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要　　約
　少子高齢化が進展するわが国において対外純資産の収益性を高めることは対外純資産の
減少を補う上でも重要である。近年では対外直接投資の占有率の高まりにより対外純資産
の収益性が向上するものと期待されるが，わが国の対外直接投資の収益性は米国のそれに
劣る状況が続いてきた。米国の直接投資の収益率は租税回避行為によって押し上げられて
いるとの報告もあるが，租税回避行為への国際的な批判が高まる中，適切なるリスクの負
担を通じて租税回避行為に依存しない形で収益性改善を図る必要がある。
　本研究は日米を対象に対外直接投資の収益性の決定要因を検証し，両国に見られる特徴
を比較したものである。米国企業のほうが税務上の要素を考慮して投資先国を選定する傾
向が強く，それが直接投資収益率に反映されている可能性が示唆された。一方，多国籍企
業は投資先国において様々なリスク要因に直面しているが，米国企業のほうがリスク負担
に対するより高い超過リターンを確保していることを示唆する結果も得られた。
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Ⅰ．はじめに

　日本経済は，従来より，海外から原材料を輸
入して国内で加工し，より付加価値の高い製品
を輸出する，いわゆる加工貿易を重要な経済活
動として行ってきた。より最近では生産拠点の
海外移転に伴って国際分業化が急速に進み，日

本経済の中で貿易の果たす役割は一層大きなも
のとなっている。実際の統計を見ても，1980
年代から 1990 年代までは日本の経常黒字の相
当部分を貿易黒字，すなわち財の取引が占めて
いたこともあり，製造業の輸出が日本経済を牽
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引しているとの考えが根強い。しかしながら
2008 年以降貿易黒字が大幅に落ち込み，2011
年から 2015 年の間は赤字に転じるなどの構造
的な変化があった。2016 年以降は再び貿易黒
字に転じてはいるものの 30 年以上一貫して記
録してきた貿易黒字が赤字に転じたことは大き
な構造転換と受け止められ，貿易赤字への「転
落」を問題と捉える向きが強い。
　しかしながら，貿易黒字の減少が直ちに経常
黒字を減少させているわけではない。これまで
の経常黒字の累積を背景に日本の対外純資産残
高は世界最大規模にまで拡大しており，この対
外純資産に対する収益が第一次所得収支の黒字
として計上されるためである。近年，経常収支
における第一次所得収支の黒字のプレゼンスは
拡大しており，外国人観光客の増加によるサー
ビス収支の改善も手伝って，直近のデータは必
ずしも経常黒字の減少トレンドを示していな
い。このように，日本経済はモノ（貿易収支）
のみならずカネ（第一次所得収支）で稼ぐ構造
に徐々に変化している。その中でも，従来は第
一次所得収支の黒字は証券投資収益が中心だっ
たが，近年は生産拠点の海外移転とともに直接
投資収益の存在感が増しているとの指摘もある。
　他方，少子高齢化の進展により国内貯蓄余剰
が減少すれば，経常黒字が縮小し，対外純資産
残高の伸びが抑制される懸念も指摘されてい
る。既に高齢化による家計貯蓄率の低下は現実
のものとなっており，いわゆる IS バランス（国
内の貯蓄・投資差額と財政収支の合計は経常収
支に一致するという恒等式）からみて，いずれ
経常収支も赤字に転落するとの予測にも説得力
がある。今後も少子高齢化と家計貯蓄率の低下
が継続する可能性が高いことを考えると，対外
純資産の収益性の向上を通じて経常収支の黒字
の縮小や対外純資産の減少を補う必要性がある
ということになる。この意味で，対外負債が対
外資産を大幅に上回る対外純債務国であるにも
かかわらず，第一次所得収支黒字を継続してい
る米国の状況は極めて参考となる。周知の通り
米国は世界最大の対外債務国であるが，米国の

対外ポジションは経常収支の推移から推察され
るほど悪化してはおらず，その上，第一次所得
収支は黒字を計上している。
　Gourinchas�and�Rey�（2007）は，対外純資産
の超過収益率をリターン要因（同一アセットク
ラス内における対外投資収益率と対内投資収益
率の格差）とポートフォリオ構成要因（特定の
アセットクラスに関する対外投資と対内投資の
ウェイトの格差）に分解し，米国の超過収益率
の高さはポートフォリオ構成要因のみならずリ
ターン要因にも起因すると主張している。米国
と比較して，日本の対外純資産においては，米
国国債等の低リスク・低リターン資産の比重が
高かった。わが国の対外純資産の収益性を向上
させるには，まず対外純資産におけるアロケー
ションの変更が必要であり，近年における海外
直接投資残高の伸びはわが国の対外純資産の収
益性を改善するものとして期待される。一方，
海外直接投資の収益性を各国間で比較してみる
と，米英はわが国以上に高い収益率を実現して
おり，とりわけ米国は証券投資収益の赤字を上
回る規模で直接投資収益の黒字を実現してい
る。Curcuru� et� al.�（2013）は，米国の対外純
資産の収益率をリターン要因とポートフォリオ
構成要因に分割し，収益率のかなりの部分が直
接投資のリターン要因，とりわけ（キャピタル
ゲインではなく）インカムゲインで説明できる
ことを示している。
　米国の海外直接投資が極めて高い収益性を実
現している要因として，先行投資の利益や目利
き力の高さなどが指摘されることもあるが，多国
籍企業による租税回避行為に注目する研究もあ
る。たとえば，Bosworth�et�al.�（2007）は米国の
直接投資の超過収益率（対外直接投資と対内直
接投資の収益率格差）の 3 分の 1 ほどは各国間
の税率の違いを利用した利益移転によると試算
しており，また Curcuru�et�al.�（2013），Curcuru�
and� Thomas�（2015）も直接投資の超過収益率
6% のうちの約 1.8% が法人税率格差によるもの
との結果を示している。リーマンショック以降，
多国籍企業の租税回避行為に対する批判が増し
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ており，OECD を中心に対策に向けての協議が
進んでいる。米国の海外直接投資の収益性が租
税回避行為によって過大評価されていたならば，
租税回避行為に対する規制強化によって収益率
が低下する可能性も否定はできない。
　従来の日本企業の海外直接投資は生産・販売
拠点の海外移転という特徴が強く，租税回避行
為は欧米企業ほどには顕著ではなかったとの指
摘もある。しかし，グローバルな市場競争が熾
烈さを極める中，わが国の多国籍企業も優遇的
税措置を提供する国への投資を拡大させるイン
センティブを有していたはずと考えれば，日本
の海外直接投資の収益性も租税回避行為による
影響を反映している可能性がある。
　租税回避対策の進展により租税回避行為によ

る収益改善の余地が狭まれれば，多国籍企業は
適切なるリスクテイクによる収益向上など，他
の方法による収益改善を求められることにな
る。租税回避行為に依存せずに多国籍企業が収
益性改善を実現できれば，それはわが国の対外
純資産を持続的に改善することにもつながる。
　そこで本稿では，対外投資のなかでも対外直
接投資に焦点を当て，対外直接投資の収益率の
決定要因について実証分析を行い，日米の比較
を行うことを企図する。
　本稿の構成は以下の通りである。まず，第 2
章では日米の対外直接投資の動向や収益率の推
移について概観する。第 3 章では本研究で使用
する研究手法や使用するデータを解説し，実証
結果を示す。最後に結論を述べる。

Ⅱ．日米の対外直接投資の現状

　図１は日本の対外直接投資残高を上位 10 カ
国に関して示したものである。まず，米国向け
直接投資残高が群を抜いて高く，英国，中国，
オランダがそれに続く。上位 10 位には中国や
タイ，シンガポールなどのアジア諸国が多く占
めているが，オーストラリアやブラジルなどの
資源国も含まれている。わが国の対外直接投資
において，英国のほかオランダ，ベルギー向け
の投資残高も上位に含まれているが，オランダ
には節税のための各種の税法があり，世界中の
多国籍企業が優遇的税法の利用をめざしてオラ
ンダへの投資を拡大している1）。また，リーマ
ンショックの発生前にケイマン諸国向け直接投
資が急増していたが，2012 年以降は急減して

いる。この点に関して，岩見（2010）は，世界
金融危機以降，ケイマン諸島を含めたタックス
ヘイブンへの監視強化に向けて国際的同意が高
まったことが背景にあると説明している。
　主要投資先国（2016 年時点における直接投
資残高の上位 15 カ国）から獲得する投資収益
率を示したものが表１である2）。計測期間は
1996 年から 2016 年までであるが，2014 年以降
は統計の計測方法が異なることから，期間を
2013 年までの期間と 2014 年以降の期間に分割
している3）。全期間でみると，香港，タイ，オー
ストラリア，シンガポール，インドネシア，中
国，ブラジルなど，日本の製造業のサプライ
チェーンが展開するアジア諸国や資源国の投資

