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日本企業による対米直接投資 

～リーマンショック後の落ち込みから脱却し拡大～ 

増田 耕太郎 Kotaro Masuda 
(一財) 国際貿易投資研究所 研究主幹 

研  究  ノ  ー  ト

 

 要約 

・ 2012年の日本の対米直接投資は前年比2.2倍増の2兆5,609億円である。

2013 年第 1～3 四半期では 3 兆 7,130 億円と、2012 年実績を上回る。対

外直接投資額の 36.7％を占め、対中国投資額の 5.9 倍と大きい。投資額

の増加要因の 1 つは、ソフトバンクによる通信会社 SPRINT NEXTEL Co

の買収（約 216 億ドル）などの大型の M&A である。 

・近年の主な特徴は、①グローバル展開を加速化するために、世界に広く

事業を行っている米国企業の買収。②グローバル展開に不可欠な米国市

場での事業拡大。③米国の国内需要の回復等にともなう事業の拡大、④

広がるシェールガス関連分野への投資、⑤内需型産業～飲食・小売等の

サービス分野の事業拡大、などである。 

・今後も対米直接投資は拡大が見込まれる。米国市場は他の外国市場に比

べ長期的に安定した発展が期待できる。競争が激しいものの予測しがた

いビジネス・リスクは小さく市場参入しやすい。さらに中堅・中小企業

にとって米国市場での成功が与える社内の影響・効果が非常に大きいこ

とも重要な進出動機になる。 

なお、本稿は本誌 84 号（2011 年 6 月）掲載の「リーマンショック後の

対米直接投資の特徴」の続編である。 

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


    

178●季刊 国際貿易と投資 Spring 2014/No.95 

１．リーマンショック後の落ち込

みから脱却した対米直接投資 

 

最近の対米直接投資は、日本企業

の積極的な M&A を活用した投資を

中心に拡大している。リーマンショ

ック直後の落ち込みから脱却し拡大

傾向にあることは日米双方の直接投

資統計から明らかである。 

 

（1）日本からみた対米直接投資 

 

2012 年の日本の対米直接投資額

（国際収支ベース）は前年比 2.2 倍

増の 2 兆 5,609 億円である。過去最

高であった 2008 年（4 兆 4,617 億円）

には及ばないものの、リーマンショ

ック後の落ち込みから脱却し 2007

年以前より高い水準にある。 

2013 年の第 1～3 四半期の対米直

接投資額は 3 兆 7,130 億円で前年実

績の約 1.45 倍、2 年前の約 3.2 倍の

規模となり、対外直接投資額の

36.7％を占める。第 3 四半期に通信

業分野で 1 兆 9,716 億円の投資があ

り、後述のソフトバンクの Sprint 

Nextel Co 買収（216 億ドル）に要し

た支払が含まれている（注-1）。 

なお、対中国投資と比べると対米国

投資は 2012 年で約 2.4 倍、2013 年（1

～3四半期）では5.9倍と大きい（表-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）米国からみた日本の対米直

接投資 

 

米国の対内直接投資統計に基づく

日本からの直接投資額（2012 年）は

191.69 億ドルである。2008 年の

223.21 億ドルには及ばないものの、

2009 年と比べると 2.9 倍増で 3 年連

続の増加である。その間の米国の対

内投資総額の伸びは 1.1 倍なので、

日本からの投資の増加が目立つ。米

国の対内直接投資額の 11.9％を日本

 対米国 対中国 倍率 

 （億円） （億円） （倍数） 

2009 9,989 6,492 1.5 

2010 7,968 6,284 1.3 

2011 11,530 10,046 1.1 

2012 25,609 10,759 2.4 
2013 

（Ⅰ～Ⅲ）
37,130 6,254 5.9 

注 倍率は対米国投資額が対中国投資額

の何倍であるかを占めす。 

出所：日本銀行「地域別国際収支」 

表－１ 日本の対米・対中直接投資

の比較 
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からの投資が占め、10％を超えたの

は 2005 年以来の 7 年ぶりである。 

 

