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（要旨） 
 

 本報告は、ガバナンス・バランス・シフトの進む世界経済システムの観点から、多国籍企業

理論を再考することを狙いとしている。従来、多国籍企業理論は、海外直接投資論等の名称で

も研究、紹介されてきたが、国際貿易論、国際資本移動論を基点として主に不完全競争世界で

の国境を越えた企業活動の論理を解明してきた。しかし、それは、これまでは学問的にも戦略

的要素を十分に備えていたが、その成熟化に伴い、より一般的な理論への融合が可能になって

きているのではないかと思われる。 
 そこで、少し視点を変えて、国境を越える活動やグローバル・ネットワークの持つ優位性に

焦点を当ててきた従来のアプローチに対し、企業の論理を超えた世界経済システムのガバナン

スからの、統合的アプローチを試みる。グローバル・ガバナンスにおける社会、政府（注１）、市

場間でのバランス・シフトの中に、多国籍企業理論を再考してみたい。 
 MNEと世界経済システムとは動態的相互作用関係にある。また学問的にも互いに学習し合う存

在にある。多国籍企業組織そのものが世界経済システムにおける１構成体でありチェンジ・エ

ージェントとして機能する一方で、他の多様に組織される構成体に対して、世界規模で先進的

に組織的展望を与えてきた。他方、これまでのアプローチに代えて、社会的ガバナンスにまで

遡り包括的にアプローチすることによって、理論と現実との距離を測るための一貫した国際／

グローバル・ビジネス理論として整理できるであろうし、国際ビジネスからグローバルジネス

への距離の縮まりも説明できるだろう。 
 こうしたプロセスは、既存の諸多国籍企業理論間での調整作業となるため、新しい部分は限

られるだろうが、特に、本報告では、垂直的なグローバル・ガバナンスに焦点を当て、多国籍

企業理論との橋渡しを試みることで、これまで対象から外れていたと思われる箇所を含め、概

略ながら、理論的土台を提示できればと考えている。 
 
 
１．はじめに 
 
 世界経済システムには、上昇のダイナミズムが存在し、これが社会、政府、市場内・間での

ガバナンス・バランスをシフトさせる。また、理想的状況にはなくとも、全体は認知によって

社会的に機能していると解釈できる。次節以降、垂直的グローバル・ガバナンスを中心とした

議論を展開するが、根底にはグローバル社会が存在し、社会的認知の下に政府機能が存在する

と考える。そしてこれがマーケット・ガバナンスを包含する、といったように順次、入籠的関

係にある。 
 本稿では、世界規模で政府ガバナンスを包括的に捉え、その枠組みの中に従来の多国籍企業

理論を理解したいと考えるが、各節では、多国籍企業活動の舞台となる世界経済システムの特

性をまとめてある。第２節では、世界経済システムにおける垂直的グローバル・ガバナンスの

構造的な部分を扱っているが、それを構成する国家それぞれが、どれだけの確固とした土台を

築き創知活動に参加できるだけの能力を備えられているか、あるいは、世界経済システムにお



いてどのような位置づけにあるかについて、さらには、次期国家戦略の在り様が国家的風土構

造とどのような関係にあるかを探っている。第３節では、これを踏まえて、主体性を持つ各国

がどのような協働関係にあるべきかを、特に投資に関連する貿易政策に焦点を当てて述べてい

る。分権的な主体である国家間には、規範的統合による秩序が重要である。また、自由化を通

して、政府グローバル・ガバナンスとマーケット・ガバナンスは、連関性をもって同時に変化

する。第４節では、厳格な仮定の下に、前者を所与として、完全競争におけるマーケットガバ

ナンスを論じている。統合経済成長モデルを提示し動態的表現を試みているが、経済成長にお

ける垂直的局面での、プロダクト・サイクル論の基底において動態理論を展開する。本稿では、

折衷パラダイムをマーケット・ガバナンス・レベルでの規範的アプローチとして捉え、MNE活動

を、政府グローバル・ガバナンスを所与とした国際分業構造への同期に関連する側面として理

解している。 最後の結びにおいて、折衷パラダイムとの関連で一般理論について若干の議論を

展開している。 
 
 
２.垂直的グローバル・ガバナンスと国家的風土構造 
 
 垂直的ガバナンスにおいて、国家から地域都市へと分業の主体がシフトするなかで、長期的

には、分業主体それぞれの強みと機会とが整合され、全体として社会的必要を満たす方向に調

整されていく。そして長期的観点からは、それを見越した棲み分けが進むと考えられる。戦略

展開にあって、主体性と合わせ、歴史的連続性が重要とされるが、また、相対的に収穫逓増が

大きく働く２者間ほど、分業、特化による利益は大きい。したがって、リカード的な意味で個々

