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　2002年に始まった戦後最長の景気回復を
牽引してきたのは主に輸出であり、米欧の
景気回復や新興経済諸国の高成長に支えら
れて、日本の輸出額は2006年度までの5年
間で6割も増加した。この結果、貿易収支
の黒字幅が拡大を続けているが、これに加
えここ数年は、海外からの配当・利子収入
が急増していることや現地子会社の収益が
拡大しており、第1章で指摘したように所
得収支の黒字も大幅に増えている。
　輸出の増加や現地子会社の収益が拡大し
ているのは、もちろん海外経済が好調であ
ることが背景にあるが、同時に日本企業が
世界市場において高い競争力を有している
ことも大きな要因となっている。しかし、
10年後の日本を見据えた場合、日本経済が
持つ高いポテンシャルを維持・向上してい
けるかについては決して楽観視できない。
日本企業の競争力を強化していくには、
個々の企業の努力もさることながら、わが
国を取り巻くマクロ的な環境変化に対応し
ていくことが必要である。例えば、これか
ら本格的な少子高齢化社会を迎え、今後10
年間で生産年齢人口は1割減少し、現状の
ままでは活用できる労働力もかなり限定さ
れることが予想されている。また、グロー
バル化の進展により国際競争はさらに激し
さを増していくことも想定される。日本の
個人投資家がより高い運用収益を求めて海
外資産に投資したり、外国人投資家の動向
が日本の株式市場を左右するなど、グロー

バル市場での企業の競争力の格差が、その
まま企業の資金調達力や企業価値に結びつ
いてくる。グローバルな金融市場において
は、企業は、高い資金運用効率と企業自身
によるガバナンス体制の構築を要請され
る。市場原理に基づいた最適資金配分によ
り、結果として世界全体の資本投入に関す
るポートフォリオ管理が行われ、不祥事に
おける市場の制裁という形でCSRの視点か
らの企業のガバナンス体制の監督が行われ
る。それゆえ、企業自身がその資金運用の
ポリシー、つまり、未来に向けてのビジョ
ンを明確にし、市場に対して説明すること
が必要となる。
　このような企業を取り巻く今後の環境
変化を踏まえ、新「貿易立国」をめざす
日本と日本企業の競争力強化に向けて、そ
のあり方や必要な施策等について展望して
みる。経済の成長は、①労働力の投入、②
資本の投入、③全要素生産性の向上の3つ
の要素によってもたらされ、これらが各国
の競争力を決定している。全要素生産性と
は、科学技術の進歩や情報通信の普及によ
る業務の効率化、流通システムの改革、企
業の組織改革、規制緩和などによってもた
らされる生産性の向上であり、これが投入
した資本の効率的運用につながる。日本企
業が持続的に競争力の向上を図るための方
策をこれら3つの要素に分けて探ってみよ
う。

日本企業の競争力強化へ向けて第4章
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1．新たな労働力の投入・強化

　日本の就業人口の構成は、概ね18歳から
60歳代前半となっており、60歳代半ば以降
の高齢者の就業比率が極端に低くなってい
る。そのため、団塊の世代が65歳を迎える
2012年頃から、日本の就業人口は急速に減
ることが予想され、少子化による若年層の
減少も相まって深刻な人手不足に陥ること

も懸念されている（図表4−1・4−2）。特
に、高い技能を有する熟練工が定年を控え
ている製造業では、若い世代への技術の伝
承がスムーズに行われるか不安を抱える企
業も多い。必要な人材を確保できなくなる
ことは、企業が競争力の維持・強化を図る
上で大きなボトルネックとなる。当然、技
術進歩によって補えるものについては、そ

れが進められていくだろうが、
どうしても人の手に頼らざるを
得ない作業工程やサービスにつ
いては、何らかの形で労働力を
確保していかなければならな
い。ここでは、高齢者、女性、
障害者、外国人に焦点を当て
て、労働市場への参入促進とそ
の弊害となっている問題を検討
する。

（1）高齢者のケース
　2006年4月に施行された高年
齢者雇用安定法（改正）によ
り、2013年までに段階的に65歳
までの定年の延長か継続雇用等
が企業に義務付けられた。この
ため、今後、60歳代前半の就業
率は上昇していくことになる。
しかし、65歳以降については、
就業率は今後もあまり変わらな
いとみられる。一方で、高齢者
の就業意欲は高い。シニアマー
ケット調査会社である（株）シ
ニアコミュニケーションが日本
の50歳以上のシニア層に対して
行ったアンケート調査では、回
答者の8割が定年後も何らかの
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形で就労を希望しており、シニア層の就労
意欲が強いことが改めて示された。また、
就労形態については、「不定期・単発」や

「週5日未満のパートタイム」などの時間的
に融通の利く就業スタイルを希望する人が
多数を占めていた。このようなシニア層の
就労意欲に応え、フレキシブルに働ける環
境を築いていくことが、シニア層の労働参
加率を保つ手立てとして求められてくる。
　欧米では、高齢者が街中の盛り場などで
若者に混じりながら楽しんでいる光景を
見る機会も多く、高齢者が生活を謳歌し
ていると感じることが多い。一方で、日本
では、シニアは社会的弱者のイメージが強
くなっている。（株）シニアコミュニケー
ションの山崎伸治社長は「日本でも若者が
年を取るのに肯定的な社会にならなけれ
ばならない。シニアが増えることによっ
て、国が新しいモデルをつくり、シニアの
経験をGDPに変えていき、新しい成長を
していくことが、これからの日本にとって
意味のあることだ」とシニア市場の開拓に
意欲を見せる。シニア層の社会参加、社
会貢献という意味では、（社）日
本貿易会を母体として設立され
たNPO法人「国際社会貢献セン
ター（ABIC）」では商社OB等を
人材登録し、国内外で民間レベル
での人的支援、協力、交流活動を
展開して各方面から高い評価を得
ている。

（2）女性のケース
　日本の労働市場において顕著に
見られる特徴として、女性の労働
人口構成のM字曲線と言われるも

のがある。働き始めの20歳代は労働参加率
が高いが、30歳代に入ると出産や育児のた
めに労働市場から退出する人の割合が多く
なり、40歳代になると子育ても一段落し、
再びパートなどで働く人が増えてくる。こ
のように30歳代の労働参加率が20歳代、40
歳代よりもかなり低くなっているため、女
性の労働参加率を年齢階層別にグラフにす
るとアルファベットのMの形に似た推移を
示すことからM字曲線と言われる（図表4
−3）。この現象は日本特有のものであり、
他の先進国では、30歳代に入っても労働参
加率が低くならない国が多い（図表4−4）。
これは、日本では、家事や育児を女性が行
うものという役割分担の傾向が強いこと
や、出産や育児とともに就業できるという
環境が整っていないことが影響しているよ
うである。最近は、徐々にではあるが、育
児をしながらの就業について企業の対応も
柔軟になりつつあり、30歳代の女性の労働
参加率も多少は上がってきている。
　資生堂やトヨタのように社内に託児所を
設ける企業も少しずつ増えてきており、特
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図表4－3　日本における女性の年齢階層別
労働参加率の推移  
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に、日本郵船の「郵船チャイルドケア 丸
の内保育室」では、託児所を利用する社
員を対象にマイカー通勤を認め、会社で駐
車場の確保やガソリン代の負担までしてい
る。また、社内のみならず、契約すれば丸
の内周辺の他の企業の社員についても郵船
チャイルドケアを利用することができる。
この他にも、三菱地所では、丸の内の「東
京ビル」内に託児所を開設し、丸の内周辺
に勤務する会社員を対象に子育ての支援を
行っている。このように、まだ一部の企業
ではあるが、例えば丸の内で働く女性の期
待を背負って育児の支援をするというよう
なライフスタイルを支える発想が広がりつ
つある。実際には託児所を利用する人がま
だ少ないなどの課題を抱えている所もある
ようだが、このような積み重ねが、子供を
持つ女性の労働参加率を高めていくことに
つながっていくのは確かであろう。
　月刊誌の「日経WOMAN」が、「女性が
働きやすい会社ランキングトップ10」とい
う調査を2006年に実施している（図表4−
5）。トップ10に選ばれた企業は、さまざま

な育児支援プログラムを導入して
いた。法定以上の産休中の所得保
障を行っていたり、復帰後の勤務
時間を短縮したりしている。興味
深いのは、トップ10に選ばれた企
業のうち8社は、海外売上比率が
高く、厳しい国際競争にさらされ
ている企業であることである。図
表4−5の海外売上比率は、連結対
象企業の売上の海外比率であるた
め、輸出が含まれていない。輸出
も含めれば、これらの企業は海外
依存度はさらに高いものとなる。

これまで会社で成長し、能力を発揮してき
た女性が出産・育児で辞めてしまうこと
は、会社にとって大きな損失であり、海外
依存度が高く、厳しい国際競争にさらされ
ている企業ほど、貴重な人材を失うことに
対して敏感になっているのであろう。

図表4－5　女性が働きやすい会社ランキング
（ワークライフバランス度）と海外売上比率

 