２．最近の対米直接投資の特徴 

 

投資事例からみた最近の日本企業

による対米直接投資の主な特徴は次

の点である。なお、事例は各社のホ

ームページ等を参考に、前回報告（本

誌 84 号、2011 年 6 月）以降のもの

を選んでいる（別表参照）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 事例は各社（米国法人を含む）の広報資料および米国における報道資料等を参考に

している。日本企業の対米直接投資事例は非常に多く、事例はそれらの一部にすぎ

ない（以下 同様） 

別表（1） 米国企業の買収事例～製造業 
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別表（2） 米国企業の買収例（非製造業分野） 
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1）グローバル展開のために米国企業

がもつネットワークを活用するた

めの買収 

2）グローバル展開に不可欠な米国市

場の獲得 

3）米国の国内需要の回復等に伴う事

業拡大 

4）広がるシェールガス関連分野の

投資 

5）内需型産業分野の米国事業拡大 

6）最先端技術開発を行うベンチャ

ー企業への出資・買収 

7）米国のインフラ部門への投資 

 

別表（3） グリーンフィールド投資の例 
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（1）米国企業がもつネットワーク

を活用するグローバル戦略 

 

第 1 は、グローバルに事業展開す

る米国企業を買収し、買収先がもつ

海外子会社を含めて傘下にいれ、グ

ローバル化を加速化させる投資であ

る。このタイプは前回にも紹介した

が、引き続き多くみられる。 

例えば、ソフトバンクは、携帯用

端末の世界最大級の卸売り企業・

Brightstar Corp（Brightstar）を買収し

子会社化した。Brightstar 社は世界 50

カ国以上に拠点があり 125 カ国以上

にサービス拠点を持つ。『携帯端末の

調達規模を拡大し、日米において競

争力をさらに高める』と説明してい

る。Brightstar 社の買収では端末調達、

後述の Sprint Nextel の買収ではネッ

トワーク機器の調達規模拡大が狙い

である。 

伊藤忠商事は Doll Food Company

のアジアの青果物事業と、缶詰や飲

料など全世界の食品加工事業を買収

した（2013 年 4 月）。買収により、

アジアでの果実、野菜の販売、北米・

アジア、欧州など 70 か国以上で果実

関連加工食品の販売網（流通・加工

拠点を含む）を得た。 

丸紅は Gavilon Holdings, LLC の買

収手続きが完了し、穀物取扱量は穀

物メジャー最大手の Cargill Inc.に次

ぐ規模となった（2013 年 7 月）。

Gavilon 社の穀物事業は、全米に 140

超の穀物集荷関連拠点による戦略的

集荷網をもち、全米第 3 位の穀物集

荷能力がある。穀物取扱量は 25 百万

トン（2012 年度見通し）から、買収

で 55 百万トンを超える規模になる。 

また、サントリー・ホールディン

グスによるウイスキーメーカー・Jim 

Beams の買収（2014 年 1 月合意、買

収額 160 億ドル）がある。同社の大

型買収案件はフランスの飲料メーカ

ー Orangina Schweppes Group（26

億ユーロ：2009 年）、英国のグラク

ソ・スミスクライン（GSK）の飲料

部門 13.5 億ポンド：2013 年）に続く

ものである。海外のブランドを日本

で販売する又は日本のものを外国で

販売する段階から、海外で販売され

ている商品を世界に販売する事業の

中核の一つにするというグローバル

展開のカタチが整うことになる。 
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（2）グローバル化に不可欠な米

国市場の獲得 

 

