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要約 

世界経済危機などの影響により、未だに低成長期が続く日本は、世界の中でのプレゼンス

は徐々に下がってきている。そのような状況の中で日本経済が世界の中でより高い位置を

保つためには、より効率的な経営と経済構造の変化に対応できるスピード感を身に着ける

必要がある。その解決策として、外資誘致を図り、日本の対内直接投資を増加させること

で経済成長を加速させることが１つのツールになるのではと考える。対内直接投資とは、

外資系企業が日本国内で経営を行うことを目的に行われる投資のことである。この対内直

接投資の促進は、消費者余剰の拡大や地域経済の活性化などのプラスの効果があると同時

に、日本国内の全要素生産性（TFP）を上昇させ、その TFP 上昇が経済成長率に寄与する

と考えられる。TFP とは、生産増加のうち、労働や資本の増加で説明できない部分の増加

を計測したもので、「技術進歩の進捗率」を示すものとされている。TFP の上昇は、経済成

長率の上昇に寄与することが、TFP 上昇率と GDP 成長率の推移に相関関係があることから

分かる。次に、外資誘致による日本国内の TFP 上昇を理論でみていく。『日本における外

資比率と企業経営』(木村福成、清田耕造 2003）では、外資と内資を比べると、全体的なパ

フォーマンスは外資の方が内資より良い上に、外資系企業がそもそも収益率の高い企業を

手に入れているのではなく、潜在的に成長が見込まれる企業が外資系企業となっているこ

とが確認された。それにより、外資系企業が参入することで企業のパフォーマンスが上が

る効果があると考えられる。さらに、『外資系企業の参入と国内企業の生産性成長』（伊藤

恵子 2011）では、外資系企業の参入は生産性の向上以外にスピルオーバー効果をもたら

すと示されている。しかし、これは全体としては正の効果は見られず、分析結果から製造

業・非製造業とも潜在的な成長性が高い企業については、正の相関をもつことが検証され

ている。ここで、規制が緩和されると生産性の低い企業が参入し、スピルオーバー効果が

なくなるのではないか、既存の地場系企業が最終的には淘汰してしまうのではないかとい

う２つの懸念点が生じる。前者は、Jurgen Bitzer and Holger Gorg (2005)の OECD17 ヵ

国のデータを用いて、対内・対外直接投資が企業の生産性に与える影響の分析結果により、

規制の異なる諸地域においても、多くの国で対内直接投資が生産性の向上につながってい

ることが示されており、懸念は棄却されると考える。後者に関しては、価格競争などをは

じめとする競合は消費者にとってプラスの影響を与える、淘汰される企業はもともと効率

的ではなく、ポテンシャルのある地場系企業のみがスピルオーバー効果によって成長して

いくという点から懸念を解消できると考えた。次に、対日直接投資の決定要因を本稿で検

証した。Fosfuri et al (2001)を応用し、多国籍企業（MNE）が輸出と対外直接投資（FDI）

のどちらを選択するか、生産性の向上につながる Technical Spillover を伴った FDI を行

うための条件はなにか、日本のように市場規模が減少していくケースで、モデルにどのよ

うな変化が見られるかという 3 つの観点についてゲーム理論を用いて検証した。この結果、
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労働者についての非対称情報をなくすこと、労働者のプールを集積の近くに用意すること

を前提条件おき、Technological Spillover を伴う FDI を MNE が選択するには、競争レベ

ルが緩い（差別的財の生産を行う）こと、K が低い（技術移転しやすい）ことが条件とな

り、ここから、技術移転コストを質的、距離的に低下させることが FDI 誘致に有効である

ことが考えられる。また、市場減少の日本におけるケースについては、人口の減少は、モ

デルにおいて第 0 期に MNE が FDI を選択する条件を厳しくするが、一方、仮に技術移転

コストを大きく削減することに成功するのであれば、人口減少を Technological spillover

のチャンスに変えることができるといえることが分かった。すなわち、技術移転コストを

減らすような政策が重要になる。そして、次に、対日 FDI を誘致するために、企業の立地

選択の決定要因について、OECD 諸国で 2007～2009 年のクロスデータを用いて回帰分析

で検証した。変数は、t 期における i 国から j 国への FDI 総額に対数値、制御変数（一人当

たり GDP（対数）、総人口（対数）、人口増加率）、t 期における j 国の法人税率、t 期にお

ける j 国での FDI ストック、経済連携ダミー、二国間で不変の固定効果、年代ダミー、誤

差項を使用した。ここから、FDI ストック、経済連携、英語力は FDI 総額に正の影響を与

え、法人税率は FDI に負の効果を与えることが分かった。また、日本の FDI 誘致は、日本

の持つポテンシャルをはるかに下回るようなレベルでしか FDI を誘致できていないことも

示された。ここから、このような現状を踏まえた上で、今後対日直接投資を誘致していく

政策を考える。 

政策提言においては、まず多国籍企業の立地目的を地域統括拠点、研究開発拠点、製造拠

点、物流拠点、販売拠点に分類し、その中で日本が近隣諸国内で優位性が保てる可能性の

ある、「地域統括拠点」と「研究開発拠点」の誘致に関する政策提言を行った。散在する企

業の機能・業務・事業を集約して一元的に管理することで、効率化・標準化・相乗効果な

どのプラスの影響を期待されている地域統括拠点については、立地選択の際に最も重要視

される項目である、１）ビジネスコスト、２）マーケットアクセス、３）ビジネスインフ

ラ、を考慮し、①外資優遇税制、②ゲートウェイ空港構想とオープンスカイ政策、③ＥＰ

Ａ締結、④語学力向上の４つ。製品開発などを担当する研究開発拠点については立地選択

の際に重要視される、１）ビジネスコスト、２）人材確保、といった点から、⑤クラスタ

ーによる企業との協力体制の構築を提言した。それぞれ、シンガポールや香港などといっ

た地域統括拠点や研究開発拠点の立地が進んでいる国と条件を比較した際に負けない、ま

たは日本が抱える阻害要因をなくすような政策提言となっている。 
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1 はじめに 

1990 年の米ソ冷戦終結を契機として世界規模で生じたグローバル化の波は、急激に世界

中に波及していった。ヒト、モノ、カネの動きが、国や地域などの旧来の枠組みを超えて

活発になるとともに、近年においては FTA などの経済統合がより進展し、国際分業体制が

新たな経済チャネルとして登場するに至った。 

2008 年のサブプライムローン崩壊、昨年から続くギリシャ危機の影響で世界経済は不況

に陥り、低成長期を迎えるに至った。そのような状況の中で、先進国の GDP 成長率は、0

～2%と低水準で推移している。 

日本においても、1990 年代初頭のバブル崩壊以降一時は好転しかけた経済状況も世界経

済危機によって悪化した。そのような状況に、さらなる打撃を与えたのが 3 月の東日本大

震災である。日本国内全体で見ても、震災によって一月～三月の実質 GDP を年率換算で約

4%下がり、さらに四月～六月もマイナスが続いた。七月～九月は自動車の生産回復等で４

四半期ぶりの成長が見込まれているが、依然として多くの企業は電力不足やサプライチェ

ーンの復旧などの難題に直面している。 

その一方で、アジアを中心とする途上国は先進各国をはるかにしのぐ高成長を遂げてお

り、日本のプレゼンスは徐々に下がってきている。そのような状況の中で日本経済が世界

の中でより高い位置を保つためには、より効率的な経営と経済構造の変化に対応できるス

ピード感を身に着ける必要がある。その解決策として、外資誘致を図り、日本の対内直接

投資を増加させることで経済成長を加速させることが一つのツールになるのではと考えた。 

対内直接投資とは、外資系企業が日本国内で経営を行うことを目的に行われる投資のこ

とである。日本の対外直接投資は、1985 年の 64 億ドルから 2009 年には 740 億ドルまで拡

大している。さらに、歴史的な円高である現在も、対外直接投資は積極的に行われている。 

一方で、対内直接投資額も対外直接投資額を大きく下回るものの、1995 年の 3900 万ド

ルであったのが 2000 年前後を境に拡大し、2009 年には 118 億ドルとなっている。しかし

欧米諸国と比較すると、日本は全体の水準が低く、さらに対内直接投資（対日直接投資）

が対外直接投資を常に大きく下回っていることが分かる。 

対内直接投資の増加は、外国資本を取り込むことはもちろんのこと、生産技術、ノウハ

ウや調達、販売のネットワークの移転など効率的な経済活動を行うため重要な要因にもな

りうる。しかし、日本の対内直接投資の推移を見てみると、他の先進各国と比べても相対

的に低いことがわかる。海外からの資本を招くことによって、外資の持つ効率性を今日の

構造不況に悩む日本経済に取り込み、国内企業の効率向上も期待できる。 

そこで本稿は、まず日本における対内直接投資の増加が、経済に及ぼす影響を考察し、

それが経済成長にいかに寄与するかを検証する。そしてもし対日直接投資が日本の経済成

長にプラスになるのであれば、いかにしてその対日直接投資が増やせるのか。その要因分

析と政策提言を行う。 
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図１ 対内直接投資残高対名目 GDP 比の推移 

 

（備考）日本については、1995 年以降は財務省/日本銀行「本邦対外資産負債残高」に基づく。 

（資料）UNCTAD「World Investment Report 2006」、財務省/日本銀行「本邦対外資産負債残高」から経済産業省作成。 

 

図２ 経済成長率とＧＤＰ実額の水準 

 

(資料) 日本経済新聞 電子版 2011 年 5 月 19 日 

 

2 経済成長のための対日直接投資 

本章では、対日直接投資の増加が経済成長につながることを示していく。 

全要素生産性（TFP）とは、生産増加のうち、労働や資本の増加で説明できない部分の

増加を計測したもので、「技術進歩の進捗率」を示すものとされている。『日本の生産性と

経済成長：産業レベル・企業レベルデータにおける実証分析(2004 深尾・権)』によると、

経済成長率は以下の式のように表すことができ、全要素生産性上昇率の増加は、経済成長

率の上昇に寄与することが分かる。 
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経済（実質 GDP）成長率＝全要素生産性上昇率＋就業者増加率×労働分配率＋資本スト

ック増加率×資本分配率 

 

また式だけでなく、実際に、全要素生産性上昇率と GDP 成長率の推移を見ても相関関係が

あることが分かる。ここからも全要素生産性が GDP 成長率に寄与していることがわかる。 

 

 

我々は、対日直接投資の増加がその全要素生産性上昇率を増加させることを示し、結果

として経済成長に寄与することを以下に示す。 

 

