじめに

　米国の経常収支赤字を中心とする世界の経
常収支不均衡（グローバルインバランス）＊1

の持続可能性については、楽観論から悲観論
まで広範な論争がある（Clarida（2007）、岩
本（2007））。また、2007 年－ 08 年の世界金
融危機後には、金融危機とグローバルインバ
ランスの因果関係や、前者が後者に及ぼす影
響といった新たな論点が加わって、この論争
は継続されており＊2、グローバルインバラン
スがどのくらい持続可能かといった問題は未
解決のままである。

　こうした議論のなかで注目されるのは、伝
統的な国際マクロ経済学で扱われてきた「対
外不均衡の調整」（external adjustment）に
おいて、「評価効果」（valuation effect）が果
た す 役 割 の 重 要 性 で あ る（Gourinchas

（2008）、萩原（2008））。金融のグローバル化
（ホームバイアスの低下による金融市場のグ
ローバルな統合）が進んだ 1990 年代以降、
グロスの対外資産・負債が両建てで飛躍的に
増大した結果、資産価格の変化、収益率の違
い、為替レートの変動といった要因で生じる
キャピタルゲイン・ロスが巨額になり、経常
収支（CA）と対外純資産（NFA）の関係を、

金融危機とグローバルインバランス
－米国の高レバレッジ型対外ポジションの脆弱性を
　中心にして－

京都大学大学院経済学研究科教授　岩本　武和

Abstract

The financial crisis of 2007-2008 will sharply contract the global imbalances. Both the US 
current account deficit and the net foreign capital flows into the US have decreased since 
2007. The other most important change is that the gross capital flows have collapsed since 
2008. The reason why the US external imbalance was sustainable before the financial 
crisis was that it obtained a large amount of the valuation gains in excess of its current 
account deficit and the US net international investment position improved in spite of the 
deterioration of its current account deficit. After the financial crisis, on the other hand, the 
evaluation effect drastically decreased by $ 1.5 trillion and the US net international 
investment position deteriorated in spite of the improvement of its current account deficit. 
This paper analyzes some stylized facts on the US external adjustment and valuation 
effect, and then examines the vulnerability of the highly leveraged international positions 
of the US.

＊1 言うまでもなく、imbalance は disequilibrium を意味するものではない。国際マクロ経済学では、経常収支の不均衡
（imbalance）を予算制約に組み込み、その下で異時点間の効用を最大化する消費や投資の均衡（equilibrium）を求める。近
年のグローバルインバランス拡大の背景にある問題には、伝統的な対外不均衡の調整メカニズムとは異なる、したがって、
経常収支が異時点間の予算制約としては適当でないメカニズムがあるかもしれないことが重要である。

＊2 例えば下記のジャーナルで特集が組まれている。① Journal of International Money and Finance, 26-4, June 2007、② Review 
of International Economics, 16-3, Aug. 2008、③ Economic Notes, 37-3, Nov. 2008。
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「ΔNFA=CA」で近似することができなく
なった。その結果、評価効果を表すキャピタ
ルゲイン（KG）を含めて、

　ΔNFA=CA ± KG

で考えなければならなくなったのである。
　フローの経常収支の赤字（-CA）が、ストッ
クの対外ポジションの悪化（-ΔNFA）に直結
する場合、経常収支赤字の持続可能性は、通
常の「経常収支不均衡の調整メカニズム」（価
格調整ないしは為替レートによる調整、また
は所得調整すなわち IS バランスによる調整）
で考えればよい。しかし、例えば米国の場合、
巨額の経常収支赤字（-CA）に匹敵する、時に
はそれを凌駕するキャピタルゲイン（+KG）
を稼ぎ出しているため、経常収支の赤字を
キャピタルゲインの取得が相殺し、対外ポジ
ションンの悪化（-ΔNFA）を緩和、ないしは
時には改善（+ΔNFA）さえしている。この
場合、通常の経常収支調整だけで、経常収支
赤字の持続可能性を考えることはできず、グ
ロスの対外資産・負債から発生する評価効果
を考慮に入れなければならないのである。
　本稿は、金融危機前後で、この評価効果に
関 す る「 定 型 化 さ れ た 事 実 」（stylized 
facts）にどのような変化が生じたかを分析
することによって、高いレバレッジがかかっ
ている米国の対外ポジションの脆弱性につい
て検討する。以下では次のように議論が展開
される。2．では、金融危機およびグローバ
ルインバランスの起源を、本稿に関係のある
範囲で概略的に述べ、3．では、金融危機以
前に観察された、評価効果に関する定型化さ
れた事実について、4．では、金融危機後に
定型化された事実がどのように変化したかに
ついて、それぞれ分析し、5 では結論が述べ
られる。

２．�失われた10年と狂乱の10年：�
1995年～2005年

　2007-08 年の世界金融危機について、その
背景にグローバルインバランスがあったと
い う 指 摘 は 多 く あ る（ 例 え ば Dunaway

（2009））＊3。両者の関係について、ミクロと
マクロの側面から、差し当たり以下のことが
指摘される。
　第一にマクロの側面から見ると、今回の金
融危機は、拡大し続けた米国の経常収支赤字
を中心とするグローバルインバランスを、劇
的に縮小させるであろうということである

（図表 1 参照）。その意味で、グローバルイン
バランスは、結果として、持続不可能であっ
たと言えるかもしれない。しかし、経常収支
不均衡の「価格調整」（為替レートによる調整）
を予測した研究はあったが（代表的なものは
Obstfeld and Rogoff（2005））、「所得調整」

＊3 総額 7000 億ドルの不良債権救済プログラム（Troubled Asset Relief Program ：TARP）をまとめたポールソン財務長官（当
時）は、2008 年 11 月の記者会見で次のように発言している。

 「特定の金融規制は重要ではあるが、それだけに取り組んで、近年における金融市場の暴走を増幅させたグローバルインバラ
ンスの問題に対処しなければ、グローバルな金融市場と経済的活力の基盤を劇的に改善させる機会を見失うことになる。グ
ローバルインバランスの圧力は、［今回の金融危機とは］別の出口を見出すまで、再び蓄積され続けることになるだろう」（http：
//www.treas.gov/press/releases/hp1265.htm［　］内は引用者）。

図表 1　主要国の経常収支（対 GDP 比）
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しかも「金融危機⇒実体経済における恐慌（有
効需要の縮小）⇒経常収支の縮小」というメ
カニズムでの持続不可能性を予測した論者は
いなかったはずである。
　第二にミクロの側面から見ると、今回の金
融危機の直接的な原因が、「米国の住宅バブ
ルとその崩壊⇒サブプラームローンを組み込
んだ証券化商品の価格暴落⇒投資銀行による
高レバレッジ経営の破綻」というメカニズム
にあったことは論を待たない。破綻した投資
銀行が商業銀行に衣替えしたことは、FRB
からの融資を得る見返りに、自己資本比率規
制を受け入れること、すなわち高レバレッジ
経営を断念したことを意味する。また、債務
超過に陥った金融機関に対して、政府が
7000 億ドルもの公的資金を注入して不良債
権を買い取るプログラムを行ったことは、米
国の金融システムに国有化という非常手段を

導入してでも、自己資本の増強こそが金融シ
ステムの安定に不可欠であったからに他なら
ない。こうしたミクロレベルでのバランス
シートの悪化は、一国の対外バランスシート
にも生じていたのである。
　ところで、1990 年代後半以降の 10 年間

（1995 年 -2005 年）は、日本ではバブル崩壊
後の「失われた 10 年」と呼ばれ、米国では
IT バブルに住宅バブルが続いた「熱狂の 10
年」の時期であった。そして、グローバルイ
ンバランスが拡大し、世界金融危機の起源と
なる種が蒔かれた時期であった。以下では、
この 10 年間を、本稿に必要な範囲において、
図表 2 を参照しながら概観しておこう。

⑴逆プラザ合意とドル高政策（1995 年）
　起点は、1995 年のルービン財務長官（当時）に
よる逆プラザ合意（Reverse Plaza Accord）

図表 2　長短金利と為替レートの推移
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とも呼ばれるドル高政策にとることができる。
　93 年 1 月から進行した円高は、95 年 3 月
から 4 月にかけて急激に進行（同年 4 月 19
日に東京外国為替市場で戦後最高値の 1 ドル
=79.75 円を記録）した。これに対し、4 月
25 日の G7 において、ドルの下落に対する「秩
序ある反転」について合意し、7 月 7 日には
NY 市場で七夕介入と言われる協調介入を実
施した。ルービン財務長官は「強いドルは国
益に適う」という口先介入を繰り返し、これ
以降ドルが反転した。97 年には 127 円台、
98 年 8 月には 147 円台までドル高が進行し
た。
　周知の如く、1997 年のアジア通貨危機は、
対ドルペッグ制を採用していたタイ・バーツ
がドル高に連動して割高になったことが大き
な一因であった。と同時に、⑷で説明するよ
うに、新興国の通貨危機は、世界的貯蓄過剰
という「貧しい国から豊かな国へ」という資
本フローの逆転を引き起こす契機となったの
である。

⑵ 円キャリートレードと円安の定着 
（1990 年代後半）

　この時期のドル高・円安を進行させた要因
として、96 年末頃から始まったとされる円
キャリートレードがある。低金利の円を借り
入れ、高金利のドルなどの通貨で運用する円
キャリートレードが活発化すると、借り入れ
た円を外国為替市場で売る過程で、円安をも
たらす。本来は経常収支の黒字によって円高
が進行するはずの日本で、円売りが多いため
に円安が進行した＊4。

　この 90 年代後半のドル高によって、世界
中の巨額の資金が米国に流入すると同時に、
経常収支赤字は、1995 年の 1136 億ドル（対
GDP 比 1.5%）から、2000 年には 4174 億ド
ル（同 4.2%）にまで急拡大した（次節の図表
4 参照）。Mann（1999）は、米国経常収支赤
字の持続可能性に問題視した嚆矢となった。

⑶  IT バブルの崩壊と FRB の金融緩和 
（2000 年代前半）

　他方、1990 年代後半のインターネット関
連企業への過剰投資は、1999 年から 2000 年
にかけて「IT バブル」を生み出し、「ニュー
エコノミー」という楽観論が喧伝された。
1996 年には 1000 ドル前後で推移していた
NASDAQ の平均株価は、1999 年には 2000
ドルを突破、2000 年 3 月 10 日には 5048 ド
ルの最高値を付けた。しかし、2000 年 4 月
より株価は大きく反転し、IT バブルは崩壊
し た。 こ れ を 受 け、2001 年 1 月 3 日 に、
FRB は FF レート誘導目標（Target Rate）
を 6.5% から 6.0% に引き下げ、以後 13 回に
渡って段階的に引き下げ、2003 年 6 月 25 日
には 1% まで引き下げられ、約 1 年間この水
準で据え置かれた（図表 2 参照）。
　この IT バブル崩壊後の金融緩和が、住宅
バブルを引き起こしたことは周知の通りであ
る。2000 年第 1 四半期を 100 として算出す
る S&P ケース・シラー全米住宅価格指数は、
2005 年第 1 四半期には、169.19 まで上昇し
た。こうした住宅価格の上昇等に支えられた
消費拡大によって、高い経済成長を達成した
のである＊5。

＊4 円キャリートレードが行われる条件は、日本の低金利状態が長期間続くという想定されることや、将来的に円安の可能性が
高いと想定されることである。逆に、日本の金利が上昇したり、円高が進行したりすると、円借り取引を継続していると為
替差損が拡大するリスクが高まるので、ポジションを解消（手仕舞い）しようと、早めに円を買い戻す動き（巻き戻し）が
出て、円高となる。1998 年 9 月のロシア通貨危機で、円キャリートレードを利用してエマージング・マーケットに巨額投資
を行っていた大手ヘッジファンド LTCM が破綻し、それをきっかけにして他のヘッジファンドらも一斉に円キャリートレー
ドの解消（ドル売り・円買い）に動き始めたため、円 / ドル相場は 10 月初旬に 111 円台にまで急騰した。

＊5 さらに 2004 年以降、サブプライムローン（低所得者向け高金利住宅ローン）の貸出しが大幅に増加し、特に 05～06 年に貸
付機関の融資基準が弛緩したことによって、高リスクな貸出しが増加した。大半は、預金機能を持たないモーゲージ・カン
パニーによる貸出しで、クレジットヒストリーの無い移民、クレジットヒストリーに瑕疵のある顧客などの低所得階層に対し、
住宅価格の上昇を前提として、略奪的貸付とも言われる半ば強引な貸出しが行われた。しかし、06 年に入ると、住宅投資は
減少に転じるとともに、住宅価格の上昇も鈍化し始めた。住宅バブルの崩壊である。これに伴い、サブプライムローンの延
滞率・差押率が高まった。サブプラームローン危機の始まりである。
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⑷ 「グリースパンの謎」と「世界的過剰貯蓄」 
（2005 年）

　住宅バブルの沈静化をはかるため、FRB
は 誘 導 金 利 を 2004 年 6 月 30 日 に 1% か ら
1.25% に引き上げ、以後 16 回に渡って段階
的に引き上げた。2006 年 6 月 29 日には 5.25%
まで引き上げられ、1 年 3ヶ月近くこの水準
に据え置かれた。
　しかし他方で、長期国債（10 年物）の利
回りは、誘導金利を引き上げた 2004 年 6 月
の 4.89% か ら、1 年 後 の 2005 年 6 月 に は
3.90% まで、逆に下落した（図表 2 参照）。
　「 グ リ ー ン ス パ ン の 謎 」（Greenaspan 
conundrum）として知られる証言が FRB 議
長（当時）によって上院で行われたのは、
2005 年 2 月 16 日のことであった。周知のよ
うに、ここで言う「謎」とは、短期の政策金
利を引き上げたにもかかわらず、長期金利が
低下したことを意味する。彼は、中国やイン
ドが世界の財市場に統合されたことと、金融
市場の世界的な統合が、インフレ期待を低下
させ、実質金利を低下させること（フィッ
シャー効果）は認めるものの、こうしたグロー
バル化は何も新しいことではなく、長期金利
の低下は依然「謎」のままだと証言した。い
ずれにしても、この「グリーンスパンの謎」
は、住宅バブルの沈静化のための金融政策が
失効していたことを意味した。
　さらに、「世界的貯蓄過剰」（global saving 
glut）として知られるバーナンキ理事（当時）
のスピーチが行われたのは、1ヶ月後の 2005
年 3 月 10 日のことであった。「過去 10 年間、
グローバルな貯蓄の供給の著しい増加、つま
り世界的貯蓄過剰が、米国の経常収支赤字と
今日の世界的な長期金利の低水準の双方を説
明する」という彼の発言は、一見すると「グ
リーンスパンの謎」の解答のようにも思える。
グリーンスパンは、この問題は新しいことで
はないとして謎の解答としては退けた。しか
し、グローバルインバランスの主因が、最大
の資本輸入国である米国の資金需要にあるな
らば、実質金利は上昇するはずなのに、それ
が低下している背景には、世界的貯蓄過剰が

あるとして、バーナンキは、世界的貯蓄過剰
の源泉を過去 10 年間（1996 年～2004 年）に
遡って検討した。1997 年のアジア通貨危機
以降、新興国の経常収支黒字と米国の経常収
支赤字が拡大し、「貧しい国から豊かな国へ
の資金フロー」という構造ができた。それが
世界的な貯蓄過剰になり、世界的な低金利を
招いた。ここで、グローバルインバランスと
金融危機は、世界的貯蓄過剰という同一のコ
インの裏表という仮説が成立したのである

（Bini Smaghi（2008））。

3．�金融危機以前の定型化された�
事実

　グローバルインバランスの中心をなす米国
の対外不均衡について、金融危機前では、以
下のような定型化された事実が観察された。

⑴ 金融市場のグローバルな統合：対外総資産
および対外総負債の両建てでの飛躍的増加

　図表 3 に示されているように、米国の対外
総資産および対外総負債は、1990 年代後半
から両建てで飛躍的に増加を続け、双方とも
1995 年から 96 年にかけて対 GDP 比で 50%
を超え、2005 年から 2006 年にかけて対 GDP

図表 3　 アメリカの対外投資ポジション 
（1980 年－ 2008 年）
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出所） U.S. Department of Commerce. Bureau of 
Economic Analysis （BEA）

　注）2008 年末の値は速報値
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比で 100% を超えた。これは、Ⅱで述べた
10 年間の起源と符合している。
　もう少し広いタイムスパンをとると、1990
年から 2007 年の 18 年間に、対外総資産は 2
兆 1790 億ドルから 18 兆 2788 億ドルへ（対
GDP 比で 37.6% から 129.8% へ）、対外総負
債は 2 兆 4024 億ドルから 20 兆 4188 億ドル

（対 GDP 比で 41.4％から 145.0％へ）、ともに
絶対額で 8 倍以上（対 GDP 比で 3 倍以上）
も増加している。この増加率は、1990 年代
以前の増加率とは比較にならない大きさであ
る。
　この傾向は、米国だけではなく、多くの先
進諸国でも確認される傾向である。これは、
1990 年代以降、金融資産に対するホームバ
イアスが低下し、金融市場がグローバルに統
合されたことによって、クロスボーダーの資
産取引がグロスで拡大したことを意味してい
る＊6。
　これに対して、対外純債務は 2007 年末で
2 兆 1399 億ドル（対 GDP 比 15.2%）に過ぎ
ない。つまり、グロスの対外ポジションが、
ネットが対外ポジションに対して、資産では
8.5 倍、債務では 9.5 倍というように、米国
の対外バランスシートには大きなレバレッジ
がかかっているのである。

⑵経常収支の悪化と対外純債務の改善
　理論的には、t 期間中に生じた対外純資産
の変化ΔNFAt（=NFAt － NFAt-1）は、t 期の
経常収支 CAt、ないしは資本収支 KAt にマ
イナスの符号を付けたものに等しい。すなわ
ち、

　ΔNFAt=CAt =－KAt ⑴

という関係が成り立つはずである。言いかえ

れば、t 期末の対外純資産（NFAt）は、t-1
期末の対外純資産（NFAt-1）に t 期の経常収
支（CAt）を加えた額になるはずである。し
たがって、t 期の経常収支が赤字となれば、t
期末の対外純資産は、t-1 期末の対外純資産
に比べて、悪化するはずである。
　しかし実際には、図表 4 のように、近年の
米国においては、両者の関係は希薄になって
いる。例えば、2005 年の経常収支は 7487 億
ドルの赤字であるにもかかわらず、対外純債
務は 3203 億ドルも改善した。このことは、
2005 年の 1 年間だけで 1 兆ドル以上もの評
価益を稼ぎ出したことを意味する。
　また累積経常収支が対外純資産に等しいと
すると、理論的には、

n

CAt＝NFAn（ただし，NFAi＝0） ⑵Σ
t＝i

が成り立つはずである。図表 5 は、⑵式にも
とづき、t=1995 年、n=2008 年として、計算
上の対外純資産と、実際の対外純資産を比較
したものである。近年の米国においては、経
常収支赤字が累積しても、対外純資産は安定
的に推移している。
　例えば、グローバルインバランスが大きく
拡大した 2002 年から 2007 年までの間に、米
国の経常収支赤字は 3.9 兆ドル累積した。も
しこの 6 年間の累積経常収支赤字が、2001
年 末 の 対 外 純 債 務 1.9 兆 ド ル（ 対 GDP 比
18%）にそのまま蓄積されるならば、2007
年末の対外純債務は 5.8 兆ドル（対 GDP 比
41%）にも達する。しかし実際には、しかし
2007 年 末 の 対 外 純 債 務 は 2.1 兆 ド ル（ 対
GDP 比 15%） に 過 ぎ ず、 こ の 6 年 間 で 対
GDP 比は改善し、米国の対外純債務は 2710
億ドルしか悪化していない。このことは、ス

＊6 Lane and Milesi-Ferretti（2001）（2003）の先駆的な研究では、対外総資産（FA）と対外総負債（FL）の総額の対 GDP 比、
すなわち、

IFIGDPit ＝
（FAit ＋ FLit）

GDPit

 をグローバルな金融市場の統合を示す指標（IFIGDP）として用い、最新の Lane and Milesi-Ferretti（2007a）では、この値
が 1990 年頃までは先進国および途上国の両グループとも 100% 前後であったあったのが、2004 年には先進国グループでは
300% を超える（途上国グループでは 150% 以下である）ことを明らかにした。
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トックの側面でこの間に 3.6 兆ドル以上もの
評価益を稼ぎ出したことを意味する＊7。

⑶インカムゲインとキャピタルゲイン
　一般に、純債権国の所得収支は黒字となり、

純債務国の所得収支は赤字となるはずであ
る。しかし実際には、図表 6 に見られるよう
に、世界最大の債務国の米国の所得収支（イ
ンカムゲイン）は、現在に至るまで僅かなが
らも黒字を続けている。例えば、2007 年に

＊7 計算上の NFA は、
2007

CAt＝－3 兆 8906 億ドルΣ
t＝2007

も悪化しているはずであるのに対して、実際の NFA は、

 ΔNFA ＝ NFA2007 － NFA2001 ＝－2710 億ドルしか悪化していない。

図表 4　アメリカの経常収支と対外純資産の推移（1980 年－ 2008 年）
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　注）2008 年末の対外純資産は速報値

図表 5　理論上の対外純資産
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図表 6　 インカムゲインとキャピタルゲイン 
（1981 年－ 2008 年）
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は 2 兆 1399 億ドルもの対外純債務があるの
に、所得収支は 702 億ドルの黒字である。
　さらに、図表 6 で示されているように、評
価益（キャピタルゲイン）は、非常に大きな
ボラティリティを伴いながらも、平均すれば
所得収支（インカムゲイン）とは比較になら
ないくらい巨額である。一般に、t 期間中に
生じたキャピタルゲインを KGt とすると、
⑴式ではなく、次の⑶式が成り立っている。

　ΔNFAt = CAt ＋ KGt =－KAt ＋ KGt ⑶

したがって、キャピタルゲインは、次のよう
に定義できる。

　KGt =ΔNFAt－CAt =ΔNFAt＋KAt ⑷

　例えば、2005 年の資本収支は、7007 億ド
ルの黒字（資本の純流入）であるから、キャ
ピタルゲインがなければ、〈対外純資産は
7007 億ドルだけ減少（対外純債務は 7007 億
ドルだけ増加）〉していなければならないは
ずである。他方、2004 年末および 2005 年末
の対外純資産は、それぞれ 2 兆 2454 億ドル
および 1 兆 9251 億ドルのマイナスであるか
ら、実際には、2005 年中に〈対外純資産は
3203 億ドル増加（対外純債務は 3203 億ドル
減少）〉している。この両者の差額こそ、巨
額のキャピタルゲインである。すなわち、⑷
式より、

　KG2005 ＝（NFA2005－NFA2004）＋（－KA2005） 
＝320,271＋700,716＝1,020,987

と計算できる。つまり、2005 年中に発生し
たキャピタルゲインは、1 兆 210 億ドル（対
GDP 比 8.1%）に達し、それは同年の経常収
支赤字 7487 億ドル（対 GDP 比 5.9%）をは
るかに凌駕する巨額の値である。

⑷ 対外総資産および総負債の内訳：世界の銀
行家から世界のベンチャーキャピタリストへ

　純債務国である米国が、巨額のキャピタル
ゲインを稼ぎ出し、所得収支も黒字であると
いう事実は、グロスの対外総資産および総債
務の内訳を見ると理解できる。

　図表 7 に見られるように、米国は対外総資
産の 57% を海外直接投資（FDI）と株式の
形態で保有している。これに対して、対外総
負債のうち、FDI と株式の占める割合は
30% にすぎず、財務省証券の形態での外国
保有の公的資産を含めると 70% が債券や銀
行融資の形態である。図表 8 に要約されてい
るように、米国は、低リスク・低リターンの
債務を保有し、それに高いレバレッジをかけ
て、高リスク・高リターンの資産を保有して
いるのであり、これが米国の取得している巨
額のキャピタルゲインの源泉である一方で、
米国が一国全体のバランスシートで抱えてい
る脆弱性でもあるのである。
　Gourinchas and Rey（2007） は、 米 国 が
今 な お 享 受 し て い る「 法 外 な 特 権 」