米国市場抜きにグローバル展開を

進めることはできない。世界最大の

経済規模・消費市場である米国市場

で競争に勝ち確固たる地位を築くこ

とは、グローバル企業になる必須の

要件である。その手段として米国企

業を買収する例が目立つ。この傾向

も前回と同様である。 

日本電信電話（NTT）は積極的な

M&A を行い、「日本の国内通信事業

者」から「グローバル IT ベンダー」

に大きく変わりつつある。過去には

米国企業等への M&A は巨額な特別

損失を計上することになったことも

ある。それでも積極的な投資を行う

のは北米での事業強化が欠かせない

からである。NTT は、Centerstance、

Solutionary, Inc.等の「クラウド」や

「セキュリティ」分野の企業を買収

した。NTT コムが買収した Vertela 

Technology（Vertela）は、世界の通信

事業者と提携し 190 カ国以上で法人

向けデータ通信回線を提供している。

NTT コムは現地の業者から回線を

借り顧客にクラウドを提供するケー

スが多かったのを、Vertela の買収で

自社の通信網でサービスができる。

顧客企業の要望に迅速に応えられる

ほか、コストの引き下げにもつなが

る。また、RegingWire Data 社の買収

は、手薄だった北米のデータセンタ

ーを拡充できる。いずれも、米国の

主要企業にサービスを提供している

ので、日本企業との取引が多い NTT

コムにとっては顧客基盤の拡大につ

ながる。そうした積極的な投資の効

果が表れている。テキサス州交通局

から受注した IT アウトソーシング

は NTT が買収した Solutionar、南ア

フリカの子会社、NTT データの米国

子会社が分担し行うことになる。 

ソフトバンクは米国の通信企業・

SPRINT NEXTEL Corp.の買収が完了

したと発表した（注-2）（2013 年 7 月）。

買収額は約 216 億ドル。SPRINT 社

の 100％子会社である高速無線通信

企 業 の Clearwire Communications 

LLC も傘下に収めた。さらに、米国

携帯電話 4 位の T-Mobile US を買収

する計画で関係者と最終調整段階で

あるとの報道があった（2013 年 12

月）。仮に T-Mobile の買収が成立す

ると、ソフトバンクは米国の携帯電
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話事業では上位2社に肉薄する3位、

グループ全体では世界 2 位の規模に

なる。 

製品ラインの強化を目的にした

M&Aの例に、ダイキン工業や東レ、

三菱レイヨンの炭素繊維メーカーの

買 収 が あ る 。 ダ イ キ ン 工 業 は

Goodman Global Group を買収し、米

国の住宅用空調機器～特にダクト式

の建物全体を冷暖房する分野を強化

した。「自社にない技術と米州地域に

強い商圏を手にいれることができ

た」と評価している。東レは Zolitek 

Companies, Inc を買収した。買収先は

風力発電用風車の羽根などに使われ

コスト競争力が求められるタイプ

（ラージトウ）が主力である。一方、

東レが得意とするのは高機能・高品

質で大型航空機の機体に用いるタイ

プ（レギュラートウ）である。この

ため、買収によって商品ラインを補

完できる関係にある。 

先にアジア等の市場に進出した後

に米国市場に参入する事業会社の例

に LIXIL がある。同社は米国の大手

衛 生 陶 器 メ ー カ ー の American 

Standard Plumbing 社（ASB）を買収

し、米国市場に参入すると発表した

（2013 年 6 月）。ASB はトイレや浴

室、キッチンの設備を製造する企業

で、138 年の歴史を持つ。LIXIL は 2

億ドルの負債も引き継いだので買収

に要する総額は 5.42 億ドル。米国で

は住宅建設の回復に伴いキッチンや

浴室関連の製品の需要が高まってお

り、LIXIL は買収によってこの波に

乗るための足掛かりを築くことがで

きる。LIXIL は ASB のアジア事業を

過去に買収しているので（2009 年）、

北米事業を入手したことになる。な

お、LIXIL はドイツの GROHE Group

を買収し米・欧を軸にグローバル展

開する態勢を得た。 

 

