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グローバルな企業ネットワークから見た日本企業のある
べき投資戦略
戸堂
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【要旨】
本章は、グローバルなサプライチェーン、資本所有ネットワーク、特許所有ネットワ
ークに注目し、国際化を含む日本企業の特徴を、欧米や中国と比較しながら分析した。
その結果、日本企業はサプライチェーン、資本所有ネットワーク、特許所有ネットワー
クのいずれにおいても、国内で密なつながりはもっているが、世界の企業と十分につな
がれていないことが示された。
企業が効率的に知識を吸収してイノベーションを起こしていくためには、グループ内
での強い絆（密なつながり）と「よそ者」との弱いつながりを併せ持った多様なつなが
りが必要である。その意味で、日本企業は特に海外企業という「よそ者とのつながり」
に欠け、それが日本経済の停滞の一因となっている可能性がある。
そのため、日本政府は中小企業の海外進出、海外企業との共同研究、海外の中心的な
企業とのM&Aなどの促進および経済連携協定の締結によって、日本企業がより積極的に
かつ有効に海外とのつながりを作るための投資を行い、よりイノベーティブになること
を支援していく必要がある。
1. はじめに
近年、世界の主要な企業を含んだ大規模な企業単位のデータが利用可能となり、生産・
資本所有・共同研究などに関するグローバルなネットワークの全体像が明らかとなってき
た。本章は、そのようなデータを利用して、日本企業がグローバル・ネットワークの中に
占める位置を明らかにし、それを基に日本企業のあるべき投資戦略について提言すること
を目的としている。
ネットワーク分析は、経済学における研究の重要な分析手法となってきている（Jackson,
2010）。従来の経済学では、財・サービス・資本は開かれた市場で取引され、情報は経済全
体で共有されるということを仮定することが標準的だが、現実にはそうではないことも多
い。例えば、日本企業の系列関係に象徴されるように、部品の調達は市場ではなく、決ま
った相手と構築するサプライチェーン（生産ネットワーク）によってなされることが多い。
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新しい知識・技術も、市場ではなく、共同研究ネットワークを通じて得られることがまれ
ではない。このような状況では、企業の業績は自分自身の属性だけではなく、ネットワー
クを通して直接的・間接的につながった相手の属性にも依存することになる。したがって、
企業の業績をいかに上げていくかを考えるにあたって、その企業がネットワークの中でど
のような立ち位置にいるかを分析することは必要不可欠である。
では、どのようなネットワーク構造が企業業績の向上に寄与するのであろうか。ネット
ワーク科学の理論的・実証的な研究は、多様な人・企業とつながることで新しい知識を吸
収することができ、業績の向上につながることを示している。例えば、Granovetter（1973）
は求職者にとって有益な情報は親しい友人からではなく、関係のうすい知り合いから得ら
れることが多いことから、
「よそ者」との弱いつながりの方が情報を得るには役に立つと考
え、それを「弱いつながりの強み」と表現した。Burt（1992, 2004） は、グループ間の情
報波及においてネットワーク内の異なるグループとのつながり（「構造的間隙」）が重要な
役割を果たすことを強調し、ある企業内の人間関係を調査して、確かにグループを超えた
つながりを持つ人ほど業績が高いことを実証した。
企業の成長という文脈では、海外の企業や人材という「よそ者とのつながり」が重要と
なってくる。日本企業が輸出や海外投資、海外での研究開発をすることで自国での生産性
を上げることは、これまでの多くの研究が明らかにしている（Hijzen et al., 2010; Kimura and
Kiyota, 2006; Todo and Shimizutani, 2007）
。また、日本においてはサプライチェーンを通じ
た県外企業とのつながりが、県内の企業とのつながりよりも強く、売上高や特許取得数の
増加、災害からの復旧に寄与することが明らかとなっているが（Todo et al., 2016; Todo et al.,
2015）、これも「よそ者とのつながり」の効果である。
ただし、グループ内の強い絆が無用だというわけではない。信頼関係に基づく強い絆が
あれば、人や企業は知識・技術を共有しやすく、その知識に基づいて新しいイノベーショ
ンを起こすことができる。これは例えば、日本の系列関係で、最終メーカーとサプライヤ
ーが長期的な信頼関係を基に共同で新しい部品を効率よく開発することでも示される。
Rost（2011）はドイツの自動車産業において、ある研究者が特定の研究者と頻繁に共同研
究することで業績が向上することを示したが、同時になじみのない研究者とも共同研究す
ると、さらに業績が伸びることも見出した。Phelps（2010）や Tiwana（2008）も同様に、
個人・企業間の強い絆と「よそ者」との弱いつながりの併存がビジネス上の業績向上に結
び付くことを実証的に見出している。
後で詳細に見るように、日本企業は系列に代表されるような強い絆を持っているが、
「よ
そ者」、特に外国企業との弱いつながりに欠ける傾向がある。したがって、より多様なつな
がりを構築する方向での投資、例えば海外企業との M&A や共同研究、中小企業の海外進
出のための投資が必要であるというのが、本章の結論である。

