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１、課題 

 

 経済のグローバル化が急速に進み、国際分業の様相も大きく変容している。国際的な農工分業、すなわち、一次産

品生産地域と工業製品生産地域との国際分業といった、途上国地域と先進国地域との間に支配的とされた伝統的な国

際分業の形だけではとらえられない、緊密で複雑な分業体制がグローバルに進行している。国際的な移動コストの減

少と通信・情報技術の発展に勢いを得て、製造業内部での国際分業が進むだけでなく、同一製品の生産工程や業務が

細分化（fragmentation）され、グローバルに各地域に配置され、組立拠点に集約され、最終市場に運ばれていく。こ

うした動きとつながる形で、中国の成長を始めとする途上国の工業化が進行している。国際的な生産配置を主導する

役割を演じているのは先進国を中心とする多国籍企業だが、海外の生産拠点は、多国籍企業自らの子会社だけではな

く、独立した企業との契約（arm’s length contract）を通じた企業間取引を介してネットワークに位置付けられ、広が

っている。こうして素材や部品などが様々な国で生産され、組み立てられ、市場に提供される。この流れはグローバ

ル・サプライ・チェーン（GSC）、グローバル・コモディティ・チェーン（GCC）、グローバル・バリュー・チェー

ン（GVC）などと呼ばれ、研究が蓄積されてきている1。 

世界銀行は 2020 年版世界開発報告に「グローバル・バリュー・チェーン時代における開発のための貿易」というタ

イトルを付け、この問題を特集している。世銀報告は、GVC（グローバル・バリュー・チェーン）貿易は途上国の

経済成長と貧困の減少を伴いながら急速に拡大してきたとしながら、世界金融危機以後の停滞に懸念を示し、AI な

ど技術革新が進み、貿易摩擦も深刻化する中で、GVC が今後どうなるのか、途上国の成長とつながる形で GVC の

拡大が進むためには何が必要か、といった問題を検討している。コロナ禍の激変を受けつつある現在、GVC の今後

の動向はさらに大きな問題となりつつある。この報告は、当面するこうした問題を検討していくためのより基本的な

作業として、成長著しい GVC 貿易に典型的に示される今日の貿易と国際分業の現実をどのような指標で、どのよう

な視点からとらえていったらよいのかを考えていくことにしたい。 

まずはこの世銀報告から世界貿易に占める GVC 貿易シェアの推移を確認しておきたい（図 1）。2008 年以後の停

滞がはっきり示されているが、GVC が示す特徴的な事態、細分化された工程がグローバルに分散配置され、結び合

されるという事態は現代の貿易の基本型を構成するもの考えられる。 

 

 

  

 

1これらの研究の現状とそれが示す意味については猪俣哲史（2019）を参照されたい。この報告も多くを負っている。氏はマイケル・ポ

ーターの「バリューチェーン」に触れた上で、「グローバル・サプライチェーン」と「グローバル・コモディティチェーン」という用語

について、「前者は国境を越えた生産活動における物理的な需給ネットワークへの一般的呼称であり、主に物流管理や貿易円滑化に係る

研究において使用されている。これに対して後者はジェレフィが初期の研究において提唱した概念で『生産・分配・消費が（企業組織を

含む）社会関係によっていかに形作られているか』(Gereffi and Korzeniewicz,1994,p2)を示すことによりグローバルな価値分配を検討する

もの」であり「その研究動機において GVC の先駆けと位置付けることができ」(p.35)、GVC はジェレフィの問題意識を継ぐものとさと

される。なお Gereffi and Korzeniewicz (1994)は引用の箇所で、Hopkins and Wallerstein(1986)によるコモディティ・チェーンの定義、すな

わち「一つの完成された商品の形成に帰結する労働と生産の諸過程のネットワーク」(p.159)を紹介している。本稿では基本的に GVC と

いう用語を使う。 



図１ GVC 貿易は 1990 年代に急拡大し、2008 年世界金融危機以後停滞した 

        

   出所）World Bank(2020),Figure 0.1 

   注）GⅤC 貿易の推計には、1990 年から 2015 年について 190 か国のデータをカバーする Eora26 database を利用している。 

 

多くの国を巻き込んで進むこの GVC は、従来の貿易統計ではその真相をとらえることが難しくなっている。最も

基本的な問題は、輸出額には様々な国から輸入した中間財の価値が含まれ、そのすべてが輸出した国を源泉とする輸

出額とは言えなくなっており、輸入額には、加工して輸出するための中間財の価値が含まれ、輸入国で使いきってし

まうわけではない、という点である。つまり通関上の貿易統計では相互の貿易の規模を正しく把握できない。この点

について World Bank(2020）は次のように問題を指摘している。 

「GVC において価値がどこで付け加えられているのかを推計する上での大きな問題は、以下の事実から生じてい

る。すなわち、国際貿易の標準的な情報源となっている通関データは、取引される財やサービスがどこで作られたか

を示してくれるが、いかにして作られたかは示してくれない——つまり、どの国がそれに価値を付け加えているのか

は示してくれない。同様に、通関データは取引される財がどこに行くのかを記録しているが、それがいかに使われる

かは記録していない——つまり、それが、輸入国で完全に消費され尽くしてしまうのか、それとも、輸入国でさらに

価値が付け加えられ再び輸出されるのかは記録していない、という事である。」（p.17，波線は原文の強調） 

 GVC などを通じて形成されてきている中間財貿易を伴う現代の国際貿易の実像に迫るために、国際産業連関表を

利用した付加価値貿易の検討が進んでいる。この報告で注目したいのは、そうした研究の中で付加価値貿易の推計に

とどまらず、貿易される付加価値の生産に投下された各国の労働量・雇用量の推計が行われてきていることである。

これを付加価値貿易にならい、仮に「投下労働」レベルでとらえた付加価値貿易という意味で「投下労働貿易」と呼

ぶならば、現在、貿易を３つの層でとらえることが可能になっている。すなわち通常の通関統計による貿易（第 1

層）、付加価値貿易（第 2 層）、「投下労働貿易」（第 3 層）の 3 層である。この報告は、「投下労働貿易」の推計を紹

介するとともに（２節）、この第 3 層の指標が現代の GVC と貿易をとらえる上でどのような意味をもつのかを検討

していくこととしたい（３～５節）。「投下労働貿易」、「投下労働」レベルでとらえた貿易、という言い方は仮のもの

だが、以下基本的に「」は省略する。 

 

２、投下労働貿易指標の推計―貿易される付加価値生産に投下された労働の推計― 

 

 投下労働貿易の推計は、国際産業連関表を使った貿易分析の延長線上で、貿易による雇用創出効果の検討する目的

で現れてきている。海外の需要に対応する輸出によって生み出された雇用数の推計、貿易を通じて創出される雇用数
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の推計である。以下の 2 つの研究を挙げておきたい2。 