（3）米国の国内需要の回復等に

伴う事業の拡大 

 

新車の販売台数増など旺盛な需要

が期待できることから自動車分野を

中心に米国国内需要に対応した事業

拡大に伴う投資が増えている。 

例えば、乗用車や SUV の増産のた

めの設備投資を各社が発表している。

トヨタは LEXUS を、ホンダは NSX

の生産を開始するために工場を建設

し、2015 年から稼働する計画である。 
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日産は米国向け SUV『ローグ』の

生産を開始した（2013 年 10 月）。な

お、同社は 84 号で紹介した電気自動

車 LEAF に搭載する電池および

LEAF の生産を開始している。また、

ホンダは生産拡充で米国販売のほぼ

全量を米国で生産する体制にする方

針のようだ。 

部品等の分野でも小糸製作所、三

菱電機（電装品）、横浜ゴムなど、自

動車関連分野の企業の生産拡充が相

次いでいる。それだけではなく、素

材部門等にも広がっている。 

新日鉄住金は ArcelorMittal と共同

で設立する合弁企業がドイツの

ThyssenKrupp AG の 子 会 社

ThyssenKrupp Steel USA LLC を買収

すると発表した（2013 年 11 月）。2010

年に稼働させた自動車用鋼板工場

（アラバマ州）を取得することで、

日系自動車メーカーの米国生産の拡

大に対し北米での供給不足を解消し

グローバル供給体制を強化するのが

狙い。 

コベルコ建機（神戸製鋼所の子会

社）は、米国に建設機械の生産工場

を 2015 年までに建設する意向と報

道されている。不動産開発やシェー

ルガス採掘のためのプラント建設が

盛んで、油圧ショベルなどの建設機

械需要が伸びている。そこで米国で

生産し価格競争力や製品供給力を高

めるのが狙いである。 

 

（4）広がるシェールガス等関連

の投資 

 

シェールガスに関係する分野の投

資も前回と同様である。米国では中

長期的なエネルギー開発の拡大が見

込まれるので、シェールガス・シェ

ールオイル、メキシコ湾深海の油田

開発が活発に進むと予想されている。

日本からの投資は採掘段階の権益確

保の目的から、最近ではシェールガ

ス等の生産拡大に伴い下流部門等の

関連分野に広がっている。 

上流部門では、採掘用油井管など

の関連資材の需要も確実に拡大する

ことを見込んだ投資が目立つ。 

例えば、新日鉄住金は米国子会社

を通じ、油井管加工を手掛ける WSP 

Houston OCTG ヒューストン OCTG

の工場設備を買収、設備増強して

2015 年中に生産を開始する。JFE ス

チールは兼松子会社と合弁で新会社
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を設立し、Benoit Machine LLC の油

井管加工に関する事業及び関連保有

資産を取得した。伊藤忠丸紅鉄鋼は、

米国の油井管専門商社の Sooner Inc

の 100％株式を取得することで合意

した。買収により取扱量は倍増し世

界シェアは 10％超になる。なお、商

社による鉄鋼商社買収例には住友商

事による Edgen Group Inc の買収が

ある。米国内の販売強化に加え、買

収先企業が持つ中東やアジアなど

18 か国の販売拠点をもつグローバ

ルな販売網を活用する。 

シェールガスを活用する化学部門

の投資も目立つ。シェールガスを原

料とすることで生産コストの低下を

図るのが目的である。例えば、信越

化 学 は 米 国 の 生 産 子 会 社

SHINTECH の塩ビモノマーおよび

塩ビ樹脂の生産を拡大することを決

め 2015 年に稼働する。世界最大の塩

ビ樹脂メーカーの同社にとって、生

産能力の約 65％を米 SHINTECH が

生産することになる。クラレはシェ

ールガスを使って接着剤などに使わ

れる機能性樹脂「ポバール」の新工

場を 2014 年秋以降に稼働させる。 

 