（exorbitant privilege）の根拠を、米国が「世
界の銀行家」（world banker）の地位から「世
界のベンチャーキャピタリスト」（world 

図表 7　対外総資産および総債務の内訳
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図表 8　 総資産のうち危険資産の占める割合・ 
総負債のうち安全資産の占める割合
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venture capitalist）の地位へ変化しているこ
とにある、と表現した。すなわち、かつて米
国は、一国全体で外国に対して「短期借り・
長期貸し」（borrowing short, lending long）
という銀行業の役割を果たしているという意
味で「世界の銀行家」であった。これに対し
て、現在米国は、「債券の売り越し・株式の
買い越し」（short on debt instruments, long 
on equity instruments）という意味で「世界
の VC」になったのである。
　さらに米国は、図表 9 に見られるように、
対外資産の 65％を外貨建てで保有している
のに対し、対外債務のほぼ 100% はドル建て
の債務である。これは、対外資産の過半が

equity の形態であるのに対して、対外債務
のほとんどが財務省証券をはじめとする
debt の形態であることに対応している。ド
ル建ての債務は、為替レートが変動してもド
ル表示の価値額には影響しないが、外貨建て
の資産は、ドル減価によってドル表示の価値
額が増加する。
　図表 10 に見られるように、1990 年代後半
の「ドル高政策」によって、キャピタルゲイ
ンはむしろ減少し、2002 年以降にドル安に
転じてから巨額のキャピタルゲインが発生し
ている。ドル高は、米国への資金フローを促
進し、ドル安は、蓄積した対外ストックから
得られるキャピタルゲインに貢献したのであ
る。

4．�金融危機後の変化と�
転換点としての2008年

⑴金融危機後の変化
　図表 11 から分かるように、拡大し続けて
きたネットでの米国への資金フローは、2007
年から減少に転じた。さらに拡大の一途を
辿ってきたグロスでの資金フローは、流出・
流入とも 2008 年には劇的に減少した（資本
流出は、2007 年の 1 兆 4721 億ドルから 2008
には 1 億ドルへ 100% 減少、資本流入は、
2007 年の 2 兆 1295 億ドルから 2008 年には
5341 億ドルへ 75% 減少）。

図表 9　対外総資産・負債の建値通貨別分類（2004 年末、10 億ドル）
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ドル建て 194 14 22 606 2019 622 3476（35%）

外貨建て 79 3274 2498 311 155 180 6497（65%）

合計 273 3287 2520 917 2174 802 9972（100%）

対外資産の建値通貨別分類

公的資産 FDI 株式 債券 財務省証券 銀行ローン その他 合計

ドル建て 1982 2687 1929 1595 640 2213 824 11869（95%）

外貨建て 0 0 0 464 0 92 90 646（5%）

合計 1982 2687 1929 2059 640 2305 914 12515（100%）

出所）Tille（2005）

図表 10　キャピタルゲインと為替レート
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　このような 2008 年の劇的な資本フローの
変化を背景に、2007 年までに観察された「定
型化された事実」にも、劇的な変化が生じて
いる。ここでは、商務省経済分析局（BEA）
の対外ストックに関する 2008 年の速報値
データから、以下の 2 点を確認しておこう。
　①経常収支と対外純資産：図表 4 のよう
に、2007 年から減少傾向に転じた経常収支
赤字は、2008 年にはさらに 7061 億ドル（対
GDP 比 4.9%）に減少した。しかし、対外純
債 務 は 2007 年 の 2 兆 1399 億 ド ル（ 同
15.2%）から、2008 年には 3 兆 4692 億ドル（同
24.0%）へと、大幅に悪化している。
　これは、2007 年までに観察された、〈経常
収支赤字が悪化し続けているにも関わらず、
対外純債務は改善ないしは安定している〉と
いう定型化された事実とは全く逆の傾向であ
る。すなわち、〈経常収支赤字は改善したに
も関わらず、対外純債務は大幅に悪化した〉
のである。
　②キャピタルゲインの劇的な悪化：図表 6
のように、2007 年には 7017 億ドル（対 GDP
比 5.0%）ものキャピタルゲインを計上して
いたが、2008 年には、一転して 7954 億ドル

（同 5.5%）ものキャピタルロスを計上してい
る。キャピタルロスの絶対額のみならず、単

年度で 1 兆 4971 億ドルもの評価損益の減少
額は、過去最大である。この評価効果の劇的
な悪化が、対外純債務の大幅な悪化につな
がっているのである。
　図表 12 によって、このキャピタルロスの
内訳を見ると、資産価格の下落が最も大きく

（7201 億ドルの減少）、次に為替レートによ
る評価損（5830 億ドルの減少）が大きい。
後者はおそらく、リーマン・ショックが発生
した 2008 年 9 月以降、2009 年始めまで、ド
ルがユーロを初めとする主要国通貨に対して
増価したことによる外貨建て資産のドル建て
価値額の減少によるものであろう。

⑵転換点
　こうした 2008 年における劇的な変化は、
どのように考えることができるだろうか？   
2007 年までに観測された「定型化された事
実」の基本にあるのは、米国が対外ストック
から巨額のキャピタルゲインを取得してきた
事実であり、またそれに付随して、純債務国
であるにもかかわらずインカムゲインの黒字
を続けてきた事実であった。これが 2008 年
に劇的にマイナスに転じたことは、大きな転
換点（tripping point）であった。
　対外純資産（F）から得られるインカムゲ
インとキャピタルゲインの合計である「ネッ
トのトータルリターン」（NTR）は、対外資
産（A）から受け取る収益率（ra）と、対外
債務（L）に対して支払う収益率（rl）の差
額として、

　NTR ＝raA－rlL＝ra（F＋L）－rlL 
＝raF＋（ra－rl）L ⑸

と表される。したがって第一に、F ＜ 0 であっ
て も、L が 十 分 に 大 き く、ra ＞ rl な ら ば
NTR ＞ 0 となりうる。つまりレバレッジを
大きくとり、世界から受け取る収益率（ra）
が高く、米国が支払う収益率（rl）が低ければ、
純債務国でもネットの総収益はプラスとなり
うる。Ⅱで述べた「グリーンスパンの謎」（rl

が低水準にあること）は、ネットの総収益の
側面から見ると、米国に貢献してきたと言え

図表 11　 アメリカの資金フロー 
（1980 年－ 2008 年）
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るかもしれない。金融危機までは、この関係
が維持できていた。
　しかし第二に、L が十分に大きく、ra ＜ rl

に反転すれば、NTR ＜ 0 となる。何らかの
要因で、米国が世界から受け取る収益率（ra）
が低くなり、レバレッジが大きくなりすぎる
ことによるリスクプレミアムが高くなること
によって、米国が世界に対して支払う収益率

（rl）が高くなると、ネットの総収益はマイ
ナスとなる。金融危機後の 2008 年にこのこ
とが劇的な形で発生した。これが転換点

（tripping point）である。
　Gourinchas and Rey（2007） は、 こ の 転
換点を以下のように実証している。対外純収
益がマイナスに転じる転換点は、次のように
求められる。

TNR＝raA－rlL ≤ 0

∴ TNR ＝ ra
＝ L ≤ 0Arl rl A

∴TNR ≤ 0 ⇔ L ≥ ra
⑹A rl

この条件が意味することは、レバレッジ比率
（L/A）が、名目収益率比率（ra/rl）を上回
ると、対外純収益はマイナスに転じるという
ことである。
　図表 13 は、1952 年から 2004 年までの実
質および名目収益率を示している。ここで、
全期間（1952 年 -2004 年）、ブレトンウッズ
期間（1952 年 -1972 年）、ポスト・ブレトン
ウッズ期間（1972 年 -2004 年）の名目収益
率の比率（ra/rl）は、それぞれ、1.30、1.04、
1.43 である。これに対して、1952 年、1973 年、
1991 年、2004 年のレバレッジ比率（L/A）は、
それぞれ 0.3、0.73、1.09、1.34 に過ぎない。

図表 12　キャピタﾙゲインの内訳
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　これらの実証が意味することは、確かにレ
バレッジ比率（L/A）は近年著しく上昇して
いるものの（2004 年の L/A=1.34）、それを
上回る対外総負債に対する対外総資産の相対
名目収益率を稼いでいるので（2004 年の
ra/rl=1.43）、レバレッジ比率の上昇（バラン
スシートの悪化）は、まだ持続可能であると
いうことである。
　しかし、同じ分析から、全く逆の「予想」
も可能である。すなわち、対外総負債がこれ
増加し続け、レバレッジ比率の上昇が続くと、
それに対するリスクプレミアムが上昇し、対
外総負債に対して支払う収益率が上昇し始め
ると、やがて、

L ≥ ra

A rl

という転換点に達して、バランスシートの悪
化が持続不可能になるかもしれない。その意
味で彼らの分析は、諸刃の剣である＊8。

5．おわりに

　最後に、本稿での考察から得られた結論と、
今後の展望をまとめておこう。
　⑴ 2007-08 年の世界金融危機は、結果とし
て、拡大し続けたグローバルインバランスを
劇的に調整（縮小）させるであろう。米国の
経常収支赤字も、ネットでの資金フローも、
2007 年から減少に転じた。さらに拡大の一
途を辿ってきたグロスでの資金フローは、流
出・流入とも 2008 年に劇的に減少した。
　金融危機前に、米国の対外不均衡が持続可

能であったのは、経常収支赤字額を上回る巨
額のキャピタルゲインの存在であり、それ故
に、〈経常収支赤字は悪化しているにもかか
わらず、対外純資産は改善していた〉からで
ある。グローバルインバランスが最も拡大し
た 2002 年から 2007 年の 6 年間で、米国は 3.6
兆ドル以上もの評価益を稼ぎ出した。2005
年だけでも 1 兆ドル以上ものキャピタルゲイ
ンを取得し、それは同年の 7500 億ドルの経
常収支赤字をも凌駕している。
　これに対して、金融危機後には、〈経常収
支赤字は改善したにもかかわらず、対外純債
務は大幅に悪化した〉のである。これは、危
機前に観察された定型化された事実とは全く
逆の現象である。それは、2008 年だけで
8000 億ドル近いキャピタルロスを計上した
ことが原因であり、対前年比で言えば 1.5 兆
ドルもの評価損益の減少である。
　⑵ネットの対外ポジションに対して、グロ
スの対外ポジションが、資産では 8.5 倍、債
務では 9.5 倍というように、米国の対外バラ
ンスシートには大きなレバレッジがかかって
いる。つまり、米国は一国全体で、低リスク・
低リターンの債務（債券や銀行融資）を保有
し、それに高いレバレッジをかけて、高リス
ク・高リターンの資産（FDI や株式）を保
有することによって、巨額のキャピタルゲイ
ンを取得し、「世界のベンチャーキャピタリ
スト」として法外な特権を享受してきたので
ある。
　キャピタルゲインに依存してきた米国の対
外不均衡の持続可能性は、金融危機後に巨額

＊8 もっとも、この分析は、対外総資産および総負債の収益率（ra および rl）の内生性を無視した単純すぎるものであるが、事
態の直感的な理解には役立つであろう（Gourinchas and Rey （2007）,pp.20-21）。

図表 13　米国の対外総資産と対外総負債の収益率（1952 年～2004 年）

1952年-2004年 1952年-1972年 1973年-2004年

対外総資産の実質収益率（名目収益率） 5.72%（9.15%） 4.04%（6.32%） 6.82%（11.00%）

対外総負債の実質収益率（名目収益率） 3.61%（7.04%） 3.78%（6.06%） 3.50%（7.69%）

実質収益率格差（名目収益率格差）　　 2.11%（2.11%） 0.26%（0.26%） 3.32%（3.32%）

出所）Gourinchas and Rey（2007）, p.26,Table1.1 より作成
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のキャピタルロスを計上したことからも明ら
かなように、米国が一国全体のバランスシー
トで抱えている脆弱性でもある。言うまでも
なく、キャピタルゲインは新たな付加価値の
創出ではなく、単なる富の移転である。金融
危機前に米国が取得してきたキャピタルゲイ
ンが、貧しい国から豊かな国への富の移転で
あるならば、金融危機後に米国が計上した
キャピタルロスは、その逆である＊9。
　もしも「金融立国」という国家目標があり、
それが個別の金融機関のみならず、一国全体
の対外ポジションに高いレバレッジをかけ、
所得収支（インカムゲイン）のみならず、キャ
ピタルゲインに依存した対外ポジションを目
指すこと通じるのであれば、対外バランス
シートの健全性という観点から疑問なしとし
ない＊10。
　⑶最後に、本稿の範囲を超えるが、今後の
展望についてまとめておこう＊11。第一に、
米国では金融危機後に「消費の低迷⇒貯蓄の
増加」が顕著である。また世界的な景気後退
によって、各国の財政収支が悪化することは
確実である。金融危機前のグローバルインバ
ランスは、「米国の経常収支赤字＝ IS バラン
スにおける貯蓄不足」を「世界的な貯蓄過剰」
がファイナンスしてきた。金融危機後のグ
ローバルインバランスの縮小は、これが反転
し、「米国経常収支赤字の縮小＝貯蓄の増加」
と「 世 界 的 な 貯 蓄 枯 渇 」（global saving 
drain）という組み合わせが続くかもしれない。
　第二に、1990 年代以降、拡大の一途を辿っ
てきたグロスでの資金フローは、流出・流入
とも 2008 年には劇的に減少した。金融危機
前は、「グロスの資金フローの拡大⇒グロス
の対外資産・負債の両建て拡大」が、「ホー
ムバイアスの低下⇒金融のグローバル化」の
一つの指標であった。金融危機後に、今まで

とは全く逆の、資金の本国還流（ホームバイ
アスの上昇）が発生したことは、一時的にで
はあれ「金融の脱グローバル化」（financial 
de-globalization）が続くかもしれない。
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1．はじめに

　2007 年夏の金融危機発生に至るまでの米
国経済の動きと、過去に先進国で起こった銀
行 危 機 と の 類 似 性 が 指 摘 さ れ て い る

（Reinhart and Rogoff （2008））。過去の銀行
危機発生前には、株価と住宅価格の高騰、実
質経済成長率の上昇、政府債務の増加、経常
収支赤字の拡大が一様に確認されてきたが、
今回の米国のケースも同様だという。それば
かりか、住宅価格と株価の上昇に関しては、

今回の米国のケースが過去の「5 大銀行危機」
時の平均を上回っている。経常収支赤字拡大
の規模についても同様である。したがって、
今回の金融危機による実体経済の悪化が穏や
かな水準にとどまるとは考えにくい、という
のである。
　本稿では、Reinhart and Rogoff （2008）が
指摘した指標のうち、とくに経常収支の動き
に焦点を当てる。Reinhart and Rogoff （2008）
の分析は、金融危機発生前 5 年間の平均的な
経常収支の動きと今回の米国の経常収支の動

国際資本フローの金融危機による変化
～経常収支反転事例との比較分析～

同志社大学商学部准教授　五百旗頭　真吾

Abstract

Current account reversal is a phenomenon in which a large current account deficit 
decreases tremendously in a few years. Since financial crises are often preceded by 
growing deficit of the current account in the crises countries, reversal of the current 
account balance can be seen as a cousin of financial crises. 
After identifying 19 reversal episodes from 23 industrial countries’ experiences during 
1975 and 2007, we classify the 19 episodes into two groups: “shift” and “V-shaped” 
episodes. We define a “shift” episode as one during which the size of current account 
deficit jumped down and keep the new low level for 7 years. A “shift” reversal may be a 
reflection of structural changes in monetary policy and export sectors of the concerned 
country. On the other hand, we define a “V-shaped” episode as an episode where the 
current account balance worsens sharply in 2 or 3 years and then improves quickly in 2 
or 3 years. A “V-shaped” reversal may be a result of a large boom and bust of the 
economy. We find interesting differences in the adjustment mechanism between the two 
types of reversal episodes. During a “shift” episode, we see a large depreciation of the 
real exchange rates, and a surge both in exports and in other investment outflows from 
domestic residents after the reversal. In contrast, during a “V-shaped” reversal, each of 
the extent of the real exchange rate depreciation and of export growth is limited, while 
other investment inflows surge before reversal and shrink rapidly after it.
Before the 2007-2008 financial crises, the growing current account deficits in several 
countries have been mainly financed by debt inflows. These large debt inflows will 
reverse sharply after the crises as same as in the three reversal episodes during which 
big financial (banking) crises occurred.
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きを比較することにとどまっている。危機発
生を予測するための分析であればそれでよい
が、危機を経て経済がどのように調整される
かを考察するには、危機後の経常収支の動き
とそれに伴うマクロ経済調整のあり方を過去
の経験から推察することが必要であろう。
　経常収支赤字が対 GDP 比で 5％前後まで
拡大したあと急激に縮小する事例、すなわち
経常収支の反転事例は、先進国に限っても過
去に多く存在する。その際実質為替レートの
大幅減価や実質成長率の大幅な低下が伴うこ
とも実証的に明らかにされてきた（Freund

（2005），Freund and Warnock（2007）など）。
　そこで本稿では、先進国における経常収支
反転事例を基に、反転前後の経済調整のあり
方、とりわけ国際資本フローの変化のあり方
を明らかにする。そして、それを基に、今回
の世界金融危機によって国際資本フローがど
のように変化するか推察したい。なお過去の
経常収支反転事例に関する実証研究は多数存
在する＊1。本稿の分析の新しさは、経常収支
の動き方の面で経常収支反転は 2 類型に分類
できること、反転時の経済調整メカニズムが
2 類型で異なることを明らかにした点にある。

2．経常収支の反転

2．1　定義
　経常収支の反転とは、経常収支赤字が急激
に縮小（ないしは黒字化）する現象のことで、
ここでは Freund（2005）に従い、以下の四
つの条件によって定義する。
　ａ） 反転前 3 年間に、経常収支赤字の対

GDP 比が 2％以上だった年が少なく
とも 1 年ある

　ｂ） 反転前 3 年間の赤字対 GDP 比の平均

値＞反転後 3 年間の赤字対 GDP 比の
平均値－ 2％

　ｃ） 反転前 3 年間の赤字対 GDP 比の最小
値＞反転後 5 年間の赤字対 GDP 比の
最大値

　ｄ） 反転前 3 年間の赤字対 GDP 比の平均
値の 3 分の 2 ＞反転後 3 年間の赤字対
GDP 比の平均値

　まず条件 a）により、抽出される反転事例
を赤字規模の大きい水準からの反転に限定す
る。金融危機等の下地が醸成されている際に
は経常収支赤字が大きくなると考えられるか
らである（Kaminsky and Reinhart, 1999）。
条件 b）と c）は、小さな経済ショックに対
して消費平準化を行った結果一時的に経常収
支が改善するケースを、反転事例から除外す
るためのものである。また、赤字規模が大き
い場合には、赤字対 GDP 比が 2％減少した
ぐらいでは経常収支が改善したとは言えな
い。たとえば、経常収支赤字が対 GDP 比
15％から 13％に減少したことをもって経常
収支の改善と言えるだろうか。条件 d）はそ
のようなケースを除くためのものである。
　先進 23 カ国＊2 について 1975～2007 年に
かけて調べたところ、上記 4 条件を満たす経
常収支の反転事例が 19 事例確認された（図
表 1）。先行研究に比べて反転事例数が少な
いのは、最新のデータを用いたことによる。
また、ここでは「反転」が複数年にわたり連
続して発生したケースについても一つの反転
事例と数えた＊3。たとえば、アイルランドで
は、上記の定義に従うと 1982 年から 1987 ま
で 7 年連続で経常収支の反転が発生したこと
になるが、それらは一つの反転事例とし、
1982 年を反転の始まりの年とみなした。

＊1 先進国に関する研究には Freund（2005）、Freund and Warnock（2007）、Croke et al.（2005）、Debelle et al.（2005）など
がある。Edwards（2005）は発展途上国に関する分析を基に、今次の米国の経常収支赤字の帰結を類推している。また発展
途上国に関する研究は Milesi-Ferretti and Razin（2000）をはじめ多数存在する。

＊2 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスラ
ンド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、
スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ。データの欠落により、サンプル期間の短い国も含まれる。ギリシャとアイル
ランドは 1976 年以後、日本とスイスは 1977 年以後のデータであり、ギリシャに関しては 1998 年のデータが欠損している。

＊3 たとえば Edwards（2005）は連続して起こった反転事例の一つ一つを別個の反転事例として数えているが、本稿はそのよう
な認定方法を踏襲していない。
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　19 の反転事例について、反転の前後 5 年
間の平均的な経常収支の動きを図示したのが
図表 2 である。横軸の時間（年）については、
反転の始まる直前の年を「－ 1 年」、反転が
起こった年（経常赤字の急減が始まった年）
を「1 年」とした。典型的な反転事例では、
反転前 3 年間に対 GDP 比 5％を上回る赤字
が続き、その後 3 年間に一挙にゼロ近辺まで
赤字が縮小している。特に反転後 1 年目の経
常収支改善が目覚ましく、対 GDP 比で 3％
近く改善している。

2．2　経常収支反転時の経済調整
　反転エピソードにおける反転前後 5 年間の
主要マクロ経済指標の動きを確認しよう。先
行研究で確認されている通り、反転の前後に
おいて実質為替レートの減価と実質経済成長
率の低下が見られる（図表 3）。実質実効為
替レートは反転 1 年前から反転 2 年後にかけ
て、累積して 10％程度減価する。実質 GDP
成長率も反転 2 年前から反転の年にかけて平

均 2％低下し、トレンドに回帰するのは反転
後 4 年を経てからである。
　このような経常収支、為替レート、産出量の
動きは、教科書的なメカニズムが働いている
可能性を示唆している。つまり、実質為替レー
ト減価による需要転換効果と実質所得減少に
よる需要削減効果がタイム・ラグを伴いなが
ら貿易収支改善に寄与している可能性である。
　しかし、エピソードを個別にみていくと、
このような紋切り型の解釈では理解できない
ケースがあることに気が付く。Croke et 
al.（2005）は、反転前 3 年間と反転後 3 年間
の GDP 成長率（平均）を比較することで、
反転前後で成長率の改善が最も大きかった七
つのエピソードと最も小さかった七つのエピ
ソードを抽出し、前者を「景気拡大エピソー
ド（expansion episode）」、後者を「景気収
縮エピソード（contraction episode）」と名
付けている。彼らの分析によれば、「景気拡
大エピソード」では反転前後に実質為替レー
トの減価が見られたが、「景気収縮エピソー
ド」では実質為替レートに目立った変動は見
られなかった。したがって、「景気拡大エピ
ソード」では主に実質為替レート減価の相対
価格効果によって経常収支が改善し、実質所
得減少による需要削減効果はさして働かな
かった。それに対し、「景気収縮エピソード」
では主に実質所得減少による輸入減少によっ
て経常収支が改善し、実質為替レートは大し

図表 1　経常収支の反転事例

国 反転の前年 経常収支赤字
（対 GDP 比，％）

オーストリア 1981 4.3
オーストリア 1999 1.6
ベルギー 1982 2.9
カナダ 1993 3.9
デンマーク 1986 5.2
フィンランド 1991 5.4
ギリシャ 1985 7.1
アイスランド 1992 2.3
アイルランド 1981 13.0
イタリア 1992 2.3
ニュージーランド 1986 9.5
ノルウェー 1988 3.9
ポルトガル 1983 6.3
スペイン 1982 2.4
スペイン 1992 3.5
スウェーデン 1982 3.1
スウェーデン 1993 2.1
英国 1990 3.9
米国 1988 2.4