2.1 全要素生産性（ＴＦＰ）と対日直接投資 

 最初に参考にするのが『日本における外資比率と企業経営』(木村福成、清田耕造 2003）

だ。このサーベイのデータは、経済産業省の企業活動基本調査報告書(1994～1998 年)のな

かで、公共サービス業以外のデータを用いている。また、当論文では外資比率が 10％以上

の企業を外資系企業と見なしている。この論文は、日系企業と外資系企業のあらゆる差に

ついて検証しており、以下その詳細について触れていきたい。 

 まず日系企業と外資系企業のパフォーマンスの差について回帰分析をしながら検証して

いる。ここでは、パフォーマンスを資本・労働比率，国内常時従業者数，国内子会社数，

国内事業所数，研究開発・売上高比率，一人当たり実質付加価値，資産収益率、全要素生

産性、そして平均賃金から割り出している。検証結果は、全体的なパフォーマンスは外資

系企業の方が日系企業より良いことを示したことに加え、統計的に有意に外資系企業は日

系企業に比べて資本・労働比率、国内常時授業者数、国内子会社数、国内事業所数、研究

開発・売上高比率、一人当たり実質付加価値、資産収益率（ROA）、TFP が大きいことがわ

かった。 

 次に、彼らは外資系企業と日系企業の成長率の差について回帰分析で検証している。こ

の回帰式では、成長率の定義を企業の基準年のパフォーマンスから、(基準年―１年)のパフ
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ォーマンスを引いたものとしてみなしている。回帰結果によると、外資系企業が日系企業

と比較してプラスに有意になったのが、一人当たり付加価値額（VAL）、TFP、ROA、平均

賃金であった。このことから、外資系企業は一般的に生産性の良さを重視することがわか

る。そして、今までの分析から外資系企業は日系企業と比較してもパフォーマンスが良い

ことが分かったが、それは単に外資系企業がパフォーマンスの良い日系企業を買収してい

るだけという可能性もある。そこで、外資系企業の買収決定要因についてみていく。外資

系企業の買収決定要因についてみると、外資系企業は高生産性、高賃金、研究開発集約的、

企業年数が若い企業を買収することが分かったが、高収益率の企業を買収しているかは、

有意に言えないことがわかった。これらの分析より、外資系企業は日本企業と比べて生産

性や収益率などのパフォーマンスが良く、成長率も高いことが明らかになった。またこの

要因として、外資系企業がそもそも収益率の高い企業を手に入れているのではなく、潜在

的に成長が見込まれる企業が外資系企業となっていることも確認された。それにより、こ

の論文では外資系企業が参入することで企業のパフォーマンスが上がる効果があるといえ

ると結論付けている。 

 また、同様な検証が『所有構造と TFP：日本企業データに基づく実証分析』（2010）でも

行われており、データは企業活動基本調査報告書(2000-2005)と比較的新しい年代のものを

用いている。同分析でも、日本企業に比べて外資系企業の全要素生産性は高くなるとの検

証結果が示されている。また、外資系企業の参入は生産性の向上以外にスピルオーバー効

果をもたらすと言われている。スピルオーバーとは多国籍企業の進出が現地の地場系企業

の生産性に対して与える正の効果のことを指す。『ミクロ・データによるグローバル化の進

展と生産性に関する研究の展望』(松浦、早川 2010）によると、スピルオーバー効果には、

外資系企業と同一の産業に属す地場系企業の生産性に影響を与える産業内スピルオーバー

効果と、異なった産業（投入・産出関係を有する産業）に属す地場系企業の生産性に影響

を与える産業間スピルオーバー効果があり、伝播経路としては、模倣、技術流出・指導、

競争激化、輸出による学習の 4 つが挙げられる。第一の模倣とは、文字通り、進出してき

た外資系企業の製品や技術を真似ることで、自身の生産性を上昇させるという経路である。

第二は、外資系企業で雇われた現地人労働者が地場系企業に転職することなどを通じて、

外資系企業の技術が直接漏れ伝わるという経路である。また、外資系企業の調達要求に合

わせて直接的に技術指導を受け、技術の伝播が起こる場合もある。第三の競争激化とは、

相対的に技術の優れた外資系企業が進出してくることで、国内の競争が激化し、資源の効

率的利用が迫られることによる生産性上昇経路である。最後の経路は輸出による学習効果

である。外資系企業は輸出活動に必要な情報を相対的に多く保有しており、そうした情報

を地場系企業は直接・間接的に外資系企業から入手する。そうして一度輸出活動を開始す

ることができれば、輸出による学習効果を得て、自身の生産性を上昇させることができる

かもしれない。 

『外資系企業の参入と国内企業の生産性成長』（伊藤恵子 ２０１１）では、外資系企業
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の参入によるスピルオーバー効果について研究している。論文のデータは、経済産業省の

企業活動基本調査の 2000 年から 2007 年までの結果を利用している。また、本論文では外

資を 33%以上と定義している。日本における企業の生産性レベルは多くの業種で低く、日

本企業にとって生産性向上は重要な課題という現状のなかで、筆者は外資系企業が日本に

もたらすスピルオーバー効果についてみている。しかし、実際に対内直接投資のスピルオ

ーバーについて回帰式でみると、結果として、全体的にみると対内直接投資はスピルオー

バーをもたらすとは確認できなかった。これについては、筆者は外資系企業のプレゼンス

高まる⇒技能労働者に対する需要増⇒国内企業が技能労働者を雇えないという流れがある

との仮説を示している。また、その他の要因として、「スピルオーバー効果の不均一性」が

挙げられる。これは、進出している全ての外資系企業が必ずしもスピルオーバー効果の源

泉になりえるわけでなく、また同じく全ての地場系企業がスピルオーバー効果を享受でき

るわけではないということである。このように、全体としては直接投資の正のスピルオー

バー効果は見られなかったものの、分析結果から製造業・非製造業とも潜在的な成長性が

高い企業については、正の相関をもつことが示された。また、製造業に限定していうと、

長期的には技術フロンティアから遠い企業ほど、外資系企業の優れた技術から学習し、生

産性を上げる可能性が高いことも分かった。 

 

 

規制緩和による影響は生じるか？ 
以上、外資系企業の参入が全要素生産性を上昇させ、最終的には日本の経済成長に寄与

することを、先行研究をもとに示してきたが、いくつかの反論が考えられる。その対日直

接投資促進への反論の一つとして考えられるのが、既に参入している外資系企業と、今後

規制を緩めた場合に参入してくる外資系企業との生産性の違いである。 

日本は現在、40％を超える実効税率などを始め、他国と比べて外資参入に対して様々な

障害が存在し、そのような厳しい規制がある国に参入してきている外資系企業は競争を勝

ち抜けるほど生産性の高い優良企業ばかりで、その規制を緩めた場合、今までより低い生

産性の外資系企業が参入し、先述した「外資系企業は生産性が高く、スピルオーバー効果

をもたらす」ということが言えないのではないかというのである。 

しかし、規制のレベルが異なる他の先進国でも多くの場合、外資系企業の生産性が高い

ことが分析結果として出されているため、規制の緩和が参入してくる外資系企業の生産性

のレベルを低下させるということは言えない。 

Jurgen Bitzer and Holger Gorg (2005)では 1973 年から 2000 年にかけての OECD17 カ

国のデータ用いて、対内・対外直接投資が企業の生産性に与える影響を分析しており、ド

イツ、スペイン、イタリア、ノルウェーを除く 13 カ国で対内直接投資は企業の生産性にプ

ラスの影響を与えるという結果が得られている。 
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規制の異なる地域においても、多くの国で対内直接投資が生産性の向上につながってい

ることが分かる。よって、規制が緩和されると生産性の低い企業が参入し、スピルオーバ

ー効果がなくなるとは言えず、反論は棄却される。 

 

表１ FGLS Estimation Resultson Inward FDI

 

（備考）Canada (CAN), Czech Republic (CZE), pre-unification(till 1990)West Germany (DEW), post-unification (1990 onwards) 

Germany (DEU), Denmark (DNK), Finland (FIN), France (FRA), Italy (ITA), Japan (JPN), South Korea (KOR), Netherlands 

(NLD), Norway (NOR), Polen (POL), Spain (ESP), Sweden (SWE), the United Kingdom (GBR) and the United States (USA). 
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2.2 その他に考えられる国内へのプラスの影響 

 対内直接投資が日本国内にもたらす影響として一番大きいものは全要素生産性の上昇で

あると本稿では考えるが、ここではそれ以外の影響について３点、１）消費者余剰の拡大、

２）国際経済に対する関与度の増大、３）地域経済の活性化 の順にあげていく。 

 

１、 消費者余剰の拡大 

対内直接投資が増加するということは、前述のとおり、生産性の高い外資系企業が

日本に参入してくるということである。外資系企業の参入は、もちろん効率の良い経

営形態をはじめとした効率性を日本経済にもたらすと強く期待されるが、もう一つの

側面として競争の促進を促すことも期待できる。競争の促進は、単純なミクロ経済理

論に立ち戻って考えれば、経済全体の効率化による消費者余剰の拡大を促すだろう。

また、経済の効率性を阻害している要因、たとえば日本で頻繁に行われている系列取

引等の非効率な商習慣や、自由な競争の障害となる規制などの改善に対して、外資系

企業の導入は外圧としての役割を担うことが可能であろう。これらが改善されること

でも経済の効率性が高まり消費者余剰の拡大につながる。 

 

２、 国際経済に対する関与度の増大 

対内直接投資によって経済がよりオープンになることで、日本経済と国際経済の関

与が増大することが考えられる。このことがもたらすメリットとしては、より資本移

動が流動性を増し、国際経済と均衡がとれた発展が見込まれる点である。このような

タイプの発展は、一国経済の独自な発展に比べて持続性、安定性を持つものであるし、

仮に経済ショックを受けた場合でも、マイナス効果が低減されるだろう。 

 

３、 地域経済の活性化 

   対内直接投資は感覚的に東京、大阪などの都市部に集中しており、地方にはあまり

向けられていないように感じられるが、実際には外資系企業の地方への関心への関心

は高い。主な理由としては、まず、地方においては都市部とは異なり競争相手が少な

地場系企業への影響はどうなるだろうか？ 
対日直接投資促進へのもう一つの反論として地場系企業に与える負の影響がある。 

外資の導入は経営の質の改善や高いＩＴ技術の導入などによってスピルオーバー効果が期

待できるものの、既存の地場系企業と競合し、価格競争などによって地場系企業を圧迫、

最終的には淘汰してしまうこともあるためだ。しかし、価格競争などをはじめとする競合

は消費者にとってプラスの影響を与えるほか、淘汰される企業はもともと効率的ではなく、

ポテンシャルのある地場系企業のみがスピルオーバー効果によって成長していくとも考え

られるため、全体的に考えると問題にはならない。 
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く、参入がしやすいことがあげられる。たとえば、初めて日本に参入しようとする企