ランキング 企業名 海外売上比率（％）
1 松下電器産業 44
2 帝人 42
3 アサヒビール
4 シャープ 51
5 ソニー 74
6 NTTドコモ -

-

7 キャノン 78
8 三洋電機 55
9 日本郵船 85

10 東芝 49
33.8
37.6

（注）海外売上比率は06年度連結売上
（出所）「日経WOMAN06年6月号」、
　　　　東洋経済「会社四季報07年3集」
　　　   JETRO「貿易投資白書2007年版」
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図表4－4　女性の年齢階層別労働参加率の
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　労働市場から退出してしまった子育て期
の女性の中には、企業の就業規定や育児環
境などにより働きたくても働けない人が数
多く含まれている。短時間労働や在宅勤務
の拡充、企業内託児所の導入などを行い、
就業意欲のある人達がフレキシブルに働け
る環境を築いていくことが、労働参加率を
向上させる手立てとして求められてくる。
　また、最近あまり議論されないが、出産
や育児の他に、婚姻後の改姓も女性が仕事
を続けていく上での障害になっているとい
う事実がある。婚姻後の女性が経済・社会
活動をしていく中で、公的書類が必要な場
合には、常に戸籍上の改姓がつきまとい、
これが女性の社会生活上の連続性を失わせ
て、経済活動における非効率化を招いてい
る。米国、英国、フランスなどの先進国の
みならず、トルコ、タイなどの中進国にお
いても既に夫婦別姓の選択を容認する法改
正をしており、国際的に夫婦別姓の選択を
認める動きは広がっている。わが国におい
ても夫婦別姓の選択制は、真摯に検討する
必要があろう。

（3）障害者のケース
　障害者の雇用については、近年、社会的
責任の意識の高まりもあり、前向きに取り
組もうと努力する企業も多くなっている。
しかし、実際の障害者の雇用率は、長年
1.5%弱で推移しており、国が民間企業に課
している法定雇用率1.8%を大きく下回って
いる。2007年は多少の進展が見られ1.55%
となったが、障害者を実際に雇用すること
に対して、まだまだ慎重であるというのが
実態である。障害者雇用が進まないのは、

「業務内容の高度化・複雑化」、「雇用管理

ノウハウの不足と戸惑い」、「部署単位にお
いて理解が得られない」などの理由がある
ようだ。働く意欲があり、働く能力も有す
る人については、可能な限り多くの人が雇
用の場につくことが望まれ、障害者が社会
的な役割を担うことは、障害者本人だけで
なく社会全体にとっても有益なことであ
る。企業も単に社会的責任から障害者を雇
用するということだけではなく、障害者の
雇用を企業の競争力に結び付けていくよう
な積極的な対応をしていくことが、人口減
少社会の中で企業が成長していく上で重要
な要素となってくる。
　日本における就業環境の中で、最も劣悪
で改善を要するものに通勤がある。健常者
にとっても通勤の負担はきついものである
が、障害者にとっては、健常者よりも通勤
のハードルが遥かに高くなっている。この
通勤の過酷さにより就業できないという人
も少なくない。日本ユニシスの籾井勝人社
長は、そのハードルを下げることにより、
障害者の雇用に前向きに取り組もうとして
いる。籾井社長曰く、「ハンディキャップ
があってもシステム開発を出来る人は意外
に多く、また、システム開発は在宅勤務で
も可能である。障害者の中には通勤がネッ
クとなり、働く機会を失っている人も多
い。在宅勤務と絡めて、障害者を積極的に
活用していきたい。」とのことである。
　工夫によっては、障害者は企業の競争力
向上により大きな役割を果たすことができ
る貴重な戦力なのである。

（4）外国人のケース
　日本は、戦後一貫して単純労働者として
の外国人の入国を認めてこなかった。し
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かし、例外として、日系人については就
労制限を設けておらず、現在も日本国内で
日系ブラジル人や日系ペルー人など23万人
程が働いている。もう一つ例外がある。そ
れは、「外国人研修制度及び技能実習制度」
というもので、中国などの開発途上国から
研修生や技能実習生を受け入れ、彼らに日
本で技能を修得してもらい母国でそれを生
かしてもらうという趣旨である。この制度
の利用で、現在10万人程が日本国内の企業
で働いている。
　このような日系ブラジル人労働者や中国
人研修生などは、日本の各産業に広く浸透
しており、もはや実態として日本経済に欠
かせない貴重な労働力となっている。既
に、造船業などでは深刻な人手不足に悩ま
されており、今後日本では、若年人口が急
速に減少していく中で、高齢者や女性では
代替出来ないような重労働において特に労
働力不足が発生することが懸念される。
　OECDも日本の外国人労働者受け入れ
の必要性を説いている。「国際移住アウト
ルック2007年版」では、日本の生産年齢人
口（15−64歳）は世界最速のペースで減少
が進んでいるが、それにもかかわらず外国
人労働者の受け入れが欧州などと比べて少
ないと問題を提起している。仮に、2005年
時点の生産年齢人口の水準を今後も維持す
るためにその減少分を外国人労働者で補お
うとすれば、毎年約50万人の外国人の長期
就業者を新たに受け入れ続けなければな
らない。しかし、2005年に長期就業を認め
られた外国人は約2万人しかいない。した
がって日本は外国人労働者を受け入れてい
かなければ、潜在成長率の低下を招くとこ
のレポートは警告している。

　政府は現時点でも外国人の単純労働者の
受け入れには慎重な姿勢を保っている。し
かし、高齢者や女性の労働参加率を高める
だけでは、現在の日本の産業活動を維持し
ていくことは困難な状況にある。日系人や
研修生以外にも外国人労働者への門戸を開
いていくことを積極的に考えていかなけれ
ばならない。それと同時に、最近、一部で
問題となった外国人の労働環境や待遇面に
ついても、その改善を企業レベルで進めて
いく必要がある。近頃は、一部の外国人労
働者の待遇の悪さが彼らの母国で広く知れ
渡るようになったため、日本での就業を希
望する人が少なくなってきているケースさ
えあるという。
　他方、このような日本の状況とは逆の例
が海外ではみられる。スペインの過疎地の
村では、移民を誘致する試みをしており注
目を集めている。若年層の減少により廃村
の危機に直面したスペイン東部テルエル県
のアグアビバ村では、2000年に移民を募り
始めた。朝日新聞などの報道によると、移
民誘致のために、最初は、同じスペイン
語を話すアルゼンチンを訪れ、新聞広告で
募集をかけて9家族を選んだが、「移民歓迎
の村」の評判は瞬く間に伝わり、アルゼン
チンやウルグアイなどの南米諸国のほか、
ルーマニアやイタリアなどからも移民の希
望者が集まってきた。現在では、村の人口
700人の2割に当たる140人が外国出身者で
あり、住宅建設などに従事している。移民
誘致のために、渡航費を支払ったり、年に
一度、「中南米音楽の夕べ」を開催し、新
旧住民の融和を図ったりと自治体の努力が
伺える。
　日本もスペインの過疎地と同じような人
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口減少の危機に直面しているが、対応は遅
れている。まずは、就業希望者が減ってい
る日系人が日本で働きたいと思うような就
労環境を築いていかなければならない。特
に、医療保障の充実や子供に教育機会を与
えるなどして外国人労働者が安心して暮ら
せる環境を官民ともに整備していくことが
求められる。
　また、労働力としての外国人に対する期
待は、当然、単純労働に限られたものでは
なく、技術者や知識層にも日本で就業して
もらう努力が欠かせない。中でもこれから
特に高いニーズが発生してくるのが、看
護・介護分野である。10年後には団塊世代
が70歳代を迎え、日本は超高齢化社会に入
るため、看護・介護分野での需要は増大
し、現在でも不足している看護師、介護福
祉士については、深刻な供給不足が生じて
くる（図表4−6）。一方、アジア諸国には、
看護・介護分野で高い能力を身につけてい
る人材を豊富に抱える国があ
り、特にフィリピンは先進国
への派遣の実績も多い。フィ
リピン海外雇用庁によると、
2006年に新たに看護師として
海外の国に雇われたフィリピ
ン人は8,528人で、累計すると
これまでに30万人以上のフィ
リピン人看護師が世界130カ国
以上の国々で働いている。特
に、米国や英国などの英語圏
の国やサウジアラビアなどの
中東諸国での就労が多くなっ
ている。
　日本は、2006年9月にフィリ
ピンとの経済連携協定（EPA）

に署名、一定の要件を満たす看護師・介護
福祉士の就労を認め、2007年度から2年間
でフィリピン人の看護師400人、介護福祉
士600人の候補者を日本に受け入れること
を決めた。しかし、日本で看護師として
実際に働くまでの要件が、他の先進国と比
べて厳しいことや言葉の問題などもあり、
フィリピン側では日本における就労に対す
る希望者は少ないようである。フィリピン
での看護教育は世界的にも水準が高く、日
本と比べても遜色ないかむしろ優れている
という調査結果もある。フィリピン人看護
師は、インターン（医学研修生）と同レベ
ルの医療行為も行っており、海外では有能
な医療スタッフとして認められており、社
会的な地位も高い。そのため、フィリピン
人看護師は、先進国や中東諸国からの引き
合いが強く、給与等の待遇面でもかなり良
い条件を出されている。このように他の国
の条件が良いことも、日本で働くインセン