図表 2　反転時の経常収支

経常収支：全エピソード
 （対ＧＤＰ比，% ）
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た役割を果たさなかったのではないかと結論
付けている。
　このように Croke et al.（2005）の分析結
果は、同じ経常収支の反転であっても調整メ
カニズムには違いがある可能性を示唆してお
り、非常に興味深い。ただし残念ながら、彼
らの分類は一般性に欠ける。第一に、「景気
拡大エピソード」のうち半分以上は反転前か
ら反転後にかけて平均成長率が低下してお
り、7 エピソードすべてを「景気拡大」的と
みなすのは無理がある。第二に、上下それぞ
れ 7 エピソードを抽出したため、残り 4 割の
エピソードがいずれの分類にも属さないまま
となっている。しかも、残り 4 割のエピソー
ドにおいても反転前後で成長率が平均 1.9％
低下しており、「景気収縮」的でないとは言
い切れない。第三に、なぜ 7 エピソードなの
かは判然としない。
　本稿では、反転前後の経常収支変動の形に
応じて「V 字型」と「シフト型」に分類する
ことで、Croke et al.（2005）の二分類と同様、
調整メカニズムの違いを見出せることを示し
たい。

2．3　「V 字回復型」と「シフト型」
2．3．1　定義
　19 の経常収支の反転事例を詳細に観察す
ると、大きく二つの類型に分類できることに

気が付く。以下では、反転エピソードを経常
収支の動き方に応じて「シフト型」エピソー
ドと「V 字型」エピソードに分類する。
　図表 4 は二つの類型のイメージ図である。
V 字型エピソードとは、反転前の数年間に赤
字が急拡大するケース、言い換えれば反転前
の数年間のみ規模の大きな赤字を計上してい
るケースである。たとえば、反転の 2 年前か
ら赤字が急拡大し、反転 2 年後には元の水準
に経常収支が戻っているというようなケース
である（図表 4（a）の実線）。あるいは、も
う少し早い時期、たとえば反転の 4 年前から
赤字が拡大し、反転前 3 年間にわたって高水
準の赤字が続き、その後急激に赤字が縮小す
るようなケースも V 字型エピソードに含め
ることとする（図表 4（a）の破線）。
　一方、シフト型エピソードとは、5 年以上
にわたり高水準の赤字が続いたあとに、赤字
が急激に減少し、その後 5 年以上にわたり低
水準の赤字（黒字も含む）が維持されるケー
スである（図表 4（b））。

2．3．2　分類方法
　ここでは以下の三つの条件を満たすエピ
ソードを「シフト型」反転と定義する。三つ
の条件のうち一つでも満たさないエピソード
はすべて「V 字型」反転に分類する。
　α） 反転の 4 年前と 5 年前の経常収支赤字

図表 3　反転時の経済成長率と為替レート

実質為替レート：全エピソード
（実効相場，増価率，年率，% ）
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実質GDP成長率：全エピソード
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の対 GDP 比それぞれが、反転 4 年後
と 5 年後の赤字のいずれよりも大きい。

　β） 反転前 5 年間における各年の経常収支
赤字の対 GDP 比が、反転後 5 年間平
均より大きい。

　γ） 反転後 6 年目と 7 年目の経常収支赤字
の対 GDP 比が、反転前 5 年間平均よ
り小さい。

　条件α）とβ）によって、経常収支が反
転前 3 年間に急激に悪化したエピソードを除
外できる。また条件γ）によって、反転後
の経常収支の改善が一時的であったエピソー
ドを除外できる。この方法に従った結果、図
表 5 の通り、19 の反転エピソードは 10 のシ
フト型反転エピソードと 9 の V 字型反転エ
ピソードに分類された。
　定義より必然的ではあるが、シフト型エピ
ソード（以下、シフト型）と V 字型エピソー
ド（以下、V 字型）の経常収支の動きは大き
く異なる（図表 6）。
　シフト型では、平均的に見て、経常収支赤
字が反転前 5 年間に緩やかに拡大し、対
GDP 比 3～4％まで拡大したところから急激

に縮小する。反転 1 年目には対 GDP 比で 2％
赤字が縮小、3 年目には黒字化し、その後も
対 GDP 比 1％を上回る黒字を継続する。
　一方 V 字型では、反転 3 年前に赤字が急
拡大している。平均をみると、2％から 7％
に一挙に 5％拡大し、その後 3 年間高止まり
している。中央値をみると赤字の規模はそこ

図表 4　反転の二類型（イメージ図）

（a）V 字型 （b）シフト型

         経常収支（黒字） 
 
           0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   年 
                           -5  -4  -3  -2  -1  1   2   3   4   5 

 

         経常収支（黒字） 
 
 
 
                      0 
 
 
 
 
 
                                                                    年 
                           -5  -4  -3  -2  -1  1   2   3   4   5 

図表 5　経常収支反転の二類型：「V 字型」と「シフト型」

タイプ 反転事例 数

V 字型 アイルランド（1981），スペイン（1982, 1992），ポルトガル（1983），ギリシャ（1985），
ニュージーランド（1986），ノルウェー（1988），イギリス（1990）， アイスランド（1992） 9

シフト型 オーストリア（1981, 1999），ベルギー（1982），スウェーデン（1982, 1993），デンマーク（1986），
アメリカ（1988），フィンランド（1991），イタリア（1992），カナダ（1993） 10

図表 6　シフト型と V 字型の比較：経常収支

経常収支／GDP　：　平均
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まで大きくないが、反転前 3 年間に赤字が急
拡大する点に変わりはない。反転後 3 年間に
赤字はゼロ水準まで急減するが（この点では
シフト型と同じ）、4 年目以降は再び赤字が
拡大する。

2．3．3　マクロ経済調整の違い
（イ）実体経済
　次に、反転時のマクロ経済変数の動きをシ
フト型と V 字型で比較しよう（図表 7）。

　①実質為替レートの動きはシフト型と V
字型で大きく異なる。シフト型では、反転 4
年前まで実質為替レートの上昇が続いた後、
3 年前から 2 年後にかけて 5 年連続して実質
為替レートは減価し、累積減価率は 20％に
も及ぶ。これは過大評価気味だった実質為替
レート水準が低位に修正された可能性を示唆
している。それに比べると、V 字型における
為替レートの変動はかなり穏やかである。
　一方、②名目為替レートをみると、V 字型

図表 7　シフト型と V 字型の比較：実体変数

V字型 シフト型

①実質為替レート　：　平均
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②名目実効為替レート　：　平均
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③実質GDP成長率　：　平均
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④投資（粗固定資本形成）／GDP ： 平均
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⑤貯蓄（国内総貯蓄）／GDP ： 平均
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⑥実質株価（year「-1」=100)　：　平均
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⑦輸出／GDP（year「-1」=100）　：　平均
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⑧輸入／GDP（year「-1」=100）　：　平均
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⑨CPIインフレ率　：　平均
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（注） いずれもシフト型エピソードと V 字型エピソードの平均値をグラフ化。為替レートは増価率。実質株価、輸出対
GDP 比、輸入対 GDP 比は反転 1 年前を 100 とする指数値。
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では反転 5 年前から反転 5 年後にかけて持続
的に減価しており、実質為替レートとは対照
的である。シフト型では名目為替レートは実
質為替レートと同様の動きをとり、反転 3 年
前から 2 年後の期間に減価する。あとで確認
するように、V 字型ではインフレ率が一貫し
て高い傾向にある。V 字型における実質為替
レートの変動が小さいのは、名目為替レート
減価と物価上昇が同規模で起こっているため
である。
　③実質 GDP 成長率の推移にも若干の違い
が確認できる。V 字型では成長率も反転の年
を底にして鋭角な V 字を描いているが、シ
フト型の場合は U 字型に近い。シフト型で
は長い期間にわたり成長率の緩やかな低迷が
続くのに対し、V 字型では比較的短い期間に
成長率の大幅な落ち込みがみられるのである。
　④投資をみると、反転期に大きく減少する
点は二類型に共通する。だが、シフト型の場
合は投資が反転前に盛り上がることはなく、
反転 2 年前から減少が始まるのに対し、V 字
型の場合反転の 4 年前から 2 年前にかけて投
資がいったん盛り上がったあと、反転の年に
急減している。また、反転前の投資規模（対
GDP 比）も V 字型の方が大きい。なお、⑤
貯蓄に関しては目立った特徴は見出せない。
　⑥株価については下落から上昇に転じる点
は共通するが、下落期間の長さ、底を打つタ
イミング、反転後の上昇率の三点で異なって
いる。シフト型では、株価は反転の 1 年前に

底を打ち、反転後は急激に上昇する。平均し
てみると、反転から 5 年後の株価は反転前の
倍近くにまで上昇する。対照的に V 字型で
は、株価は反転 3 年前から 5 年間にわたり下
落し続け、反転 2 年後に漸く底を打つ。その
後の株価回復は急速だが、反転 5 年後の株価
は底値を 60％上回るにとどまっている。
　⑦⑧輸出入の動きも対照的である。シフト
型では、反転後に輸出が大きく伸び、反転前
に比べて対 GDP 比で最大 10％近く増加して
いる。輸入も反転の前後で増大する傾向にあ
る。一方、V 字型は輸入の動きが特徴的で、
反転の 2 年前に大きく増加し、その後減少す
るという逆 V 字型を描いている。反転の 5
年前と 5 年後を比較すると、輸入の伸びはほ
とんどなく、輸出の伸びも小さい。反転前 3
年間には輸出の減少も観察される。
　⑨消費者物価上昇率にも大きな違いがあ
る。ともに反転前から反転後にかけてインフ
レ率が下落する点は同じだが、インフレ率の
水準に大きな差がある。シフト型については、
反転前 5 年間のインフレ率の平均は 5.5％、
反転後 5 年間は 3.2％であるのに対し、V 字
型については反転前が 14.5％、反転後は 9.8％
であった。これは、シフト型反転エピソード
が比較的安定的なマクロ経済環境の下で起
こったものであるのに対し、V 字型反転エピ
ソードは政策の失敗に起因する不安定なマク
ロ環境下で起こった可能性を示唆している。
　以上の結果を整理したのが図表 8 である。

図表 8　マクロ変数の反転前後の動き

シフト型 V 字型
実質為替レート 増価→大幅に減価 変化小さい
名目為替レート 反転 3 年前から 2 年後にかけて減価 一貫して大幅に減価
GDP 成長率 U 字型 V 字型

投資 2 年前から減少 3 年前にかけて急増
→反転の年から急減

株価 反転と同時に急上昇 2 年後まで下落
3 年後から上昇

輸出 反転後に急増 わずかに増加

輸入 増加 増加→減少
前後で著変なし

CPI インフレ率 水準低い
少しずつ低下

水準高い
大きく低下
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（ロ）資本フロー
　図表 9 は、資本収支の項目別の動きをシフ
ト型と V 字型で比較したものである。
　最も顕著な違いが見られるのは⑬その他投
資である。その他投資収支に関して反転後 4
年間にわたり黒字額（対 GDP 比）が大きく
落ち込む点は、両エピソードに共通している。
しかし、反転前における純流入額の変動の大
きさには違いがある。反転前の純流入額は V
字型の方が大きく、特に反転の 3～2 年前に
4％超まで急拡大している。一方、シフト型
の場合、反転前にその他投資の純流入額に目
立った変動は見られない。
　グロスの流入額（図表 10）と流出額（図
表 11）に分けてみると、V 字型におけるそ
の他投資の変動は大部分が外国資金の流入額
の変動により引き起こされているのに対し、
シフト型においては国内資金の流出による部
分も大きい割合を占めていることがわかる。
V 字型においては、反転前に外国から流入し
た多額のその他投資が反転後に一斉に流出す

る。一方、シフト型において反転後に国外に
流出する資金の 3 分の 1 は国内資金である。
　次に変動が大きいのは⑫債券投資である。
いずれのエピソードにおいても、反転前に純
流入が顕著に増加することはなく、反転 2 年
後から債券投資の純流入が急減する（対
GDP 比で 2％以上減少）。だが、債券投資収
支が赤字に転じる時期と赤字の持続性に違い
が見られる。V 字型の場合は反転の 2～3 年
後の 2 年間のみ債券投資が純流出に転じてい
るのに対し、シフト型の場合は反転の 3 年後
に純流出に転じ、それ以降も純流出が継続す
る。
　グロスの資本フローで見ると、シフト型に
おいては、反転前から反転の年にかけて外国
からの債券投資の流入が倍増している。反転
後の債券投資収支黒字の減少は、いずれのエ
ピソードにおいても、外国資金の引き上げと
国内資金の流出の両方によるものである。
　⑩直接投資収支も、反転前後で大きく変動
する。両エピソードとも、反転の 3 年前に純

図表 9　シフト型と V 字型の比較：資本収支

V字型 シフト型

⑬その他投資収支／GDP　：　平均
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（注）対 GDP 比。単位は％
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図表 10　シフト型と V 字型の比較：対内資本フロー

V字型 シフト型

対内直接投資／GDP　：　平均
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（注） 対 GDP 比。単位は％。その他投資のシフト型についてはベルギー（1982）
を除く 9 事例の平均値

図表 11　シフト型と V 字型の比較：対外資本フロー

V字型 シフト型

対外直接投資／GDP　：　平均
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（注） 対 GDP 比。単位は％。その他投資のシフト型についてはベルギー（1982）
を除く 9 事例の平均値。
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流入が対 GDP 比で 0.5％程度増加し、反転 2
年後までその傾向が続く。その他投資や債券
投資に比べ、反転後の直接投資の調整は遅れ
て生じることがわかる。両エピソード間の違
いは二点ある。第一に、V 字型の方がシフト
型より黒字額が大きい。全般に V 字型は黒
字基調、シフト型は赤字基調といえる。第二
に、反転の 4 年後以降、V 字型では直接投資
収支黒字が再び増えるのに対し、シフト型で
は赤字が拡大する。特にシフト型では、反転
後対内直接投資が増える一方で、それを上回
る対外直接投資の増加が直接投資収支赤字の
拡大を生み出している。
　⑪株式投資収支は他の項目に比べ規模が小
さい。直接投資同様、反転の前後を通じてシ
フト型は流出基調、V 字型は流入基調という
違いが確認できる程度である。
　⑭外貨準備増減については、V 字型の場合
反転の前後 6 年間にわたり外貨準備の積み増
しが減少しているのに対し、シフト型には目
立った特徴は見出せない。V 字型では、名目
為替レートの減価傾向に抗して為替介入が継
続的に行われたのかもしれない。
　以上の確認事実をまとめたのが図表 12 で
ある。

2．3．4　調整メカニズム
　シフト型と V 字型の経常収支反転が起こ
る場合、マクロ経済にはどのような調整メカ

ニズムが働くのだろうか。ここでは図表 8、
図表 12 で確認した事実から類推される仮説
を考えてみたい。

シフト型反転
　シフト型の反転は、経済に何らかの構造的
変化が起こる過程で生じると考えられる。金
融・為替政策の構造変化や、貿易財部門にお
ける生産性上昇・新製品開発がその候補であ
る。
　まず前者について。当初、中央銀行の判断
ミス等により金融政策が過度に引き締め的に
運営されていたとしよう。固定相場制下で平
価が割高な水準に設定されていた場合でもよ
い。どちらにしても割高な名目為替レートに
引きずられ、実質為替レートも割高となる。
その結果、貿易収支が構造的に赤字化し、経
常収支も赤字基調となる。このとき景気は金
融・為替政策により抑制されているため、イ
ンフレ率はさほど高くなく、投資や輸入の目
立った増加も見られないだろう。
　あるとき、中央銀行が認識や方針を改め、
金融政策が適正な方向へ修正されたとしよ
う。固定相場制下での平価切り下げや通貨危
機の場合でもよい。いずれにせよ、名目為替
レートは大きく減価し、高い水準から低い水
準へと下方シフトする。低インフレ国である
ので、短期的にインフレ率が急上昇するとは
考えにくい。よって、実質為替レートも大き

図表 12　資本フローの反転前後の変化

シフト型 V 字型

その他投資収支 反転前に顕著な変動なし
反転後に国内資本が流出

反転 3～2 年前に黒字急増
→ 3 年後にかけ大幅に黒字減少

外国資本が流入→流出

債券投資収支
2 年後から黒字急減

反転前＝外国資本流入
反転後＝外国・国内資本流出

2～3 年後に一時的に黒字急減
反転後＝外国・国内資本流出

直接投資収支 4 年後から赤字拡大
赤字基調 黒字基調

株式投資収支 赤字基調 黒字基調

外貨準備増減 著変なし 3 年前～3 年後に積み増しが減少
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く減価（下方シフト）する。交易条件悪化に
よる貿易収支改善の結果、経常収支は赤字基
調から黒字基調へ反転する。
　次に貿易財産業の構造変化について考えて
みよう。貿易財部門の生産性上昇は自国貿易
財価格を相対的に低下させ、自国財の輸出需
要を高める。あるいは画期的な製品や技術の
開発により自国貿易財の魅力が高まる場合に
も、自国財の輸出需要は高まるだろう。こう
した新たな生産技術や製品性能はいずれ諸外
国に模倣されることになると予想されるが、
少なくとも 5～10 年は先行者利益により自国
輸出産業が世界市場において有利な立場を享
受するだろう。そして中期的な実質所得の相
対的上昇という恩恵をあずかる自国居住者は
貯蓄率を高める。よって経常収支は黒字基調
に反転する。このとき輸出拡大による生産拡
大が原燃料・部品輸入の増加を通じて輸入を
増大させる。また輸出産業の国際競争力の高
まりは、輸出関連株を中心とした株価の高騰
をもたらす。
　シフト型反転においては、反転後の輸出と
株価の伸びが際立っている。金融政策スタン
スの変化による為替レート減価の影響だけで
は、輸出が輸入を大きく上回って増加するこ
とは説明できない。株価についても然りであ
る。おそらくシフト型反転期には金融・為替
政策と貿易財部門における構造変化が同時に
起こるものと考えられる。
　資本フローについても考えてみよう。反転
後には、輸出急増の結果、自国企業の輸出信
用と外国における現・預金の積み増しが増加
する。また輸出企業は、輸出先での販売網を
拡充するために現地子会社の設立を増やすだ
ろう。さらには外貨収入の運用を考える企業
も出てくるに違いない。その場合、外貨投資
には為替リスクが伴うため、安全資産である
債券を中心に運用するだろう。これらの動き
によって、反転後には対外その他投資、対外
直接投資、対外債券投資が拡大する。拡大の
タイミングは、輸出増加の影響を直接受ける

その他投資が一番早く、債券投資がそれに続
き、実行までに時間のかかる直接投資が一番
遅れて拡大する。

V 字型反転
　一方、V 字型反転は振幅の大きな景気循環
の過程で生じると考えられる。
　一国の景気が過熱したとする。景気過熱を
もたらす原因は、好景気の長期間持続を背景
にした企業・家計の過信、行き過ぎた金融緩
和政策による銀行信用の膨張、株価・地価バ
ブルの発生など様々だろう。おそらくは三つ
が同時発生し、互いに増幅し合いながら景気
過熱を促す。
　国内の経済主体は長期にわたる自国経済の
高成長を疑わず、そうした将来の成長率の過
大評価に基づき、行き過ぎた貸出、投資、消
費を行う。そのため生産量の成長率も高まる。
だがそれ以上に自国の経済主体が将来の所得
増加を先取りして消費するため、経常収支赤
字がうまれる。加えて、こうした景気過熱期
の貸出、投資、消費は加速度的に増加するた
め、経常収支赤字の拡大は加速度的に進行す
る。この間インフレ率は高まるものの、金融
緩和により名目為替レートが減価するため、
実質為替レートはさほど増価しない。
　やがて、金融政策が引き締めに転じる。あ
るいは、バブル的要素を含んだ株価や地価の
上昇が反転する。あるいは、投資先企業の業
績が思うほど伸びないことに気付いた銀行が
追加融資に慎重になる。すると過剰債務を抱
えたことに気付いた企業と家計は投資と消費
を手控えるようになる。企業が雇用調整を進
め、失業率が上昇する。家計は将来不安から
消費を一段と抑制する。これらの結果、貯蓄
率は高まり、投資率は急落する。そして、経
常収支が急激に改善、実質経済成長率は大幅
に低下する＊4。
　インフレ率は経常収支が反転する過程にお
いて低下するが、反転前のインフレ率が高い
ことと物価の下方硬直性により、マイナスの

＊4 五百旗頭（2008）は株価バブルと経常収支反転の因果関係のモデル化を試みている。
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水準まで一挙に落ち込むことはない。つまり、
インフレ率は正の水準を維持する。よって、
資本の純流出により名目為替レートが減価す
るものの、実質為替レートはさほど減価しな
い。反転の前後を通じて実質為替レートの変
動は緩やかなものにとどまるのである。
　資本フローの動きはどうなるだろうか。反
転前の景気過熱期には、国内企業・家計への
融資を増やしたい国内銀行が外国からの資金
調達を増やすため、外国銀行からの対内融資
が急増する。輸入も増加するため、輸入ユー
ザンスなどの貿易信用や外国企業による国内
銀行預金の積立ても増加する。よって、反転
前には対内その他投資が急増する。景気が反
転すると、このような資金の流れもすべて反
転する。よって、経常収支の反転後にはその
他投資収支黒字が急減する。国内融資の急減
が外国銀行による対内融資を急減させ、輸入
の減少が輸入金融と外国居住者による国内銀
行預金の積立てを減少させるのである。

　2．3．3 節で確認したように、「シフト型」
エピソードと「V 字型」エピソードでは経常
収支反転前後のマクロ経済変数の動きに顕著
な違いが存在する。ここで提示した仮説は、
理論的整合性をモデル分析によりチェックす
る必要はあるものの、シフト型と V 字型の
間には経常収支赤字の拡大要因および反転期
の調整メカニズムに大きな違いが存在するこ
とを示唆している。

3．�2007年金融危機以前の�
国際資本フロー

　本節と次節では、今回の世界金融危機の国
際資本フローに対する影響に関して、前節ま
での発見事実から含意を引き出してみたい。
まず本節では、資本受入国（経常収支赤字国）
に焦点を当て、2007 年のサブプライム危機
発生以前における国際資本フローの特徴を概
観する。
　米国だけでなく、英国、スペイン、アイル
ランド、アイスランド、ギリシャも 2006～
2007 年まで経常収支赤字の急拡大を記録し

た（図表 13）。スペインの 10％、ギリシャの
15％など各国の赤字規模（対 GDP 比）は極
めて大きく、アイスランドに至っては最大
25％にも及んでいる。金額ベースで見ても、
5 カ国における経常収支赤字拡大の凄まじさ
が確認できる（図表 14）。英国、スペイン、
アイルランドでは赤字拡大期における不動産
価格の高騰が指摘されており、米国との類似
性は否定しえないところである。2007 年に
米国を除く 5 カ国全体の赤字額は 3000 億ド
ルに膨らんだが、これは同年の米国の赤字額
の 4 割に相当する規模であった。世界の黒字
国全体の黒字の 3 割がこれら 5 カ国に向かっ

図表 13　世界金融危機前の経常収支赤字拡大国

赤字拡大国　経常収支赤字（対ＧＤＰ比、単位：％）
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（注） 対 GDP 比。単位は％。国名の後ろの数字は経常
収支の反転 1 年前と予想される年（＝「－ 1」年）
を示す。

図表 14　赤字拡大国の経常収支
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ていたことになる。
　仮に 2008 年以降各国の経常収支が反転す
るとした場合、反転前の赤字拡大の動きから
判断して V 字型反転になる可能性が高いと
思われる（図表 15）。その場合、これまでの
赤字拡大ペースは過去の V 字型反転事例の
平均を凌駕しており、反転後の調整に伴う痛
み（成長率の低下など）は甚大になる可能性
が高い＊5。

