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1. 対日投資の現状

「日本の対内直接投資残高の対 GDP 比

は 3.8％。これは世界 199 ヵ国中 196 位で、

197 位以下はネパール、アンゴラ、ブルンジ

（UNCTAD）」。60％を超える英国や 40％近

いフランスなどの欧州諸国や 30％近い米国

はもとより、中国や韓国も 10％以上。日本

の海外からの投資受け入れの低調さを物語る

ショッキングな数字である。

身近で活躍する数多くの外資系企業の存在

にもかかわらず、北朝鮮よりも低い 196 位と

は信じ難い。「対日直接投資」は統計定義上、

国境を越えて日本に入る資本のみを対象とす

る。日本に進出した外資系企業は、日本国内

の発達した金融市場から、低金利で容易に資

本を調達できるため（さらにかつての円高は

外貨建て資本を目減りさせた）、企業数やビ

ジネスの規模に対し直接投資額は少ない。し

たがって 196 位は実態をそのまま反映したも

のではないが、経済規模やその成熟度に比し

て、対日直接投資が低水準にとどまっている

ことは厳然たる事実である。

ちなみに日本は世界で第 2 位の海外直接投

資国＝資本の出し手（2013 年フロー）だが、

日本の海外直接投資残高（アウトバウンド）

と対日直接投資残高（インバウンド）は 6.5：

1 という大幅な資本流出超過となっている。

直近データの 2014 年は「アベノミクス」

効果により資本流入が拡大し、2008 年以降

横ばいの対日直接投資残高は増加に転じた。

ただし「成長戦略」の政府目標である「2020

年の残高倍増」には、さらなる拡大が必要で

ある。

2. 対日投資はなぜ必要か

なぜ海外から企業や資本を呼び込まなけれ

ばならないのか。日本にはあらゆる産業分野

で大企業から中小企業まで立派な企業がそ

ろっており、外国企業など不要。失業率は低

く雇用拡大は喫緊の課題ではない。さらには、

政府が外国企業の日本進出に手を貸すのか―

という本音を耳にする。

今や「企業が国を選ぶ」時代であり、日本

企業のビジネス拠点が海外にシフトしてゆく

中、「雇用の空洞化」の懸念大。少子高齢化

とグローバル化・ボーダレス化の下、モノ・
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サービス・技術・資本・人材を日本一国で賄

うことは不可能。対日直接投資は、雇用創出

とともに新しい技術や革新的経営をもたらす

という意味で、日本経済再生の鍵を握る―と

いった説得にはもどかしさを感じることが多

い。趣を変えて、ラグビー日本代表の話を。

現在の日本代表のランキングは世界 11 位

（最高は 2014 年の 9 位）。2014 年 11 月まで

のテストマッチ 11 連勝は、チームが明らか

に変貌・進化した証しだが、その最大の要

因は、元豪州代表ヘッドコーチのエディ・

ジョーンズを日本代表ヘッドコーチに招
しょう

聘
へい

したこと。彼は選手に猛練習を強いるととも

に、スクラムやラインアウトの強化に外国人

コーチを続々と迎え入れた。また、今の代表

メンバーには 10 人近い「外国人」が加わっ

ている。ラグビーは「外国人」でも 3 年以上

の居住を条件に代表入りが可能という国際

ルールがあり、日本以上に「外国人」比率の

多いチームも存在する。国籍にとらわれず、

人材・ノウハウを取り込んで強くなる姿こ

そ、これからの日本経済の発展の象徴ではな

いか。

2013 年 6 月に日本代表が強豪ウェールズ

に勝利した後、某報道番組のスポーツ特集で、

解説のプロ野球 OB と J リーグ OB が、代表

チームに「外国人」がいる理由で「喝」と批

判した。国際標準に背を向け、日本純血至上

主義を唱えていては日本の将来はない―言い

過ぎだろうか。
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図　対日直接投資残高とGDP比率の推移（2000－13年、単位：10億円）

本邦対外資産負債残高（財務省・日本銀行）よりジェトロ作成
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3. 求められる日本の対応とジェトロの取り組み

対日直接投資の拡大に向けては、第一に、

ビジネス環境の一層の改善が求められる。安

倍総理は「日本を世界で最もビジネスしやす

い国にする」と宣言し、規制改革、法人税減

税、TPP 加盟交渉、コーポレート・ガバナ

ンス強化などに取り組み成果を挙げている。

2014 年からは関係閣僚による「対日直接投

資推進会議」を立ち上げ、政府一丸の取り組

みとし、2015 年 3 月には、外国人のビジネ

スや生活環境を改善させる「5 つの約束」を

発表した。

第二に、こうした日本の変化や投資市場

としての日本の魅力、さらには外国企業を

歓迎する姿勢を海外に発信してゆくことが

必要である。日本は特殊で排他的という誤

解や長期にわたる景気停滞・デフレから、

日本でのビジネスは面倒でもうからないと

いう固定観念が、日本への投資を阻害して

きた（実際は日本の外資系企業の利益率は

日本企業を上回る）。アベノミクスとその効

果により、明らかに日本経済への関心は高

まっており、日本からのメッセージが前向

きに受け入れられる今こそ、発信を強化す

べき。安倍総理は 2014 年にジェトロが主催

した 2 回の対日投資セミナー（5 月ロンドン、

9 月 NY）、さらに 2015 年 5 月にはロサンゼ

ルスでの経済セミナーで日本への投資を呼

び掛けた。外国企業誘致は国家間の競争で

あり、トップのコミットメントの効果は大

きい。

第三は、個々の投資案件を丁寧にサポート

して投資の実行に結び付けることが重要で

ある。JETRO は対日投資促進の中核機関と

して、外国企業の誘致と外資系企業の日本で

の投資のサポートに重点的に取り組んでい

る。「Invest Japan」キャンペーンがスター

トした小泉政権時代の 2003 年以来 12 年間

で、日本への投資に関心のある 1 万 2,000 社

以上の外国企業を支援し、1,200 社以上の投

資を実現させた。日本への投資を計画する

外国企業は、国内 6 都市に置かれた IBSC：

Invest Japan Business Support Center で、

拠点設立準備のために、テンポラリー・オ

フィスを 2 ヵ月間無料で利用可能。同時に

JETRO は、各種手続きの相談や市場情報の

提供などコンサルティングを無料で実施し、

日本進出に際してのワンストップ・サービス

を提供している。また、内外の体制を強化し、

日本に関心を示す外国企業に加え、日本に

「来てもらいたい」企業に出向き投資を働き

掛ける「攻め営業」を展開している。さらに

地方創生の観点から、地方自治体との二人三

脚で外国企業の地方への誘致にも注力して

いる。

日本でのビジネスに関心を持つ外国企業に

は、ぜひとも JETRO のサービスをご紹介い

ただきたい。 JF
TC


