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■ 企業の海外進出が急ピッチで進み、空洞化懸念が強まっているが、空洞化をめぐる議論

はイメージ先行で混乱している。現状では深刻な空洞化は起こっていない。日本企業は

海外進出を拡大すると同時に、国内事業も拡大する姿勢を堅持している。 

■ 多くの日本企業は一定の国内生産を維持することに積極的な意義を認めている。震災後

の日本での立地に魅力を感じる外国企業も散見される。 

■ 「企業の海外進出が増えると、国内の雇用も増加する」という考え方が主流になりつつ

ある。これに伴い、政府の空洞化回避策の新潮流として、「企業の海外進出支援を通じて

国内の空洞化を回避する」政策が採用され始めた。 

■ 上記の政策が成功するためには、前提条件が必要だ。①海外進出した企業が本社機能や

研究開発部門を国内に残し、海外で稼いだ利益を国内に還流させて国内で投資するとい

う前提、②日本企業の海外工場での 終製品の生産が増えるほど、それをまかなう先端

部材の日本からの輸出が増加する構造が今後も維持されるという前提、の 2 つである。

これらの前提が満たされる保障はない 

■ 企業の海外進出を支援するだけでは、企業は強くなっても、国内の空洞化回避に必ずし

もつながらない。企業が国を選ぶグローバル化の時代の国家経営は、国内を魅力ある投

資環境に整備し、その国土で企業に存分に活動してもらう努力なしには成り立たない。 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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はじめに 

企業の海外進出が急ピッチで進み、国内産業が空洞化するとの懸念が強まっている。本稿で

は、前半で日本企業が海外での事業展開を拡大する一方で、国内での事業拡大も図っているこ

とを指摘し、企業が国内生産にどのような優位性を見出しているかを考察する。 

後半では、 近、政府の空洞化回避策の新潮流として、「企業の海外進出を支援することを通

じて国内の空洞化を回避する」政策が採用され始めたことを取り上げる。こうした政策の有効

性を検証しながら、あるべき産業政策の方向性について論じてみたい。 

 

加速する製造業の海外進出 

企業の海外進出が急ピッチで進み、国内産業が空洞化するとの懸念が強まっている。 

 日本企業の海外進出が加速している背景には、いわゆる「6 重苦」の存在がある。日本の製

造業は、東日本大震災前から、円高、通商交渉の遅れ、高い法人税率、過剰な労働規制、温室

効果ガス抑制策の 5 重苦に見舞われていたが、震災後は電力不足が加わり 6 重苦に悩まされて

いる。これが企業の海外シフトを後押ししていることは確かだ。 

 しかし、ジェトロのアンケート調査（図表１）から明らかなように、企業が海外進出を活発

化している 大の動機は、新興国など海外需要の増加をにらみ、その取り込みを図ることであ

る。2 番目に多い動機は、人口減少下で国内需要が減少していることに対応して海外に商機を

見出すというもので、これは 1 番目の動機の裏返しで、両者の本質は同じと考えられる。一方、

円高や労働規制は 4 番目、5 番目の理由にとどまっている。 

 日本企業の対外直接投資は、2000 年代前半以降、増加基調にあるが、その増え方は高水準で

推移するアジア新興国の成長率の動きとリンクしている（図表２）。リーマンショック、欧州債

務危機を経て、「低成長の先進国と相対的に高成長が続く新興国」という構図が定着する見通し

であることを踏まえれば、日本企業の海外事業強化のトレンドは今後も持続するだろう。 
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図表１　　　海外進出の理由

出所 ： ジェトロ 「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（2012年3月）
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出所 ： 財務省「国際収支状況」、IMF 「World Economic Outlook」
（暦年）

図表２　日本の対外直接投資とアジア新興国の成長率

 

 

したがって、6 重苦の解消は、もちろん日本経済にとって危急の課題であるが、仮にそれが

実現しても企業の海外進出の流れは止まらないと考えられる。また、それを止めるべきでもな

いだろう。 

 

