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　本書は筆者にとっての初めての単著であり、

多国籍企業のグローバル資金管理を題材に多国

籍企業の新たな支配構造を明らかにしようとす

る意欲的な著書である。

　さっそく、以下簡単に本書を紹介しよう。序

章には本書の課題とアプローチが示されてい

る。本書における分析の中心は、「大量の（多国

籍企業の）グループ内取引やそれに伴う決済業

務を効率的に行なうため、・・インハウスバン

クという子会社を通じたグローバル・キャッ

シュマネジメント・システム」（1 ページ、以下

数字は本書のページ数）の状況である。このイ

ンハウスバンクを通じる多国籍企業内の種々の

資金フローが、「多国籍企業による直接投資の

本質が外国企業の支配である」（4）という S. ハ

イマーの議論とどうかかわるのかが本書の課題

とされ、本書では、「経営学的な多国籍企業論

というよりもむしろ資本の動きとそれによる子

会社の支配という点に着目した」（7）とされる。

　第 1 章において筆者は「インハウスバンクは

複雑化したグループ内の決済を集約し相殺する

ことで、効率的な現金・資金管理を実現しよう

とする」（13）子会社であり、インハウスバンク

を中心とする多国籍企業内国際マネーフローを

図表 1 － 4 でモデル的に示される。この図で示

された多国籍企業内国際マネーフローのうち

「多国籍企業内における株式投資や貸付といっ

た投資に関わるマネーフローを『多国籍企業内

国際投資フロー』、利子や配当といった所得に

関わるマネーフローを『多国籍企業内国際所得

マネーフロー』、両者を合わせたマネーフロー

全体を『多国籍企業内国際マネーフロー』」（22

～ 23）とされる。

　ところが、これらのマネーフローには従来の

直接投資の含意（直接投資は「支配」を目的とし

た投資）と合致しないものが含まれてきている

という。その典型が「逆投資」（インハウスバン

クなど子会社から親会社への投資）であり、イ

ンハウスバンクによるプーリングを介した多国

籍企業内国際投資フローなどである。そこで筆

者はインハウスバンクを介した「多国籍企業内

の新たな投資形態は、（S. ハイマーなどの）直接

投資の本質・・「支配を目的とした投資」とい

う概念に合致するものなのか」（39）と問い、こ

の問いが以下の章での検討課題となる。

　第 2 章では、インハウスバンクを軸としたグ

ローバルな資本移動を、アメリカ商務省のデー

タ（図表 2 － 1 ～図表 2 － 6）とオランダ中央銀

行のインハウスバンクに関するデータ（図表 2

－ 7 ～図表 2 － 10 など）に基づいて概観し、以

下のマネーフローが確認される。1）親会社から

資金を調達し、それをヨーロッパ子会社に投資

されるマネーフロー、2）インハウスバンクが証

券市場などで外部資金を調達し、それを親会社、

子会社へ投資するマネーフロー、3）インハウ

スバンクが子会社間の所得・投資を仲介するマ

ネーフロー。

　第 3 章では、インハウスバンクを軸にしたマ

ネーフローを 2 つのデータに基づいて確認した

うえで、直接投資には 3 つの形態があるという

筆者の積極的な見解が提示される。第 1 の形態

は従来型の親会社から子会社への投資（「支配

実現型直接投資」）、第 2 の形態は子会社から親

会社への「逆投資」、第 3 の形態は子会社の「収

益再投資」である。第 1 の形態は、ハイマーな

どの既存の研究における直接投資の概念と合致
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している。外国企業を支配するための投資であ