2. データ
本章で使われる企業データは、FactSet Revere 社の LiveData とビューロ・バン・ダイク
社の Orbis の 2 つのデータセットによって構築されている。LiveData は、財務情報やウェ
ブ情報などの公開された情報源から抽出した情報を基に構築されており、取引関係の情報
を含んでいる。以前は米国企業のデータを中心に集められていたが、最近では、中国や日
本、韓国など他の地域の企業についてもデータの収集がなされるようになってきており、
カバーされている企業の範囲が広がった。例えば、このデータセットに含まれている企業
間取引数は、2010 年には 49,000 であったが、2014 年には 117,000、2015 年には 157,000 と
なっている。このように急激に増加する企業数は、実際の企業数の増加というよりも、む
しろ FactSet Revere 社によるデータのカバレッジの増加を反映していると考えられること
から、本章では経年変化を追わず、最新の 2015 年のデータのみを使用して分析を行う。こ
れには、企業間取引が明らかになっている企業が 57,693 社含まれており、そのうち日本企
業は 3,445 社、アメリカ企業 10,234 社、中国企業 4,690 社、韓国企業 1,572 社、イギリス
企業 2,232 社、ドイツ企業 1,300 社である。LiveData は公開情報を基に作成されているため、
このデータセットに含まれている企業の多くは上場企業となっている。
もう一つのデータセット Orbis は、ビューロ・バン・ダイク社によって各国の企業レベル
データを複合し作成されたものである。ビューロ・バン・ダイク社によれば、Orbis は非上
場中小企業を含む世界の 2 億社を網羅している。とりわけ、このデータセットは資本所有
についての情報を含んでいるので、これを使って世界の企業の資本所有ネットワークを描
くことができる。本章では 2015 年に購入した Orbis を用いるため、主に 2014 年に収集さ
れたデータを使用した。本章のサンプルには、他社と資本関係を持つ企業 2,791,179 社が
含まれており、企業間資本関係数は 2,625,832 である。他社と資本関係をもつ企業の所在
国別内訳は、日本 31,732 社、アメリカ 43,438 社、中国 14,523 社、ドイツ 570,508 社、イ
ギリス 281,149 社である。
さらに、Orbis には特許の所有者に関する情報も含まれているため、企業間の共同研究ネ
ットワークについても分析できる。2011 年から 13 年までに出願され、15 年までに付与さ
れた特許のうち、複数の企業・機関で共同所有されているものは世界の特許全体の 3％程
度にあたる 45,831 件あり、特許を共同所有する企業数は 29,911 社である。本章の分析では
これらの企業を使用する。
3. ネットワーク指標
本章では、各国企業の特徴を明らかにするため、ネットワークの可視化をすると共に、
世界全体の企業ネットワークにおける各企業の立ち位置を 4 つのネットワーク指標を使っ
て表現した。