イメージ先行の空洞化論議                     

空洞化をめぐる議論は、定義が不明確で、中身の精査が不徹底なまま、イメージで語られる

場合が多いので、注意を要する。 

日本での生産がもはや比較優位をもたなくなった産業や製品の工場をたたんでアジアに移転

する事例が、しばしばマスコミ等で空洞化問題として騒がれる。しかし、これは企業経営とし

て当然進めるべきグローバルな 適地生産体制の構築である。国内の工場で代わりに高付加価

値製品の生産を行っているのであれば、このケースを空洞化と呼ぶのは適切でないだろう。 

 一方、日本国内での生産が比較優位をもち、国内で採算がとれる産業や製品の生産が海外に

移転してしまう事例は、空洞化と呼ぶにふさわしいように見える。しかし、新興国市場開拓の

ために、需要のある所で生産する「地産地消」戦略の一環として高付加価値製品の生産工場を

海外につくるケースで、同時に国内の生産拠点も何らかの形で維持・増強されているのであれ

ば、空洞化にはつながらないだろう。 

 製造業の生産拠点や研究開発拠点が一方的に海外にシフトし、国内では新規の設備投資が行

われず、国内の雇用機会の喪失に歯止めがかからなくなるとすれば、これは間違いなく空洞化

と言える。しかし、後述するように、日本企業の多くは国内生産に一定の意義を見出し、国内

立地にこだわりをもっているため、現状ではこうした深刻な空洞化は起こっていない。 

 

増えてきた「主力製品、初の海外移転」 

 確かに、図表３に見るように、従来国内での立地にこだわってきた主力の製品や工程の生産

や研究開発機能を企業が初めて海外拠点に移管する事例が、 近頻発している。 

 これを国内一貫生産、全量国内生産を維持してきた牙城が崩れたと見れば、果たして今後日

本に何が残るのか不安になるだろう。これが、多くの国民が心に抱いている空洞化懸念の正体
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と思われる。 

 しかし、これらの多くは、国内で比較優位をもたなくなった製品の海外移転や、「地産地消」

の実現のための海外拠点建設の動きであり、国内が空っぽになっているわけではない。前節の

議論を踏まえれば、空洞化と騒ぐのは当たらない事例がほとんどであろう。 

 図表４に見るように、ジェトロ調査によれば、今後 3 年程度の事業展開方針について、海外

で事業規模の拡大を図ると回答した企業は 2011 年度は 73％と、08 年度の 50％から大幅に増

えている。しかし、一方で、国内で事業規模の拡大を図るとした回答が 2011 年度 46％と、08

年度 36％より増えており、拡大と現状維持との合計でも 2011 年度 92％と増加している。 

 このように、日本企業は国内事業についても縮小するどころか、拡大する方針を堅持してい

る。自社の強みを見極めて、国内と海外でそれぞれに適切な機能を保持しつつ、双方で事業規

模の拡大を図る姿勢が見てとれる。 

 

図表３　国内立地にこだわってきた部分を海外に移す動きが相次ぐ

社名 内容

　ホンダ
2012年夏からタイでハイブリッド車「フィットハイブリッド」の生産を開始。日本から基幹部品を運
び、現地で組み立てる「ノックダウン方式」で生産。従来は同製品はすべて日本で生産、輸出し
ていた。

　日本電気硝子
従来国内で生産してきたが、今後は主要顧客が集まる韓国や台湾でのガラス生産に乗り出
す。定期修理に入った国内設備を海外の拠点に移管する。

　日立造船
これまで国内主力拠点の熊本県有明工場で製造していた石油化学プラント向けの圧力容器を
インドで現地生産を始める。インド生産でコスト競争力を強化し、新興国での受注競争を有利に
進める狙い。

　ＮＥＣ
主力製品である携帯通信向け無線通信装置の開発をインドに移管する。開発・生産コスト削減
と新興国の事業者ニーズの迅速な反映が目的。主力通信機器の開発の一部海外移管は同社
初。

　パナソニック 携帯電話端末の生産（現状約5割が国内生産）を2012年夏にも海外に全面的に移管する方針。

　信越化学工業
中国にレアアースの合金工場を建設する。生産する全量を日本に持ち込み、高性能磁石の原
料にする。中国のレアアース輸出制限に対応し、当面の安定供給体制を確立する。従来は技
術流出を嫌い、高性能磁石関連の事業は海外展開してこなかった。

　タチエス
自動車用シート大手。フレームなどの基幹部品の海外生産に踏み切り、国内に輸入する。これ
まで同社はフレームの製造からシートの組み立てまで国内工場で一貫生産していた。

出所 ： 各種報道（2012年前半報道分）より作成  
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出所 ： ジェトロ 「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（2012年3月） をもとに作成

図表４　今後（3年程度）の海外および国内での事業展開スタンス（時系列比較）
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国内生産にこだわる日本企業 