業が競争相手の多い都市部に参入するために、地方でノウハウや競争力を身に着ける

ということは実際に行われていることである。また、比較的安価で生産性の高い労働

力を地方では見つけやすいという側面もある。労働資本の流動性が高い都市部では、

高賃金、高待遇を掲げないと人材が集まりにくいのに加えて、離職率が高いという側

面がある。その点地方は、労働資本の流動性が比較的低く、かつ、日本においては教

育格差があまりないために、生産性に対して比較的安価な人材を長期にわたり雇用し

やすいというメリットがある。 

 このように対内直接投資が地方に分配されやすいという特徴を述べたうえで、それによ

って地方が受けるプラスの影響を検証する。第一に考えられるのが、地域における雇用の

拡大である。先述のとおり、対内直接投資が地方に分配される要因として安定した雇用の

確保がある。外資企業が地方に進出する場合、ある程度は現地の人を採用する必要がある

だろう。このように外資進出前にはなかった雇用を創出することができる。第二に税収の

増加が考えられる。海外に進出する企業のパフォーマンスは先述のとおり高いと推測され

る。つまり、生産性の高い企業が進出してくるということは、生み出す利益も大きいもの

であると考えられ、それに伴い税収不足に悩む地方自治体の税収も増えることが期待され

る。もちろん外資誘致のインセンティブ創出のため税の減免等を行う場合も大いに考えら

れるが、税の減免は期間を区切っていることがほとんどなため、中長期的には税収の増加

が見込まれるであろう。第三に、地域経済への波及効果があげられる。企業がビジネスを

行う場合、たとえば、地場の物流業者、金融業者などの企業運営サポート企業の介在は必

ず存在するものであり、これらの業者は取引機会を増大することができる。これによって

も地域の経済規模を押し上げることが可能である。また、地場企業と新規参入外資企業の

競争によって地域全体の競争力が中長期的には高まることが推測され、またその地域の国

際化、また、産業の多様化が進展することが期待できるだろう。 

 

3 対日直接投資の決定要因 

3.1 モデル 
前章の内容を踏まえ、ここではスピルオーバーを伴う FDI の決定要因を Fosfuri et al 

(2001)で示されたゲームを用いた理論モデルを用いて考察する。ここでは、次のことを示し

ていく。 

・多国籍企業どのような選択決定要因によって、対象国への FDI を行うか、または輸出

を行うか。 

・生産性の向上につながる Technical spillover を伴った FDI を行うための条件。 

・日本のように、市場規模が減少してくケースで、モデルにどのような変化が見られる

か。 
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モデルの説明 

まず、スピルオーバーの源泉となる技術は、企業と労働者間のオーラルコミュニケーシ

ョンやオンザジョブトレーニングによって与えられるとする。 

 ゲームの主体は多国籍企業（MNE）とホスト国の現地企業であるとする。まず、第 0 期

に MNE 企業が FDI か輸出を選択する。FDI を選択した場合、MNE は新たな環境に適応

するための固定費用 G、人材育成費のための費用 F がかかるとする。この時、MNE は本国

から現地労働者訓練のためのスーパーバイザーを派遣するとする。輸出を選択する場合、

自国の訓練された労働者、生産設備を用いるので、追加的な費用はかからない。現地企業

はいずれの場合も費用は発生しない。 

労働者は無差別の訓練をされていない労働者のプールから選択されるとし、最低保障賃

金�̅�を受け取るが、ここでは単純化のため 0 と仮定する。MNE は１期間ごとに彼らと契約

することができる。また、銀行のような動学最適化の機能はないものとし、初期賃金は必

ず非負であるものとする。 

第 1 期では労働者が適切な訓練を経て、スキルを身に付ける。ここで生産が行われ、第 1

期の利潤が実現する。この時、MNE はこの市場において特殊な技術を持つ独占企業である。

これは、この段階では労働者の移動がないため、現地企業はこのテクノロジーにアクセス

することができないからである。ここで、𝑁1を第 1 期における市場規模（消費者の数）、 

輸出を選択したときの MNE の利潤を𝑁1𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)、t を輸出コスト（関税、輸送費、賃金差） 

とする。この時、FDI を選択したとき時の利潤は𝑁1𝛱𝑀であり、𝛱𝑀 > 𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)をみたさなくて 

はならない。ここでは単純化のため、𝑁1を 1 であると仮定する。 

生産が行われた後、現地企業は、訓練された労働者を雇うことで MNE が持つテクノロジ

ーにアクセスすることができる。一方、MNE はテクノロジーを保持することによるレント

の散逸をさけるため、彼らを保持しようとする。ここでは、雇用についてのゲームを考え

てみる。この時、①それぞれの企業は同時かつ独立して、訓練された労働者にオファーを

出す、②労働者について完備性情報が満たされている、③純戦略均衡を得るために、両者

が同じ賃金をオファーした場合、労働者への評価が高い方の企業が採用する、④現地企業

は労働者獲得によってのみテクノロジーにアクセスでき、獲得に失敗すれば現地企業の利

潤は 0 である。 

次に第 2 期について考える。この時、割引率は１と仮定し、第 2 期の市場規模を𝑁2とす

る。MNE が輸出を選択したときの利潤は𝑁2𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)、FDI を選択したときの利潤を𝑁2𝛱𝑀とす

る。このゲームをバックワードインダクションで考察する。最後の期に輸出を行わない条

件は 

𝑁2(𝛱𝑀 − 𝛱𝑀
𝐸 (𝑡))≧G（＋F）・・・・・・A1 

この条件を満たすためには、 

・左辺にある市場規模を大きくする。 

・右辺の G と F の費用を小さくする必要がある 
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図４ ゲームの構造 

 

 

現地企業が訓練された労働者を雇用した場合、寡占利潤、𝑁2𝛱𝐷(𝜑)を得る。ここで、𝜑は

競争、差別化度合を 0 から 1 で表していて、0 ならば完全競争、１ならば独占市場というよ

うになる。この時、現地企業は固定費用 K≧0 を負担する。これは技術移転のしやすさを示

すパラメーターである。ここでは𝜑と K は外生的に与えられるとする。 

 

均衡解 

これらを踏まえ、純戦略におけるサブゲーム完全均衡を求める。現地企業の労働者評価

は、𝑣1 = 𝑁2𝛱𝐷(𝜑) − 𝐾(新規雇用によって増える利潤から適応コストを差し引いたもの)で、

MNE の労働者評価は、𝑣𝑚𝑛𝑒 = 𝑁2(𝛱𝑀 − 𝛱𝐷(𝜑))（独占利潤から寡占利潤を差し引いたもの）

である。 

・𝑣𝑚𝑛𝑒 ≧ 𝑣1の時、MNE は労働者をキープし、賃金w = 𝑁2𝛱𝐷(𝜑) − 𝐾を労働者へ支払う。こ

の時、MNE がより高い賃金を払う Pecuniary(金銭的) spillover が起こる。 

・𝑣𝑚𝑛𝑒 ≦ 𝑣1の時、MNE にから訓練を受けた労働者を現地企業が雇用し、賃金 w=𝑁2(𝛱𝑀 −
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𝛱𝐷(𝜑))を労働者へ支払う。現地企業が訓練を受けた労働者を獲得することで、Technological 

spillover を実現することができる。これより、Technological spillover が起こらない条件は 

𝑣𝑚𝑛𝑒 ≧ 𝑣1⇔𝑁2(𝛱𝑀 − 𝛱𝐷(𝜑))> 𝑁2𝛱𝐷(𝜑) − 𝐾 

𝑁2(𝛱𝑀 − 2𝛱𝐷(𝜑)) + K ≧ 0・・・(1) 

この時、寡占利潤の総計は独占利潤以下となるので 

𝛱𝑀 ≧ 2𝛱𝐷(𝜑) 

が成立する。 

(1)を𝜑（競争パラメーター）について整理すると 

𝜑 ≦ 𝜑1 = 𝛱𝐷
−1 [(

𝛱𝑀

2
) + (

𝐾

2𝑁2
)] 

となる。 

このようにして、各サブゲーム完全均衡が成立する条件を以下に示した。 

１、FDI と technological spillovers・・・MNE が第 1 期に投資を行い、かつテクノロジカ

ルスピルオーバーが起こるために(1)が成立しないことに加え次の条件を満たす必要がある。 

𝛱𝑀 − 𝛱𝑀
𝐸 (𝑡) ≧ 𝑁2(𝛱𝑀 − 𝛱𝐷(𝜑))・・・(2) 

 

２、FDI と pecuniary spillover・・・(1)が成立することに加え   

𝛱𝑀 − 𝛱𝑀
𝐸 (𝑡) ≧ 𝑁2𝛱𝐷(𝜑)) − 𝐾・・・(3) 

 

３、輸出するから、スピルオーバーは起こらない・・・otherwise 

 

それぞれを𝜑についての式へ書き換えると、次のようになる。 

(2)      𝜑 ≧ 𝜑2 = 𝛱𝐷
−1 {(

𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)

𝑁2
) + 𝛱𝑀 [1 − (

1

𝑁2
)]} 

(3)             𝜑 ≦ 𝜑3 = 𝛱𝐷
−1 [(

𝛱𝑀−𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)

𝑁2
) + (

𝑘

𝑁2
)] 

この関係式を踏まえた図は次の通りとなる。 
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図５ ゲームの結果 

 

 

Technological Spillover を伴う FDI を MNE が選択するには、競争レベルが緩い（差別

的財の生産を行うこと）、K が低い（技術移転しやすいこと）が重要になる。政策について

考えたとき、競争レベルを調整するのは難しいかもしれないが、K を低くすることは可能

である。つまり、技術移転コストを質的、距離的に低下させることが有効だといえる。ま

た、このモデルは 2 社のモデルだが、このような条件を満たすような政策は、MNE にとっ

ても他社からのスピルオーバーを得る可能性が増えるという点で利益になるものだといえ

る。 

Pecuniary spillover は、確かに現地労働者にはプラスになるが、要素価格が上昇するこ

とになるので生産性を押し下げる効果を持つことになる。生産性を上げるという今回の政

策の目的上、これは避けるべきスピルオーバーであるといえる。 

さらにこのモデルの前提条件を満たすために次のような政策を用いる必要がある。 

・労働者についての非対称情報をなくす 

・労働者のプールを集積の近くに用意する 

モデルからこのような政策が FDI 誘致に有効だと示唆できる。 

 

モデルにおいて、市場規模が縮小した場合の変化  

現在、日本の人口は減少傾向にあり、市場規模の縮小が問題視されている。そこで、こ
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のモデルを用いてこの状況を再現してみる。つまり、𝑁2が縮小したときにどのような影響

が出るのか考察してみる。 

 まず、(1)においては K の係数が上昇するので、𝜑1の傾きは急になる。(2)は
𝛱𝑀

𝐸 (𝑡)

𝑁2
の値は上

昇する一方、𝛱𝑀 [1 − (
1

𝑁2
)]のうち−

𝛱𝑀

𝑁2
の値は減少する。しかし、FDI の条件により、

𝛱𝑀 ≥ 𝛱𝑀
𝐸 (𝑡)となるので、必ず減少幅の方が大きくなる。よって𝜑2は下にシフトする。(3)で

は係数、切片ともに上昇する。この変化を図で表すと次のようになる。 

 

図６ 𝑁2が減少した時のゲームの結果 

 

このことから、K を大きく削減できるならば、厳しい競争度合でも Technological spillover

を実現することができる。一方、一定の値まで K の値を減らさなければ、より独占的な競

争度合で、総余剰を減らさなければならないような状況でしかこれを実現することができ

ない。 

 もちろん人口の減少は、モデルにおいて第 0 期に MNE が FDI を選択する条件を厳しく

する。一方、仮に技術移転コストを大きく削減することに成功するのであれば、人口減少

を Technological spillover のチャンスに変えることができるといえる。よって技術移転コス

トを減らすような政策が重要になる。 
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3.2 回帰式の設定 
理論を用いて FDI、スピルオーバーの決定要因を考察してきたが、ここでは海外から日