（出所）「社会保障の給付と負担の将来見通し（2006年5月
　　　　推計）」（厚生労働省）をもとに作成
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ティブを低下させているものとみられる。
　一方、日本側にも多少の誤解があるよう
で、フィリピン人看護師を単に安価な労働
力としてみている部分がある。フィリピン
とのEPA締結においても、フィリピン人
看護師に対して、条件を満たせば、「日本
で働きたければ働いても構わない」という
態度が見え隠れする。むしろ、今後の日本
の状況を考えた場合、優秀なフィリピン人
看護師に対しては、「是非、日本で働いて
ほしい」という対応をしていかなければな
らないのではないか。看護・介護分野につ
いては喫緊の課題であるため、官民挙げて
早急に取り組んでいくことが望まれる。受
入条件の緩和も必要かもしれない。
　この他にも、大学や研究機関への外国人
の誘致、特にアジアの優秀な頭脳を日本の
中で育てることも検討すべきである。米国
の技術開発、研究開発には、中国人やイン
ド人、ベトナム人の優秀な研究者たちが貢
献している。彼らに活躍の場を提供し、支
援していることが、米国市場のR&Dの底
力になっているのではないだろうか。アジ
アの優秀な学生が、日本の大学や研究機関
に魅力を感じず、米国に留学することにつ
いて、日本はもっと危機感を持つべきでは
ないだろうか。資格の取得や研究者の受入
についての日本市場の閉鎖性が日本の競争
力の源泉であるR&Dの健全な成長を阻害
している。日本は、他の国以上に外国人の
技術者や知識層をひきつける魅力的な市場
や環境を創出していかなければならない。

（5）人材投資の必要性
　以上のように、生産年齢人口が減少す
る中で必要な労働力を確保するには、高

齢者、女性、障害者、外国人が活躍できる
場を広げることが大切であり、その弊害と
なっている要因は改善していかなければな
らない。それと同時に、人材の流動性を高
めるために、再教育などの人材投資をして
いくことも必要である。人への投資を進め
ることが、限られた人的資源を有効に活用
し、競争力を高める源泉となる。しかし、
人材への投資には、一企業としての努力で
は限界もあるため、政策的な対応も必要と
なる。
　政府では、「成長力底上げ戦略」の一環
として、フリーターや子育て終了後の女性
などを対象に職業能力向上を目指すジョ
ブ・カード制度を2008年度から本格的に実
施する予定である。ジョブ・カード制度
とは、一定の期間、企業がフリーターなど
を雇用しながら職業訓練を行い、それに対
して公的機関が訓練実績や資格を記載した
証明書を発行する仕組みである。このジョ
ブ・カードを提示することにより、一定の
職業能力が証明でき、就職に役立つとされ
ている。このような政策的な枠組みも含め
て、企業が人材投資を積極的に行っていく
ことが、多様な人材の流動化を進め、労働
力不足の解消につながっていくことにな
る。

2．資本投入の強化とリスクマネーの配分

（1）金融・資本市場の競争力強化
　1998年4月の外為法の改正に端を発した
日本版ビッグバンから、ほぼ10年が経とう
としている。日本版ビッグバンの目的は、
日本の金融市場の規制を緩和することに
より、1200兆円（＊1996年12月末の金額、
2006年12月末は1500兆円に増加）に上る個
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人金融資産の運用効率をあげ、効率的な金
融市場を育てることにあった。モデルと
なったロンドンのビッグバンは、規制緩和
によりシティをオープンな金融市場とする
ことで、世界中からのマネーを集め、国際
金融業を英国の主要産業として発展させる
ことに成功した。日本版ビッグバンの狙い
は、銀行･証券・保険の3分野に分かれてい
た金融業の業際をなくし、それまで間接金
融を通じて企業に広く薄く配分されていた
個人金融資産を、成長分野や優良企業に効
率的に投入し、資本の運用効率をあげよう
とするものであったともいえる。
　かつての高度成長期には、家計の貯蓄を
効率よく吸収し、慢性的に資金不足にあっ
た企業に平等に配分することで、産業振興
に必要なリスクマネーを供給することが有
効であった。しかし、これは、誰が運用し
ても成長が望める高度成長期の金融システ
ムであり、そのシステムを成熟経済になっ
た日本経済においても温存させたことで、
非効率な業態にも資金を供給し続け、結果
として、日本企業の非効率経営を助長して
しまったという反省が日本版ビッグバンに
はある。
　従い、日本版ビッグバンによる金融市場
の改革と同時に、資金の運用先である日本
企業そのものの経営効率をあげるための制
度改革も平行して進められた。それが会計
ビッグバンと企業再編のための各種制度改
革である。
　会計ビッグバンにより、グローバル経
済における連結経営が重視されると同時
に、資金投入の判断のために有効な財務諸
表の作成と、企業情報の適時適切な開示が
求められるようになった。例えば、税効果

会計の導入により期間損益が企業活動の成
果をより適確に示すようになったことで、
ROEやROAなどの運用成績を比較する経
営指標の有効性が高くなった。また時価会
計やキャッシュフローの導入により企業の
資産価値や運用状況を比較的容易に評価で
きるようになった。
　企業の再編を促すための制度は、1995年
以降、急速に整備され、合併、事業譲渡に
加え、株式交換・株式移転、会社分割が可
能となり、事業の選択と集中によるグルー
プ再編のための制度的インフラが整備され
た。事業再編による効率経営の推進や、非
効率・不採算事業からの撤退による本業回
帰で、企業の足腰は強くなっている。ただ
し、こうした構造改革が進み、生産性、競
争力を高めたのは、グローバル化の進んだ
製造業・大企業が中心であり、国内市場を
対象とする中小企業や非製造業の多くは、
相対的に低い生産性にとどまっている。製
造業は、中国を中心とする東アジアの著し
い経済成長の活力を取り込む形でその競争
力を強化し、業績を改善してきた。そし
て、更なる成長を求めて、社内留保を厚く
してリスクの大きい次の新興市場への再投
資に備えている。企業がこぞって過去最高
益を上げているような業界があるにもかか
わらず、国民全体としては景気回復感が乏
しいと感じるのも、製造業の利益が海外に
おける再投資に向かってしまい、国内市場
の活性化や国民生活の向上に必ずしもつな
がっていないからであろう。
　最近になり、流通業の再編や不動産市場
への海外資本の流入などにより、少しずつ
国内市場も活性化してきた。この流れを逆
戻りさせないためには、イノベーションを
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促すためのリスクマネーを供給する日本の
金融・資本市場の整備が必要である。つま
り長期的な視点からリスクを取って高いリ
ターンを目指す資金を国内市場に供給し、
その効率的運用を監督する健全な金融･資
本市場を形成することが、日本の競争力強
化のための喫緊の課題の一つである。
　2007年4月、政府の諮問機関である ｢グ
ローバル化改革専門調査会 金融・資本市
場ワーキンググループ｣ が発表した第一次
報告では、｢真に競争力のある金融・資本
市場の確立に向けて｣、次の3つの具体策を
提言している。
　① 　一層の制度整備を進め、東京市場を

オープンでアクセスしやすいアジアの
共通プラットフォームにする。

　② 　プロとしての高い力量を持ち、責任
を自覚したプレーヤーによるイノベー
ションを促進し、資産運用力を強化す
る。

　③ 　規制、監督の透明性･予見可能性を
向上させ、自由と規律のバランスの取
れた市場環境を提供する。

　金融緩和の長期化から低金利が続いたこ
ともあり、家計部門の金融資産に占める直
接金融の割合は、96年12月末の12%から、
2006年12月末には全体の20%にまで増えて
いるが、個人投資家の情報不足による投機
的行為が市場の混乱を招くといった弊害も
起きている。東京市場の信頼性を高め、長
期的にリスクを取る良いリスクマネーを引
き付けるためには、プレーヤーの教育も必
要である。
　また、2001年にゼロ金利政策および量的
緩和政策が実施されると、低い金利で調
達した円を外貨で運用する円キャリート

レードが機関投資家を中心に行われるよう
になった。さらに最近では、外為証拠金取
引を用いた個人投資家による円キャリート
レードが急増しており、市場の攪乱要因と
なっている。2007年8月に米国のサブプラ
イム問題が欧州の金融機関に波及して世界
的な市場の混乱をもたらし、円ドルレート
についてもわずか1週間程の間に8円という
急激な円高が進んだ。この時の最大の要因
が個人投資家による外為証拠金取引であ
り、一気に円を買い戻す動きが個人投資家
に広がり、円の急騰を招いた。円キャリー
トレードの規模は厳密な把握は不可能であ
るが、2006年末には30〜40兆円に及ぶと推
定される。世界的な金融不安が生じると、
円キャリートレードの解消が急激な円高を
もたらし、金融市場の自律性を失わせる要
因となってくるため、今後も円キャリート
レードの動向には注視していく必要があ
る。企業のグローバル活動を支援する自由
と規律のある資本市場の形成が、豊かで安
定した世界経済の成長のために不可欠であ
る。

