



第３節 アメリカ・ドイツにおけるグローバル化と製造業

 以下では、既存文献からグローバル化と経済成長の関係について経済理論・実証分析
上の知見を概観した上で、グローバル化の進展を成長の機会として活用している国々の
貿易・産業構造や���での位置づけなどを分析し、グローバル化の進展が経済成長や雇
用に与える影響には、国ごとにどのような特徴がみられるのか考察する。

１．グローバル化と経済厚生、成長

グローバル化は成長を促し、経済厚生を改善するのだろうか。経済学者は従来、貿易
が自由化されることで、競争が完全であれば資源配分の組合せが変わり、技術的に生産
可能なフロンティアが広がったのと同じ効果がもたらされ、厚生が改善するとしてき
た。例えば、中国や中東欧諸国は相対的に安い労働コストを活かして輸出を拡大するこ
とにより、高い成長を遂げたとされている。
グローバル化はどの程度経済厚生を改善するのだろうか。アメリカのピーターソン研
究所の試算結果によれば、第二次大戦以降アメリカが世界経済との結びつきを強めるこ
とで、実質世帯所得は年間  ドル増え、同期間にグローバル化から受けた恩恵は
年間で ��� の１兆ドル相当以上との試算結果もある。
グローバル化が経済厚生を改善する経路を大別すると、  資源再配分を通じた経路
と、  生産性上昇を通じた経路があることが指摘されている。すなわちグローバル化
が進むことで、企業、業種、国、地域間など様々なレベルでの資源再配分が促されると
同時に、海外からの技術のスピルオーバーや輸入競争に直面した企業の投資活動等によ
り、生産性が押し上げられる。以下では、両者の経路に関する最近の議論を簡単に整理
し、グローバル化が経済厚生を改善することを示したい。

（資源配分の経路：製品や中間投入財の選択）
標準的な貿易理論では、貿易の自由化による業種間や国の間での資源再配分や相対価



����������������
貿易が経済厚生を改善すると主張する文献では、しばしば、自給自足状態と自由貿易またはそれに近い状態を比較
し、前者から後者に移行する間経済がどのような調整過程を経るのかについて論じていないことや、生産要素の移動
に調整コストがかからない状態を想定したり、失業の存在を想定していないケースが多いことには十分な留意が必要
である。

アメリカの歴史経済学者 ����������のブログによる。� 
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こうした見方は ������������������������������������による。なお、本稿では議論の整理上経路を二分したが、実際
には生産性の上昇は資源再配分を伴っている場合も多く、単純な二分化はできないことには留意が必要である。
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格の変化に注目し、各国は比較優位のある業種の生産に特化していくことで、規模の経
済のメリットを得ることができると指摘した。
 年代半ば以降になると、業種間や国の間の資源配分ではなく、企業間の配分が注目
されるようになった。その契機となったのは、一つの産業内に多数存在する企業のうち
輸出企業はごく一部で相対的に生産性が高い企業であることが明らかになったことに
ある。これを受け、同じ業種に属する企業を同質のものとは扱わずに、個別企業の行動
に焦点を当てた分析が主流になった。貿易の自由化を通じて、生産性が低く貿易を行わ
ない企業から生産性が高く貿易を行う企業に資源の再配分が進む結果、産業レベルの平
均生産性が上昇する。また、グローバル化が進めば、各企業はより多くの選択肢の中か
ら、より安価で効率的に活用できる財やサービスを選んで中間投入するようになり、投
入製品・サービスの選択を通じた資源の再配分が起きることで、生産性や収益性が上昇
すると考えられる。
���������������������では、ハンガリーにおいて、 年から  年間で製造業の生産性は
％上昇したが、うち２割以上が中間投入する輸入品の量や種類を増やしたことによる
と指摘し、関税引下げが企業収益を大きく増加させたと論じられている。また、インド
では、中間投入財に係る関税自由化の結果、輸入される中間投入財の品目数が大幅に増
加し、海外と国内の投入財を組み合わせることで、国内で生産される製品の幅が広がり
生産が増加したとの指摘もある。
グローバル化が生産性の押上げに寄与したのはこれまで使えなかった様々な中間投入
を使えるようになったことよりむしろ、製品を変更することなどにより、資源再配分が
進んだため、との指摘もある。例えば、複数の製品を作っている企業が、企業内の生産
資源の配分をより収益性が高い製品（高付加価値製品）にシフトさせれば、企業レベル
での収益性が改善し、生産が伸びる。後述するように、高付加価値製品には国際市場で
の需要の価格弾力性が低い製品が含まれることも多く、成長の原動力になりやすい。ア
メリカの企業は生産する製品の見直しを頻繁に行い、例えば貿易自由化等消費者の需要
構造を変化させるショックに際し、生産する製品をこまめに変えることで、資源再配分
が促されている。


初期の議論には、アメリカ企業の分析を行った �������������������������などがある。輸出企業の生産性が高い理由
は、生産性が高い企業が輸出に従事する可能性と、輸出を始めることで生産性が上昇する可能性とが考えられるが、
冨浦（）では、因果関係の方向性については未だに論争の決着を見ていないと指摘している。

例えば ����� のカナダ製造業の生産性に対するプラスの影響について、��������������参照。

 年の貿易自由化以降増加した中間財輸入の  は、自由化以前は輸入されていなかった製品であった。

����������������������

���������は中国で加工貿易に従事する大企業では、中間財よりも最終財の輸入関税率が引き下げられたことで生産
性が大きく上昇したとし、中間投入の変更以外の要因が鍵であると指摘した。

���������������������������




－

17

－





（資源配分の経路：オフショアリング）
グローバル化により生産プロセスや生産以外の企業活動が多くの国の間に分散する
（国際展開される）動きが広がっている。こうした分散化が広がった背景には、��� に
よる情報通信費用の急激な低下があるとされている。分散化が進むと、各国の比較優位
を活かした国際分業が徹底し、部品や中間財の越境取引が何度も記録されることになる。
一般に、企業の財やサービスの調達先（特に企業固有の特注品やサービスの委託・外注
について）が国境を超えることをオフショアリングと呼ぶ。こうしたオフショアリング
を通じて、企業が比較優位のない業務を海外に移転し、国内では比較優位のある業務に
生産資源を集中することができるようになれば、国内外での資源再配分を通じて企業の
生産性が上昇する可能性がある。
ただし、自国より他国でより安く労働力が使える場合、それを用いる業務を他国に移
転すると、労働者の監視や他の業務との連携を取ることがより難しくなる。このため企
業は、オフショアリングのメリットとコストとのバランスを考えながら、オフショアリ
ングに関する意思決定を行うと考えられる。オフショアリングと生産性の間の因果関係
は明らかではないものの、相対的に大企業かつ生産性の高い企業がオフショアリングを
行う傾向も確認されている。本節の後段では、ドイツの自動車企業がオフショアリング
を通じて中欧諸国等への中間財依存を高めるとともに、国内で生産する製品を高付加価
値製品に特化させた例を紹介する。
これに対し、例えば従来自社開発していたプログラムを海外から購入するなど、非生
産部門の内部業務が企業の境界や国境を越えて立地するようになることをアンバンドリ
ングと呼び、サービス貿易の増加につながっている（非生産部門の内部業務を海外から
調達する例として、スウェーデンの自動車産業のケースを後述）
。アンバンドリングは、
財のオフショアリングと比較して、企業の内部再編により大きな影響を及ぼし、生産可
能フロンティアをより大きく押し上げる可能性があるため、生産や雇用の増加につなが
るとの見方がある。





以下オフショアリングの影響に関する議論は、専ら親会社への影響に注目し、進出先国への影響は論じていない。
ここでの議論は製造業企業がスキル集約的でない生産部門を低賃金諸国に移転させる「垂直的、要素追求型」対外
直接投資に関するものである。それ以外に製造業企業がスキル集約的な生産部門を高賃金諸国に移転させる「水平
的、市場追求型」対外直接投資も行われている。

���������������������

��������������など。

���������������������は、フランスのサービス業企業が対外直接投資を行うと、内外の業務の補完性からマネージメン
トや調整業務が増大し、国内雇用が ％増えたとしている。

アンバンドリングと生産性の関係に関する初期の包括的な研究である ��������������������によると、－ 年の
間のアメリカの労働生産性上昇のおよそ ％がアンバンドリングによる一方、財のオフショアリングはおよそ５％を
説明するに留まる。財のオフショアリングは既にかなり進み近年は収穫逓減になっている可能性も指摘されている。
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（生産性の経路：技術のスピルオーバーやイノベーション投資）
上述の通り、データ上輸出企業の生産性が高いことは複数の研究で指摘されているが、
ここでは輸出を始めるとなぜ生産性が上がるのか考えてみよう。輸出企業の生産性の上
昇経路は、第一に、輸出競争に直面することで、パフォーマンスの改善を目的にイノベ
ーション投資が活発化するといった点が挙げられる。企業投資のうち、無形資産（ソフ
トウェア、データベース、研究開発、デザインなどの知的財産やブランドなど）投資に
はより多くの高スキル労働力が必要となるため、グローバル化が進むほど先進諸国企業
は国内に相対的に豊富な高スキル労働力を活用して無形資産投資を拡大し、国内の生産
性を高めることに重点を置くようになっている。例えば、����� らの最近の研究では、
中国との輸入競争が高まったことで、欧州企業のイノベーション投資が活発化し、それ
によって起きた特許申請や研究開発投資額の増加によって  年から  年の欧州企業
の技術進歩の ％を説明できるとされた。第二に、輸入品や海外企業との接触により、
新興国などを中心に、海外の高い技術の学習効果等が得られ生産性が押し上げられる
といった点が挙げられる。第三に、企業が輸出に携わること自体に伴い、例えば海外市
場でのマーケティングに係る投資や、海外のバイヤーとの交渉力強化等を通じた生産性
押上げ効果がかなりの大きさであるとの議論もある。加えて、企業が国際競争に直面す
ることで、経営陣を刷新したり経営慣行を見直すことを迫られ、非効率性が改善される
可能性があるとの指摘もある。

（グローバル化の恩恵を受ける主体、受けにくい主体）
グローバル化は成長にプラスの効果を持つものの、一つの経済でそのプラス効果を受
けやすい主体と受けにくい主体を生み出すという特徴も持っている。両者の間のプラス、
マイナスの影響が相殺されて、全体としてのプラス効果は限定的との指摘もある。こう
した指摘の多くは、国内生産や消費が輸入品で代替される結果、国全体の厚生はあまり
改善されない、との見方を示している。特に、グローバル化の雇用への影響は全体とし
てマイナスとの分析は輸入が急増した場合等に数多くみられ、第１節の冒頭で指摘した
ような、先進国の一部にみられる内向き志向の動きの背景となっている。
グローバル化が経済厚生を悪化させたとする研究では、アメリカと中国の貿易自由化
が進んだことで、アメリカの消費者が安価な中国製品にアクセスできるようになったも
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こうした議論の前提には、海外の高い技術を習得して活用できるスキルを持った労働者や、イノベーションをリー
ドできる人材が国内に十分存在することが想定されている。

�����������������
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のの、製造業の雇用が減ったことで、経済厚生の増加幅はネットで ％増に留まると
の試算結果が示されている。以下では、貿易自由化やオフショアリングが雇用や賃金に
与える影響に関する分析結果を整理する。