 企業は国内でどのような事業を強化しようとしているのだろうか。 

 ジェトロのアンケート調査結果から、海外よりも国内で事業規模拡大を図るとの回答が顕著

に多い機能を挙げると、「高付加価値品の生産」（2011 年度の国内比率 62％）、「研究開発（基

礎研究）」（同 80％）、「研究開発（新製品開発）」（同 77％）などとなっている。 

「研究開発（現地市場向け仕様変更）」については、2009、2010 年度は国内比率が 6 割を超

えていたが、2011 年度は 4 割に低下し、海外で事業拡大を図る企業の方が多くなっている。 

 図表５は 近国内事業の拡大を表明した企業の事例を挙げたものである。こうした例を見る

と、これらの企業は国内立地の重要性を認識し、ものづくりの競争力を維持するために国内に

マザー工場や開発工場を残そうという強い意思を持っていることが読み取れる。 

 企業が国内立地のメリットをどのように考えているのかを知るために、以下に経営者の発言

をいくつか抜粋して掲げてみよう。 

○東京エレクトロン 竹中博司社長（出所：日本経済新聞 2012.3.7） 

 装置は性能面での違いを出さなければ競争に勝てない。いかに他社と違う製品を開発し、

技術をブラックボックス化できるかが勝負だ。半導体の製造技術の開発は日本にこだわって

おらず、海外の主要顧客の近くに拠点を作っている。ただ、装置として形にする時には、開

発から製造まで一貫した体制が必要だ。日本には先端技術を研究する大学などの機関、部材

を供給してくれるサプライヤーがそろっている。勝ち残るために も重要な技術革新の解が

ここにある。 

○日産自動車 志賀俊之 COO（出所：日経ヴェリタス 2012.3.11） 

世界展開する中で、日本でものづくりの革新をして、それを中国やタイに横展開していく。 

 

 
図表５　国内事業を強化する企業の事例

社名 内容

　コマツ
石川県の工場を中心に鉱山向け超大型ダンプトラックの部品生産能力を増強。茨城工場
を拡張し、超大型ダンプトラックなどの車両性能を評価する試験場を建設。世界の鉱山需
要の伸びや排ガスの新規制等に対応するため、国内主力拠点の生産・開発機能を強化。

　ファナック

茨城県筑西市に新工場を建設する。円高下でも国内集中で量産効果を追求する方が価格
競争力を高められると判断。加工精度を左右する数値制御（NC）装置を内製する強みを発
揮。国内で研究開発部門と緊密に連携して生産することで、主要顧客である中国や東南ア
ジアのEMSからの仕様変更などの要請にも即応できる。

　アイシン精機
新興国を中心とする海外向けの自動車部品開発を強化するため、全社的な事業戦略づく
りを担う戦略本部を新設。戦略本部は、これまで主に国内で手掛けていた部品の企画・開
発機能を中国、インドなどに順次移管していく実務役を担う。

　テルモ
採血用注射器などの汎用品はフィリピンやベトナムへの生産シフトを進めているが、高度な
技術を要する製品は国内生産を維持。30年ぶりの国内工場を山口県に新設（2015年春稼
働予定）。

　ケーヒン
ホンダ系部品メーカー。これまでタイだけで生産してきた一部の高機能部品を2012年4月か
ら宮城県の工場でも生産。リスク分散に加え、革新的な生産手法を編み出し、海外に展開
するマザー工場を国内に設ける狙いも。

　ジーテクト
埼玉県さいたま市に本社を置く自動車向けプレス部品メーカー。東京都羽村市の工場を高
付加価値製品を扱う中核拠点、マザー工場として再整備する。供給先である自動車メー
カーのグローバル化に対応し、新鋭の生産技術で海外工場を支援する役割を担う。

出所 ： 各種報道（2012年前半報道分）より作成
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限りないイノベーションを（日本で）やって、それを新興国に持っていき、日本の現場と新

興国の現場が切磋琢磨する。その源を日本に残しておかないと大変なことになる、というの

が（国内に）100 万台の（生産を残しておきたいという）意味です。情緒的に残したいとか、

伝統芸能を守ろうとしているわけではない。開発センターだけ日本に残っても、生産の現場

がなくなってしまうと日本国内で完結できませんから。 

○SHOEI 山田勝会長（出所：日刊工業新聞 2012.2.20） 

当社の製品は技術、使用材料が素晴らしく、メード・イン･ジャパンが競争力の源泉になっ

ており、世界ブランドとして評価されている。魅力ある商品をつくることが大切。今は日本

にこだわり、それで利益が出ないならそのとき考える。 

 