１�）増田（2017）はオランダにおける節税の仕組みとして，一定の条件の下でのオランダ持株会社への子会社
からの配当金やキャピタルゲインに対する法人所得税の免除，各国との間での配当・利子および使用料の源
泉徴収を実質的に免除する租税条約の締結，などを挙げている。

２）上位 15 カ国の直接投資残高は 2016 年時点で全体の約 83.3% を占める。
３�）国際収支統計第 6 版に基づく対外直接投資残高と直接投資収益は 2014 年から計上されている。2013 年以

前のデータは国際収支統計第 5 版に基づくものであり，2014 年以降のデータと連結させている。
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収益率が高い。そのうち，オーストラリアやブ
ラジルの収益率は後半で大幅に低下しており，
商品市況が資源国における直接投資収益率と強
く関連していることが窺える。前半期間と後半
期間を比較すると，いずれの期間のほうが高く
なるかは国によって異なり，両期間における対
象国の平均値をとっても前半期が 6.88%，後半
期が 7.04% と大きな差はなく，国際収支統計の
計上方法の相違による影響は特に見受けられな

い。また，タックスヘイブンとみなされている香
港の収益率は後半期のほうが下回っているが，
ケイマン諸島やシンガポール，オランダ，英国な
どでは後半期において収益率が高まっている。
　対外直接投資収益を別の角度からみるために，
投資収益を投資先国の名目 GDP で除した比率
を計測してみた（表２）。まず，ケイマン諸島が
圧倒的に高い数値を示している5）。また，シンガ
ポールやタイ，香港がそれに続く高い数値を示

４�）なお，収益率の分母，分子ともに円換算しているが，分母の投資残高は期首と期末の対円レートで評価さ
れているのに対し，分子の直接投資収益は支払い等が実施された日が属する月（の末日）における為替レー
トで評価されている。したがって，為替変動が直接投資収益率に与える影響は支払い等が行われる日付の分
布と為替レートがどのような変動基調にあるかに依存し，為替評価損益を部分的に反映していることになる。
以下の表 3 に示される米国の対外直接投資収益率に関しても同様のことがいえる。

図１　日本の主要投資先国における海外直接投資残高

（出所）　JETRO

表１　日本の対外直接投資の収益率

米国 英国 中国 オランダ オーストラリア タイ シンガポール 韓国 ケイマン諸島 香港 インドネシア ブラジル ドイツ ベルギー インド
全期間 5.30% 2.99% � 7.31% 5.73% 10.00% 10.03% � 9.04% 6.61% 3.49% 14.11% 8.70% 7.26% 4.84% 3.12% 5.19%

2013 年まで
（国際収支統計第 5 版） 4.99% 2.51% � 6.52% 5.30% 11.01% � 9.57% � 8.77% 6.51% 2.90% 14.69% 8.75% 8.50% 4.93% 3.11% 5.15%

2014 年以降
（国際収支統計第 6 版） 7.07% 5.73% 11.78% 8.14% � 4.26% 12.64% 10.61% 7.18% 5.88% 10.80% 8.44% 0.21% 4.36% 3.15% 5.38%

（注 1）　�財務省，日本銀行，JETRO のデータをもとに筆者が作成。
（注 2）　�収益率は第一次所得収支に計上される直接投資収益（受取額）を期首と期末の投資残高の平均値で除したものである。また直接投資残高は簿価ベースである4）。
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しており，次いでオランダの数値が高い。オラ
ンダの数値は 2014 年以降の期間で大幅に高まっ
ており，英国の数値も後半期に大きく上昇して
いる。押し並べて後半期のほうが数値は上昇し
ており，近年において投資先国の経済成長を上
回る速度で日本からの直接投資残高が拡大して
いることが窺える。一方，ブラジルやオースト
ラリアなどの資源国では資源価格の低迷によっ
て後半期の収益性が低下していることがわかる。
　図２は表２中に掲載された対象国の対外直接
投資収益の対 GDP 比に関して，近年の推移を
示したものである。図２－１はケイマン諸島を
除く上位 4 カ国の対外直接投資収益の対 GDP
比の推移を示している。アジア 3 カ国における
直接投資収益の対 GDP 比はアジア危機の時期
に大幅に低下したが，その後は急速に回復して
いる。また，欧州ソブリン危機の時期ではオラ
ンダで，2012 年にはタイや香港で数値がやや
低下しているが，おおむね緩やかな上昇傾向が
みられる。特に，オランダの上昇基調は着実で
あり，2016 年の数値は 2002 年対比で 5.9 倍，
1996 年対比では 12.5 倍となっている。
　図２－２は上位 4 カ国を除く残りの国に関す
る対外直接投資収益対 GDP 比の推移を示した
ものである。香港，シンガポール，タイと同様，
インドネシアでもアジア危機の時期に直接投資
収益が大幅に低下している。また，オーストラ
リアの直接投資収益は 2010 年頃まで高い数値
を示していたが，それ以降は大きく低下してお
り，ブラジルでも近年では低下している。また，
世界金融危機以前まではベルギーの直接投資収
益が比較的高い数値を示していたが，危機後は

大幅に低下し，その後は緩やかに回復している。
　概して，近年では直接投資の収益が拡大する
傾向がみられ，収益の拡大は投資先国の経済成
長のペースを上回る速度で進んでいることが推
察される。こうした傾向はタックスヘイブンか
否かを問わず共通に見られる傾向であるが，直
接投収益の拡大はタックスヘイブンでとりわけ
顕著に見られることも確認された。
　図 3 は直接投資残高総額における製造業向け
直接投資残高の占有率の推移を，直接投資残高
の上位 15 カ国について示したものである。イ
ンド，中国，タイ，インドネシアなどのアジア
諸国では製造業向け直接投資残高の比重が極め
て高いが全般的に製造業比率は漸減傾向にあ
る。これは小売や金融・保険などの非製造業の
アジアへの進出・展開が進展したことを反映し
ていると考えられる。また，直接投資残高の製
造業比率は投資先国の産業構造を強く反映して
いる点も読み取れる。アジアの中でも香港では
製造業比率が低く，金融・保険業，小売・卸売
業の直接投資残高の占有率が高くなっている。
シンガポールの製造業比率は当初は高かった
が，近年では低下傾向にあり，小売・卸売業な
どの占有率が高くなっている。西洋諸国のなか
では，2007 年以降，ベルギーで製造業比率が
高まっている。また，ケイマン諸島の直接投資
の大半は金融・保険業と通信業で製造業比率は
低位だが，2014 年，2015 年には一時的に製造
業比率が高まっている。
　図３で確認したように製造業比率の高い中
国，タイ，インドネシアなどでは直接投資収益
率も相対的に高かったが，直接投資先国の産業

５�）ケイマンの直接投資収益は 1996 年と 2006 年の数値しか入手できないため，この 2 時点の平均値となっている。

表２　日本の対外直接投資収益の対GDP比

米国 英国 中国 オランダ オーストラリア タイ シンガポール 韓国 ケイマン諸島 香港 インドネシア ブラジル ドイツ ベルギー インド
全期間 0.077% 0.052% 0.068% 0.409% 0.247% 0.770% 1.040% 0.086% 21.588% 0.752% 0.170% 0.063% 0.015% 0.073% 0.020%

2013 年まで
（国際収支統計第 5 版）0.065% 0.034% 0.060% 0.309% 0.255% 0.635% 0.951% 0.074% 21.588% 0.739% 0.161% 0.073% 0.014% 0.065% 0.017%

2014 年以降
（国際収支統計第 6 版）0.152% 0.161% 0.112% 1.015% 0.199% 1.576% 1.574% 0.158% 0.833% 0.220% 0.001% 0.024% 0.119% 0.036%

後半期／前半期 2.355� 4.725� 1.865� 3.290� 0.782� 2.482� 1.655� 2.148� 1.127� 1.365� 0.019� 1.769� 1.823� 2.157�

（注 1）　�財務省，日本銀行，世界銀行のデータをもとに筆者が作成。
（注 2）　�分子に国際収支統計の第一次所得収支における投資先国から受けた海外直接投資収益を，分母に投資先国の GDP をとり計算した。
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図２－２　直接投資収益の対GDP比の推移（その他）

（注 1）　�財務省，日本銀行，世界銀行のデータをもとに筆者が作成。
（注 2）　�分子に国際収支統計の第一次所得収支における投資先国から受けた海外直接投資収益を，分母に投資