3．1　米国の経常収支赤字のファイナンス
　米国の経常収支赤字は、今世紀に入ってか
らそのほとんどが債券投資収支黒字によって
ファイナンスされてきた。2004 年には、債
券投資の純流入額が経常収支赤字を上回った
ほどである（図表 16）。対内債券投資の拡大
は 2001 年から始まっていたが、それが一段
と顕著になるのは 2003 年からである。特に
2004 年以降は対内債券投資に占める米国債
投資の割合が急減し、社債と公社債が主たる
投資対象になったが、そこには MBS（住宅
ローン担保証券）や CDO（債務担保証券）
などサブプライム・ローン関連証券が多く含
まれていた（IMF（2007））。

　注目すべきは、IT バブルがはじける前の
2000 年までは直接投資と株式投資による資
本流入が大きな割合を占めていた点である。
1998 年以降の米国の経常収支赤字拡大局面
において、外国資金の流入形態は資産収益率
の変化に敏感に反応してきたと見ることがで
きる。金融危機による証券化商品市場の規模
縮小が早期に回復しなければ、米国への資金
流入の主役は再び米国債や直接投資、株式投
資に戻ると予想される。

3．2　 英国・スペイン・アイルランド・ 
アイスランド・ギリシャ

　英国、スペイン、アイスランドにおいても、
米国と同様、急拡大した経常収支赤字がそれ
を上回る債券投資収支黒字でファイナンスさ
れてきた（図表 16）。債券投資収支黒字の経
常収支赤字に対する規模がスペインでは 2
倍、英国では 3 倍、アイスランドでは 6 倍に
も及ぶ年があったほどである。英国とスペイ
ンでは不動産バブルが発生していたと言われ
ており、大量に流入した債券投資の相当部分
が米国同様資産担保証券への投資であった可
能性がある。
　アイルランドにおいても、2004 年と 2005
年の 2 年間に債券投資収支の急激な黒字化が
発生している（図表 16）。もっともアイルラ
ンドでは株式投資の純流入が一番大きく、上
記 3 カ国とは資本流入の様相が異なると見る
べきであろう。ギリシャについても、経常収
支赤字が急拡大し始める前の 2004 年までは
経常赤字と同規模の債券投資の純流入があっ
たものの、2005 年以降の赤字拡大期には債
券投資の純流入は減少している。ギリシャの
赤字拡大を主にファイナンスしたのはその他
投資収支の黒字であった（図表 16）。
　要約すると、英国、スペイン、アイスラン
ド 3 カ国については、金融危機発生前に外国
からの債券投資の純流入が急増した点で米国
と共通点が見出せる。

＊5 Freund and Warnock （2007）は反転前の赤字（対 GDP 比）が大きいほど、反転後の経済成長率の低下も深刻になるという
実証結果を得ている。

図表 15　赤字拡大国と反転事例の比較

赤字拡大国と反転事例の比較
（経常収支赤字／GDP）
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図表 16　世界金融危機前に経常収支赤字が拡大した 6 カ国の資本フロー
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3．3　金融危機と資本フロー
　次に、Reinhart and Rogoff（2008）の「5
大銀行危機」の最中に起こった経常収支反転
であるフィンランド（1991）、スウェーデン

（1993）、ノルウェー（1988）の三事例につい
て、反転前後の資本フローを概観してみよう。
フィンランド（1991）とスウェーデン（1993）
はシフト型反転、ノルウェー（1988）は V
字型反転に分類される。
　いずれの事例においても、反転前にその他
投資収支黒字が急増している（図表 17）。特
にフィンランド（1991）とスウェーデン（1993）
で顕著である。しかしながら、それに次いで
反転前の純流入額が多いのは債券投資であ
り、どの事例でも経常収支赤字と同額もしく
はそれ以上の債券投資の純流入が起こってい
る。特に V 字型のノルウェー（1988）では
経常収支赤字拡大をファイナンスした最大項

目が債券投資であり、2007 年危機以前の米
国はじめ 4 カ国における資本流入形態と似
通っている。フィンランド（1991）とスウェー
デン（1993）においても、反転前に経常収支
赤字を上回る規模の債券投資収支黒字を記録
した年が存在する。
　これらの事実より、金融危機を伴う経常収
支反転の前には債券投資の純流入が拡大する
傾向にあることが示唆される。

3．4　過去の経常収支反転事例との比較
　2．3．3 節で明らかにしたように、先進 23
カ国における過去の経常収支反転事例では、
資本収支の中でその他投資収支の変動が最も
大きかった。V 字型エピソードについて見る
と、確かに反転前の債券投資収支黒字（対
GDP 比）は平均値では 1％程度とその他投
資収支に次ぐ大きさで、反転前の経常収支赤

図表 17　金融危機を伴う経常収支反転時の資本フロー
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字拡大に大きく寄与したように見える。だが、
中には債券投資の流出入が全くない国も含ま
れており、この大きさを額面通り受け取るこ
とはできない。むしろ V 字型エピソードの
もう一つの特徴は、為替介入の結果として反
転前後に外貨準備の積み増しが大きく減少し
ていた点にあったと見るべきであろう。
　したがって、過去の V 字型反転事例と今
回の金融危機前に経常収支赤字拡大を経験し
た国々の間に、資本フローの面での共通点は
見出しにくい。しかしながら、深刻な金融危
機を伴った三つの経常収支反転事例と今回の
危機国の間には、反転前に債券投資収支黒字
が拡大するという共通点がある。三つの金融
危機事例では経常収支反転後に債券投資の純
流出が起こっていることから、今回の危機国
においても債券投資収支の赤字化（黒字縮小）
を伴いながら経常収支の反転が進む可能性が
高い。
　また過去の反転事例においてその他投資収
支の役割が大きかったのは、以前は国際金融
の担い手の中心が銀行部門だったためであろ
う。今回の赤字拡大の大部分が債券投資の純
流入でファイナンスされたのは、特に米国、
英国を中心に国際金融の担い手として投資銀
行やヘッジファンドが台頭したことを反映し
ているのではなかろうか。

4．�金融危機後の国際資本フロー：�
展望

　図表 18 は世界 78 カ国＊6 の経常収支の絶
対値の総和を同 78 カ国の GDP 合計で割っ
た値の推移を示している。近年、世界の経常
収支の規模は米国の経常収支赤字拡大を追い
かけるように拡大してきた。同規模は 1986
年に 3％のピークに達したのち、米国の経常
収支がバランスした 1991 年にかけて一度は
2％程度まで低下したものの、米国の赤字が
急拡大し始めた 1998 年から再び拡大し、
2006～2007 年には 5.5％にも達している。長

期的に見ると、ネットの資本フローの規模は
1997 年までは対 GDP 比 2％前後で安定して
いたのに対し、1998 年以降急激に拡大して
きたと見ることができる。
　過去に先進国で起こった経常収支の反転事
例は 1982～1984 年（6 事例）と 1991～1994
年（7 事例）の時期に集中している。だが、
いずれの時期においても世界全体のネットの
国際資本移動はわずかながら増加傾向にあ
り、縮小はしていない。このことは、先進国
のある一国における経常収支の反転（すなわ
ち資本の純流出）の発生が必ずしも世界全体
の国際資本移動の縮小をもたらすわけではな
いことを示唆している。
　一方で、残り六つの反転事例が集中して起
こった 1986～1989 年には、ネットの国際資
本移動が縮小傾向にあった。特に米国の経常
収支反転（1988）に合わせた国際資本移動の
縮小が顕著である。したがって、今後米国の
経常収支赤字が大幅に反転するとなれば、世
界全体の国際資本移動も同時に急減する可能
性が高い。
　もっとも、本稿が行った過去の反転事例に
関する分析を基に今後米国の経常収支赤字が
反転すると断定するのは危険である。なぜな
ら、本稿の反転事例の大半は小国で起こった

＊6 2008 年の GDP（US ドル価値、市場レート換算）が 500 億ドル以上の 67 カ国に、リトアニア、ブルガリア、ラトビア、エス
トニア、アイスランド、バーレーン、レバノン、イエメン、ヨルダン、パラグアイ、ボリビアの 11 カ国を加えた。

図表 18　世界全体の経常収支

経常収支規模の拡大
（対ＧＤＰ比，単位：％）
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ものだからである。反転 1 年前の GDP の世
界 GDP に占める割合の平均値は 2.4％であ
り、米国、英国、スペイン、カナダの事例を
除けばさらに 0.5％まで低下する。このよう
に極めて経済規模の小さな国々の経験から引
き出した含意を、世界 GDP の 4 分の 1 を生
産する米国に単純に当てはめるのは危険だろ
う。米国が基軸通貨国であり、経常収支赤字
のファイナンスをより容易に行える立場にあ
ることを考えれば、なおさらである。
　しかしながら、少なくとも英国はじめ 5 カ
国については、その赤字規模から類推して、
今後経常収支が反転すると予測しても問題は
ないだろう。5 カ国の赤字額は世界の黒字の
3 割にも及んでおり、それだけの規模の赤字
が反転すれば、新たに黒字資金を吸収する国
が現れない限り、ネットの国際資本移動は大
きく縮小することになる。

5．まとめ

　最後に本稿で明らかにした点を整理してお
く。
⑴ 先進諸国の過去の経常収支反転事例は「シ

フト型」と「V 字型」に分類できる。
⑵ 「シフト型」反転では経常収支が赤字基調

から黒字基調へジャンプする。反転前から
反転後にかけて名目・実質為替レートの大
幅減価、輸出の急成長、株価の大幅な上昇
が見られる点と、反転後に対外その他投資
が急増する点に特徴がある。金融・為替政
策と輸出産業における構造的変化を反映し
ていると考えられる。

⑶ 「V 字型」反転では経常収支赤字が 3 年以
内に急拡大したあと再び 3 年以内に元の水
準に戻る。反転前後で名目為替レートは大
幅に減価するものの、インフレ率が高いた
め実質為替レートはあまり変化しない点
と、対内その他投資が反転前に急増し反転
後に急減する点に特徴がある。行き過ぎた
景気過熱とその破裂を反映していると考え
られる。

⑷ 2007 年金融危機発生前の経常収支赤字拡
大国の特徴は、赤字の大部分が債券投資収

支黒字でファイナンスされた点にあり、過
去の反転事例とは様相が異なる。だが過去
の金融危機事例とは共通しており、今後債
券投資の急激な流出が起こる可能性は高
い。また英国・スペインなど米国以外の赤
字拡大国の赤字額が大きいため、それら 5
カ国の経常収支が反転するだけで、ネット
の国際資本移動が大きく縮小する可能性が
ある。

〈データ出所〉
経常収支、名目 GDP、粗固定資本形成、国

内総貯蓄、輸出、輸入（以上、現行為替レー
トによる米ドル評価額）、実質 GDP は世
界銀行の World Development Indicator よ
り得た。名目実効為替レート、実質実効為
替レート、株価、CPI、資本収支の各項目
は IMF の International Financial Statis-
tics より得た。実質 GDP 成長率と CPI イ
ンフレ率は年次変化率として算出。実質株
価（指数値）は株価を CPI インフレ率で
除して算出した。
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1．はじめに

　2008 年後半に米国経済を直撃した金融危
機の影響は、当初、国際経済にとって限定的
であるとの考えもあった。しかし現実には、
時間の経過とともにその影響が計り知れない
ほど拡大した。国際経済分析において金融と
実体経済との連関が学術的に必ずしも明確に
なっていないため、予測ができなかったので
ある。実際、金融危機が米国消費を落ち込ま
せた結果、各国の対米輸出が激減し、世界の
米国向け消費財の生産活動が停滞した。その
影響により世界中で経済不振が続いたわけで

ある。
　本稿は金融危機で落ち込んだ米国消費、い
わゆる米国の輸入縮小が東アジア各国＊2 へ
どの程度経済的影響を及ぼしているかを、国
際産業連関の枠組みで分析するものである。
第 2 節で米国の経済規模をデータで確認し、
それを東アジア諸国の経済規模と比較してい
る。第 3 節と第 4 節では、経済ショックによ
る直接・間接的な影響の波及過程と間接効果
を把握する手法として、国際産業連関分析の
手法を紹介する。第 5 節において東アジア各
国間相互依存が増大していることを述べ、第
6 節では対米輸出依存型経済と特徴づけられ

2008年金融危機の東アジアへの影響
―国際産業連関分析の視点から―

（前）株式会社日本政策金融公庫　国際協力銀行
国際経営企画部国際調査室専門調査員＊1　　ナゲンドラ　シュレスタ

Abstract

This paper attempts to estimate the impact of the 2008 financial crisis on East Asian 
economies using the international input-output analysis. An economy experiences impact 
directly and indirectly, either from financial or real shock. Direct effect refers to change in 
direct economic activities, whereas indirect impact represents additional stimulated effects 
that may not be observed directly and its existence becomes evident after a gap of time. 
Certainly, all of the effects induced by economic shock may not be addressed, as economic 
relationships between financial and real sectors may not yet be established. Moreover, it 
is also difficult to take account of all the induced effects that are generated due to 
complex economic interactions at both the national and international levels among various 
economic actors. This paper uses the international input-output analytical framework to 
determine the indirect effects generated by the production interactions within a country 
and its international interactions. For instance, the calculation shows that the Japanese 
and Korean economies experienced a loss of 1.52 and 1.35 million dollars in value added 
activities respectively as a consequence of a one million dollar decline to US bound 
exports.

＊1 2009 年 9 月より横浜国立大学経済学部・外国人客員研究員（日本学術振興会外国人特別研究員）。shrestha@ynu.ac.jp。
＊2 国際産業連関に関するデータの制約上、本稿ではインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾、韓国、

中国、日本を分析対象とする。本稿ではこれら分析対象の国・地域を、便宜上「国」と呼ぶ
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る東アジア各国にとって金融危機の影響が大
きいことを論じている。第 7 節で金融危機に
よる東アジア分析対象国の粗付加価値＊3 へ
の影響をまとめる＊4。

2．米国経済規模

　図表 1 は 2000 年における米国の経済活動
と米国経済を基準にしたアジア各国との比較
を示している。世界第 2 位の経済大国日本で
さえ粗付加価値、最終需要、総生産額は米国
の半分にも届かない。中国の総生産額は米国
の 17.3％で、租付加価値は 11.4％である。そ
の他の国々の経済規模は米国と比較してはる
かに小さい。
　しかしその一方で、アジア各国の国際貿易、
特に輸出の規模は相対的に大きい。これはア
ジア各国の経済が輸出に依存していることを
意味しており、言い換えれば、輸出先の国々
で起こった経済不況はアジア各国経済を直撃
する構造になっている。
　図表 2 は米国の世界全体、中国、日本、東
アジアからの輸入とその前年比を示したもの
である。世界全体の対米輸出は増加傾向であ
り、2008 年に 7.3％の増加を遂げている。そ
の反面、アジア各国では中国からの輸入が増
加しているが、2004 年をピークに拡大幅が

小さくなっている。日本と東アジア 8 カ国の
対米輸出は前年を下回っている。
　図表 2 からは、2008 年の金融危機により
米国の貿易財輸入全体が縮小したことを必ず
しも説明できない。同年 9 月のリーマン
ショックから始まった米国の輸入不振を
2008 年の年次データによって分析するのは
困難である。しかし、新聞記事などでその後
毎月のように拡大していく金融危機の経済的
インパクトを示す数字が、世界が実際に受け
た影響が事前予測よりはるかに大きいことを
物語っている。
　一般的に、経済ショックがもたらすインパ
クトは二種類に分けられる。経済ショック
が世界各国に直接与える「直接波及効果」
と、その効果によってある程度時間が経過し
てから生じる「間接波及効果」である。金
融危機が東アジア諸国へ与えた影響を述べる
前に、まずは経済ショックの波及過程を説明
する。

3．経済ショックの波及過程

　図表 3 をもとに米国で起きた経済危機が
A 国へ及ぼす直接・間接的な波及効果を説
明する。最初に、米国での経済ショックがす
べての国に対して直接的に与える影響を実線

＊3 アジア国際産業連関表で粗付加価値は 4 つの変数「雇用者所得」、「営業余剰」、「減価償却」、「間接税（引く補助金）」として
定義されている。

＊4 本稿の作成にあたり、佐藤清隆、岡山香、陳延天、佐藤直子の各氏の協力に感謝を申し上げる。当然のことながら、本稿の
誤りはすべて著者の責任である。

図表 1　米国経済規模と比較（米国を 100 とする）

粗付加価値 最終需要 総生産 輸出 輸入

米国（兆米ドル） 9.8 10.2 17.9 0.9 1.4
インドネシア 1.7 1.4 1.8 7.2 3.6
マレーシア 0.9 0.7 1.3 11.5 6.7
フィリピン 0.8 0.7 0.9 4.4 2.9
シンガポール 0.9 0.7 1.4 12.0 6.7
タイ 1.3 1.2 1.7 8.5 5.0
中国 11.4 10.7 17.3 31.7 16.4
台湾 3.1 2.9 3.7 18.6 11.7
韓国 5.4 5.1 6.7 21.7 13.3
日本 47.6 45.1 48.4 56.0 33.3

出所）日本貿易振興機構・アジア経済研究所（2006）をもとに筆者作成

50　国際調査室報



矢印で表示する。A 国が米国から直接受け
る効果は「直接波及効果」といわれ、図表 3
では濃い色の実線矢印で示される。次に、各
国間において相互依存が存在するため、互い
に影響を受け合う。このような状況で A 国
が B 国と C 国から受ける影響を「間接波及
効果」と定義し、薄い色の点線矢印で示す。
この 2 種類の波及効果の合計が、A 国が米
国ショックで受ける経済的影響の全体を表
す。分析対象国の間で相互依存度が強い程、
大きな「間接波及効果」が生じる。この間
接波及を通して、たとえ米国と A 国の間に

直接経済関係が存在しなくても、B 国や
C 国から米国ショックの影響を受けることに
なる。

4．波及効果と国際産業連関分析

　経済ショックのインパクトを計算する際、
直接効果の観察・分析は貿易データなどを用
いればある程度可能であるが、間接効果の全
体的な観察・分析は困難である。今回の米国
金融危機の場合も、経済ショックが直撃した
当時の全インパクトは過小評価されていた
が、時間の経過とともに間接効果も加わり、
その後経済インパクトの予測値が月を追うご
とに拡大していく現象が起きた。世界各国が
国際的な経済取引によって複雑に影響し合っ
ているため、間接効果のすべてを把握するこ
とは不可能である。しかし、一国の各産業間
の連関によって生じる最終財の生産がもたら
す間接効果は、産業連関分析で捉えることが
できる＊5。一国を対象とした分析では他国か
ら受ける間接効果が無視されるのに対して、
多国間の連関で生じる間接効果は国際産業連
関の枠組みで計上することが可能である。も
ちろん、国際産業連関分析の手法は完璧な手
法であるとはいえないが、国際間の中間財の
取引だけではなく、各国内産業間の中間財取
引による間接効果の分析には、国際産業連関

＊5 産業連関分析について宮沢（1996）、Miller and Blair （1985）を参照。

図表 2　米国の輸入とその前年比率
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図表 3　経済ショックの波及過程

A 国 C 国B 国

ショック

直接波及 間接波及

米国
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分析が最も適しているといえる＊6。

5．東アジア域内相互依存の強化

　東アジア域内の相互依存は、特に 1997 年
に起きたアジア通貨危機後に強まったと指摘
される。アジア国際産業連関表＊7 をもとに、
東アジア各国間とそれぞれの産業間の連関で
生じる間接効果も含めた国際産業連関分析の
結果を図表 4 にまとめた。各図の列合計は 1
であり、これは各国の直接・間接効果を含む
生産額に当たる。この 1 単位生産による各国
の直接・間接波及効果を各列方向にまとめ、
1％以上の波及効果を灰色、それから自国に
よる効果（対角要素）を白で表示した。なお、
波及効果が 1％未満と小さい場合は黒で塗り
潰し、値の表示も割愛した。図表 4 から、
1990 年と比較して 2000 年には波及効果が
1% 以上である灰色の部分が増加しており、
東アジアの相互依存が強化されていることが
一目瞭然である。
　国際貿易データをもとにした相互依存分析
では文字通り国際貿易に関わる要素しか捉え
ないのに対して、国際産業連関分析では国際
貿易要素に加えて国内での経済活動も考察で
きるという利点がある。分析において自国に
よる影響も含むべきことは、図表 4 の対角要
素の占める数字が大きい（最大 93%～最小
34%）ことからも明らかである。

6．対米輸出依存型経済構造

　図表 5 は国際産業連関分析の下で各国の粗
付加価値に占める輸出の割合を表示したもの
である。数値には当然直接・間接波及効果が
含まれる。比較のために括弧内に直接効果の
みの割合を示した。日本以外の分析対象国で
は、2000 年には 30％以上の粗付加価値が総
輸出によるものである。これは各経済が輸出
にどの程度依存しているかを示している。世
界の 2 大経済大国である米国と日本向けの輸

出の割合を比較すると、分析対象国にとって
日本よりも距離が離れているにもかかわらず
対米輸出の影響の方が大きい。これは、対米
輸出がアジア経済発展に密接に関わっている
ことを意味する。
　今回の経済危機で米国の需要が減少し、そ
の波紋が世界中に広がった。東アジア各国に
とっては、対米輸出の激減という直接的影響
および、対米輸出財の生産に必要な中間財な
どの貿易の落ち込みという間接的な影響のダ
ブルパンチを受けた。分析対象国間の相互依
存が年々に高まっていることから、間接的に
受ける影響は小さくないであろう。次節で最
終財の対米輸出による波及効果と乗数効果を
用いて、東アジアが受ける影響を説明する。

7．東アジアへの影響

　図表 6 は中国、日本、東アジア各国（分析
対象国のみ）の最終財の対米輸出、その輸出
に伴う波及効果、さらに 1 単位最終財輸出が
それぞれの国にもたらす乗数効果を、2000
年から 2008 年まで折れ線グラフで示したも
のである。日本と東アジアの最終財の対米輸
出は 2006 年を境に減少傾向にあり、中国に
おいては輸出自体は拡大しているものの
2007 年から拡大率が鈍化している。当然で
はあるが、輸出による波及効果も同じ動きを
している。ここで注目する点は、輸出額や波
及効果ではなく乗数効果である。2008 年に
東アジアの対米輸出による乗数効果は 2.24
であったが、この数字は、その年の 1 単位輸
出に対して 1.24 倍の間接経済効果が生じた
ということを意味する＊8。日本（2.83）と中
国（2.31）に対する乗数効果についても同様
である。2008 年の米国における金融危機の
影響で、仮に中国、日本、東アジアからの最
終財輸出がそれぞれ 1 億ドル減ったとする
と、それぞれの経済で 2.31、2.83、2.24 億ド
ルの生産活動が失われ、それに比例して各国

＊6 国際産業連関分析の詳細について Hasebe and Shrestha （2006）、Shrestha （2008）を参照。
＊7 1990，1995，2000 年のアジア国際産業連関表は日本貿易振興機構・アジア経済研究所から公表されている。
＊8 直接効果も含めると計 2.24 倍の経済効果が生じる計算になる。
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＊9 白（対角要素）は自国による波及効果であり、黒は相互依存が 0 または 1% 未満である。

図表 4　東アジア域内相互依存の強化＊9

1990 In Ma Ph Si Th Ch Tw Kr Jp US

Indonesia 0.90 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Malaysia 0.00 0.68 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Philippines 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Singapore 0.00 0.04 0.02 0.34 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Thailand 0.00 0.00 0.00 0.01 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

China 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Taiwan 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.67 0.01 0.00 0.00

Korea 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.70 0.00 0.00

Japan 0.02 0.11 0.10 0.21 0.12 0.02 0.13 0.11 0.93 0.02

USA 0.01 0.05 0.07 0.12 0.08 0.02 0.09 0.08 0.02 0.93

Hong Kong 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

EU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROW 0.04 0.06 0.05 0.13 0.07 0.02 0.07 0.06 0.03 0.04