まず、次数（degree）とページランク（PageRank）という指標により、各企業（ネット
ワーク分析用語でいうところのノード）がネットワークにおいて、どの程度中心に位置し
ているかを表す中心性を測った。次数とは、
単純につながっている企業の数で定義される。
しかし、次数には、ある企業の中心性を測るときに、その企業とつながった企業の中心性
を考慮に入れていないという欠点がある。つまり、多くの企業とつながっている「求心的」
企業とのつながりも、他に全くつながりを持たないような「遠心的」企業とのつながりも、
同じ１つのつながりとして見なされているため、中心性の指標としては十分ではない。
そこで、ある企業の中心性を定義するときに、その企業とつながった企業の中心性を加
味するため、ネットワークの隣接行列の固有値の最大値がしばしば用いられる。しかし、
この固有値中心性指標は、ネットワーク全体がいくつかの独立したサブネットワークに分
けられるような場合には適切でない。なぜなら、その場合には最大のサブネットワーク内
の企業を除く全ての企業の固有値中心性が 0 となってしまうからである。また、固有値中
心性は、サプライチェーンや資本所有関係などのつながりに方向のあるネットワーク（有
向ネットワーク）の場合、一意に決まらない可能性がある。こうした問題を乗り越えるた
め、Page et al.（1999） がページランクという、固有値中心性を拡張した指標を開発した。
ページランクは、インターネット上のウェブサイトの重要度（中心性）を評価するのによ
く用いられている指標である。
また、他の指標として、Burt（1992）のネットワーク拘束度（constraint）も用いた。Burt
（1992, 2004）は、グループ間の情報波及においてネットワーク内の異なるグループとの
つながりが重要な役割を果たすと主張しており、各ノードが様々なグループとの多様なつ
ながりを持っているかを数量的に表すため、以下のように定義される拘束度という指標を
提起した。
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ただし、pij =1/（ノード i の次数）で定義される。簡単に言えば、この拘束度指標は産業
集積の度合いを表すのによく用いられるハーフィンダール指標に似ており、少数のノード
としかつながっていないノードでは大きく、多くのノードとつながったノードでは小さい
値をとる。さらに、あるノードとつながったノードがさらに多くのノードとつながってい
ると、拘束度はさらに小さくなる。言い換えれば、拘束度指標はネットワークにおけるパ
ートナーの多様性の逆数である。
最後に、クラスター係数（cluster coefficient）も計測した。クラスター係数は、各ノード
とつながったノード同士がつながっている割合として定義される。例えば、あるノード A
が B、C、D の 3 つのノードとつながっているとする。もし、B、C、D のうち B と C もつ
ながっているが、B と D、C と D はつながっていないなら、A のクラスター係数は 1/3 で
ある。あるノードのクラスター係数が大きいほど、そのノードのパートナー同士もつなが
っていて、そのノード自身のネットワーク（エゴ・ネットワーク）がクラスターを形成し