先国の GDP をとり計算した。

図２－１　直接投資収益の対GDP比の推移（上位 4か国）
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構成と直接投資収益率との全般的な関係を示し
たものが図４の散布図である。両者の間には弱
い正の相関が見受けられ（相関係数 0.245），製
造業向けの直接投資において高い収益が獲得さ
れる傾向が示唆されている。ただし，製造業比
率の高いアジア諸国では経済成長率も高位で推
移していたことから，産業構成の直接投資の収
益性への貢献を検証するには経済成長の影響を
調整する必要がある。
　同様にして，米国の対外直接投資の動向も確
認してみる。図５は米国の対外直接投資残高の
上位 10 カ国を示したものである。トップはオ
ランダで，英国がそれに続く。第 3 位は西半球
諸国だが，これにはバミューダや英領カリブ諸
国などが含まれる。隣国のカナダやメキシコは
米国にとっての主要投資先国であるが，最近で
はルクセンブルクやアイルランド向けの投資残
高がカナダ向け投資残高を上回り，メキシコは
上位 10 カ国の圏外となるなど，米国の対外直

接投資残高は必ずしも貿易のつながりの深さを
反映していない点で日本とは傾向が異なる。ア
ジアの中ではシンガポール向け投資残高が日本
や中国向け投資残高を上回っている。
　表３は米国の対外直接投資の収益率（2016
年時点における直接投資残高の上位 15 カ国）
を示している。米国に関しては，全期間につい
て国際収支統計第 6 版に基づくデータの入手が
可能だが，日本の数値と比較するために，ここ
でも 2013 年までの期間と 2014 年以降の期間に
分割して示している。まず，米国のほうが日本
よりも直接投資の収益率が高いことがわかる。
同期間における上位 15 カ国の直接投資収益率
の平均は，日本では 6.92% であるのに対し，米
国では 11.49% である。同一投資対象国で比較
しても，例えば日本の中国向け投資は 7.31% で
あるのに対し，米国の中国向け投資は 15.9% を
達成している。ただし，近年では日米間の利回
り格差が縮小する傾向も見られ，2014 年以降

図３　直接投資残高総額に占める製造業向け直接投資残高の比率

注）　財務省より入手したデータをもとに筆者が作成。
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図５　米国の主要投資先国における対外直接投資残高

（出所）　米経済統計局（Bureau�of�Economic�Analysis）

図４　直接投資収益率と産業構成の関係

注）　財務省，日本銀行，JETRO より入手したデータをもとに，筆者が作成。
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における日本の中国向け投資収益率は 11.78% で
あるのに対し，米国の中国向け投資収益率は
14.88% である。また，米国ではタックスヘイブン
向けの直接投資収益率が極めて高く，アイルラン
ドの 19.47% をはじめ，シンガポール（15.68%），
スイス（15.25%），香港（13.19%），ルクセンブル
ク（12.5%），オランダ（12.25%），西半球（10.78%）
などで高収益を実現している。こうしたタックス
ヘイブンでの収益率は日本のそれよりもかなり高
い。ただし，2014 年以降にこれらの国々の収益
率が低下する傾向も見受けられる。
　表４は投資対象国の経済成長率を示したもの
であるが，これをみる限り，投資対象国の経済
成長の鈍化が米国の直接投資収益率の低下をも
たらしたとは言えない。世界金融危機以降，
タックスヘイブンへの監視強化に向けての動き

が進んでいるが，こうした潮流が直接投資の収
益性の低下に関連しているのかどうかを判断す
るには，計量的分析の結果を確認する必要があ
る。ただ，ここで明らかなことは，オランダや
スイスなど，決して経済成長率が高くはない
タックスヘイブンにおいて極めて高い収益率が
実現されていることである。また，一方で，日
本のように経済成長が見劣りする国でも 9% を
上回る収益率を達成していることも興味深い。
　米国の直接投資に関する統計は充実してお
り，日本とは異なるカテゴリー分けによる産業
別直接投資残高データを取得することができ
る。表５は米国の主要投資先国の直接投資残高
を各産業の占有率として示したものである。ま
ず直接投資残高全体をみると，52% ほどが持
株会社向けの投資となっていることがわかる。

表４　米国の主要な投資先国の経済成長率

オランダ 英国 カリブ海諸国等 ルクセンブルク アイルランド カナダ シンガポール スイス オーストラリア 日本 中国 ドイツ メキシコ フランス 香港
全期間 1.96% 2.11% 3.57% � 5.83% 2.44% 5.25% 1.88% 3.24% 0.87% 9.28% 1.39% 2.87% 1.56% 3.42%

2013 年まで 1.96% 2.07% 3.51% � 4.63% 2.57% 5.71% 1.92% 3.35% 0.87% 9.66% 1.31% 2.95% 1.65% 3.59%
2014 年以降 1.96% 2.40% 3.91% 13.01% 1.66% 2.50% 1.68% 2.60% 0.86% 6.96% 1.87% 2.40% 1.07% 2.40%

（出所）　世界銀行

表３　米国の対外直接投資の収益率

オランダ 英国 カリブ海諸国等 ルクセンブルク アイルランド カナダ シンガポール スイス オーストラリア 日本 中国 ドイツ メキシコ フランス 香港
全期間 12.25% 6.43% 10.78% 12.50% 19.46% 9.40% 15.68% 15.25% 7.95% 9.84% 15.90% 6.42% 11.43% 5.86% 13.18%

2013 年まで 12.87% 6.44% 10.96% 13.50% 20.00% 9.91% 16.36% 15.06% 8.53% 9.97% 16.07% 6.92% 12.03% 6.22% 14.16%
2014 年以降 � 8.50% 6.35% � 9.72% � 6.48% 16.28% 6.30% 11.60% 16.40% 4.45% 9.07% 14.88% 3.39% � 7.80% 3.73% � 7.35%

（注 1）　�米経済統計局（Bureau�of�Economic�Analysis）から入手したデータをもとに筆者が作成。
（注 2）　�収益率は第一次所得収支に計上される直接投資収益（受取額）を期初と期末の投資残高の平均値で除したものである。また直接投資残高は簿価ベースである。

表５　米国の対外直接投資～当該国における各産業の占有率（2016 年）

鉱業 製造業 卸売業 情報業 銀行業
金融（銀行以外）・�

保険業
専門知識・�
技術関連

持株会社�
（ノンバンク）

その他

世界全体 3.73% 12.50% 4.58% 3.66% 2.43% 12.65% 2.25% 51.79% 6.41%
カナダ 5.32% 28.43% 6.52% 2.23% 1.18% 14.41% 2.25% 26.96% 12.70%

フランス 0.35% 26.84% 6.97% 2.59% 3.04% 20.73% 5.58% 21.17% 12.71%
ドイツ 0.28% 28.25% 11.17% 5.17% 1.18% 11.05% 4.65% 37.77% 0.48%

アイルランド 5.43% 0.45% 11.55% 3.51% 2.83% 54.11%
ルクセンブルク 1.72% 0.03% 0.61% 3.84% 0.20% 89.97% 1.65%

オランダ 0.12% 6.34% 2.08% 2.89% 0.02% 6.89% 0.62% 79.41% 1.62%
スイス 21.49% 5.96% 4.83% 11.32% 1.80% 30.18% 19.01%
英国 0.68% 7.61% 1.48% 4.25% 3.12% 23.21% 5.05% 46.15% 8.44%

メキシコ 12.47% 33.80% 4.33% 1.66% 11.02% －0.35% 24.42%
西半球 2.25% －1.61% 3.57% 1.45% 2.26% 23.52% 0.32% 66.54% 1.71%

オーストラリア 19.56% 9.38% 3.33% 3.62% 0.32% 3.98% 5.93% 49.19% 4.68%
中国 2.91% 50.86% 14.03% 2.81% 4.74% 3.09% 1.63% 8.98% 10.94%
香港 0.00% 6.13% 30.28% 12.42% 3.17% 10.67% 3.59% 26.13% 7.61%
日本 0.00% 17.50% 5.95% 7.80% 3.17% 51.25% 3.02% 3.44% 7.86%

シンガポール 0.38% 16.43% 16.39% 3.40% 0.51% 8.33% 0.62% 50.26% 3.69%

注）　米経済統計局から入手したデータをもとに，筆者が作成。
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なかでもルクセンブルクやオランダの持株会社
向け投資残高はそれぞれ 89.97%，79.41％と
なっており，ケイマン諸島等で 66.54%，アイ
ルランドで 54.11%，シンガポールで 50.26%，
英国で 46.15% となっている。いわゆる多国籍
企業においては，企業グループ全体の経営の効
率化，複数の海外子会社の所有と管理の効率化，
複数の事業に伴うリスクの分散と隔離など，事
業上の観点から持株会社が設立されることが多
い。持株会社の拠点を選択するに当たっては，
法的なインフラ，地理的利便性，人的資源，外
資に対する規制など，様々な要素が考慮される
が，米国の直接投資先国を見る限り，企業グルー
プ全体のキャッシュフローの観点から税務上の
要素を考慮する傾向が強いことが窺える。一方，
日本向けの直接投資では金融・保険業の直接投