1990年

1995 In Ma Ph Si Th Ch Tw Kr Jp US

Indonesia 0.86 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Malaysia 0.00 0.54 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Philippines 0.00 0.00 0.57 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Singapore 0.01 0.04 0.02 0.39 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Thailand 0.00 0.01 0.00 0.03 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

China 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.87 0.02 0.03 0.01 0.00

Taiwan 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.58 0.01 0.00 0.01

Korea 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.66 0.01 0.01

Japan 0.03 0.17 0.10 0.22 0.15 0.04 0.16 0.11 0.92 0.03

USA 0.02 0.08 0.08 0.11 0.08 0.02 0.09 0.08 0.02 0.90

Hong Kong 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

EU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROW 0.04 0.07 0.06 0.07 0.06 0.03 0.07 0.06 0.02 0.04

1995年

2000 In Ma Ph Si Th Ch Tw Kr Jp US

Indonesia 0.81 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

Malaysia 0.01 0.40 0.02 0.07 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00

Philippines 0.00 0.01 0.42 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Singapore 0.01 0.07 0.03 0.39 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00

Thailand 0.01 0.02 0.01 0.02 0.51 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

China 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.84 0.03 0.03 0.01 0.01

Taiwan 0.01 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.56 0.02 0.01 0.01

Korea 0.01 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02 0.04 0.63 0.01 0.01

Japan 0.04 0.15 0.17 0.17 0.14 0.04 0.15 0.10 0.90 0.03

USA 0.03 0.12 0.11 0.10 0.07 0.02 0.08 0.08 0.02 0.88

Hong Kong 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

EU 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01

ROW 0.05 0.06 0.05 0.10 0.05 0.02 0.06 0.06 0.02 0.04

2000年

▼

▼

出所）日本貿易振興機構・アジア経済研究所（1998）、（2001）、（2006）をもとに筆者計算・作成。
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の粗付加価値を引き下げることになる。
　1 億ドルの対米輸出減の影響は、図表 5 の
粗付加価値に占める対米輸出の割合から計算
することができる。この計算によれば、日本
と中国の粗付加価値がそれぞれ 500 万ドル、
900 万ドル減少することになる。しかし、1
億ドル輸出減の結果として日本で 2.83 億ド
ル、中国で 2.31 億ドルの経済活動が停滞す
ることを考えると、粗付加価値に対するその
影響は百万、千万ドル単位をはるかに上回る。
1 億ドル輸出減がもたらす経済停滞が対象各
国の粗付加価値に与えるインパクトを図表 7
にまとめた。図表 7 の第 1 列は各国の総生産
に占める粗付加価値の割合（A）であり、第

2 列は対米最終財輸出による乗数効果（B）
を表すと同時に 1 単位対米輸出減がもたらす
経済停滞額も示す。すなわち、第 3 列に並ぶ
経済停滞が粗付加価値に与えるインパクトは

（A）と（B）の積によって求められる。
　図表 7 の結果だけをみると、分析対象国そ
れぞれの粗付加価値に与える最終財の対米輸
出 1 億ドル減のインパクト（例えば、韓国：
1.35 億ドル、中国：0.83 億ドル、シンガポー
ル：0.59 億ドルなど）に金額ベースではそれ
ほど差があるとは言えないが、それぞれの経
済規模（図表 1 参照）を考えると、東アジア
各国に対して 1 億ドル輸出減という金額が違
う影響をもたらすはずである。例えば、対米

図表 5　粗付加価値に占める輸出の割合（パーセント）

　

インドネシア 65.3 (41.2) 9.7 (5.6) 18.9 (9.1) 36.7 (26.6)
マレーシア 120.0 (118.2) 29.5 (25.3) 19.3 (15.6) 71.2 (77.3)
フィリピン 69.9 (56.6) 24.7 (17.0) 10.8 (7.1) 34.5 (32.4)
シンガポール 111.3 (132.7) 22.4 (18.6) 7.4 (5.6) 81.5 (108.4)
タイ 69.9 (61.9) 16.2 (11.4) 11.1 (7.8) 42.6 (42.7)
中国 31.3 (26.9) 9.0 (6.5) 5.7 (4.0) 16.7 (16.4)
台湾 73.3 (57.8) 18.3 (11.8) 8.8 (5.4) 46.2 (40.6)
韓国 49.8 (38.7) 11.1 (7.1) 6.3 (3.6) 32.4 (28.0)
日本 17.2 (11.4) 5.0 (2.9) - 12.2 (8.5)

総輸出 米国へ 日本へ その他国へ

出所）日本貿易振興機構・アジア経済研究所（2006）をもとに筆者計算。

図表 6　最終財の対米輸出による波及効果と乗数効果
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国粗付加価値比 47.6% の日本が受ける 1.52
億ドルの影響より同 5.4% の韓国の粗付加価
値が受ける 1.35 億ドル減の衝撃の方が大き
く、言い換えれば、対米 1 億ドル輸出減とい
う同条件の下では日本よりも韓国の受けるイ
ンパクトの方が大きい。

8．おわりに

　本稿では、2008 年後半に米国で発生した
金融危機が東アジアへ及ぼした影響を国際産
業連関分析の枠組みで検討したものである。
この金融危機が消費大国米国の消費を激減さ
せ、その結果、各国の対米輸出が大きく落ち
込んだ。直接的には対米輸出が減少し、それ
に伴い国内の生産活動および付加価値が低下
する。こういった直接波及効果だけに考察を
絞ってしまうと、危機の影響を限定的に捉え
がちである。しかし、国際間の相互依存関係
が深まっている現在、間接的な影響も無視で
きないことを本稿は示した。さらに、金額ベー
スで東アジア各国（分析対象国）への金融危
機の影響を述べたが、それぞれの経済規模の
違いによって受ける影響の度合いが異なるこ
とを考えるべきである。
　国際産業連関分析を利用することによって
各国内の産業間の取引、国際間の取引両方を
考察することができたが、残念ながら国際金
融と実体経済の関係を考慮して分析すること
ができなかった。将来その関係が明らかにな

れば、経済・金融危機の影響をより正確に示
すことができるであろう。
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図表 7　総生産に占める粗付加価値の割合、乗数効果と経済効果

総生産に占める粗付
加価値の割合　(%)

(A)

米国向け最終財輸出
による乗数効果

(B)

粗付加価値に与える
インパクト

(A) X (B)

インドネシア 51.29 1.88 0.97
マレーシア 38.11 1.97 0.75
フィリピン 48.35 1.37 0.66
シンガポール 33.90 1.75 0.59
タイ 43.24 1.72 0.74
中国 35.86 2.31 0.83
台湾 46.33 2.82 1.31
韓国 44.19 3.05 1.35
日本 53.56 2.83 1.52

出所）日本貿易振興機構・アジア経済研究所（2006）をもとに筆者計算。
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1．はじめに

　近年、原子力発電を巡る環境が大きく変化
している。過去先進国では、スリーマイル島
やチェルノブイリでの事故を契機として、原
子力発電所の安全性が疑問視されるようにな
り、設備を廃棄したり、その増設が見送られ
たりする動きが見られた。一方、一部の発展

途上国や東欧では原子力発電所の建設を進め
る動きがあったものの、先進国に比べると小
規模であり、また原子力発電が行われている
のは一部の国に限られていた。ところが、近
年において、原子力を巡る情勢に変化が見ら
れ、先進国、発展途上国双方で原子力発電が
大きく注目され期待が高まっている。その背
景は以下のように整理されると考えられる。

ウラン需給の見通しと本邦企業の
ウラン資源確保の取組み

株式会社日本政策金融公庫　国際協力銀行　審査部調査役　蝦名　裕介

Abstract

In recent years the circumstance of the nuclear energy is changing because of the 
reasons below: 1) Rising the oil and natural gas price, 2) Increasing the energy demand in 
developing countries, 3) Growing international recognition to the climate change issue.
Therefore, it appears  some countries turn to take positive policies even though they 
showed passive attitude in the past toward the nuclear energy as many countries are 
now encouraging the path for nuclear energy.  
The purpose of this thesis is introducing the related policies by main countries and areas, 
including the forecast of capacity of electric power generation, supply & demand for 
uranium worldwide, and the reaction by the Japanese companies with this circumstance.
According to the Uranium Market Outlook Q2 2009 issued by Ux Consulting, nuclear 
generating capacity will rise 2.6% per year and demand for uranium should be growing as 
well. From the World Nuclear Association reference scenario, demand for uranium will 
reach to the 90,000 tU level in 2020, and over 100,000 tU level in 2030 although present 
level (the year of 2008) was 65,000 tU.  Supply of uranium, which has two major sources, 
primary source is mines, such as in Canada, Kazakhstan, or Australia, and secondary 
source is private or military stock or the dismantlement of the nuclear weapons, would 
also increase. However, production from mines under development and planned or 
prospective mines should be critical since the production increase from only existing 
mines would be not enough to meet the expanding demand. Also, even taking this effort, 
there might be still the possibility that supply would not fulfill the demand after the mid-
2020’s. Moreover, capacity for uranium conversion facilities and enrichment service will 
also be tightened year by year. Because of this circumstance, securing uranium resources 
is surely a essential issue in Japan, and some Japanese companies such as electric power 
companies or trading companies, have acquired uranium resource rights mainly in 
Kazakhstan and Australia 
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　一点目は、原油・天然ガス価格等の高騰で
ある。原油・天然ガスを燃料とする火力発電
のコスト上昇のため、コストの割安感が高
まった石炭火力発電や原子力発電、さらに自
然エネルギーによる発電がより注目されるよ
うになった。
　二点目は、発展途上国においての電力需要
の大幅な増加見込みである。IEA＊1 の World 
Energy Outlook 2008 によれば、標準ケース
において、2030 年までに、全世界で電力需
要が 2.5%/ 年の割合で増加する予想となって
いるが、その内、非 OECD 諸国が 3.8%/ 年
の上昇率であり、特に中国では 4.6%/ 年、イ
ンドでは 5.7%/ 年の上昇率となっている。か
かる電力需要の増加を賄うためには、従来の
化石燃料による発電のみに依拠しているので
はコストや燃料確保の観点から限界があり、
原子力発電にも頼らざるを得ない。
　三点目は、気候変動問題の視点である。
IEA によれば、2006 年の CO2 排出量につい
て、発電・熱供給分野からの排出量が全体の
約 46% を占め、最も主要な排出源となって
いるため、同分野からの CO2 排出量の削減
は気候変動問題への抜本的対策として不可避
と考えられる。石炭超々臨界圧発電や石炭ガ
ス化複合発電、CCS（二酸化炭素回収・貯留）
など、技術進歩での CO2 排出量低減はでき
るが、化石燃料では CO2 排出量削減には限
度があり、原子力発電や太陽光発電、風力発
電がより削減効果の高い選択肢となる（図表
1 参照）。
　かかる原子力発電への期待の高まりの中、
原子力発電燃料であるウランの需給タイト化
も懸念されるようになり、必要供給量の確保
やウラン資源権益の獲得について、大きく注
目されるようになっている。本稿では、主に
ウランマーケットの調査会社である Ux 
Consulting（ 以 下「UxC」） が 発 行 す る
Uranium Market Outlook Q2 2009、 ま た
World Nuclear Association（以下「WNA」）
が発行する The Global Nuclear Fuel Market

の情報を基に、まずは世界各国での原子力発
電容量やウラン需給動向について概観し、そ
の上で、本邦企業のカザフスタンと豪州にお
いてのウラン確保への動きについて紹介した
い。

2．�拡大する原子力発電設備容量と�
ウラン需要

⑴拡大する原子力発電設備容量
　原子力に対する期待が高まる中、世界の多
くの国で原子力発電を推進する政策が取られ
るようになり、またこれまで脱原子力政策を
取ってきた国々においても、その方向性に変
化が見られるようになっている。ここでは、
まず具体的な各主要国・主要地域の政策状況
と原子力発電容量の見通しについて見てみた
い。

①米国
　米国は、稼働中の原子炉を 104 基有する世
界最大の原子力発電国である。米国では、
1980 年以降原子力発電容量が大きく増加し

＊1 International Energy Agency

図表 1　発電源別 CO2 単位排出量
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ているが＊2、それは 1977 年以前に建設が許
可された新規発電所の稼動によるものや、既
存設備の能力増強によるものであり、過去
30 年の間、新規発電所建設の着工はなされ
てこなかった。しかし、近年、原子力発電を
推奨するための法整備が成されており、「2005
年エネルギー政策法」では、先進的原子力発
電所建設にかかる資金の借入について、その
80% 分の連邦政府保証を提供すること＊3 や、
新規原子力発電所からの発電について減税措
置を与える等の、新規の原子力発電所建設に
インセンティブを与える施策がなされ、民間
の電力会社において新規建設に向けた動きが
見られるようになっている。ウランマーケッ
トの調査会社である UxC の予想では、2008
年の原子炉 104 基、発電容量 100GW から、
2030 年には各々121 基、127GW まで増加す
るとしている。

②西欧
　西欧では、フランスやフィンランドにおい
て新規の原子力発電設備の建設が行われてき
た一方で、英国等の他の主要国においては、
脱原子力政策が取られており、原子力発電設
備を段階的に廃棄する等の施策がなされてい
た。しかし、英国では 2006 年に原子力発電
を推進する政策へと転換し、また 2009 年に
はスウェーデンやイタリアでも原子力推進へ
と方針を変える等、脱原子力政策を転換する
動きが活発化している。ドイツやベルギーで
は、現状、脱原子力政策が維持されているも
のの、国内に原子力新設を期待する声も見ら
れ る。UxC の 予 想 で は、 西 欧 全 体＊4 で、
2008 年の原子炉 130 基、発電容量 123GW か
ら、2030 年には原子炉数は 125 基と減少す
るものの、発電容量は 149GW まで増加する
としている。

③ロシア・東欧
　東欧諸国においては、ブルガリアやリトア

ニア、スロバキアで欧州連合加盟時に旧型の
設備の廃棄が成されているが、自国の政策に
よるものではなく、一方で、リトアニア、ルー
マニア、スロバキアで新規設備の建設が計画
される等、原子力の発電容量の増加が見込ま
れる。また、ロシアでは、国家政策として原
子力発電の拡大を推進しており、国営会社の
ロスアトムを通じて、新規設備の建設を積極
的に行っていくと見られる。同じく旧ソ連の
ウクライナは、世界第 7 位の原子力発電国で
あるが、原子力による発電量の比率を、国内
の総発電量の 40～50％に維持する方針であ
り、今後も新規の原子力発電所の建設を続け
るものと想定される。UxC の予想では、東
欧・ロシアで、2008 年の原子炉 68 基、発電
容量 48GW から、2030 年には、各々111 基、
96GW まで増加するとしている。

④アジア
　アジア地域では、現在は日本・韓国での利
用が 8 割近くを占めているが、今後は特に中
国・インドにおいて原子力発電量が大きく増
加するものと見られる。中国では、80% 程
度が石炭による発電であるが、大気染防止等
の環境対策や今後のエネルギー需要増大への
対応策として原子力発電に大きく期待を寄せ
ている。WNA によると、中国政府は、原子
力発電容量を 2007 年時点の 9GW から 2020
年までに 40GW まで増加させる計画であり、
現在 16 基の原子炉が建設中、また少なくと
も 8 基の建設が開始される予定となってい
る。インドでは、NPT 非加盟国であること
により、これまで独自の技術で原子力発電計
画を推進してきたが、2008 年の米国との原
子力協定の締結や、原子力供給国グループに
よる「インドとの民生用原子力協力に関する
声明」の採択により、海外の技術も導入可能
となり、米欧やロシア等からの技術支援によ
り今後更に能力の増強を行っていくと見られ
る。インドでは、発電容量を 2007 年の 3.7GW

＊2 1980 年の 2,510 億 kWh から、2008 年には 8,090 億 kWh まで増加、同国の総発電量の 20% を占めている。
＊3 2009 年 9 月時点で、14 案件の申し込みがなされている。
＊4 フランス、イギリス、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、スペイン、スイス、ベルギー、オランダ、イタリアの合計値。
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から 2020 年には 20GW まで増加させる計画
である。他の国・地域では、既に原子力発電
を行っているパキスタン、台湾のみならず、
現在原子力発電設備を有していないインドネ
シア・ベトナム・フィリピン・タイ・カザフ
スタンでも原子力発電設備の導入が計画もし
くは検討されている状況である。UxC の予
想では、アジアで、2008 年の原子炉 111 基、
発電容量 83GW から、2030 年には、各々235
基、221GW まで増加するとしている。

　以上をふまえた上での、UxC による世界
全体の原子炉数・発電容量の見通しが図表 2
である。2008 年から 2030 年にかけて、全世
界で発電容量は 2.6%/ 年、原子炉数は 1.8%/
年の割合で増加、その中でも中国・インドで
の増加が著しく、中国では、各々10.1%/ 年、
8.9%/ 年、またインドでは、各々10.8%/ 年、
5.0%/ 年と大幅に増加する見通しとなってい
る。

3．タイト化するウランの需給見通し

⑴ウランの需要見通し＊5

　前項にある通り、世界各国での原子力推進
政策による原子炉や発電容量の増加が期待さ
れ、それによってウラン需要も同様に増加し
ていくものと考えられる。図表 3 は World 
Nuclear Association（ 以 下「WNA」）と UxC
の需要予測である。UxC の予測は、需要家
の在庫需要も含まれているため、直近の数字
は WNA の数字に比べ高い水準となってい
る。両者とも、一般的に起こり得るシナリオ
と想定している、WNA の Reference ケース、
また UxC の Base ケースにおいては、各国
の原子力発電容量の増加を反映して、ウラン
の需要も増加していく見通しとなっている。
その一方で、WNA の Low ケースにおいて
は、長期的に需要がほぼ横ばいで推移するも
のと予想されている。しかし、このケースの
前提は、天然ガス価格の低水準での推移や、
各国政府による原子力推進の停滞等となって
おり、他の燃料価格が再度上昇に転じている

＊5 天然ウランの需要量については、濃縮工程での Tails Assay（残渣濃度）をどの程度にするかにより変動する。Tails Assay
を低くすれば、その分ウランの需要量も減少するが、濃縮役務量も増加するため、濃縮工程でのコストが増加する。WNA
の需要見通しにおいては、直近のウラン精鉱の価格と濃縮役務の価格の水準から妥当な値を計算し、Tails Assay を 0.25%（ロ
シアについては 0.15％）としている。

図表 2　原子炉数・発電容量の見通し

出所）UxC Uranium Market Outlook Q2 2009
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こと、また前述の各国での原発建設の動きが
高まっている状況に鑑みると、前提としては
やや悲観的すぎる感がある。従って、需要量
は少なくとも通常ケース並みには伸びると見
るのが一般的ではないかと考える。

⑵ウランの供給見通し
　ウランの供給については、鉱山からの一次
供給に加え、二次供給も存在する。
　供給の前にまず世界のウラン資源量の状況
に触れると、国別のウラン資源量については
図表 4 の通りであるが、豪州・カザフスタン・
ロシアが上位資源国となっている。上位 3 国
で 50％近くを占め、他の資源同様偏在性が
高くなっている。
　一次生産量については、図表 5 の上位生産
国を見ると、2008 年の実績ではカナダ・カ
ザフスタン・豪州が主要な生産国となってい
る。この中でも特にカザフスタンにおいては、
2004 年から 2008 年の平均伸び率が 23.0％と
大きく増加しており、また同国は 2010 年に
15,000tU まで生産量を増加させる計画を立
てている等、ウランの今後の一次生産におい
て、最もポテンシャルの高い国と考えられる。
　2008 年の企業別生産量（図表 6）では、英

豪 Rio Tinto･ 加 Cameco・ 仏 Areva・ カ ザ
フ ス タ ン の 国 営 会 社 KazAtomProm・ 露
ARMZ の順となっている。他の資源同様、
ウラン生産者も上位生産者による生産比率が
50% を超えており寡占体制となっているが、
鉄鉱石や銅など他の金属資源では、主に資源
開発を主事業としている企業が主要生産者で
あるのに対し、ウランでは Cameco や Areva
等、ウラン鉱石の生産だけでなく、下工程で
ある転換や濃縮事業等の原子力全般に渡る事
業を行っている会社が上位に名を連ねている
のが特徴である。

図表 3　天然ウラン需要見通し
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出所）UxC Uranium Market Outlook Q2 2009、WNA The Global Nuclear Fuel Market

図表 4　資源量上位国

(単位：ｔU）

国名 資源量 割合
Australia 1,243,000 23%
Kazakhstan 817,000 15%
Russia 546,000 10%
South Africa 435,000 8%
Canada 423,000 8%
USA 342,000 6%
Brazil 278,000 5%
Namibia 275,000 5%
Niger 274,000 5%
Ukraine 200,000 4%

出所）WNA Web Site
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　将来の一次供給見通しについて、図表 7 の
WNA の供給見通しでは、現在生産中である
Current Mines、 開 発 決 定 が な さ れ て い
る も し く は 開 発 中 で あ る Mines Under 
Development、フィージビリティスタディ

（FS）がすでに終了し許認可手続きも進捗し
ている状況である Planned Mines、FS や許
認可手続きについてまだなされていない
Prospective Mines の 4 段階に分けて見通し
が作成されている。この中で織り込まれてい
る主要な情報については、以下の通りである。

図表 5　上位生産国

(単位：ｔU）

2004 2005 2006 2007 2008 04-08増加率

Canada 11,597 11,628 9,862 9,476 9,000 -6.1%
Kazakhstan 3,719 4,357 5,279 6,637 8,521 23.0%
Australia 8,982 9,516 7,593 8,611 8,430 -1.6%
Namibia 3,038 3,147 3,067 2,879 4,366 9.5%
Russia (見込み) 3,200 3,431 3,262 3,413 3,521 2.4%
Niger 3,282 3,093 3,434 3,153 3,032 -2.0%
Others 6,433 6,530 6,932 7,110 7,060 2.4%
Total world 40,251 41,702 39,429 41,279 43,930 2.2%

出所）WNA Web Site

図表 6　上位生産会社

(単位：ｔU）

企業名 生産量 シェア
Rio Tinto 7,975 18%
Cameco 6,659 15%
Areva 6,318 14%
KazAtomProm 5,328 12%
ARMZ 3,688 8%
BHP Billiton 3,344 8%
Navoi 2,338 5%

出所）WNA Web Site

図表 7　一次供給将来見通し
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○ Mines Under Development
　◦カナダ Cigar Lake 鉱山の 7 千 tU
　◦カザフスタンでの増産 8.5 千 tU
　◦ナミビアでの増産 4 千 tU
○ Planned Mines
　◦ 豪州 Olympic Dam 鉱山の拡張計画 3.8

千 tU
　◦豪州 Yeelirrie 鉱山の 4.2 千 tU
　◦カザフスタンでの増産 3.5 千 tU
　◦ニジェールでの増産 4.2 千 tU
　また WNA では、生産もしくは生産予定
キャパシティをそのまま積み重ねるのではな
く、Current Mines に つ い て は 90%＊6、
Mines Under Development は 80 ％、
Planned Mines は 70 ％、Prospective Mines
は 60％と、各々について掛け目を乗じて調
整を行っている。かかる前提での将来一次供
給量については、2010 年は 53 千 tU、また
2025 年には 80 千 tU 超まで順調に増加する
が、その後は減少に転じ、 2030 年には 70 千
tU 程度まで減少する見通しとなっている。 
　一方、二次供給は主に、①民間や軍用の在
庫、②核解体濃縮ウラン、③使用済み核燃料

の再利用、の 3 つの供給源がある。2008 年
の WNA の需要量約 65 千 tU に対し、一次
供給量が約 44 千 tU であるため、約 21 千 tU
が二次供給により賄われたものと推測され
る。 二次供給の内、②の核解体濃縮ウラン
については、1993 年の「核兵器解体に伴う
高濃縮ウランの処分に関する米国及びロシア
の政府間協定」により、ロシアの兵器解体に
より発生する高濃縮ウランから抽出された低
濃縮ウラン 152 千 t を、1993 年から 2013 年
までの 20 年間、米国が引取ることとなって
おり、その分による供給であるが、年間約 9
千 tU 程度であり、二次供給の主要部分を占
めていると考えられる。