なぜ国内生産が重要なのか 

国内需要が縮小傾向をたどり、6 重苦という逆風が吹いてもなお、多くの日本企業が国内生

産にこだわるのは、感情論や単なるやせ我慢ではないだろう。 

もちろん、日本の製造業の多くは、雇用創出を通じて社会貢献をしたいという強い思いや責

任感を共有している。だが、営利企業である以上、経済合理性がなければ国内生産を続けるこ

とはできない。「グローバル競争を勝ち抜くには、日本に生産現場をもつ方が有利」と判断する

合理的な理由があって、日本企業は海外と国内の 適な役割分担を模索して行動しているはず

である。 

 日本企業が国内に生産拠点を残すことにこだわる理由を推察、整理すれば、次の４点が挙げ

られる。 

①国内の生産拠点を失えば、ものづくり力が弱体化する 

国内に本格的な生産現場がなくなり、研究開発のみとなれば、真に競争力のある研究開発

はできない。また、国内が教えるだけの「レッスンプロ的マザー工場」になってしまえば、

設計などの能力が弱体化し、結局通用しなくなる。ものづくりを進化させていくためには、

国内に実力あるマザー工場を保持することが不可欠だ1。このような確信から国内生産を重視

している企業が多い。 

この考え方は日本だけの専売特許ではない。米国ハーバード大学のピサノ教授らは、製造

の現場には「産業コモンズ」が存在すると指摘している。コモンズとは、農村の入会地のよ

うに誰もが自由に入って利用できるような資源である。製造の現場には開発・生産にかかわ

る知識、熟練技能、特殊技術に関連した製造能力などのコモンズが存在し、製造を放棄すれ

ばこれらのコモンズが失われ、製造業の革新が脅かされると論じている2。 

②海外事業展開のためには国内マザー工場が不可欠 

 「地産地消」の生産体制を実現するため、新興国における現地工場を早期に立ち上げ、安

定的に稼働させ、環境変化に応じて進化させていく必要があるが、それには国内マザー工場

の支援が欠かせない。 

 トヨタ自動車の場合、新興国において需要変動に応じてフレキシブルに生産量を増やして

いける工場をつくる必要性が高まっているが、このような拡張性を備えた新たな生産システ

                                                  
1 たとえば、藤本隆宏・東京大学教授が一貫してこうした主張を行っている（日本経済新聞 2012 年 1 月 6 日

「経済教室」など）。 
2 Pisano & Shih (2009) Restoring American Competitiveness, Harvard Business Review, July-August 11, 

2009 
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ムの雛形を創り出すことができるのは日本の工場だけだという3。工場を「小さく生んで賢く

育てる」ノウハウ、拡張性を備えた工場の標準化を行う能力を持っているのは日本の工場し

かない。さらに、トヨタの国内工場は、海外の工場の稼働を安定化させ、生産効率を高める

ためのバックアップ機能や、少量多品種で世界各国に配るクルマを集約して効率的に生産す

る役割も担っている4。 

③感度の高い消費者の存在 

日本は消費者の感度が非常に高い市場である。要求水準の高い、洗練された感性をもった

消費者が多数存在する。国内市場はいくら縮小しているとはいっても、高付加価値品を提供

して世界をリードしていく場として依然として重要と認識している企業が多い。 

④円安になれば、競争力のある生産拠点になる 

歴史的な円高水準が続いているが、先行きの為替を予測することは困難である。為替が今

後大きく円安に反転した場合、多くの国内工場が輸出拠点として復活する可能性があるが、

国内生産拠点を保持していなければ復活は不可能である。 

製造業はいったんその機能を失ってしまえば、容易には再生できないからである。イギリ

スでは 1980 年代に金融立国に転換する過程で、国内の多くの製造業の現場が国内から消失

したため、リーマンショック以降ポンド安になっても、国内生産が復活して雇用が生まれる

ことはなかった。 

 