本への FDI を誘致するために、企業の立地選択の決定要因について、回帰分析を用いて検

証していきたい。今回対象とする国は OECD 諸国で 2007～2009 年のクロスデータを用い

る。これは、日本のような先進国への投資は水平的な FDI が中心となることが予想される

からである。まず、Hayakawa et al (2011)を参考に、次の重力モデルを設定する。 

ln 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝑎 + 𝛽1𝐶𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑉𝑗𝑡 + 𝛽3𝑇𝑎𝑥𝑗𝑡 + 𝛽4 ln 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝐹𝐷𝐼𝑗𝑡 

+𝛽5𝐸𝑃𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝑢𝑖𝑗 + 𝑢𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

ここで、i は投資国、j は被投資国、t は年代とし、被説明変数ln 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡は、t 期における i

国から j 国への FDI 総額に対数をとったものとする。説明変数の CV は制御変数とする。

𝑇𝑎𝑥𝑗𝑡は t 期における j 国の法人税率で、高い法人税率は企業のコストと直結するので、FDI

総額を減らすことが予想される。ln 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝐹𝐷𝐼𝑗𝑡は t 期における j 国での FDI ストックの

総額に対数をとったもので、集積によるFDI促進効果を確認するために導入した。𝐸𝑃𝐴𝑖𝑗𝑡は、

経済連携ダミーで、t 期に i 国と j 国が経済連携を結んでいた場合は 1、結んでいない場合

は 0 となり手続きの統一などによる促進効果を測定する。𝑢𝑖𝑗は 2 国間で不変の固定効果、𝑢𝑡

は年代ダミー、𝜀𝑖𝑗𝑡は誤差項である。制御変数は次の変数を含む。 

・一人当たり GDP（対数） 

・総人口（対数） 

・人口増加率 

データは OECD の統計から引用している。 

 さらに、FDI を行う企業が環境に適応するためのコストとして、FDI 先の国の英語力水

準を考察したい。そこで、World Competitiveness Yearbook から、各国の TOEFL のスコ

アを引用し、説明変数として投入し、影響を分析してみた。しかし、英語の水準は図が示

すように多重共線性を持っているので、ここでは 2 段階推定法を用いて分析した。 
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図７ 英語水準と人口 

 

一人当たりＧＤＰの相関 

 

 

 また、まだ FDI を行っていない主体が FDI を行うためにはどのような要因が効果的かを

分析するために、Urata, Kawai(1999)を参考にロジットモデルを用いて分析した。 

 𝑃𝑖𝑗𝑡 =
𝑒𝑥𝑝(∑ 𝑎𝑠

𝑛
𝑠=1 𝑋𝑠𝑗)

∑ exp (∑ 𝑎𝑠𝑋𝑠𝑗
𝑚
𝑠=1 )𝑛

𝑗=1

 

この時、被説明変数は FDI が行われている場合に 1、行われていない場合は 0 となるダ

ミー変数である。この分析を用いることで、まだ FDI を行っていない主体が、FDI を始め

る確率にどの要素がどの程度影響を与えるかを検証できる。 
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3.3 実証結果 
 

実証結果 

 実証の結果を表２に示した。 

 

表２ 回帰分析の結果 

 

*** 有意水準 1% 

**  有意水準 5% 

*    有意水準 10% 

 

この結果から次のことを言うことができる。 

・固定効果モデルから、FDI ストックは FDI 総額に正の影響を与えることが確認できる。 

この結果は集積が存在することによる FDI の誘致効果を示唆している。集積があることに 

より類似産業に従事する労働者が確保しやすくなるので、労働者を教育するコストを削減 

できると考えられる。また、近い距離間内に集積することで、技術移転コスト 

を下げる効果があり、スピルオーバーを期待する企業を誘致する要因になりうる。 

・固定効果モデルから、法人税率は FDI に負の効果を与えることがわかる。法人税は FDI 

を行う企業のコストに直結することから、法人税率が低いほど企業の FDI を誘致しやすい 

といえる。 

・固定効果モデルから、経済連携が FDI 総額に正の影響を与えることが確認できる。国家 

間で手続きなどが統一されることで、他国への FDI を行う際にかかる取引費用を節約する 

ことができる。経済連携による FDI 促進の例として日本とスイスの経済連携があげられる。 

2008 年に両国間で経済連携が結ばれたが、この年から、スイスから日本への直接投資が大 

きく伸びていることが確認できる。 

固定効果 二段階 ロジット（シェア率） ロジット（限界効果）

Log of GDP per capita i 3.930*** 0.041*** 1.069*** 0.204***
Log of GDP per capita j 1.609***
Log of population i 0.753*** 0.732*** 0.323*** 0.063***
Log of population j 0.183** 0.091** 0.017**
GDP per capita i growth rate 3.066** 0.556 1.906* 0.363*
GDP per capita j growth rate -0.648 3.703** 2.289* 0.436**
Log of stock of FDI 0.918*** 1.006*** 0.1* 0.019*
Population i growth rate 13.85* 15.314*
Population j growth rate -5.922 -9.564
Tax rate -0.055*** -0.002
English skills 0.041***
EPA dummy 1.361*** 1.057*** 0.087 0.017
Constant -6.313 -15.563 -4.850***
Number of observation 1365 1318 2099
R2 0.474 0.4433
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・被投資国の人口増加率は有意ではなかった。よって、モデルで示したように、技術移転 

コストが低い集積などにある企業は人口減少がスピルオーバーの効果を助長し、企業が 

を得ている可能性を示唆している。 

 

図８ スイスから日本への直接投資額の推移 

 

（出所）OECD Statistics 

<http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html> 

 

・2 段階推定法により、英語力は FDI 総額に正の影響を与えることがわかる。英語力をも 

つ人材が多いことは、FDI を行う企業の環境適応のコストを削減することになるとい

える。 

・ロジットモデルから、未だある国に対して FDI を行っていない主体に対して FDI ストッ 

クが正の影響を与えることがわかる。つまり、FDI 対象国に集積が存在することが、新

規案件の FDI を誘致することにつながるといえる。 

 さらに回帰結果に日本のデータをインプットすると次のような結果が得られた。 
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図９ 2007 年における対日 FDI の実際値と理論値の乖離 

 

（出所）OECD Statistics   

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html およ

び筆者推定 

 

このように、対日 FDI の総額は回帰式によって推定される値より、非常に小さいことが

わかる。このことから、日本には数字に出てくるような部分以外の FDI 障壁が存在するこ

とが示唆される。さらに名目 GDP 比での FDI 総額を示した図 1 からもわかる通り、日本

ではポテンシャルをはるかに下回るようなレベルでしか FDI を誘致できていない。次の章

では、低迷する対日直接投資を誘致するための政策を提言していく。 

 

4 対日直接投資誘致のための政策提言 

先の分析によって税率、経済協力協定(EPA）、対日直接投資のストック、英語など、何が

対日ＦＤＩに影響することが分かった。それらの要因を踏まえたうえで、具体的に「何を」、

「どうやって」誘致していくべきなのかを考えていく。 

 

4.1 現状 
日本貿易振興機構（ジェトロ）が出している「アジアにおける世界主要企業立地（集積）

状況と企業誘致政策に関する調査」（平成２０年３月）によると多国籍企業の立地目的は１）

地域統括拠点、２）研究開発拠点、３）製造拠点、４）物流拠点、５）販売拠点の５つに

分類でき、各国はそれぞれの拠点を呼び込むために様々な誘致政策を行っている。その立

地状況と主な誘致政策を紹介していく。 
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図１０ 調査対象国・地域におけるフォーチュン対象企業の拠点立地 

（出所）「アジアにおける世界主要企業立地（集積）状況と企業誘致政策に関する調査」（平成 20 年 3 月） 

 

１、地域統括拠点…地理的にアジア太平洋地域の中心に位置しており、各国へのアクセス

が便利であることや、交通・情報インフラの整備が進んでいること、英語が普及して

いる、認定基準・優遇措置などの効果的なインセンティブの付与している、などの要

因からシンガポールに立地している企業が多い。香港も低税制であることに加え、イ

ンフラの整備が進んでいて中国市場との特別な関係があるため、拠点立地が進んでい

る。それに対して日本は特に誘致策をとっておらず、高い事業コストにより、拠点立

地は進んでいない。 

２、研究開発拠点…日本における研究開発拠点の立地はアジアにおける 34％と、多くの企

業が研究開発拠点を日本に置いている。優秀な技術者が多く存在していることや、グ

ローバル展開を行う自動車メーカーとの共同研究開発を行う部品メーカーや素材メー

カーなどがその要因とされる。しかし、シンガポールは最大 15 年間法人所得税の免除

をし、上海や韓国も同様の政策を行う等、各国とも成長性がある産業を積極的に誘致

している。日本は 2006 年から研究開発費の優遇を始めたが、拠点立地等に関しては優

遇を行っていない。 

３、製造拠点…中国が低コストと市場の高成長を背景に圧倒的な拠点数を誇るが、日本や

シンガポールにも立地がみられる。上海では５年間の法人税減免、設備費等で優遇を

行い、韓国では業種別で誘致先を分けているほか一定規模での減免も行っているが、

日本は行っていない。 

４、物流拠点…香港、シンガポール、韓国（自由度、ハブとしての役割、インフラ整備度） 

シンガポールは減免。また韓国は当該地域におけるハブ空港になるべく、空港と港整

備を行っている。現在、日本は特に実現している取り組みはない。 
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4.2 政策提言の方向性 
各国はそれぞれの拠点を呼び込むために以上の誘致政策を行っている。これらのうち、

「どの拠点を」を誘致すべきだろうか。製造拠点は多くの企業が海外の安い人件費を求め

ているなかで日本に置くことは困難であり、物流拠点としても自由港である香港などが既

にありインセンティブをつけてまで呼び込む必要があるのか。そして販売拠点は購買力や

マーケットの大きさによって左右されるため、我々としては『地域統括拠点』と『研究開

発拠点』を誘致する。 

 

4.3 地域統括拠点 
1) 地域統括拠点とは 

地域統括拠点とは「企業の中に散在する同室の機能・業務・事業を集約して一元的に管

理する権限を持ち、効率化・標準化・相乗効果などのメリットを生み出すことを目的とし

た戦略的経営管理機能」と定義される。 

 

2) 地域統括拠点の立地選択において重要視される項目 

我々は地域統括拠点において、ビジネスコスト、マーケットアクセス、ビジネスインフ

ラの３つが最も重要な立地条件と考えた。 

 

