Ⅱ．日本経済の将来展望

Ⅱ－3. 「グローバル・技術フロンティア」拡大の取り込みに向けた課題
【要約】


過去 10 数年の間、日本企業の生産性は、「グローバル・フロンティア企業」からの下方
へのかい離が拡大。技術フロンティアの拡大を自社の成長に取り込めていない可能性。



日本企業は、「グローバル・フロンティア企業」へのキャッチアップが他国に比べて弱め。
研究開発減税等の効果を高めるために、産業の新陳代謝に関する政策も進める必要。



産業の新陳代謝を高める政策には慎重な制度設計が必要だが、労働市場が改善して
いる現在は改革を進めるチャンス。

１．「グローバル・技術フロンティア」の拡大を取り込めていない日本企業
第Ⅱ部 1 章で指摘したように、日本経済の生産性向上に向けた課題とその対
応策は、多岐にわたると考えられる。そこで、第Ⅱ部 2 章では、産業レベルの
データを用いて、生産性向上のために、ICT 投資の活性化が求められること、
および ICT 投資と補完的な人材育成や組織改編などの投資を進めることの重
要性を分析した。
こうした問題意識を引き継いで、第Ⅱ部 3 章では、よりミクロレベルの視点から、
生産性に関する分析を進めることにしたい。具体的には、OECD 諸国の上場
企業のデータを用いて、世界的なフロンティア技術・ノウハウの国内企業によ
る吸収や、企業間の資源配分の効率性といった論点ついて、現状の確認と政
策対応の考察を行う。
日本企業の生産
性は、「グローバ
ル・フロンティア
企業」からの下方
へのかい離が
徐々に拡大

はじめに、日本企業の生産性が、「グローバル・フロンティア企業」（生産性の
水準が世界トップレベルの企業）との対比で、どのような位置づけにあるかを
確認しよう。
【図表 1】は、日・米・OECD 諸国（日本除く）の上場企業の生産性（TFP）につ
いて、「グローバル・フロンティア企業」とのかい離を計算したものである。なお、
ここで、「グローバル・フロンティア企業」とは、「産業（中分類）×年」の組み合
わせ毎に、生産性（TFP）の水準が世界 50 位に入る企業と定義している1。他
方、「グローバル・フロンティア企業」に含まれない企業についても、上場企業
であるため、各国におけるトップクラスの企業（「ナショナル・フロンティア企業」）
とみなすことができる。
計算結果をみると、日本企業の生産性は、「グローバル・フロンティア企業」か
らの下方へのかい離が徐々に拡大していることが分かる。一方、米国企業は
「グローバル・フロンティア企業」の生産性上昇に食らいついている。日本以外
の OECD 諸国企業は、下方に乖離しているものの、日本企業に比べて低下
幅は限定的だ。国際的にみて、日本企業の生産性上昇率の鈍さが際立って
いるといえるだろう。

1

本定義は、Andrews et.al.（2015）の分析にならったものである。また、生産性（TFP）の計算方法も、おおむね Andrews et.al.
（2015）の手法と同様である。なお、計算には、世界の上場企業の財務データベースである「OSIRIS」を用いた。Andrews et.al.
（2015）では、非上場企業を含むデータベースである「ORBIS」が用いられているが、「グローバル・フロンティア企業」から日本企
業へのスピルオーバーの分析という本稿の目的からは、分析対象を上場企業に限定しても十分であると考えられる。
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日本企業の生産性上昇率が「グローバル・フロンティア企業」から取り残されて
いる背景としては、①各企業レベルにおいて、「グローバル・フロンティア企業」
からの技術・ノウハウの吸収が不十分である可能性、および②企業間の資源
（雇用や資本）配分に非効率性が存在する可能性が考えられる。次節以降で
は、この 2 要因について検証し、考えられる政策対応を議論しよう。

【図表 1】 日・米・OECD 諸国の上場企業（製造業）の生産性（TFP）推移
（グローバル・フロンティア企業との差）
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（出所）Bureau van Dijk, OSIRIS、OECD, STAN Database よりみずほ総合研究所作成
（注 1）各企業の生産性（TFP）は、Andrews et.al.（2015）を参考に算出（一部の欠損値について、外的補
完を行った）
（注 2）各年平均のサンプル数は、日本企業が 667 社、OECD 諸国企業（日本除く）が 2,855 社（うち米国
企業が 1,448 社）。サンプル数が上場企業数より少ないのは、生産性（TFP）の計算に必要な情報
が公開されていない企業があるためである（特に人件費のデータは入手できない企業が多い）
（注 3）サンプル期間を 1999 年～2009 年としたのは、一定規模のサンプル数を確保できるのが当該期間
だったためである