柔軟性の確保を重視する日本企業 

 上記の②（見方によっては①も）は、日本企業が組織能力を進化させるために、あるいは環

境変化に素早く対応するために、目先の効率性だけではなく、「柔軟性」の確保を重視しており、

そのために国内生産の維持にこだわっていると言い換えることができるだろう。 

 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院教授のマイケル・A・クスマノは近著『君臨

する企業の「6 つの法則」』で、「君臨しつづける企業」の 6 つの法則の一つとして、“効率性だ

けでなく「柔軟性」も重視すること”を挙げている。 

 クスマノ教授はこう指摘する。 

「マネージャーは、生産、製品開発、その他のオペレーションにおいても、戦略的決断を

下すときや組織を進化させるときにも、効率性と同じくらい柔軟性を重視すべきだ。マネー

ジャーにとっての目標は、市場の需要、競争、技術の変化にすばやく適応しながら、自社の

目標を実現することだ。また、企業は、製品とプロセスのイノベーションや新事業開拓の好

機がいつ到来しようとも、それを利用できるように備えなくてはいけない」5 

こうした柔軟性は、それ自体が競争優位につながるわけではなく、短期的には非効率を生む

ことが多い。しかし、特定の市場状況のもとでは、企業にとって柔軟性こそが勝ち残るための

決定的に重要な要素になる。変化スピードが速く、予測困難な 近の市場環境に対応する上で、

柔軟性の確保のために国内生産の維持にこだわる日本企業の行動は、合理性のあるものと言え

                                                  
3 財部誠一『メイド・イン・ジャパン消滅！』（2012 年）第 4 章を参考にした。トヨタの海外生産拠点は年間

生産能力 20 万台の工場が基本ユニットとされてきたが、新興国に生産拠点を置く場合、それより小さい規模の

工場を立ち上げ、需要増加に応じて生産規模を拡張していく必要が出てきた。 
4 前掲書参照。各国で 1 万台も売れないような自動車を各国で生産するのは非効率であるため、世界各地の需

要をまとめて基本ユニット（20 万台）に達する自動車は日本で生産して各地に配っている。 
5 マイケル・A・クスマノ著、鬼澤忍訳『君臨する企業の「6 つの法則」』、2012 年、日本経済新聞社 
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るのではないだろうか。 

 

日本での立地に魅力を感じる外資も 

 国内立地の魅力を考える上で、外資系企業の動向を見ることも意味があるだろう。 

日本ヒューレット・パッカード（米ヒューレット・パッカードの日本法人）は、2011 年 8 月、

ノートパソコンの生産拠点を中国から東京（昭島工場）へと移管した。 

これは通常の生産シフトの常識とは逆方向の動きだが、国内生産には、納期の大幅短縮によ

り在庫を厚くもつ必要がなくなり、仕入れコストや倉庫費用を低減できることや、輸送費の低

減、不良品率の低下に伴う追加試験コストの削減などのメリットがあるとの判断に基づく立地

選択である。ノートパソコンのような多品種少量生産型の耐久消費財では、顧客が国内生産の

価値を認めている場合が多いことも、国内立地の優位性につながる要因といえる。 

 このほか、図表６に示すように、 近、外国企業による日本への工場進出の動きが散見され

る。日本は住宅関連や資材などで東日本大震災からの復興需要が見込めることが、外資にとっ

て魅力の一つとなっている。国内立地促進のために国や自治体が補助金や助成策を拡充してい

ることも追い風となっている。日本企業が撤退した工場や遊休地を外資が有利な条件で入手し、

活用する事例も増えている。 

 このような外資系企業の動きは、空洞化が喧伝される今の日本において、国内が今なお製造

業の活動拠点として一定の魅力をもっていることを示している。 

 

図表６　外国企業による日本への生産・研究開発拠点新設・拡張の動き

企業（国） 製品 内容

　マグ・イゾベール
　（フランス）

　断熱財

同社の日本国内4ヵ所目の製造拠点となる住宅用・産業用グラス
ウール新工場の建設地を三重県に決定（2014年操業開始予定）。
雇用者数は約100名の見込み。西日本で最大規模の住宅用グラス
ウール製造工場となる。

　ダウイー
　（シンガポール）

　フィルム型液晶製品
広島県庄原市にフィルム液晶ディスプレーの研究開発および製造
拠点を設立する。

　徐州瑞隆機械工業発展
　（中国）

　建機用油圧装置

高知県香美市の工業団地への進出を決定。新工場では高知工科
大学と連携し、油圧システムの開発・製造を行う。2012年10月に約
20人態勢で操業開始予定で、将来的に180人規模への拡大を目指
す。

　即墨市金龍プラスチック印刷
　（中国）

　食品・衣料品の包装用
　 ビニール袋

鳥取県の大山町に現地法人を設立。町内の廃校となった小学校の
校舎や体育館を工場として活用。

　ロレアル
　（フランス）

　化粧品

川崎市の研究開発拠点の人員と面積を拡充し、3部門を新設したと
発表（2012年1月）。日本発の技術や素材を活用し、アジア向けの製
品開発を行うととともに、アジア全域からの先端技術の取り込みを
図る。

　ＢＡＳＦ
　（ドイツ）

　化学品
エンジニアリングプラスチックに特化した研究開発拠点を横浜市に
設立（2012年1月）。自動車向けなどに高機能材料の開発を行う。

　スリーエムヘルスケア
　（米国）

　ヘルスケア製品

従来米国等から輸入していたヘルスケア商品（サージカルテープ、
減菌関連、歯科関連材料等）につき、日本およびアジア向けに顧客
ニーズに応じた製品開発を行い、アジア人の特性に合った高付加
価値製品を開発する。