（2�）対外直接投資により競争力を増した
製造業

　高度成長期の日本企業が、自国民の貯蓄
を糧に成長することができたのに対し、東
アジアでは、外国資本による直接投資が産
業基盤の形成に必要なリスクマネーを供給
してきた。日本の総合商社もその担い手と
して大きな役割を果たしてきている。電
力、港湾、工業団地といったインフラ整備
に必要なリスクマネーを、日本の制度金融
と民間企業の投融資により調達し、事業
の運用収益で返済するというプロジェクト
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ファイナンスの手法が、資
金不足の東アジアにおけるイ
ンフラ整備を可能にした。グ
リーンフィールドからの直接
投資により、東アジアに輸出
産業を形成し、経済発展に必
要な外資を稼ぐことに貢献し
てきた。そこでは設計、建
設、資材調達からその後の事
業運営までのリスクを取る日
本の総合商社の事業形成能力
と関係者を組織化する能力が
不可欠であり、このような商
社の活動の背景には、あらた
な生産拠点を求めて東アジア
に進出する日本の製造業が
あった。
　日本企業によるグリーンフィールドから
の直接投資が成功したのは、単に技術を持
ち込むだけでなく生産管理方式や経営手法
まで持ち込んだことにある。高い技術と管
理手法を導入したことにより、投資相手国
の生産性を飛躍的に高めることができた。
また、日本型生産管理方式により、国境を
越えて均一な品質を維持することができる
ようになったからこそ、生産工程のグロー
バルな分業が可能となり、それが、現在
の日本の製造業の強みとなっている。さら
に、グローバルサプライチェーンによる物
流管理を行うことで、グローバル規模での
在庫の圧縮と物流コストの削減が進んでい
る。
　例えば自動車生産においては、共通車体
をベースにした世界戦略車を導入し、アジ
アから、欧州・アフリカまでをひとつの市
場とすることで、生産効率をあげている。

最終組み立ては市場あるいは輸送拠点に近
いところで行い、部品生産は世界の中の最
適地で生産するという工程内分業により、
部品メーカーの販売市場が全世界に拡大す
る。日本国内における自動車販売台数が
年々減少しているにもかかわらず、日本の
自動車部品メーカーの生産が活況を呈して
いるのは、海外生産拠点からの受注が増え
ているからである。
　このように、日本人技術者が現場に張り
付いて、日本的経営を伝授してきたことで
生まれた東アジアの生産ネットワークが、
日本の製造業の強さの新しい源泉になって
いることは第2章で見てきたとおりである。
　この東アジア生産ネットワークに支えら
れた日本企業の競争力強化のためには、国
内インフラの整備だけでは不十分で、対外
直接投資をスムーズに行うためのEPAの
締結やそれぞれの拠点間の物流網の整備が
不可欠である。

0 10 20 30 40 50 60 70

新規設備投資促進

イノベーション加速化

既存設備の更新

設備老朽化の歯止め

キャッシュフローの増加

外部資金調達の減少、
金利負担の軽減

その他
製造業
非製造業

（％）
（注）アンケートの対象企業は、資本金10億円以上の3545社。
　　　複数回答
（出所）日本政策投資銀行

図表4－7　減価償却費制度見直しの影響



64

　例えば、投資減税、研究開発投資減税、
産官学連携、政府による基礎研究・先端技
術開発予算の確保、その他税制面での優遇
措置といった支援が、東アジア生産ネット
ワークにおけるスムーズなR&Dを可能に
し、次代の産業の競争力強化につながる

（図表4−7）。
　また、今後は生産拠点としてだけではな
く、市場開拓を目的とした対外直接投資が
増えてくると予想されるが、その場合に
は、日本の手法や考え方を持ち込むことが
必ずしも成功するとは限らない。例えば、
優秀な技術を持つ日本メーカーの作る携
帯電話機は、急激に市場が拡大した東アジ
アでは劣勢に立っている。細かな仕様にこ
だわる日本の消費者に対するのと同じ感覚
で海外市場への進出を行ったために、マー
ケットのニーズにあわず、世界戦略におけ
る経験の豊富な欧米メーカーにシェアを奪
われている。一方、日本市場が縮小してい
る自動車産業では、企業の関心は最初から
海外に向かわざるを得ず、海外市場をター
ゲットにしたモデルを開発し、生産・販売
体制を構築することで、好業績を維持して
いる。製造業のさらなる競争力向上のため
には、開発からマーケティング能力を含め
た真の意味でのグローバル企業となること
が必要である。
　また、第1章で述べているように経常収
支黒字国として、開発途上国のインフラ・
環境関連投資のために期待される日本の役
割は大きい。拡大する経常収支の黒字が、
先進国の財政赤字ファイナンスや、やがて
バブルとなりがちな不動産投資に向かうの
ではなく、直接、アジアのインフラ整備や
資源開発に還流するよう、金融市場を整備

し、企業のリスク管理能力を強化すること
は日本の責任でもある。開発途上国のイン
フラ整備や資源開発という大きなリスクを
取るために、日本政府に期待される役割は
依然大きく、また、日本の商社は、そのリ
スクをミニマイズし有効活用するために、
オーガナイザーとしての機能を時代のニー
ズに合わせ高度化させていかなければなら
ない。信用リスク、カントリーリスクな
ど、リスクは技術の発展や国際情勢により
変化するものであり、海外ネットワークや
情報分析力によってこうしたリスクを顕在
化し見えるようにし、適切に管理していく
ことが、商社のリスクテーク機能でもある。

（3�）グローバル化による競争力強化が必
要な非製造業

　製造業に比べて、日本の非製造業の生産
性が低い理由の一つには、競争力の強化と
資産運用の効率化を促すグローバル化が遅
れていることがある。製品の流通によりグ
ローバル競争が進む製造業と違い、地産地
消が原則となる非製造業の場合、グローバ
ル化とは、まず対内直接投資の促進を意味
する。
　世界的にはサービス業の直接投資が多い
にもかかわらず、日本ではサービス業によ
る対内直接投資が極端に少ない。島国であ
ることや、日本語という大きな障壁がある
こと、規制業種が多かったことなどがその
理由としてあげられている。しかし、サー
ビス業の生産性が低いということは、日本
に企業活動の基盤を置き、そのサービスを
利用する日本企業全体の競争力を低下させ
ることにもつながりかねない。結果として
日本市場から人や企業が流出し、閉鎖的な
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市場に守られたサービス業は自ら市場を縮
小させ、産業の活力を喪失させてしまうこ
とになる。企業が国境を超えて活動の場所
を選ぶようになった時、各国のサービス業
の生産性の差が、その国の潜在成長率に影
響を与えるであろうことは容易に想像でき
る。各産業の労働生産性上昇率のうち、潜
在成長率に一番大きな影響を与えるのは
流通業であり、2番目が運輸・通信業、3番
目が金融・不動産業であるとの報告もある

（＊出所: ｢人々はなぜグローバル経済の本
質を見誤るのか｣ 水野和夫　2007）。日本
の流通業は非製造業の中でも労働生産性が
特に低く、過去において対内直接投資が最
も成功していない分野でもある。
　非製造業のグローバル化を進め、生産性
を向上させるためには、業務のモジュール
化を進め、アウトソーシングによって効率
性を上げることが有効であろう。実際に、
流通業ではフランチャイズや業務提携の推
進により、調達や配送手段を共有すること
で効率をあげようとしている。また、金融
業や輸送業では、国境を越えた複数企業の
アライアンスが進んでいるが、グローバル
企業を顧客とし、物理的にもグローバルな
対応を必要とする分野のサービス業ではグ
ローバルなネットワークの構築がビジネス
の維持のために必須でもある。
　日本の非製造業の対外直接投資は、製
造業に比べ遅れていたが、これまで生産
拠点として発展してきた東アジアが消費市
場としても有望となってきたことに呼応
し、徐々に活発になっている。日本の非製
造業による中国への直接投資は、外食産
業、コンビニをはじめ、人材開発や広告宣
伝業にまで及んできている。地場市場を対

象とするサービス業においては、いかに市
場のニーズを開拓し、市場のニーズにあっ
たサービスを提供するかが重要になり、グ
ローバル化の経験の豊かな外資や、地場企
業との競争が製造業以上に厳しい。こうし
た海外市場での競争によるノウハウの蓄積
を通じて、非製造業の資本効率の改善を実
現し、生産性向上につながることが期待さ
れる。
　この他に、非製造業の競争力強化として
は、農業の生産性向上も課題として残され
ている。日本は国土が狭く、農地は貴重な
経済資源であり、それを有効活用していく
ことが、地方の経済の活性化にもつながっ
ていく。グローバル化の特徴の一つは土地
もグローバル化されるということであり、
国の競争力とはつまるところ、いかに土地
を有効利用できるかということにある。農
業は古くさい産業のように見られがちであ
るが、実は今後大きく発展する可能性のあ
る新しいビジネスとも言える。例えば、無
農薬などの自然農法を用いる過程で、食物
残さを発酵させ堆肥に変える乾燥処理を行
うこともあり、その処理には家畜糞尿をガ
ス化した発電によって生じる廃熱を用いる
こともできる。ハウス栽培ではマイナスイ
オンを発生させ殺菌作用をもたらすなどの
新技術を活用することも出来る。工夫次第
で、無農薬野菜などの付加価値の高い商品
を低コストで生産することが可能であり、
農業の生産性を高めることができる。農産
物の流通から販売についても生産者と一体
となって消費者のニーズを捉える試みもな
されてきており、新しい農業のバリュー
チェーンのモデルを構築していくことも可
能である。
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　このように、農業にも潜在的に高い成長
性が秘められているが、これまでは、新し
い発想で効率の良い農業をやろうという意
欲のある人がいても、農家以外の人が農業
に直接参入することは難しいというのが現
実であった。それは、戦後続いてきた農地
の「所有」と「利用」の一致の原則があっ
たためであり、もちろん、既に、規制緩和
により一部では法人の参入もできるように
はなってきたが、税制の問題などもありな
おハードルは高いまま残されてきた。それ
が、2007年の「骨太の方針」において、「農
地の『所有』と『利用』の分離」が打ち出
され、閣議決定された。農業の生産性を高
めて強い農業を目指すために、農地につい
て「所有」から「利用」へ大転換を図るの
であるが、例えば、農地リースを増やすた
めに農地利用料に市場の需給を反映させる
ことや、資本の充実等の観点から農業生産
法人の要件を緩和すること、農地の優遇税
制を見直すことなどが検討され始めた。農
地を相続する人が農業を継がなくても土地
を大規模農家に貸し出せば相続税を免除
し、一方で耕作を放棄した遊休農地などに
は税優遇を認めないよう徹底し、農地の有
効活用を促すのである。
　このように、税制改正などの政策面から
もようやく、国際水準に比較して低い農業
の生産性を高めて、国際競争力を強化しよ
うとし始めており、付加価値の高い農産物
を海外に輸出するといった動きが、より一
層広がっていくことが見込まれる。農業の
生産性を高めると同時に農業に対する資本
投入を強化していくことが本当の意味での
日本の食を守るために必要なことではない
だろうか。