⑶タイト化する将来需給見通し
　以上をふまえた上での、WNA の需給予測
が図表 8 であるが、当需給予測によれば、需
要の Reference ケースにおいては、既存の鉱
山からの生産及び二次供給では、2010 年頃
には需要が供給を上回り、新規の鉱山からの
生産が必要となる。また、2014 年頃までは、
すでに開発が行われている鉱山からの供給や

＊6 過去の生産キャパシティと生産実績をもとに計算している。

図表 8　ウラン需給見通し

出所）WNA The Global Nuclear Fuel Market
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核兵器解体高濃縮ウラン等の二次供給によ
り、需要に見合う供給が可能な見込みである
が、2014 年以降については、米国・ロシア
間の核兵器解体高濃縮ウランに関する協定が
終了し二次供給量が減少する見込みであるこ
とや、既存の鉱山からの生産量が減少に転じ
ることにより、増加する需要を満たし続ける
た め に は、Planned Mines や Prospective 
Mines からの生産も不可欠となる。しかし、
現在見込まれている新規鉱山からの生産が全
て行われたとしても 2020 年代半ば以降は需
要量を賄いきれない状況となり、需給はタイ
ト化するものと予想されている。

⑷転換・濃縮サービスの見通し
　鉱山から生産されたウラン精鉱は、その後
UF6 に加工する転換工程、UF6 の濃度を高
める濃縮工程＊7 を経ることとなる＊8。これら

のサービスは、主に米国や欧州、ロシアの少
数の企業によってなされているが、原子力発
電用のウランの需要が増加すれば、これらの
サービスの需要も増加することになる。
WNA の転換サービス、濃縮サービスの需給
見通しを各々図表 9、図表 10 に示すが、ま
ず転換工程では、Reference ケースの需要の
伸びであれば、2020 年代の前半くらいまで
は、今後の建設が計画されている転換設備も
含めれば需要を満たせる状況である。しかし、
その後は、サービスの供給が不足する見通し
であり、更なる転換設備の建設が必要となる。
一方、濃縮サービスの需給見通しについても、
転換サービスとほぼ同様の需給バランスの推
移となり、2020 年代初頭までは、今後の建
設が計画されている濃縮設備も含め、需要を
満たせる状況であるが、その後は、タイトな
需給となる見通しである。

＊7 濃縮工程では、SWU（Separative Work Units）という単位が使われる。
＊8 UF6 から UO2 に転換し、更にペレット状に加工する再転換・成型加工工程を経て、最終需要家が使用することとなる。

図表 9　転換工程需給見通し

出所）WNA The Global Nuclear Fuel Market
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⑸ウラン精鉱価格の推移
　ここでウラン精鉱の価格について少し触れ
ておきたい。ウラン需給については、過去
1990 年以降において、東西連戦終結による
核軍縮によりロシアを中心とする旧ソ連から
の二次供給が増加し、年間需要の半分近くが
二次供給で賄われることとなった。そのため、
1990 年代から 2000 年代の初めにかけてはウ
ラ ン 鉱 山 の 生 産 コ ス ト を 下 回 る US$10/
lbU3O8 の価格帯での推移となっていた。こ
の間、鉱山の生産量、炭鉱活動規模ともに減
少した。（図表 11 参照）。しかし、2003 年に
起きたカナダの McArthur River 鉱山での漏
水事故をきっかけにウラン精鉱価格が上昇に
転じ、旧ソ連の過剰在庫の減少による二次供
給の減少懸念、中国、インド等発展途上国で
の需要増加期待、さらには原油・天然ガス価

格の高値での推移や、地球温暖化防止を背景
とした原子力見直しの機運の高まり、投機
資 金 の 流 入＊9 に よ り、2007 年 7 月 に は
US$140/lbU3O8 近くまで上昇した。その後は
急激な上昇の反動により下落に転じ、投機筋
の 換 金 売 り 等 も あ り、2009 年 4 月 に は
US$42.0/lbU3O8 まで下落している。
　ウラン精鉱価格は、主に UxC や同じくウ
ラン調査会社である Trade Tech 社が発表す
るウランのスポット価格が指標とされるが、
実際にスポット取引が行われているのは全取
引の 2 割程度と考えられ、残る取引は長期契
約によるものである。
　長期契約の価格については、デリバリー時
のスポット価格を参照する方法と、直近のス
ポット価格をベースに、将来のインフレ見合
いのエスカレーションや将来の価格を固定す

＊9 ファンド等の投機家は、実際にウランの現物を保有するのではなく、Brokerage 業務を行っている転換・濃縮業者に
Account を保有し、Broker が保有しているウラン精鉱の名義を付け替えることで、購入する形となる。

図表 10　濃縮工程需給見通し

出所）WNA The Global Nuclear Fuel Market
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る意味合いでのでプレミアムが加味されて決
定される方法＊10 と、主に 2 パターンがある。
従って、長期契約においてもスポット価格は
ある程度参照されるものであり、一つの価格
指標として参考になるものであると考えられ
る。

　今後の価格の方向性について、まず直近の
価格の動きを見ると、2009 年 4 月に直近の
最安値を付けて以降、$40～$55/lbU3O8 の
レンジでの推移となっている。一方、生産コ
ストについて、ウランのコンサルティング会
社 で あ る International Nuclear Inc. は、 既

＊10 UxC では、長期契約による価格指標も発表している。価格については、最低期間 3 年、最低取引量 100 千 lb（約 38tU）/ 年
を満たす取引について、将来時点でのエスカレーションやプレミアムも加味したものとなっている。

図表 11　ウランの需要 / 一次生産量 / 価格推移

出所）日本原子力研究開発機構

図表 12　ウラン精鉱スポット・長契価格推移
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存の鉱山については $20～$30/lbU3O8 の水
準であるが、現在まだ生産が行われていない
鉱山については高コストとなり $30～$60/
lbU3O8 の水準になると見積もっている。将
来の価格については不確定要素が多く一概に
予測することは難しいが、すでに述べた通り、
ウラン需給のタイト化が見込まれる中、新規
開発鉱山の生産コストも勘案すると、短期的
な価格の動きは別として、長期的には上記生
産コストでも採算が取れる価格帯で推移する
ものと考えられる。UxC の MidPrice 予想に
お い て も、Annual Mid Point が 2009 年 の
$52.5/ lbU3O8 から徐々に上昇し、2020 年に
は $82.5/lbU3O8 になるとしている。

4．�本邦企業のウラン資源確保への
動き

　将来的なウラン需給タイト化懸念により、
ウラン資源確保は本邦でも課題となってい
る。また、転換・濃縮サービスについても同
様にタイト化が懸念される状況であり、本邦
企業が参画する動きも見られる。最後に、本
項では、本邦電力事業者、商社の原子力分野
におけるプロジェクト参画の動きを見ていき
たい。

⑴ウラン資源
　まずは、ウラン資源プロジェクトにおける
本邦勢の参画の動きについて、地域別に見て
いきたい。

①カザフスタン
　カザフスタンは世界第 2 位のウラン埋蔵量
を有し、また他のウラン資源国に比べ増産余
地が大きいことから、日本にとってもウラン
の重要な供給国と位置づけられている。2006
年の小泉元首相訪問時には、ウラン鉱山の共
同開発に限らず、転換・濃縮工程や原子力発
電導入等原子力分野全体での具体的協力案件
の実現等を内容とする「原子力の平和的利用
の分野における協力の促進に関する覚書」を
締結し、政府間でも協力関係を確認している。
具体的な本邦企業参画案件について以下述べ

たい。

A． カザフスタン南部 West Myunkduk 鉱区
でのウラン開発

　2006 年 1 月、住友商事、関西電力が、カ
ザ フ ス タ ン の 国 営 原 子 力 会 社 で あ る
KazAtomProm（ 以 下「KAP」） と と も に
APPAK LLP を設立し、2010 年に商業生産
を開始する計画である。出資比率は、住友商
事 25%、関西電力 10%、KAP65%。商業開
始後は年間 1,000tU の生産を計画、その全量
につき関西電力・住友商事が日本向けに引取
る予定である。

B．ハラサンプロジェクト
　2007 年、丸紅、東京電力、東芝等が中心
となり、KAP との合弁により、ハラサン 1
ウラン鉱区、ハラサン 2 ウラン鉱区の開発計
画に参画。ハラサン 1 プロジェクトについて
は、日本勢と KAP が 50% ずつを出資する特
別目的会社 Energy Asia Limited がプロジェ
クトの実施主体である Kyzylkum LLP に
40% 出資し、プロジェクト権益を間接保有
し て い る。Kyzylkum LLP へ は、 カ ナ ダ
Uranium One Inc. が 30% を出資、残り 30％
は KAP が直接出資している。同様に、ハラ
サン 2 については、日本勢は、同じく特別目
的会社である Energy Asia Limited がプロ
ジェクトの実施主体である Baiken-U LLP に
95% 出資し、プロジェクト権益を間接保有
している。残り 5％は KAP が直接出資して
いる。
　両プロジェクトとも 2010 年の商業生産開
始を予定している。生産量は、年間でハラサ
ン 1 は 3,000tU、ハラサン 2 は 2,000tU を計
画しており、両プロジェクト合計生産量
5,000tU の内、2,000tU について、丸紅・東
京電力を始めとする日本勢が引き取り権を有
している。 

C．カナダ Uranium One Inc. への資本参画
　2009 年 2 月に、東芝・東京電力・国際協
力銀行が、カナダ Uranium One Inc.（以下
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「UO」）の第 3 者割当増資による出資契約等
につき締結。出資割合は、UO の株式総数の
19.95% につき、東芝・東京電力・国際協力
銀行が、40%・40%・20% の比率で出資す
る＊11。UO 社はカナダ法人のウラン資源会社
であるが、UO が保有する権益は、カザフス
タンにおいて KAP とともに運営している
Akdala・South Inkai が大部分を占めており、
カザフスタンでの事業が主体となっている。
本資本参加により、日本側 3 社は UO への取
締役の派遣や、ウラン資源の共同開発を企図
しており、また東京電力によるウラン精鉱の
購入契約も結ばれている。

②豪州
　豪州では、1984 年以降「3 鉱山政策」によ
り、Ranger・Olympic Dam・Nabarlek のみ
輸出が許可されていたため、ウラン権益の開
発は進まなかったが、1996 年にそれまでの

労働党政権から自由・保守政党による連立政
権に交代したことにより、同政策は撤廃され
た。しかし、開発の許可は州政府が握ってお
り、近年までは South Australia、Northern 
Territory 両州でのみ開発が行われてきた
が、2008 年 に は Western Australia 州 で も
開発が認められるようになり、今後の開発・
生産の増加が期待されている。豪州での本邦
企業の参画案件は以下の通りである。

A． 日 豪 ウ ラ ン 資 源 開 発 に よ る Western 
Australia 州における新規ウラン鉱山開発
プロジェクトの FS への参画

　2009 年 6 月、日豪ウラン資源開発（出資
比率：関西電力 50%、九州電力 25%、四国
電力 15%、伊藤忠商事 10％）が、カナダの
ウラン鉱山会社である Mega Uranium Ltd.

（以下「Mega」）が豪州で進めている、新規
ウラン鉱山開発プロジェクトの FS に参画す

＊11 その後、露 ARMZ も第 3 者割当増資に応じており、出資割合は減少している。

図表 13　本邦企業が参画するカザフスタンのウラン権益

出所）WNA Web Site
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ることを発表。この FS の結果を踏まえ本プ
ロジェクトの開発に参画することになった場
合、日豪ウラン資源開発はウラン権益の 30%
を取得する予定である。本プロジェクトは西
豪州東部ゴールドフィールズ地区で Mega
が保有するレイクメイトランド鉱区を対象と
するもので、ウラン推定資源量は約 9,100tU、
2011 年の生産開始を目指して調査が進めら
れている。
　また、日豪ウラン資源開発は、2008 年にも、
ゴーラークレイトン地区のウラン探査プロ
ジェクトにも参画している。

B．ハネムーン鉱山の権益取得
　2008 年 10 月、三井物産は UO から豪州の
ハネムーン鉱山を含む 6 つのウラン鉱区の
49% の権益を取得（残りは引続き UO が保
有）。年末から 2010 年に商業生産を開始し、
年間生産規模は 400tU 程度、操業期間は 6

年間を予定している。三井物産にとっては初
めてのウラン権益取得案件である。

⑵その他原子力サービスへの参画
　ウラン権益に限らず、その他の原子力サー
ビス分野においても、日本勢の参画の動きが
ある。ここでは、関西電力と双日の案件につ
いて紹介したい。
　2009 年 3 月、関西電力及び双日は、フラ
ンスの原子力企業 Areva のグループ会社で
ある Areva NC 社における新規ウラン濃縮
工場「Georges Besse II 濃縮工場」（GB-II）
プロジェクトへ資本参画すると発表。具体的
な参加スキームは、関西電力が 80％、双日
が 20％ を 出 資 し て フ ラ ン ス に 合 弁 会 社
Kansai Sojitz Enrichment Investing SA を
設立し、Areva NC の子会社である SET ホー
ルディングス社の発行済み株式 2.5% を取得
する。GB-II の建設・操業主体となるのは
SET ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 傘 下 の SET 社

（Societe d’Enrichissement du Tricastin）
であり、プラントは現在 Areva NC 社の濃
縮工場のある Pierrelatte に建設されている。
GB-II は 2009 年中の竣工を目指して 2006 年
9 月より建設中であり、2016 年に本格操業に
達し、濃縮役務容量 7,500 千 SWU を計画し
ている。

図表 14　レイクメイトランド鉱区サイト図

出所）関西電力 Web Site

図表 15　ハネムーン鉱山サイト図

出所）三井物産 Web Site

68　国際調査室報



はじめに

　近年、世界的に深刻化する経済不況を背景
に、次代の成長市場として、BRICs 等の新
興諸国市場が改めて注目されている。様々な
機関が中長期的な経済予測を出しているが、
途上国が経済成長を牽引するとの方向性は揺
るがない。2000 年から 2020 年にかけて、世
界 全 体 の GDP に 占 め る 先 進 国 シ ェ ア は
76.1％から 74.3％まで下がり、途上国シェア
は 21.5％から 24.3％まで上がる。途上国の中
でもアジアのシェアは 15.6％まで伸び、途上
国市場の中で最大のプレゼンスを持つように
なる。少子高齢化の日本は 15.0％から 13.9％
までシェアを下げる。アメリカは人口減少を

回避して 32.9％の最大のシェアを確保する＊1。
　こうした世界経済の変容を受けて、近年は
経営学、とりわけ経営戦略論や国際経営論の
中でも新興国市場に着目した研究が増えてき
ている＊2。しかし、詳細な現場報告や事例研
究の蓄積とは別に、新興国市場戦略の理論に
ついては未だ確固たるものはなく、それぞれ
探索的な域にある。新興国市場戦略の分野に
おいて、従来の経営戦略論や国際経営論の知
見はどこまで活用でき、いかなる点において
新しい分析視角が必要になるのか、新興国市
場研究の隆盛の中で、改めてそうした点を整
理してみる必要があるように思える。本稿は
その試論と位置付ける。
　構成としては、第 1 節において、経営資源

新興国市場戦略論の分析視角
～経営資源を中心とする関係理論の考察～

東京大学大学院経済学研究科准教授　天野　倫文

Abstract

The research of emerging market strategy is now getting popular, due to the potential 
economic growth of some developing countries including China and India, even after the 
world economic crisis. Even though there are many papers and reports about the 
industries and firms in these developing countries, the theoretical consideration taking 
both the real difficulties of entering the middle-end or low-end market and the strategy to 
overcome them is not fully examined. Through this paper, we will firstly take the 
traditional theories of growth strategy and international strategy of the firm related to 
resource strategy, trying to clarify the strength and weakness of these theories when 
analyzing the emerging market strategy. Secondly we will introduce strategic implications 
from related theories, including theories of innovation, BOP markets, economic 
development and manufacturing management. The paper implies the necessity of taking 
an interdisciplinary approach to analyze the essence of emerging market strategy.

＊1 Workshop on Economic Information Securities, Long-term Economic Forecast Data, 2008
＊2 たとえば Dawar and Chattopadhyay（2002）、Delios and Henisz（2000）、Hart and Christensen（2002）、 Hart and Milstein

（2003）、Hokisson etal.（2000）、 Khanna and Rivkin（2001）、London and Hart（2004）、東京大学での関連する市場調査等
の報告は、天野（2007）、高ほか（2008）、横井ほか（2008、新宅・天野・善本（2008a；b）、朴（2009）、大木・新宅（2009）
などを参照。

2009年11月　第3号　69



論とそこから派生する国際ビジネスの諸論を
取り上げ、それらから新興国市場戦略を分析
する際の課題を述べる。次に第 2 節において
新興国市場戦略に関連する視点を持った理論
を紹介し、そこから得られる知見を整理する。
第 3 節では、それらを整理し、今後の課題を
述べる。

Ⅰ　�伝統的な成長理論と�
その課題

　まず本節では、経営戦略論や国際経営論で
伝統的に取り上げられてきた代表的な理論を
とりあげ、その指向性の検討を通じて、新興
国市場戦略を分析するうえで、伝統的理論が
寄与しうるところと、それらの持つ課題につ
いて論じる。検討すべき理論も多岐に渡るた
め、ここでは経営資源の注目した企業成長論
や国際経営論を範疇としたい。

1．経営資源論の2つの側面

　 経 営 資 源 論（RBV： a resource-based 
view of the firm）は、企業の成長を、市場
の需要拡大や参入機会、技術の獲得機会など
の、外的要因だけでなく、経営資源や管理能
力など、企業成長の内的な制約や要因から説
明する理論である。
　この見方を最初に提示したのは Penrose

（1959）であり、彼女によれば、企業の成長
範囲は、市場の規模や成長性と、企業成長に
伴う管理組織上の能力の限界（managerial 
limit）に起因するとされる。企業が成長する
ためには、事業機会を探索する経営者の企業
家精神（entrepreneurship）を強化すること、
管理組織を成長・発達させることを通じて管
理サービス（managerial service）を増大さ
せること、成長とともに発生する不確実性や
リスクを察知・回避することの重要性などが
一般論として述べられている。
　企業の成長範囲を、内的な資源蓄積の制約
から説明するとき、企業成長と経営資源との

間にはいくつかの関係が想定される。
　⑴ 企業成長は、最も希少性の高い資源に制

約を受けるため、企業はそれを優先的に
補充・蓄積しようとする 

　⑵ 企業内に未利用な経営資源が存在すると
きに、企業にはそれを活用して成長を図
ろうとするインセンティブが働く 

　⑶ 資源の不可分割性ゆえに、企業内には常
に資源のインバランスが存在するが、そ
のインバランスが成長の誘因を形成する 

　企業の成長は、企業の中でも希少性の高い
資源に制約を受けるため、それらの制約をど
う補完・超克するかが課題になる。そのため
企業の中では希少的資源を積極的に蓄積・獲
得するインセンティブが働く。またそれらの
資源を有効に活用する内的誘因が存在するた
め、企業が新たに参入する市場や事業を選択
するときには、企業がそれまで継承してきた
資源（inherited resource）に方向づけられ
ると考えられる。
　競争戦略の分野では、Porter（1980）が業
界構造分析の枠組みを提示して大きな影響を
与えたが、こうした手法に対するアンチテー
ゼとして、経営資源論（RBV）の重要性も
再 認 識 さ れ る よ う に な っ た（Wernerfelt, 
1984, 1995； Itami, 1987； Prahalad and 
Hamel, 1990； Barney, 1991； Teece et al, 
1997 など）。Wernerfelt（1984）では、企業
には、組織に粘着性があり、他社とは異質な
固有の経営資源があり、それらは市場取引を
通じて簡単に他社に移転できない。それらが
製品市場において企業が競争優位を築く源泉
となる。競争優位を得るには、企業は市場に
おけるポジショニングのみならず、経営資源
のポジショニングも考慮し、それらによる障
壁を築く必要があると論じられている。
　経営資源論がしばしば適用された分野が新
市場参入（多角化戦略）に関する研究である。
たとえば、Teece et al（1997）は、企業が新
たな市場に参入するときには、⑴自社のユ
ニークな経営資源を確定し、それらの経営資
源が最大のレント（利潤）を得られる市場が
どこであるのかを決める。⑵さらに、これら
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の資産から得られるレントを最も有効に活用
できる方法を決める。たとえば、⒜関連市場
への統合（進出）、⒝関連する中間的アウト
プットの販売する、⒞関連企業への資産の販
売、などである、としている。
　経営資源論はもともと既存資源の利用によ
るレントの獲得と新たな資源の蓄積の双方の
観点から捉えられているものの、これまでの
理論と実証研究の双方に置いて相対的に重視
されてきたのは、既存の経営資源を利用・転
用し、いかに市場で競争優位を築き、収益を
得るかという側面だった＊3。反面で、新しい
市場にチャレンジするためにそこでいかに新
しい経営資源やノウハウを蓄積するかという
点について掘り下げる余地があるように思え
る（新興国市場戦略はまさにこの点が重要で
ある）。
　しかし、そもそも経営資源論では、企業が
競争優位の源泉となる経営資源をどのような
経路や方法で獲得するのかという側面は分析
すべき重要なポイントであった（伊丹、
1984；伊丹・軽部、2004）。たとえば、伊丹（1984）
は、企業にとって他社との差別化を可能にす
る経営資源は、外部から市場取引等で獲得す
る資源というよりも、本質的に経営戦略の実
行プロセスにおける業務活動を通じて、副次
的・二次的に蓄積されるという考え方を重視
している。固有の経営資源は、企業の学習活
動の結果として得られるという点に重きを置
いているのである。
　伊丹（1984）では、経営戦略の「オーバー
エクステンション」という考え方が紹介され
ている。企業の経営戦略や成長戦略は、自社
の経営資源（「見えざる資産」）の範囲にピッ
タリ合ったものであってはならない。むしろ、
経営資源の範囲を多少超えて、苦しい競争を
あえて自社に強いる戦略をとることが長期的
には最適であることが多いというものであ
る。この戦略は、企業に 2 つの経済効果を期
待している。第 1 は、「オーバーエクステン
ション」によって、企業組織の内部に創造的

緊張が生まれ、自社にとって、欠けている経
営資源が何であるかについての明確なシグナ
ルが組織の人々に伝わる。補完すべき経営資
源が明らかになれば、企業はさらなる成長の
ためにどのような手立てを打てばよいかがわ
かる。第 2 は、自社の管轄下にある経営資源
の範囲を超えた周辺への実地学習を他社に先
駆けて行い、事業活動をうまく進めるための

「見えざる資産」を蓄積させることである。
周辺での実地学習によって「経営資源の器」
そのものを拡張するという考え方である。
　こうした考え方は、たとえば Burgelman

（1983a,b）らの探索と選択・淘汰という視点
から戦略を分析する見方とも共通している。
通常の経営資源論で多角化戦略は既存の経営
資源の転用や未利用資源の有効活用という視
点から、主力事業と関連性のある事業への進
出が成功する確率が高いと結論づけられる