資残高が 51.25%，中国向けの直接投資では製
造業の直接投資残高が 50.86% となっている。
　表６は，米国の直接投資残高を，当該産業に
おける対象国の占有率として示したものであ
る。全産業でみると，オランダ向け直接投資残
高 が 全 体 の 15.89% を 占 め， 次 い で 英 国 が
12.8%，西半球が 11.5%，ルクセンブルクが
11.4% を占める。製造業の投資先は各国に分散
しているが，持株会社の投資先ではオランダや
ルクセンブルクなどの特定の国に集中している
ことがわかる。これらの国々では多国籍企業の
節税に役立つ各種の税法を提示しており，税の
優遇措置の活用を求める多国籍企業がオランダ
やルクセンブルク等への投資を拡大させてい
る。また，英国は銀行や保険など複数の産業で
高い占有率を示していることもわかる。

Ⅲ．対外直接投資収益率の決定要因

Ⅲ－１．分析モデル
　以下では日米の海外直接投資収益率の決定要
因を考察する。Bosworth� et� al.�（2007）や
Curcuru� et� al.�（2013）にならい，本研究でも
直接投資収益率に対する法人税の影響を検証す
るとともに，投資先国の選定と対外直接投資の

収益性との関係も考察する。
　本研究では，日本からの（もしくは米国から
の）対外直接投資の収益率の決定式として以下
のような推計式を想定する。

　　
DIRETi,t＝const＋βTAXi,t+∑δhRISKh

i,t

＋∑γkZk
i,t＋ηDMyear＋μi＋εi,t

表６　米国の対外直接投資～当該産業における各国の占有率（2016 年）

全産業 鉱業 製造業 卸売業 情報業 銀行業
金融（銀行以外）・

保険業
専門知識・�
技術関連

持株会社�
（ノンバンク）

その他

カナダ 6.82% 9.74% 15.52% 9.71% 4.16% 3.33% 7.77% 6.82% 3.55% 13.52%
フランス 1.46% 0.14% 3.14% 2.23% 1.04% 1.83% 2.40% 3.63% 0.60% 2.90%
ドイツ 2.02% 0.15% 4.57% 4.92% 2.85% 0.98% 1.76% 4.17% 1.47% 0.15%

アイルランド 7.26% 3.15% 0.72% 22.91% 2.01% 9.11% 7.58%
ルクセンブルク 11.40% 1.56% 0.08% 1.89% 3.46% 1.01% 19.80% 2.94%

オランダ 15.89% 0.51% 8.06% 7.21% 12.54% 0.14% 8.65% 4.40% 24.37% 4.02%
スイス 3.24% 5.56% 4.21% 4.27% 2.90% 2.58% 1.89% 9.60%
英国 12.80% 2.35% 7.79% 4.13% 14.87% 16.48% 23.47% 28.68% 11.40% 16.85%

メキシコ 1.64% 5.50% 4.44% 1.55% 0.74% 1.43% －0.25% 0.77%
西半球 11.50% 6.94% －1.48% 8.96% 4.55% 10.73% 21.37% 1.61% 14.78% 3.07%

オーストラリア 3.10% 16.28% 2.33% 2.26% 3.07% 0.41% 0.97% 8.16% 2.95% 2.27%
中国 1.73% 1.35% 7.06% 5.31% 1.33% 3.39% 0.42% 1.26% 0.30% 2.96%
香港 1.23% 0.00% 0.60% 8.13% 4.18% 1.61% 1.04% 1.96% 0.62% 1.46%
日本 2.15% 0.00% 3.01% 2.79% 4.58% 2.81% 8.71% 2.88% 0.14% 2.64%

シンガポール 4.85% 0.50% 6.38% 17.37% 4.51% 1.01% 3.19% 1.34% 4.71% 2.79%

注）　米経済統計局から入手したデータをもとに，筆者が作成。
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　ここで，DIRETi,t は t-1 年から t 年までの期間
において投資先国である i 国向け直接投資から
得られた収益率であり，TAXi,t は i 国の法人税
率（実効税率），RISK h

i,t は投資先国における h
番目のリスク要因，Z k

i,t は税，リスク要因以外の
直接投資収益率の（k 番目の）決定要因，DMyear

は年ダミー（あるいは期間ダミー），μi は i 国の
主体固有効果を表す。
　まずは税率の低下が直接投資の収益率を高め
る傾向がみられるかどうかを検証する。また，こ
こでは直接投資収益率に対するリスク要因の影
響も検証する。Curcuru�et�al.�（2013），Curcuru�
and�Thomas�（2015）�は米国の直接投資の収益率
格差（対外投資収益率－対内投資収益率）に対
してソブリン ･ リスク要因が 0.9% 程の規模で影
響を与えているとの結果を得ている。本研究で
は対外直接投資収益率に対するソブリン ･ リス
ク要因の影響をみるが，先行研究にならい，投
資先国のソブリン・リスクの指標であるソブリン
CDS スプレッドを採用する。ただし，ソブリン
CDS スプレッドのデータを取得できる対象国
が限られるため，ここではその他のソブリン・
リスク指標として対外純資産の対 GDP 比率と
公的債務の対 GDP 比も用いる。また，多国籍
企業が投資先国で直面するビジネス上のリスク
には，子会社設立に関わる手続きの煩雑さや汚
職の蔓延によりビジネスを遂行する上で賄賂が
求められる慣行の流布など，様々なものがある。
本研究では投資先国のこうした構造的なリスク
要因が直接投資収益率にどのように反映されて
いるかも検証する。
　また，法人税率，リスク要因以外の直接投資
収益率の決定要因として GDP 成長率，産業比
率，為替変化率を導入し，これらの変数の影響
を考慮した上で法人税率やリスク要因と直接投

資収益率との関係を考察する。当然のことなが
ら経済成長率の高い国ほど高い収益率が得ら
れ，また金融経済危機の勃発時には直接投資の
収益率も落ち込むと考えられる。こうした経済
成長のクロス・セクション間における差異，時
系列的変動による影響をコントロールする。日
本ではアジア諸国向けの直接投資から高収益が
実現されていたが，アジア諸国の直接投資では
押しなべて製造業比率が高い。そこで，産業比
率として製造業比率を用い，直接投資収益率と
の関連を分析する。また，前節の脚注４で記し
たように，本研究で採用する直接投資収益率は
部分的に為替評価損益を反映していると考えら
れる。あるいは，為替変動が現地子会社，支店
の営業利益に影響を与えれば，その影響は直接
投資収益にも反映されるはずである。本研究で
はこうした為替変動の影響をコントロールする
ために説明変数に為替変化率を追加する。

Ⅲ－２．データ
　本研究では 2005 年から 2016 年までの年ベー
スのパネル・データを用いる6）。対象国は直接
投資収益率のデータが入手可能な国であり，日
本の対外直接投資収益率については 29ヵ国7），
米国の対外直接投資収益率については 48ヵ国8）

のデータが入手可能である。
　日本の対外直接投資収益，対外直接投資残高，
直接投資の製造業比率（MANUF）に関するデー
タは財務省，日本銀行より取得し，米国のそれら
については Bureau� of� Economic� Analysis より
取得した。また，実質 GDP 成長率（GDPGR）
は世界銀行より取得し，対外純資産の対 GDP 比

（NETEX）および公的債務の対 GDP 比（GOVD）
の作成に要するデータ，ソブリン CDS スプレッ
ド（SOVCDS），対円為替変化率および対米ド

６�）米国のデータはさらに遡ることができるが，日本の直接投資の製造業比率に関するデータは国際収支第 5
版を用いても入手できるのは 2005 年以降であったため，日米の分析期間を等しく 2005 年以降とした。

７�）29 か国以外にケイマン諸島，中東諸国の海外直接投資収益率も入手可能だが，これらの国々のマクロデー
タ等が入手不可能であるため，対象から除外した。

８�）米国については 48 か国以外にも入手可能だが，48 か国で米国の対外直接投資残高の相当部分を占めるこ
と，外れ値とみなされるような利回りを示す国を除外したことで 48 か国とした。
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ル為替変化率（FX）は Thomson� Reuters の
Datastream より取 得した。なお，ソブリン
CDS スプレッドと為替レートは各年 12 月の月
中平均値を用い，為替変化率は対前年比変化率
とした。また，ソブリン CDS スプレッドは最も
流動性の高い 5 年物を採用しており，2007 年よ
り入手可能となっている。
　米国の対外直接投資に関するデータは 2005
年より国際収支統計第 6 版に基づくデータを取
得できるが，日本については 2014 年以降のデー
タに関してのみ国際収支統計第 6 版に基づく
データであり，それ以前は国際収支統計第 5 版
に基づくデータとなっている。こうしたデータ
の不連続性による影響を，期間ダミー（2014
年以降を 1 とするダミー）を導入して確認して
みたが，期間ダミーは有意ではなく，結果にほ
とんど影響を及ぼしてはいなかった。
　本研究で採用する直接投資収益には，配当金・
配分済支店収益，再投資収益，利子所得が含ま
れるが，その大半は配当金・配分済支店収益と
再投資収益が占める。なお，Hasegawa� and�
Kiyota�（2015）は 2009 年に導入された配当益
金不算入制度が本邦企業の海外子会社による配
当金還流にどのような影響を及ぼしたかを分析
しており，また足立（2017）も当該税制改革が
本邦企業の海外直接投資に及ぼした影響を分析
している。配当益金不算入制度は配当金収益と
再投資収益の配分に影響を及ぼすものと考えら
れるが，本研究では配当金，再投資収益を含め
た直接投資収益の総額を分析対象としており，
投資先国の税率が適用された税引き後収益に着
目している。そのため，2009 年における税制
改革の影響は考慮の対象外としている。
　投資先国の法人税率（TAX）は実効税率を