２．「グローバル・技術フロンティア」へのキャッチアップ力を強める必要
日本企業では、
「グローバル・フ
ロ ン ティ ア 企 業 」
へのキャッチアッ
プの力が、他国
に比べて弱め

まず、日本企業による「グローバル・フロンティア企業」からの技術・ノウハウの
吸収が不十分であるかどうかについて、事実確認から始めよう。
【図表 2】は、横軸を生産性水準の「グローバル・フロンティア企業」からのかい
離（プラスが大きいほど、「グローバル・フロンティア企業」から下方にかい離し
ていることを示す。1 年ラグ）、縦軸を生産性の伸びとし、日本（左図）と OECD
諸国（日本除く、右図）別に個別企業の状況をプロットしたものである。「グロー
バル・フロンティア企業」から他の企業へと技術・スキルの波及が生じていれば、
生産性の水準が「グローバル・フロンティア企業」から下方に離れるほど（グラ
フ右側）、フロンティア技術の吸収による生産性上昇効果が高くなるため（グラ
フ上側）、グラフは右肩上がりとなるはずである。実際、日本（左図）・OECD 諸
国（右図）の企業ともに、グラフには右肩上がりの関係が生じており、「グロー
バル・フロンティア企業」から技術・スキルの波及が生じていることが読み取れ
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る。ただし、傾きの程度は、日本企業の方が OECD 諸国よりも緩やかなものに
とどまっている。これは、日本企業では「グローバル・フロンティア企業」からの
技術・ノウハウの波及（すなわち、「グローバル・フロンティア企業」への技術・ノ
ウハウのキャッチアップ）が、他の OECD 諸国に比べて弱めであることを示唆
するものである。
【図表 2】 生産性水準のグローバル・フロンティア企業からのかい離と生産性上昇率
（日本企業と OECD 諸国企業の比較）
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（出所）Bureau van Dijk, OSIRIS、OECD, STAN Database よりみずほ総合研究所作成
（注 1）Andrews et.al.（2015）を参考に算出。右図横軸の説明で「GF 企業」とあるのは、「グローバル・フロンティア企業」の略。
（注 2）2005 年～2009 年のプールデータ。サンプル数は日本企業が延べ 5,517 社、OECD 諸国（日本以外）企業が延べ
26,884 社。横軸は 1 年ラグを取っている
日本企業は、国
際共同研究や無
形 資 産 投資 な ど
で他国に大きく見
劣り

それでは、日本企業の「グローバル・フロンティア企業」へのキャッチアップの
力が弱めなのはなぜだろうか。OECD（2015）などの整理によれば、「グローバ
ル・フロンティア企業」へのキャッチアップに影響する要因として、①貿易取引
や国際的な共同研究（オープンイノベーション）、対内直接投資などを通じて
「グローバル・フロンティア企業」と接点を持つこと、②上記取引（貿易や共同
研究）に参入するために必要とされる固定費用を賄うだけの企業規模を達成
すること、③技術やスキルを吸収し、自社で実施していく体制を整えるために、
研究開発投資や開発・マネジメント人材の育成といった無形資産への投資を
行うこと、などが挙げられる。
これらの要因のうち、日本企業は、国際共同研究や無形資産投資などで他国
に大きく見劣りしていると指摘されることが多い。実際、無形資産投資につい
てみると、日本は GDP 比29.8%と、他の主要先進国（米国：15.2%、フランス：
13.5%、英国：12.8%）よりも低めの水準にある3。また、日本企業自体の問題で

2
3

厳密には、企業部門の付加価値に対する比率を表示。
OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 より。原則として 2010 年時点のデータ（日本は 2008 年時点）。
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はないが、日本経済全体としては、対内直接投資の低さ（日本：GDP 比約 4%、
OECD 諸国全体：約 30%4）も、「グローバル・フロンティア企業」からの学習機
会を損なう要因となっている可能性が高い。
産業の新陳代謝
に関する政策と
の補完性に注意
した上で、研究開
発減税の活用を