 １つは IDE・JETRO によるもので、エスカット，ユベール・猪俣哲史編著『東アジアの貿易構造と国際価値連鎖

—モノの貿易から「価値」の貿易へ―』（2011）で示されている。アジア国際産業連関表を使い、「各国・地域の労

働統計と連結させることで、国際貿易の雇用に対する影響の分析に利用することができる」とし、「国境を超えた雇

用機会の移転」という表をまとめている（pp.64-65）。2000 年と 2005 年のアジア・米国経済圏 10 か国について貿易

相手国の最終需要が生み出す各国の雇用機会を推計したものである。ここでは 10 か国のうち、中国、日本、米国の

3 か国だけを取り出し、表にまとめておく（表 2-1）。貿易相手国（表の上欄）の最終需要によって誘発された各国

（表の左列）の雇用数が示されている。 

 

 

 

ここで貿易相手国によって誘発された雇用機会として示されているものは、視点を変えてみれば、投下労働のレベ

ルでみた付加価値貿易が、投下労働量（ここでは雇用者数）として示されていると考えられる。たとえば 2005 年を

見れば、米国の最終需要によって中国において 5154 万人の雇用が生まれていることが示されているが、これは米国

へ輸出される中国の付加価値の生産に費やされた雇用量を示し、米国への中国の付加価値輸出を投下労働レベルで表

現したものということができる。逆に中国の最終需要によって米国において 41 万人の雇用が生まれている。この 41

万人の雇用は中国へ輸出される米国の付加価値の生産に費やされた雇用量、投下された労働量を表現している。同様

に、日本と中国の関係をみれば、日本の最終需要によって中国で 2337 万人の雇用が生まれているが、これは、日本

に輸出される中国の付加価値の生産に費やされた雇用量・投下労働量を示すものであり、逆に中国の最終需要によっ

て日本で 100 万人の雇用が生まれていることが示されており、中国に輸出される付加価値の生産に費やされた日本

の雇用量、投下労働量がおよそ 100 万人であることがわかる。付加価値貿易が投下労働レベルで表現されている投

下労働貿易の推計、第 3 層の貿易指標の推計とするゆえんである。 

今一つは ILO の推計である。ILO は World Employment and Social Outlook(2015)において、World Input-Output 

Database(WIOD)における国際産業連関表と部門別雇用者数のデータを使い、GSC（グローバル・サプライ・チェー

ン）関連雇用を推計している（ILO は、グローバル・バリュー・チェーン GVCs ではなく、グローバル・サプラ

イ・チェーン GSCs と表現している。ここでは GSC と略す）。図 2 は ILO が示したその推移である。推計対象とな

っているのは 40 か国で、世界の労働力の 3 分の 2 をカバーするとされている3。図を見ると、1990 年代後半から

2006 年にかけて GSC が生み出す雇用、GSC 関連雇用が新興国において急速に拡大し、国内総雇用に占める割合も

 

2 ここで紹介する文献よりかなり前から、日本においては労働投入量レベルで貿易関係を検討する研究蓄積がある。しかも雇用創出効果

というのではなく、価値源泉をまた広く言えば再生産と分業を理解するために労働を重視する立場から、投下労働量を推計しようという、

泉弘志・中島章子(1995）、佐野聖香(2015)などの研究である。ただ、従来の研究では輸入中間財の労働投入量を測定する際、輸入と交換

される輸出財の投入労働量を利用するなど間接的な方法がとられてきた。紹介した 2 つの推計は直接に各国の投入労働量を推計している

点、決定的に重要な違いがあり、意味がある。また、そもそも産業連関表による投下労働量の推計に関しては、固定資本減耗の扱いなど、

様々な問題が指摘されており（萩原泰治 2019 参照）、推計される労働世界の意味を限定する上で注意が必要な点である。 

3 推計は 1995～2011 年について行われ、対象となった 40 か国には先進国としてオーストラリア、カナダ、日本、韓国、台湾、米国、そ

して EU27 か国、計 33 か国を含み、新興国としてブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、トルコの７か国が含ま

れている。 

表2-1　雇用機会の国際移転、2000、2005年（単位千人）

2000 China Japan US 2005 China Japan US

China 18,817 28,509 China 23,266 51,542

Japan 420 1,816 Japan 1,003 1,754

US 250 822 US 406 661

出所）アジア国際産業連関表（IDE-JETRO)、2000年、2005年（暫定表）に基づいて作成されたエス

カット・猪俣編著（2011）p.64の表から中国、日本、米国のみを抽出・作成。



一時は先進国における GSC 関連雇用の割合に迫る状況が生まれていたことがわかる。こうした GSC 関連雇用の急

速な拡大とその後の停滞は、World Bank(2020)による GVC 貿易推計が示す傾向と合致する4。 

 

図 2  GSC 関連雇用の数とシェア、1995～2013 年 （単位：100 万人、％） 

 
出所）ILO(2015),Figure5.2。ただし囲みの説明は引用者による 

 

GSC 関連雇用は貿易によって生み出された雇用であり、投下労働のレベルで把握した貿易の規模を示すものとい

うことができる。この GSC 関連雇用を、さらに貿易相手国別、最終仕向国別に推計したものを示しているのが、

Kizu, Takaaki, Stefan Kühn and Christian Viegelahn (2016、2019）である。この文献は IＬＯによる GSC 関連雇用の推

計方法について立ち入った説明を与え、さらにいくつかの追加的な分析を行ったものである。この中で推計対象とな

った国それぞれについて、1995 年、2008 年、2013 年の 3 か年に、各国で誘発された GSC 関連雇用数、主要な輸出

仕向国、主要な輸出仕向国が誘発した GSC 関連雇用数を推計している。ここでは 11 か国のみ取り出し、2008 年と

2013 年について表にまとめた（表 2-2）。文献は、GSC 関連雇用の範囲について、貿易相手国を最終仕向地とするグ

ローバルな輸出によって生まれるすべての雇用と定義し、最終仕向国への輸出によって誘発されるすべての雇用を計

算するとし、推計値が現実の GSC 関連雇用に比べると過大なものになっていることに注意をしている5。 

 

4 GVC ないし GSC 貿易の推計に際して、ILO と World Bank では扱いの違いがある。ILO (2015)では、GSC は国境を越えて生産過程が分

散配置されることによる需要供給関係と定義され、2 か国以上で生産過程の異なる業務 task が遂行されるものとされている。しかしその

際、分散配置される業務には細分化された製造工程のみならず、消費者まで商品を運ぶ運輸などのサービスも含まれるとされる（p.132）。

この定義だと輸入中間財を一切使わず生産された財の輸出も、輸出相手国で運輸サービスを受ければ、GSC となる。国境を少なくとも 2

回超えるものととらえる World Bank(2020)よりも範囲は広いと考えられる。 

5 Kizu et al. (2019) pp.214-215。過大評価となる理由は GSC 関連企業の生産性が平均より高い点など指摘され、定義の問題だけではない。 
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表 2-2 を見ると、2008 年から 2013 年にかけて、中国をはじめ、GSC 関連雇用を減少させている国が多く、また

