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外国直接投資の比較分析 

：国際政治経済学のアプローチから* 

 

 

杉 浦 史 和 

 

 

１．はじめに 

 

 グローバル化が進展し世界経済が相互依存の

度合いを増すにつれて、国際的な制度の枠組み

が各国国内の政治経済状況へ与える影響度が高

まりつつある。グローバル化の顕著な代表例は、

国境を越えた生産要素（資本および労働力）の

移動の活発化である。なかでも国際的な資本移

動は近年急増し、国連貿易開発会議（UNCTAD)

の集計によれば外国直接投資（FDI）総額は

2007年に 2 兆ドルを超えるまでに達したが、そ

の後、世界的な金融経済危機を経て2009年には

底を打ち2010年は1.2兆ドルを超えると見られ

ている（UNCTAD(2010)）。こうした国際的な

資本移動の活発化は、資本輸出を行う先進国だ

けでなく受け手である新興経済国（発展途上

国）の経済発展をもたらしているが、今度はこ

うした FDI を通じた経済発展の成功例が次々に

他の新興国において模倣されることを通じて、

さらにグローバル化を加速させるといった関係

にある。このような現状を見るにつけ、では一

体、「FDIを通じた経済発展モデル」を最初に

開発したのは誰なのか、それはどのような利害

関係の下に形成され推進されているのかといっ

たことを考えてみる必要がある。本稿ではこう

した問題に対して国際政治経済学（International 

Political Economy；以下IPEと略）の研究アプ

ローチを用いて接近してみたい。なお分析にあ

たっては、筆者の研究分野の枠内で移行経済諸

国を主たる検討対象とすることを明記しておく。 

 本論の構成は以下の通りである。次節で現在

問題となっているグローバリゼーションの本質

を検討したうえで、第 3 節にて IPE のアプロー

チを概観しつつ、なぜこのアプローチが分析に

適しているのか解説する。つづいて第 4 節にて 

IPE アプローチを用いながら  FDI の現状分析

を試みる。最後に当面の結論と今後の課題を述

べる。 

 

２．グローバル化の進展がもたらした新

たな世界経済認識 

 

（１）2008年の世界的な金融危機以前の状況 

 我々は『グローバリゼーションと体制移行の

経済学』（池本ほか、2008）のはしがきにおい

て、グローバル化がもたらしたものを 4 つの特
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徴として捉えた。 