用いており，KPMG のホームページよりダウ
ンロードした。
　投資先国の構造的なリスク要因として，ここ
で は PRS 社 が 作 成 し て い る International�
Country�Risk�Guide（ICRG）9），および世界銀行
と 国 際 金 融 公 社 が 作 成 し て い る Doing�
Business10）の各種の指標を用いた。ICRG に関し
て，使用した指標は，Government� Stability�

（GOVST），Socioeconomic�Conditions�（SOCIO），
Investment�Profile�（INVPR），Internal�Conflict�
（CONFLT），Corruption�（CORRPT），Law�
and�Order�（LAWODR），Bureaucracy�Quality��
（BUREAU）である。また，Doing�Business の
指標としては，創業時に係る費用，手続き，時
間の 3 つの指標を用いた11）。なお，ICRG の指標
は 2015 年までが入手可能であったため，これ
らの指標を用いた実証分析の推計期間は 2015
年までとなっている。

Ⅲ－３．実証分析の結果
　表７は日米の海外直接投資収益率に関して，
主体固有効果を示すダミーを含む固定効果モデ
ルに基づいて推計した結果である。ここではク
ロス・セクションの分散不均一性を調整した標
準偏差を用いて有意性を検証しているが，クロ
ス・セクションの分散不均一性と同時相関誤差
を修正した標準偏差や時系列分散不均一性と系
列相関を修正した標準偏差を用いても結果に大
差はなかった。また，系列相関を除去するため
に AR 項を含めたモデルを推計しても，結果は
ほとんど変わらない。
　まず米国の海外直接投資収益率に関する結果
をみてみると，経済成長率と製造業比率は正の
係数値となっており，経済成長率の高い国ほど，

９）ICRG の各種指標の作成方法に関する詳細は PRS 社のホームページより確認できる。
　（https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2012/11/icrgmethodology.pdf）
10�）Doing�Business の各種指標は世界銀行のホームページより入手できる。また，指標の作成方法については，

世界銀行のホームページ（http://www.doingbusiness.org/）を参照。
11�）具体的には，Cost�to�start�a�business�（%�of�income�per�capita），Procedures�required�to�start�a�business�

（number），Time�required�to�start�a�business�（days）�を用いている。なお，Doing�Business のデータベー
スにも税負担の指標（Total� tax� rate�（%�of� profit））が含まれており，Doing�Business の税率指標も用いて
分析してみたが，KPMG の法人税率のデータを用いた分析とほぼ同様の結果が得られていた。
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また製造業比率が高い国ほど，高い直接投資収
益率を実現していることを示している。表中の
経済成長率に関する推計値の平均は 0.339 だ
が，これに基づくと，経済成長率が 1 ポイント
高い国に投資先をシフトさせる（あるいは投資
先国の経済成長率が 1 ポイント上昇する）と直
接投資の収益率は 0.339 ポイント上昇すること
になる。また，製造業比率の推計値の平均は
0.0979 であり，製造業比率が 10 ポイント高い

国に投資先をシフトさせる（あるいは投資先国
の製造業比率が 10 ポイント高まる）と直接投
資収益率は 0.979 ポイント上昇することになる。
為替変化率は有意ではないが，これは Curcuru�
et� al.�（2013）と整合的である。ソブリン・リス
クの指標として対外純資産の対 GDP 比，公的
債務の対 GDP 比，ソブリン CDS スプレッドを
用いているが，対外純資産の対 GDP 比につい
ては有意かつ符号条件が一致しており，対外純

表７ー１　対外直接投資収益率の決定要因（米国）

Sample�period 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2007-2016 2008-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016

Cross-sections�included � 45 � 45 � 45 � 45 � 38 � 38 � 45 � 42 � 45 � 45 42
Total�panel�observations 529 522 524 514 345 306 524 449 529 524 449

Constant －0.0498* 0.0492** －0.0466** 0.0178 －0.0615** 0.0233 0.1083*** 　0.0750** 　0.1412*** 　0.1361*** 　0.1128***
　0.0292 0.0217 　0.0229 0.0226 　0.0307 0.0363 0.0176 　0.0381 　0.0300 　0.0300 　0.0371

TAX 　0.0049*** 0.0013* 　0.0048*** 0.0025*** 　0.0053*** 0.0026* 0.0007 　0.0011 －0.0013 －0.0011 －0.0008
　0.0010 0.0007 　0.0008 0.0009 　0.0010 0.0013 0.0012 　0.0015 　0.0010 　0.0011 　0.0013

GDPGR 　0.4328*** 0.3274*** 　0.4032*** 0.3128*** 　0.2819*** 0.3185*** 0.4611*** 　0.4820*** 　0.2446*** 　0.2162*** 　0.2484***
　0.1040 0.0622 　0.1083 0.0731 　0.0951 0.0876 0.0880 　0.0854 　0.0783 　0.0720 　0.0718

MANUF 　0.1134*** 0.0867** 　0.1083*** 0.0845** 　0.1042* 0.0005 0.1246*** 　0.0847*** 　0.1369*** 　0.1308*** 　0.1019***
　0.0208 0.0341 　0.0199 0.0341 　0.0546 0.0417 0.0240 　0.0224 　0.0261 　0.0240 　0.0268

FX －0.0383 0.0168 －0.0299 0.0216 －0.0296 0.0054 0.0002 －0.0274 　0.0045 　0.0084 －0.0131
　0.0439 0.0193 　0.0455 0.0222 　0.0486 0.0168 0.0292 　0.0472 　0.0269 　0.0275 　0.0452

NETEX －0.0441*** －0.0427** －0.0381*** －0.0339***
　0.0153 　0.0183 　0.0143 　0.0124

GOVD 　0.0047 　0.0458*
　0.0205 　0.0234

SOVCDS 　0.0058 －0.0192
　0.0609 　0.0385

DM2010-2016 －0.0415*** －0.0385***
　0.0094 　0.0129

DM2006 　0.0090*** 　0.0114*** －0.0005
　0.0028 　0.0028 　0.0066

DM2007 　0.0091** 　0.0105*** 　0.0131*
　0.0037 　0.0037 　0.0075

DM2008 　0.0025 　0.0043 　0.0101**
　0.0037 　0.0037 　0.0045

DM2009 －0.0277*** －0.0284*** －0.0311***
　0.0083 　0.0076 　0.0118

DM2010 －0.0152*** －0.0177*** －0.0167***
　0.0025 　0.0023 　0.0057

DM2011 －0.0219*** －0.0232*** －0.0255***
　0.0033 　0.0030 　0.0060

DM2012 －0.0417*** －0.0414*** －0.0451***
　0.0047 　0.0044 　0.0081

DM2013 －0.0513*** －0.0495*** －0.0537***
　0.0042 　0.0041 　0.0075

DM2014 －0.0592*** －0.0564*** －0.0611***
　0.0047 　0.0052 　0.0076

DM2015 －0.0748*** －0.0705*** －0.0761***
　0.0050 　0.0054 　0.0083

DM2016 －0.0725*** －0.0666*** －0.0742***
　0.0052 　0.0055 　0.0089

adj�R２ 0.5179 0.6439 0.5240 0.6473 0.4677 0.6535 0.5929 0.5673 0.6306 0.6348 0.6188
DW 1.0096 2.0699 1.0374 2.1189 0.9357 2.0343 1.2219 1.2033 1.1434 1.1849 1.1487

AR 項の有無 無 有 無 有 無 有 無 無 無 無 無

注）　�各説明変数に関する上段の数値は推計値，下段の数値は標準偏差を表している。***，**，* はぞれぞれ有意水準 1%，5%，
10% で有意であることを示す。ここでは固定効果モデルを採用しており，クロス・セクション固有効果を示すダミーが含
まれている。標準偏差はクロス・セクションの分散不均一性を修正したホワイトの標準偏差となっている。
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資産比率が低い国への投資ではリスク・プレミ
アムの分だけ高い収益が実現されることを示し
ている。すなわち，この係数の推計値の平均が
－0.0397 であることに基づけば，対外純資産の
対 GDP 比率が 10 ポイント低い国に投資先をシ
フトさせると（あるいは投資先国の対外純資産
の対 GDP 比が 10 ポイント低下すると），リス
ク・プレミアムの上昇分として利回りが 0.397
ポイント上昇することを意味する。また，最右