ているといえる。よりくだけて言えば、クラスター係数が大きいほど、そのノードは互い
に強い絆で結ばれたグループを形成しているとみなすことができる。
Burt (1992, 2004) は、あるノードの拘束度が高い（多様性が低い）ほど、またそのエゴ
ネットワークがクラスター化されているほど、そのノードとそれにつながったノードのも
つ情報が似通っていて、互いから学べることが少なくなると主張している 。これは、
Granovetter (1973)の主張する「弱い繋がりの強み」と同様の議論である。
4. グローバル・サプライチェーン
FactSet Revere 社の LiveData をもとに特定した世界 57,693 社のサプライチェーンの特徴
を明らかにするため、Gephi というネットワーク視覚化ソフトウェアを使用し、ネットワ
ーク全体を可視化した。レイアウト・アルゴリズムとして Jacomy et al.（2014）の ForceAtlas2
を用いた。これは、
「ノードは帯電した粒子のように互いに反発しあい、エッジ（つながり・
辺）はばねのように互いに引き付けあう」よう設計されたもので、その 2 力の均衡状態が
最終的に達成されるように設計されている。したがって、ネットワークでつながった企業
は近接した位置に配置され、多くの企業とつながった中心的な企業は図の中心に位置する
こととなる。
図表１に、その均衡状態のグラフが示されている。日本、アメリカ、中国、イギリス、
韓国、ドイツの企業（含まれている企業数順）をその所在国毎にそれぞれ緑、ピンク、オ
レンジ、赤、水色、青で色分けしている。アメリカ、イギリス、ドイツの企業はグラフの
大部分でよく交じり合っていることから、欧米企業はグローバル・サプライチェーンにお
いて互いにつながりあっていることがわかる。
一方で、日本の企業は、一部アメリカやイギリス、ドイツの企業とのつながりが見られ
るものの、多くはピンクと赤と青が混じった中心部から離れたところに位置している。韓
国企業も同様の傾向が見られる。中国企業は日本企業や韓国企業と比べても、さらに周辺
に位置しており、中国企業を中心としたクラスターを形成していることがみて取れる。
国ごとのネットワークの特徴をより詳細にみるため、４つのネットワーク指標（次数、
ページランク、拘束度、クラスター係数）の値を日本、アメリカ、イギリス、中国それぞ
れについて計算した。図表 2 は中心性指標である次数とページランクに関する散布図であ
る。この図から、日本には中心性が世界トップレベルの企業もあるものの、アメリカ企業
と比べると日本企業は全体としては中心性が低いことがわかる。中国企業と比較しても、
日本企業はページランクでは劣っている。これは、図表 1 で見たように中国企業が必ずし
も他国の企業とは多くのつながりを持っていないものの、世界のサプライチェーンの中心
にいる世界的企業とはつながっているためであると考えられる。

図表 1

世界の主要企業のサプライチェーン（2015 年）

（注）各点は企業を表しており、各線は企業間サプライチェーンリンクを表している。中国、
ドイツ、日本、韓国、アメリカ、イギリス以外の国の企業は灰色で表されている。
（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータは FactSet Revere 社の LiveData による。

図表 2

サプライチェーンにおける中心性（2015 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータは FactSet Revere 社の LiveData による。

図表 3 は、拘束度とクラスター係数に関する散布図である。これを見ると、アメリカで
は拘束度が低いにもかかわらずクラスター係数が比較的高い企業、すなわちグループ内の
強い絆と、
「よそ者」との多様なつながりとを併せ持った企業が多く存在していることがわ
かる。反面、日本、中国、イギリスではそのような企業は少ない。第 1 節で述べたように、
強い絆と「よそ者」との弱いつながりの両方を持つ場合に、企業や個人はよりイノベーテ
ィブになることが実証されている。その意味で、アメリカ企業のこの特徴は、アメリカ経
済のイノベーション力の高さの要因を示唆するものである。
図表 3

サプライチェーンにおける多様性（2015 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータは FactSet Revere 社の LiveData による。

次に、サプライチェーンにおける企業の国際化について見てみよう。図表 4 には、日本、
アメリカ、中国それぞれについて、国内企業と、それらと直接サプライチェーンでつなが
った外国企業（外国に立地する企業と定義され、日系企業を含む）のネットワークを示し
たものである。黄色と緑のノードはそれぞれ国内企業、海外企業を表している。赤のノー
ドは中央政府を表している。各ノードは次数が大きいものほどノードサイズが大きくなる
ように描かれている。
アメリカと中国のグラフでは、緑色のノードと黄色のノードがまんべんなく混ざり合っ
ていることから、両国では多くの企業がグローバルなサプライチェーンに組み込まれてい
ることがわかる。しかし、日本の場合は左上方に黄色 1 色となった企業群が見える。これ
は、日本には外国とのつながりが希薄な企業がそれなりの規模で存在していることを示し
ている。

図表 4

サプライチェーンの国際化（2015 年）

A: 日本

B: アメリカ

C: 中国

（注）それぞれのグラフでは、国内企業と直接取引のある海外企業が示されている。黄色が国内企業、
緑が海外企業であり、赤色のノードは当該国の中央政府を表している。
（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータは FactSet Revere 社の LiveData による。