【ビジネスコスト】 

ビジネスコストとは、大まかに新規参入の際にかかわるコスト、ビジネス運営のための

ランニングコストに分けられるが、その中でも特に重要なのがランニングコストとしてか

かってくる立地国の税制である。法人税などは、企業の総利潤から税率に基づいて計算さ

れるものであり、日本のように実行法人税率が４０%を超えるような国では、利潤をあげて

もそのうちの約半分を税として徴収されることとなる。これは、ビジネスインフラがいか

に企業活動における大きな部分を占めているかを如実に表しており、これは地域統括拠点

を日本に誘致する際のインセンティブにも大きく影響してくるだろう。また、地域統括拠

点は法人税の逃げ道としてとしての役割を持つ場合もあるため、そういった機能が失われ

てしまうことになる。例えば、日本に本社があり、シンガポールに地域統括拠点を持って

いた場合、企業内で利潤の分配をある程度は恣意的に決定することができる。日本の法人

税率は約４０%、シンガポールは約２０%であることを考えると、なるべく多くの利潤をシ

ンガポールの地域統括拠点に移したほうが払う法人税が安くなる。もちろん、日本、シン

ガポール両国に税務当局が存在しているため、あまりに実態とかけ離れた利潤移転はでき

５、販売拠点…日本はアジア内で 35％程度と高い割合を示している。しかし販売拠点はマ  

ーケットの大きさや購買力の大きさに大きく左右されるため、ここでは取り扱わない。 
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ないにしろ、ある程度の利潤移転による税負担の軽減はグローバルに展開する企業であれ

ば多くやっていることである。加えて、先述の本稿における分析結果でも、対日直接投資

において税率水準の高さが負の影響をもたらすことが有意に示されている。このような面

を考えてもビジネスコスト、特に税制の部分は地域統括拠点設置の上で欠かせない要素と

なってくる。これらを政策で適切なものにすることは本論のテーマでもある対内直接投資

を誘致する際にも重要な要因となってくるのである。 

 

【マーケットアクセス】 

マーケットアクセスも地域統括拠点における一つの大きな立地条件として挙げられる。

マーケットアクセスとは市場への物理的なアクセス（空港、港湾、鉄道など）に加え、制

度的にどれくらいその市場にアクセスしやすいかを指すのだが、立地条件の一つとして挙

げられるのは、地域統括拠点に期待されている機能の一つである「モニタリング＆サポー

ト」をする上でマーケットアクセスが非常に重要だからだ。 

グローバル化に伴い、多くの企業は様々な国に企業を持つようになった。その中には本

国とは全く違った慣習を持つ国や、新興国においてはビジネスの法整備が追い付いていな

い国も含まれており、ビジネスが増加してくるにつれ、法務機能においてのサポート体制

の確立が重要な経営課題となってくる。 

しかし、本社から現地で何が起きているのか、その状況を把握するのは至難の業である。

とはいえ、散在する子会社すべてに法務スタッフを置くことは現実的ではないし、ローカ

ルスタッフのレベルや信頼性には疑問が残る。その解決方法の一つとして企業はマーケッ

トアクセスの良い場所に地域統括拠点を置いている。アクセスの良い場所に「人」と「情

報」の集まる地域統括拠点を置いておくことで、常に各地の制度の改正や運用状況をモニ

タリングできることに加え、トラブルが発生した際にすぐに対応することが可能である。 

また「地域の本社」としての役割を果たす上でもマーケットアクセスが重要となってく

る。EPA などによって資本や労働の移動に対する規制の緩和が進み、地域統括拠点と子会

社の相互アクセスがしやすくなれば、資本面では本社にプールすることによって必要なと

きに資本を投入することが可能であり、労働面においてもローカルスタッフを地域統括拠

点に呼んでトレーニングを実施、または定期的にコンサルタントとして法務スタッフを送

り込むことができる。 

このようにマーケットアクセスは地域統括拠点の立地選択の際に重要な要素の一つとな

る。 

 

【ビジネスインフラ】 

地域統括拠点を日本に誘致するための３つ目のキーワードとして、その国の要素賦存で

ある高度な人材が挙げられる。特に近隣諸国もマーケット対象としているため、当然言語

能力に長けている人材が必要である。地域統括拠点としてプレゼンスを発揮している国の
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中で、成長見込みの高い ASEAN・インドを守備範囲にもつシンガポール、大規模なマーケッ

トをもつ中国に近い香港などが挙げられるが、このような国の英語力は非常に高く、人材

獲得が容易であると考えられる。 

 

以上のようにビジネスコスト、マーケットアクセス、ビジネスインフラの３つは地域統

括拠点の立地に大きく関わっていると考えられ、この３つは先の分析結果と一致している。 

 

3) 問題点 

先の重要視される項目においていくつかの日本は問題を抱えている。 

 

【ビジネスコスト】 

先述したように、地域統括拠点を誘致しようとした場合、最も重要な要因の一つは立地

国の税待遇である。しかし、日本の法人関係の税体系は、他の先進各国、また、外資誘致

を積極的に行っているアジア各国、例えば韓国、シンガポール、中国（香港）に比べれば

高い水準にあり、マーケットとしての優位性が失われつつある我が国が地域統括拠点の誘

致を図る場合、この税水準の高さは大きな障害となりうる。具体的に日本と上記に挙げた

国々の法人税制を比較したものが以下の図である。 

 

図１１ 法人所得課税の実効税率の国際比較 

 

 （出所）「法人所得課税の実効税率の国際比較」財務省（2011 年 7 月現在） 
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ここからも日本の税水準の高いことがわかる。日本と地理的に近く、外資誘致に幅広く

力を入れている韓国、シンガポールの約２倍の水準であり、他の先進各国と比べても高い

水準にあるなど、ビジネスコストからみた地域統括拠点の立地インセンティブはかなり低

い状況であるといえ、地域統括拠点の誘致を図るためには改善すべき内容であることは明

らかである。 

 

【マーケットアクセス】 

地域統括拠点の立地が進んでいるシンガポールでは ASEAN やインド、香港では中国へ

のマーケットアクセスに優れており、それぞれの市場へのゲートウェイとしての役割が期

待されている。しかし、日本は成田空港などを始めとする空港へのアクセス、マーケット

への投資環境、入国審査制度など、地域統括拠点の立地を誘致していく上で阻害要因とな

るものが多く存在する。 

日本が地域統括拠点を誘致していくには、物理的・制度的、両方の面でシンガポール、

香港、タイなどといった立地が進んでいる地域に対抗できるだけのマーケットアクセスを

充実させる、または他地域へのマーケットアクセスに特化して差別化を図っていく必要が

ある。 

 

【ビジネスインフラ】 

日本のビジネスインフラの問題点として語学能力が挙げられる。日本において、技術や

教育レベルに関しては、言及する必要がないが、語学能力においては早急に対策をうって

いかなければならないレベルにある。その理由として次の４つ挙げられる。 

 

表３ 各国の TOEFLランキング 

 

（出所）「TOEFL® Test and Score Data Summary for TOEFL Internet-based and Paper-based Tests: 2010 

Test Data」より筆者作成 

 

まず１つ目の理由として、英語力の低さを挙げる。図では、世界規模で実施されている

TOEFL テストの点数比較で日本の英語能力の低さが示されている。TOEFL テスト結果では、

1 Netherlands 100 13 Uruguay 93
2 Denmark 99 13 Estonia 93
3 Singapore 98 13 Iceland 93
3 Austria 98 19 Norway 92
5 Belgium 97 19 Sweden 92
6 United Kingdom 96
7 Slovenia 95
7 Switzerland 95
7 Finland 95
7 Germany 95 135 Kuwait 70

11 Portugal 94 135 Cameroon 70
11 Luxembourg 94 135 Togo 70
13 Israel 93 135 Japan 70
13 Australia 93 136 Guinea 69
13 South Africa 93 136 Sierra 69

　　　　　　　・
　　　　　　　・
　　　　　　　・
　　　　　　　・
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平均値をとる母数の違いある、ネイティブ国が必ずしも上位に入るわけではないといった

英語力を測る指標としては正確性に足りないということがわかるため、一概にこの平均点

が日本人の英語能力の低さをサポートできるわけではないが、参考にはなる。図によると

上位にはヨーロッパ勢が集まっており、日本の英語レベルは中東地域やアフリカ地域の諸

国と同じレベルとなっている。これは言語の類似性の差もあるが、経済大国である日本が

発展途上国と同じレベルの英語力というのは、経済レベルに対しての英語力の低さを示し

ている。 

２つ目に、国内留学生の少なさが挙げられる。以下の表は、平成 21年度の主要国の留学

生数である。 

表４ 日本の留学生受入数 

 

日本の送り出しは 1999年から９年間で 27％減少しており、受け入れに関しては、低水準

に留まっている。上の図は、日本の留学生受け入れ数の主要国比較の表だが、日本は最も

低い数値である。アメリカも 5.8%と低いが、日本は英語圏でないこと、国内に閉塞感のあ

る国であるからこそ、より多くの留学生受け入れが必要である。 

３つ目は、グローバル化の波にのる日本企業と雇用側の意識の差が生じていることであ

る。 

 

図１２ 新入生の海外勤務に対する意識調査 

 

（出所）産業能率大学「第 4回新入社員のグローバル意識調査」 

http://www.sanno.ac.jp/research/global2010.html 
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図 12の左図は産業能率大学が調査をしている 2001年度から 2010年度の新入社員に対す

るグローバル意識調査である。2グローバル化を目指す企業とは逆流しており、海外に出る

意識が低い。主な理由としては、海外勤務のリスクの高さや自分の能力に自信がない、海

外勤務に魅力を感じないなどが挙げられる。一方、図 12の右図は一部民間企業が近年取り

上げている人材採用、異動の際に基準としている TOEIC点数表である。 

韓国企業が高い足切り基準を設けていること、日本企業の傾向と雇用側の傾向にギャップ

が生じてしまっていることがわかる。 

４つ目に、現状として外資企業の日本におけるビジネスの阻害要因として英語力の低い

人材が大きく挙げられていることである。 

 

図１３ 海外企業の在日ビジネスにおける阻害要因 

 

(出所)経済産業省「平成 20 年度対日直接投資に関する外資系企業の意識調査報告書」 

 

上の図を見ると、外資企業にとって日本における語学堪能者人材の獲得が難しいという

答えのみが急増していることが分かる。事実、日本における英語を話せる人材の少なさに

加え、日本にいる外国人留学生の少なさ、国内のグローバル意識の遅さ等を踏まえると、

若手の語学堪能者が少ないことは間違いない。また、現実として技術職の語学堪能者が少

ないことが挙げられる。大学では研究を重視し、英語論文を読むことはできても、会話と

いう点での語学堪能者は少ない。 

 

上記のように日本はビジネスコスト、マーケットアクセス、ビジネスインフラにおいて

問題を抱えている。しかし、逆にこの３点において魅力的になれば立地が促進されること

を意味する。それらを踏まえて以下の政策を提言する。 

 

  

                                                   
2 インターネット調査会社を通じて実施。今年 4 月に新卒採用（高卒・大卒等問わず）された 18 歳から

26 歳までの新入社員を対象 
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4) 政策提言 

提言①：外資優遇税制 

先述の通り、地域統括拠点に限らず外資誘致を図るためには、事業コストの割安感が重

要である。その事業コストの中で多くの割合を占める税制に優遇措置を与えることは外資

誘致の大きなインセンティブになり、地域統括拠点の誘致にも有利に働く。そこで以下の

２つを外資優遇税制として提案する。 

 