り、親会社が子会社の株式を購入することで実

現する。

　「筆者もまたハイマーと同じく、直接投資の

本質は支配と支配による超過利潤の獲得にある

と考える」（86）と第 1 の形態を重視する視点を

示したうえで、「逆投資」（第 2 の形態）は資金の

流れが逆であり、「直接投資の定義を揺るがし

ている」（87）と、また、第 3 の形態である「収

益再投資」については、「今日の多国籍企業では、

（従来とは）異なる収益再投資も増大している。

すなわち、子会社は自社内に残している余剰資

金を、プーリングを通じて他の子会社に貸付を

行なう」（88）と「収益再投資」の新たな特徴（＝

「グループ内収益再投資」を把握している。以

上のように筆者は直接投資の 3 つの形態を強調

し、第 4 章からの章の分析はそれぞれの形態の

分析に当てられる。

　第 4 章では、第 1 の形態（「支配実現型直接

投資」）が分析される。これは外国企業の買収

（M&A）、新規に子会社を設立するための出資

（グリーンフィールド投資）であり、株式直接

投資と子会社向け貸付の合計である。前者が過

半で後者は約 3 割である。また、今日の直接投

資では「収益再投資」が大きな割合を占め、第

1 形態の投資は対外直接投資全体の 20％程度し

か占めないこともある。さらに、この章では地

域別、産業別の分析があり、製薬業、石油業、

金融分野の第 1 形態の直接投資が示される。そ

して、本章の「まとめ」において、「やはり直接

投資において支配実現型直接投資がもっとも重

要である・・（それは）多国籍企業が外国企業

を支配するための 初の投資であり、これがな

ければ逆投資も収益再投資も存在しない」（144）

と再度第 1 形態の投資の重要性が強調される。

　第 5 章では、非出資型国際生産（NEM）につ

いて考察される。NEM では第 1 形態の投資が

ないのにも関わらず一定の「支配」が実現され

ているからである。「NEM は資本の動きを伴わ

ない経営資源のみの移転を意味する」（150）と

され、第 1 形態の投資は「企業がもつ優位性を

外国子会社の「支配」によって利用しようとす

る活動で・・アウトソーシングなどは企業が

既に失った優位性を外部企業に委託する（もの

で）、・・WIR2011（UNCTAD のレポート）のよう

に NEM を貿易と直接投資の中間形態と位置づ

ける議論は・・本質を見誤っている」（159）と

NEM についての筆者の見解が示される。

　第 6 章は第 2 の形態（「逆投資」）についての

分析である。「逆投資」は 2 つが考えられると

し、「1 つは、親会社の資金調達の代替手段・・

もう 1 つは対外直接投資の資金回収」（163）で

ある。前者は「インハウスバンクが資金を調達

し、それを親会社に貸し付ける」（同）というも

のである。これは課税を避けるために生じた

が、税制が撤廃されこの逆投資は縮小している

という。重要なのは後者の「回収」であると筆

者は考える。以下の主張である。「多国籍企業

の海外での活動の拡大と租税回避とにより、グ

ループの利益や現金の大半が外国子会社の保有

となっている・・こうした利益をさらなる成長

に結びつけるために、多国籍企業はこれらを必

要に応じて本国親会社や他のグループ企業に移

動させなければならない。・・逆投資は多国籍

企業がこのような税負担を回避しながら、子会

社の資金を親会社に移動させる手段となってい

る」（186）。その際、「研究開発がアメリカで行

われているために、外国子会社には余剰資金が

蓄積され、逆に親会社は資金不足になる」（182）

という事態が考えられている。

　第 7 章では第 3 の形態（収益再投資）が分析

される。「今日のアメリカの直接投資の大半は

収益再投資である」（193）。オランダ・ルクセン

ブルグ・アイルランドの 3 か国でヨーロッパ

全体の収益再投資の 70％を占めているという

（194）。それは資本参加免税などの制度がある

からである。オランダ等の収益再投資について、

筆者は「実態的にみても理論的にみても、事業

子会社レベルでの収益再投資というよりは、む

しろグループに利益がインハウスバンクに集中

されている」（195）と考えている。「事業会社が

獲得した利益を、この子会社のみが利用するの

ではなく、ヨーロッパ全体を見渡したうえで、

成長を見込める事業や国に再投資することが多
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国籍企業のさらなる発展をもたらすのである」