（4）M&Aの有効利用
　業界最大手企業同士の大型企業統合か
ら、グループ内の再編まで、M&Aに関す
る記事が新聞紙上に掲載されない日はな
いといっていいほどである。東京証券取引
所の適時開示情報を見れば、ほぼ毎日、合
併、株式交換、株式移転、事業譲渡、会社
分割と言ったM&Aに関する開示をみつけ
ることができる。
　M&Aについては、事業会社が行う本業
強化のためのM&Aと、短期的な利益獲得
を狙うM&Aとを分けて考えるべきであ
る。投機的なファンドによる短期的な利益
目的のM&Aは、投資戦略の中でリターン
の最大化を狙うものであり、安く買って高
く売ることがその目的である。ゴールは売
却・IPO（株式の新規公開）といった出口
にあり、出来る限り短い期間で、回収額を
最大化し、投資リターンを上げようとす
る。長期的な企業の経営戦略との不一致か
ら本質的な意味での株主価値の最大化とは
ならない。こうしたマネーゲームのための
M&Aは事業の劣化を招くことから、良質
のリスクマネーを供給する秩序ある市場形
成のためには、規制や監督の強化により、
金融・資本市場の透明性・予見可能性を向
上させることが、市場の開放と同時に必要
となる。
　一方、事業会社が行う本業強化のためな
ど長期目的のM&Aは、経営戦略と一貫し
たものであり、企業の持続的な成長により
長期的な視点から株主価値を最大化するこ
とを目的とする（図表4−8）。規模の確保、
シェアの拡大などにより競争力を強化し、
既存ビジネスとのシナジー創出やイノベー
ションの推進により成長戦略を実現する。



第
　

１
　

章

第
　

２
　

章

第
　

３
　

章

第
　

４
　

章

第
　

５
　

章

第4章　日本企業の競争力強化へ向けて

67

　合併による企業価値の最大化は、結局
は“人”のモチベーションをいかにあげるか
にかかっている。既存ビジネスとのシナ
ジーや、文化の融合によるイノベーション
も、それを具現化するのは人であるが、合
併に際して一番大きな問題となるのも、ま
た、人の融合だからである。従業員のロイ
ヤリティの高さが企業の強さの源泉の一つ
である日本企業においては特にその傾向が
強い。なぜ合併するのかを明確にし、合併
による新しい会社のあるべき姿を全社員が
共有することが必要である。合併による企
業の融合がなかなか進まないことが多いの
は、たすきがけ人事など対等であることに
ばかり注意が行き過ぎて、かえって対立を
深くしてしまうからではないだろうか。合
併に際しては、資本の論理から企業価値を
正しく評価し、両者のステークホルダーに
とって公正な合併とするとともに、事前に
可能な限りの相互理解を深め、企業文化の
相違による課題を想定し、その対応策まで
考えておくことが、合併後の融
合を迅速に進めるために有効で
ある。合併前の業務提携の期間
が長いほど、合併がうまくいく
ケースが多いのは、そのためで
あろう。
　その他、大企業においては、
新事業の創出のための時間を買
う意味でのM&Aや、グループ
事業の再編や事業の選択と集中
の手法としてのM&Aが頻繁に
用いられるようになっている。
経営効率の改善のスピード化と
経営の選択肢の拡大を図るた
め、企業再編に関する制度改革

が進められてきたことがその背景にある。
1997年の持株会社解禁、1999年の株式交
換・移転制度の導入、2001年の会社分割制
度の導入とそれに伴う企業組織再編税制の
整備などが進められてきた。
　これらの企業再編の法整備の総仕上げと
して2007年5月会社法が施行された。会社
法により、合併等対価の柔軟化が認めら
れ、合併の際、消滅会社に支払われる対価
として、存続会社の株式ではなく、現金や
｢存続会社の親会社の株式｣ などを用いる
ことも可能となった。存続会社の親会社の
株式を用いたいわゆる三角合併により、外
国企業がM&Aにより日本企業を100%子会
社化することが容易になり、対内直接投資
が本格的に始まる可能性がある。
　対内直接投資については、短期利益追求
のファンドによる日本企業の買収への懸
念はある。確かにマネーゲームのための
M&Aとその攻防のために費やされる莫大
な時間とコストは企業の疲弊を招くが、だ

0 10 20 30 40 50 60（％）

全産業

製造業

非製造業

設備投資

M&A
（資産・事業部門取得）
M&A
（事業譲渡）
業務提携

投資家対策

その他

（注）アンケートの対象企業は、資本金10億円以上の3545社
（出所）日本政策投資銀行

図表4－8 　企業価値向上のための手段
（第1順位の集計結果）
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からといって外国企業による対内直接投資
を制限するようでは、企業の資金運用効率
を高めるためのシステムを歪めることにな
るだろう。自由でフェアでオープンな市場
においては、企業側にも、敵対的M&Aの
対象とならないための効率的な経営の推進
や、ガバナンスの強化、市場との対話と
いった普段からの努力が大切となる。ファ
ンドに買い占められるまで、気付かないと
いう直接金融市場への鈍感さの方にも問題
がないとはいえない。
　むしろ、対内直接投資が極端に少ないと
いうことは、日本市場のマーケットとして
の魅力の低さを示すものでもあり、優良な
リスクマネーが集まらず、イノベーショ
ンを推進するための市場の活力が生まれ
てこないということの方が問題であろう。
金融・資本市場のグローバル化の遅れや、
サービス業の生産性の低さは、マネーの海
外流出を招くだけでなく、人材や日本企業
までが、イノベーションのチャンスを求め
て、海外に流出してしまいかねないことに
危機感をもつべきであろう。

3．生産性の向上にむけて

（1�）国際競争力強化のための交通インフ
ラ拡充

　近年、東アジア諸国との貿易や人の移動
が活発化している中で、これらの地域との
ネットワークを生かす形で企業の競争力を
強化していくことが益々重要となってきて
いる。そのためには、モノや人の広域的な
移動を迅速にするためのインフラを強化す
ることが必須となってくるが、東アジア諸
国との航空需要が急速に高まっている中
で、日本側ではそれに対応した空港容量が

確保されていないというのが実態である。
　関西国際空港で2007年8月に第2滑走路が
供用開始となったことから、関西地区では
複数滑走路を有し24時間稼働する空港が誕
生した。一方で、首都圏については、成田
空港では現在暫定（2180m）供用中の平行
滑走路が2010年に完全（2500m）供用開始
の予定であるが、将来の海外航空需要に充
分対応できるとは言えない。羽田空港につ
いては、現時点ではまだ国際線はチャー
ター便に限定されている。
　ボーイング社の見通しによると、アジ
ア・太平洋地域の航空市場は、2025年には
北米や欧州を上回る（図表4−9）。このよ
うな需要の大幅な増加に対応していけるよ
うな空港のキャパシティーを確保していか
なければ、浦東（中国）や香港、仁川（韓
国）、クアラルンプール（マレーシア）、
チャンギ（シンガポール）などの東アジア
諸国の巨大空港に航空需要を奪われ、ビジ
ネスチャンスを失うことになる。東アジア
ネットワークの中で国際競争力を強化して
いくためには、羽田空港の国際化や24時間
化を早期に実現し、急増する海外航空需要
に対応していくことが重要な課題となって
いる。
　羽田空港は、2010年に第4滑走路が供用
され、発着回数が大幅に増えるが、仮に国
際線の定期便の就航が幅広く認められた場
合にも発着枠数の問題が残る。現在の羽田
の年間発着枠は29.6万回であるが、第4滑
走路が供用されると40.7万回に増える。し
かし、増加分の11.1万回のうち8万回は国
内線に充てられ、国際線で使用できるのは
残りの3万回になる予定である。1日に換算
すると、国際線は約40往復に過ぎない。こ
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のように、羽田の国際線の発着枠はかなり
限られており、それを配分しなければなら
ないことや成田とのすみ分けを維持するた
めに、国土交通省は、羽田からの国際線
は、国内線で最も遠距離の石垣島までの距
離（1,947km）よりも近い域内とするとい

う基準（ペリメーター規制）を示している
（図表4−10）。この基準では、ソウルや上
海は入るが、北京や台北、香港などは除外
されてしまう。現在のままでは、羽田の国
際化には限界があり、国際線需要の増加に
はとても対応しきれない状況である。