法人税率面での優遇措置 

本稿では、法人税率の引き下げに際して２つの政策を提言する。これは、税制に関する

政策提言の性質上、どの政策にもメリット、デメリットが如実に存在すること、また、本

稿の実現可能性を考慮したうえで政策提言を行うという趣旨を重視したものでる。 

１つは、法人税率を外資、内資企業問わず一律 5%引き下げる案である。以下の表にある

通り、EU、OECD などの先進各国は平均して約 10%の法人税率引き下げを 2000 年～2009 年

の間におこなっており、国際潮流として一律法人税率引き下げの方向に向かっている。ま

た、アジアは 3%の低い下げ幅にとどまっているが、これはもともとアジアの法人税率が先

進国に比べて低かったためであり、最終的な法人税率でみれば、アジアの法人税率は平均

して先進各国より低い。このように、世界的にも法人税率引き下げの動きがあること、ま

た、日本の法人税率は他の国々にくらべて突出して高く、法人税率の下げ幅も小さいこと

がわかる。 

 

表５ 法人税率の国際比較 

 

（出所）『平成 23 年度税制改正に関する経済産業省要望（概要）』経済産業省 

 

一律引き下げの一番のメリットとしてあげられるのは、公平性を担保できる点である。

外資導入に抵抗感がいまだ根強い日本社会においても、この公平感は外資を日本社会に取

り込む際に少なくても障害になることはない。外資だけを過度に優遇したのでは、日本社

会がより外資企業に抵抗感を抱く結果となり、それが外資参入を阻害してしまう結果とな
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るだろう。デメリットは財政負担が大きくなる点である。外資、内資ともに一律引き下げ

を行うことは、結果的に今まで入っていた法人税収入が減少することである。法人税によ

る収入が約 15兆円であることを考えると、単純計算で 700億～800億の税収が失われる。

これは、以下の図のＥＵの例のように仮にその損失分以上を参入してきた外資系企業が税

金として納めるのなら逆にメリットとなりうるが、ＥＵは経済統合を達成しており日本と

は状況が異なることに加え、直接投資環境がＥＵに比べ、税制や他の面で後れを取ってい

る日本においてはその保証はないだろう。 

 

図１４ 実行税率と名目ＧＤＰに占める法人税収のウエイト 

 

 

2 つ目は、新規参入の外資企業の法人税率を向こう 10 年にわたり 20%固定にする案であ

る。これはすべての新規参入の外資企業に適用するわけではなく、高付加価値拠点（おも

に地域統括拠点）を立地し、さらに生産性が高く、スピルオーバー効果が見込まれる企業

においてのみ審査を経て行う。これを行うことで、今日の円高基調をかんがみても近隣諸

国よりも事業コストを割安にすることが可能となるし、新規参入の外資企業に限ることで

税収入も保つことができる。これによるデメリットとして考えられるのが、法人税率一律

引き下げに対して公平性に欠ける点である。これと似た政策によって外資を多く呼び込む

ことに成功した国（シンガポールなど）はいくつかあり、外資誘致に関してだけ言えば優

位性は高いと得るが、前述の通り外資に抵抗感が強い日本社会にこの政策が適応できるの

か疑問が残る。仮に、日本社会の外資企業への反発がこれによって強くなってしまえば、

外資企業は日本への参入をためらうだろうし、外資優遇税制も有意に働かなくなってしま

うだろう。 
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外資参入コストにおける補助政策 

２つめは、外資誘致の新規参入コスト、例えば土地取得や登録の際にかかる税などに補

助金を出すことである。これも、参入企業の生産性や日本経済への寄与度、例えば雇用の

拡大や内資企業との技術提携度合等を審査し金額を決定する。また、日本経済に影響が大

きいとみなした企業に土地を低利で貸し出す。賃料が高い日本においては、土地（ビル含

む）の借料が大きなコストにおける障害となりうる。土地借りいれの手続きの手助け、ま

たその際の補助金の交付は外資誘致の大きなインセンティブとなるだろう。また、地域統

括拠点を政府が誘致した土地に誘致することによって、拠点そのものの集積を起こすこと

ができる点もスピルオーバー効果を効率的に日本に取り込む際のアドバンテージになりう

る。これらにより、スピルオーバーをより多くもたらしてくれる企業の積極的誘致を図る

ことができ、また、スピルオーバー効果を効率的に取り込むことができると考える。 

 

提言②：ゲートウェイ空港構想とオープンスカイ政策 

地域統括拠点には、先述したように、何かあったときにすぐに人材を各地にある子会社

に派遣できるような手段、つまり、空港とその周辺環境の整備が誘致をする際に必要とな

ってくる。地域統括拠点の立地が進んでいるシンガポール、香港、タイなどはもちろん、

韓国など今後アジアの地域統括拠点を誘致しようとしている国は例外なくフライトの利便

性向上に努めている。日本としても空から各国へのアクセスを改善すべく、「ゲートウェイ

空港構想」を打ち出すことを提案する。 

 

ゲートウェイ空港構想…拠点空港となりうるポテンシャルを持っている空港を指定し、選

択と集中をすることによって空港までのアクセスを高め、オープンスカイ政策などと共に

便数やコストなど全体的な利便性を高め、国際的な競争力を持つ空港にしていく構想であ

る。 

 

・ 拠点空港の選択 

ゲートウェイ空港として機能していくには、１）都会から空港までの距離、２）オープ

ンスカイ政策や今後のアジアにおける飛行機需要によって予想される便数増に必要な今後

の拡張の可能性の２つが必須条件となる。日本においてゲートウェイ空港として使用する

空港は東京国際空港（羽田）と関西国際空港（関空）の２つが適切だと我々は考える。 
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表６ 空港インフラの国際比較 

空港名 国名 
滑走路 空港面積 

(ha) 
運用時間 

都心から

の距離(ｋ

ｍ) 

アクセス 

現行 今後の計画 鉄道（分） 高速道路 

成田国際空港 日本 
4000ｍ×1 本 

2180ｍ×1 本 

2180ｍ→2500ｍ

に延長 
940 6：00～23：00 66 60 ○ 

東京国際空港 日本 
3000ｍ×2 本 

2500ｍ×1 本 

2500ｍ×1 本増

設 
1271 24 時間 20 16 ○ 

関西国際空港 日本 
4000ｍ×1 本 

3500ｍ×1 本 
  1055 24 時間 50 50 ○ 

中部国際空港 日本 3500ｍ×1 本   471 24 時間 35 28 × 

（出所）財団法人関西空港調査会「エアポートハンドブック 2007」 

 

東京国際空港は東京湾岸沿いに位置し、東京・神奈川・千葉、中でも品川や横浜など多

くの企業が存在する地域の近くに存在する。そして洋上に建設されているため、今後も拡

張は可能と考えられる。関西国際空港は大阪国際空港（伊丹空港）などと比べ大阪市街地

へのアクセスはよくはないものの、企業が多く存在する関西圏へのアクセスに優れ、こち

らも洋上に建設されているため今後も拡張余地がある。既にある程度の利便性を備えてい

る羽田と関空だが、滑走路やターミナルビルの増設、中央リニアなどを始めとする鉄道や

高速道路への接続などによって空港へのアクセスを改善していくべきである。尚、この二

つの空港以外にも成田空港、中部国際空港（セントレア）と福岡空港が日本の主要国際空

港として存在するが、成田空港はその拡張性の限界や周辺住民への影響。中部国際空港は

滑走路の本数、施設使用料、需給の関係、周辺環境へのアクセス。福岡空港も市街地にあ

るため今後の拡張性のなさが問題となるため、今回のゲートウェイ空港には選定しなかっ

た。また、地域統括拠点ということで都会からのアクセス、地域全体のハブ空港としての

役割なども兼ねる等の点から東京と大阪の空港を選定したが、研究開発の拠点は地方にな

る可能性が高く、それらの地域へのアクセスのために国内線への乗り継ぎ、及び鉄道や道

路などのインフラを充実させていくべきである。 

 

・ 更なるオープンスカイ政策の実施 

空港へのアクセスと共に重要なのが便数とコストである。いくら空港が近くてもそこか

ら飛行機が飛んでいなければ意味がないし、高ければ使えない。立地拠点としての魅力を

高めるには日本各地と世界の生産拠点・対消費地が廉価な航空サービスで高頻度に結ばれ

ていなければならない。便数増加や全体的な航空運賃の値下げのためには空港の拡張工事

と共に近年増加してきている主要空港を含めたオープンスカイ協定の締結数をさらに増加

させるべきである。 
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オープンスカイ協定とはこれまで 1944 年に米シカゴで締結された「国際民間航空条約」

に基づき、２国間で決めることになっていた航空会社の各空港の発着枠や路線、便数など

の規制を撤廃し、各国の航空会社が自由に決められるようにする協定で、導入により LCC

などの新規参入を促し、増便や航空運賃が値下げにつながるとされている。3 

日本は現在、韓国、香港、マカオ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、スリ

ランカ、アメリカ、カナダ、ブルネイの 11 カ国と締結しているが、空港の発着数限度など

の制限もあり、主要空港が含まれていない協定もあるため、それらの協定を主要空港も含

めたものにするとともに、我々がマーケットとしてとらえる国々とのオープンスカイ協定

を施行すべきである。 

 

・ 目指すマーケット 

我々が誘致を目指している地域統括拠点が統括する対象地域はどこになるのか。アジア

全域としたいところだが、現実的ではない。よって既に FTA などを結んでいる ASEAN 諸

国、地理的に中国・台湾・韓国・ロシアを対象とする地域統括会社を誘致する。特に中国、

ロシア、韓国、台湾は物理的に近いため、地理的優位性を発揮できるので我々のマーケッ

トとして捉える。 

 

提言③：経済連携協定（EPA）の締結 

先述した即応的なマーケットアクセスと共に地域統括拠点に求められているのは当該地

域の本社としての機能である。各国・地域のグループ企業を管理し、事業戦略を立案する

ことはもちろん、地域全域の「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」を集約し、そこから域内

向けの再派遣・再投資・融資を効率的に行える環境を整えることが誘致のためには必要で

ある。物理的な移動のしやすさは既に「ゲートウェイ空港構想とオープンスカイ政策」で

述べたが、制度の面において「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」がよりスムーズに移動で

きるように多国間と経済連携協定（EPA）を締結することを提案する。 

 

・ 「地域の本社」地域統括拠点と日本の課題 

地域統括拠点には、１）経営管理、２）会計事務、監査、コンプライアンス、３）財務

とホールディング（持ち株）、４）人的資源管理、５）研究・開発と知的財産（特許）、６）

マーケティング、７）販売と購入など、「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」が集約され、域

内向けの再派遣・再投資・再融資、または全体の統括拠点である本社に還流されていく。

その流れがスムーズに行えることが地域統括拠点の立地選択要因となるが、我が国と他国

の間には様々な障害が存在する。世界的なＦＴＡの流れで「モノ」の移動やインターネッ

                                                   
3 戦略的オープンスカイ政策について 

http://kenmane.kensetsu-plaza.com/bookpdf/147/fa_04.pdf 
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トなどのＩＴ技術の発達で「情報」の移動は比較的スムーズになったものの、「ヒト」・「カ

ネ」の移動については未だに規制が多い。 

 