 （イ）多国籍企業という、国家とは異なる強

力な「主体」の出現 

 （ロ）しかし依然として、経済活動等に不可

欠なルールを決めそれらを強制できる

のは「国」のみであり、大競争（メガ

コンペティション）の時代の中で国家

が経済に果たす役割は寧ろ拡大 

 （ハ）冷戦の崩壊後、国際経済の秩序は不透

明で一種の無政府状態 

 （ニ）同時に地域主義が跋扈し、グローバル

化は単線的には進んでいない 

 この様に多様なアクターが様々な立場でしの

ぎを削り、確たる経済秩序が不透明で、グロー

バル化という方向性さえ曖昧な現在の状況は、

我々の世界経済認識を大変複雑なものにしてい

る。例えば、人は容易に次のような疑問を持つ

だろう。国家と民間企業（多国籍企業）の関係

はどういったものなのか。大競争の時代と言う

が、では競争をしているのは、国と国なのか、

民間企業同士なのか。あるいは、国際経済秩序

が不透明ななかで、相互に競い合うアクターの

影響力を決定付けるものは何なのか。地域主義

はグローバル化に逆行するものなのか、それと

もこれを補完し推進するのか。これらの疑問全

てに直ちに回答を与えることはかなりの困難が

伴う。どのような立場や価値観から回答するか

によっても、答えは大きく異なるだろう。いず

れにせよ我々はこの種の現状認識の課題から逃

げることは許されない。 

 ただ前掲書執筆編集時の我々の関心は、冷戦

終結後生じた全面的なグローバリゼーションの

過程で、多くの体制移行国が、国際社会の主導

する様々な規定や制度を取り敢えず所与として

無条件に受け入れざるを得なかったことに焦点

が当てられていた。すなわち、移行国に対する

国際支援という名の下で、制度やルールの強制

的な移植とそれらの盲目的な受容が行われてい

たことに着目したのである。と同時にそのプロ

セスを通じて、移行経済国のなかでも与えられ

たルールをいち早く取り入れて優等生である限

り、FDIという経済成長に不可欠なリソースを

果実として獲得することができ、経済発展、ひ

いてはEU加盟などの国際的成功が保証される

ということをも含意していた。FDI流入の有無

が、天然資源を保有していない移行国の経済的

成功をほぼ左右したから、こうしたアプローチ

はある意味でも当然であった。 

 従って、当時の理解では体制移行国にとって

のグローバル化は「国際社会」の軍門に体制移

行国が降ることであり、そこでの「国際社会」

とはIMFなどの国際金融機関、世界貿易機関、

京都議定書、および欧州連合等であった。「国

際社会」は具体的な特定の国家から遊離した匿

名性の高い、中立的な国際機関と感じられてい

たのである。 

 

（２）2008年の世界的な金融危機以後の状況 

 一方、2008年秋に米国で発生した金融危機は、

我々のグローバリゼーション理解に新たな変化

を求めるものであった。それまでグローバル化

はときに「アメリカ化」を意味すると言われる

ほど強力な米国発の影響下にあったが、今次金

融危機の結果、アメリカが強力に推進してきた

はずの経済システムの限界が広く世界に知れ

渡ってしまった。またオバマ政権下ではこれま

で等閑視されてきた社会保障制度改革が政権の

優先課題として取り組まれる一方、建国の精神

に学ぼうとするティー・パーティー運動も盛ん

であって、アメリカ自身の自己再規定が進んで

いるように思われるのは大変興味深い。 

 偶々筆者は、金融危機発生時に在米研究中で

あり、そこでこの問題に関しての重要な示唆を

得た。すなわち、グローバル化の現状を考える

際には、衰えつつあるとはいえ、最も影響力を

有している覇権国アメリカの現状を検討せざる

を得ないということである。その際、筆者の在

米研究経験から導き出された幾つかの論点を検
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討することができるだろう1。 

 第一に、米国は覇権国として、ロシアを始め

とする諸外国を変える意思と手段を持っている

と言うことである。米国が与えている影響を分

析・特定しないと、ロシアの動向を見誤る可能

性すらある。前項で述べた拙編著における問題

関心、つまり「国際社会」と言った場合には、

国際金融機関などある意味では匿名の機構を念

頭に置いていたが、実はそれだけではまったく

不十分であり、その背後にあり国際機関を突き

動かしている各国政府の諸力学を理解する必要

があると言うことなのである。 

 第二に、米国で展開されている学問上の議論

は単なる現状分析にとどまらず、現状を変える

ためのものであると言うことである。端的に

言って、米国で頻繁に使われる「シナリオ分

析」という手法は、研究対象国を米国にとって

有利な形に変化させるというはっきりした目的

を有している。当該国の現状分析という意味で

の単なる「お勉強」では断じてない。更に、米

学界ではつねに論考に政策含意の重要性がつき

まとう。 

 第三に米国の経済学界と政界の密接な結びつ

きがある。主要な米国経済学界は積極的に政治

エリートとの関係を築いており、その結果、経

済学者が政府の枢要なポストに就くことも稀で

はない。国家経済評議会（NEC）、大統領経済

諮問委員会（CEA）、全米経済研究所（NBER)