　ユミコア
　（ベルギー）

　機能材料

神戸ポートアイランド地区にリチウムイオン電池用正極材の生産拠
点を設立することを発表（2010年4月）。さらに、神奈川県横浜市にプ
ラチナ製ガラス溶解システムの設計・開発・製造拠点を設置すると
発表（2011年6月）。

出所 ： ジェトロ資料をもとに作成  
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出所 ： 経済産業省 「工場立地動向調査」 より作成
（暦年）

図表７　　国内の工場立地件数と工場立地面積

 

 

 

低迷する国内の工場立地 

ここまで、企業が海外での事業展開を拡大する一方で、国内での事業拡大も図っていること、

海外と国内の 適な役割分担を模索する中で、一定規模の国内生産を維持する企業が少なから

ず存在することを見てきた。 

 とはいえ、マクロ経済動向を見ると、新規の設備投資は国内よりも海外で行われる傾向が鮮

明で、企業収益の回復局面であっても、国内の設備投資が盛り上がらない状況が続いている。

2011 年の国内の新設工場の立地件数は 869 件と 4 年ぶりに前年を上回ったが、減少傾向を脱

したとは言えない水準である（図表７）。1 工場当たりの平均敷地面積は 2007 年以降、減少が

続いており、工場が小規模化する傾向が見られる。 

 国内における研究開発拠点の設立も低迷している。2011 年の企業の研究所の立地件数は 5

件と過去 20 年で 低となったほか、工場新設件数のうち敷地内に研究開発機能の付設を予定

しているものの割合も 2011年は 20.6％と過去 15年では 2008年に次いで 2番目に低い水準に

とどまった。 

 

政府の空洞化回避策の新潮流 

グローバル化の下では、企業の論理と国の論理は必ずしも一致しない。企業が合理的に 適

化行動をとって拠点の立地選択を行った結果、国内では十分な雇用が生まれず、国の 適化に

結びつかない場合も当然ある。 

したがって、国内雇用の確保は企業単位ではなく、経済全体として政府が考えるべき課題で

ある。空洞化回避のために産業活性化策を講じることは、国や自治体の責務である。 

 2011 年度第 3 次補正予算では国内投資の補助金の拡充などにより、国内での立地促進と雇用

創出、地域活性化を図る施策が盛り込まれたが、これは政府による空洞化回避策の一つと位置

づけられる。 

 政府の空洞化回避策に関しては、2011 年から注目すべき新たなアプローチが導入されている。
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それは、企業の海外進出を支援することを通じて、国内の空洞化を回避するという考え方に基

づく政策である。 

 

企業の海外進出が進めば国内雇用も増える 

こうした政策が出てきた背景には、「企業の海外進出が増えると、国内は空洞化するどころか、

中長期的には投資収益増加などの恩恵を受けて国内の雇用も増加する」という考え方が、近年

経済論壇で主流になってきたことがある。 

たとえば、2011 年版の経済財政白書では、「企業行動に関するアンケート調査」（内閣府）を

用いた分析により、海外生産を増加させる意向のある企業は、そうでない企業に比べて雇用見

通しの増加幅が大きいことが示されている。白書は、「海外生産の増加に伴い、海外生産拠点の

補完的な役割を果たすような本社機能の拡充が必要になり、それに伴って雇用見通しが明るく

なった可能性がある」と推論している。 

また、戸堂康之・東京大学大学院教授らの研究によれば、日本企業が海外投資を初めて行う

と、その年の国内雇用は特に変化がなく、1 年後にはむしろ平均 3％程度雇用が増えるという

結果が出ている6。 

 

政府が企業の海外進出を支援し始めた 

 これまで、企業を国内や地域にいかに誘致し、引き止めるかに腐心してきた政府が、企業の

海外進出を支援する政策を強化し始めた背景には、上記のような考え方がある。 

中小企業庁が今通常国会に提出した「中小企業経営力強化支援法案」には、海外進出意欲が

ある中小企業を所管大臣や知事が認定して支援する仕組みが盛り込まれている。認定を受けた

企業には融資の保証限度額を引き上げる特例を適用するほか、進出先の子会社が現地金融機関

から融資を受けやすいように、日本政策金融公庫による保証を付与するとしている。 

 自治体も地場中小企業の海外進出支援に動き始めた。地場中小企業が国内にとどまって衰退

するよりも、海外で稼いで生き延び、成長する方が、地域の空洞化の回避につながると考えら

れるからである。昨年以降、東京都大田区、群馬県、静岡県、福岡県など多くの自治体が中小

企業の海外進出を積極的に支援する政策を打ち出している7。 

 