列のケースでは公的債務の対 GDP 比も有意性
と符号条件を満たしており，公的債務の対 GDP
比が 10 ポイント悪化している国への投資にお
いて 0.458 ポイントの追加的なリターンを享受
していることになる。なお，左６列のケースで
は法人税率の係数値が正値で有意となってい
る。これは法人税率の時系列的な変動が小さく，
固定効果モデルで推計するとその影響が主体固
有効果によって吸収されてしまうためかもしれ

表７－２　対外直接投資収益率の決定要因（日本）

Sample�period 2005-2016 2006-2016 2005-2016 2006-2016 2007-2016 2008-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016 2005-2016

Cross-sections�included � 29 � 29 � 28 � 28 � 24 � 24 � 28 � 27 � 29 � 28 � 27
Total�panel�observations 345 316 331 302 221 197 331 294 345 331 294

Constant 　0.0086 　0.0040 －0.0087 －0.0154 －0.0187 　0.0239 　0.1376*** 　0.0757* 　0.1566*** 　0.1352*** 　0.0920**
　0.0238 　0.0476 　0.0293 　0.0480 　0.0406 　0.1004 　0.0352 　0.0424 　0.0321 　0.0358 　0.0371

TAX 　0.0009 　0.0010 　0.0014* 　0.0015 　0.0006 －0.0005 －0.0029*** －0.0021 －0.0033*** －0.0027** －0.0022*
　0.0007 　0.0016 　0.0008 　0.0015 　0.0024 　0.0049 　0.0011 　0.0013 　0.0010 　0.0010 　0.0012

GDPGR 　0.1434 －0.1007 　0.1315 －0.1018 －0.0114 －0.1549 　0.2297 　0.2677 　0.1301 　0.1462 　0.0571
　0.2187 　0.2858 　0.2178 　0.2831 　0.2549 　0.3380 　0.2260 　0.2502 　0.1908 　0.1905 　0.2075

MANUF 　0.0669** 　0.0778 　0.0306** 　0.0812 　0.1496** 　0.1228 　0.0506* 　0.0747** 　0.0454 　0.0475* 　0.0701**
　0.0295 　0.0501 　0.0519 　0.0622 　0.0792 　0.0270 　0.0315 　0.0283 　0.0278 　0.0309

FX －0.0175 －0.0363** －0.0151 －0.0343** －0.0505 －0.0465 －0.0072 －0.0142 　0.0293 　0.0308 　0.0246
　0.0357 　0.0148 　0.0373 　0.0165 　0.0375 　0.0425 　0.0193 　0.0196 　0.0400 　0.0427 　0.0338

NETEX 　0.0109 　0.0078 　0.0202** 　0.0211***
　0.0072 　0.0098 　0.0080 　0.0062

GOVD 　0.0588* 　0.0593**
　0.0326 　0.0300

SOVCDS －0.7444 －0.5468
　0.4902 　0.7528

DM2010-2016 －0.0361*** －0.0407***
　0.0088 　0.0114

DM2006 －0.0015 －0.0021 －0.0020
　0.0016 　0.0016 　0.0013

DM2007 　0.0141*** 　0.0145*** 　0.0150***
　0.0027 　0.0028 　0.0024

DM2008 　0.0193 　0.0201 　0.0135
　0.0166 　0.0178 　0.0145

DM2009 －0.0247** －0.0230* －0.0383***
　0.0115 　0.0120 　0.0141

DM2010 －0.0579*** －0.0616*** －0.0665***
　0.0069 　0.0071 　0.0063

DM2011 －0.0204** －0.0220** －0.0299***
　0.0083 　0.0088 　0.0087

DM2012 －0.0304*** －0.0302*** －0.0386***
　0.0056 　0.0059 　0.0082

DM2013 －0.0475*** －0.0470*** －0.0569***
　0.0068 　0.0075 　0.0088

DM2014 －0.0236*** －0.0225*** －0.0321***
　0.0052 　0.0058 　0.0079

DM2015 －0.0237** －0.0240** －0.0386***
　0.0095 　0.0103 　0.0120

DM2016 －0.0321*** －0.0342*** －0.0440***
　0.0086 　0.0094 　0.0109

adj�R２ 0.3159 0.4115 0.3121 0.4035 0.3169 0.3722 0.3762 0.3644 0.4092 0.4145 0.4053
DW 1.2951 1.8602 1.3108 1.8731 1.5321 1.8975 1.4052 1.4472 1.3450 1.3653 1.3976

AR 項の有無 無 有 無 有 無 有 無 無 無 無 無

注）　�各説明変数に関する上段の数値は推計値，下段の数値は標準偏差を表している。***，**，* はぞれぞれ有意水準 1%，5%，
10% で有意であることを示す。ここでは固定効果モデルを採用しており，クロス・セクション固有効果を示すダミーが含
まれている。標準偏差はクロス・セクションの分散不均一性を修正したホワイトの標準偏差となっている。
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ない。
　また，年ダミーを入れた固定効果モデルを想
定して推計すると，2010 年頃から係数値の低
下傾向が鮮明となっており，特に 2012 年以降
はマイナスになっている。年ダミーは各国向け
直接投資収益率に共通に影響を及ぼす要因と解
釈し得るが，このころより主要各国にて非伝統
的金融緩和政策が実施され，資金調達コストも
大幅に低下したことから，新興国を含めたグ
ローバルな資本フローが拡大し，その一部は直
接投資という形で投資されていたはずである。
米国の対外直接投資収益率がこの頃より低下傾
向を強めているのはこうしたことが背景にある
のかもしれない。
　そこで，主体固有効果を含む推計モデルに
2010 年以降で 1 をとる期間ダミー（DM2010－
2016）および年ダミー（DM2006～DM2016）
を導入した。この場合，法人税率は有意ではな
くなり，符号もマイナスとなる。期間ダミーお
よび年ダミーは有意であり，期間ダミーの平均
は－0.04 である。すなわち，経済成長等の影響
を取り除いた独立的な利回りは，2010 年以降
のほうがそれ以前よりも平均的に 4 ポイント低
下していることになる。直接投資収益率の低下
傾向は直近のほうがより顕著になっている。
　日本の対外直接投資収益率に関する推計結果
をみてみると，最も顕著な影響を及ぼしている
のは製造業比率であり，いずれのソブリン・リ
スク指標を用いても同様の結果が得られる12）。
AR 項を含めた場合には為替変化率が有意にな
る傾向がみられるが，符号に相違は見られない。
期間ダミーや年ダミーを追加すると米国のケー
スと同様に係数は有意であり，日本の対外直接
投資収益率についても，世界的な景気動向，あ
るいはグローバルな資金フローなどが顕著な影

響を及ぼしていることが推察される。ただし，
係数の絶対値は日本のほうがやや小さく，米国
の対外直接投資収益率のほうが近年における低
下の規模がわずかに大きい13）。また，年ダミー
を含めない場合には法人税率の係数が正値で有
意になる場合もみられたが，年ダミーを含める
と負値で有意となり，投資先国の法人税率の引
き下げにより直接投資収益率が改善する傾向が
確認できる。ソブリン・リスクに関しては，年
ダミー（あるいは期間ダミー）を含めた場合に，
公的債務対 GDP 比の符号条件と有意性が確認
される。公的債務対 GDP 比の係数値は米国の
場合よりも若干高く，ソブリン・リスクが懸念
される国への投資に対して日本がより高いリス
ク・プレミアムを確保していることが示唆される。
　表８は日米の海外直接投資収益率における主
体固有効果の係数値を示したものである。ここ
では対象国の平均をゼロとしており，平均を上
回る主体固有効果を有する国は正値で，平均以
下となる国は負値で示される。米国の場合には
シンガポール，香港，スイス，オーストリア，
アイルランド，オランダ，ルクセンブルクなど
が上位を占めているのに対し，日本ではこれら
の国々は下位に位置し，上位にはアジア諸国や
資源国が並んでいる。米国について高い主体固
有効果を示した国々は米国の主要投資先国でも
あり，表３でも確認したように高い収益率を実
現していたが，これらの国々と経済成長率の水
準に大差がない他の欧州諸国（ドイツ，フラン
ス，フィンランド，イタリアなど）の主体固有
効果は平均よりもかなり低い。本研究では考慮
されていない他の要因によって投資先国間の収
益率の相違がもたらされていると考えられる。
　次に，ソブリン・リスク要因の代わりに構造
リスク要因を用いてその影響を検証するが，法