など本当に多数存在し、そこで学者らは自分の

学問から導き出された政策を実地に移してその

効果をチェックしている。 

 こうした米国の特異な現状を考慮するとき、

筆者の見解では、2008年の金融危機以後の状況

は、G 8 体制がG20体制になったとしても、本

源的な動向については基本的に変化していない

のではないかと考える2。既に前項（ハ）で述

べた通り、冷戦終結後の世界では、資本主義市

場経済の浸透がもたらす様々な主体間の衝突を

回避したり、調整したりするメカニズムが事実

上、不在であって、金融危機以前から米国発の

各種のユニラテラリズム（単独主義的傾向）が

象徴的にこれを表していた（藤原ほか、2004）。

つまり冷戦終結までは社会主義陣営に対抗する

関係上、ある程度不可欠だった資本主義体制内

部での利害調整は、冷戦が終わってイデオロ

ギー対立が消滅した時点で不要となって消滅し

ており、これに変わって各国の利害が直接的に

対決する構造が出現しているのである。アメリ

カ化と揶揄されるほどに米国が直接的に自国の

利害を追求するのは、国際秩序の過剰ではなく

不足の反映なのであり、金融危機後もアメリカ

は国益追求を取りやめてしまったのではない。 

 確かに、我々が現在目の当たりにしているの

は覇権国米国の衰退過程であるが、衰えつつあ

るとはいえそれでも国際経済秩序にとって不可

欠な国であり、少なくとも秩序の中心近くに存

在し、各種のルールや取り決めを構築しうる国

として存続している。これに代わり台頭しつつ

あると見なされている中国も、それでは米国を

押しのけて世界経済の秩序を統一的に把握でき

るほどの存在ではない。部分的、局所的にはア

メリカに対抗できるかも知れないが、何と言っ

ても人民元は、米ドルのように内外で自由に取

引される通貨では未だにないことから明らかな

ように、その実力はやや過大評価されているよ

うに思われる。アメリカが第二次大戦末期にブ

レトン・ウッズ会議を開催し、イギリスの覇権

を静かに葬り去ったような規模での世界秩序構

想をはたして中国は練っているであろうか。 

 

 

1 在米経験を短くまとめたエッセイは（杉浦、2009）を参照のこと。 

2 例えば、金融セクター改革の一つの試みとして、金融機関の過度なリスクテイクを規制するためのボルカー・

ルールの導入を想起せよ。これに関連して Kapstein, 1991は冷戦終結前でさえ、米国が冷徹に資本主義陣営内で

金融部門の主導権を握ろうとしてきたことが活写されている。
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（３）グローバル世界を覆う制度や概念を所与

としてよいか 

 ところでこうした国際社会の動向と、移行各

国の比較を考察する際に、グローバルに波及し

つつある様々な制度や概念をどう捉えるべきか

という問題が発生する。例えば身近なところで

は、地球温暖化問題に関する京都議定書の決定

があり、筆者の専門分野に近いところでは、企

業活動に大きな影響を及ぼすOECDによる企業

統治指針（Corporate governance principle）や

企業の社会的責任（CSR）、さらに金融分野で

はバーゼル委員会による新たな自己資本比率規

制、いわゆるバーゼルIIIなどがある。 

 日本では、とかく権威ある国際的に定められ

たルールに従うのは当然であり、国内の体制を

いち早くこれら外生的なルールに即応していく

ことが国益に叶うと言う考え方が支配的だ。そ

して実際、これまでも日本は突然変更される国

際ルールに面食らいながら、これに懸命に対応

してきた。そうした歴史的経緯は我々の習い性

のようなもので、だからこそ「外圧」が有効に

機能する国家体制となっている。しかしながら

これまで述べてきた通り、「国際社会」とか

「外圧」とかにはアメリカに代表されるような

各国の意図が反映されている現実を見逃すべき

ではない。従って、本稿の課題である外国投資

の各国経済に対する影響を比較する際にまず重

要なのは、どういう経緯で外国投資の諸ルール

が定められたのか、その狙い、意図は何かをよ

り深く吟味しておくことなのである。 

 このように見てくると、グローバル化が進展

したことによる国際経済秩序の不透明化とは、

各国が多国籍企業ともども必死になって利害を

競い合っている状態が現出していることを示し

ているようである。アメリカ発の国際秩序とい

う名の公共財が安定的に供給されなくなってお

り、これからは幾つかの主導的な国が協議しな

がらこれに変わらざるを得ない。だとすれば、

その協議のメカニズムやプロセスを詳らかに検

討する必要が出てくる。次節ではこの課題に答

えようとしている学問分野の一つであるIPEの

アプローチの利用可能性を検討することとしよ

う。 

 

３．国際政治経済学アプローチの利用可

能性 

 

（１）ストレンジによる比較社会科学者批判 

 前節で述べたように、通常とらえどころのな

い「国際社会」や「国際的なルール・取り決

め」の様相を学問的に積極的に取り上げている

分野の一つに国際政治経済学（IPE）がある。

IPEは、国際政治学、国際関係論、国際経済学

などの要素を採り入れた比較的新しい学問領域

だ。1971年のニクソンショック以来繰り広げら

れている米国の単独主義的、覇権主義的言動の

分析が主な研究対象となっている。既に見た通

り、アメリカは冷戦終結後、この傾向をますま

す強めており、こうした変化を受けて他の主要

国もアメリカに対抗する姿勢を見せているから、

グローバル化が進展しつつある現代世界を分析

するのには、極めて適切なアプローチであると

思われる。 

 IPEの研究拡充に功績のあったスーザン・ス

トレンジは、クラウチ＝ストリング編に一文を

寄せ、比較社会科学者を次のように非難する。 

 