　ここで視点を変えて、国内
の旅客輸送に目を向けてみる。
整備新幹線については、建設
財源に限りがあることから、
着工までにかなりの年月がか
かってきたが、1996年に新規着
工の財源としてJR本州3社の固
定資産税の軽減特例を活用す
ることが決まると、新規着工
区間の優先順位も確定し、現
在、各区間で工事が進められ
ている。主な区間を挙げると、
2010年度には八戸−新青森間
が開業し、2014年度には長野−
金沢間、2015年度には新青森−
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図表4－10　ペリメーター規制

（出所）国土交通省 

（10億RPKs）
見通し

1985 1995 2005 2025 1985-2005 2005-2025
アジア・太平洋地域－全世界 321.0 817.3 1,317.2 4,286.3 11.2 7.4
北東アジア－全世界 125.2 327.8 400.6 1,194.5 6.0 5.6
北東アジア－北米 46.9 121.5 128.1 395.6 5.2 5.8
北東アジア－欧州 17.0 46.5 60.9 188.1 6.6 5.8
北東アジア域内 32.3 67.4 83.1 238.0 4.8 5.4
中国－全世界 43.7 153.0 364.5 1,515.7 11.2 7.4
中国－北米 7.8 21.6 43.6 153.7 9.0 6.5
中国－欧州 9.6 26.6 60.1 196.6 9.6 6.1
中国国内 8.4 56.6 163.8 885.1 16.0 8.8

欧州－全世界 510.2 924.6 1,559.8 3,722.9 5.7 4.4
北米－全世界 766.9 1,262.4 1,756.5 4,105.1 4.2 4.3
全世界 1,573.0 2,567.0 4,018.0 10,551.0 4.8 4.9

（注）RPKs：総有償旅客運送キロ数（Revenue Passenger Kilometers）
（出所）「Current Market Outlook」（BOEING）をもとに集計

実　　績　 年平均伸び率

図表4－9　航空需要の見通し  
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新函館間も開業する予定である。これによ
り移動時間は大幅に短縮され、東京−新青
森間の移動は3時間20分、東京−金沢間は
2時間22分、東京−新函館間は3時間40分と
なる。現在、東京から金沢までは鉄道で4
時間10分かかり、飛行機の利用ではJRと
の乗り継ぎも入れて3時間程かかる。それ
が新幹線の開業により2時間半を切ること
になると、ほとんどの人は飛行機を使わな
くなるとみられる。同様に、青森や函館へ
の鉄道利用もかなり増えるであろう。現時
点ではまだ認可されていないが、仮に、新
函館−札幌間の新幹線が開業した場合に
は、航空旅客にかなり影響が出ると予想さ
れる。羽田−新千歳線間の2006年の旅客数
は1,014万人と世界一利用客数が多い路線
となっているが、現在、東京から札幌まで
の移動時間は、飛行機と鉄道を乗り継いで
3時間40分ほどかかる。新幹線
が開業した場合には東京−札幌
間が4時間半程で移動できるた
め、航空利用者の何割かは新幹
線を利用することになるであろ
う。このように、航空機から新
幹線に移動手段が変わることに
よって、羽田空港の国内線の発
着数を減らすことが出来る。も
ちろん、新青森−札幌間の新幹
線の認可などは、費用対効果を
充分に考慮して慎重に判断しな
ければならないが、国際航空需
要やさらには日本の国際競争力
といったことも考慮していく必
要があるのではないか。内外の
交通需要とそれに対応できる交
通インフラの整備を総合的に判

断し、国内輸送を飛行機から鉄道にシフト
していくということも交通政策として考え
ていく段階に来ているのではないか。
　道路整備については、小泉政権時の一連
の道路改革により、費用便益の考慮の徹底
化によりコストが抑制されたり、道路公団
が民営化されたりし、無駄な道路投資は極
力行わないような枠組みが出来た。それを
踏まえて、現時点で概ね確定している道路
投資、特に高速道路の完成スケジュールを
みてみると、今後10年ほどの間に、全国の
主要な高速道路は概ね完成し、それによ
り道路輸送は今と比べて格段に向上してい
く。特に、首都圏は、中央環状線（首都高
速中央環状線）、外環道（外郭環状道路）、
圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の3つ
の環状道路が完成した場合には、その経済
効果は計り知れないものとなる（図表4−
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図表4－11　中央環状線 

（出所）国土交通省 



第
　

１
　

章

第
　

２
　

章

第
　

３
　

章

第
　

４
　

章

第
　

５
　

章

第4章　日本企業の競争力強化へ向けて

71

11・4−12）。もともと首都圏の高速道路は、
東京を中心に放射状に整備されてきたた
め、都心部やその周辺部には、東北方面か
ら関西方面に移動するような本来都心部に
入ることが目的ではない車両が数多く入り
込み、これが都心部の渋滞を深刻にさせて
いる一因となってきた。それに伴う時間損
失などの経済的コストは膨大で、日本の経
済効率性を低下させている最大の要因とも
言われる。3つの環状道路は、これらの通
過車両を迂回させたり、東京近郊の都市間
の移動を容易にしたりしてくれるが、その
他に、空港への交通アクセスを飛躍的に向
上させることも見逃せない。中央環状線
が全線開通した時には、現在40分かかって
いる羽田−新宿間の移動が20分に短縮され
る。さらに、まだ都市計画の段階である外
環道についても、その開通が実現した場合
には、羽田空港へのアクセスが一段と高ま
る。国土交通省の試算では、3環状道路す
べてが完成した場合には、首都圏の約600

箇所の渋滞ポイン
トが解消され、走
行時間の短縮や走
行費用の減少など
の効果により、年
間で約4兆円の経
済的利益が得られ
るとしている。中
央環状線と圏央道
については、整備
が着実に進められ
ており、それぞれ
2013年度と2015年
度に全区間開通す
る予定である。し

かし、外環道については、2007年4月に都
市計画の変更が決定され、ようやくこれか
ら事業化するかどうかの検討に入る段階で
ある。環状道路の整備はさまざまな経済効
果をもたらし、日本企業の国際競争力強化
にも大きな影響を与える。環境面でも、交
通渋滞が解消されるため、首都圏の広範囲
の地域において排気ガスや騒音が低減され
る。外環道自体については大深度地下方式
になる可能性が高いため、排気口には浄化
フィルターが取り付けられ排気ガスによる
汚染がほとんどなくなる。騒音も地上部の
ジャンクションを除けば発生しない。この
ように、外環道の完成による便益は極めて
大きく、日本が競争力を維持・向上してい
くために欠かせない社会インフラであるた
め、出来るだけ早い時期に事業化されるこ
とが期待される。事業化が遅れればその
分、多大な経済的損失が発生し続けるとい
うことも認識しておかなければならない。
　紆余曲折があった第二東海自動車道（第
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図表4－12　圏央道と外環道
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二東名）については、現在の（第一）東名
高速と接続する御殿場ジャンクションから
西の区間については2014年度に供用開始さ
れる予定で、御殿場から東の区間について
も2020年度には開通する予定となった。第
二東名の道路規格は従来の高速道路より高
く、設計速度が時速140km（実際の適用制
限速度は関係当局にて協議中）となってい
ることや、同じく高規格の新名神高速道路
が2018年度に開通することから、日本の三
大都市圏である関東・中部・関西間相互の
陸路によるアクセスは飛躍的に向上するも
のとみられる。現在、東海道新幹線は過密
状態が続いており、輸送力の向上が限界に
きているため、三大都市圏の移動手段を分
散させる役割として、長距離バスなどの利
用も増すとみられる。
　航空輸送や陸上輸送の他に海上輸送の重
要性も増している。世界的にコンテナ取扱
量が増加傾向にあり、特に、アジアでの取
扱量が急増している（図表4−13）。日本の
コンテナ船による輸出・輸入も増えてはい
るが、この20年ほどの間に、日本の港は、

世界の物流の中で存在感を失ってしまっ
た。90年には、コンテナ取扱量の世界ラン
キングで神戸港が上位5位に入っていたが、
2006年には、日本の港は上位20位内に一つ
もランキングされなくなってしまった。か
ろうじて、東京港が23位、横浜港が27位に
入っているくらいである。一方で、シンガ
ポールや香港などの東アジア諸国の港は上
位5位を独占するほどまでその取扱量を大
きく伸ばしている（図表4−14）。それを反
映してか、近年、日本海側からの東アジア
諸国への輸送の需要が伸びており、北陸地
域などでは、港湾を利用した工場の新設や
増設の動きが活発化している。特にコンテ
ナ貨物輸送の急増が予想されており、企業
からも港湾を中心とした物流センター整備
の要望が多くなっている。今後もアジアに
おける取扱量は増える見込みであるが、日
本の存在が成長するアジアの中で埋没しな
いためにも、物流の流れを日本に引き込ん
でくることが必要である。そのためには、
内外の需要に迅速に応じられるように、貿
易を円滑に拡大させる港湾の整備が早急に

図表4－13　地域別コンテナ取扱量
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（出所）Containerisation International Yearbook、国土交通省港湾局資料
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求められる。
　以上のように、交通インフラの面から日
本企業の競争力を支えていくには、空港、
鉄道、道路、港湾それぞれが抱える問題に
向き合っていかなければならないが、海外
からの需要を充分に捉えられるようにして
いくためには、交通手段の枠を超えた横断
的な対応をしていくことが重要となる。羽
田空港の国際線の発着枠が不足していれ
ば、国内の移動を新幹線に代替させ、国際
線の発着枠を拡大させていき、さらに、新
幹線の輸送力が限界に近い状態となれば、
それを道路輸送に代替させていくような施
策の実施が望まれる。航空、鉄道、道路の
各々の交通手段を連携させて、経済活動の
グローバル化に迅速に対応していくこと
が、日本の競争力を高めていく上で、避け
て通れない道である。