また、国際化していない企業群の一角に赤色で示された中央政府がある。ネットワーク
分析の手法を応用して、ネットワークでつながった企業をいくつかのまとまり（コミュニ
ティ）に分割することができるが、日本政府と同じコミュニティに属する企業のうち 91％
が国内企業である。この割合はアメリカでは 68％、中国では 58％であり、日本に比べると
米中では中央政府が多くの海外企業とつながっている。つまり、他国に比べて日本政府は
限られた国内企業から物品・サービスを調達し、それらの企業は国際化せずに政府調達に
依存していることが示唆される。
さらに、特に自動車産業のサプライチェーンの国際化について焦点を当ててみよう。図
表 5 の青い棒グラフは日米欧のトップ 3 の自動車メーカーの 1 次サプライヤーのうち外国
企業の割合を示している。これを見ると、日米欧ともに 70％前後であり、それほど大きな
差はない。しかし、オレンジ色の棒で示されたトップ 3 の 1 次サプライヤーの販売先のう
ち外国企業の割合を見ると、日本は 35％程度で欧米が 50％を超えているのに比べると低い。
これは、日本の最終メーカーはすでに国際化が進んでいるものの、サプライヤーは国内の
系列関係にとらわれて、海外メーカーに対して部品を供給できていないことを示唆してい
る。
図表 5

日米欧トップ 3 自動車メーカーのサプライチェーンの国際化（2015 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータは FactSet Revere 社の LiveData による。

以上のことから、日本企業は平均的には必ずしも国際化が遅れているわけではないもの
の、サプライチェーンの上流や政府調達に依存した企業など、一部で国際化が進んでいな
い企業が一定程度存在していると結論づけられる。

5. 世界の資本所有ネットワーク
次に、世界企業の資本（株式）所有ネットワークを分析する。第 2 節で述べた通り、こ
こで使用するデータには約 300 万社、300 万の企業関係が含まれている。このネットワー
クの中核部を描いたのが図表 6 である。サプライチェーンを表す図表 1 に比べると、多く
の国際化していない中小零細企業が含まれているために、図表 6 の方が国ごとに分かれて
クラスターを形成していることがはっきり見える。ただし、ネットワークの中心では、や
はりアメリカ企業（ピンク）
、イギリス企業（赤）、ドイツ企業（青）が混在しており、欧
米企業がつながりながらグローバル資本ネットワークの中心に位置していることがわかる。
いくつかの日本企業（緑）はアメリカ企業と交わりつつ中心付近に位置しているが、多く
は周辺領域にクラスターを形成しており、日本企業の多くは資本所有面で国際化していな
いことがわかる。実際、日本企業の投資先のうち 74％は日本企業であり、アメリカ企業の
場合は 35％であるのに比べると、国内投資が際立って多い。
図表 6

世界企業の資本所有ネットワーク（2014 年）

（注）各点は企業を表しており、各線は企業間サプライチェーンリンクを表している。中国、
ドイツ、日本、韓国、アメリカ、イギリス以外の国の企業は灰色で表されている。
（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis に
よる。

さらに、中心性についての散布図を図表 7 に示す。これによると、日本はアメリカ、イ
ギリス企業に比べて中心性指標の大きな企業が少ない。中国と比べても、特にページラン
クが大きい企業が少ない。図表 6 でも中国企業については欧米企業と交わった企業が一定
程度の大きさを持ったクラスターを構成しているものの、日本企業についてはそのような
企業は少数が点在しているにとどまっている。これは日本企業が中国企業と比べてもペー
ジランクが小さい、つまり世界の中心的な企業とつながっていないことと整合的である。
図表 7

資本所有ネットワークにおける中心性（2014 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis による。