海外進出促進が空洞化回避につながる前提条件 

 「企業の海外進出を促すことで国内の空洞化を回避する」というのは、一見逆説的であるが、

理論的には正しいアプローチである。ただし、この方策が成功するためには、２つほど前提条

件があるように思う。 

1 つ目は、海外進出した企業が本社機能や研究開発部門を国内に残し、海外で稼いだ利益を

国内に還流させて国内で投資するという前提である。この前提が崩れれば、企業の海外進出が

成功しても、地域経済の活性化と国内雇用の増加にはつながらない。 

2 つ目は、日本企業の海外工場での 終製品の生産が増えるほど、それをまかなう先端部材

の日本からの輸出が増加するという、わが国特有の国際分業形態が今後も維持されるという前

提である。日本企業は、東アジア全域でのグローバルな工程間分業体制を構築する中で、アジ

アの現地工場で生産が拡大すれば、日本からその現地工場に向けて部材の輸出が増大する仕組

                                                  
6 Hijzen, A., Inui, T., and Todo, Y., 2007, The Effects of Multinational Production on Domestic 
Performance: Evidence from Japanese Firms, RIETI Discussion Paper Series, 07-E-006. 
7 日本経済新聞 2011 年 10 月 31 日、日刊工業新聞 2012 年 1 月 12 日。 
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みをつくりあげてきた。これがあるからこそ、企業の生産拠点の海外シフトに伴って生じる国

内の生産・雇用の減少という痛みが抑制されてきたのである。 

 

海外での稼ぎは国内に還流するか 

 これらの前提が今後も成立するかどうか考察してみよう。 

 1 つ目の前提については、今のところ、日本企業が国内に見切りをつけて本社を海外に移す

事例はほとんど見られない。また、研究開発拠点についても、前述したように基礎研究や新製

品開発では国内立地を選択する企業が多い。図表８に見るように、これまでのところ、日本企

業の海外現地法人での R&D 支出は近年それほど増えてはおらず、他国と比べて低いとされる

海外 R&D 比率も目立って上昇はしていない。 

しかし、日本政策投資銀行が今年 8 月 1 日に発表した「企業行動に関する意識調査」による

と、中期的（今後 3 年程度）に海外での研究開発を強化するとの回答が製造業の 51％に達し、

前年調査（31％）より大幅に増えたばかりでなく、国内での研究開発を強化するとの回答（45％）

よりも高かった。この背景には新興国市場の獲得のために現地市場向けの商品を現地で開発す

る動きが活発化していることがある。 

 生産拠点のみならず研究開発拠点でも日本企業の海外志向が強まっている現状を踏まえれば、

今後、企業が海外であげた利益を国内に還流させて、国内で新規の設備投資を行うかどうかに

ついては、不確実性が高いと言わざるをえない。仮に、高い法人税率、FTA 締結の遅れ、電力

供給の制約、厳しい労働規制などが今後も放置され、アンチビジネス的な政策運営がなされた

場合、国内立地に見切りをつける企業が増え、海外で稼いだ利益は海外で再投資され、国内に

還流しないことが予想される。 
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図表８　　日系製造業現地法人の海外R&D支出の推移

（注）  ・海外R&D比率 ＝ 現地法人R&D支出額 ／ （現地法人R&D支出額＋国内R&D支出額）
　　　　・国内R&D支出額は、総務省「科学技術調査」による社内使用研究費（支出額）を使用。
出所 ： 経済産業省「海外事業活動基本調査」、総務省「科学技術調査」 より作成

（年度）
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図表９　韓国、台湾は日本企業誘致を活発化

国 内容

○韓国政府は2009年3月、慶尚北道・亀尾（クミ）市を「部品・素材専用工業団地」の第１号に指定
　 し、日本企業誘致の重要拠点に位置づけ。法人税の5年以上の減免や、土地使用料の50年間
　 減免などの手厚い優遇策を用意し、市長が熱烈なトップセールスを展開。

○釜山市は、「美音 部品素材企業専用工業団地」を外国人投資地域に指定して、日本企業を積極
　 的に誘致。部品素材を生産する企業が入居する場合、一定の要件を満たせば、敷地賃貸料の
　 全額免除、国税と地方税の減免。雇用と教育訓練補助金などのインセンティブ等の恩典が受け
　 られる。