2013 年にはいくつかの国で、米国に代わりに中国が主要輸出仕向国として登場してきていることが、この推計の示

す重要な変化だが、この報告で注目したいのは主要輸出仕向国が生み出す GSC 関連雇用が推計されている点である。

これは主要輸出仕向国の最終需要が生み出した雇用を示し、主要輸出仕向国への付加価値輸出を投下労働レベルでみ

た指標となっている。 

最大の GSC 関連雇用を抱える中国についてみれば、2008 年も 2013 年も米国が最大の輸出仕向国であり、米国を

最終仕向地として生み出された関連雇用は、2008 年が 4063 万人、2013 年が 2875 万人ということになる。これは米

国の最終需要を満たすために米国に輸出された付加価値生産のために中国で投入された労働量である。 

以上、第 3 層の貿易指標の推計として２つの文献を紹介したが、両者における雇用数の推計方法を確認しておき

たい。エスカット・猪俣（2011）においては、貿易相手国（s 国）の最終需要によって創出されるある国（r 国）の

産業雇用数が Emp𝑟𝑠 = Ê𝑟L𝑟𝑠𝑦𝑠 として計算されている。 Ê𝑟は、対角要素が r 国の雇用係数（＝1 単位生産を行う

ために必要な労働者の数）でそれ以外がゼロの対角行列、L𝑟𝑠は r 国と s 国の国際レオンチェフ逆行列、𝑦𝑠は s 国の最

終需要ベクトル（エスカット・猪俣 2011, p.127 参照）である。一方、Kizu et al.(2016、2019)は、輸出仕向国 d 国の

最終需要によって創出されるある国の GSC 関連雇用数が  𝐽𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(R) × 𝐿 × 𝐷𝑑 として計算されている。ここで、

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑅) は、対角要素が各部門で 1 単位生産を行うために当該国において必要な雇用数でそれ以外がゼロの対角行

列、L は国際レオンチェフ逆行列、𝐷𝑑は輸出仕向国ｄ国の最終需要ベクトルである（Kizu et al. 2019, p.218 参照）。い

ずれも貿易相手国の最終需要が生み出す雇用数の推計と考えられる。 

これらの推計はいずれも各国各部門の投入労働量、労働生産性のデータを雇用係数として利用している。本来、こ

うした部門ごとのデータを利用することが必要だが、ここでは参考のために、各国の雇用者 1 人当たりの GDP デー

タを利用して、簡易な方法で付加価値貿易額から付加価値に費やされた雇用労働量を試算してみることにする。通常

の貿易データ、付加価値貿易の推計データ、さらに雇用者 1 人当たりの GDP データを提供している OECD のデー

タベースを使って、米国の対中貿易（輸出入）について、通関上の貿易、付加価値貿易、投下労働貿易という３層の

貿易指標をまとめた（表 2-3）。 

表の※印を付けた行、太い罫線で囲まれた部分が、投下労働レベルで把握された第 3 層の貿易指標であり、雇用

数で表現された米国の中国に対する輸出、輸入、貿易収支を示している。表側の「※対中付加価値輸出に費やされた

米国の雇用」は、米国の「対中付加価値輸出」を「米国雇用者 1 人当り GDP」で除したものであり、中国へ輸出さ

れた米国の投入労働量を意味し、投下労働レベルで推計された米国の対中輸出である。また「※対中付加価値輸入に

表2-2　各国別のGSC関連雇用数、主要輸出仕向国と関連雇用数（単位　千人）

GSC関連

雇用数

主要輸出

仕向国

主要輸出仕向

国関連雇用数

GSC関連

雇用数

主要輸出

仕向国

主要輸出仕向

国関連雇用数

中国 209,965 米国 40,629 177,278 米国 28,751

インド 76,636 米国 13,841 75,890 米国 15,692

インドネシア 22,479 米国 2,486 21,015 中国 2,521

ロシア 19,952 ドイツ 1,896 18,770 中国 1,990

ブラジル 16,844 米国 1,760 18,610 中国 2,764

ドイツ 16,324 米国 1,301 16,294 中国 1,493

米国 15,924 カナダ 1,630 16,077 中国 1,918

日本 11,156 中国 1,661 8,584 中国 1,828

メキシコ 8,824 米国 4,620 10,153 米国 5,279

韓国 8,198 中国 1,287 9,462 中国 2,113

英国 8,023 米国 925 8,738 米国 910

出所）Kizu et al.(2019),pp.235-237, Table 2 より作成

国

2008 2013



費やされた中国の雇用」は、「対中付加価値輸入」を「中国雇用者 1 人当り GDP」で除したものであり、米国が輸

入した中国の投入労働量を意味し、投下労働レベルで推計された米国の対中輸入である。 

IDE-JETRO の推計も ILO の推計も、第 3 層の推計は貿易による雇用創出効果を明らかにするために行われたもの

だが、この第 3 層の推計を「投下労働」レベルで貿易を把握したものと考えるならば、別の意味合いが浮かび上が

る。まず 2 点まとめていくこととする。直接に表現されている意味を明らかにし（３節）、すでに研究の中で利用さ

れ、指摘されている意味についてまとめていくことにする（4 節）。 

 

 

 

３、貿易を支える国際分業の実相を示す 

 

まず、通常の貿易統計が示す第 1 層の指標に対し、付加価値貿易という第 2 層の指標が持つ意味について確認し

ておきたい。通常の通関統計に基づく貿易数値は、中間財の価値が入り込んでいるために、各国間の貿易の実像から

は離れた姿となる。産業連関表から推計される付加価値貿易は、貿易を付加価値の流れとしてみることによって貿易

の実相に近づく指標となる。猪俣（2019）はこの点について、現在の貿易統計は、「製品が様々な国による国際分業

の共同成果であるという事実を反映していない。その結果、価値の本来の源泉が取り違えられ、2 国間で見た場合は

歪んだ貿易収支として表れることになる。そこで、財の物理的な移動の記録をベースにした従来の貿易概念に代えて、

製品をその生産工程ごとに分解し、各工程において不可された価値の国際的な流れを問う、という付加価値貿易の考

え方が生まれたのである」（p.91）とされている。付加価値貿易が「価値の本来の源泉」を示すかどうかは後に問題

とする点だが、第 1 層の指標に混入している中間財取引を排除している点に意味がある。 

表2-3　米の対中貿易指標：３層の指標　（単位：*は100万ドル、**はドル、雇用は千人）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

対中輸出：Ｅ　* 52,559 65,179 76,879 93,033 85,090 116,682 149,436 169,511 196,719 226,912 237,692

対中輸入：Ｍ　* 206,499 248,844 292,335 307,321 251,538 305,504 356,161 397,534 431,198 468,189 489,185

対中貿易収支：Ｂ　* -153,939 -183,665 -215,457 -214,288 -166,449 -188,822 -206,724 -228,022 -234,479 -241,276 -251,493

対中付加価値輸出＝対中輸出に含

まれる米国の付加価値：AVE　* 45,771 54,754 63,687 78,475 79,249 105,972 135,144 152,745 176,597 204,755 215,729