また、拘束度とクラスター係数に関する散布図を図表 8 に示す。イギリスやアメリカで
は、拘束度が小さくクラスター係数が比較的高い企業、つまり密なつながりと多様なつな
がりの両方を持つ企業が多い。それに対して、日本ではそのような企業は少なく、クラス
ター係数が 1 に近い、すなわちグループ内の密なつながりのみを持った企業が非常に多く
存在している。これは、日本企業同士が株式を持ち合うことが多いことを反映していると
考えられる。
つまり、日本企業の投資はあくまでも国内企業向けが中心で、世界のネットワークにお
ける中心的な海外企業への株式投資が十分になされていない。

図表 8

資本所有ネットワークにおける多様性（2014 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis による。

6. 共同研究ネットワーク
最後に、特許の共同所有によって示される企業間の共同研究ネットワークについて分析
を行う。特許の共同所有と共同研究は必ずしも一致するものではないが、共同研究によら
ない特許の共同所有の場合でも、企業間で知識や技術のやり取りが行われている可能性は
高く、ここでは共同研究ネットワークととらえることとする。
図表 9 は、世界の共同研究ネットワークを表している。この図から、サプライチェーン
（図表 1）や資本所有ネットワーク（図表 6）に比べると、共同研究ネットワークは国ごと
にクラスターとなる傾向が顕著で、国際的な共同研究はまだまだ少ないことがわかる。と
は言え、日本企業の国際化は他国と比べて特に貧弱である。欧米の企業がネットワークの
中心ではいくぶん交わっており、中国企業もアメリカ企業と交わり始めているのに比べる
と、日本企業のクラスターは中心からかなり外れたところに独立している。図表 10 による
と、日本企業の特許共同所有相手のうち外国企業はわずか 13％であり、イギリスの 80％、
アメリカの 40％はおろか、中国の 32％と比べても相当に低い。中国企業は 2005-07 年のデ
ータでは世界の共同研究ネットワーク（紙幅の関係で図は省略）にはほとんど姿を見せて
いないが、6 年後の 2011-13 年のデータではネットワークの中心付近にクラスターを形成
していることは特筆すべきである。それに比べて、日本企業は 2005-07 年時点でも 2011-13
年時点と同様に国内的なクラスターを形成しており、あまり変化が認められない。

図表 9

世界企業の共同研究ネットワーク（2011-13 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis による。

図表 10

特許共同所有相手の外国企業のシェア（％）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis による。

ただし、図表 11 に示されるように、日本企業は拘束度指標が低い傾向も見られる。これ
は、国際的には共同研究をさほど行っていないものの、国内では多様な相手と共同研究を
行っていることを示唆している。国内に多様な研究パートナーを確保することで、多様な
知識や技術を利用することができているために、研究面で国際化しておらず新しい知識が
流入しにくいというデメリットを多少なりとも緩和しているのかもしれない。
図表 11

共同研究ネットワークにおける多様性（2011-13 年）

（出所）戸堂・柏木（2017）より転載。元のデータはビューロ・バン・ダイク社の Orbis による。

7. 結論と提言
本章は、グローバルなサプライチェーン、資本所有ネットワーク、特許所有ネットワー
クに注目し、国際化を含む日本企業の特徴を、欧米や中国と比較しながら分析した。その
結果、日本企業はサプライチェーン、資本所有ネットワーク、特許所有ネットワークのい
ずれにおいても、国内で密なつながりはもっているが、世界の企業と十分につながれてい
ないことが示された。
第 1 節で述べたように、企業が効率的に知識を吸収してイノベーションを起こしていく
ためには、グループ内での強い絆（密なつながり）と「よそ者」との弱いつながりを併せ
持った多様なつながりが必要である。その意味で、日本企業は特に海外企業という「よそ
者とのつながり」に欠け、それが日本経済の停滞の一因となっている可能性がある。
したがって、日本企業は国際化のための投資をより積極的に行う必要がある。特に必要
かつ有効であると思われる分野は、以下の 3 点である。まず第 1 に、図表 5 で示されるよ