（貿易の拡大が雇用に与える影響）
前述の通り、貿易は資源再配分を促すことから、産業や職種レベルの雇用者数や賃金
に影響を及ぼし、結果的に産業間、職種間、さらに産業構成や職種構成が異なる地域間
の賃金格差にも影響しうると考えられる。これまでの研究成果では、業種や地域ごとの
貿易自由化の進捗状況と、
雇用や賃金との関係を調べたものが多い。例えば �����は、
 年代初めのブラジルの貿易自由化が、業種別の労働需要の変化を通じて賃金に及ぼす
影響を分析した。各地域で生産されている製品の関税の引下げ幅（加重平均）と賃金と
の関係を分析した結果、％ポイント以上の輸入関税引下げに直面した地域では、それ
によって平均実質賃金が４％ポイント以上押し下げられたと論じている。なお、労働・
資本共に部門間の再配置には長時間を要し、例えば ������������ の試算では、ブラジル
のハイテク産業での貿易自由化の労働市場への影響は９年以上にわたっており、 年以
上影響が持続する可能性もあるとの結果が得られている。

（オフショアリングが産出・雇用に与える影響）
仮にオフショアリングが国内業務と代替的に行われるのであれば、オフショアリング
が進むほど国内企業の雇用や産出にはマイナスの影響があると考えられる。アメリカで
はオフショアリングを行った企業は行わない企業と比べて、４～６年の期間でみると、
産出で ％、付加価値で ％、雇用で ％程度押し下げられたとの結果もある。試算
の結果、オフショアリングから６年が経過しても、産出や雇用の水準はオフショアリン
グを行う以前の水準には回復しないことが指摘されている。
これに対し、高いスキルを必要としない工程をオフショアリングして生産した製品を
中間投入として用い、国内では高いスキルを必要とする生産に特化すると、高いスキル
を用いて作られる製品の国内価格が低下し、需要が増加することで国内での高スキル労
働者の雇用がむしろ増える可能性もある。フランス企業のデータを用いた研究例では、
オフショアリングによってこうした垂直分業が進むと国際競争力が高まり、親企業の雇



����������������������
特に中国との貿易がアメリカの雇用にどのような影響を及ぼしたかについては、第３節４参照。

������������
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����������������������� データは  年であり、直近  年程度の動向は反映されていない。

��������������は、アメリカのデータを用いて実際に高スキル労働が増えたことを示した。最終的に雇用が増える
かは、低スキルと高スキル労働の代替弾力性や、低スキル労働と資本の代替弾力性にも依存すると考えられる。
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用が増えた可能性が指摘されている。こうしたことから、オフショアリングを行えばど
の企業でも一律に雇用が減少するとは考えにくい。

２．世界貿易シェアから見た先進国、新興国・途上国の存在感の変化と���

 以上みてきたとおり、貿易の拡大が経済厚生を改善する方向である一方、雇用への影
響は部門間や職種間で異なることが予想される。そこで以下では、貿易の拡大が一国の
経済や雇用にどのような影響を与えるのかについて、アメリカやドイツの例を取り上げ
ながら具体的に分析していく。
世界の輸出入総額（グロス）に占める先進国と新興国・途上国のシェアをみると、
年以降、中国にみられる新興国・途上国の台頭が著しいことがわかる。日本やアメリカ
を始めとして、先進国は総じて輸出シェアを低下させているものの、後述するとおり、
ドイツについては��諸国との貿易強化等を通じ、シェアの低下幅は相対的に小さいもの
となっている。なお、こうした動向は中間財より資本財で顕著といえる（第表）
。

第表 世界の輸出総額に占める各国のシェア
（１）輸出総額





（％）







アメリカ
ドイツ
日本
中国










 



 

















95～15年の変化
（％ポイント）
▲ 4.1
▲ 1.3
▲ 4.6


（備考）���������より作成。ただし年の値は������������������� ������より作成。


（２）中間財



（％）







アメリカ
ドイツ
日本
中国


























95～11年の変化
（％ポイント）
▲ 5.0
▲ 2.9
▲ 4.7


（備考）
、
より作成。
（備考）���������、���������������������������より作成。





���������������������
近年は財よりサービスのオフショアリングの拡大が見られるが、後者についての実証分析の蓄積は未だ限られてい
ることや、上述の結果はいずれも  年以上前のデータに基づいており、以降も変化が進んでいると考えられること
には留意が必要である。
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（３）資本財
（％）






アメリカ
ドイツ
日本
中国






























95～11年の変化
（％ポイント）
▲ 3.7
▲ 1.6
▲ 7.7


（備考）���������、���������������������������より作成。


 また、付加価値輸出に占める各国のシェアをみても、ドイツのシェアの低下幅は比較
的小さなものに留まっており、グロスの輸出総額と同様の傾向がみられることがわかる
（第表）
。

第表 世界の付加価値輸出に占める各国のシェア
（１）財輸出



（％）







アメリカ
ドイツ
日本
中国



























95～11年の変化
（％ポイント）
▲ 4.2
▲ 3.1
▲ 4.5


（備考）���������より作成。
（備考）���������より作成。


（２）サービス輸出



（％）







アメリカ
ドイツ
日本
中国


























95～11年の変化
（％ポイント）
▲ 2.4
▲ 1.8
▲ 4.3


（備考）
より作成。
（備考）���������より作成。


 このように、中国に代表される新興国・途上国経済が国際貿易の場でも存在感を増し
ていった結果、世界経済全体が���を深化・発展させていくことになったものと考えら
れる。国別に中間財・サービスの輸入比率を主な産業でにみると、年から年にか
けてほとんどの国・産業で上昇しており、世界的な経済統合のプロセスが広範な産業で
発生しているものと理解できる（第図）
。
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第図 ���における海外からの中間投入品・サービスシェアの変化
（国別、業種別）


中間財の輸入比率上昇

（年シェア）





























機械機器










中
間
財
の
輸
入
比
率
低
下

電気機器



コンピュータエレクト
ロニクス













（年シェア）
（備考）世界産業連関データベース（����� ������
���������������）より作成。

３．アメリカとドイツの貿易構造

（業種別に見たアメリカ・ドイツの輸入浸透度の推移）
輸入浸透度とは、国内市場にどの程度輸入品が入っているかを示す指標である。ここ
では、既存研究の方法に倣い、財が最終財か中間財かを区別せずに、� 年の浸透度を以
下のように計算した。
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 =



𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 : 産業𝑗𝑗の𝑡𝑡年の輸入浸透度、𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 : 同産出、𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗 : 同輸入、𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 : 同輸出

製造業でのグローバル化の影響を、アメリカとドイツの２か国を例にとってみてみよ
う。比較可能なデータが利用できる  年以降、ほとんどすべての業種で、アメリカ・ド
イツいずれでも各業種の輸入浸透度が着実に上昇を続けている。水準を比べると、業種
横断的にドイツの輸入浸透度はアメリカのそれより高く、近年上昇幅も大きくなってい
る（第  表）
。各産業の製品には最終財、中間財の双方が含まれるが、アメリカと比
較するとドイツの特徴は大量の中間投入物をより多くの国々と売買しており、より深く
��� に組み込まれていることが指摘されている。



�����������������������他の研究成果の中には、最終財のみに注目して浸透度を計算しているものもある。
輸入は自国外からのすべての財輸入を含めた。すなわち、ドイツについては �� 域内諸国からの輸入も含まれる。

���������������������������������
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第  表 主な業種の輸入浸透度の米独比較（～ 年）



製薬



一般機械



繊維


自動車類



ドイツ
アメリカ
ドイツ
アメリカ
ドイツ
アメリカ
ドイツ
アメリカ


































備考）���������、世界産業連関データベース（�����
���������������������）より作成。




第  図はアメリカ、ドイツのいくつかの製造業の業種について、 年から  年
の間の輸入浸透度の変化と実質化した雇用者一人当たり付加価値の推移を示す。ドイツ
の織物・衣類等、アメリカの電気機器・部品では輸入浸透度が大きく上昇する一方、国
内生産による一人当たり付加価値の上昇は限定的であった。他方、アメリカとドイツの
化学製品やドイツの自動車、その他輸送機器では輸入浸透度の上昇は国内の他産業と比
べ限定的で、一人当たり付加価値の上昇は大きかった。後者では、相対的に低コストの
労働力や諸資源が利用できる新興国に部品等の生産工程が移転し、アメリカやドイツ国
内では同一業種の製品でもより付加価値の高い製品の製造に特化する動きがみられた可
能性がある。国や業種に応じて、��� における役割分担や国内産業の高付加価値化の
度合いが多様であることが示唆されている。

第  図 主要業種の輸入浸透度と一人当たり付加価値の推移（～ 年）
（１）アメリカ             （２）ドイツ





（雇用者一人当たり付加価値、ドル）


















コンピュータ・周辺機器

化学製品
















  






自動車





電気機器・部品






（備考）一人当たり付加価値は���������� �������������
������������������ 輸入浸透度は���������より作
成。
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－

化学製品
自動車、
その他輸送機器




電気機器・部品


織物、衣類等








（輸入浸透度、％）

－

（雇用者一人当たり付加価値、ユーロ）







（輸入浸透度、％）

（備考）一人当たり付加価値は��������データベー
ス、輸入浸透度は���������より作成。





（��� での役割分担の変化）
各国の���での役割分担は、比較優位、企業戦略、市場構造、立地条件、政治・歴史
的背景等様々な要因に依存して、長い期間をかけて徐々に決まってきたと考えられる。
また、自由貿易協定の締結やユーロ圏の拡大を契機として、例えばアメリカと�����諸
国、もしくはドイツと中東欧諸国との貿易関係が急速に深まったと考えられる。以下で
は世界産業連関データベース等で、同じ基準で比較可能な期間を対象にアメリカ、ドイ
ツが周辺国との貿易関係をどのように深めていったかを概観する。
第  表はアメリカとメキシコの貿易関係を要約したものである。表の左半分は、
アメリカの製造業の中間投入の輸入比率を業種別の組合せで計算し（「中間投入のうち
輸入財・サービスの割合、全体」列）、輸入のうちメキシコからの輸入比率が特に高い
順に例示している（
「同、メキシコから」列）。例えばアメリカの製造業の各業種の中
で、 年にメキシコの電気機器製造業からの中間投入の輸入比率が最も高かったのは
電気機器製造業で、投入の ％以上をメキシコの電気機器が占めているが、これは輸
入品シェア ％の  以上に相当する。メキシコとの貿易関係で投入シェアが高いの
は専ら電気機器で、アメリカの様々な製造業で、メキシコの電気製品が中間投入として
重要な役割を果たしていることがわかる。
さらに、表の右半分にはアメリカの製造業の産出物のうちどれほどが輸出されている
か（
「産出対輸出比率、全体」列）
、特にメキシコに輸出されているのは全産出の何割か
（
「同、メキシコへ」列）を示している。メキシコ電気機器製造業の製品を輸入し中間
投入として多用しているアメリカ電気機器製造業の製品の約  が輸出されるが、その
約  はメキシコに輸出されている。従って、メキシコから中間投入を輸入して作られ
たアメリカ製の電気製品の一部が再びメキシコに輸出されている貿易構造がうかがえ
る。
アメリカとメキシコの間で ����� が締結されたのは  年であるが、その６年後の
 年の貿易関係と  年の関係を比較すると、中間投入として用いられるメキシコ製
品の比率は各産業で上昇傾向にあるものの、輸入品比率も上昇しており、メキシコのシ
ェアが特に目立って上昇したとは言えない。メキシコ製品の比率が高い分野もほぼ同じ
で、 年にすでに形成されていた貿易関係にはその後大きな変化はなかったと考え
られる。また輸出対産出比率にもそれほど大きな変化は見られない。







���������������������������
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第  表 業種別にみた製造業の中間投入の輸入依存度と、輸出対産出比率
（アメリカ、・ 年）
（１） 年


中間投入のうち輸入財・
サービスの割合



産出
電気機器
材木、木製品等
機械器具
ゴム・プラスチック製品
食料品・飲料等
紙及び紙製品
その他の輸送用機械器具
その他の非金属鉱物製品
自動車等
基礎医薬品等
コンピュータ、電子製品等