対中付加価値輸入＝対中輸入に含

まれる中国の付加価値：AVM　* 162,769 197,923 234,745 252,576 217,084 259,867 298,814 336,912 365,962 402,032 434,929

対中付加価値貿易収支：

AVB=AVE-AVM　* -116,998 -143,169 -171,057 -174,102 -137,835 -153,896 -163,670 -184,166 -189,365 -197,277 -219,201

米国雇用者当りＧＤＰ：US　** 90,545 94,179 97,459 99,650 101,621 106,038 109,322 111,893 114,819 118,018 120,694

中国雇用者当りＧＤＰ：CN　** 8,874 10,260 11,980 13,349 14,664 16,353 18,214 19,948 21,798 23,746 25,592

※対中付加価値輸出に費やされた

米国の雇用：AVE/US×1000 506 581 653 788 780 999 1,236 1,365 1,538 1,735 1,787

※対中付加価値輸入に費やされた

中国の雇用：AVM/CN×1000 18,342 19,291 19,594 18,921 14,804 15,891 16,406 16,889 16,789 16,931 16,995

※対中投下労働収支・雇用収支 -17,837 -18,709 -18,941 -18,133 -14,024 -14,891 -15,170 -15,524 -15,251 -15,196 -15,208

対中輸出に対する対中輸入割合

通常の貿易での割合：M/E 3.9 3.8 3.8 3.3 3.0 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1

付加価値貿易での割合：

AVM/AVE 3.6 3.6 3.7 3.2 2.7 2.5 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0

投下労働貿易での割合：

AVM/AVE×US/CN 36.3 33.2 30.0 24.0 19.0 15.9 13.3 12.4 10.9 9.8 9.5

出所）OECD STATより作成（ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1

          表の「対中付加価値輸出」は、米国の付加価値貿易の対中データ　Domestic value added embodied in foreign final demand

          「対中付加価値輸出」は、同じく米国の対中データ、Foreign value added embodied in domestic final demand

　　  「対中付加価値貿易収支」は、同じく米国の対中データ、The "value added trade balance"

　　  「雇用者当りGDP」はOECDデータのGDP per person employed



これに対して、第 3 層の指標、つまり付加価値を生産するために費やされた労働量・雇用量は、貿易を支えるた

めに各国がどれだけの労働を投入しているのか、あるいは世界市場を通じて労働がいかに国際的に分割され、交換を

通じて結び付けられているかを示し、その意味で文字通り「国際分業 international division of labor」を示すもの国際

分業の実相を示すものと考えることができる。貿易を支える国際分業を示している点で、貿易を深層においてとらえ

るものとも言える。 

この点を米中の貿易関係に即してみていくことにしたい。米国の対中貿易赤字が米中摩擦の根底にあることは言う

までもないが、その貿易赤字も貿易の 3 つの指標のどれを見るかによって、表れ方が異なってくる。 

猪俣（2019）は、米国の対中貿易赤字は、付加価値貿易をみると、通常の貿易とは異なる様相を示すとして以下

の図 3 を示している。 

 

図 3 米国の対中貿易赤字 付加価値ベースとの比較：2005～2015 年 

 

出所）猪俣（2019）p.91, 図 3-5 

通常の貿易統計から見た米国の対中貿易赤字は、OECD のグロスベースや米国政府統計が示すものだが、貿易指

標の第 2 層、付加価値ベースでみると、貿易赤字は大きく減少する。中国の輸出額には、海外から輸入した多くの

中間財の価値が含まれているからであり、貿易収支の実相は、付加価値貿易において示されるということもできる。

猪俣（2019）によれば「付加価値ベースによって国際貿易を図るという発想は学術的研究から生まれたが、それを

政策レベルで広く推し進めようとしたのが WTO である。おそらく、米中貿易不均衡は『本当は』これまで考えて

いたほど大きくない、という分析含意は、両国の通商交渉を促す立場としては歓迎すべきことだからであろう」

（p.92）としている。 

さらに第 3 層、投下労働レベルの貿易指標で見るとどのようになるか。米国の対中貿易について、通常の貿易、

付加価値貿易、投下労働貿易の 3 つの指標を 2005 年と 2013 年について取り出して並べると表 3 のようになる。 



 

 