（Rumelt,1974；吉原ほか ,1981）これは経営
資源の利用によるレント獲得のロジックを見
たものである。しかし Burgelman（1983a,b）
によれば、多角化戦略は企業の自発的なイニ
シアティブによる探索と選択・淘汰の繰り返
し、それによる多様性の確保と企業組織の進
化プロセスと捉えられる。多角化を既存経営
資源の利用や転用と捉えるか、探索と選択・
淘汰のプロセスと考えるかでものの見方も変
わる。
　まとめると、経営資源論には、既存資源の
利用や転用による競争優位や収益の確保とい
う側面と、新しい分野での学習活動を通じて
経営資源の蓄積を図るという 2 つの側面があ
る。結論を先取りすれば、新興国市場戦略論
において固有性のあるロジックは第 2 の視点
である。通常の国際化戦略とは異なり、新興
国市場戦略を展開するにあたって、企業は、
それまで自国で蓄積してきた経営資源を必ず
しもあてにすることができない（むろん、部
分的には活用するが）。むしろ、いかにして、
自国やそれまで地盤を築いてきた市場とは非
連続な市場領域で、周辺的な実地学習を展開

＊3 経営資源論の学説史的な検討は沼上（2008）が詳しい。
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して、新たな資源蓄積を図るかという点が重
要であり、それらの活動は、ある意味で、国
際化戦略における「オーバーエクステンショ
ン」の過程を分析することに相当する。

2．国際化戦略論の視点の転換

　国際化戦略は、多角化戦略や事業構造戦略
と並んで、企業成長の方向性を左右する意思
決定問題である。国際経営の分野で、企業の
国際化は、もともと、本国で形成した競争優
位の源泉（技術、資金力、規模の経済性、製
品差別化など）をベースに、水平的または垂
直的な直接投資を通じて、海外市場に競争優
位を築き、レントを獲得する過程と考えられ
てきた（Hymer, 1960； Kindleberger, 1969； 
Caves, 1971； Teece, 1981a,b）。Vernon（1966）
の製品サイクル理論も、本国（アメリカ）か
らの技術移転を通じて比較優位の変容パター
ンを論じている。
　本国からの技術移転と国際化の形態につい
て の 理 論・ 実 証 研 究 も 行 わ れ た（Teece, 
1977； Teece, 1981； Kogut and Zander, 
1983）。たとえば Kogut and Zander（1983）
は移転のコアとなる技術知識の特性を「記号
化 可 能 性（codifiability）」、「 教 授 可 能 性

（teachability）」、「複雑性（complexity）」と
いう 3 つの尺度から測定し＊4、技術移転を行
う知識の「記号化可能性」や「教授可能性」
が高ければ、あるいは「複雑性」が小さけれ
ば、企業は国際化に際して非過半所有による
合弁や技術ライセンス等を通じた委託等の国
際分業を選択する可能性が高く、逆に「記号
化可能性」や「教授可能性」が低く、「複雑性」
が高ければ、完全所有現地法人を設置する可
能性が高いという仮説を導出した。彼らはこ
れらを米国製造業の 35 の事業プロジェクト
で検証し、仮説の統計的有意性を確認してい
る。

　一方、内部化理論（internalization theory）
では、海外市場取引において市場の失敗が発
生する場合、それらの外部取引を代替する手
段として、多国籍企業による内部取引が利用
さ れ る 点 に 注 目 し て い る（Buckley and 
Casson, 1976； Rugman, 1982, 1986）。 海 外
市場取引における市場の失敗は、多国籍企業
が独占的行動をとる場合、海外取引において
様々な取引コストが存在する場合、技術や情
報などの無形資産取引を行う場合などにおい
て、発生すると考えられる。そのような場合、
企業は多国籍化によって、外部取引の内部化
を行うインセンティブを持つ。たとえば完成
品取引のように外部市場の完全性が高い場合
は、企業は海外市場への輸出によって取引を
完結させるだろう。しかし、それが、たとえ
ば中間財や資本財、技術知識やノウハウその
もの取引のように、外部取引の取引コストが
高くなり、価格設定が困難な場合には、取引
を内部化する必要性やインセンティブが高ま
る。市場の不完全性に関係する諸変数は、企
業の国際化における海外市場参入のモード

（輸出・ライセンス・直接投資）の選択に影
響を与える＊5。
　代表的な文献をいくつかサーベイしたが、
伝統的な国際化理論は、本国が海外市場に対
して優位性を持ち、その源泉となる経営資源
や無形資産などを海外市場に向けて移転させ
るときに、海外直接投資による所有や内部化
が必要になるとしている。それぞれの理論に
立場の違いはあれ、競争優位の基盤を本国に
置き、本国を起点にした国際化を論じてきた
という意味での共通性はある。
　むろん、このことに対する批判も存在する。
1980 年代後半以降、国際ビジネスの研究分
野では、現地子会社の分析単位とし、その主
体的な役割やイニシアティブに着目した研究
も 進 め ら れ て き た（Bartlett and Ghoshal, 

＊4 「記号化可能性」は工程の手続きがマニュアル化されており、多くの部品が標準的なソフトウェアによって組みつけられるよ
うに制御されている状況、「教授可能性」は新規作業者が製造の方法について作業書や人的指導により簡単で素早くに学習で
きる状況、「複雑性」は素材を加工したり、組成を変えるプロセスの技術的複雑性のことを指している（Kogut and Zander, 
1983）。

＊5 内部化理論に関する記述は長谷川（1998）や安室（2009）も参照。
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1986； Ghoshal  and Bart lett ,  1988 ,； 
Birkinshaw, 1997；Nobel and Birkinshaw, 
1998； 椙 山 , 2009）。 た と え ば Birkinshaw

（1997）は、「（国際経営は）、現地法人のネッ
トワークを通じて海外市場に入っていかねば
ならないという強制的ロジックがあるにもか
かわらず、多くの企業は海外現地法人の創造
的な潜在力を看過しているようである」と述
べ、海外現地法人による潜在的な市場機会へ
の対応と企業家によるイニシアティブの重要
性を指摘している。彼女は、海外現地法人に
は次の 3 つの市場イニシアティブが存在する
と述べ、それを統計的に検証している。
　⑴ ローカル・マーケット・イニシアティブ：

現地の顧客、競合企業、サプライヤー、
政府との取引に対する働きかけ

　⑵ グローバル・マーケット・イニシアティ
ブ：海外現地法人で蓄積した経営資源を
他地域の関係する市場に広げようとする
働きかけ

　⑶ インターナル・マーケット・イニシアティ
ブ：多国籍企業内ネットワークの他の現
地法人や親会社における、特定海外現地
法人で蓄積した経営資源の活用

　Ghoshal and Bartlett（1988）は、現地子
会社の主体的属性として、⑴現地子会社にお
けるスラック（余剰）資源、⑵意思決定にお
ける現地子会社の裁量、⑶現地子会社の、親
会社の目標や価値観との規範的統合、⑷現地
子会社内の管理者間のコミュニケーション
と、当該現地子会社と本社や他の現地子会社
とのコミュニケーションの密度、などをとり
あげ、それらと現地子会社発のイノベーショ
ンの創造、適用、拡散などとの関係性を分析
し、これらの変数が現地子会社発のイノベー
ションの過程に深く関わっていることを示唆
した。
　これらの、現地子会社を起点とする（ある
いはそれらを分析単位とした）市場イニシア
ティブやイノベーション、経営資源・能力蓄
積などは、本稿とも視点が重なる。ただし、
これらの研究は、これまでのところ現地子会
社の活動を、多国籍企業の「トランスナショ

ナル化」の一部と位置付けており、現地子会
社の役割がその枠組みの中で論じられている
ことも否めない。つまり、グローバルな効率
化のための統合、現地適応とローカルな差別
化、世界的な学習とイノベーションの 3 つを
追求し、組織能力を進化させるプロセスの中
に、現地子会社の活動が組み込まれている

（Bartlett and Ghoshal, 1988）。しかしそうし
た見方はやはり本国と現地子会社、または現
地子会社間の経営資源の共有や移転がある程
度問題なくでき、拠点間のシナジーを生かし
て全体が発展していける姿を想定している。
現地子会社の役割を認めてはいるものの、枠
組みとしては依然として本国や本社からもの
を見る見方から脱し切れていないようにも思
える。
　問題は、そうした見方で、今後の新興国市
場戦略を過不足なく分析できるか、である。
後述するが、新興国市場戦略が、これまでの
現地子会社の市場イニシアティブやイノベー
ション等の議論と異なるのは、本国と現地の
間に明らかな経済格差を想定していることで
ある。つまり、経済発展段階の違いからくる、
本国と現地に横たわる市場条件や資源条件の
非連続性に目を向けている。
　伝統的な多国籍企業論では、本国側の優位
性が強調され、本国からの経営資源等、優位
性の源泉の移転が論じられてきた。しかしそ
こでは、うまく経営資源が移転されれば、海
外市場で競争優位性を発揮できると想定して
おり、経済格差からくる市場条件や資源条件
の違いを議論の中心には置いてこなかった。
これらの理論がつくられた時代は、直接投資
といえども、あくまで先進国間、あるいは先
進国から中進国への投資が議論の範疇であ
り、途上国は中間層に乏しく、多くの人口は
貧民層にいた。また資本主義国の企業にとっ
て旧社会主義国はアクセスできない経済圏で
あった。トランスナショナル組織に関する理
論も、現地子会社の主体的役割に目を向けて
いるが、拠点間の自律性、共通性、シナジー
をどう発揮するかという点を論じているもの
の、これら新興国市場特有の市場・資源条件
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の格差や差異を正面から検討しているわけで
はない。そこに今後の国際経営分野の 1 つの
研究課題がありそうだ。

Ⅱ　�新興国市場戦略の�
分析視角に関する考察

　日本企業など、先進国の企業が新興国市場、
とりわけその中でも新興国の下位市場にアク
セスをしようとするときに直面する特有の参
入障壁や経営課題をどう整理すればよいだろ
うか。第 2 節では、新興国市場戦略固有の問
題を考えるうえで参考になりうるいくつかの
理論をとりあげ、改めて分析視角を検討する
ことにしたい。

1．新興国市場戦略のジレンマ

　日本企業などの先進国企業が、新たに成長
する新興国市場を相手にビジネスを展開する
時にまず課題となるのは、これまで本国で
培ってきた製品やビジネスモデルが所得水準
などから見れば下位の新興国市場において必
ずしもそのまま受け入れられるわけではない
という点である。従来型の成長戦略が抱えて
いる課題は、戦略が先進国市場をベースに形
成され、経営資源も概ね本国など先進国市場
のものに依拠していることそのものによる。
これまでの成長戦略とは、市場条件や資源条
件が、そもそも非連続な市場に、いかに参入
するのかという点に課題がある。
　従来、多くの先進国企業にとり、後発の途
上国市場は先進国市場の補完的市場という位
置づけにあり、先進国市場で築き上げた製品
ラインからローエンドのものを選択したり、
それらを低機能化（defeaturization）して持
ち込むなどしてきたが、それらは現地市場の
市場特性をもとに企画されたわけではなく、
販売や生産、調達の方法も、上位市場で構築
したものを、多少の修正を加えて持ち込むに
留まることが多かった。そうした製品やビジ
ネスモデルは、途上国市場では一部の上位市

場に受け入れられるものの、全体の市場シェ
アは伸び悩んできた。仮に成功したとしても、
それが戦略的に意図されたものなのか、偶然
の所産なのかの判別が難しかった。途上国の
中間層市場に幅広く浸透するためには、単な
る既存のローエンド製品の持ちこみでは限界
があった。
　さらに深刻な問題は、先進国市場において、
先発企業が、自国市場で競争優位を築くため
に開発競争で鎬を削り、互いに差別化競争を
展開すればするほど、自国の上位市場や他の
先進国市場で自国と市場条件が類似した市場
セグメントでは需要を創造できるものの、下
位の新興国の中間層市場への対応に十分な経
営資源を割くことができず、成長市場でシェ
アを獲得することが困難になるという点であ
る。その結果、先発企業は当初、市場で競争
優位を築いたとしても、瞬く間に後発国企業
に市場シェアを逆転されてしまうという事態
が起きてしまう。こうした現象は、先進国企
業にとっての「新興国市場戦略のジレンマ」
と言いうる。先発企業にとっての課題は、こ
のジレンマをいかに克服するかという点にあ
り、先進国市場での開発競争や差別化競争で
競争優位を持続しながら、いかに下位の新興
国の中間層市場に適切な資源配分を行い、市
場浸透化戦略を計画するかという点にあると
考えられる（図 1 を参照）。
　イノベーション研究の分野で著名な先行研
究の 1 つに、ハーバード大学のクリステンセ
ン教授が執筆した『イノベーションのジレン
マ』がある（Christensen, 1997）。ここで述
べた先進国企業の新興国市場におけるジレン
マは、同書の「イノベーターのジレンマ」に
その本質が似ている（新宅 , 2009；新宅・天野 , 
2009）。
　同書において、クリステンセンは、持続的
技術（incremental technology）と破壊的技
術（disruptive technology）という 2 つの概
念を導出している。前者は、メインストリー
ムの製品パフォーマンスの改善に貢献する技
術のことを言い、後者は、メインストリーム
の製品パフォーマンスを一時的には低下させ
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るが、周辺的（一般には新興の）顧客の価値
創造に貢献する技術のことを言う。リーダー
企業は、既存顧客との関係を重視して、メイ
ンストリームの製品パフォーマンスを改善す
るための持続的技術への開発投資は積極的に
行うが、メインストリームの製品パフォーマ
ンスを一時的にではあるが低下させる破壊的
技術への投資は行いにくい。リーダー企業に
はそのようなジレンマが存在するが、そのこ
とを「イノベーターのジレンマ」と呼んでい
る。
　これに対して、「破壊的イノベーション

（disruptive innovation）」という概念が紹介
されているが、これは、メインストリームの
顧客の声を必ずしも積極的に聞かず、最初は
低マージンしか約束されていない低パフォー
マンス製品の開発に投資し、破壊的技術によ
る顧客価値創造を積極的に進めていくことと
されている。メインストリームの顧客を相手
にしているリーダー企業にとって、通常は破
壊的イノベーションへの対応は困難である。
むしろ、メインストリームの顧客関係との制
約が少ない新興企業が破壊的イノベーション
に積極的に対応するインセンティブを持つ。
先発企業が破壊的イノベーションに対応する
には、それなりの戦略・組織的な対応が必要
である。

2．�ジレンマ克服の諸観点：実験・
探索と資源再配分に向けた組織
デザイン

　クリステンセンは著書の中で、イノベー
ターのジレンマの発生要因について、以下の
4 つ挙げており、先発企業がジレンマを克服
するには、各々の要因について、適切な措置
をとる必要があると述べている。
　⑴ 資 源 依 存 の 理 論（theory of resource 

dependence）：リーダー企業は、既存の
顧客や投資家に自社の経営資源を依存さ
せており、新興市場に資源再配分を行う
ことが難しい。

　⑵ 新興市場の規模の矮小性：小さな市場で
は、メインストリームにあるリーダー企
業の成長ニーズを満たすことができない

　⑶ 新興市場の不確実性・不透明性：リーダー
企業にとって、存在しない市場は分析で
きない

　⑷ 技術供給と市場ニーズのミスマッチ：製
品の技術パフォーマンスの高低と市場
ニーズの大小との間には必ずしも適合関
係が保証されていない。

　第 1 の既存の顧客や投資家への資源依存の
制約を克服するためには、破壊的イノベー
ションを担う事業体に対して、完全に権限を
委譲することが重要であり、⑴それらの事業

図表 1　「新興国市場戦略のジレンマ」と戦略再構築の焦点

先進国 途上国

対象となる市場

先進国市場での
差別化戦略

ローエンド製品の
直接的海外移転

MOP（Middle of the Pyramid）

BOP（Base of the Pyramid）

新興国市場戦略の
再構築（どんな条
件が必要だろうか）
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体を企業のメインストリームから切り離して
完全にスピンアウトさせたり、⑵経営者が、
強力なリーダーシップを発揮して、既存技術
から破壊的技術へ大胆な資源再配分のマネジ
メントを行うことなどが示されている。
　第 2 の市場規模の矮小性については、市場
規模に組織規模を合わせることの重要性が示
唆されている。⑴小さな規模で利益を出すこ
と、⑵市場がある程度大きくなるまで参入を
見合わせること、⑶小さな事業の成功が意味
をなすような小さな組織に事業を任せるこ
と、などにより、まずは事業の存在意義を内
外に認めさせ、企業からより多くの資源配分
を仰ぐことが肝要とされている。
　第 3 の市場の不確実性や不透明性について
は、破壊的技術を使う市場での探索活動を強
化する必要性を説いている。ある技術をその
市場で使うかどうかは、まずその市場の中で
探索活動を展開し、その結果しだいであると
述べられており、持続的技術では行動の前に
計画が行われるが、破壊的技術の場合には、
計画の前に行動ありきで、行動による新興市
場での経験知の蓄積を重視する姿勢が強調さ
れている＊6。
　第 4 の技術供給と市場ニーズのミスマッチ
に関しては、技術パフォーマンスの上昇に合
わせて市場を上位移行させるようなマーケ
ティング活動や、市場のライフサイクルの変
化に合わせて、技術的に求められる機能を戦
略的に変えていくか、あるいはそれらを組み
合わせるかといった解法が提示されている。
　言うまでもないが、『イノベーションのジ
レンマ』において、「新興市場」というのは、
むろん途上国市場を指しているのではなく、
技術的に新興性の高いフロンティア市場全般
のことを指している。しかしジレンマの 4 つ
の要因やそれに対する先発企業へのインプリ
ケーションは、先進国企業が BRICs 等新興
国市場への参入戦略を考えるときにも示唆に

富む知見を与える。経済発展段階が異なり、
市場や資源の条件が先進諸国と大きく異なる
場合には、現地側の事業体を本国側のメイン
ストリームとは切り離し、そこに権限を委譲
する必要がある。現地では市場の範囲を限定
し、その中で実験・探索活動を進めながら、
実地経験の知識を蓄積していく。その中で、
どのようなビジネスが、現地の中間層を対象
とする市場セグメントに適合し、現地側の競
争環境や資源・コスト状況などを考慮しても
採算上通用するのか、検討を重ねていく必要
がある。現地市場で求められている機能や価
値を探索活動によって抽出し、技術主導では
なく、市場主導により現地市場で必要な価値
を生み出す技術を選択することに重きを置い
て、ビジネスを企画する必要がある。組織的
には、小さな成功が適切に評価されるように
事業体の組織規模を小さく整え、そこで確実
に利益があがるように組織を設計することが
賢明である。そこから成功モデルが抽出され
れば、本社はさらなる拡大のために、現地拠
点への資源配分を検討する可能性がある。

3．�下位市場への浸透とステークホー
ルダーとの関係構築：BOP市場
研究の応用

　もう 1 つ、今後の新興国市場戦略の分析視
角を考察するうえでとりあげておく必要があ
るのが、コーネル大学のハート教授ら米国研
究者による BOP（Base of the Pyramid）市
場をテーマとした一連の研究である（Hart 
and Christensen, 2002；Praharad and Hart, 
2002； Hart and Milstein, 2003；Hart and 
Sharma, 2004； London and Hart, 2004）。
　ハートらが対象にしている BOP 市場は、
途上国市場の中でも、1 人当たり年間 GDP
が 1,500 ドル以下（1 日 4.1 ドル以下）の所
得階層を持つ最下位市場である。前掲の図 1
でいえば、これらの市場は、日本企業が現在

＊6 クリステンセンはホンダの二輪車ビジネスの北米市場参入のケースに触れている。ホンダは北米市場に進出した当初、大型
二輪車市場で勝負しようとしたが全く売れなかった。しかしたまたま駐在員が 50cc 以下のスーパーカブ にオフロード用の
需要があることに気づき、小型二輪車の新しい市場を本格的に開拓していった。この事例は現地市場での探索活動の重要性
を示す（Christensen, 1997）
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対象としている中間層市場（MOP：middle 
of the pyramid）のさらに下にあり、ハート
らの議論を参考にするときは、BOP 市場と
MOP 市場の市場条件の差に留意しておく必
要がある。
　図 2 は、中国市場のピラミッド構造と、
BOP 市場、MOP 市場、ならびに TOP（top 
of the pyramid）市場の 3 層との大まかな対
応関係である。吉村（2009）の中国市場の階
層構造区分を参考にすれば、BOP 市場には、
1 人当たり GDP が平均 1,000 ドルラインの
サブネクストリッチ（続々富裕層）と年収
500 元以下の最貧困層が含まれる。MOP 市
場はその上層に位置し、1 人当たり GDP が
平均 3,000 ドルライン以上のネクストリッチ
層（続富裕層）とその上のニューリッチ層（新
富裕層）が対象となり、このあたりが、日本
企業が市場浸透の対象としている中間層市場
と言われている。中国では、ネクストリッチ
層が 2.2～2.4 億人、ニューリッチ層が 2.6～2.8
億人いると言われている。さらにその上には
資産 1 千万元以上を保有するリッチ層（富裕

層）がいるが、このセグメントは TOP 市場
と呼べる。
　このように整理すると、ハートらの BOP
市場は、現在日本企業が対象としている
MOP 市場とは対象が異なることがわかる。
しかし BOP 市場で論じられている論理や仮
説は、TOP 市場から見れば同じ下位市場に
属する MOP 市場への製品やビジネスモデル
の浸透問題を考えるときにも応用が可能と筆
者は考える。
　Hart and Sharma（2004）では、国際ビジ
ネスの研究の多くが先進国での現地子会社の
活動を研究しており、途上国にその理論が一
般化できるかどうかわからないと指摘してい
る（おそらく「ピラミッドのトップ」しか対
象にできない）。そしてこれを補完するため
に、既存の理論で言及されてこなかった、「ラ
ディカル・トランズアクティブネス（radical 
transactiveness）」という新しい動態的能力
概念を導出している。
　この能力は、途上国市場における破壊的な
変化に対応するために）、周辺（fringe）に

図表 2　中国の市場ピラミッドと 3 層の位置づけ

TOP 市場

BOP 市場

中間層
（MOP）
市場

現在の日本企業
のチャレンジ

1 人当たり GDP1500 ドルライン

Rich（富裕層）約 1000 万人：
資産 1 千万元を有する階層、
海外旅行、高級車など

New Rich（新富裕層）2.6～2.8 億人：
中間層の上位層、家電や車の購買意
欲が高い、省エネ、健康志向強い

Next Rich（続富裕層）2.2～2.4 億人：
1 人当たり GDP が 3000 ドルライン

Sub Next Rich（続々富裕層）7 億 1000 万人：
1 人当たり GDP が 1000 ドルライン

最貧困層 2000～3000 万人：
年収 500 元以下

出所：吉村卓「つれづれなるままに思う中国」「アジア IT ビジネスジャーナル」第 2 号、
2009 年、33 ページを参考に著者加筆
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いるステークホールダーのものの見方を、シ
ステマティックに認定し、探索し、統合する
能力と定義している（Hart and Sharma、
2004）。彼らは、途上国市のステークホール
ダーを、中核ステークホールダー（core 
stakeholders）と周辺ステークホールダー

（fringe stakeholders）に分けており、前者
には、投資家、顧客、政府、競争相手、従業
員、NGO、サプライヤー、コミュニティな
どが含まれ、後者には、貧困者や弱者、孤立・
分離した人々、敵対的な集団、正当性を持た
ない集団などが含まれている（Hart and 
Sharma, 2004）。BOP 市場に参入するために
は、中核ステークホールダーのみならず、周
辺ステークホールダーとも関係を持ち、それ

らの対立やコンフリクトを熟知したうえで、
成長の方向性を探らなければならない。ラ
ディカル・トランズアクティブネスとは、周
辺ステークホールダーと関係を構築し、知識
と経験の枠を広げて、社会的な制約や可能性
を踏まえたうえで、事業を推進する道を探る
能力のことを指している。
　London and Hart（2004）は、かかる視座
に立ち、BOP 市場参入に必要な能力を、24
の事例から帰納的に検証している。表 1 はそ
の分析結果を示しているが、⑴非伝統的な
パートナーとのコラボレーション、⑵カスタ
ムソリューションの共同創造、⑶ローカル
キャパシティの構築という 3 つの観点から、