 「私はいつも、比較社会科学者は名前を

間違えたのではないかと思っている。かれ

らは、対照させているほどには比較してい

ない。（中略）彼らの注意は、主として諸

国家、諸経済、諸社会の間の相違に向けら

れていて、それらの類似性には向けられて

いない。（中略）かれらはめったに、もっ

と重要な問題だと思われることを研究しよ

うとはしない。つまり、これら諸国家がそ

の社会的・経済的・政治的発展のほぼ同じ

時点で、大筋でよく似たシステム維持の政
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策や制度を採用することになったのはなぜ

か、と言う問題である。（中略）かれらは

木を見て森を見ておらず、ここの相違点に

注意を集中して共通の問題を看過している

ようにみえるということである。」（ストレ

ンジ、2001、258-259頁） 

 

 ここで共通の問題とは、既に筆者が指摘して

きた諸点、すなわち覇権国米国の行動様式であ

り、アメリカ発の学問の世界に巧妙に入り込ん

でいる国際基準の制度や概念が持っている問題

と言い換えることができる。もちろん、ストレ

ンジが言うからと言って、中国やロシアの経済

が、近い将来日本経済と同じような経済体制に

なるとは、筆者は考えていない。これほどまで

に緊密な交流のある米国経済と日本経済の間で

も依然として大きな隔たりがあり摩擦が起きる

のだから、それは当然である。しかしストレン

ジの言う共通の問題、その用語法に従えば、

「構造的権力」を考慮に入れた分析が必要なの

である。 

 「構造的権力」は、ストレンジによれば、「関

係的権力」と対立する概念である。「関係的権

力」とは、A がはたらきかけてBに何かをさせ

るような力のことを言う。BはAの働きかけが

なければその行為を行うことはない。これに対

して「構造的権力」とは世界の政治経済構造を

形づくり、決定するような力である。「構造的

権力とは、どのように物事が行われるべきかを

決める権力、すなわち国家、国家相互、または

国家と人民、国家と企業等の関係を決める枠組

みを形づくる権力、を与えるものにほかならな

い。」また「構造的権力」は単一の構造を持つ

ものではなく、四つのそれぞれ区別されるが関

連した構造内で、見出される。具体的には生産

構造、安全保障構造、金融構造および知識構造

に代表される権力のことを言う（ストレンジ、

1994、37-47）。 

 今、単純化のために、アメリカの国益追求の

みが反映された国際ルールが存在する（構造的

権力）とすれば、それはアメリカが各々の国に

直接働きかけて何かを行う（関係的権力）より

もずっと効率的だということは自明だろう。ま

た、国際的に権威のあるルールが存在している

ことも否定できない現実である。だとすれば、

構造的権力の構造を分析しなければならないと

言うことになろう。 

 従って本稿ではFDIを通じた経済成長モデル

を素材に取り上げ、IPEアプローチを活かしつ

つ分析を試みる。ここで検討される問題とは第

一に、FDIが現在のようにもてはやされている

のはなぜかということであり、第二に、そうし

た構造を作り得たのは、どのような諸要因にあ

るのかである。これらの問題に答えることを通

じて、FDI主導経済成長モデルの構造的権力を

できる限り明らかにしたい。 

 

４．国際政治経済学アプローチを用いた

外国直接投資分析試論 

 

（１）国際政治経済学のアプローチ 

 そこでまず、FDI分析にIPEアプローチを如

何に取り込めばよいか考察しよう。構造的権力

の要因があると考えたとき、各国におけるその

受容・波及の様式は当然異なると考えられる。

この点から筆者は以下の三つの地域を想定する

ことにした。 

 （ⅰ）発信地域：世界の今後の仕組み・ルー

ルを作る国やグループ 

 （ⅱ）受容地域：仕組み・ルールを所与とし

て、優秀な成績を収める国やグルー

プ 

 （ⅲ）離反地域：仕組み・ルールに反発し別

の仕組み・ルールを模索する国やグ

ループ 

 比較経済研究において、こうした枠組みを受

け入れるかどうかは、国際貿易における小国の

仮定、大国の仮定の相違を理解するほどに重要
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であると考える。周知の通り、貿易論における