中間投入 メキシコから
電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器


産出対輸出比率

全体
メキシコへ























全体












（備考）．世界産業連関データベース（����� ���������������������）より作成。
．材木、木製品等に家具は含まない。




（２） 年


中間投入のうち輸入財・
サービスの割合



産出
電気機器
機械器具
材木、木製品等
ゴム・プラスチック製品
その他の輸送用機械器具
コンピュータ、電子製品等
家具等
基礎医薬品等
自動車等
紙及び紙製品
化学品・化学製品











中間投入 メキシコから
電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器

電気機器


産出対輸出比率

全体
メキシコへ























全体












（備考）．世界産業連関データベース（����� ���������������������）より作成。
．材木、木製品等に家具は含まない。



同様にして、ドイツと中東欧諸国との貿易関係を整理したのが第  表である。こ
こでは中東欧諸国として、世界産業連関表からデータが利用可能であった６か国（チェ
コ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、ルーマニア）をまとめて扱
った。これらの国々はいずれも  年時点では �� に加盟していなかったが、 年
と  年の間で貿易関係が大きく変化したことがこの表から明らかである。まず  年の
特徴を概観すると、どの分野でも投入・産出共に輸入・輸出に依存する比率がアメリカ
より高い傾向にある。例えばドイツの電気機器製造業で海外の電気機器製品を投入物と

６か国のうちルーマニアを除く５か国は  年に �� に加盟、ルーマニアは  年に加盟した。
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して用いる比率は ％であり、アメリカより ％ポイント程度高い。ドイツの電気
機器製品の輸出比率は ％を超え、アメリカの ％超を大きく上回っている。こうし
た結果は先に述べた輸入浸透度の違いとも整合的であり、ドイツの製造業がより深く
��� に組み込まれていることが第  表からも読み取れる。
 年の中東欧諸国との関係に注目すると、中東欧諸国で自動車等（自動車、トレー
ラ及びセミトレーラ製造業）の製品として産出された財が、ドイツの様々な業種で高い
比率で中間投入として用いられている。電気機器製造業では中間投入のうち  以上
を、コンピュータ、電子製品等製造業では  以上を中東欧諸国の製品に依存してお
り、これらの一部はドイツの自動車産業の部品となることが推察される。なおドイツ製
品の輸出については、輸出全体のシェアと比較して中東欧諸国のシェアはそれほど高い
わけではないことから、中間投入ほどの強い関係にはなく、部品輸入先としての役割が
特に顕著であることが示唆されている。

第  表 業種別にみた製造業の中間投入の輸入依存度と、輸出対産出比率
（ドイツ、 年・ 年）
（１） 年




中間投入のうち輸入
財・サービスの割合
産出
電気機器

コンピュータ、電子製品等



機械器具
自動車等
織物、衣服等
家具等



その他の非金属鉱物製品
ゴム・プラスチック製品









中間投入 中東欧から
自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

自動車等

電気機器

電気機器

電気機器


金属製品
電気機器
機械器具
自動車等

産出対輸出比率

全体
中東欧へ

























全体













（備考）．世界産業連関データベース（����� ���������������������）より作成。
（備考）．世界産業連関データベース（�����
���������������������）より作成。
．金属製品に機械器具は含まない。

（２） 年
中間投入のうち輸入
財・サービスの割合











産出
電気機器

コンピュータ、電子製品等
自動車等
自動車等

材木、木製品等
機械器具
基礎医薬品等

コンピュータ、電子製品等
家具等

中間投入 中東欧から
自動車等

自動車等

織物、衣服等

その他の輸送用機械器具

家具等

自動車等


材木、木製品等

材木、木製品等

材木、木製品等

産出対輸出比率

全体
中東欧へ



















（備考）．世界産業連関データベース（����� ���������������������）より作成。
（備考）．世界産業連関データベース（�����
���������������������）より作成。
．材木、木製品等に家具は含まない。
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全体














こうした関係は、中東欧諸国の �� 加盟を契機に発展してきたものと考えられる。
 年時点の貿易関係は中間投入財の輸入、製品輸出の両面で  年時点よりはるかに
希薄で、当時から自動車関連の製品を電気機器やコンピュータ、電子製品産業の中間投
入財として輸入する貿易関係にはあったものの、そのウェイトは  年の半分程度であ
り、また輸入シェアが高かったのは家具や材木製品など異なる分野の製品だったことか
ら、 年代以降 ��� の裾野が自動車関連の様々な製品に広がった可能性が指摘でき
る。中東欧諸国の一部は古くから自動車生産を行ってきたため生産技術や設備等の蓄積
がもともと存在したことや、ドイツ国内と比較して安価な労働力が利用できたこと、加
えて �� 圏内での取引には様々なメリットがあったことなどから、ドイツ製造業がオフ
ショアリングを進めると同時に製品の輸出比率を高めていったことが顕著に読み取れ
る。
従来先進各国は比較優位の観点から、労働集約的な生産過程をより労働コストの安い
海外に移転し、労働コストが高く相対的に高スキルの労働力を多用する生産過程を国内
に残す方向での国際分業を進めてきた。こうした分業をスムーズに実現できたドイツを
始めとする国は、グローバル化の過程で相対的に国際競争力を維持し、高い生産性を実
現できたと考えられる。

（自動車産業に注目した分析）
以上の分析から、ドイツと中東欧諸国の間には自動車産業等で分業体制の深化がみら
れることが示唆された。またアメリカでも自動車産業が安価な労働力を求めてメキシコ
との貿易関係を深めている可能性が考えられる。このため、以下ではドイツとアメリ
カ、そして日本の自動車産業の生産・貿易構造を比較してみたい。
最初に第  表は３か国の自動車産業の中間投入を工業製品、サービス、自然資源
等の３種類に分割し、それぞれ国内産・輸入の別で投入内訳を比較した結果を示す。
 年時点ですでにドイツ、アメリカ、日本の順で中間投入の輸入依存度が高かった
が、 年にはいずれの国でも輸入依存度が高まり、ドイツで  以上、アメリカで２
割、日本で１割以上が海外で生産された中間投入となっている。特にドイツでは工業製
品については国産品と輸入品のシェアの差が ％ポイント程度に小さくなると同時
に、サービス投入比率が高いことも特徴的と言える。アメリカや日本も輸入依存度を
高めているが、日本では依然として低水準であることや、サービス投入比率が相対的に
低いことが、ドイツ自動車産業での変化とは異なる。




��������������������������
製造業のサービス投入比率の高まりやサービス産出の増加などいわゆる「製造業のサービス化」についてはスウェ
ーデンに関する議論で後述する。
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第  表 自動車産業の投入内訳（財サービス別、 年）


2014年

ドイツ



中間投入の合計



＜構成比＞

（うち、輸
入の比率）

国内
うち工業製品 輸入
国内
うちサービス
輸入
国内
うち農産品、鉱業製品
輸入





日本

アメリカ































2000年

ドイツ



中間投入の合計



＜構成比＞






（うち、輸
入の比率）

国内
うち工業製品 輸入
国内
うちサービス
輸入
国内
うち農産品、鉱業製品
輸入

日本

アメリカ




























（備考）世界産業連関データベース�����������������������������より作成。


製造業の中でも自動車産業はとりわけ集積度が高い業種とされている。自動車産業
は小さな部品を組み立てて最終的に重量のある車体となる生産工程であるため、生産工
程を最適化すると集積の中心が相対的に最終財の消費市場に近い場所に立地し、出荷コ
ストを抑制する（部品を各地で分散的に生産し、最終的に１か所に集めて組立て、完成
車の輸送の便が良い幹線道路沿いなどに最終組み立て工場が立地する）ことが指摘され
ている。北米の自動車生産はアメリカミシガン州からアラバマ州にわたる南北の通路
������������を中心にカナダまで伸びた地域に集中している（第  図（１）
）
。欧州で
は北海とドナウ川の間の北西から南東方向の軸に分布し、両者の集積地域の形状は類似
）。欧州ではこの回廊が複数国にまた
していると指摘されている（第  図（２）
がっているため、完成車の生産までの部品の取引が貿易取引として記録される。第 
 表でみたようにドイツ自動車産業では中間投入として用いる工業製品の輸入依存度
が高いが、調達元の国・地域の内訳を第  図でみると、 年から  年の間
に、国内生産が中東欧諸国やその他ヨーロッパ地域にシフトしている。





���������������������������
���������������������������

同上

英国、フランス北東部、ベルギー、オランダ、ドイツ、ポーランド、オーストリア、ポーランド南部、チェコ、ス
ロバキア、ハンガリーが含まれる。




－

29

－





第  図 アメリカ・欧州での自動車工場の集積状況
（１）アメリカの自動車メーカーの組立工場の分布



ミシガン州


オハイオ州



インディアナ州





ケンタッキー州



テネシー州










（備考） ．��������より作成。
．年～年の期間に工場が存在していた場所を示している。そのため、近年において生産実績の
ない場所も含まれている。

（２）ヨーロッパ自動車メーカーの組立工場の分布（ 年）





組立工場の生産規
模が100万台
同50万台

同0.1万台

北 海





ドナウ川











（備考）���������������������������������より作成。
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第  図 ドイツ輸送機器業の中間投入製品の製造地域の変化（シェア）
（１） 年（２） 年


ヨーロッパ
以外







その他
ヨーロッパ











中東欧













国内



（備考）世界産業連関データベース（������������������ ��������）より作成。



第  図は貿易統計からドイツの自動車部品輸入における中欧諸国の割合を推計
した結果であるが、 年時点で輸入に占めるポーランド・ハンガリー・チェコ・スロ
バキアの４か国のシェアは ％と  年前の８％から急増しており、産業連関表を用い
た分析と整合的な結果となった。既に論じたように、輸入依存が高まる一方製品輸出の
シェアはそれほど高まっていないことから、自動車部品での貿易収支の赤字幅は拡大を
続けており、赤字は特にチェコとの間で急速に拡大している（第  図）
。

第  図 ドイツの自動車部品輸入に占める中欧諸国の割合








































（シェア、％）


























ポーランド

ハンガリー

チェコ

スロバキア

中欧カ国計

（備考）．����������より作成。
．自動車部品（含エンジン）は、��コード６桁ベースに、日本自動
車部品工業会の年輸入品目別詳細と小林  図表１を参考
に抽出。




図は ���������������������を参考に作成。�
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第  図 ドイツ自動車部品での中欧諸国との貿易収支



















（百万米ドル）



























ポーランド





ハンガリー

チェコ

スロバキア

備考 ．����������より作成。
．自動車部品（含エンジン）は、+6コード６桁ベースに、日本自動
車部品工業会の年輸入品目別詳細と小林  図表１を参考
に抽出。

こうした ��� での役割の変化を通じて、ドイツの自動車産業のパフォーマンスはど
のように変わったのだろうか。ドイツの自動車メーカーは世界の主要なマーケットで高
い競争力を維持し販売台数を伸ばしている。ドイツからの自動車の輸出台数は ～
年の間年平均で ％増加し、 年の輸出台数は日本の  倍、アメリカの  倍、イ
タリアの  倍となっている。粗付加価値率の変化を国際比較しても、ドイツのパ
フォーマンスの良好さが指摘できる。
第  図はアメリカ・ドイツ・日本・イタリア及びスウェーデンの自動車産業の
粗付加価値率を比較した結果である。 年時点ではアメリカやスウェーデンの粗付
加価値率が相対的に高く、他の３か国には大きな違いがなかった。以降  年までの間
にドイツがこの比率を５％ポイント程度高めたのに対し、日本は微増、アメリカは５％
ポイント近く低下、イタリアも低下し粗付加価値率で見た各国のパフォーマンスの差が
明確になっている。ドイツで粗付加価値率が高まったことの背景には生産・需要両面の
影響があると考えられるが、生産側については、労働集約的な生産工程を労働コストが
相対的に低い中東欧諸国に移転する一方、高品質モデルの生産や高付加価値の生産過程
を国内に残し、高品質モデルをブランド化して販売するなどの戦略がプラスに寄与した
ことが指摘されている。スウェーデンは粗付加価値率が低下したが、 年時点で日本
とほぼ同水準となっている。