12�）分散不均一性や系列相関などを考慮したいずれの標準偏差を用いても結果に大差は見られなかった。
13�）対外直接投資収益率を定数項と年ダミー（あるいは期間ダミー）のみで回帰したところ，日本の収益率に

関しては自由度修正済み決定係数が 0.064（－0.0018）であるのに対し，米国の収益率に関しては 0.148（0.075）
であった。年ダミーが共通ファクターとしてのグローバルな資本移動等による影響を反映しているとするな
らば，米国の対外直接投資収益率のほうが世界的な金融情勢の影響に晒されやすいことを示唆するものかも
しれない。
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〈米国〉
全期間

ノルウェー 0.186
シンガポール 0.117
香港 0.113
ペルー 0.107
スイス 0.085
インドネシア 0.080
マレーシア 0.076
オーストリア 0.059
アイルランド 0.042
ベネズエラ 0.042
コロンビア 0.038
エジプト 0.032
オランダ 0.031
チリ 0.027
インド 0.025
ルクセンブルク 0.024
日本 0.021
台湾 0.016
中国 0.007
タイ 0.007
アルゼンチン 0.004
デンマーク －0.012
ロシア －0.014
フィリピン －0.017
ブラジル －0.018
韓国 －0.022
南アフリカ －0.027
メキシコ －0.028
ポルトガル －0.028
カナダ －0.031
イギリス －0.039
オーストラリア －0.043
チェコ －0.048
スペイン －0.048
ドイツ －0.052
トルコ －0.054
ハンガリー －0.056
ベルギー －0.059
ニュージーランド －0.060
イタリア －0.062
フランス －0.066
スウェーデン －0.067
コスタリカ －0.071
フィンランド －0.073
ポーランド －0.085

〈日本〉
全期間

オーストラリア 0.088
南アフリカ 0.053
タイ 0.052
ブラジル 0.044
カナダ 0.032
米国 0.031
マレーシア 0.026
インドネシア 0.017
フィリピン 0.013
韓国 0.008
スペイン 0.004
中国 0.001
ニュージーランド 0.001
メキシコ －0.00002
インド －0.008
ロシア －0.009
イタリア －0.010
イギリス －0.016
ドイツ －0.016
台湾 －0.019
オランダ －0.020
香港 －0.022
フランス －0.022
シンガポール －0.026
ベルギー －0.027
ルクセンブルク －0.036
スウェーデン －0.037
スイス －0.095

表８　主体固有効果の係数値

注）　�説明変数として，法人税率，GDP 成長率，製造業比率，為替変化率，対外純資産対 GDP 比，期
間ダミーを入れた固定効果モデルに基づき推計した主体固有効果の係数値を示している。
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人税率と同様，ICRG の各種指標の時系列的な
変動は小さい。そこで，OLS による推計を行っ
た。構造リスク要因の係数を抽出したものが
表９である。日米の係数値を比較すると，米国
の収益率に対する影響が確認できないリスク要
因や日本のほうが高い係数値を示すリスク要因
などもあるが，総じて米国のほうが係数の絶対
値は大きくなる傾向が見られる。ICRG 指標は
数 値 が 低 い ほど リスク が 高くなり，Doing�
Business の指標は数値が高いほどリスクが高く
なることを示すため，米国の係数はすべてのリス
ク要因において符号条件を満たし，かつ GOVST
以外は有意性を示している。一方，日本について
は， 有 意 で は な い も の の COSTSTART と
PROCSTART の符号が逆であり，また SOCIO
や INVPR も有意ではない。全体的にリスクを
負担することで得られる追加的なリターンは米
国のほうが高くなっている。
　表 10 は投資先国の構造リスク要因のイン
デックス値について加重平均値を計算したもの
である。これをみると，日米の企業が直面する
マクロ的リスクはさほど違うわけではないが，
政権の安定性に関するリスクを除き，日本企業
のほうが米国企業よりもやや大きなリスクを抱
えていることが示されている。図５で確認した
ように，米国企業の主な投資先はオランダや英
国，ルクセンブルク，アイルランド，スイスと
いった欧州のタックスヘイブンであり，こうし
た国々は海外からの投資の誘致を目的とする税
制優遇を含めた各種の優遇政策を行っているこ
とを反映しているともいえる。
　こうしたリスクの負担によってどれだけのリ
ターンを確保できているのだろうか。たとえば，
TIMESTART に着目すると，日本と米国の係
数値はそれぞれ 0.0002，0.0004 である。また投
資先国で創業にかかる平均時間は日本で 16 日
であるのに対し米国では 14.4 日である。創業

に要する時間というリスク要因に関して，米国
企業は 0.626% のリスク・プレミアムを確保し
ているのに対し，日本企業が確保しているのは
0.363% である。日米の多国籍企業が直面する
マクロ的リスクに大きな違いがあるわけではな
いが，リスクの負担によって得られる追加的リ
ターンの相違は約 2 倍である。
　表 11 は OLS 推計によって得られた法人税率
の係数値を抜粋したものである。ここでは日米
ともに有意な結果を示し，かつ符号条件も満た
されている。すなわち，法人税率の低い国への
投資を選択することで（あるいは投資先国の法
人税率が引き下げられることで）直接投資の収
益率が改善されるという予想通りの結果が得ら
れている。表 12 は 2005 年から 2016 年にかけ
ての両国の投資先国の法人税率の推移を示して
いる。なお，ここでは対象国の投資残高で加重
平均した法人税率を表している。法人税率の引
き下げは世界的な現象として進んでいる。日米
企業もその恩恵を受けていることがわかるが，
日米で比較するとサンプル期間を通じて米国の
投資先国のほうが法人税率は低く，かつ法人税
率の平均値の日米格差は拡大する傾向にある。
これは米国企業のほうが法人税率の低い国を選
好する傾向が見られることを意味する。
　仮に日本企業が米国企業と同程度に低法人税
率国を選好するようになると，直接投資の収益率
はどれだけ改善することになるだろうか。表 13 は
表 12 に示した日米の法人税率の差と表 11 に掲
載されている日本の法人税率の係数値を掛け合
わせた数値を示している。日本企業が米国企業
と同程度に低法人税率国を選好すると想定した
場合，2005 年時点では 0.71% だけ収益率が改
善されるが，直近では 1.12% ほど改善すること
になる。この違いは，近年において米国企業の
低法人税率国を志向する傾向が強まっているこ
とによる14）。

14�）税率の係数は有意性，符号条件を満たしていた。その場合の係数値の平均は－0.0026 であることに基づくと，
日本企業が米国企業と同等に低法人税率国を選好することによる収益率の改善は 2005 年時点では 1.01% であ
り，2016 年になると 1.59% になる。
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　ただし，多国籍企業が受ける税制上の恩恵は
法人税率の引き下げだけではない。複雑な租税
回避スキームの事例としてしばしば登場するダ
ブルアイリッシュ･ ウィズ ･ ア ･ ダッチサンド
イッチ（Double�Irish�with�a�Dutch�Sandwich：
DIDS）を採用するグーグル社やアップル社の
実質的な税負担は 2－3% 程度と言われている

が，アイルランドやオランダの法人税率はせい
ぜい 12.5%，25% である。すなわちこうした驚
異的に低い水準の税負担はアイルランドやオラ
ンダが各国と結んでいる租税条約などを利用す
ることにより可能となる。したがって，表面的
な法人税率には現れていない多国籍企業の税負
担の影響を考察するには別の方法を検討する必

表９　構造リスク要因が海外直接投資の収益率に与える影響

米国 日本

GOVST －0.0002 －0.0032 ***

SOCIO －0.0018 * －0.0017

INVPR －0.0069 *** －0.0036

CORRPT －0.0073 *** －0.0081 ***

CONFLT －0.0068 *** －0.0049 **

LAWODR －0.0094 *** －0.0102 ***

BUREAU －0.0128 *** －0.0108 ***

COSTSTART 　0.0011 *** －0.0001

PROCSTART 　0.0043 *** －0.0006

TIMESTART 　0.0004 *** 　0.0002 ***

注）　�ここでは，説明変数として法人税率，GDP 成長率，製造業比率，為替変化率，期間
ダミーの他に表中の構造リスク要因を追加したモデルを採用している。表中の数値は
OLS 推計による構造リスク要因の係数値である。***，**，* はクロス・セクションの分
散不均一性を修正したホワイトの標準偏差に基づいて算出した t 値による有意性を表
しており，それぞれ有意水準 1%，5%，10% で有意であることを示す。

表 10　海外直接投資の投資先国における構造リスクの水準

米国 日本 差（米国－日本）
GOVST 7.804 7.830 －0.026
SOCIO 8.726 8.396 　0.330
INVPR 10.773 10.593 　0.180