通常の貿易収支で示される米国の巨額の貿易赤字は、第 2 層の指標・付加価値貿易収支では縮小し、第 3 層の指

標・投下労働貿易収支では、逆に、米国の赤字が大幅に拡大する。予想されたことだとは言え、明確に推計値で示さ

ることの意味は大きい。詳しく見よう。 

表の 2005 年における投下労働貿易推計はエスカット・猪俣（2011）によるものだが、この年の貿易を 3 層の指標

で見てみる。通常の貿易では、米国の対中輸出を 100 とすると、対中輸入は 393 で、輸出の約 4 倍、赤字幅は輸出

の約３倍となる。これを付加価値貿易で見ると、対中輸出を 100 として、対中輸入は 356 で約 3.6 倍、赤字幅は輸出

の約 2.6 倍となり、付加価値貿易では赤字幅が少し縮小することになる。しかし、この関係を投下労働レベルで見る

と、対中輸出を 100 として、対中輸入は 12695 で約 127 倍、赤字幅は輸出の約 126 倍となる。米国は対中輸出のた

めに 40 万人の労働を費やし、中国の最終需要を支えているが、中国は対米輸出のために 5000 万以上の労働を投入

し、米国の最終需要を支えているのである。投下労働レベルでは、米国の輸入超過は圧倒的である。中国がほぼ一方

的に米国の最終需要を支えている実態が示されている。逆に言えば米国の最終需要が中国の 5000 万の雇用を支えて

いる、とも言える。労働のやりとりで見ると、米国が中国のために投下している労働の 127 倍の労働が、中国にお

いて、米国のために費やされている。米国では 1 人分の労働が中国向けに支出されている時に、中国では 126 人分

の労働が米国向けに支出されている。簡易推計でみても、投下労働レベルで米国の対中輸出 100 に対して、対中輸

入は 3625、約 36 倍、対中赤字幅は 3525、輸出の約 35 倍となっていて、米国の最終需要を支える中国の労働は、中

国の最終需要を支える米国の労働の約 36 倍になる。 

2013 年の投下労働貿易の数値は、Kizu et al.(2019)によるものだが、この年はどうか。通常の貿易指標では、米国

の対中輸出を 100 とすると、対中輸入は 219 で、輸出の約 2.2 倍、赤字幅は輸出の 1.2 倍となっている。これを付加

価値貿易の指標で見ると、対中輸出を 100 として、輸入が 207 で約 2.1 倍、赤字幅は輸出の約 1.1 倍となり、赤字幅

は付加価値貿易ではやはり少し縮むことになる。しかし、こ投下労働レベルで見ると、対中輸出を 100 として、対

中輸入は 1499 で約 15 倍、赤字は輸出の約 14 倍となる。米国は対中輸出のために 192 万人の労働を費やし中国の最

終需要を支えているが、中国の方は対米輸出のために 2875 万人以上の労働を投入し、米国の最終需要を支えている。

投下労働レベルで見た米国の輸入超過は 2005 年よりも小さくなっているとはいえ、入超規模は圧倒的。つまり中国

の労働が一方的に米国の最終需要を支えている構図はこの間変わってはいないのである。簡易推計でみても、投下労

働レベルでは米国の対中輸出 100 に対して、対中輸入は 1092、約 11 倍、対中赤字は輸出の約 10 倍となっている。 

2005 年から 2013 年にかけての投下労働貿易の指標の変化は大きい。これが現実の変化を反映しているのか、推計

方法の違い（国際産業連関表や推計データの違い）によるのかなど、検討の必要がある。しかし 3 層の指標が示す

貿易収支の姿の相違ははっきりと示されていると考えられる。 

第 3 層の指標は、米中でそれぞれの国の労働が相手国のためにどれだけが分割・配置され、支出されているのか、

両国の労働の分割と結合を直接に示すものであり、米中貿易の深層を示すもの言えよう。米中の経済的相互依存関係

表3  米国の対中貿易を示す3層の指標（単位：100万ドル、雇用は千人）

       :「投下労働貿易」2005年の数値はエスカット・猪俣（2011）より、2013年の数値はKizu et.al.(2019)より

        「投下労働貿易簡易推計」は筆者の推計

指数 指数 指数 （参考） 指数

対中輸出 E 52,559 100 45,771 100 406 100 506 100

対中輸入M 206,499 393 162,769 356 51,542 12,695 18,342 3,625

対中貿易収支＝E-M -153,939 -293 -116,998 -256 -51,136 -12,595 -17,837 -3,525

対中輸出 E 196,719 100 176,597 100 1,918 100 1,538 100

対中輸入M 431,198 219 365,962 207 28,751 1,499 16,789 1,092

対中貿易収支＝E-M -234,479 -119 -189,365 -107 -26,833 -1,399 -15,251 -992

出所）従来の貿易と付加価値貿易はOECD,STATより

投下労働貿易推計 投下労働貿易推計

2005年

2013年

従来の 貿易 付加価値 貿易



を評価する場合、この投下労働レベルでみた関係を抜きに語ることはできないように思われる。 

さらに、米中貿易の均衡点を想定し第 3 層指標を確認してみたい。表が示す 2013 年の通関統計上の貿易収支の均

衡のためには、米国は輸出を倍増させなければならない。付加価値貿易レベルでもやはり輸出のほぼ倍増が必要とな

る。しかし投下労働レベルでは、米国が輸出を倍増させたとしても、輸入は輸出の 7 倍以上の規模で残り、大幅な

輸入超過の事態は変わらない。付加価値レベルの貿易収支均衡を想定しても、米国は自らが中国のために投入した労

働（の成果物）と交換に、中国からはその 7 倍の労働（の成果物）を手に入れ、消費していることになる。このこ

とは、中国の労働が「付加価値」を生み出すものとしては、米国の労働の７分の１としか評価されていないことを意

味する。「不当労働量交換」が確認できる。もっとも労働量の計測の仕方を問題にすれば、果たして「不等労働量」

と言えるのか議論が残るだろうし6、理論の枠組みに関連して、これを「不等価交換」とみるべきなのかどうかが大

きな問題となる。もともと中国の労働は付加価値生産性ないし価値生産性が低いとみるのか、またそれを単純労働と

複雑労働の関係で説明しうるのかなどである。しかしこうした理論問題を脇に置くとしても、はっきりと認識すべき

は米国の消費が中国の膨大な労働によって、ほぼ一方的ともいえるような形で支えられているという現実である。 

ただ、簡易推計から見ることができる以下の傾向についても注意が必要だろう。米国の対中貿易収支の推移をみる

と、通常の貿易や付加価値貿易のレベルで貿易赤字が拡大を続けているのとは対照的に、参考に示した簡易推計の投

下労働貿易レベルの赤字幅は着実に減少してきている点である。投下労働レベルで測った米国の対中輸出に対する対

中輸入の大きさは 2005 年に 36 倍だったのが 2015 年には 10 倍にまで減少してきている。雇用者当りの付加価値生

産の米中格差が縮小していることを反映している。中国はこの間、GVC に参加することによって、米国との貿易に

潜在している「不当労働量交換」をかなり縮小させてきていることが推測される。その差がなお大きい現実とともに

確認しておくべきことである。 

 

４、価値分配から価値創造の場面への転換を示す 

 

第 3 層の指標を把握するもう 1 つの意味は、貿易分析を価値の分配の場面から、価値の創造の場面に転換させて

いる点にある。 

再び付加価値貿易指標の意味と対比して考えていくことにしたい。猪俣（2019）は「ジェレフィら GVC 研究の源

流に立ち戻り、その問題意識に即して『価値創出／分配のグローバル・ゲームとしてみた生産・消費ネットワーク』

を GVC と呼ぶことにする」（p.36 参照）とされ、GVC 研究の課題は「価値創出／分配のグローバル・ゲーム」の解

明にあり、「GVC 研究は、国際生産分業の構造と、生産活動が生み出した付加価値の分配メカニズムとの関係性を考

察する。平たく言えば、経済グローバル化の勝者が誰であり、またその勝因は、そして勝利のコストは何かについて

突き止めること」(p.18)だとされる。付加価値貿易は、この GVC を「見える化」するツールであり、「製品に体化さ

れた様々な価値の流れを定量的な構造データとして抽出する」（p.8）ものだとされている。 

確かに、国民経済計算の考え方に従えば、投入された中間財輸入額を輸出額から差し引いた額が「付加価値」であ

ることは間違いない。しかし、その差額として計算された付加価値が、その国で「生み出された価値」と言えるかの

かどうか、その国で「生み出された価値」に見合うものなのか、その国が「価値の本来の源泉」と言えるかどうかは

改めて問うべき問題として残っている。GVC を分析する際、「価値創出／分配のグローバル・ゲーム」とみることが

重要だとするならば、投入産出の差としての「付加価値」を推計するにとどまらず、「価値創出」がどこでどのよう

に行われているのか、その場面、生産の場面に立ち入って問い直さなければならない。この点を明確に意識し、Kizu 

et al.(2016)の第 3 層推計を利用しながら、GVC に新たな視点から分析をしているのが Suwandi, Intan（2019）Value 

Chains ; The New Economic Imperialism である7。 

 