 年のドイツの輸出台数は日本の  倍、アメリカの  倍、イタリアの  倍であった。データ出所は
����������。

産業連関表における粗付加価値部門の合計の国内生産額に対する比率。国内生産額は粗付加価値部門の合計と中間
投入の和であることから、この比率が高いほど生産１単位あたりに必要な原材料やサービスが少ないことを意味す
る。

��������������������詳細はドイツの労働市場に関する記述参照。



－

32

－





第  図 輸送機器業の粗付加価値率の変化（５か国の比較）


（付加価値対産出比率）































ドイツ



イタリア

スウェーデン

日本

アメリカ

（備考）．世界産業連関データベース������ ���������������������）より作成。
．基本価格ベース。




高付加価値な生産工程への特化は、ドイツだけでなく他の先進国でも進展したことが
予想される。しかしながら、ドイツと同じく �� に加盟するイタリアの自動車産業で
は、低コストの労働力が利用できる近隣諸国との国際分業がドイツほど進んでいないと
の指摘がある。実際、第  図はイタリアの中間投入製品の製造地域の変化をみ
たものであるが、ドイツと異なり、 年時点でも依然として、国内のシェアが  割
近くを占めており、 年から大きな変化がみられない。また、第  図、第 
 図はドイツと同様にそれぞれ、イタリアの自動車部品輸入に占める中欧諸国の割合
と同中欧諸国との貿易収支の推移を見たものである。イタリアでも自動車部品の中欧４
か国への依存度は高まっているが、 年時点でドイツの ％に対しイタリアは ％弱
にとどまっている。貿易収支も多くの国との間で貿易黒字を計上しており、部品輸入で
大きく依存するという産業構造にはなっていない。中欧諸国との距離はドイツとはそれ
ほど大きな差がなく、同じ �� 圏内という共通点をもつ一方で、イタリアの自動車産業
の粗付加価値率は下落傾向にあることに鑑みると、両国は対照的であると評価できる。









���

����������������������
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第  図 イタリア輸送機器業の中間投入製品の製造地域の変化
（シェア、 年）
（１） 年             （２） 年


その他

ヨーロッパ






ヨーロッパ
以外







中東欧













国内



（備考）世界産業連関データベース（������������������ ��������）より作成。



第  図 イタリアの自動車部品輸入に占める中欧諸国の割合




（％）




























 







 

 












ポーランド ハンガリー
チェコ
スロバキア 中欧カ国計
備考 ．����������より作成。

．自動車部品（含エンジン）は、��コード６桁ベースに、日本
自動車部品工業会の年輸入品目別詳細と小林
 図表

１を参考に抽出。



第  図 イタリア自動車部品における中欧諸国との貿易収支




















 













（百万ドル）



















チェコ


ポーランド



ハンガリー

スロバキア

備考 ．����������より作成。
．自動車部品（含エンジン）は、��コード６桁ベースに、日本自動
車部品工業会の年輸入品目別詳細と小林  図表１を参
考に抽出。
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ドイツの他の業種でも ��� での役割分担は自動車産業と同様に変化しているのだろ
うか。以下ではドイツ国内で自動車産業と並んで重要な位置を占める機械産業の動向を
みてみたい。まず第  図は自動車産業と機械産業の付加価値の対 ��� 比、及び雇
用者数のシェアの推移を示すが、製造業の中ではいずれもドイツにとって重要な業種で
あると考えられる。機械産業の投入構造を、自動車産業に倣って日米独で比較すると
（第  表）
、ドイツでは中間投入の輸入比率が  程度と自動車産業とほぼ同水準
であり、日米の比率を上回っている。

第  図 ドイツの機械産業と自動車産業の動向
（１）雇用者シェアの推移（対雇用者総数） （２）付加価値シェアの推移（対 ��� 比）




（％）

（％）



一般機械とその部品
























自動車、トラクター他




（備考）�������������������������������������
�������より作成。









一般機械とその部品
自動車、トラクター他

（年）





 （年）
（備考）�������������������������������������
�������より作成。





第  表 機械産業の投入内訳（財サービス別、 年）
2014年



ドイツ

（うち、輸
中間投入の合計

入の比率）
＜構成比＞
国内

うち工業製品 輸入
国内

うちサービス
輸入

国内
うち農産品、鉱業製品
輸入




2000年





日本



























ドイツ

（うち、輸

中間投入の合計
入の比率）
＜構成比＞
国内

うち工業製品 輸入

国内
うちサービス
輸入
国内
うち農産品、鉱業製品
輸入

アメリカ

日本

アメリカ




























（備考）世界産業連関データベース�����������������������������より作成。
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他方、ドイツ自動車産業と一般機械産業の対外直接投資額を地域別に比較すると、
年時点でどの地域でも前者が後者の  倍程度の水準と圧倒的に自動車産業の投資額が
大きい（第  図）
。直接投資先別に比率を見ると、自動車産業では中欧４か国で
７％、その他欧州を合わせると ％と過半を超え、部品の調達元となる地域のシェア
が高いのに対し、一般機械産業ではヨーロッパ全体で４割未満と比率はやや低い。こう
したことから、自動車産業では直接投資を通じた生産拠点の海外進出とそれを通じた
��� 構築が欧州諸国間で進んでいるのに対し、機械産業では相対的に低賃金の諸国へ
の直接投資を伴う生産移転が限定的にしか進んでいないという特徴がうかがえる。他
方、ドイツ自動車産業が生産を相対的に低賃金の諸国に拡張するに伴い、ドイツの工作
機械等生産活動に用いられる機械の輸出が増え、機械産業をさらに強くしたことが指摘
されている。
�

第  図 ドイツの対外直接投資額（地域別、 年）


（百万ユーロ）



























一般機械産業







自動車産業


中欧４か国

その他欧州

アメリカ

アジア

その他

（備考）ドイツ連邦銀行より作成。

４．アメリカとドイツの労働市場とグローバル化

（グローバル化の進展と国内雇用：アメリカの労働市場）
 年代に入り中国が ��� に加盟、アメリカの中国からの輸入が急増したことなど
を受け、中国との貿易がアメリカの労働市場に及ぼした影響に焦点を当てた実証研究が
数多くみられるようになった。そうした研究成果のほとんどは、中国からの輸入の増加
がアメリカの労働市場に有意に負の影響を及ぼしたとの結論を得ている。����� らの
最近の研究では、輸入競争により晒された業種ほど、そこで働く労働者への負の影響が



��������������������
�������������������������������������������������������������������������





－

36

－





大きい上に、アメリカの労働者の地域間移動も限定的であったため、そうした業種が
集積している地域ほど負の影響が顕著であったとしている。
以下では、アメリカの労働市場のデータを概観することでこうした議論と実態との整
合性を確認する。

（輸入の増加はどの程度雇用に影響するのか）
アメリカでは、製造業の雇用シェアの低下が顕著である。理論的に言えば、経済の
ある部門の生産性上昇が他の部門より相対的に大きければ、その部門の生産物の相対価
格が下落し需要が増加する。仮に需要の価格弾力性や所得弾力性がそれほど大きくなけ
れば、需要の伸びは生産性上昇率を下回り、その部門の雇用シェアは低下する。製造
業では様々な技術革新を通じて生産性が上昇してきたが、これに比して製造業製品に対
する需要が伸びなければ、製造業の雇用シェアが低下する方向で調整されることにな
る。加えて、最終財等で輸入浸透度が上昇すればさらに雇用シェアを押し下げる要因と
なりうる。
こうした考え方に基づけば、製造業の中でも特に新興国との競争に晒される度合いが
高かった業種では、その他の業種と比較してより雇用シェアの低下が顕著となる。第
 図は業種別の輸入浸透度の推移と製造業での雇用者数シェアの推移の関係を示
しているが、輸入浸透度が大きく上昇した電気機器・部品やコンピュータ・周辺機器で
はシェアが緩やかに低下しているのに対し、浸透度が相対的に低めの化学製品や自動車
ではシェアは上昇ないし上下を繰り返す動きとなり、結果的に浸透度が大きく上がった
業種からそれほど上がっていない業種への雇用者シェアのシフトが起きている。業種間
で比較すると、 年の自動車と化学製品の雇用者シェアは共に６％強であるが、化学
製品の雇用者一人当たりの付加価値は自動車の３倍程度と高水準で、 年からの伸び
もより大きい。同期間中化学製品の雇用者シェアが上昇、自動車では低下していること
から、製造業の中で高付加価値業種へのシフトが起きている面もある（第  表）
。



���� は各国横断的に比較可能な地域区分を作成しているが、この区分のうち「広域���������������」を超えて地
域間移動した人数対総人口比率を比べると、アメリカの ％  年 に比べドイツは   年 、日本は
  年 となっている。

�������������������

本文ではグローバル化が「雇用者数」に及ぼした影響を中心に整理した。賃金への影響については、章末（参考
３）も参照されたい。

世界経済の潮流  年Ⅱ第２章など。

一般に「相対生産性仮説」と呼ばれる���������������������������。この仮説により、アメリカの製造業雇用比率が
長期的に下落していることや、他の先進国でも同様の傾向が見られることを説明できるとされている。さらに、この
仮説をサポートする事実として、製造業の労働生産性の上昇率が全体の上昇率を上回っていたことも、しばしば指摘
されている。他方、近年は製造業の生産性の伸びは必ずしも全体より高くないことから、この仮説だけでは、雇用シ
ェアの低下は十分説明できない、との議論もある。

輸入浸透度の上昇が製造業雇用のシェアの低下を招いた主要因である、とする主張については、例えば �����������
�������������参照。
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第  図 業種別の輸入浸透度と製造業での雇用シェアの推移
（アメリカ、～ 年）



製造業での雇用シェア（％）
















自動車










化学製品







電気機器・部品












コンピュータ・
周辺機器















（輸入浸透度、％）

（備考）雇用シェアは�������� � ����������������������
��������、輸入浸透度は���������。



第  表 業種別パフォーマンスの変化（アメリカ、～ 年）




雇用者一人当たり
雇用者シェア、
付加価値 (97年
対製造業(％)
基準, 千ドル)




コンピュータ・電子部品

(＋34.4pt)
(2.1倍）
(▲0.8pt)


 
電気機器・部品
(＋29.6pt)
(2.0倍）
(▲0.6pt)




自動車
(＋13.5pt)
(1.5倍）
(▲0.6pt)




化学製品

(＋13.2pt)
(2.4倍）
(＋1.1pt)
（備考）1．���������� �����������������������������������������
より作成。

2．上段は11年の値。下段は95年から11年の間の変化。
輸入浸透度(％)


（雇用への影響が業種によって異なるのはなぜか：
「品質の段階」論）
このように、輸入浸透度と業種別雇用には全体としては負の関係がみられるものの、
第  図や第  表からも明らかなように業種によって浸透度の影響には違いが
みられ、高付加価値化を追求できるかどうかが鍵と考えられる。先行研究では、業種ご
とに製品の「品質の段階����������������がどの程度あるか」（最も高品質のモデルから
低品質のモデルの間にどれほどの違いがあるか）に応じて、新興国・途上国との輸入競
争が先進各国の雇用に及ぼす負の影響の度合いが異なる、と指摘している。例えば、



�����������������
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第  図に示した化学製品はアメリカの製造業の中ではこうした品質の違いが最も
大きい業種の一つであり、先進国では資本面やスキル面、技術面の比較優位を活かして
高い段階にある製品に特化することにより、雇用減を避けることができる。対照的に皮
革製品や一次金属などで品質の差が小さい業種であり、輸入競争の影響が大きくなりや
すいとされている。