（2）制度環境の改善・整備
　これまでに見てきたように、日本企業を
取り巻く環境と日本企業の行動は1980年代

以降、大きく変わりつつあり、国境を越え
て生産要素（ヒト、カネ）の最適な組み合
わせが模索されている。しかし、そのよう
な企業の活動は多様な制度への対応という
新たな課題に直面している。一つは企業活
動のインターナショナル（国際的）な性格
に起因するものであり、もう一つはグロー
バル（世界的）な秩序の不透明性に起因す
るものである。以下では、経済のグロー
バル化の中で企業が直面する制度上の制約
と、望まれる制度環境の改善について考え
てみたい。

（2）−1�　インターナショナルな企業活動
のための課題

　国境を越えるたびに徴収される関税、そ
して各国政府によって課される輸入制限
や輸出制限はモノの往来を妨げる代表的
な要因であるが、これらは第二次世界大戦
後、1947年にGATT（関税と貿易に関す
る一般協定）が定められ、関税の引き下
げ、貿易の自由化が促進されてきた。しか

1980 1990 1995 2000 2006（速報値）
1
2
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5
6
12
16
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39
46

1
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3
4
5
6

23
27
（34）
（39）
（51）

ニューヨーク
ロッテルダム
香　　港
神　　戸
高　　雄
シンガポール
横　　浜
釜　　山
東　　京
大　　阪
名 古 屋

195
190
147
146

98
92
72
63
63
25
21

シンガポール
香　　港
ロッテルダム
高　　雄
神　　戸

522
510
367
349
260

香　　港
シンガポール
高　　雄
ロッテルダム
釜　　山

1,255
1,185

523
479
450

香　　港
シンガポール
釜　　山
高　　雄
ロッテルダム

シンガポール
香　　港
上　　海
深　　圳
釜　　山
高　　雄
東　　京
横　　浜
名 古 屋
神　　戸
大　　阪

1,810
1,704

754
743
630

2,479
2,323
2,171
1,847
1,203

978
367
320
249
226
180

（注）ニューヨーク港はニュージャージー港を含む。
　　　06年は速報値のため、31位以下は前年の順位。
（出所）Containerisation International Yearbook、国土交通省港湾局資料

（万TEU）
図表4－14　世界のコンテナ取扱量ランキング
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し、GATT体制及びこれが1994年に改組さ
れ誕生したWTO（世界貿易機関）に解決
を求められる課題は、世界の貿易構造の変
化により飛躍的に複雑になり、一元的な対
応が難しくなっている。企業が海外の事業
拠点を増やしたことによって企業内ネット
ワークが国境をまたぐようになり、貿易と
いう言葉そのものが意味を大きく変えつつ
ある。その結果として、販売店に並ぶエレ
クトロニクス製品の製造国欄には「日本以
外のアジア諸国」という表記も見られる。
このような状況下、国境における制度的障
壁の存在が従来以上に生産活動の妨げに
なっている。
　また、分業構造の複層化が国境規制の運
用対象を曖昧なものにし、企業の制度への
対応を難しくしている。関税、数量制限な
どの国境規制はモノの原産地に基づいてそ
の適用を判断されるものが多いが、その根
拠となる原産地規則は各国間で統一されて
おらず、現状の国境規制を分かりにくいも
のにしている。
　モノの国境通過に際しての障壁は政府に
よる貿易制度に起因するものだけではな
い。モノの通関には輸出者、輸入者の双方
の間で荷主、運輸業者、通関業者、税関当
局など多くの関係者が介在しているが、そ
の関係者の間でやりとりされる情報の項目
や形式は同一ではない。国境通過の時間・
コストの最小化のためには各種様式の統一
や簡素化、情報管理の一元化等が必要とさ
れる。
　企業が製品、原材料の輸出入にとどまら
ず、ヒト、カネという生産要素を移転して
外国で事業を展開するようになると、企業
は、国境障壁だけでなく、国家が領域内に

対して持つ法的権力にも直面する。とりわ
け重要なことは、外国において財産権と事
業活動の自由を確保することである。
　企業活動において投資保護（財産権の確
保）が重要であることはいうまでもない
が、とりわけ利害が対立することもあり
える外国政府との関係において死活的に重
要となる。財産が国家によって収用される
ケースはもとより、関連法規が突然変更さ
れ事業の停止に追い込まれるケースや内国
民待遇が得られず充分な利益が確保できな
いケース、送金の自由がないケースなどさ
まざまな形で財産権は侵害されうる。それ
故に、投資協定は伝統的に投資保護を重視
してきた。今日でも政府が経済活動（資源
生産など）に対して直接的に影響力を行使
しようとするケースもあり、投資保護は必
ずしも過去のテーマになっているわけでは
ない。
　送金の自由に関しても、いわゆる伝統的
な海外送金規制が減りつつある一方で、新
たな課題が浮かび上がってきている。国境
を越えて企業グループの資本関係が複雑に
なる中で生じる二重課税である。利益はど
こで補足され、課税されるべきなのか。政
府間の調整がグローバルなビジネスの変化
に追いついていない結果、企業の利益が海
外進出先と本国の双方で課税され、企業に
不必要かつ不合理な負担（二重課税）が生
じている。
　さらに、今日的な課題として知的所有権
の保護という問題もある。海外に生産拠点
が分散した結果、知的所有権の保護は従来
以上に難しくなっている。とりわけ、低廉
な労働コストを求めて途上国に進出した
ケースでは、国内法制の不備や行政能力の
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不足により当該国の政府に協力を求めても
充分な対応が得られない場合もある。
　このように依然として投資保護は重要で
あるものの、近年の海外事業投資において
は事業活動に関する自由の確保の重要性も
高まっている。多くの途上国では、自国産
業保護という理由で外資の進出に対する規
制が残されており、戦略的な産業について
は外資の単独参入が認められないケースや
出資比率が制限されるケースもある。ま
た、現地調達や技術移転、一定比率の輸
出、自国民の雇用などの条件が課される
ケースもある。しかし、そのような事業上
の制約は、特定の国内市場だけでなく、世
界市場を見据えて海外事業を展開している
企業にとっては受け入れ難いものになって
いる。外国資本に協調的な国々への海外投
資が多いのは、そのような企業の姿勢の現
れであろう。
　企業活動の国際化がサービス部門にも浸
透するに連れて、モノやカネだけでなく、
ヒトの円滑な移動も不可欠になっている。
そのためにはビザ発給等の手続きの迅速化
に加え、モノの規格と同様にヒトの能力
を客観的に現す「資格」のハーモナイゼー
ションや相互承認も求められている。ま
た、企業による海外駐在員の公的社会保険
料の二重払いの問題もヒトの移動を阻害す
る要因のひとつと言える。二重払いを解消
するための社会保障協定は現状二国間で締
結されているが、これを多国間で締結する
ようすれば、ヒトの移動に対する障害はさ
らに緩和される。
　経済のグローバル化が進展しているとい
う事実が必ずしも制度的障害がなくなった
ことを意味しているわけではない。グロー

バル化が進んだがために浮かび上がってき
た制度的障害も存在する。

（2）−2�　グローバルな社会への対応
　国際化する企業が直面する問題は、必
ずしも国境や国家に起因する問題だけで
はない。経済のグローバル化は企業に
もう一つの制度的な課題を投げかけてい
る。それはグローバルでボーダレスな競
争空間の中で適用されるルールをどのよ
うに形成するかという課題である。
　企業がグローバルな市場で活動するよ
うになるに連れて、さまざまな制度、規
格のハーモナイゼーションが求められる
ようになった。この問題への解答の一つ
は二国間協定等による相互承認という方
法であるが、より根本的な答えの一つと
して1995年のWTO/TBT協定（貿易の
技術的障害に関する協定）の発効を挙げ
ることができる。この協定により、各国
は国内の規格のベースに国際標準（グ
ローバルスタンダード）を用いることを
義務付けられたからである。
　国際標準には、IT分野におけるパソ
コンのOSや通信プロトコルなどのよう
なデファクト・スタンダードも含まれる
が、デファクト・スタンダードは文字通
り、「事実上」の標準であり、個別技術
の普及度によって左右され、急速に変化
する可能性も排除できない。近年では国
際標準の必要性が広く認識されるなか
で、公式協議を経て決定されるデジュー
ル・スタンダードや業界団体等によって
協議され標準化されるフォーラム・スタ
ンダードの重要性も増している。これら
のスタンダードの特徴は、グローバルな
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影響を持つものでありながら、その形成
が必ずしも政府の法的権力に依存してい
るわけではないということである。
　このように企業の競争条件を決める国
際標準はさまざまな方法で決められる
が、この決定過程に対して企業は従来以
上に主体的に関与することが求められて
いる。このことの重要性は、例えば、ラ
イバル企業が特許を保持している技術が
スタンダードとなりその利用を迫られる
ようなケースや、諸外国起源の標準の普
及により自社が依拠する従来の標準の変
更を余儀なくされるケースを考えれば、
容易に理解できよう。
　標準化の動きは技術的な規格にとどま
らない。品質管理に関するISO9000や環
境基準に関するISO14000は規則の標準
化を図ろうとするものであり、マネジメ
ントの標準化と捉えることができる。会
計基準についても同様の標準化の動きが
見られる。国際会計基準（IAS）は民間
機関である国際会計基準委員会（IASC）
が設定した会計基準に過ぎないが、2000
年に政府組織の国際機関である証券監督
者国際機構（IOSCO）がこれにお墨付
きを与えたことから、国際標準となりつ
つある。現在では金融市場のグローバル
化に伴い統一的な基準の作成が望まれて
おり、各国の会計基準がIASに収斂しつ
つある。
　もちろん、グローバルな課題に関して
各国政府がその影響力を放棄したわけで
はない。地球環境問題はグローバルな課
題に対して政府間協議を通して制度を創
設しようとしている一例である。これは
従来では存在しなかったルールをゼロか