CORRPT 4.318 3.852 　0.466
CONFLT 10.137 9.786 　0.351
LAWODR 5.222 4.768 　0.455
BUREAU 3.723 3.495 　0.228

COSTSTART 4.727 4.936 －0.209
PROCSTART 5.654 6.736 －1.082
TIMESTART 14.386 15.997 －1.611

注）　�表中の数値は，構造リスクのインデックス値を投資先国における投資残高で加重
平均し，期間平均値を算出したものである。なお，ICRG のインデックスは 2005
年から 2015 年までの期間平均であり，”Doing�Business” のインデックスは 2005 年
から 2016 年までの期間平均である。
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表 11　OLS推計による法人税率の係数値

米国 日本

GOVST －0.0013 *** －0.0020 ***

COSIO －0.0014 *** －0.0020 ***

INVPR －0.0018 *** －0.0020 ***

CORRPT －0.0014 *** －0.0018 ***

CONFLT －0.0016 *** －0.0020 ***

LAWODR －0.0019 *** －0.0021 ***

BUREAU －0.0015 *** －0.0017 ***

COSTSTART －0.0018 *** －0.0019 ***

PROCSTART －0.0022 *** －0.0018 ***

TIMESTART －0.0019 *** －0.0021 ***

NETEX －0.0012 *** －0.0015 **

GOVD －0.0015 *** －0.0014 ***

SOVCDS －0.0008 * －0.0013 ***

平均 －0.0016 －0.0018

注）　�説明変数として法人税率，GDP 成長率，製造業比率，為替変化率，期間ダミーに表
中のリスク要因のいずれかを追加したモデルを採用した場合の法人税率の係数値を抜
粋したものである。ここでは OLS 推計を行っている。***，**，* はクロス・セクション
の分散不均一性を修正したホワイトの標準偏差に基づいて算出した t 値による有意性
を表しており，それぞれ有意水準 1%，5%，10% で有意であることを示す。

表 12　海外直接投資の投資先国における法人税率の平均値（%）

米国 日本 差（米国－日本）

2005 30.56 34.46 －3.90
2006 29.76 33.87 －4.11
2007 28.86 33.06 －4.20
2008 27.69 32.44 －4.74
2009 27.18 31.83 －4.66
2010 26.97 31.49 －4.51
2011 26.26 30.95 －4.69
2012 25.55 30.28 －4.74
2013 25.27 30.25 －4.97
2014 24.62 30.12 －5.50
2015 24.16 30.10 －5.95
2016 23.97 30.10 －6.13

期間平均 26.74 31.58 －4.84

注）　�海外直接投資の投資先国における法人税率を，対象国の投資残高で
加重平均したものである。

表 13　�法人税率の変化によって日本が
得られる追加的リターン

2005 0.71％
2006 0.75％
2007 0.77％
2008 0.86％
2009 0.85％
2010 0.82％
2011 0.85％
2012 0.86％
2013 0.91％
2014 1.00％
2015 1.08％
2016 1.12％

期間平均 0.88％

注）　�日本の投資先国における法人税率の平均値
が米国と同水準まで低下することによって得
られる追加的リターンを示している。表中の
数値は表�13�に掲載されている法人税率の
差（米国－日本）に表�12�に示されている日本
の法人税率の係数値を乗じて算出している。
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要がある。
　表 14 は各々のリスク要因を含む日米の海外
直接投資収益率の推計モデルにおける定数項の
推計値を掲載している。いずれのケースにおい
ても米国の定数項のほうが高い数値を示してい
る。すなわち，あらゆるマクロ・リスク要因や
その他のマクロ要因による影響を取り除いた収
益率を比較すると米国のほうが上回っており，

本研究の分析では考慮されなかった要因に米国
の収益性の優位性が見出されることになる。こ
れは DIDS などの租税回避スキームによる影響
かもしれないし，あるいは米国企業の直接投資
における先発の利益を表しているものかもしれ
ない。または，経営資源の現地化といったミク
ロ的要素によるものかもしれない。

Ⅳ．結語

　少子高齢化が進行するわが国において，対外
純資産の収益性を高めることは対外純資産の減
少を補う上でも重要である。近年では対外純資
産における直接投資残高の占有率が拡大する傾

向にあり，これが対外純資産の収益性の改善に
寄与することが期待されるが，わが国の対外直
接投資の収益性は米国よりも劣る状況が続いて
きた。米国の海外直接投資が極めて高い収益性

表 14　定数項の推計値

米国 日本 格差（米国－日本）

GOVST 0.1665 *** 0.1558 *** 0.0107

SOCIO 0.1836 *** 0.1429 *** 0.0407

INVPR 0.2568 *** 0.1714 *** 0.0854

CORRPT 0.1997 *** 0.1609 *** 0.0388

CONFLT 0.2420 *** 0.1813 *** 0.0607

LAWODR 0.2263 *** 0.1855 *** 0.0408

BUREAU 0.2122 *** 0.1593 *** 0.0529

COSTSTART 0.1606 *** 0.1252 *** 0.0354

PROCSTART 0.1581 *** 0.1262 *** 0.0318

TIMESTART 0.1648 *** 0.1281 *** 0.0367

NETEX 0.1582 *** 0.1127 *** 0.0454

GOVD 0.1714 *** 0.0976 *** 0.0738

SOVCDS 0.1603 *** 0.1365 *** 0.0238

平均 0.1893 0.1449 0.0444

注）　�説明変数として法人税率，GDP 成長率，製造業比率，為替変化率，期間ダミー
に表中のリスク要因のいずれかを追加したモデルを採用した場合の定数項の推
計値を示している。ここでは OLS 推計を行っている。*** はクロス・セクション
の分散不均一性を修正したホワイトの標準偏差に基づいて算出した t 値にて，有
意水準 1% で有意であることを示す。
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を実現している要因として，多国籍企業による
租税回避行為が着目されつつあるが，租税回避
行為に対する国際的な批判も高まっており，租
税回避行為に依存せずに収益性を向上させる方
策が求められている。
　本研究においては，日本企業の海外直接投資
は生産・販売拠点の海外移転という特徴が強く，
租税回避行為は欧米企業ほどには顕著ではない
という従来からの認識とたがわず，米国企業の
ほうが税務上の要素を考慮して投資先国を選定
する傾向が強く見出され，それが米国の対外直
接投資収益率に反映されていることを示唆する
結果が得られた。税務上の要素には，表面的な
法人率が低い国への投資を選好する傾向がみら
れるだけではなく，租税回避スキームをより積
極的に利用することにも起因しているのかもし
れない。
　租税回避行為に関する防止策が強化された場
合，収益率を向上させるにはリスクのある地域
への投資の拡大が求められる。本稿の分析では，
日米の多国籍企業が直面する投資先国のマクロ
的なリスク水準には大差がなかったものの，米
国企業のほうがリスク負担に対するより高い超
過リターンを確保している可能性が示唆され
た。また，本研究では考慮されなかった要因に
より，米国の対外直接投資は日本の海外直接投
資よりも 4 ポイント高い収益率を実現している
との結果が得られた。内閣府（2016）は，わが
国が米国に比べて収益率が低い背景として，わ
が国は直接投資の歴史が短く海外投資に関する
経験の蓄積が少ないことに加え，M&A に比べ
て収益率が低くなりやすいグリーンフィールド

投資の割合が相対的に高かったことを挙げてい
る。そうであるならば，時間が経過するにつれて，
あるいは昨今の海外 M&A の拡大により，日本
の対外直接投資収益率も改善するものと期待で
きる。また，わが国の海外直接投資において最
も大きな残高を占めているのは米国向け投資で
あるため，トランプ政権下の税制改正による大
幅な法人税率引き下げも今後のわが国の海外直
接投資収益率の改善に寄与するものといえる。
　本研究では，対外直接投資収益率に対する為
替レートの影響は顕著には観察されなかった。
しかし，一般的に，直接投資は長期にわたって
行われる投資活動であり，投資残高の評価効果
が無視できない影響を及ぼすことも考えられ
る。従来のわが国において対外投資の中心は債
券投資であったが，その主な投資先は先進国で
あり，また米ドル建て債券の占有率が高かった。
一方，直接投資の対象国は相対的に分散してお
り，わが国の対外資産における直接投資の占有
率の高まりは対外資産における為替エクスポー
ジャーの分散化にもつながることを意味してい
る。たとえば，大野（2018）は日本の対外資産
における為替の評価効果を分析しているが，中
国向け直接投資の比重の高まりにより対外資産
における人民元の評価効果の存在感も徐々にで
はあるが高まりつつあることを示している。バ
ラッサ ･ サミュエルソン仮説等に基づけば，将
来の円の対人民元レートは日中の生産性格差の
動きを反映して減価する可能性もあり，人民元
の評価効果がわが国の対外純資産の収益性改善
に寄与することも期待される。
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