（195）。このようにグループ全体で再投資に当

てられる内部留保を筆者は「グループ内収益再

投資」と呼んでいる。

　インハウスバンクに集められた収益は 2 つの

方途に使われる。1 つはプーリングを介したグ

ループ内資金不足子会社や親会社への短期貸付

であり（199）、インハウスバンクが設定する金

利については図表 7 － 5 に示されている。もう

1 つは新たな「支配実現型投資」に当てられ、「多

国籍企業は、グループ内収益再投資を通じて新

規子会社を獲得」（222）していくのである。

　以上が本書の内容のあらましである。再度、

簡単にまとめると、完全子会社であるインハウ

スバンクを軸とする多国籍企業内の資金フロー

の分析を通じて、多国籍企業の新たな支配構造

を究明しようとするのが本書の課題である。そ

の課題を果たすために、筆者は直接投資を 3 つ

の形態に分類するという独自の見解を示され

た。もちろん、筆者は 3 つの形態の中で第 1 の

形態が直接投資の根幹であるということを強調

される。

　本書によってインハウスバンクを軸とする多

国籍企業内の資金フローの詳細な実態が解明さ

れ、多国籍企業の新たな支配構造をこれまでよ

りもはっきりと把握できるようになった。この

ことを評者は高く評価したい。そのうえで、本

書の理論的焦点が直接投資の 3 形態への分類で

あるから本書の検討もこの分類に焦点を当てな

ければならないだろう。

　評者は直接投資論、多国籍企業論を専門とす

る研究者ではないので、これまでの直接投資論、

多国籍企業論の研究史についてはよく知らな

い。しかし、書評執筆作業を進めていく中で以

下のことが気にかかってきた。つまり、従来の

直接投資論あるいは多国籍企業論は以下のこと

を明確に区分してきたのだろうか。親会社が子

会社を設立していく過程、既存企業の買収等で

支配関係を伴った多国籍企業を構築していく過

程における資金のフロー（筆者の言う第 1 形態）

と、出来上がったグローバルな統体としての多

国籍企業の資本循環・回転、資本蓄積の進行途

上における親会社と子会社間の資金フローとは

概念的に区分して考察する必要があるのではな

いだろうか。

　企業は多国籍企業であろうとなかろうと、資

本循環・回転、資本蓄積の進行途上においてた

えず遊休貨幣資金を生み出し、それが生産など

に再投入されるという過程を繰り返していく。

多国籍企業の場合、その過程が国境を超えるた

めに種々の理論問題を提起するのである。筆者

が第 2 形態、第 3 形態の投資と言われるものの

中には統体としての多国籍企業の資本循環・回

転、資本蓄積の進行途上における遊休貨幣資金

の形成と再投入が含まれていよう。したがっ

て、多国籍企業の資金の流れは、外国企業の買

収、新規に子会社を設立するための出資に伴う

流れ―支配を伴う親会社と子会社の統体とし

て多国籍企業の構築に伴う資金の流れと、その

統体としての多国籍企業が資本循環・回転、資

本蓄積の進行途上においてたえず遊休貨幣資金

を生み出し、それが生産などに再投入される資

金の流れに基本的に区分されるのではないだろ

うか。これが本質的な区分ではないだろうか。

筆者の言う所得に関わる流れも基本的には資本

蓄積に関連する流れと支配確立・拡充に伴う流

れに区分できよう。

　また、筆者の言う第 2 形態、第 3 形態の中に

も多国籍企業が支配を拡充していく資金の流れ

が含まれていよう。それが親会社から子会社へ

の流れではないから筆者は第 2、第 3 の形態に

区分しているに過ぎないのではないだろうか。

国内企業の場合にも、支社があげた「利益」が

本社に回送され、その資金でもって本社が新た

な支社を作り出していくことは日常的に見る事

象である。それが多国籍企業の場合には、筆者

が言う「逆投資」「収益再投資」の大部分になる

のではないだろうか。「逆投資」「収益再投資」の

かなりの部分が、子会社のあげた「利益」が親

会社の指示のもとにインハウスバンクを通じて

親会社、インハウスバンクに吸い上げられ、新

たな子会社設立等の支配拡充のために利用され

るのであり、子会社の「利益」の独自利用を禁

止している事態であろう。また、「逆投資」「収
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益再投資」の中には資本循環・回転、資本蓄積