小国の仮定とは、小国の経済活動は地球全体の

枠組みに何の変化ももたらさないというものだ。

しかし大国の場合、これはもちろん当てはまら

ない。大国はその行動の変化が他の国の条件を

変えてしまう可能性があるからだ。比較経済に

おける「小国の仮定」という意味は、上述の

（ⅱ）のグループのみを対象として考えること

であり、すべからく世界の仕組み・ルールは最

初から変えることのできない金科玉条のもので

あるとして行動している国やグループが対象に

なる。これに対して、もしそうしたルールを自

ら提案したり（（ⅰ)のグループ）、それを否定

したり（(ⅲ)のグループ）すればどうだろうか。

（ⅰ)の国においては、ルールは自らの利益のた

めに策定するものであり、これを他の国々に受

け入れさせることが死活的に重要になる3。ま

さにこの点が我々の考えるグローバル化のもと

での比較経済に不可欠な観点なのである。とく

に経済秩序の不明な現状において、それぞれの

国や地域が、自己の利益を守るために激しい影

響力の競争を行っているのだから、比較経済の

アプローチは当然それ相応に変化する必要があ

る。世界をあまねく束ねようとする枠組みや

ルール（構造的権力）が存在することを出発点

とはするが、これを所与としてスタートするの

ではなく、その前提から問い直してみる態度が

不可欠なのである4。 

 もちろん、正確には（ⅰ）の内部にも、既に

述べた米学界におけるように、影響力の発信を

巡る激しい闘争が繰り広げられていると考えら

れる。また（ⅱ）においても、ルール（概念）

を受容して、その枠内でうまく成果を上げる地

域とそうでない地域、具体的に言えば、先進国

と途上国のような相違もあり得よう。しかし全

体としてみた場合には、こうした三地域が少な

くとも現れるであろうことを考えておく必要が

ある。 

 

（２）外国直接投資と「移行経済政策の罠」 

 そこで前掲の拙編著書を素材にしつつ、体制

移行国における経済政策とFDIの関係を検討し

てみよう。筆者は、体制移行諸国にとって受け

入れざるを得なかった経済政策のなかに、FDI

を巡るある種のモデルが存在したのではないか

と考えている。それをここでは「移行経済政策

の罠」と呼ぶ。その内容を見てみよう。 

 まず、移行経済の主たる経済政策として

LiPSなる言葉がもてはやされたことを想起し

よう。LiPSとは自由化（Liberalization）、私有

化（Privatization）、安定化（Stabilization）の

頭文字を採ったもので、概ね国際世論が国際経

済機関を通じて移行国に採用を促した政策の題

目である。自由化は価格の自由化、貿易の自由

化、商業の自由化などがその主な内容だが、い

ずれも社会主義下での規制を撤廃して自由な経

済取引や経済活動を認めることを目的としてい

た。次に私有化は、文字通り国有資産を私的所

 

3 上述の第 2 節（ 1 ）の（ホ）に記した地域主義の台頭も実はこの点と強く関連している。単一国では行使でき

ない影響力も、地域が連合することによって行使可能になるからである。EUと温室効果ガスの排出削減義務の

関係を想起せよ。また、これに関連して「修正主義」という用語が生まれる背景には、グローバル化の大枠の

中で、特定の制度を正しいものとし、それ以外のものを「修正主義」と排斥するなかで、前者をそのまま受容

せよと迫る力が働いていることに思いを致さなければならない。 
4 ところで、こうした議論においてレギュラシオン学派の可能性と限界に言及しておくことは意味のあることの

ように思われる。アマーブルはその著書の中で、グローバリズム時代における比較経済研究を行った（アマー

ブル、2005）。そのアプローチは、賃労働関係のみならず、金融制度や社会保障、教育を含む重層的な分析指標

を用いて、多くの諸国、諸地域を俎上に載せ、またそのうえ、見た目にもわかりやすいX-Y軸上のプロットで多

くの議論を呼んだ。このアプローチは、我々の問題関心を抉り出すことができるだろうか。レギュラシオンが

目指したものは、フォーディズムに見られる経済システムの総合的なメカニズムの理解であった（山田、

2008）。確かにこれは魅力的であるが、そこには、世界に対してあまねく影響を及ぼしている構造的権力の視座

は存在しない。単に国際関係という項目により、外生的だからだ。 
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有に委ねることである。社会主義体制は事実上