6 なお投下労働のとらえ方について泉（2013）で丁寧な検討が行われている。氏は国民所得を超歴史的な概念ととらえた上で、それを規

定する「投下労働量」の推計を行っているが、本報告では生産的労働の範囲などの関連する問題は考慮外に置いている。 

7 研究者の系譜から見れば、バラン・スウィージーの独占理論の伝統の上に、ブレイヴァマンの労働過程論をグローバルな分析に活かそ



以下、本書を簡単に紹介し、第 3 層推計の意味を確認していきたい。 

本書は、途上国の急速な経済成長に目を奪われ、現代の世界に帝国主義の変容を見る議論に対し、現代もなお、中

心による周辺の支配と搾取が続き、地球規模で格差が生み出されていること、現代資本主義にはこうした帝国主義的

関係が埋め込まれていること、この点を明らかにしようとするものである。その際の中心概念が、グローバル・レイ

バー・バリュー・チェーン(GLVC)であり、国際的な賃金格差を利用した資本による世界的な「労働裁定」（global 

labor arbitrage）を通じた、国際的な搾取（不当労働量交換）である。本書はこうした枠組みとともに、産業社会学の

成果を批判的に踏まえながら労働過程を分析する枠組みを示し、インドネシアにおける事例研究で労働の管理と支配

の具体的な姿を描くという意欲的な研究である。 

ここで注目したいのは、グローバルな生産連関を、マルクス価値論に立脚して、GVC をグローバル・レイバー・

バリュー・チェーン（GLVC）として、つまりグローバルな労働の連鎖として分析しようとする点である8。端的に

言って、世界に配置された生産工程の連鎖を通じて商品が提供され、販売されていく流れを、通常の GVC すなわち

各国で付け加えられた付加価値のグローバルな連鎖としてとらえただけでは、「価値創造」の場面、労働の現場を素

通りしてしまうことになる9。その意味で用語の適切性は別として、「労働価値連鎖 labor value chain」をとらえ、グロ

ーバルな労働過程の編成に注目することは決定的に重要である。現代をなお「帝国主義」の枠組みで理解することに

は異論があるが、現代多国籍企業が労働過程をいかにグローバルに編成し、そこでいかに価値創造と剰余価値の取得

を進めているのかは、最も重要な検討領域である。 

本書によれば、資本の国際移動と労働の国際移動の違いから、すなわち資本移動と異なり労働移動には制約が多く

あることから、国際的な賃金格差が固定化され、それを利用する形で、多国籍企業が南に生産拠点を配置し、南の低

賃金労働力を最大限利用して高い剰余価値を獲得していると言う。そのプロセスが GLVC である。これを国際的な

「労働裁定」による剰余価値の取得と特徴づける。その際、現代企業の市場に対する独占的支配力、金融における支

配的な力が「労働裁定」による生産のグローバルな編成を可能にしていると言う。またその際、途上国すなわちグロ

ーバル・サウスの低賃金労働が高い技術や生産性をもつ工場に動員され、グローバル・サウスは、北よりはるかに高

い搾取率を実現しているとし、GLVC はその意味で帝国主義的価値連鎖なのだと言う10。 

この搾取率を示すものとして「単位労働コスト unit labor cost」が指標として重視され、南と北の主要な国の単位

労働コストの格差と変化を示している（図 4）。ここで単位労働コストは、時間当たりの産出額に対する時間当たり

総報酬として計算されているが、図は、GVC に生産拠点として位置付けられた南の単位労働コストが北と比べてい

かに低いか、したがって南の労働がいかに高い搾取率の下にあるかを示している、と言う。 

 

うとするものである。 

8 岩佐和幸(2018)は「商品連鎖」という概念に依拠して分析している。しかしその理由は「単なる企業の経営戦略や国際ネットワークと

いった現象面にとどまらず，その深層において，人と人との社会関係が商品を媒介して実現されるという，いわゆる『商品の物神的性格』

［…］に着目しているからである。今日ではますます国境を越えて不可視化されていく資本主義経済特有の社会関係の本質を強調するた

め」（p.182）とされている。本報告は、氏から紹介された Suwandi(2018)を手にしたことがきっかけとなっているが、GLVC という切り

口は「商品連鎖」における「商品の物神的性格」を露わにするものと言えよう。 

9 付加価値統計の問題を指摘し、生産場面に踏み入る必要について、Smith(2012) “GDP Illusion”の議論を紹介する形で概略、以下のよう

に論じている。＜2006 年に、30GB Apple iPod の小売価格は 299 ドルだった。それは完全に海外で生産されていて、生産費は 144.4 ドル

に過ぎない。生産費との差額、小売価格の 52％は、アメリカで付け加えられた価値として計算され、アメリカの GDP に付け加えられる。

GDP 計算においては、実際に生産が行われ、世界の富の形成に多大な貢献をしている貧しい国の GDP が、それを輸入し高値で売るこ

とだけで生まれる差額を付加価値として手に入れる国の GDP よりもはるかに小さいという、おかしな「事実」に行きつく。しかしこれ

は本当なのだろうか。スミスが言うように GDP や貿易データは市場取引の計算でしかない。しかし、市場では何も生産されない。マル

クスの議論に戻り、我々は隠された生産の場所 the hidden abode of production に立ち入らなければならない。＞（pp158-15 参照） 

10 Suwandi(2019)は「プロレタリアが失うものは鉄鎖 chains のみ」というマルクスの言葉を引用し、今日打ち破らなければならない chains

は帝国主義的価値連鎖 imperialistic value chains である、と最後を締めくくっている（p.172）。 

 



 

  図 4 数か国の製造業における単位労働コスト指数 1995-2014（米国 1995 年＝100） 

   

   出所）Suwandi(2019),Chart 2 

 

さて、この図に示される南の高い搾取率の下に組織・動員された雇用が世界でどの程度の広がりをもつのかを示す

ものとして、Kizu et al.(2016)から表 4 を示している。これは 40 か国の GSC 関連雇用の内、それぞれの国の関連雇用

がどの程度を占めるのかを示したものである。2008 年には全 GSC 関連雇用の 43％が中国の GSC 関連雇用となって

おり、その主要な輸出仕向地が米国となっている。米国向けの GLVC の中に中国の労働がしっかりと組み込まれて

いるかがわかるというわけである。インドの GSC 関連雇用は世界の 16％、やはり主要な輸出仕向地は米国となって

いる11。 

 

 

 

 