（5）内需型産業～飲食・小売等

のサービス分野の事業拡大 

 

近年目立つ特徴の一つが、実績を

上げている小売・飲食などのサービ

ス業分野企業の進出である。 

例えば、ドンキホーテは食品スー

パーの MARUKAI Corp を買収した

（2013 年 7 月）。同社は 2006 年にハ

ワイに進出し 3 店舗経営しているが、

ハワイ州やカリフォルニア州で日系

人を主な顧客対象に 11 店舗を経営

するMARUKAIを買収することで米

国事業を強化する。なお、買収はシ

ンガポールにある海外事業持株会社

（PPI）の米国子会社経由で行なって

いる。 

ニトリは 2013 年末までにカリフ

ォルニア州南部に 2 店舗開店すると

発表した（2013 年 9 月）、17 年度ま

でに 17 店舗開店する計画である。店

舗名は家具・インテリアの専門小売

店「AKi－Home」。ニトリの海外進

出は台湾に次いで 2 か国目。 

外食産業の進出例に大戸屋、丸亀

製麺など多数あり、外食チェーン店

等のサービス業の進出関心は高いも

のがある。 
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この背景には、日本の人口減少等

がもたらす成長力鈍化、需要減退へ

の懸念である。外国での事業拡大の

強化を図り企業発展につなげていく

との考えは、日本国内に軸足がある

「内需型」企業に共通する。前述の

NTT グループ、東京海上ホールディ

ングスによる損害保険階会社の

Delphi Finanncial Group（DFG）の買

収など。 

なお、飲食等サービス業企業の米

国での事業拡大は、アジア諸国への

進出では得られない社員のモチベー

ション向上など経営に与える効果も

大きいことも多店舗展開を含め、進

出動機になる。 

 

（6）最先端技術開発・研究開発

を行うベンチャー企業への

出資・買収 

 

対米投資のM&Aの特徴の 1つが、

有望なベンチャー企業に出資するこ

とである。最先端研究開発分野の医

薬品、IT 関連ソフト&サービス企業

の買収は、前回同様に目立つ。 

例えば、大塚製薬（株）は米国子

会社を通じて Astek Phamaceuticals 

Inc.（Astek）を買収することで合意

したと発表した（2013 年 9 月）。Astek

は 1999 年創業のバイオテクノロジ

ー企業で、分子設計創薬技術に優れ

過去 8 年間に新規化合物を臨床開発

段階に 9 件を移行させた実績をもつ。 

東芝は 2008 年創業の Consert Inc

を買収した（2013 年 2 月）。Consert

社はスマートグリッド、スマートコ

ミュニティ構築に必要な電力企業向

けデマンド・レスポンス・システム

のソフトウエア開発やそのための機

器・サービスの提供を行っている。 

ソニーは、疾病検査、治療モニタ

リング、血液検査のための Point of 

Care機器の開発や第三者向け開発受

託事業を行うベンチャー企業、

Micronics Inc を買収した（2011 年 9

月）。Point of Care とは、Point of Care

診断は患者の検体を専門の外部試験

施設に送らずに、診療所や救急セン

ター、病院内のベッドサイドなど患

者の近くで検査結果を出し迅速で正

確な診断を可能とすることを指し、

ソニーは診断機器の開発と事業化を

加速させることをねらう。 

楽天は米国の Webgistix の全株式

を取得し完全子会社にした。米国で
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展 開 し て い る モ ー ル 事 業

「Rakuten.com Shopping」の出店者向

けに商品の保管、受注、発送などを

代行する「フルフィルメントサービ

ス」を提供するのが狙いであるが、

買収先の技術を日本でも活用する。

楽天はビデオストリーミング・サー

ビスを世界に展開するVikiも完全子

会社化（2013.9）した。ORIX は建物

のエネルギーマネジメント・サービ

スの Enovity を買収（2013.10）する

など対象分野が広がっている。 

 