全ての生産手段が国有の下にあったから、私有

化は経済制度そのものを根本的に変化させる一

大プロジェクトであった。その際、多くの不正

が行われたことはつとに有名である。三番目の

安定化は、マクロ経済の安定化を意味しており、

具体的には、財政赤字の削減を通じて、移行初

期に発生したインフレを抑制することが狙いで

あった。 

 それでは、これら政策の真の狙いは何であっ

たのか。じつはその含意は単なる経済体制移行

にあるのではなかった。それは体制移行の不可

逆性の保証にあったのである。体制移行国が

LiPS政策を採用することによって、移行国の

周辺にある外国（以後、域外国と称する）が得

られる利点は何だろうかを考えてみよう。第一

の利点は、いったん始められた体制移行が途中

で逆コースを取って再び社会主義体制に戻るこ

とはなさそうだという安全保障に関わる点であ

る。自由化の主たる内容である貿易の自由化に

よって、多くの魅力的な西側製品が移行経済国

に輸出されることになった。西側製品の高い品

質になじんだ国民が、体制移行で生じた貧富の

差など社会的不公正をただすために、再び困難

を覚悟の上で社会主義に戻りたいと思うだろう

か。答えはノーであろう。次に、二つ目の私有

化政策においても、域外国の利点は大きい。す

べての移行国が私有化物件の売却を外国人に認

めたわけではないが、外国人への直接売却か間

接売却かを問わなければFDIを通じて移行国の

企業を買収するのは不可能ではなかった。そし

て少なくとも現時点で、多くの中央ヨーロッパ

の国々では、製造業のみならず金融業において

外資系の存在感は非常に大きなものとなってい

るのである。この点で、域外国のビジネスは、

私有化を通じて当該移行経済に参入するまたと

ない機会を得たのである。そして最後に安定化

政策は、当該国の経済状況のモニタリングの意

味を持つ。域外国にとって、製品の輸出先、あ

るいは投資先となった当該国経済が安定的に運

営されていることは重大な関心事である。経済

当局に安定化の努力をさせることは、引き続き

安定的な経済パートナーとして存在し続けてく

れることを意味するから域外国にとっても大き

な利益となるのである。移行経済国は、域外投

資国によって自国経済が丸裸にされて、常時監

視されている状態におかれるのである。 

 この様に、移行経済政策を、国際世論という

構造的権力により所与として採り入れ、忠実に

LiPSとして追求すると、移行経済各国は、こ

れを逆転させることが非常に困難になる。国際

経済への統合が進めば進むほど、国際経済から

の離脱は困難で、もしそういう手段を是が非で

も執ろうとすれば、そうでなかったときよりも

より一層の損失を引き受けなければならない。

移行経済政策は、移行経済国に大いなる利益も

もたらしたが、気づいたときにはこれを回避す

ることはできなくなっていたという意味におい

て、大いなる罠なのである5。 

 興味深いことに、こうした罠の存在を、構造

的権力を行使する機関と目される世界銀行が意

図するともなく証明した資料がある（Mitra et 

al., 2009）。これによれば2008年の世界的な金

融危機以前の移行経済各国を、融資の伸び率と

銀行による資金調達の様式を基準に分類すると

（表 1 ）のようになるという。（表 1 ）によれば、

銀行の資金調達様式において、国内預金による

調達は高位の安定性があり、次は外資系銀行、

資本市場と安定性が低減していくと記されてい

る（行方向）。また類似の所得水準の国と同程

度の融資の伸びを経験した国と融資行動が過熱

した国とでは、前者の方が低リスクであると

 

5 当然ながら、移行を逆行させようと試みるほど勇気ある国は、今のところ存在しないし、筆者はそうあるべ

きだとも言っていない。重要なことは、各移行国が自らの意思で退路を断ったのではなく、構造的権力に

よって、必然的に選択肢を失ってしまったことにある。 
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レッテル張りがある（列方向）。世銀によって、

高位の安定性があって低リスクと分類された

チェコ、スロヴァキア、ポーランド6は確かに

金融危機のダメージが少ない。この三カ国は、

移行経済政策が当然視したほどには、外資系の

銀行や外国の資本市場に頼ることなく、かつよ

り慎重な経済運営を施してきたと言うことなの

だ。「移行経済政策の罠」の存在を知っていた

かいなかったかは定かではないが、こうした国

は例外的であろう。言い換えれば、（表 1 ）は、

国際経済への統合が進み外国からの資金調達に

依存した国の経済は安定性が低いことを示して

いるが、「移行経済政策」が促していたのは、

まさしくこの国際経済への統合だったのではあ

るまいか。 

 