（地域別産業構造と雇用への影響：アメリカの州別分析）
労働市場の調整コストを地域別に比較すると、地域間の労働移動が限定的であるた
め、製造業が集積する地域とそれ以外の地域の間で差が大きいとされている。例えば
州別に輸入競争に晒された度合いを指標化（以下「州別輸入浸透度」）し、これと各地
域の雇用喪失の関係を分析した ����� らの分析では、州別の産業構造の違いを利用し
て、輸入浸透度がより上昇した産業が中心の州ほど雇用者が減少したかを検証した。彼
らの手法に倣って  年から  年の間の州別輸入浸透度の変化を試算した結果が第 
 図である。ここでは州別輸入浸透度として、通常の方法で業種別に輸入浸透度の
変化を計算した後、各州の業種別雇用者シェアでウェイト付けして加重平均の輸入浸透
度を推計し、その経年変化を求めた。輸入浸透度が大きく上昇した産業で雇用される
労働者の割合が高ければ、州別浸透度もより大きく上昇する。具体的な計算式は以下の
通り。
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑
𝑗𝑗

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖

∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 : 州𝑖𝑖の𝑡𝑡期における(𝑡𝑡 − 1)期からの輸入浸透度変化、

∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 : 産業𝑗𝑗の𝑡𝑡期における(𝑡𝑡 − 1)期からの輸入浸透度変化、



𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 : 州𝑖𝑖での𝑡𝑡期の雇用者数、𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : 州𝑖𝑖の産業𝑗𝑗の𝑡𝑡期における雇用者数

結果を見ると、世界金融危機時の ～ 年にはどの業種でも輸入浸透度が低下した
ため、州別浸透度も軒並み低下したが、その前後の期間は浸透度は上昇しており、累積
で見れば  年から  年の間にどの州でも浸透度が上昇した（第  図）
。ただし、
－ 年の３年間は浸透度の上昇幅が小幅であったことがわかる。州別に見ると、自
動車産業などの集積がみられる中西部の諸州の上昇が顕著で、それに次いで近隣州の上
昇も目立つ。これに対し、ネバダ州、ワイオミング州、アラスカ州等鉱業・エネルギー
産業が中心の州では浸透度上昇は小幅にとどまり、輸入品増加の労働市場への影響が相
対的に小さかったことが示唆される。



�������������������
ここでは輸入の増加の影響を労働市場の観点から分析したいので、各地域の業種別の雇用者シェアをウェイトとし
た浸透度指標を作成する。
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第  図 アメリカの州別輸入浸透度の変化 ～ 年 

































累積浸透度上位５州



累積浸透度下位５州

（備考）．州別雇用者数は��������������������������、輸入浸透度は����������
��������� ��������より作成。
．内閣府試算。図表の数値は年換算の浸透度を積み上げで示している。
．上位、下位の順位は、浸透度がどの州でもマイナスであった～年
の期間は除いた累積で評価している。





（輸入の増加は本当に雇用を減らしたのか）
こうした議論に対し、昨今では異論を唱える分析例も出てきている。例えば ���������
������では、先行研究の結果には  年代にアメリカの成長率が低下したことによる
バイアスが存在するとし、これを除くと輸入競争が雇用の伸びや賃金上昇率にマイナス
の影響を及ぼさないことを指摘した。
��������������は、アメリカの企業データを用いて、より輸入競争にさらされている
企業では高賃金の生産労働者や、ハイテク製品の生産を補完するサービス（例えば研究
開発、製品デザインや本社機能）生産に従事する労働者の雇用の伸びが、それ以外の企
業より年間２％ポイント程度高かったことを示した。第  図で示したような、業
種別の輸入増と雇用減を結びつける議論は単純化しすぎである可能性もあり、実際の雇
用調整は業種レベルではなく業種と業務の組み合わせで行われていることが予想され
る。

（労働市場の制度要因）
アメリカでの五大湖周辺諸州の雇用喪失や高失業率は専ら労働組合の問題であるとの
指摘も行われている。技術革新やグローバル化の影響はいずれの先進国も直面したもの
であり、産業構造の違いで多少の差はあったにせよ、五大湖周辺諸州の問題が深刻にな
った背景には、強い労働組合の存在により高賃金が維持され、構造調整が進まなかった
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という地域固有の問題があったとの見方がある。後述するように、ドイツの自動車産
業が雇用者シェアをむしろ伸ばしながら成長し続けている背景には、労働組合のより柔
軟な対応があったとの指摘もみられる。
第  図では第  図で推計した州別輸入浸透度と、同期間での州別の製造業
雇用者シェアの変化幅の関係をプロットした。 年代半ば以降製造業の雇用者シェ
アはほぼすべての州で低下し、州によっては３％ポイント以上下がったところもある。
こうした低下幅と輸入浸透度の上昇幅の間にはおおむね負の関係、すなわち浸透度が大
きく上昇した業種中心の産業構造であった州では製造業の雇用者が相対的に大きく減少
し、非製造業への雇用のシフトが起きたと考えられる。但し、第  図で見た最も
浸透度が上昇した五大湖周辺諸州やその周辺州は最も製造業の雇用者シェアが低下し
た州とは一致せず、こうした州では浸透度の上昇に直面してもスムーズな産業構造転換
が容易ではないことを示唆しているとも言える。


（製造業雇用シェア、～年の変化、
％��）

第  図 輸入浸透度と製造業雇用シェア（アメリカ、州別）














\ [ 
R² = 0.193

五大湖周辺諸州





オハイオ

インディアナ










アーカンソー

ミズーリ













ミシガン

ノースカロライナ テネシー







（輸入浸透度、～年の累積変化、％��）


（備考）雇用シェアは��������������������������、輸入浸透度は����������
��������� ��������より作成。


グローバル化の負の影響を受けた労働者は、工場閉鎖等に伴い仕事を失った場合、地
域間を移動して転職する可能性がある。地域間では産業構造の違いから生産性や賃金が
違うと考えられるが、より高生産性、高賃金、低失業率の地域への労働移動が進むこと




�������������������では、五大湖周辺諸州（イリノイ、インディアナ、ミシガン、ニューヨーク、オハイオ、ペンシ
ルバニア、ウェストバージニア、ウィスコンシン）の製造業労働者の賃金水準が  年代まで高かったのは、労働組
合の交渉力が強かったためとし、こうした高水準の賃金がその後長期間に亘って雇用の伸びを押し下げてきたと指摘
している。

五大湖周辺に位置するインディアナ、ミシガン、オハイオに加え、その南部に位置するケンタッキーやテネシーに
も製造業の工場が多数立地している。
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が望ましいと考えられる。最近の研究成果によると、��� プログラムの対象となる
労働者が多い地域では、貿易関連以外の仕事もより失われやすく、地域内での転職がよ
り困難になっている。業種を問わず雇用全体が減少することから、結果として地域間で
の所得格差の拡大が予想され、格差縮小に向け労働力の地域間移動を円滑にするような
施策の重要性が高まっている。
第  図の累積変化を期間別に分解し、～ 年と ～ 年のそれぞれの変化
について描くと（第  図）
、後者では浸透度の変化と雇用シェアの関係が州によっ
て異なり、以前ほど明確でなくなっている。既に議論したように、製造業の雇用が相対
的に減少している背景にはグローバル化のみならず ��� 化など様々な技術革新がある
ことから、傾きの変化の背景となる、製造業の雇用を取り巻く様々な環境変化に注意し
ていくことが必要である。

第  図 輸入浸透度と製造業雇用シェア（アメリカ、州別、期間分割）






（製造業雇用シェア、期間中の変化、
％��）















～年
の傾向線




～年の傾向線















～年







～年




（輸入浸透度、累積変化、％��
（備考）雇用シェアは��������������������������、輸入浸透度は����������
��������� ��������より作成。



（グローバル化の進展と国内雇用：ドイツの労働市場）
ドイツの国際競争力の背景としてしばしば指摘されるのが、 年代の労働市場改
革の結果形成された柔軟な労働市場と低い単位労働コストである。これにより、国際



����������������
アメリカ政府は、 年代からグローバル化や貿易で悪影響を受けたアメリカの労働者に対して、ジョブトレーニ
ングやカウンセリング、賃金補償、職探しのための手当などの支援を行うプログラムである ����������������������
�������������������を実施している（章末（参考４）参照）
。なお、プログラムの予算規模は  年で８億ドルと、同
年の名目 ��� 比 ％未満にとどまるとの指摘がある� ����������������。また、 年には約  万人が ��� プロ
グラムの対象となった���������������������������が、これは同年に製造業で解雇等������������������������を理由に離
職した人のおよそ ％に相当する����������������������������������������。

ドイツ経済の分配面の特徴や労働市場の動向を示すデータは世界経済の潮流 Ⅱで（第２章第３節）紹介して
いる。独仏伊３か国の国際競争力の違いを論じた最近の研究成果には例えば �����������������������が挙げられる。
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的に見て労働分配率が低く抑えられると同時に、企業間や部門間の労働移動が進みやす
かったと考えられる。

（ドイツの製造業雇用の特徴）
ドイツの業種別雇用者数の推移を �������� データベースで見てみよう。ドイツの輸
送機器業の雇用者数は、 年代後半以降  年代初めにピークとなり、世界金融危機
時に大きく減少したものの、その後再び上昇傾向にあり、 年の  万人から  年に
は  万人に増加している。第  図に示すように、製造業に占める雇用者数シェア
で見ても ％から ％まで上昇している。機械機器産業も同様に雇用者シェアを
高めた業種である（同 ％から ％に上昇）
。輸送機器業では、前述のように中東
欧諸国への直接投資の増加、生産拠点の移転が進んできた。それに伴い、内外での生産
体制を補完的なものとし、国内生産は高品質モデルの生産に特化するとともに、質に担
保されたブランドイメージを確立した。またプレミアムセグメントでは「メード・イ
ン・ジャーマニー」ラベルで優位を確保する一方、中東欧での生産はコンパクトカーを
中心とするとの差別化を徹底して行った。こうした高付加価値化による国際競争力の維
持はドイツ製造業の雇用維持に貢献したとされている（第  表）
。ただし、多くの
先進国の製造業にとって高付加価値化は積年の課題であり、潜在的には生産性を高めて
いくチャンスが残されているものの、政策主導で円滑に構造転換を進めていくことは容
易ではないとの指摘もある。
第  図 業種別の輸入浸透度と製造業での雇用シェアの推移
（ドイツ、～ 年）


（製造業での雇用シェア、％



自動車、その他輸送機器







電気機器等






化学製品







繊維、衣類等









（輸入浸透度、％

（備考）製造業での雇用シェアは��������データ
ベース、輸入浸透度は���������より作成。


例えば ��������������������������������������������������
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第  表 業種別パフォーマンスの変化（ドイツ、～ 年）

雇用者一人当たり
雇用者シェア、

輸入浸透度(％) 付加価値 (10年基
対製造業(％)
準, 千ユーロ)