「新しいグローバルケイパビリティ」を析出

図表 3　新しいグローバル・ケーパビリティの必要性

Base of the pyramid market で成功する戦略 Base of the pyramid market で不成功な戦略

●非伝統的なパートナーとのコラボレーション
　◦ 私企業と非企業の両方のパートナーの価値を十

分認める
　◦  NPO や他の非伝統的なパートナー組織と積極

的に関係を築く
　◦ 社会インフラの専門的知識や現地での事業正当

性の確保のため非企業型のパートナーシップを
活かす

●非伝統的なパートナーとのコラボレーション
　◦ 現地子会社やそこと親しいパートナーの専門的

知識に過度に依存する
　◦  NPO や他の非伝統的なパートナー組織との関

係が限られている
　◦ 新しい市場や現地のコンテキストに関する情報

を親しい、もしくは既存のパートナーに依存し
ようとする

●カスタムソリューションの共同創造
　◦ 製品を最終顧客に販売する前に製品を大幅に修

正する複数のディストリビューターと関係を持つ

　◦ ユーザーイノベーションやモディフィケーショ
ンの余地を残す

　◦ 製品やビジネスモデルのデザインは共同で進化
する

　◦ 製品を機能の面から見る傾向がある

●カスタムソリューションの共同創造
　◦ 製品をそのまま売る傾向がある。ディストリ

ビュータやユーザーによる変更を制限しようと
する

　◦ パテントやブランドなどの知的財産を守ること
に、必要以上に努力をかける

　◦ ビジネスモデルが設計される前に製品が開発さ
れている

　◦ 機能からでなく、製品そのものから価値提案を
見る傾向がある

●ローカルキャパシティの構築
　◦ 既存のローカルな機関の価値を認識する

　◦ ローカルな企業家や他のパートナーにトレーニ
ングを行う

　◦ ローカルなインフラやサービスの欠落は潜在的
チャンスと捉える

●ローカルキャパシティの構築
　◦ 現地の環境を欠如している機関という視点から

見る傾向がある
　◦ ローカルな企業家や諸機関との限られたコンタ

クト
　◦ ローカルなインフラやサービスの欠落を、必ず

克服しなければならない挑戦、課題と受け止め
る傾向がある

（出所） London and Hart, Reinventing strategies for emerging markets: beyond the transnational model, JIBS, 35, 
2004, p.357
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している（このケイパビリティは別稿におけ
る「ラディカル・トランズアクティブネス」
の動態能力概念とほぼ同義であると考える）。
BOP 市場で成功する企業と不成功な企業の
間には、これら 3 つの能力群の諸要件におい
て差異があり、それらが下位市場での成長性
を左右するという。
　BOP 市場で論じられる能力概念のある部
分については、日本企業が今後市場参入を強
化していく MOP 市場でも適用されるべきと
思われる。London and Hart（2004）では、
⑴ BOP 市場に参入する時には、企業は TOP
市場で開発された知識や資源の企業の境界内
での移転や保護に頼ることはできない、⑵こ
れまで議論されてきたグローバルな効率性、
現地適応性、既存知識の移転など TOP 市場
で使われてきた能力を超えた、追加的な能力
を必要とする、といった命題が提示されてお
り、この点は MOP 市場も変わらない。彼ら
はまた、⑴ BOP 市場に参入する時には、そ
の事業環境における強みを特定化し、利用す
ることが有効性を高める、⑵ BOP 市場に参
入する時には、社会的コンテキストを理解し、
ボトムアップで構築し、組織の境界を越えて
資源をシェアする戦略が有効性を高める、
⑶ BOP 市場に参入する時は、社会的埋め込
み（ネットワーク、制度等の判断への反映）の
能力を持った企業が、成功しやすいといった
命題も検証しており、これらの諸点は MOP
市場での市場浸透を考える際にも十分に参考
になる視点である。今後はこうした視点の提
示をふまえ、それらをいかに日本企業の現状
分析に適したかたちに修正や再検討を加えて
いくかが我々日本の研究者の課題である。

4．�プロジェクトにおける状況能動
のデザイン：参加者の学習と�
資源蓄積

　ややディシプリン（学問分野）が異なるが、
途上国の下位市場への参入問題を検討すると
きに、従来の開発経済学の知見が参考になり
うる。開発経済学は従来から途上国での開発
プロジェクトの運営について研究を蓄積して

おり、これらの研究成果は、民間企業が途上
国市場で一定規模以上のビジネスを展開する
うえで学ぶべき点が多い。たとえば、この分
野の古典的文献になるが、プリンストン高等
研 究 所 の ハ ー シ ュ マ ン 名 誉 教 授 の 著 書
Development Projects Obserbed の提示した
理論や概念は、本稿の問題意識においても大
変示唆に富む結果を残している（Hirschman, 
1967）。
　同書は、ハーシュマンが、当時の世界銀行
の管轄下にあった 11 の経済開発プロジェク
トを観察し、各事例のインプリケーションを
まとめたものである。個々の開発プロジェク
トの検討にあたり、彼は「選択するプロジェ
クトの技術的特性によって、現地側の組織の
学習や人々の意識の変化、制度的な改革の進
み方が異なってくる」とし、開発プロジェク
トの内容や性格によって、現地の人々の意識
や経験、組織能力や制度などの諸変数がどの
程度影響を受けるかという点を見ようとした。
　一般的に、現地のプロジェクト参加者に
とって、開発プロジェクトは、「状況受動

（trait-taking）」と「状況能動（trait-making）」
という 2 つの特性を持つ。プロジェクト遂行
の際に、現地の環境があまりに劣悪な場合、
プロジェクトの技術的な要求水準があまりに
高い場合、プロジェクトが参加者に対して排
他的に設計されており、現地側での主体的な
学習の余地がないような場合などは、プロ
ジェクトの多くの参加者は、ただそうした状
況を受動的に受け入れるのみで、プロジェク
トに積極的に参加し、主体的に個人や組織の
状況を変えようという意識には至らない。こ
うした状態は「状況受動」と呼ばれる。一方、
プロジェクトに現地環境を変えうる見込があ
り、現地の参加者が積極的に関与する余地が
あり、彼らの主体的な学習や意識改革を進め
うる状態は「状況能動」と呼ばれる。
　現地で開発プロジェクトが成功するには、
最終的にはプロジェクトの参加者が状況受動
から状況能動へと意識や態度を変え、自発的
な学習活動を通じて、組織能力を構築してい
く必要がある。しかし外部から与えられる開
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発プロジェクトが、最初から状況能動の状態
にあることは稀有であろう。むしろ当初は状
況受動にありながらも、そこからプロジェク
ト参加者が徐々に学習をはじめ、そのような
外部効果を通じてある程度準備が整った段階
で自発的に状況能動が起こっていく。あるい
は開発プロジェクトのリーダーがある段階か
らかなりテコ入れを行い、参加者に状況能動
を促していく。そのような移行プロセスを経
るはずである。
　多くの開発プロジェクトでは、プロジェク
トをはじめた段階で、そのプロジェクトに関
わる様々な外部コストが認識されていない。
そのような中、最初からプロジェクトの成否
を予見して計画をたてることは困難である。
初期の段階では、たとえば起こりうる外部コ
ストを敢えて過小評価して、プロジェクトを
まずは前進させ、そこから来る経験的な資産
をプロジェクト内部に蓄積させることが重要
である。それが真の意味での不確実性の削減
につながり、参加者が「状況受動」の膠着状
態に陥ることを防ぐ（「Hiding Hand」の原理）。
　こうしたスタンスに立つとき、あるプロ
ジェクトの評価の際に、プロジェクト本来の
アウトプットに関する財務的な評価は、成果
評価の一部にすぎない。ハーシュマンによれ
ば、むしろ開発プロジェクトにおいては、プ
ロジェクトが生み出した副次的効果や二次的
効果、外部効果などからも成果が評価される
べきとしている。たとえば、プロジェクトの
遂行期間の間に現地側参加者がどれだけ新し
い技術やスキルの獲得し、経営資源の蓄積を
図ったか、企業家精神や組織学習を発揮し、
官僚主義的な風土を排除したか、川上や川下
の産業や地域にどれほどの経済的波及効果が
あったかなどは、当該プロジェクトの直接的
効果と同様に取り上げるべき副次的効果

（side-effects）である。このような副次的効
果の薄いプロジェクトは、たとえ短期的な財
務的成果を上げたとしても、その後の持続可
能性が低く、大きく発展する可能性は小さい。
したがってとりわけプロジェクトの初期にお
いてはその副次的効果に着目し、それが事後

的に与える影響についても考慮すべきである。

5．�アーキテクチャと組織能力の再
構築：ものづくり経営論からの
知見

　最後に、東京大学ものづくり経営研究セン
ターでこれまで進めてきた「ものづくり経営
学」の理論が、新興国市場戦略を分析すると
きに果たしうる役割について考察する。「も
のづくり経営学」は組織能力やアーキテク
チャ論などを鍵概念とする日本発の経営理論
である（藤本ほか、2007）。「ものづくり」の
定義は、狭義の生産のみを意味しておらず、
むしろ「設計情報の流れ」を中心にすえてい
る。すなわち「ものづくり」とは，人工物（＝
設計されたもの）である財・サービスによっ
て顧客を満足させるための全社的な取り組み
のことであり，顧客を満足させる使用価値を
持った設計情報を創造し（＝開発），適切な
媒体に転写し（＝生産），顧客に向けて発信
する活動（＝販売）の総体である。
　その中で、「ものづくりの組織能力」とは、
開発や生産の現場に顕現する組織能力のこと
を指す。すなわち、顧客へ向かう設計情報の
創造・転写・発信のプロセスを、競合他社よ
りも正確に、効率良く、迅速に遂行する現場
組織全体の実力を指す（藤本 , 2004；藤本ほ
か , 2007）。一方で、アーキテクチャとは、
製品や工程の基本設計思想である。製品や工
程を複数の構成要素からなるシステムと考え
たときに、これらものづくりの根幹となるシ
ステムの分節や連結をどう設計（デザイン）
するかという基本設計思想が存在し、そのこ
とをアーキテクチャと呼んでいる（Ulrich, 
1995；Baldwin and Clark, 2000； 藤本・武石・
青島 , 2001）。
　近年、これらのものづくり経営学の枠組み
を国際経営の分野に応用する試みも進みつつ
ある（藤本・新宅編 , 2005；新宅・天野編 , 
2009）。ただし、これらの研究は、これまで
のところアジアや中国などの地域における各
国・地域の組織能力の比較優位を背景とした
立地論や国際分業論、さらには日本企業と韓
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国企業や台湾企業、中国企業などとの分業・
協業関係、それらにもとづく競争力分析など
を行ってきたが、新興国の中間層市場に向け
た浸透化戦略という観点から、ものづくり経
営学の可能性を検討した研究はこれからの課
題 で あ る（ 新 宅、2009； 新 宅・ 天 野；
2009）。本稿もその試論と位置づけられるが、
ものづくり経営学の枠組みは、途上国の中間
層市場への浸透化戦略を考えるときにも多く
の可能性を持っているので、その点について
記述する。
　途上国の中間層市場に製品を浸透させる際
に、本節の前半に述べた資源配分上の障壁や
ジレンマが想定され、その市場に向けてビジ
ネスを浸透させるために、これまで経験した
ことのない規模で、生産や販売などの供給能
力を拡大する必要があると予想される。また
途上国市場に受け入れられるために、製品の
機能や品質を改めて見直す必要も出てくる。
中間層市場への参入は、先発企業に、これま
でのものづくりの在り方の再検討を迫るもの
ともいえる。では実際に組織能力やアーキテ
クチャはいかに変化するのだろうか。
　東南アジア市場におけるホンダの二輪車の
事業展開がこの点を理解するうえで有用な事
例である＊7。ホンダの二輪車が中国市場にお
いて、中国系バイクメーカーとの競争で苦戦
を強いられていたのは周知であるが、2000
年代前半には、中国市場におけるローカル系
メーカーとの競争が東南アジア市場にも影響
を及ぼしはじめていた。それまで東南アジア
市場はホンダなど日系バイクメーカーが圧倒
的シェアを誇っていたが、2000 年頃から中
国系メーカーのバイク製品が、完成品や KD
部品の輸出などを通じて東南アジア市場にも
浸透した。ベトナム市場やインドネシア市場
はその影響を受け、安価で低品質な中国製バ
イクが市場に氾濫し始め、それらによって市
場は急激に拡大したが、日系企業のシェアは
顕著に低下した。

　ホンダはこうした状況を危惧し、2002 年
に ASEAN 市場（とくに中国系の浸透が激
しかったベトナム市場）に、従来の製品から
値段を半分に落とした Waveαを企画し、市
場に投入していった。1000 ドルのオートバ
イを実現するために、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、現地部品を利用する
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
1000 ドルに手が届かない。そこでローカル
企業への指導を行うとともに、機能と品質の
基準の改訂にまで踏み込んだ対応を行って
いった＊8。
　「Waveα」はローコストインテグラル製品
の象徴的車種であるが、ホンダはこの車種の
投入を 1 つの契機として、ASEAN 市場全体
でローコスト対応が可能な、開発・生産分業
体制と各国での生産・調達体制を整備して
いった。そのことが重要である。二輪車は自
動車と同じように、ファッション性のある製
品である。ASEAN 市場とはいえ、タイとイ
ンドネシア、ベトナムでは、それぞれ外観デ
ザインに求められる特性が異なり、それゆえ
外観設計については、各市場に応じた商品企
画や設計開発、金型開発、部品の量産（内製
／外部調達）などが必要である。各国に投入
する外観部品の企画や設計開発はタイで行わ
れているが、市場情報の収集や金型開発・部
品の量産などは各国に分散している。商品企
画の際には、各国の現地市場で生きた市場情
報を収集し、それをもとに各国ごとに異なる
外観をデザインし、それらをタイで企画化す
る。そこで決められた部品をどう調達するか
は、部品にもよるが、現地で金型を設計し、
部品を調達できるサプライヤーや自社の内製
部門を強化し、現地調達率を伸ばしている。

＊7 太田原（2009）、三嶋（2007、2008）、天野（2007）などを参照。
＊8 新宅（2009）を参照。
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　一方で、二輪車の機能性に関わる品質を保
証 す る た め に、 駆 動 系 部 品 に つ い て は
ASEAN 市場内でできるだけ標準化し、エン
ジンやプラットフォームなどの標準化と各国
で投入する車種間の共用化を図ってきた。ホ
ンダは ASEAN 用二輪車のプラットフォー
ムについてはタイに駆動部品の設計開発拠点
を置き、ここを、ASEAN 市場全体の研究開
発拠点と位置づけ、強化してきた＊9。ASEAN
各国の二輪車の使用データなどはタイに集約
化され、タイで各国共通のプラットフォーム
の駆動部品が設計される。その設計情報は各
国拠点に移転され、金型や部品の量産は各国
に任される。
　ASEAN 内の開発・生産の分業体制は図 3
のようになる。タイでは、⑴ ASEAN カブ
のプラットフォームと共通で使われる駆動系
機構部品の開発、⑵タイ市場向けのモデル開
発、⑶インドネシアやベトナムなどへの製品
開発を行い、ベトナムやインドネシアでは、
⑴各国市場に応じた商品企画、⑵外観的部位

（成型部品）の設計開発から金型開発、⑶機
構部品の生産を行う体制である。こうした生

産戦略により、ASEAN 各国の市場ニーズに
応え、同時に品質を保証できる製品の量産が
可能になった。これにより、ベトナムやイン
ドネシアでのホンダの二輪車への需要もしだ
いに回復基調に転じていった。折しも、2002
年以降は、これらの国で中国製バイクの品質
問題が露呈し、消費者が品質に対して評価す
る雰囲気ができたこともあり、ホンダ製バイ
クの市場シェアが拡大を遂げた。
　一連の戦略の結果により、タイでの研究開
発能力、ベトナムやインドネシアでの金型製
作や部品量産、ローカルサプライヤーによる
調達体制の整備などは大幅に進展した。ベト
ナムでは 2001 年に 53％だった部品の現地調
達率が 2003 年に 76％になった。インドネシ
アでも部品の製造・調達体制は強化された。
工場には、最終アセンブリーのみならず、ア
ルミ鋳造、機械加工、エンジン組立、プレス、
溶接、塗装などの川上工程が整備されている。
工場の部品内製率は 10％ほどであり、自社
工場内に部分的に工程を残して品質をコント
ロールしながら、約 130 社におよぶサプライ
ヤーに取引先を広げ、彼らの加工レベルが上

＊9 タイではもともと 1988 年頃から二輪車の設計開発が行われてきたが、97 年に Honda R&D Southeast Asia Co. Ltd. in 
Thailand を設置し、設計開発活動を拠点化した。その後、2003 年にはこのセンターに 80 万バーツを投じ、ASEAN 市場の
二輪設計活動を強化した。 R&D 活動は市場調査、商品企画、設計、モックアップ、試作、検査の諸活動を含む本格的なも
のとなった。

図表 4　ASEAN 二輪プラットフォームにおける開発・生産の国際分業

タイ
①  ASEAN カブのプラットフォー

ムと機構部品開発
② タイ市場向けモデルの開発
③ インドネシアやベトナムなど

への製品設計開発

インドネシア
① インドネシア市場に応じた商品

企画
② 外観的部位の設計開発から金型

開発
③ 機構部品の生産

ベトナム
① ベトナム市場に応じた商品企画
② 外観的部位の設計開発から金型

開発
③ 機構部品の生産

市場に即した機構開
発への情報フィード
バック

市場に即した機構開
発への情報フィード
バック

機構系・商品設計
情報の付与

機構系・商品設計
情報の付与

82　国際調査室報



がるように指導が行われている。
　ホンダの二輪車における東南アジア戦略
は、途上国の中間層市場に向けて供給される
バイクが増え、中国系バイクメーカーなどの
下位の競合企業との競争が国際的に展開され
る中で、組織能力やアーキテクチャのかたち
が大幅に変容した事例である。ローコスト製
品の投入を皮切りに、中間層市場に製品を浸
透させ、中国製バイクと拮抗できる価格帯で、
それ以上の品質と価値を具現化することで、
市場シェアを伸ばしていった。その過程で、
機能や品質の見直し、市場情報や商品企画の
現地化、設計開発や金型開発、部品生産と現
地調達化の大幅の推進など、様々なものづく
りの現地化が進んだ。多くの日本企業が今後
途上国の中間層市場にビジネスを広げていく
と予想されるが、そのときに、アーキテクチャ
や組織能力を中心とするものづくり経営の諸
条件をどう再定義していくかは、新興国市場
戦略においてきわめて重要な問題である。新
興国市場戦略を考えるときには、単なるマー
ケティング上の現地適応以上に、供給側のシ
ステムをいかに再設計するのかという根本的
な問題が横たわっており、その点にメスを入
れる分析枠組みが必要になる。

Ⅲ　まとめと課題

　第 2 節では、新興国市場戦略に関係する理
論を検討してきた。最後に論点を整理し、課
題をまとめておこう。いくつかの研究でも指
摘されているように、従来の国際ビジネスの
研究は、本国からの経営資源の移転や、本国
を起点にした戦略・組織構造の展開など、グ
ローバル戦略やトランスナショナル組織の枠
組みの一貫として現地子会社の役割を考える
傾向があり、そもそも本国からの資源移転に
多くを期待できない新興国市場戦略の分析に
おいて十全とは言いがたかった。新興国市場
戦略の課題は、本国の市場や資源とは非連続
性の高い、途上国の中間層市場にどうすれば

製品やビジネスを浸透させることができるか
という点にある。
　本国の経営資源への依存が強く、先進国の
顧客を基盤としているため、そもそも不確実
性が高く、規模も小さな市場に参入すること
は困難であるという構造は、イノベーターの
ジレンマの論理と共通性を有する。このよう
な新興市場に対し、企業は、既存製品を輸出
し、KD 生産を試みる以上の投資を行うこと
をためらうだろう。しかし、結果的に、そう
した企業は、途上国の中でもごく限られた
TOP 市場しか相手にできなくなり、下方に
広がる広大な市場において、下から湧き上が
る顧客群や競合企業の動きに対応できなくな
る。
　企業は、こうしたジレンマを考慮に入れ、
なおかつ途上国の中でも TOP 市場のみなら
ず、下位の MOP 市場、さらには BOP 市場
にも戦略的に関与する方法を考える必要があ
る。これまでの議論から、新興諸国の中間層
市場などに製品やビジネスモデルを浸透させ
るには 4 つの考慮すべき要件があることがわ
かってきた。
　第 1 は、参入の初期段階で、下位市場にお
いて実地実験を行い、TOP 市場とは異なる
市場条件や資源条件を分析し、そのような環
境の中でも、顧客に価値を提供し、収益を生
み出すビジネスモデルが成り立つかどうかを
検証する役割の重要性である。新興市場にお
ける実験・探索活動と経験知を蓄積すること
と、小さなユニットで成果を上げていくこと
の必要性が示唆されている。そのような「実
験の場」を実際の事業プロセスの中でどう位
置付け、役割を担わせるかが課題になる。ま
た、そこにどのように権限委譲を図るかとい
う組織上の問題も熟慮すべきだろう。
　第 2 に、下位市場は市場ボリュームも大き
く、これまでの戦略の延長線上にないステー
クホールダーと関係を構築し、すそ野を広げ
ていく努力が必要である。これらの能力は、
先進国から持ち込まれるというよりも、企業
自らが途上国市場の中で開発をしなければな
らない。ハートらによれば、⑴非伝統的なパー
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トナーとのコラボレーション、⑵カスタムソ
リューションの共同創造、⑶ローカルキャパ
シティの構築という 3 つの動態能力の重要性
が指摘されており、これらを考慮したビジネ
スモデルの検討が必要である。
　第 3 に、下位市場においてプロジェクトを
計画するとき、そのプロジェクトが参加者に
対して排他的ではなく、できるだけ多くの現
地側の参加者が関与し、自らコミットし、経
験知を蓄積できる環境が醸成されることが望
ましい。ハーシュマンはそうした状態を状況
能動と呼んだ。当初は状況受動的な状態にあ
るプロジェクトをいかに状況能動型に変えて
いくか、それにより、実務経験から得られる
現地側の経験知や見えざる資産をいかに蓄積
していくか、そうした視点から、当初採用さ
れるプロジェクトの技術的特性や経営管理手
法のあり方が検討されるべきだろう。
　第 4 に、もし下位市場に本格的に浸透を図
るならば、ビジネスの規模が大きくなるにつ
れ、アーキテクチャや組織能力などのものづ
くり経営の諸条件については、既存のものか
ら大幅な変更を図る余地が出てくる。本稿で
はホンダの二輪事業をケースとしてとりあげ
たが、下位市場できちんと受け入れられる製
品やビジネスモデルを企画し、巨大なボ
リュームを持つ市場に向けてそれらの供給条
件を整えていくことは並大抵のことではな
い。最初は小さく始めたとしても、それが一
定規模以上になってくると、下位市場に向け
て本腰を入れる覚悟と、ビジネスモデルの大
胆な変更が必要となり、アーキテクチャの変
更を通じて、現地に国際分業体制を敷き、各々
の拠点で能力蓄積を進める戦略が必要にな
る。ホンダの事例を見るかぎり、それらは
10 年越しになる可能性があり、全社的な経
営判断と支援を必要とするプロセスになると
思われる。
　以上の 4 点は、それぞれ異なる理論的ルー
ツから出てきたインプリケーションであり、
今後はこれらの理論的な背景と結論を理解し
ながら、新興国市場戦略のより統合的で現実
的な枠組みを構築できるかどうか、多くの課

題が残されている。しかし、本稿の限られた
紙幅でレビューを行う限り、新興国市場戦略
を分析していくときに、従来の成長理論や多
国籍企業論ではやや看過されていた視角や分
野に積極的に光を当てていく必要があり、そ
れを行うには、やや学際的な見地からの検討
が不可欠になると考えている。
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