（３）移行経済国に対する外国直接投資の効果 

 次にもっと直接、FDIの問題について検討し

てみよう。一般に移行経済諸国がFDIを歓迎す

るのは、次のような要因からであると考えられ

る。第一に、国内における資本不足を補いGDP

の需要項目を押し上げ、経済発展のための時間

を節約することである。第二に、外資の流入に

より少なくとも短期的には国際収支の改善効果

があることである7。第三に業種や分野によっ

て効果は異なるとはいえ、高失業率に苦しむ移

行経済国で多少なりとも雇用創造に貢献するこ

とである。第四に、企業リストラ、場合によっ

ては新規技術の導入効果により生産性が向上で

きることだ。これらの四点はいずれも非常に重

要であるが、それらの大前提として、国内政治

的に、政治家が体制移行の効果をいち早く選挙

民に周知させる必要があった点も重要であろう。

盛田が再三指摘するように、外国企業が投資受

入国のリーダーらを籠絡したからという見方も

できるが（盛田、2010）、ここでは、構造的権

力というベールを取り払った状況を考察対象と

しておく。 

 

（４）外国直接投資に関わる国際的な規制措置 

 筆者が調べた限り、FDIに関わる国際的規制

措置は、まだ完全に確立したものがあるわけで

はない8。具体的には、現在有効なものとして、

（イ）OECD「資本移動の自由化に関するコー

ド」、（ロ）エネルギー憲章、（ハ）国連「国際

投資紛争解決センター条約（ ICSID）」、及び

表１ 金融面の統合が進んだ諸国における信用市場の特色 

  銀行の資金調達様式  

  資本市場   外資系銀行 国内預金  

融資の 

伸び率 

類似所得国と同程度   ハンガリー* 
クロアチア、 

セルビア* 

チェコ、 

スロヴァキア、 

ポーランド 

低リスク 

  カザフスタン   ブルガリア マケドニア 中間領域 

類似所得国より過熱 ロシア 
ウクライナ*、

ラトヴィア* 

リトアニア、 

エストニア 
ルーマニア* 高リスク 

  低位の安定性 中間領域 中位の安定性 高位の安定性  

（注）*印は、今回の危機により IMF からのスタンドバイ融資を得ている国。 

（出所） Mitra et al. (2010) p.10 Table 1 をもとに筆者作成。 

 

6 その後、スタンバイ融資の代わりに、クレジットラインの提供を受けている。 

7 経常収支への効果については、FDI導入後、輸出が促進される反面、外国（母国）からの部品に関わる輸入増大

の問題もあることは良く指摘されることである。 

8 相楽（2004）を参考にした。 
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（ニ）世銀グループの多国間投資保証機関条約

(MIGA)、（ホ）WTOによる貿易関連投資措置

(TRIMs)の取り決め、そして（ヘ）APEC「非

拘束的投資原則」がある。現状からわかること

は、（イ）や（ロ）など、規制対象が比較的少

数の先進国を中心にまとまっているものが多い

と言うことだ。これらのうち最も包括的なもの

は（ヘ）だが、実はこの規則は名称通り非拘束

で、実効性には乏しい。更に重要な点は、1990

年代にOECDにおいて非加盟国も対象にした野

心的な多国間投資協定（MAI）の準備が進めら

れたものの、あまりにも包括的すぎて国家主権

を侵す恐れがあるという理由で加盟国でもある

フランスが交渉から離脱し、その結果頓挫した

という経験だ。すなわち、外国投資に関する規

制措置は、通常考えられているよりも非常にセ

ンシティブなものであり、外資受入にはそれだ

けの覚悟が必要である9。 

 