繊維、衣類、革・革製品
電気機器等



(＋77.1��
 
(＋22.0��



輸送機械
化学製品等




(2.4倍）




(＋11.4��


(1.7倍）

 
(＋44.7��


(1.6倍）






(1.6倍）


(▲2.3��

(▲0.4��

��

(▲0.5��

（備考）．����������������������������より作成。
．上段は年の値。下段は年から年の間の変化（但し輸入浸透
度は年）。


ドイツ企業は、正規労働者については３年程度の職業訓練を経たスキルを持つ労働者
を中心に採用し、労働組合への加入を通じた労働者の経営への関与や雇用保障の重視等
正規労働者側が比較的強い交渉力を持つ一方、中東欧諸国への生産移転のプレッシャー
から派遣労働者の活用も拡大し、安定した高賃金の正規労働者と不安定な雇用形態の労
働者との二極化が進んだ。また  年代以降、業界横断的な労働協約から離れ、企業レ
ベルでの雇用協定が結ばれるケースが急増した。こうした協定では雇用保障の強化の代
償として、景気が良くないときには賃上げ抑制を受け入れるなど労働者側の柔軟な対応
がみられた。
なお、各企業の雇用の維持という観点でドイツの労働組合の柔軟な対応を評価する議
論がある一方、より本質的な解決策である雇用の部門間調整はドイツでもうまくいった
わけではないとの指摘もある。例えば、個人の転職状況を調べると、製造業から非製造
業への部門間調整が円滑に進んだのではなく、専ら新たに就業した若者や失業者が非製
造業で職を得る傾向が強まり非製造業の雇用が増えているとされている。
ドイツ自動車産業の雇用者の内訳の変化を見ると、中東欧諸国への生産移転が進むな
か、大きく減少したのはブルーカラーの低スキル労働者でも高スキル労働者でもなく、
単純労働に従事するホワイトカラーだったとの指摘がある。対照的に、研究開発など



������������������������
�������������������では労働市場の部門間の流動性を分析した結果、転職者の９割近くが同一部門での転職で、サー
ビス業に入職した人の大半はもともとサービス業で働いていたか、新卒ないし非労働力人口からの移動であることを
指摘している。

�������������������では、ドイツの自動車産業で  年と  年を比較するとブルーカラーの低スキル労働者は ％
増、同高スキル労働者は ％増、単純労働に従事するホワイトカラーは ％減であったことを指摘している。これ
に対し、�� 全体の自動車産業の職業別構成比率の変化をみると、 年から  年の間に低スキル労働者のシェアは
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高度な業務に従事するホワイトカラーは増加している。オフショアリングの結果、国内
の低スキル労働者が海外の低スキル労働に代替されたわけではなく、むしろ、国内の生
産工程が再編されたことにより、一人一人の労働者が従事するタスクの範囲が狭まりシ
ンプルになったことで、低スキル労働に対する需要が増えたとされている。他方、輸
入競争で製造業から転出した労働者は、留まった労働者と比較してより質の低い労働者
であり、業種固有の高いスキルを持った労働者は残った、との分析結果もある。
製造業の生産性を高め一層の成長を可能にするような将来を考える上では、従来型の
スキル構成や生産体制では対応していくことは難しく、今後の一層の変革が必要となろ
う。次に、そうした製造業の将来を考える上で鍵の一つとなりえる「製造業のサービス
化」に焦点を当て、スウェーデンの例を取り上げて議論を深めてみたい。

５．製造業のサービス化とグローバリゼーション

（スウェーデンなどの例）
第  表では製造業の変化の一つの兆候として、中間投入のうちサービスの比率が
ドイツ自動車産業等で高まっていることを指摘した。アンバンドリングを通じたサービ
ス投入の高まりも、製造業企業の効率化努力の一環と考えることができる。すなわち、
従来の製造業ではメンテナンス、運送、マーケティング等をすべて内生で行ってきた
が、これらをビジネスサービスとして購入することでコスト削減を試みる動きが一般的
となっている。
また、コスト削減だけでなく、��� の川上部門では、研究開発やデザイン等の知識集
約型サービスの利用が高付加価値製品の生産を行うための鍵となるとの指摘がある。
同時に、特に高付加価値製品を製造する企業の産出も、単なる製品自体だけでなく付
随するサービスにまで広がっている。例えば英国の大手機械機器メーカーの民間航空機
部門の収益の ％はアフターサービスであり、航空機エンジンの販売と併せてリアル
タイムのモニタリングやアフターケアサービスがパッケージとされている。
一般に、製造業のサービス化とは、製造業でのサービスの購入、生産、及び販売が
増加することを指す（第  図）
。様々な指標で比較すると、先進国の中でもスウェ

％ポイント減、高スキル労働者のシェアは ％ポイント減、エンジニアのシェアは ％ポイント増との指摘も
ある� ����������������������。

�������������������。次のパラグラフの出所も同じ。

�������������������

��������������������������������������;���������������

���������

これ以外にも製造業が産出するサービスの例としては製品のカスタム化、インストール（設置）
、更新、購入時の
融資（ローン補助）
、保険、使い方のトレーニングなどが挙げられる。

��������������������������������������;���������������。日本語の文献で「製造業のサービス化」との表現を用いた例
としては、下村（）などがある。
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ーデンは製造業のサービス化が進んでいる、もしくはサービス化を意識した政策が早く
から議論されている国である。製造業の中間投入のサービス比率を比較すると、 年
。また、スウェーデ
にはアイルランドに次いで高い水準となっている（第  図）
ン政府によると、 年から  年の間に製造業の付加価値ベースでのサービス産出比
率、サービス関連雇用者比率、サービス産出のいずれの指標でも増加幅は �� 平均やド
イツを大きく上回っている。

第  図 製造業のサービス化

サービス購入


・卸売・小売サービス
・知識集約型サービスなどを購入

し、中間投入





サービス生産




>製造業企業@





サービス販売




・メンテナンス等のアフター
サービス

・研究開発サービスなどを生産し、
販売












世界産業連関表でデータ利用可能な国のうち、 年時点で製造業の中間投入が一定額以上であった  か国のデ
ータを利用して比較した。

�������������������������������������
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第  図 製造業の中間投入のうちサービスコストの比率  年 
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ー ラ ェ ア ー ト ル ト ン ダ
カガ
ネコリ キ
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クラ リド
ル
ンデ
シ ー ア
ド
ドン
リ ア
ア

ア
（備考）世界産業連関データベース（���������������������������）よりか国のデー
タを利用。

こうした製造業のサービス化は生産性上昇や収益性の改善につながるのだろうか。現
時点ではサービス化がどのような経路でパフォーマンス改善をもたらすか解明し切れて
いないが、サービス化のプラスの影響を論じた成果がある。例えば、���������������
は、スウェーデン製造業企業のデータを用いて、サービス産出と輸出パフォーマンスの
関係を分析した結果、企業内でサービス産出に従事する労働者が多いほど輸出に有利と
の結果を得ており、企業の国際競争力を考える上では、より競争が激しくなる中でマー
ケティングや現地での規制対応、輸送コストの低減などに従事する雇用者の役割が高ま
っていると指摘している。また、知識のスピルオーバー等を通じ、海外サービスを中
間投入としてより多く用いるほど、その企業の輸出の増加が大きく増加する傾向も指摘
されている。
スウェーデンとアメリカの自動車産業を例にとり、どのようなサービスが中間投入さ
れているかを比較してみよう（第  図、第  図）。スウェーデン、アメリカ
共に卸売・小売サービスの投入比率が最も高いが、アメリカと比べたスウェーデンの特
徴は、いわゆる「知識集約型サービス」と呼ばれるコンピュータ関連サービスや、科学
技術サービス等、自社が高付加価値製品を生産するために重要な役割を果たすサービス
の購入比率が高いことにある。


�����������������������はフランス製造業企業の大規模データを用いて、サービス販売を始めることで企業の利益
率、雇用、販売が押し上げられたことを包括的に検証したが、どのような経路でそれらが起きたのかはほとんど論じ
ていない。

���������������

図中「  ,7、情報通信関連サービス、  研究開発、  建築、エンジニアリング、技術テスト、分析、  広告、
市場リサーチ、  その他専門、科学技術サービス」を指す。スウェーデンでは全体の  程度を占めるのに対し、
アメリカでは ％程度とシェアが小さい。
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中間投入されたサービスのうち輸入サービスのシェアは、スウェーデンで２割、ドイ
ツ・フランスで ％前後、アメリカでは５％未満となっている。サービスの分類別に
輸入サービスのシェアを比較すると、スウェーデンで輸入依存度が相対的に高いものが
目立つ（第  図）
。スウェーデンの自動車産業では、大企業から中小の部品メーカ
ーまで、リードタイムの削減と生産効率化のために研究開発、コンピュータ関連サービ
ス、マネージメントサービス等を積極的に外部から購入し中間投入しているとの指摘が
あり、企業規模を問わず効率化のために外部サービスの活用が進んでいることがうかが
える。

第  図 スウェーデン自動車産業の投入サービス構成比  年）
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連サービス






法務・会計サービ
ス、本社機能、経営
コンサルタントサー
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（備考）世界産業連関データベース������ ���������������������）より作成。














National Board of Trade, Sweden (2012) “Everybody in Services.”
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第  図 アメリカ自動車産業の投入サービス構成比  年）
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（備考）世界産業連関データベース������ ���������������������）より作成。

�
�

第  図 サービス投入の輸入依存度（自動車産業、 年）
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（備考）世界産業連関データベース������ ���������������������）より作成。


（まとめと製造業雇用の将来展望）
これまでの議論を簡単に振り返れば、グローバル化の進展に伴い先進諸国の製造業で
も最終製品、中間投入ともに輸入浸透度が上昇し、従来の国内製造業の生産を代替する
部分が生じている。同時に、国内生産の高付加価値化や高品位モデルへの特化等を通
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じ、海外生産との補完的な生産体制を構築し成長を続ける部門の例もあり、グローバル
化が生産代替を通じて自国の生産にマイナスの影響だけを及ぼしたとは考えにくい。む
しろ、理論が想定するように、比較優位のある高スキル部門への転換を進めれば経済全
体としては成長にプラス寄与と考えられ、そうした事例も随所で指摘されている。
グローバル化のメリットを最大限活かすには、自国の生産要素の速やかで適切な再配
分が重要である。但し、特に労働資源については賃金調整による再配分が進みにくいこ
とや、制度的な要因で地域間の労働移動がスムーズに進みにくいこと、低スキル労働力
を高スキル労働力に転換するには時間を要することなどから、経済全体としてグローバ
ル化の恩恵を受けにくく、コストだけが際立つ可能性も高いため、政策による資源再配
分のサポートが不可欠と考えられる。
最後に製造業雇用の将来展望を簡単に記述したい。��� のあり方は技術進歩などを
受けて今後も常に進化・発展していくと考えられる。例えば、３� プリンターの登場を
受け、製造業は従来の「組立型ものづくり」から大きく転換する可能性も指摘されてい
る。これは規模の経済性を追求する少品種、大量生産の従来型の生産モデルから、コ
スト低下による多品種少量生産モデルへの移行可能性を視野に入れた動きである。多
品種少量生産モデルでは、規模の経済性を追求することが従来ほど重要ではなく、むし
ろ、多様化する消費者の需要に合わせた迅速な生産と製品の供給が必要であることか
ら、国外での生産から国内生産への切り替えが進むことも考えられる。こうした新たな
動きに関する最近の具体例を挙げれば、世界的なスポーツ用品メーカーがアメリカやド
イツに新工場を建設し、国内の多様なニーズに合った柔軟かつ迅速な供給体制を構築す
る動きもみられる。技術革新の進展に伴う製造業の今後の動向が注目されるととも
に、企業や政策当局が新技術やグローバル化を新たな成長のチャンスと捉えて取組を続
けていくことが重要と考えられる。

６．グローバル化の影響と政策の方向性

これまで、国によってグローバル化の進展が様々であること、それに伴う経済や社会
への影響も多様であることを、いくつかの先進国の例を取り上げて議論してきた。前述
のように、グローバル化が成長にはプラスであり、開かれた市場を維持することに各国
がコミットしていくことが重要である。他方、グローバル化により構造調整が必要とな