うに、中小のサプライヤーの製品の輸出が進んでいない。しかし、日本のトップメーカー
に部品を供給しているサプライヤーは、技術的には十分海外メーカーとの取引が可能なは
ずである。これまでは、日本的な系列関係のしばりのために、国内サプライヤーの海外と
の取引は進まなかった。しかし、日本のメーカーはすでに系列を超えて海外サプライヤー
からの部品調達を増やしており（図表 5）、系列関係は崩れ始めている（Matous and Todo,
2015）。したがって、国内サプライヤーも生き残りのために、系列にとらわれずに海外メー
カーを含む多くの企業と積極的に取引を行っていかなければならない。このような「よそ
者とのつながり」は、国内サプライヤーに新しい知識や情報をもたらし、生産性の向上に
寄与すると考えられる。
第 2 に、図表 6 および図表 7 で示されるように、日本企業による海外企業、特にグロー
バル・ネットワークの中心に位置する企業に対する資本投資が十分でない。これらのグロ
ーバル企業に投資することで、直接的な利益だけではなく、多くの知識や情報も日本に流
入するはずだ。2015 年には日本企業による海外 M&A の金額が過去最高の 11 兆円となり、
日本の対外直接投資額は GDP の 3.2％と OECD 諸国の 2.8％を上回っている（世界銀行「世
界開発指標 2016」
）。つまり、量的には必ずしも日本の海外投資が十分でないわけではない。
しかし、グローバル経済の中心的な企業に対する投資が少ないという点で、質的に問題が
ある。
最後に、図表 9 および図表 10 で示されるように、海外企業との共同研究が十分でない。
本報告書の総論・第 2 章・第 3 章が明らかにするように、情報技術（IT）や人工知能（AI）
が発展するとともに経済におけるイノベーションの重要性が増している。また、電気自動
車や自動運転技術などに代表されるように、これまでの技術分野の垣根を超えた協業がイ
ノベーションにおいて重要となってきている。そのためには、多様な海外企業との共同研
究が必要となるが、日本企業にはそれが決定的に欠けており、今後は多くの資源を海外の
企業や研究機関との共同研究に投入する必要がある。
とはいえ、海外企業をはじめとする「よそ者とのつながり」の構築には物理的・心理的
に大きな費用がかかる。さらに、費用をかけて「よそ者とのつながり」を構築して新しい
知識を得ても、それは往々にして様々な経路で他社に波及してしまう。そうなると、企業
は自ら費用をかけてつながりを構築するよりも、他社の構築したつながりにフリーライド
しようとするために、
「よそ者とのつながり」は十分に構築されないことが多い。経済学的
に言えば、ネットワークからの受益プロセスに外部性があるために市場の失敗が起きて、
市場経済におけるネットワークは最適なレベルを下回るということになる。したがって、
政府が介入して「よそ者」とのネットワークの構築を支援することが社会全体の利益とな
る。
本章のテーマに沿って言えば、まず中小企業に対する海外進出支援が必要である。例え
ば、海外市場の情報提供、海外展示会参加やインターネットによるビジネスマッチングな
どに対する支援によって、すでに十分に技術レベルの高い中小のサプライヤーは比較的容