（５）外国直接投資の流入部門別効果 

 筆者は、ここでFDIの問題を三つの分野に分

けて考えなければならないと考えている。 

 （a）製造業分野へのFDI 

 （b）金融分野へのFDI 

 （c）資源分野へのFDI 

 これら三種のFDIはいずれも移行経済国＝投

資受入国にとって重要であるが、その意味は微

妙に異なる。第一に、(a)は企業リストラ、先

進の技術移転、および雇用の確保、および国際

収支の改善が期待できる。第二に、(b)は不良

債権問題の抜本的解決、先進の技術・設備導入、

金融サービス一般の改善が期待できる。第三に、

(c)は資源開発に関わる特定技術とやはり開発

に関わる投資資金の確保が期待できる。この様

な理解に立ってこの範疇を利用しながら、体制

移行国を分類してみると次のように振り分ける

ことができるだろう。 

  （イ） 製造業分野へも金融分野へもＦＤＩが

流入した国 

 この範疇に入る国は、文字通り、移行経済の

成功国と見なされる。現在、多くのこの範疇の

国がEUに加盟しているのは、偶然ではない。

西欧との地理的・文化的近接性が、これを可能

にしている。 

  （ロ） 主として資源分野へＦＤＩが流入した

国 

 主としてCIS諸国のうちで豊かな天然資源を

有している国である。ロシア、カザフスタン、

トルクメニスタンなどが代表的だ。 

  （ハ） 製造業、金融ともにＦＤＩが流入せず、

また天然資源も乏しい故に資源分野

へもＦＤＩが流入しなかった国 

 この範疇には、CIS諸国の中の非資源保有国

が入る。国内に金山を抱えるとはいえ、炭化水

素資源に乏しいキルギスなどが当てはまる。特

にこの範疇に入る国は、LiPSに代表されるよ

うな移行政策は十分なリワードをもたらさない。

これは別の意味で「移行経済政策の罠」、否

「裏切られた移行」とでも言うべきか。我々の

編著の中でも、輪島論文にトルクメニスタン

（ロ）とキルギス（ハ）の対比が議論されてい

る。後者の場合、経済移行による制度的発展が

必ずしも経済的発展に繋がらないという悲哀が

あり、この点は、同様に田畑理一論文にも指摘

がある。 

 

５．暫定的な結論と今後の課題 

 

 さてここで、最初に提示した分析モデルを移

行経済国のFDIの動向に当てはめてみれば、ど

うなるだろうか。（ⅰ）発信地域と言うのは、

主として域外国である。資本を潤沢に有し、ま

たEUや国際機関、国際世論という手段を駆使

しながら影響力を及ぼすことのできる主体であ

 

9 問題になりやすいのは、投資国の最恵国待遇よりも、内国民待遇に関する点だという。 
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る。次に（ⅱ）受容地域であるが、基本的には

ほとんどすべての移行諸国がこの範疇に含まれ

る。移行先進国とも移行優等生とも言われる

EU新規加盟地域が代表的であるが、さりとて

FDIが十分には流入せず、これを梃子とした製

造業主導の経済成長ができないキルギスでも制

度的移行は進展し、まさに構造的権力の圧倒的

な支配下に置かれていることがわかる。両者は

受容地域における勝ち組と負け組である。最後

に（ⅲ）離反地域の存在も見落とせない。これ

にあたるのは、今回の文脈ではトルクメニスタ

ンであろう。同国は有数の天然ガス資源を保有

していることを強みに、構造的権力とは明確に

一線を画しているようだ。代表的な点は、

WTOへの加盟申請すら行っていない唯一の移

行国であると言うことだ（金野論文）10。加え

て、輪島が主張するように、トルクメニスタン

の経済移行の進捗度はキルギスに大きく後れを

取っている。にもかかわらず、資源を目指して

多額のFDIが流入しており、その結果、一人あた

りで見た所得水準はキルギスを上回っている。 

 この様に考察することで、移行経済諸国間の

相違が、立体的に見えてきた。FDIが現在もて

はやされる所以は、西欧諸国を中心とする資本

輸出国が移行経済国の製造業分野や金融分野の

FDIを積極的に進めることを求めているからな

のである。事実、制度をいくら受容していても

地理的に距離のあるキルギスには十分な資本は

入っていかない。それに対して、制度が不十分

でも資源が豊かだと言うことだけでトルクメニ

スタンには資本が流入するのは、資源開発では

資本輸出国の側に受け入れ国を動かす十分なレ

バーが備わっていないからであろう。 

 もう一つの課題であるFDI主導型経済成長モ

デルの構造がどのようなプロセスを通じて出来

上がってきたかという点に関しては本稿では十

分に検討できなかった。これは今後の研究課題

とすることにしたい。 
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