ら作り上げるもので、しかも政府間での
交渉によりグローバルなルールが決めら
れるという、グローバル時代の制度形成
のモデルとなるものである。
　以上のように、経済のグローバル化が
進む一方で、グローバルな社会における
ルールはいまだ形成途上であり、企業、
政府、NGOなどによって、より透明性、
普遍性の高いルールが模索されている。
日本企業は市場における競争を展開する
と同時に、競争のルールを設定する競争
にも劣後しないように気を配らねばなら
ない。但し、国際標準だけで全て事が足
りるというわけではないことにも留意す
る必要がある。安全、環境、衛生などに
関する規格は各国の歴史や国民感情も
反映しており、このような領域に関して
は、企業は国際標準を意識した経営を行
う必要があると同時にナショナル・スタ
ンダードへの配慮も求められている。

（2）−3�　通商政策の国際競争力
　このような環境のなかで企業が政府に
対して望むことはどのようなことであろ
うか。企業の国際的な活動に必要な条件
と日本の現状を踏まえて、整理してみた
い。
　第一には国境障壁の低減、解消であ
る。先に述べたように国際分業構造の高
度化にともない、求められる自由化の水
準も高くなっており、その実効性を高め
るために原産地規則の明確化（より簡素
なルールの適用）など実務的な部分のす
り合わせも求められている。そのため、
WTOによる世界統一的な調整だけでは
なく、より詳細に議論を詰めることがで
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きる二国間・地域間FTAの重要性が増
している。近年、日本でもアジア諸国と
の交渉を中心にFTA/EPAの締結が進ん
でいるが、日本の貿易がアジアに大きく
シフトしてきていることを踏まえれば、
この動きは高く評価できよう。また、通
関手続きの合理化による事務負担の軽減
や規格の相互承認を実現することで企業
の負担はさらに軽減されるだろう。既に
日本にも予め承認を受けている業者に対
してはスピーディーな通関ができるよう
な制度（特定輸出申告制度、輸入に関す
る簡易申告制度）があるものの、現状で
はこれらは例外措置に過ぎない。そもそ
も輸出における保税搬入原則については
円滑な物流を阻害しており、諸外国の例
をみても廃止することが妥当と考えられ
る。国境障壁の事務負担の低減に向け
て、関係省庁間の調整、官民全体のシス
テムの調整のみならず、海外の税関シス
テムとも連携しながら、全体最適を追求
していくことが必要である。今後、安全
保障の観点からもモノに関する情報管理
の強化が求められようが、その場合でも
新たな負担が生じないような工夫が重要
である。
　国際的な企業活動の円滑化にはヒトの
資格についても相互承認を進め、高いス
キルを持つ労働者のより自由な往来を促
すことも必要であろう。本章でも既に指
摘した通り、日本では今後労働力の不足
も予想されており、その中で日本企業が
国際競争に立ち向かうためには、労働力
の内なる国際化も避けて通れない。
　第二に、外国における法制上の不利益
の解消や外国政府の干渉の抑止および政

府間の利害調整が必要とされる。具体的
には、投資協定による投資保護・投資自
由化の徹底や租税条約の締結による二重
課税の解消である。WTOでの交渉に投
資分野を加えようとする動き、あるいは
FTAで投資分野もカバーしようとする
各国の動きは、海外直接投資が急増する
現状への対応の必要性を各国政府が認識
していることの現れである。しかし、日
本企業が既に多くの直接投資を実施して
いるにもかかわらず、日本の投資協定の
締結は他の主要先進国に比べて遅れてい
る。また、外国税額控除制度についても
間接税額控除の対象が孫会社まで（持株
比率25%）であるなどその内容は米国や
英国などと比べ必ずしも充分とは言えな
い。マクロ的観点で見れば日本は既に世
界最大の債権国であり、国際収支上も第
1章にて指摘したように所得収支黒字が
貿易黒字を上回るまでになっている。今
後、日本が貿易立国としてだけでなく、
投資立国としても成功していくために
は、所得収支が効率的に還流するよう
な環境を整備することが、企業のみなら
ず、国家にとっても重要である。例えば
ひとつの方策として、企業の海外収益の
回収促進につながることが期待される海
外受取配当金に係わる益金不算入制度を
創設することが上げられる。
　第三にグローバルな観点では、製品規
格からリスク管理や会計基準などのマネ
ジメントまで幅広い分野でグローバルな
標準化が進む中で、グローバルなルール
形成に向けた政府のリーダーシップが期
待される。デジュール・スタンダード以
外の国際標準の形成は非政府主体に負う
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ところが大きいが、それでも決定過程に
おけるサイドサポートや教育を含めた技
術育成における政府の影響力は過小評価
されるべきではない。標準化の競争にお
いては、産官学の協調による技術開発は
もとより、国際的に標準化が進んでいな
い技術等については国内市場での普及を
先行させて標準化の動きを先取りするな
どの政府・産業間の協力も考えられよ
う。複数国でルールを標準化するという
手続きに関しては、多くの先進国が集ま
りEU（欧州連合）という連合体を形成
している欧州諸国が一歩も二歩もリード
している。地球温暖化対策についても、
事実上の途上国である中・東欧諸国を抱
える欧州にとって最も有利な提案をベー
スに議論が進められてきたという指摘も
ある。日本もさまざまな技術規格や制度
等に関してより積極的に国際標準を目指
すべきであり、地理的、言語的に不利な
部分を補うためにも政府のサポート、調
整が期待される。
　経済がグローバル化する時代に、企
業は政府に対しこのような機能を求め
ている。しかし、制度・規格のハーモ
ナイゼーションは容易ではない。他国に
制度や規格を一方的に押し付けること
は、内政干渉との批判につながりかねな
い。また、租税協定による二重課税の回
避は、即ち課税権の調整であり、各国政
府にとっては税収に直結するゼロサム
ゲームである。そのような厳しい交渉に
は相応の交渉材料が必要である。幸い日
本は、資本、技術、そして競争力のある
多くの企業を抱えている。既に世界最大
の債権国という立場にあり、途上国に対

しては経済援助という交渉ツールも持っ
ている。経済協力、政策金融、貿易保険
を一体的に運用すること、具体的には経
済援助で経済基盤の整備を進めると同時
に政策金融・貿易保険を民間資本の呼び
水として経済開発を支援するような施策
は経済協力の有効性を高めるだろう。そ
して、それはFTA/EPA交渉等における
交渉力を増すこととなり、制度・規格の
ハーモナイズをリードすることにもつな
がるだろう。

4．�企業へのメリット増大が日本自身
のメリットにつながる

　最後に、国際的な事業活動を制約する要
因を解消することが、個々の企業だけでな
く、結果的に日本の国益につながることを
指摘してこの章をまとめたい。
　企業がグローバルな空間の中で競争する
ようになるにつれ、そのトランスナショナ
ルな性格が強まっている。つまり、企業の
無国籍化が進んでいるということである。
東証一部の株式の3割弱が外国人株主に保
有されていることを考えても企業にとって
「国籍」という概念が希薄化しつつあるこ
とが理解できよう。その帰結として、企業
による活動拠点の選択は経済合理性による
部分が大きくなっている。
　企業の立地選択の自由度が高まる中で、
事業環境の整備は各国政府にとって国内産
業の維持、発展のために重要な課題になっ
ていることに政策当局は強く意識すべきで
ある。事業環境の優劣が有力な企業の立地
を左右し、ヒト、モノ、カネの中で最も流
動性の低いヒト（労働）の需要に大きな影
響を与える。
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　他国との国境障壁が低く、国内制度がグ
ローバルスタンダードと整合的で、他国に
おける権益に対して必要な政治的支援を得
られるような環境こそが、企業が日本との
関係を維持しようとする積極的な理由とな
る。そのような日本は日本企業にとって魅
力的であるだけではなく、世界中の企業に
とって魅力的な国となるであろう。
　以上のように、日本企業の競争力強化に
向けて、その妨げとなる要因や必要となる
施策等について展望してきた。これから日
本は、世界最速で進む少子高齢化や目まぐ
るしく変化する経済のグローバル化と向き
合っていかなければならない。世界の中
で、あるいはアジア諸国の中で、日本が埋
没しないためにも、民間企業が国際競争力
を維持・向上させていく必要がある。その
ためには、本章で取り上げた各種の問題提
起も含めて、官民ともに、新 ｢貿易立国｣
をめざしてスピード感のある対応をしてい
くことが望まれる。