11 表４は、2013 年には中国を GSC 関連雇用の主要仕向国とする国が増えていることを示している。インドネシア、ブラジルなどだが、

これらの国と中国との投下労働レベルの貿易指標の検討が必要であろう。 

表4　GSC関連雇用シェアの高い国々の雇用シェアと主要輸出仕向国

GSC関連

雇用シェア

主要輸出

仕向国

GSC関連

雇用シェア

主要輸出

仕向国

中国 43.4% 米国 39.2% 米国

インド 15.8% 米国 16.8% 米国

インドネシア 4.6% 日本 4.6% 中国

ロシア 4.1% ドイツ 4.1% 中国

ブラジル 3.5% 米国 4.1% 中国

ドイツ 3.4% フランス 3.6% 中国

米国 3.3% カナダ 3.6% 中国

日本 2.3% 米国 1.9% 中国

メキシコ 1.8% 米国 2.2% 米国

韓国 1.7% 米国 2.1% 中国

英国 1.7% 米国 1.9% 米国

以上合計 85.6% 84.2%

出所）Suwandi(2019),p.47,Table１より。

国

2008 2013



しかし南で実現している高い搾取率は、グローバル・サウスにおける低賃金労働の存在という所与の条件を利用す

ることによって実現している、というだけではないという。GVC への参加が参加企業の生産性や利益に積極的な影

響を与えているのに対し、賃金にはそれに相応しい積極的な影響をもたらしていないという ILO の報告に注目し12、

GVC をリードする多国籍企業は、生産性の拡大と柔軟な労働支配を強化することによって、付加価値を増やしつつ、

人件費を抑制し、低賃金という所与の条件を継続的に有利な条件として利用しているとしているのである。 

 そして本書の後半では、この単位労働コストをめぐる３者、すなわち、南の労働者、南の従属的なサプライヤー、

そして北の多国籍企業の３者の関係が示される。インドネシアを例に、スハルト独裁後の労働者たちの最低賃金引上

げ闘争拡大に対して、多国籍企業が生産現場の再編を通じて、どのように生産性向上を進め、単位労働コストを低く

抑制してきたかが描かれる。その際、多国籍企業の技術的優位の下で、南のサプライヤーが労働過程管理の直接の担

い手としていかなる役割を演じていくのかといった点が、サプライヤーの経営陣に対するインタビューを通じて明ら

かにされていく。 

Suwandi(2019)の議論には多くの課題があり、議論すべき問題も少なくない。本報告の関心事である投下労働レベ

ルの貿易指標への注目という点でも、GVC がグローバル・サウスの労働を動員している状況を示すために ILO の推

計を利用しているものの、「不当労働量交換」が明白に表現され、国際的な価値の移転を議論する上では格好の材料

であるにもかかわらず、Kizu et al.(2019)が推計している米中相互を最終仕向地とする GSC 関連雇用数、米中間の貿

易の第 3 層の指標には触れていない。また理論的には、南からの剰余価値が北の GDP 計算に紛れ込んでいるという

見方をしているが、その立ち入ったメカニズム、南北の搾取率の格差との関係、「労働裁定」の評価、「不等価交換」

の意味などさらに明確にすべき部分が残っている。とはいえ、グローバルな労働連鎖の中に、価値・剰余価値の謎を

解く鍵を見て、GLVC という切り口を示し、労働過程の具体的な事例研究を進めている点で注目すべき研究である。 

 

５、投下労働貿易指標の意味―総括的整理 

 

最後に改めて、第 3 層の貿易指標、投下労働レベルの貿易指標を把握する意味を、上に述べた 2 点を含めて整理

していくことにしたい。 

比較生産費説あるいは比較優位論13が国際経済理論の基本原理として承認されている状況では、輸出入商品に投下

される労働量、その絶対量を、各国間で比較することに関心が向けられることは少ない。ここで紹介した第 3 層の

推計も雇用創出効果の分析との関係で生まれてきた成果だった。比較生産費説では各国間にある生産性の絶対的な相

違、それを直接に反映する商品に投下される労働量の絶対的な相違は、国際的な競争力を決定づける要素とはならな

いと認識されているからである14。しかし、貿易を世界市場における各国の労働の成果のやりとりとしてとらえるこ

と、中間財貿易が織り込まれた貿易を投下労働レベルで把握することは、以下の点できわめて重要である。 

第 1 に、国際的な相互依存関係がかつてなく深まる現実を理解するためには、言い換えると、その相互関係が各

国の生産と生活を支え続けているその根拠を理解するためには、関係を支える労働にまで下りて現実を把握する必要

があるからである。そのためには世界市場を通じて、各国の労働が国際的に分割され、成果の交換を通じて連結して

いる姿を把握する必要がある。各国の生産・再生産の持続可能性を支えるものは今や国際的な生産連関であり、その

根幹にある労働が、緊密な連関をもって編成されている。そこに組み込まれた労働は、すべて世界的にという意味で

 