の進行途上の資金流れが含まれている。グルー

プにおける資金のプーリングと相互の貸付など

はそれである。

　本書はインハウスバンクを軸にした多国籍企

業のマネーフローを十分に把握したのである

が、そのフローをフローの方向ではなく、上に

記した基本的な 2 つの区分に分ける理論的な視

点が必要ではないだろうか。つまり、支配の資

金フローと資本の循環・回転、資本蓄積の過程

において生まれた資金の効率化に関連する資

金フローとへの区分である。筆者による区分は

IMF=OECD の直接投資の定義の議論にこだわっ

たからであろうか。また、3 形態の区分と第 1

章で指摘されていた「多国籍企業内国際投資フ

ロー」、「多国籍企業内国際所得マネーフロー」

の区分の関連はどうのだろうか。実際は、支配

のためのフロー、資本の循環・回転・蓄積に伴

うフロー、それに所得に関連するフローがあり、

後のフローは、資本蓄積に伴うフローと支配

のフローを含んでいるのであろう。そして、そ

れらのフローが筆者の言う 3 つの現象形態の流

れを作るのであろう。

　以上で、評者のコメントの重要な部分は終了

したのであるが、気になったこととして「逆投

資」と「グループ内収益再投資」がかなりの部分、

重複するのではないかということがある。「グ

ループ内収益再投資」があるから「逆投資」、つ

まり、子会社（インハウスバンクを含む）から

親会社、子会社からインハウスバンクへの「逆

投資」が生まれるのであろう。これも、直接投

資の区分の問題であるかもしれない。

　さらに、いくつかの点を指摘しておこう。「イ

ンハウスバンク」と言われるものは、実は多国

籍企業の親会社の「財務部」が「完全子会社」化

されたものと考えられよう。従来は親会社の財

務部が担当していたが、それでは不十分となり、

親会社、全子会社のマネーフローを統括する部

署として「インハウスバンク」が子会社として

設立された。それゆえ、親会社とインハウスバ

ンクの支配関係、人的関連などにも言及がほし

かった。また、図表 7 － 5 にインハウスバンク

が設定する金利が示されている。これは「トラ

ンスファー・プライシング」と同様に市場ベー

スのものではない。「グループ全体で資金を効

率化することである」（204）。国内においても支

配関係を伴っている企業間での融資には同様の

ことがみられよう。

　 後に、評者は多国籍企業の国際財務管理

について、国際過剰資金の形成と通貨危機に

関わって、以前、以下のように記していた。

長い文を簡潔にして示そう。「多国籍企業の国

際財務管理はその種々の管理方策によって国

際間の資金移動を高めていった。・・多国籍

企業は intracompany payments を利用すること

により、実際の国際取引とは異なる資金移動

を発生させることができる・・（Implications 

of Multinational Firms for World Trade and 

Investment and for U.S. Trade and Labor, U.S.Tariff 

Commission, Feb.1973, pp.517-531）」。「多国籍企

業はその内部にたえず発生する貸付資本への転

換可能な資金を intracompany payments を縦横

に利用した国際財務管理によって実際の国際貸

付資本へと動員していくのである」（『多国籍銀

行とユーロカレンシー市場』同文舘、1988 年、

54 ページ）。今回の評者のコメントの視点は以

上をもとにしている。

（2017 年 5 月）