易に海外メーカーとの取引を始めることができるはずである。むろん、これらの施策はす
でに日本貿易振興機構（JETRO）や自治体、企業団体などが行っているが、これらの施策
をより使いやすく効率的な形で発展させていかねばならない。
また、海外企業との共同研究についても、海外企業がどのような研究をしているかが見
えないという問題がある。さらに、共同研究を開始するには、顔の見える関係によって信
頼関係を築く必要がある。これらの問題は、研究者が国際学会に参加することで解決され
ることが多い。したがって、企業研究者を含めた研究者の国際学会参加に対する支援や日
本での国際学会開催に対する支援などの政策が有効である。
次に、中心的な海外企業に対する M&A の促進については、事前のデューディリジェン
スにおいて海外企業の価値を正確に査定することが難しいことが、M&A に対する大きな
障壁となっている。むろん、このような査定技術は一義的には各企業の責任において磨か
れるべきものであるが、デューディリジェンスに関する知識を企業が共有し、切磋琢磨す
る場を政府が提供することもあってしかるべきであろう。
最後に、より包括的には 2 国間および多国間の経済連携協定（EPA）をより積極的に結
んでいくことが必要だ。近年の EPA は自由貿易協定だけではなく、海外直接投資に対する
規制を緩和する規定や知的財産権保護を強化する規定を含んでいることが多く、海外投資
や海外との共同研究の促進に効果的である。日本はこのような EPA を各国と締結していか
なければならないが、そのためには日本も農産物の貿易を含めてより自由化していくこと
が求められよう。
これらの政策によって、日本企業がより積極的にかつ有効に海外とのつながりを作るた
めの投資を行い、よりイノベーティブになることを期待したい。近年、イギリスが EU 離
脱を決議し、トランプ米大統領が環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）離脱を宣言して、
米企業（アメリカに立地する外国企業を含め）の海外展開を阻止しようとするなど、世界
経済において閉鎖主義・保護主義的な動きがみられる。1930 年代に世界経済が閉鎖的にな
ってブロック経済化することで第 2 次世界大戦に突入し、1950 年代、60 年代にはラテンア
メリカが貿易規制をすることで産業育成をしようとしたが、逆に経済が停滞してしまい、
その後、通貨危機・金融危機が頻発した。これらの歴史に見られるように、閉鎖主義・保
護主義は社会や経済に破滅的な帰結をもたらす。グローバル経済における主要国である英
米が閉鎖主義・保護主義に傾いている現在、日本政府がこの流れに竿を差し、よりオープ
ンでイノベーティブなグローバル経済を構築することは、世界に対する責務でもある。

参考文献
戸堂康之・柏木柚香（2017）,「グローバルな企業ネットワークから見た日本企業の現状」，
経済産業研究所 RIETI Policy Discussion Paper Series 17-P-004。

Burt, R.S. (1992), Structural holes: The social structure of competition. Harvard University
Press, Cambridge.
Burt, R.S. (2004), Structural holes and good ideas. American journal of sociology 110,
349-399.
Granovetter, M.S. (1973), The strength of weak ties. American journal of sociology 78,
1360-1380.
Hijzen, A., Inui, T., Todo, Y. (2010), Does Offshoring Pay? Firm-Level Evidence from {Japan}.
Economic Inquiry 48, 880-895.
Jackson, M.O. (2010), Social and economic networks. Princeton University Press.
Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., Bastian, M. (2014), ForceAtlas2, a continuous graph
layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software. PloS
one 9, e98679.
Kimura, F., Kiyota, K. (2006), Exports, FDI, and Productivity: Dynamic Evidence from
Japanese Firms. Review of World Economics 142, 695-719.
Matous, P., Todo, Y. (2015), "Dissolve the Keiretsu, or Die": A longitudinal study of
disintermediation in the Japanese automobile manufacturing supply networks.
Page, L., Brin, S., Motwani, R., Winograd, T. (1999), The PageRank citation ranking: bringing
order to the web.
Phelps, C.C. (2010), A longitudinal study of the influence of alliance network structure and
composition on firm exploratory innovation. Academy of Management journal 53,
890-913.
Rost, K. (2011), The strength of strong ties in the creation of innovation. Research Policy 40,
588-604.
Tiwana, A. (2008), Do bridging ties complement strong ties? An empirical examination of
alliance ambidexterity. Strategic Management Journal 29, 251-272.
Todo, Y., Matous, P., Inoue, H. (2016), The Strength of Long Ties and the Weakness of Strong
Ties: Knowledge diffusion through supply chain networks. Research Policy 45,
1890-1906.
Todo, Y., Nakajima, K., Matous, P. (2015), How do supply chain networks affect the resilience
of firms to natural disasters? Evidence from the Great East Japan Earthquake. Journal of
Regional Science 55, 209-229.
Todo, Y., Shimizutani, S. (2007), Overseas R&D Activities and Home Productivity Growth:
Evidence from Japanese Firm-Level Data. Journal of Industrial Economics.