������������������������������������������
���������������������

スポーツシューズやトレーナーの製造については安価で豊富な労働力を求めて早くからアジア地域にオフショアリ
ングが進んできた。こうした製造工程は汎用モデルの量産体制には効率的であるが、少量で特別なモデルへの需要
や、受注後短期間での供給が求められる需要が増えてきたことへの対応として、ドイツやアメリカの都市近郊に新た
な工場建設が始められている� ��������������������。
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り、少なくとも一部の労働者に失業や転職に伴う賃金減など負の影響を及ぼしうるこ
とから、政策対応の必要性が指摘されてきた。これを受けて先進諸国は、構造調整を
円滑に進めるため、労働市場政策や社会政策、及び貿易政策などを実施している。具
体的には、労働市場政策では、仕事を失うリスクに関して労働者に安心や保険を与える
消極的労働市場政策（失業保険給付など）に加え、労働者の転職支援や転職に資する技
能を習得するための教育訓練などを行う積極的労働市場政策を講じてきた。積極的労
働市場政策の中には、グローバル化の影響で職を失った人などに対象を限定した政策も
ある（コラム「グローバル化と先進国の積極的労働市場政策」参照）
。社会保障について
は、解雇により職を失った人などが新たな機会を見つけられるのを手助けするための再
分配政策（例えば給付金プログラムや就労インセンティブの強化）等が挙げられる（第
 表）
。
経済学的には、構造調整を円滑にする政策としては、対象を貿易に絞らず一般的な政
策を用いることが望ましいとされている。加えて、貿易自由化で負の影響を受けたす
べての労働者を特定することは非常に難しい。他方、貿易に関連して経済の一部に集
中的な構造調整が生じる場合（特定の地域での工場労働者の大量解雇など）には、貿易
に絞った調整策が有益である可能性も指摘されている。

第  表 労働市場に関する構造調整政策


調整を円滑にする政策

特に貿易に絞ったもの

労働市場・社会政策
○消極的労働市場政策

例：失業保険

○積極的労働市場政策
例：職業訓練、職業紹介

○社会保障政策
例：条件付給付金プログラム、

税額控除など（注）

○貿易で影響を受けた労働者への労
働市場政策

例：���

貿易政策

○段階的な貿易自由化
○移行期間の設定、自由化する
分野の特定など


（備考）����������������（����）を参考に作成。
（注）給付金プログラムの例としてはブラジルのボルサ・ファミリア（参考２）、税額控除の例としては
アメリカの����（参考５）などが挙げられる。




石崎、加藤（）では、先端産業・衰退産業・その他中立産業の３部門の経済モデルにおいて、需要のコンポ
ジションが単に衰退産業から先端産業にシフトした場合、所与の労働市場の硬直性のもとで経済厚生を最大化する構
造調整パスを辿ったとしても、一時的に中立産業の需要も減退することを理論的に示している。

労働に係る調整コストだけでなく、一部の部門での設備稼働率の低下や、技術革新に伴う既存設備の陳腐化も調
整コストと考えられる� ����������������������。

��� の定義によると、労働市場政策とは「労働市場の需給関係に影響を及ぼすすべての政策」を指し、
「通常、消
極的労働市場政策と呼ばれる所得補償のみならず、失業や失業リスクに晒されている人たちに対する労働市場の統合
策が含まれる」とされている。

ただし、第２節で述べたように、労働市場での負の影響の主たる要因はグローバル化ではなく技術革新であると
の見方もある。

�����������������������

��� は雇主や組合などからの申請がサービス受給の必要条件となる� �������������������。�
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各国の政権が、グローバル化をどの程度積極的に推し進めるのか、併せてその分配面
での帰結に対しどの程度政策的なサポートを行うのか、政策の方向性を決めるにあたっ
ては、政治情勢、労働組合の政治的影響力、福祉国家の度合い、さらに国民がグローバ
ル化をどの程度失業リスクと感じ、どのような政策を選好するかなどが考慮されると考
えられる。���� 諸国の労働者のサーベイ結果を用いて、グローバル化の進展ととも
にどのような政策ニーズが高まったか分析した例をみると、失業保険等の事後的な所得
補償政策の強化よりも、職を失わないようにするための教育投資など人的投資プログラ
ムの拡充へのニーズが高いとの結果が得られている。
グローバル化の進展度と構造調整政策（以下では第  表の「労働市場・社会政策」
を指す）の充実度合いの関係については、���� 諸国などを対象に様々な分析が行われ
てきた。両者の関係についての考え方は大別すると二分され、  正の関係、すなわちグ
ローバル化が進むほど、それに伴うリスクの高まりに対する補償強化など、構造調整政
策が充実する（人々の経済面での不安が高まり、失業保険給付など社会保険の拡充を求
、  負の関係、グローバル化に伴い資本移動の自由化が進展し、
めることへの対応）
企業の海外移転を防ぐため法人税率を引き下げ、結果的に歳入制約が生じるため、構造
調整政策は縮小せざるを得なくなる、の両面があるとされているが、いずれが有力か、
はっきりした結論は出ていない。
また、前述のようにグローバル化によるリスクや負の影響は個人間で相当程度異なる
ため、失業やより大きな生涯賃金の減少を経験した、もしくはそのリスクに直面してい
る労働者に焦点を絞った政策対応が必要との指摘も増えている。具体的には、これまで
述べてきたように、先進国であれば非貿易部門（一部のサービスなど）や貿易部門の高
スキル労働者は相対的に低リスクである一方、貿易部門の低スキル労働者は高リスクで
あり、構造調整政策に対するニーズも大きいと考えられる。
構造調整政策の中でも、積極的労働市場政策の効果は短期ではゼロに近いが、２～３
年経過するとプラスになっていくことや、属性別では年齢層が高いと様々なプログラム
の効果が出にくいことが指摘されている。グローバル化の文脈で言えば、貿易部門
の低スキル労働者で、かつ年齢層が高い労働者は転職に時間がかかったり、不利な条件
での転職となる可能性が高いと考えられる。これに対し、年齢層が低い高スキル労働者
への需要は相対的に強く、転職先も見つけやすいと考えられる。グローバル化の負の側
面への政策対応としては、対象に応じて構造調整政策を使い分けることが一案と考えら



������������������������������������������など。
��������������������������������

���������������������������

��������������������������������

���������������������
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れる。具体的には、所得補償などについては前者に焦点を絞り、後者に対しては早期の
再就職を促すインセンティブを与える政策の組合せが効果的との見方がある。再就職
を促すには、労働市場での労働者の移動の障壁となるような制度や慣行を取り除き、柔
軟性を高めることが不可欠であろう。
加えて、低所得層の就労インセンティブを高め、貿易ショックなどに際して労働参加
率を低下させないためには、アメリカの勤労所得税額控除制度�����：��������������
�����������や最低賃金の引上げなどの政策も有効と考えられる。また、人々の教育投資に
対するニーズが高いことや、教育投資プログラムの効果の発現には時間がかかることを
踏まえると、失業者に対する訓練・教育プログラムだけでなく、スキルアップ投資や教
育プログラムの拡充が重要となってくるとも考えられる。

（参考１：世界における所得格差）
世界の所得格差の動向について、長期的視点から振り返る。初めに、 世紀における世界の所得格差の大まかな流
れを、世界全体の格差、国家間の格差、国内の格差の三つの視点から概観する（第  図）
。世界全体の格差をジニ
係数の推移でみると、 世紀半ばまでは拡大傾向にあったが、その後は、おおむね横ばいとなっている。国家間の
格差も大まかにはこれとほぼ同様の動きとなっており、 世紀の世界の格差拡大は、国家間の格差拡大による影響が
大きかったと考えられる。国家間の格差をやや詳細にみると、 世紀に入り一貫して拡大してきていたが、 年以
降わずかながら縮小に転じている。これは、中国やインドといった新興国・途上国が急激に経済発展を遂げた時期と符
合しており、その影響により格差が縮小したものとみられる。また、国内の格差に目を転じると、 年ごろから  年
ごろまで、かなりの程度の縮小がみられ、その後も緩やかな縮小傾向が続くが、 年ごろから顕著な拡大を示してい
る。












�������������
主に低所得の勤労世帯を対象に一定率の税額控除を適用し、就労を促しつつ所得再配分効果を高めることを目的
とする制度。制度の詳細と評価等については参考５参照。

ジニ係数は０から  までの値をとり、 に近づくほど所得分布が不平等なことを表す。

������������������ では、世界の所得格差について平均対数偏差� ��������������������� を計算しており、この要因分
解によれば、全所得格差に対し、 年時点で国家間の格差が ％、国内の格差が ％寄与、 年時点ではそれ
ぞれ ％、％の寄与となっている。
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第  図 世界の所得格差（１）
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（備考）�����������������������������������������������、
����������������より作成。

また、異なるデータソースになるが、 年以降も含めたここ数十年の所得格差の動向をジニ係数とタイル指数


からみると、特に  年以降、ジニ係数もタイル係数もともに低下傾向を示しており、世界の所得格差が縮小して

いる様子がうかがえる。タイル指数を国家間の格差と国内の格差に分解してみると、国内の格差が上昇する一方で、国
家間の格差が相対的に大きく低下しており、国家間の格差縮小により全体の格差が縮小してきた様子がみてとれる（第
 図）
。先にも述べたとおり、中国等の新興国・途上国の高い経済成長が、その後も国家間の格差を縮小させてい
ったものと考えられる。�
第  図 世界の所得格差（２）�
（ジニ係数

（タイル指数
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国家間
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国内の
格差

�
�



タイル指数
（目盛右）



















 （年）

備考 ������������ ������より作成。

次に、国内の格差について、先進国及び新興国・途上国の主な国をとりあげ、それらの動向をみていきたい。ここで
は、ジニ係数に加えて、より長期のデータが利用可能な上位１％の所得シェアの推移もみていく。�
まず、先進国の動向をみると、ジニ係数も上位１％の所得シェアもおおむね同様の動きとなっており、いずれの国に
おいても、 年代に急激に低下した後、 年代までは緩やかな低下傾向をたどり、 年代から  年代の間に上昇



������������������


タイル指数は、所得が完全に平等に分布していれば０になり、不平等なほど大きくなる。本指数は、所得格差を
グループ内（国内）の格差とグループ間（国家間）の格差に分解できる。
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傾向に転じている（第  図、第  図）
。この上昇の様子をやや詳細にみると、大まかな傾向としては、 年
代にアメリカと英国で大きく上昇し、それを追うかたちで  年代になって、ドイツ、フランス、日本でも上昇傾向
に転じているが、それらの上昇幅は比較的小幅なものにとどまっている。 年代の急激な所得格差の縮小は、第二次
世界大戦による物理的資産の喪失が資産所得を減少させたこと、ハイパーインフレーションによる債券の実質価値の
減少が金融資産の損失をもたらしたことなどによると指摘されている。また、その後  年代までの緩やかな格差縮
小は、社会保障制度の拡充による所得の再分配、累進所得課税による上位所得者の収入増加の抑制、最低賃金等の政府
による労働市場へ関与や労働組合による団体交渉などによる影響が指摘されている。
一方、新興国・途上国の格差の状況をみると、ブラジル（参考２にて後述）を除く主要国のいずれにおいても、ジニ
係数も上位１％の所得シェアも  年代ごろから上昇傾向を示している（第  図、第  図）
。ロシアについ
ては、長期のデータは存在しないが、ソビエト連邦の社会主義体制が動揺した  年ごろにジニ係数が大きく上昇した
後、いったん低下したが、その後緩やかに上昇している。中国についても、長期のデータは存在しないが、ジニ係数、
上位１％の所得シェアともに、 年代より上昇傾向を示し、 年代後半よりおおむね横ばい、またはやや低下傾向
を示している。また、インドネシアについては、ジニ係数は  年代以降上昇傾向にあるが、上位１％の所得シェアは、
 年代以降上昇した後、 年代に急激に低下している。
    
     第  図 先進国のジニ係数        第  図 先進国における上位１％の所得シェア
� （ジニ係数）
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より作成。日本は総務省「全国消費実態調査」より