12 World Bank(2020)も第 3 章で GVC 参加の影響について参加国の生産性と所得の増大に結び付き、貧困の削減につながっていることを

強調している。GVC が対 GDP 比労働分配率の低下との関連性があるという点も指摘しているが、雇用への影響を多面的に分析している。 

13 ここで比較生産費説あるいは比較優位論というのは、一般にリカード比較生産費説として示される次の議論を指す。すなわち、各国間

の労働生産性の絶対的な高低が国際的な競争上の優劣を決めるのではなく、各国内の各産業の労働生産性の国際的なポジションを比較し

て、相対的に高いのか低いのかが、したがって絶対生産費ではなく比較生産費が、各国の国際競争上の優劣を決めるという議論を指す。 

14 生産性が低い国も輸出に参加できることは低賃金や低収益によって説明すべきで、国際競争力を規定する要因として絶対的な生産性の

相違があるからこそ、低賃金や低収益を余儀なくされることとなる。 



「社会的な必要労働」として再生産を支えていると見なければならない。もっともその労働の社会的性格、世界的と

いう意味で社会的な性格は、世界市場における商品交換の場を通じてしか現れないが、世界市場がグローバルな社会

性をもつ労働世界を作り出している。指標はこうした姿を明らかにする上で極めて重要なものとなる。 

 第 2 に、こうした労働世界を作りだしているのは世界市場における競争に打ち勝つために、先端技術の開発にし

のぎを削る多国籍企業であり、その多国籍企業が、グローバルに労働を組織化し、その一環として安価で豊富な南の

労働をその生産連鎖に組み入れている姿を示しているからである。 

グローバルな労働連鎖に動員される南の投入労働はすべて、企業にとって必要不可欠な労働と言わなければならな

いであろう。もっとも必要不可欠かどうかは、生産拠点の比較などを通じて絶えずチェックされ、合理化が進められ

ている。多国籍企業内部では「国内と国外の工場間で製造原価や生産性が比較され、生産拠点が流出したり、雇用と

引き換えに労働条件の引き下げを労働組合が容認したりする事例は、枚挙にいとまがない。国家間、地域間で、雇用

獲得のために、賃金や労働条件の引き下げを競い合うことは『底辺への競争』と呼ばれる」（首藤 2017、pp.2-3）。

こうした競争の中で各国の生産拠点が「最適に」編成されていくのであり、どれも競争上必要な労働として錬磨され、

位置付けられていく。 

多国籍企業にとって必要な労働というのは、逆に言えば、多国籍企業自身を、あるいは現代の資本自身を日々形成

している実体なのであり、自国の労働力のみならず、世界的に配置される労働力の充用とその再生産を自身の問題と

せざるを得ない状況を生み出しているということである。もっとも資本が作り出す労働の世界的なつながりが、自覚

的な結びつきとなってグローバルなルール作りと規制に結実していかない限り、安価な労働力と資源のいいと取りに

よって地域が寸断され、使い捨てによって荒廃が広がるリスクを増すことになる15。 

 第 3 に、GVC を含む投下労働貿易指標は、比較優位が各国の相対価格の相違に示されていた時代とは全く異なる

貿易世界を示しており、その点で比較優位論が意味を持つ世界ではなくなっていることを示している。多国籍企業が

主導する GVC では異なる国の労働が様々な工程に組み込まれ、つぎはぎ細工のように結合されている。その GVC

によって形作られる各国間の国際分業の実相を示す投下労働貿易では、様々な国で完成を迎える商品の生産工程の一

部に投じられた労働が寄せ集められる形で集計されている。グローバルな生産の一部に組み込まれた労働のそれぞれ

の部分について比較優位を論じる意味はなくなっている。 

多国籍企業は、場合によっては他の企業との独立した取引の形をとりながら、生産工程を細分化し、必要な労働を、

それが安く得られる場所に、最適な技術とともに配置し、生産を国際的に展開しているのであって、各国の比較優位

がどの部門のどの工程なのかなどといったことは問題としていない。国際的な生産を進めているのは、足取り軽くど

こへでも生産を配置しようという現代企業であり、GVC の中に南が位置付けられるのは、現代企業が、生きた大量

の労働を必要としているからであり、それが南で組織されるのは、そこに一定の質をもちながら安価な労働が大量に

存在しているからに他ならない。さらに多国籍企業は、場合によってはサプライヤーと連携し、既存の工程を絶えず

革新しながら、世界的な生産連鎖を編成しているのであり、この点で、GVC の現実は、比較優位論が描く世界をは

っきりと否定している16。 

翻って、もともと GVC を待つまでもなく、企業は比較優位による競争上の地位を求めているわけでも、そこに安

住するわけでもなく、絶対的な優位性を獲得するために生産を絶えず革新してきた。企業があるいは資本が歴史的な

進歩性をもつゆえんである17。 

 

15 GVC にも関わるグローバルなルールや規制などについて、『通商白書 2021』は「信頼」あるグローバル・バリュー・チェーンの構築の

必要を指摘し、人権や環境などの共通価値への国際経済活動における関心の高まりへの対応を挙げている。 

16 GVC は資本移動や技術移転を伴っており、その点で比較優位論の前提が満たされていないと言うこともできる。 

17 この意味で比較優位論は GVC の登場で否定されるようになったというわけではない、資本の歩みははじめから比較優位論を否定して

いる。 



 国家間の貿易関係に即して補足しておきたい。米中貿易を例にとると、例えば 2013 年の推計によれは、付加価値

貿易均衡の想定下で、対米付加価値輸出に費やされた中国の労働と対中付加価値輸出に費やされた米国の労働とは 7

対 1 で等価（等付加価値）とされる。これをどう解釈するか。 

 比較優位論からみれば、中国の労働 7 単位が米国の労働 1 単位と「等価」となること、このことこそが国際的な

競争の特徴を示していること、つまり費やされた労働の多寡（生産性の高低）が競争の優劣を決定する事情がではな

いことを示しているとされるのかもしれない。そして比較優位論の妥当性を示すものとされるのかもしれない。しか

し、両国の不等な労働量が「等価」となるのは、両国の間に大きな賃金格差が存在するからに他ならない。この事態

を比較優位論で説明するためには、細分化された工程・業務それぞれについて比較優位いかんが検討されなければな

らないが、そのことが可能だとしても、積極的な意味があるとは考えにくい。 

 むしろ、事態を比較優位によって説明することは、両国にある絶対的な優位性の差、それを埋め合わせる賃金格差

を覆い隠す結果となるばかりか、生産性を絶えず拡大させようとする資本の歴史的役割を見失うことになる。この点

で、第 3 層指標が示す、貿易均衡の下での不当労働量交換は比較優位論の問題点を露わにするものと言えよう。 

 第 4 に、上のことは同時に、リカードの比較生産費説を受容し、マルクスの「国際価値論」によって比較優位論

を説明しようとしてきた従来の主なマルクス派の議論に対する批判ともなっている。各国の労働がいったんそれぞれ

の国の国民的平均労働に総括・集約され、それぞれの国民的生産力の位階に応じて、異なる国際的価値生産性をもつ

ものとして世界市場に登場する、といった議論がなされてきた。しかし、GVC に組み込まれる労働は、求められる

労働の質が同じであれば、どの国の労働も同一とみなされ、どの国の労働が選ばれるかは賃金などの生産コストやロ

ジスティクス上の問題などに依存するだけである。各国の労働がそれぞれの国の国民的生産性を反映するなどという

事態をどこに見ることができるのだろうか。各国の労働は、世界的な生産の合理的配置という観点から、分割された

諸工程に配置され、繋ぎ合わされ、その成果が世界市場における競争戦にさらされる。商品の生産には様々な国の労

働がモザイクのように組み込まれている。その 1 片 1 片を構成する細分化された労働に、国によって異なる国民的

な生産力の反映を見るなどということがどのようにして可能なのだろうか。 

各国の労働が異なる国際的価値生産性をもって現れるのは、世界市場における交換の結果としてであって、世界市

場に登場する各国の労働に、予めそうした刻印があるわけではないし、そういうものとして競争に加わるわけではな

い18。 

 最後に、付加価値と収益の存在をそのまま前提し、その配分をめぐる国際的な奪い合いゲームとして世界市場にお

ける企業間・各国間の競争を分析するだけではなく、前提となる収益の源泉を問い、価値がどこでどのように生まれ

ているのか、価値創造の場面に注目して分析していく必要があり、付加価値貿易指標はその際の 1 つの糸口を与え

ていることである。 

例えば、GVC における生産工程ごとの付加価値生産の違いは「スマイルカーブ」として象徴的に示されるが、生

産工程ごとの雇用数を推計し、グラフ化するならば、「スマイルカーブ」を逆さにした曲線「逆スマイルカーブ」が

描かれることが予想される（図 5 は猪俣 2019 が示しているスマイルカーブの図に「逆スマイルカーブ」のイメージ

を重ねたものである）が、実際にはどう描けるのか。これも GVC を考える際には一つの検討すべき問題となろう。 

GVC に組み込まれることによって各国各地域の労働過程がどの様に編成され結び付けられているのか、労働市場

がどのように位置づけられ、労働者状態がどう変化するのか、熾烈な競争戦が技術革新と人材育成を伴いながら、ど

のような地域のどのような工程が国際的な再編を受けていくのかなど多くの分析課題があるが、貿易を投下労働レベ

ルで把握する作業は、こうした研究の一環として重要な意味をもつものとなろう。 

  

 

18 マルクス『資本論』第 1 巻第 6 編第 20 章「労賃の国民的相違」の理解に係る部分である。国際価値論、比較生産費説についての筆者

の理解についてはとりあえず、細居俊明（1980）(2012）を参照されたい。 



 図 5 スマイルカーブと「逆スマイルカーブ」（白抜き線 

 

 

 

以上、貿易の雇用創出効果を検討するために推計されてきている貿易の第 3 層の指標、「投下労働」レベルの貿易

の指標の意味を整理してきた。グローバルな労働の結びつきが形成されている中で、第 3 層の指標推計の立ち入っ

た検討とともに、価値の創造・移転・配分を国際価値論の観点からどのように理論的に整理するかが大きな課題とし

て残っている。 
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