 カネの規制（投資における障害） 

カネの障壁としては外資規制が挙げられる。軍事技術など国家機密に関連する産業に関

しては致し方ないとしても、我々がマーケットとして考えている国々、特に中国において

はテレビ、出版、医療、通信設備事業などを始め、多くの分野が『外資規制業種』と指定

され、直接投資が規制されている。また、投資ができたとしても、そこから上がってくる

利益（インカムゲイン）やキャピタルゲインに対して課税されてしまう。外国子会社配当

益金不算入制度により配当金の面では大幅に改善されたとはいえ、依然として日本への配

当金送金課税は５％、キャピタルゲインに関しては 2012 年から 20％が課税されてしまう

などマーケットにアクセスするとコストがかかってしまう。 

 ヒトの規制（煩雑な査証取得手続き） 

入国規制など、「ヒト」の規制も厳しい。我が国では不法入国などを防ぐために入国管理

が厳格に行われており、好ましくない外国人を排除している。犯罪や密売などを行う可能

性のある外国人の受け入れを阻止し、日本国内の安全を確保するという点においては成果

を挙げているが、全く関係のない善良な外国人観光者やビジネスマンに対しても同様の煩

雑な手続きが求められるため、ビジネス交流が円滑に進まないとの指摘がある。また地域

統括拠点及び研究開発拠点に必要な高度な人材の受け入れも在留期間の短さ、在留資格制

度の厳しさ、就職支援の少なさなどによって進んでいない。 

 

・ 経済連携協定（EPA）締結の意義 

そのような障壁を一部除去する手段として経済連携協定(EPA）がある。経済連携協定は

「特定の二国間または複数国間で、域内の貿易・投資の自由化・円滑化を促進し、水際及

び国内の規制の撤廃や各種経済制度の調和など、幅広い経済関係の強化を目的とする協定」

（外務省）で、日本は現在、シンガポール、マレーシアなどの ASEAN やスイスなどと EPA

を締結している。連携のレベルは様々であるが、そのなかには投資規制撤廃、投資ルール

の整備、知的財産制度、人的交流拡大など、地域統括拠点にとってのビジネス環境整備に

つながる項目が多い。日本を地域の統括拠点として誘致していくためには「ヒト」、「モノ」、

「カネ」、「情報」などにおいて高レベルな連携が期待できるよう、以下の点を含めた経済

連携協定を我々がマーケットの対象としている国々（中国、韓国、台湾などの近隣諸国）、

対日直接投資を期待できる欧米諸国と経済連携協定を締結していくべきである。 

 

 インカムゲイン・キャピタルゲイン非課税 

インカムゲインについては 2009 年以降、それまでは益金算入とされ日本の税率が適用さ

れていた外国子会社からの配当を、外国子会社配当金不算入制度によって配当額の 95％が
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益金不算入となった。しかし、少しでも節税効果が求められる地域統括拠点を誘致するた

め、完全に免税とすべきである。またキャピタルゲインについても来年度から 20％と高い

水準に設定されている。シンガポールはインカムゲインに加えてキャピタルゲインも免税

となっている。我が国においても両方を免税とすべきである。 

 投資規制の緩和 

これは相手国側が大きく関わるため、どのレベルまでできるかは不透明ではあるが、よ

りスムーズに投資ができるよう、手続きの簡素化や認可までのコストが少なくて済むよう

に国家間でのルール作りが必要である。 

 査証免除国の地域拡大 

アジア地域における査証免除措置国は以下の通りである。 

 

表７ 査証免除措置国・地域一覧表  

査証免除国・地域   滞在期間 

シンガポール  3 か月以内 

ブルネイ  14 日以内 

韓国  90 日以内 

台湾  90 日以内 

香港 90 日以内 

マカオ 90 日以内 

(出所)外務省『ビザ（査証）』2011 年 11 月現在 

 

より円滑にビジネスが行えるように査証免除国を増やしていくべきである。 

 高度人材受入トータルサポート 

高度人材の受入ができるよう、在留期間の伸長、入国後に日本独自の文化に対応できる

ためのサポート、特殊な就職活動の支援、基準の緩和、条件付き奨学金制度などを実施し、

日本により高度な人材が入ってきて生産性に寄与できるようにすべきである。 

 

提言④：語学力向上政策 

先の問題点でもあったように日本で確保できる人材の英語力は著しく低い。このような

日本の現状を生み出した原因は何であろうか。アメリカの外交官育成機関の FSI の調査に

よると、アメリカ人国務省研修生が日本語を習得するには、フランス語・ドイツ語・スペ

イン語を習得するのに約 720 時間、日本語・中国語・朝鮮語・アラビア語は約 2,400 から

2,760時間の集中的な特訓が必要であったということが実証されており、英米との植民地関

係もなく、地理的にも遠いアジア圏と欧米では、言語の壁が大きいことが分かる。また、

以下のように日本の外国人人口割合も低いため、日常生活で英語を話す機会が少ないこと
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もうかがえる。こういった言語の習得のむずかしさや英語を話す環境がない中で、グロー

バル基準の英語力に追いつくためには、様々な手を打たなければならない。 

 

表８ 各国の外国人人口割合 

 
（出所）データブック国際労働比較 2011 

 

しかし、英語教育は昨年度までは、中学校からの開始となっており、教育開始年齢が他

国と比べて比較的遅かった。その他にも、近年のグローバル化が叫ばれるまで幼少の頃か

ら英語教育に力を入れる意識が低い、教師の英語のレベルが低い、外国人教師が少ない、

学生のモチベーションが低いなど、その弱みを十分に補えていない。このような原因を打

破するための英語教育の抜本的改正を考える。 

ここで、まず他国の施策をみていく。韓国は 1990年前後から、国を挙げて英語力強化に

取り組んでいる。特に、1997 年の通貨危機を境に国民に広がった危機感、そして韓国は国

内総生産の 80％以上を海外貿易に頼っている現状から、英語ができないと生き残れないと

いう意識の高まり、英語教育に対する熱気が急速に高まってきた。また、留学生受け入れ

に関しても日本と韓国の受け入れ留学生の差は 2000 年から 2008年の間に 16倍から２倍へ

と大幅に縮まっている。4そして、韓国では、５級国家公務員採用試験（日本でいう国家Ⅰ

種）における英語能力検定試験基準が設けられており、民間企業同様、基準点数を超えな

いと受けることができない。 

 

表９ ５級国家公務員採用試験における英語能力検定試験基準点 

 

インドネシアでも近年、英語化のブームが起こっている、ジャカルタ郊外にあるプリタ・

                                                   
4 韓国の留学生政策 http://www.jasso.go.jp/about/documents/marikonagashima.pdf 
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ハラバン国際学校リッポ・カラワチ校では、幼稚園から高校生まで 1,000 人が一部教科以

外は全て英語で授業を受けている。5また、同校では 10%ほどの外国人以外はインドネシア

人であり、この事実からもインドネシア人の英語教育に対する熱心さをうかがい知ること

ができる。1990年には在留外国人向けを中心に 44校あったインターナショナルスクールが

2010年には 100を超えた。 

中国では、大学卒業時には全員英語のテストを課すことになっている。合格しなければ

卒業できず、レベルは Band4と Band6とあり、Band4 は大学２年終了、Band6は大学４年ま

で終了したレベルとなる。 

 このように、アジア各国で、英語力向上の教育政策を実施しており、改めて日本の英語

教育が遅れていることが分かった。 

 よって日本では次に、日本人の英語力向上をはかるために主に「国内人材の英語力向上」

「外国人の誘致」の２点を目標とし、日本において語学力の高い人材にアクセスできるよ

うな政策を考える。 

 

１） 初等・中等教育における英語授業の改善と教師の育成強化 

日本も 2008 年から小学校３年生から英語教育を始めることが閣議決定した。これに

よって英語教育が、2001年から行っている韓国、小学校１年生から英語教育を開始して

いるという中国など隣国の教育レベルとやっと横並びになった。しかし、学習する開始

年度が早くなっただけでは、劇的な英語力向上に結び付けることは難しい。そのため、

英語の授業の改善と英語教師の育成強化が求められる。まず、授業内で使用する英語の

教科書を文部科学省が作成するものではなく、アメリカやイギリスの現地の小学校で使

用している教材を利用する。そうすることで、文法重視でかつ実用しにくい日本の英語

教科書の内容ではなく、より実用的かつネイティブスピーカーと同等の知識量が期待さ

れる。次に教師の育成強化に関してだが、英語教師の短期留学の支援や英会話ビジネス

を行う民間企業と政府がタッグを組み、その人材を各学校に送り出し、より英語教育に

特化した人材を各学校に配置する。生徒のみならず、教師の英語教育にも携わってもら

う。 

２） 国家・地方公務員試験に英語試験の導入 

韓国同様に国家公務員の試験に英語試験の導入または、TOEFL の点数基準設定を実施

する。現在日本の国家公務員採用試験において、一般教養の問題の中に一部含まれるの

みで、英語はそこまで重要視されていない。しかし、外交にかかわらずとも官庁の人材

が英語力に欠けている、意識が低いとより開放的な制度の改善や英語ドキュメントの実

現が厳しくなる。そこで、国家公務員採用時点において、英語力による足切りを行う。 

 

 

                                                   
5 日経新聞 2010 年 11 月 7 日 朝刊 
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３） 大学入学に TOEFL80 点必須条件の付与 

全国民を対象にした底上げではなく、英語力ある上位層のパイの拡大を目指す。そこ

で、高等教育における人材の英語力の保証ということで、大学入学時に既に TOEFL80点

以上を必須条件とする。この最低ラインからスタートし、大学における留学制度の奨励

をすることなどで、より高い英語力を身につけさせる。 

４） 留学生増加のための大学の全英語での授業実施 

日本への留学の阻害要因として、英語で行われる授業がほとんどないことが挙げられ

る。主要大学ではある程度留学生向きの英語の授業を実施しているが、教授の英語の聞

き取りにくいさなどが現状として課題点である。また、国内学生に向けても、インプッ

トだけでは英語力向上は望めず、ある程度アウトプットする場として英語での授業は必

要であり、各学生の単位認定として、複数の英語授業の単位取得を義務化するなどの施

策が考えられる。 

５） 留学生のための寮の設置 

図１５ 留学生の在籍状況調査結果 

 

（出所）日本学生支援機構 平成 22年度外国人留学生在籍状況調査結果 

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10.html 

 

これは、多くの留学生を日本に呼び込むための施策である。表８は平成 22年度の外

国人留学生の滞在形式のグラフである。表によると、77%の留学生が自らアパートを借り

るという生活になっている。これでは、住宅費の高い日本では、留学生に金銭的負担が

かかることになり、今後留学生の数を増やすことは厳しい。そこで、留学生誘致政策の

一環として、留学生が集約してかつ低コストで暮らせる寮施設などの拡大が必要である。

また、国内学生にも寮の提供をすることによって、日本国内でも大学生に英語環境に慣

れさせる機会を増やすことができる。 

６） インターンシップの推奨 

これは、英語力向上のインセンティブを目的とする。日本人学生の意識として、海外

で働かないから、英語を勉強して将来どう役立つのかがわからないという意識が高い。
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これは、日本企業で雇用がまだ見込みがある状態で、学生内で、日本企業に雇用されな