（7）インフラ部門への事業拡大 

 

インフラ関連分野の投資は前回報

告に引き続き活発である。前回報告

で日本車両製造の米国生産決定など

が実行され稼働している。鉄道車両

では新たに近畿車両が海外生産を開

始する。 

セブン銀行の ATM 買収、前述の

ソフトバンクの Sprint Nextel 、

T-Mobile の買収、NTT コムの Ventela

買収などもインフラ部門の投資とい

える。 

 

３．まとめにかえて 

 

前回の報告ではリーマンショック

直後に落ちこんだ日本企業の投資が

回復過程にあった。それから 3 年経

過し、Ｍ&Ａの大型化等、より積極

的に事業拡大する傾向が顕著である。

IT、エネルギー関連分野など広範囲

の分野での米国企業への M&A が主

であることは変わりがない。一方、

内需型業種でも対米投資を強化する

など投資の拡大がみられる。 

こうした傾向は今後も持続し対米

直接投資は拡大し続けると見込まれ

る。 

第 1 は、市場の大きさと成長性で

ある。米国は人口が 3 億人を超える

先進国最大の人口を持ち、人口が増

加する稀有の先進国である。国際協

力銀行の「海外直接投資アンケート

結果」（JBIC 調査）によれば、中期

的有望事業展開先国を尋ねると先進

諸国の中では常に 1 位、新興国・途

上国を含めても常に 7～10 位にある。

また、米国を有望先と回答した理由

に「市場の規模」と「市場の成長性」

をあげている（表-2）。JETRO の『2013

年米国進出企業実態調査』でも、回
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答した製造企業 661 社の 60.1％が今

後 1～2 年以内に『事業拡大』すると

答えている。 

第 2 は、誰もが認める「ビジネスの

し易さ」である（注-3）。前述の JBIC 調

査では進出にあたっての懸念とする

課題では、米国の場合の回答をみると

「他社との激しい競争」に集中し、他

の課題項目は皆無ないし例外的な少

数に留まる。新興国や途上国の場合に

懸念される多くの課題の意見は少な

く、多くの回答者は米国でのビジネス

のし易さを認めている。この結果は常

に同様で、安定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 ％ 
 米国 インドネシア 中国 
中期的（今後3年程度）有望事業展開先

国・地域（【 】内は前年） 
10位 

【9位】 
1位 

【3位】 
4位 

【1位】 
有望理由（回答企業数） （C54社） （215社） （183社）

現地マーケットの現状規模 70.4 30.7 61.2 
現地マーケットの今後の成長性 53.7 84.2 67.8 

政治・社会情勢が安定 35.2   
現地のインフラが整備 29.6   

産業集積 27.8 14.9 25.1 
現地の物流サービスが発達 27.8   

安価な労働力  38.1  
組み立てメーカーへの供給拠点  25.1 26.8 

第3国輸出拠点   17.5 
課 題（回答企業数） （40社） （194社） （179社）

他社との厳しい競争 85.0 29.9 62 
労務問題 22.5 26.8  

労働コストの上昇 20.0 41.2 77.1 
課税強化 17.5   

管理職クラスの人材確保が困難 12.5 26.8  
インフラの未整備  31.4  

法制の運用が不透明  30.4 55.3 
現地の知的財産権の保護が不十分   46.4 

治安・社会情勢が不安   31.8 
注  数値は回答企業数の割合（％） 
出所：国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」（第 25 回） 