○韓国・浦項市は2011年6月、「日本企業誘致チーム」を新設し、部品素材関連企業などの誘致
　 活動の強化に乗り出している。

○日本企業専用工業団地「TJパーク」の入居企業の募集を開始（2012年3月）。台湾と協力して
　 中国市場を開拓したい日本企業がターゲット。中国と経済協力枠組み協定（ECFA）を結んでい
　 る台湾経由で対中輸出すれば、低関税の恩恵を受けられる点をアピール。

○日本企業の直接投資を誘致する専門組織「台日産業協力推進弁公室」を立ち上げ。日本企業
　 による投資の窓口となるほか、日台の中小企業やベンチャーキャピタルの交流促進等も手掛け
　 る。

出所 ： 各種報道より作成

韓国

台湾

 
 

 

 また、東日本大震災後、アジア諸国が手厚い優遇措置を提示して、日本企業の誘致競争を活

発に繰り広げていることも忘れてはならない。図表９に示したように、韓国や台湾は、土地の

賃料の免除、法人税・地方税の減免などの手厚い優遇措置や魅力的な環境を提供して、日本企

業に熱いラブコールを送り続けている。 

 韓国は、FTA の締結で先行している（EU との FTA が 2011 年 7 月 1 日に暫定発効、米国と

の FTA が 2012 年 3 月 15 日に発効）ことが、生産・輸出拠点の設置場所としての魅力を高め

る要因となっている8。また台湾の場合、中国との経済協力枠組み協定（ECFA）のメリットを

享受して、日本企業が台湾経由で中国に進出することの優位性をアピールして、日本企業誘致

を積極的に進めている。 

 このようなグローバルな企業誘致競争を意識して、日本国内のビジネス環境を魅力的なもの

に改善する努力を払わなければ、日本企業の新規の投資を国内に呼び寄せることは難しいと思

われる。 

 

高度先端部材集積の強みを維持できるか 

 2 つ目の前提も危うい。 近では、日本企業は高付加価値部材の生産拠点についても、地産

地消の考え方から日本国内でなく海外に設けるケースが増えている。また、日本企業の海外生

産拠点において、部材を日本からではなく、現地や第 3 国から調達する割合が上昇している。

図表１０に見るように、日系現地法人の仕入れ高の現地・第 3 国調達比率は多くの業種で上昇

傾向にあり、製造業全体では 70％、輸送機械では 76％まで高まっている。 

これらの理由により、海外拠点で生産が増えても、日本から現地向けの部材輸出が以前ほど

増えなくなっている。これは、グローバルな国際分業の中で、圧倒的な強みを発揮してきた日

本の高度先端部材集積の優位性が揺らぎつつあることを意味する。この結果、企業の生産拠点

の海外シフトの進行が、短期的に国内の生産・雇用の減少という痛みにつながる可能性が従来 

                                                  
8 韓国の積極的な企業誘致策や投資先としての魅力の向上を受けて、2012 年上半期の日本の韓国への直接投資

額は前年同期比 195.9％増となり、日本が 大の投資国となった（韓国知識経済部の統計、申告ベース）。 
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図表１０　日系現地法人の仕入れ高の現地・第3国調達比率

出所 ： 経済産業省 「海外事業活動基本調査」 をもとに作成

 

 

より高まっていると言える。 

 

国内を魅力ある投資環境に整備せよ 

 以上で見たように、企業の海外進出促進が空洞化回避につながるための 2 つの前提条件が満

たされる保障はない。したがって、政府が企業の海外進出を支援するだけでは、企業は強くな

っても、国内の空洞化回避には必ずしもつながらない。 

前述した前提条件をクリアし、海外進出支援を空洞化回避策として機能させるためには、日

本国内の投資環境やビジネス環境を企業にとって魅力のあるものに整備し、高度先端部材の生

産・輸出基地としての競争力を維持していくことが必要不可欠である。 

企業が国を選ぶグローバル化の時代の国家経営は、国内を魅力ある投資環境に整備し、その

国土で企業に存分に活動してもらい、雇用を生み、税収をあげる努力なしには成り立たない。

この観点から、政府には 6 重苦を放置することなく、 大限それを緩和する政策の遂行を期待

したい。 

間違っても、人気取り（選挙の票狙い）のために、安易に企業を悪者にして冷遇するアンチ

ビジネス的な政策スタンスが採用されることがあってはならない。それは国内の産業空洞化、

雇用喪失を促進し、国民生活を窮乏させ、日本経済の衰退へと続く道だからである。 

 

 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 