政策対応としては、研究開発減税の拡充などにより、無形資産投資を促すこ
とが代表的な手段といえよう。ただし、研究開発減税は直接的に研究開発投
資を促す効果があるものの、それが必ずしも生産性向上に結び付くわけでは
ない点に注意が必要だ。特に、日本は研究開発投資の金額の大きさに比し
て成果が乏しい（すなわち、研究開発投資の効率性が低い）と指摘されること
が多い。単純に研究開発減税を拡充するだけでは、「グローバル・フロンティ
ア企業」へのキャッチアップ力の向上という政策目的の達成は難しいだろう。
3 節とも関連するが、研究開発減税などの手段が生産性向上に結び付くため
には、低生産性企業の市場からの退出を促す政策とセットでなければならな
いとの指摘が注目される（Acemoglu et.al.（2013））。質の高い研究開発を実現
できる人材などの資源には限りがあるため、そうした研究開発資源の低生産
性企業から高生産性企業への移動を促さなければ、日本企業全体として研
究開発の成果が上がりにくいままとなるためだ。研究開発減税という政策手段
を活用する場合には、こうした産業の新陳代謝に関する政策との補完性にも
注意する必要があるだろう。

３．企業間の資源配分の非効率性にも対応が必要
日本では、低生
産性にもかかわ
ら ず 高 齢の 企 業
の割合が著しく高
い。市場による淘
汰のメカニズムが
十分に働いてい
ない可能性を示
唆

次に、企業間の資源（雇用や資本）配分に非効率性が存在する可能性につ
いて検討しよう。そもそも、企業間の資源配分が効率的な状態とは、市場によ
る淘汰のメカニズムが働くことで、生産性水準の低い企業が市場から退出する
一方、そうした企業で用いられていた生産資源（労働、資本）が、より高い賃
金・利潤を求めて、生産性水準の高い企業に再配分されていく状況が想定さ
れる。現実には、このような効率的な資源配分が常に実現されるわけではない
が、出来る限り効率的な資源配分に近づくように、市場メカニズムを活用する
ことが望ましいといえる5。
生産性の水準が低いにも関わらず、市場から退出せずに長期間存続してい
る企業が多い場合には、市場による淘汰のメカニズムが十分に働いていない
ことが強く推測されるだろう。そこで、低生産性企業（TFP の水準が所属する産
業の平均以下の企業）の年齢構成を国際比較したところ、日本では高齢（設
立後 50 年以上）の企業の割合が他の主要国よりも著しく高い結果となり（【図
表 3】）、市場による淘汰のメカニズムが十分に働いていない可能性が示唆さ
れた。

日本では、雇用
に関する規制緩
和とベンチャーキ
ャピタルへのアク
セス改善の余地
が大きい

4
5

企業間の資源配分の効率性を高めるための代表的な政策としては、起業に
必要な行政コスト（会社の設立登記に必要な費用など）の引き下げ、雇用に関
する規制の緩和、倒産コストの引き下げ、ベンチャーキャピタルへのアクセス
改善などがある。Andrews et.al.（2015）によれば、これらの政策のうち、特に日
本において改善余地があると考えられるのは、雇用に関する規制緩和とベン
チャーキャピタルへのアクセス改善だ。

UNCTAD, UNCTAD STAT より。2014 年末時点の直接投資残高。
なお、市場メカニズムを機能させるだけでなく、それと補完的な制度改革を同時に行っていくことも重要である。
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雇用の規制緩和
は慎重な制度設
計が必要。労働
市場が改善して
いる現在 は改革
を進めるチャンス

ただし、雇用に関する規制緩和については、慎重な制度設計を行いながら進
める必要がある。例えば、無期雇用の解雇規制が強いままで有期雇用の保護
を緩和すると、企業には無期雇用を有期雇用で代替するインセンティブが生
じてしまう。有期雇用は無期雇用に比べて職場で職業訓練を受ける機会が乏
しいため、結果として生産性の向上が妨げられることにもなりかねない。また、
雇用に関する規制の緩和には少なからず痛みが伴うため、実施する時期も重
要となる。この点では、現在は人手不足になるほど労働市場が改善している
ため、そうした改革を進めるチャンスといえるだろう。

【図表 3】 低生産性企業（製造業）の年齢（設立後年数）別構成の国際比較
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（出所）Bureau van Dijk, OSIRIS、OECD, STAN Database よりみずほ総合研究所作成
（注 1）Andrews et.al.（2015）を参考に算出。低生産性企業は、生産性（TFP）の水準が所属する
産業の平均以下の企業とした
（注 2）1986 年～2011 年のプールデータ。サンプル数は日本が延べ 5,836 社、英国が延べ 1,857
社、ドイツが延べ 278 社、フランスが延べ 863 社、米国が延べ 13,456 社
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