表－２ 中期的にみて有望事業展開先の国と有望理由および課題 

（2013 年度） 
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このことは日本国内での事業が主

体であった「内需型」企業にとって

「ビジネスがしやすく、カントリー

リスクが低い」米国は投資しやすい。

前述の NTT グループヤサントリー

同様に、日本が主体のサービス分野

の企業が大型 M&A による投資を行

う可能性は高い。特に中堅・中小規

模の企業にとって進出しやすい対米

投資の拡大が見込まれる。 

日本の対米直接投資残高（2012 年

末）は 24.7 兆円と全体の 27.5％を占

め、対中国の約3.1倍の規模である。

また、対米投資からの直接投資収益

は1.17兆円で対中国投資のそれの約

1.7 倍と大きい。 

一方、日系企業による対米直接投

資の状況を米国にある外資系企業の

活動状況（2012 年）でみると、直接

投資残高（3.094 億ドル）は英国に次

いで大きい。その結果、①総資産で

は外国系企業の約 11.7％（1.51 兆ド

ル）、②設備等の合計では約 13.7％

（2657 億ドル）、③雇用者数では約

12.5％（約 76.7 万人）を占める（UBO

ベース：（注-4）。 

製造拠点だけでも全米 50 州中 49

州にあり、各地の地域経済活動の一

端を担っている。このため、日本の

対米直接投資の拡大は日米双方にと

って重要であり、歓迎される投資と

して期待が大きい。 

 

【注】 

1. 【通信企業の買収】米国企業を買収する

際、国家安全保障に関係する場合には外

国投資委員会（CFIUS）や連邦通信委員

会（FCC）の承認が必要である。（本誌

89 号「中国企業の対米投資の特徴～～

米国企業の買収と対内直接投資規制～

（季刊 89 号、2012 年）」参照）。 

2. ソフトバンクの Sprint 買収の場合は、買

収合意は 2012 年 10 月 15 日。買収完了

は 2013 年 7 月 10 日である。同様に、

T-Mobile の買収には関係当局の承認が

必要なので実現までに時間がかかると

予想される。 

3. 【 米 国 の 魅 力 】“ Select USA 2013 

Investment Summit（2013 年 10 月 31 日

~11 月 1 日開催）では、米国の魅力を①.

安定した資本市場、②最大の消費市場、

③開かれた経済（20ヵ国とのFTA 締結）、

④知的財産の保護、⑤ 安価で豊富なエ

ネルギー、⑥整備されたインフラ、⑦ 教

育水準の高さ（高い起業家精神）などを

あげている。 
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4. 【UBO ベース】米国では米国に直接投

資を行った投資者（“Foreign Parent”）基

準と、米国子会社を最終的・実質的に支

配する投資家（「最終的な実質所有者」：

“Ultimate Beneficial Owner”（UBO））ベ

ースに基づく直接投資統計がある。 

 

【参考資料等】 

1. 事例は各社（米国法人を含む）の広報資

料および米国における報道資料等を参

考にしている。日本企業の対米直接投資

事例は非常に多いので、本稿で取り上げ

た事例は（表を含む）、それらの一部に

すぎない。 

2. 日本銀行『地域別国際収支』 

3. 米国商務省 BEA：“Selected Financial and 

Operating Data of All Bank and Nonbank 

U.S. Affiliates by Country of UBO, 2011”

「リーマンショック後の対米直接投資

の特徴」（本誌 84 号 2011 年） 

4. 国際協力銀行：『わが国製造業企業の海

外事業展開に関する調査報告－2013 年

度海外直接投資アンケート結果（第 25

回）－』（2013 年 11 月） 

5. 日本貿易振興機構『2013 年米国進出企

業実態調査』 

6. 「中国企業の対米直接投資の特徴～米

国企業の買収と対内直接投資規制」（本

誌 89 号 2012 年）

 

 

(一財）国際貿易投資研究所が発行する直接投資統計資料のご紹介

国際貿易投資研究所が毎年発刊している直接投資に係る統計集は次のものです

最新版 （発行時期） 注
1 主要国の直接投資統計集（概要編） 2013年版 （2013年12月） 1997年より毎年発行

2 主要国の直接投資統計集（国別編） 2013年版 （2013年6月） 1997年より毎年発行

3 国際直接投資マトリックス 2013年版 （2013年12月） 1998年より毎年発行

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