作成。
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  第  図 新興国・途上国のジニ係数       第  図 新興国・途上国における上位  
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�����������より作成。ロシアは����������、
中国は年までは��������������������������������
������������� 、、年は����������より作成。




中国



中国

ロシア

インドネシア



ブラジル

（備考）�����������������������������������������������������
より作成。中国は���������������������������������
より作成。

�
さらに、所得階層別の動きを、先進国はアメリカについて、新興国・途上国は中国についてみると、両国ともに所得
最上位層のシェア拡大が指摘できる（第  図及び第  図の ～％部分）
。この層は、アメリカで  年か
ら  年にかけて約 ％ポイント、
中国で  年から  年にかけて約 ％ポイントと大きくシェアを拡大させている。
他方、シェアを最も縮小させた層は、アメリカでは中間層である ～％であり、 年から  年にかけて約６％ポ
イント、中国では最下位層の ～％であり、 年から  年にかけて約５％ポイントのシェアを縮小させている。

第  図 アメリカの所得シェア            第  図 中国の所得シェア
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（備考）���������������������������������より作成。
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（備考）��������������������������������より作成。


以上、世界の所得格差の状況を確認してきたが、ここ数十年の大きな特徴は、 年頃より国家間の所得格差が縮小
傾向となった一方で、 年代以降多くの国で国内の所得格差が拡大基調となったことである。
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（参考２：中南米における格差縮小の例）
 参考１でみたとおり、 年代以降、世界的に国内における格差の拡大が続く中で、ブラジルでは格差の縮小に成功
している。
���������������は、ブラジルを含む中南米諸国において、高学歴化に伴う教育水準の高い労働者への賃金プレミアム
の減少といった「市場所得の変化」と、条件付き給付金プログラムであるボルサ・ファミリア等の「再分配の拡大」
が格差の縮小に寄与したと指摘している。ブラジルにおける再分配政策の効果を具体的に検証した ���������� ����
�������� ������では、同国の  年代後半以降の格差縮小の約 ％が非労働所得格差の縮小に起因するものとしており、
非労働所得格差縮小の要因の大部分を公的移転によるものとした上で、年金、ボルサ・ファミリア、継続扶助����：
����������������������������������等をその例として挙げている。中でもボルサ・ファミリアの所得移転効果について、
同論文では、貧困世帯の所得を平均して約 ％程度押上げる効果があったとしている。ボルサ・ファミリアについて
は、こうした単なる所得移転効果以外にも、教育・健康格差の是正に寄与したとの報告も多く、再分配政策の成功例
の一つとして注目されている。ただし、ブラジルを含む中南米諸国では、縮小傾向にあるとはいえ依然として所得格差
は高い水準にあることから、引き続き果断な政策対応が求められる。

（参考３：アメリカの労働者の賃金変化と所得ショック）
どの国でもデータの制約から、個人所得の大規模な長期パネルデータを構築するのは簡単ではない。そのため、マク
ロショックが生じた時、それが労働者一人一人の所得にどの程度持続的な影響を及ぼすか定量的に明らかにされてこ
なかった。この課題に取り組んだ ������� らの最近の研究成果は、アメリカでの長期の大規模な個人所得のパネル
データセットを構築することで、毎年の賃金変化率の分布を詳細に（例えば年齢階層別に）把握し、分布の特徴に関す
る分析を行った画期的な成果といえる。
一般に、アメリカの労働市場では、労働市場がタイトな好況期には人々はより賃金条件の良い仕事への転職を行い
やすくなり、逆も同様であるため、転職に伴う賃金上昇率は順循環的と考えられている。労働者がより高い賃金の職に
移っていく状況は、
「職のはしご������������」を上っていくと表現されている。対照的に、負のマクロショックによる
解雇を経験した労働者は、業種固有の経験は一部しか他業種に転用できないため、次の職に就く際賃金が大きく低下
し、その後も元の水準に戻れない場合が多いと考えられる。労働市場に負のマクロショックで解雇された少数の労働
者と、より高賃金の職に転職していく多くの労働者が混在するとすれば、賃金変化率の分布は右寄りにピークがある



ブラジルにおいて  年に創設された貧困対策。子供に健康診断を受けさせ、就学させる義務を果たせば現金給付
を受けることができる制度。

��������������������は、非労働所得格差の縮小について、資産からの収益等ではなく公的移転による部分が大きいと
し、所得格差全体の縮小の ％程度が公的移転の規模、カバレッジ、分配の変化によるものとしている。

１人当たりの世帯月収が最低賃金の４分の１未満で、勤労不可能な高齢者及び障害者に対して最低賃金額を支給
する制度。

例えば、教育面では �������������������������が、ボルサ・ファミリア受給世帯の子供の入学率の高さや中退率の
低さを指摘しており、�������������������は、特に農村部において効果的であったと指摘している。健康面では、�����
�������������が、主にボルサ・ファミリア受給世帯の医療サービスへのアクセス改善を示唆する結果を得ている。ま
た、���������������������������は、ボルサ・ファミリア受給世帯が食事の多様性と質を高める調理用食材を中心に非
受給世帯よりも食料支出を増加させたことを述べ、同施策の健康面へのプラスの影響を評価している。

���������������������

�����������
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ものの、左裾が長い形状になることが予想される。
������� らはアメリカの所得変化率に関するマイクロデータを用い、ショックによる所得の変化率の分布では歪度
が負方向に大きい（右側に歪んでいる、すなわち変化率はプラス側に偏って分布しているが絶対値が大きなマイナス
値がいくらかある）ことを初めて実証的に示した。また、������� らはこうした歪度の偏りは、特に  歳以上の労働
者、もしくは高賃金労働者が所得上の「悲劇的状況� ����������」を経験するリスクが、 歳未満の（もしくは低賃金）
労働者にとってのリスクより高いためと指摘した。
また、������� らによると、労働者が年齢や転職経験を重ねて、既にはしごの高い場所まで登っている（高賃金）ほ
ど、次の職でより高い賃金の仕事を見つけられる確率は低くなる。このため、例えば  歳以上の労働者が自発的に転
職する可能性は小さく、大半の労働者にとっての所得ショックはゼロとなる一方、大幅な賃金低下を経験するリスク
が小さいながらも存在し、高賃金であるほどそうした場合の低下率も高いことが指摘されている。
このような所得ショックの要因は多様であり、様々なマクロショックが含まれると考えられる。概して、既に経験と
スキルを重ねて高賃金になっている中堅労働者には、負のショックのリスクは大きな危機感を持って受け取られる。
第２節でも議論したように、グローバル化により一部の国内産品の輸入品による代替が進むため、それらを生産して
いた労働者には職を失うリスクが高まったと受け取られる。仮に現在の職を失った後転職しても、スキルを活かした
仕事に就けず、慣れない低賃金の仕事に就くことを余儀なくされるため、円滑な労働移動の障壁となったり、非労働力
人口化する契機となりえる。
実際、������� と ������ の研究では輸入浸透度が高い製造業の業種で働く労働者が大きな労働所得低下に直面するリ
スクが高いことを指摘し、所得ショックは同じ業種に留まる労働者のみならず、製造業の他の業種、もしくは非製造業
に転職する労働者にも共通してみられたことを指摘した。また、������������ の試算によると、労働者が業種を変える
ことのコストは年間賃金の  から  倍に達するとされている。
こうしたリスクを引き下げるための一つの方法は、労働者の成長分野への移動を促していくことかもしれない。第
 図は  年から５年間の職種別の時給水準（中位値）変化率と、雇用者数の伸び率の関係をプロットしてい
る。両者は必ずしも正の相関関係にあるとは言えないが、いわゆる成長分野と呼ばれるコンピュータ関連や個人ケア
サービス、マネージメントサービスなどは平均を上回る時給の伸びと雇用の伸びを示している一方、��� 化の進展など
を背景に販売関連や生産の職種では平均を下回る賃金と雇用の伸びとなっている。全体のパイが大きくなっている成
長分野職種への雇用のシフトが進めば、労働者にとっては一時的なショックに直面しても、これまで蓄積してきたス
キルを引き続き活用できる職に移ることができる確率が高まる（言い換えれば、はしごから落ちることなく、そのまま
登り続ける）ことが期待できる。本文で言及したドイツの例のように、中高年層が長期間蓄積したスキルを他分野のス
キルに転換することは若年層よりも難しいと考えられるため、成長業種での雇用増を後押しするような教育投資の強
化を始めとして、各世代の特徴に応じたサポートの提供が重要であろう。
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第  図 職種別にみた時給の伸びと雇用の伸び（～ 年、アメリカ）
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（備考）．��������������������������（����������������������������������）より作成。

．伸び率は、それぞれ年と年の間。
．職種分類は�����の����������������������������������������に基づく。




（名目時給伸び率、％）

（参考４：グローバル化と先進国の積極的労働市場政策）
���� らによると、積極的労働市場政策には学校やオンザジョブでの訓練、転職支援、民間や公的部門での雇用へ
の支援（補助金拠出、公共投資等）などが含まれ、いずれも業種間、地域間など様々なレベルで労働市場の流動性を高
める効果がある。積極的労働市場政策のうち、転職支援などは相対的に短期で大きな効果を持つこと、他方訓練や民間
での雇用支援プログラムは中長期でより大きな効果を発揮すること、公的雇用の効果はほぼゼロであることなどが指
摘されている。本文で述べたように、グローバル化の文脈でも、特に新しい技術に対応した訓練プログラムの受講な
ど、受講者のスキルアップにつながるような教育投資の重要性が高まっていると考えられる。
グローバル化の影響で職を失った人などに対象を限定した就労支援や各種の保障プログラムの代表例がアメリカの
��� と �� 諸国の欧州グローバル化調整基金� ��������������������������������������������� 以下 ����である。前者のプ
ログラムでは、適格要件を満たした労働者に対して、クラス形式の職業訓練やオンザジョブトレーニングの実施を始
め、職探しの手当てや所得手当の支給が行われる。��� 参加者は、��� に参加していない失業者と比べ訓練プログラ
ム受講の証明書や資格を取得した割合が３割以上高いとの指摘がある。また、 年度は訓練プログラムを受講し正
式な証明書を受領した労働者の約 ％が、プログラム受講前と異なる産業に転職したとの指摘があり、より労働需要
がある業種へと多くの労働者が業種間移動した可能性が示唆されている。後者�����は、グローバル化の過程で結果的
に職を失った労働者に応急的な支援を行うことを目的としている。具体的には、労働者の再訓練と再雇用に向け、積極
的労働市場プログラムの６割を出資、残り４割を加盟国政府が負担する。��� による訓練プログラムを受講した結果、
平均で５割程度の労働者が再雇用されたとの評価がある。��� に対する労働者の認知度が十分高くないことから、制
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度の効果をさらに高める余地があるとの指摘もある。

（参考５：���� について）
���� は所得額や子どもの数に応じて税額控除を増やす仕組みである（第  図）
。谷、吉弘（）は、こうし
た制度が成立した背景として、アメリカのフリーランチに対する反感を文化的土壌とした最低生活所得への批判がベ
ースにあると述べている。格差是正の面からは ���������������������が貧困率低下に言及しており、中でも母子家庭への
影響が大きいとしている。なお、受給資格のない家庭にも支給される可能性を含め、行政面での問題点もいくつか指摘
されていることには留意する必要がある。例えば ��������������は、���� で実際に支払われた額のうち ％以上が本
来受給資格のない家庭への支払いに充てられていたとし、これが ���� を必要以上に膨張させている可能性が高いと
している。一方、そうした不正受給の存在を認めつつも、その影響は極めて限定的であり、���� 縮小の根拠とはなら
ないとした指摘もある（��������������）
。

第  図 ���� における所得控除の仕組み



（税控除額、ドル）

子ども３人





子ども２人




子ども１人



子ども０人













（備考）�����������������より作成。



（所得額、ドル）
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