いリスクや、日本企業が今後停滞して解雇されてしまうリスクといった危機感がまだ生

まれていないためである。こうした中で、実際に、大学生に企業への多国籍企業や日系

企業へのインターンシップを推奨することにより、実際に仕事の場ではどのくらい英語

が必要とされているのかを経験でき、学生のうちに世界に通用するような英語力を身に

つけるインセンティブになる。 

７） 駐在環境の充実さ向上 

表１０ 人口当たりインターナショナルスクールの数 

 

（出所）ISC Research  http://www.iscresearch.com/, The World Bankより筆者作成 

 

これは、日本に海外の優秀な人材を呼び寄せるための施策である。日本は、国民の教育

レベルや治安や政治情勢など環境としては非常に住みやすい国である。ただ、駐在の際に

家族を連れてくる場合に、日本語を勉強しなくても子供を教育させる教育機関が不足して

いる。表９は、アジアの主要国の人口当たりのインターナショナルスクールの数である。

これをみても分かるように、日本にはインターナショルスクールが少ない。インターナシ

ョナルスクールは、国内学生も小さいうちから英語での教育を受けられるほか、駐在の家

族に教育の保証をすることができる。 

 

4.4 研究開発拠点 
1)  研究開発拠点とは 

研究開発拠点（以下、R&D 拠点と記す）とは「Research&Development」の略称で、

企業の基礎研究から製品開発、設計などを扱う部門を指し、企業の R&D 部門は主に基礎研

究・製品開発・設計の３つに分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong 43,361
Singapore 80,583
South Korea 338,142
Thailand 445,950
Japan 576,699
China 4,289,422

人口当たりインターナショナルスクールの数(単位：人)
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図１６ Ｒ＆Ｄのバリューチェーンに基づく分類 

 

基礎研究では、商品開発より以前の段階の研究などをし、製品開発・設計では基礎研究

などをもとに、実際に商品の開発などを行っていくのだが、R&D 部門を日本国内に設ける

企業は、日本に進出している企業のわずか 1 割で、非常に少ない。その理由としてまず挙

げられるのが移転するインセンティブだ。多くの企業が自国に R&D の拠点をもつことが基

本となっており、敢えて海外に機能を移転するインセンティブがなかなか働かない。また、

企業の海外進出の段階は、輸出→販売部門→サービス拠点→物流拠点→製造拠点→Ｒ&Ｄ拠

点設置となっているのが通常であるため、企業がある程度日本に進出していなければ、R&D

拠点を持つことはほぼない。さらに、高いビジネスコストなど R&D 部門の進出が盛んでな

い要因は、さまざまな阻害要因にある。この問題については後ほど記すが、R&D 部門誘致

を増やしていくためには、これらの阻害要因を少しでも解決していき、短期的には現時点

で日本に R&D 以外の部門で進出している企業に誘致し、長期的には日本にまだ進出さえし

ていない企業の誘致をしていく必要があるだろう。 

尚、現在日本に進出している企業の 9 割は製品開発の部門であるため、製品開発部門を

中心に R&D 部門全般を扱っていく。 

 

2) 研究開発拠点の立地選択において重要視される項目 

研究開発拠点においては、ビジネスコスト、人材確保の容易さが立地の際に最も重視さ

れる項目と考えた。以下、項目ごとに詳細を記す。 

 

【ビジネスコスト】 

ビジネスコストとは、ここでは R&D 拠点の本国からの移転、そして日本での展開におい

て発生するコストのことを指す。海外への R&D 拠点の建設には多大な費用がかかるが、そ

の上インフラや環境整備、情報収集など運営にもコストがかかり、多国籍企業以外ではそ

のコストが原因で R&D 拠点は本国にあるのが通常である。そのため、ビジネスコストを少

しでも減らすことは、外資系企業の誘致のために重要である。実際、先の回帰分析で、ビ

ジネスコストの一つである法人税は FDI に負の効果を与えることは実証されており、モデ

ルでも企業の新しい環境に慣れるコストを削減することも重要だといえる。 
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【人材確保】 

R&D 拠点を設置するには、高等な教育を受けた人材を確保する必要があり、人材を容易

確保できるかどうかは、ビジネスコストと同様に重要である。そのため、常に企業の要望

に見合った能力を持つ労働者を、供給できるようにしておくことが重要になってくる。回

帰の結果から、英語力をもつ人材の確保が FDI 誘致に重要だということが示されている。

また、モデルから企業の労働者への教育コストの低下と、他社から転入してくる労働者か

らの技術移転コストの低下、労働者に関する情報の非対称性と労働者のプールを用意して

おく必要がある。 

 

以上のようにビジネスコスト、人材確保の２つは研究開発拠点の立地に大きく関わって

いると考えられる。この２つはどれも先の分析結果と一致している。 

 

3) 問題点 

先の重要視される項目において日本はいくつかの問題を抱えている。 

 

【ビジネスコスト】 

ビジネスコストにおいては、日本は他国と比較しても高いことが問題である。 

日本は、物価が高い上に政府が主だった誘致優遇策を行っていないため、日本に参入する

ビジネスコストは高い。そのため、現時点で日本に来ている企業は、日本の多国籍企業や

高度な技術を持つ中小企業と連携するため、あるいは法制上の問題から「必要に迫られて」

R&D 拠点を設ける企業も多い。 

 

【人材確保】 

人材確保においては、教育コストがかかることが問題となっている。 

特に R&D 拠点を設置する企業は、高度な能力をもった人材を欲している。そのため、人材

の確保・そして育成には教育コストがかかってしまっている。 

教育コストを減らすためには、人材の輩出機関である大学等と連携する必要があるが、幸

いなことに安定的に日本には高度な科学技術に精通した人材が多い。しかし、科学技術振

興機構（JST）によると産学連携の際に日本では研究者側と企業側の思惑に乖離が生じ、知

財条項等で企業ともめることも多く、企業と大学の関係は必ずしも良好ではないというの

が現状だ。 

 

しかし逆に言えば、地域統括拠点同様、これらの点において魅力的であれば立地が促進

されるはずである。それらを踏まえて以下を提言する。 
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4) 政策提言 

提言⑤：クラスターによる企業との協力体制の構築 

今回私達は産業クラスターの発展・創設をすることで以上の問題に対処していきたい。 

まず、政策の詳細について説明する前に、産業クラスターについての説明をする。産業ク

ラスターの概念は米国の経営学者マイケル・E・ポーターによって提唱され、「特定分野に

おける関連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、関連業界に属する企業、関連

機関（大学、規格団体、業界団体など）が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力してい

る状態」のことを指す。産業クラスターの例としては、アメリカのカリフォルニア州にあ

るシリコンバレーなどが有名である。ここには、半導体、情報通信、コンピュータ、周辺

機器、ソフトウェア業等の IT ハイテク産業やバイオテクノロジー産業が集積しており、ハ

イテク産業における米国の競争力優位の源泉となっている。その他として、テキサス州の

オースティンなども有名である。 

産業クラスターの発展・創設は、前述した「ビジネスコスト」「人材確保」の２つの問題

に対処する方法となる。 

そのために重要になるポイントを述べていきたい。 

① 業種の集積 

同じ業種の企業を集積させることで、それぞれが近い分野の技術を扱うことになるので、

労働者の移転によって起こる技術移転のコストは小さくなる。また、狭い範囲に集積す

ることで、労働者を調査する取引費用や労働者に関する情報の非対称性を改善する手段

にもなりうる。さらに新規参入企業が現地労働者を雇用する際にも、自社の分野に関係

した人材を獲得できれば、教育コストは削減できる。 

② 地教育機関との連携 

先に述べたことと関連するが、企業の教育コストを削減するために、現地の大学との連

携は重要となる。産業クラスター内にある企業が求める人材像を大学と共有することで、

新卒労働者の教育コストを削減し、かつ雇用のミスマッチの改善にもつながる。また、

前提条件として、労働者のプールがあることが必要であり、そのためにも大学との連携

によって、常に労働者を供給できるようにしておくことが重要になってくる。 

 以上より、産業クラスターの設置が R&D 部門の誘致に有効であることが分かったが、ク

ラスターを発展させていくためには、多くの同一産業が集積することこそが最も重要であ

る。そのためには、政府が全国の産業集積地帯を調査して把握するとともに都市近郊や地

方の交通の便の良い集積地帯を積極的に海外に知らせていくことが必要であり、それと共

に外資系企業の日本支店が多い大都市に事務所を設置して広報活動をしていくことも重要

であろう。 

 また、誘致の場所に関しては、参入する外資系企業の目的によって異なってくるだろう。

日本には自動車メーカーなどのように世界的な多国籍企業が自国内に開発部隊を残してい
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るが、例えば自動車部品のサプライヤーとして参入する外資系企業は、多国籍企業が R&D

拠点を設けている場所付近に立地することが望ましい。この場合だと、トヨタ自動車の本

拠地である愛知県、東京から近い上に日産自動車などの本社もある神奈川県、今回の震災

でも改めて自動車生産のための重要な拠点であることが分かった東北地方等に進出するこ

とが望ましいだろう。このように、日本の大企業・あるいは技術を指向する場合は、産業

が既に発達しているクラスターを紹介し、誘致していくことが有効であろう。 

 一方で、日本の市場向けに R&D 拠点を設ける企業には（必ずしも日本の多国籍企業や技

術等を指向していないため）、ビジネスコストや人材教育コストがかからないことが特に重

要である。そのための要素として、地域統括拠点からの距離が近いことや、立地が便利な

こと、産学連携が取れていることなどがある。誘致先の具体的な例としては、茨城県のつ

くば市や神奈川県の川崎市などが有効であろう。その理由として、つくば市、そして川崎

市には既に R&D 産業が発達していてスピルオーバー効果が見込まれると共に、首都圏から

も近く、近隣に大学があるからである。 

 

図１７ Ｒ＆Ｄの集積状況 

 

 

 

 

（出所）JETRO 地域進出支援ナビ 
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5 おわりに 

 本稿で我々は外資系企業の参入が日本経済の成長にとってプラスになることを示した上

で、外資系企業参入のための分析、そして政策提言を行った。その政策提言の内容につい

ては以下のようになっている。 

・事業コストを現状よりも安くするために、外資優遇税制を導入する。 

・交通アクセス手段の改善のために、ゲートウェイ空港構想とオープンスカイ政策を実施

する。 

・地域統括拠点として「資本」「労働」の移動を自由にするために EPA を締結する。 

・人材獲得・教育コストを現状よりも安価にするために、官民が一体となって語学力向上

のための施策をする。 

・ビジネスコストと高度技能人材の教育コストを減らすために、産業クラスターを設置す

る。 

 本稿の課題としては、データ収集ができなかったため、途上国から日本への直接投資を

分析することができなかったことだ。近年の途上国の台頭が対内直接投資にどのような影

響を及ぼしているか検証できなかったことは、非常に残念であった。しかし、今回 OECD

諸国の対内直接投資の分析をできたことは、現在の日本における対内直接投資の現状を把

握するうえで役に立った。 

 最後に、近年グローバル化は進行し続け、国家間の財やサービスの移動、そして直接投

資も増えている。本政策提言は、対内直接投資促進のための分析を行ったが、日本がグロ

ーバル化の波に取り残されないために、対内直接投資だけでなく、歴史的な円高というチ

ャンスを生かして対外直接投資の拡大にも今まで以上に積極的に取り組むことを願う。 
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