の独自性が強く、各主体がその者にしかできないことをしっかりと作り込むことで、分業の利

益を最大化できる。 
 垂直的ガバナンスにおける分業主体間の関係が水平的な場合、垂直的関係と比べ技術的能力

における差はない。分業によって創出された財・サービスの交流は、同質化を促すだろう。し

かし、歴史的に確立された独自性であれば、同質化に対してもその特異性を堅持でき、交流を

通した学習の利益を享受できることになる。そしてこの学習の利益も違いの程度に比例し、収

穫逓増の拡大に貢献することになる。 
 垂直的ガバナンスにおける長期的分業構造は、各主体の戦略に適した組織風土を求める。ま

た逆に、組織風土にあった戦略が選好される傾向もある。しかし、世界経済システムの持続可

能な発展を基点に、システム思考に立つのであれば、前者が望まれようし、歴史的連続性も世

界資源的観点が求められるだろう。現在の世界分業の方向性からは、システムにおける効率性

の意味合いが強く感じられる。企業活動の自由が広く確保されている現在、ガバナンスにおけ

る公平性追求の観点から、次の３点が重要である。すなわち、①地域都市を単位とした細かな

分業へのシフトと都市間連携の促進による空間的分散化、②政府と市場との間のガバナンス関

係の自由化と世界レベルの高次化、③社会（世界）的責任を担うヒトの流動化が、効率性と責

任の両立改善につながると考えられる。 
 ここでは、この３点での進展が観られるものとして、システム効率的な観点からの長期分業

構造を対象として、またそこに構造化される組織風土について考えてみたい。世界経済システ

ムの各ポジションで要求されるグローバル・スタンダードは異なるが、それぞれに合った風土

構造の持つ特質を、ホフステード（Geert Hofstede）の挙げる４つの価値次元―個人主義・集

団主義、権力格差、不確実性回避傾向、男性らしさ・女性らしさ―によって明らかにしておこ

う。（注２）これにより、企業の海外展開における文化的側面、すなわち、イノベーションや企業

システムを、本国の世界経済システムにおけるポジションから推測する手掛かりを得ることが



できる。各国の発展の経路等も重要であるが、第１次的接近としては意味がある。 
 世界経済システムにおいて、上位ほどリスク・不確実性は高く、個人主義を要求されるが、

女性らしさを高めた社会性も求められる。しかし、これはリスク・不確実性の低いポジション

において女性らしさは必要ないと言っているのではない。分業に際し社会性を前提として参加

しているはずであるし、位置的にその手段となる活動を通して特段意識しなくても社会性を実

現しているからである。さらに、その場合にも個人主義は肯定されてよい。女性らしさを持っ

て、それぞれの場で主体的に行動することができれば、垂直的な分業の場特有の互酬性をさら

に強める形で享受しつつ、集団主義のネガティブな側面を排除できるからである。日本におけ

る教育改革で特に求められる点であろう。しかしまた、ポジションはリスク・不確実性を通し

て権力格差（組織内の上下関係の距離）を規定してしまう。これは下位のポジションほど認知

を構造化するという側面を示すものであるが、個人主義を埋没させてしまう方向に作用する。

経済の潮流に取り込まれる形で分業への参加を果たす大抵の場合、共同生産的な場での大きな

権力格差によって集団主義が支配し、経済成長により個々人の自律が進みオブジェクト志向的

水平的な分業の場へ移行する段において、乗り越えるべき壁を作ってしまう傾向にある。経済

危機に直面し、いやが上にも乗り越えなくてはならない事態に置かれたり、規模の小さな国家

の場合のように生き残りを賭けた国家／地域都市戦略として、高いリスクを取ることを選択す

るということがなければ、乗り越え困難なことが多い。日本の場合、モノづくりの基盤が国家

戦略としてそれほど乗り越えを必要としなかったようである。また、高いリスクを取る場合で

も、教育に力をいれることでリスク軽減が図られる。（注３） 
 不確実性回避傾向は、共同生産的に垂直的分業を進めるなかに強められよう。米国、欧州に

続いて競争力を築いてきた日本にあって、生産システム・レベルでの不確実性への対応が、品

質をして日本企業の競争優位性を世界に示す結果となった。日本的生産システムがグローバ

ル・スタンダードであるのはそうした理由からであろう。改善活動は、システム思考に立つも

のであり、権力格差を受け容れるなかにあって、個人主義的行動が生産システムの中に閉じ込

められたと言うこともできるのではないだろうか。 
 ここまで述べてきたことを多国籍企業との関連で述べれば、本国の世界経済システムにおけ

るポジションとそれまでの経緯に関連づけて２点ほど理論的側面として整理できる。まず第一

に、高位ポジションの風土を備えた多国籍企業の場合、水平分業を得意とし、新分野、新市場

への展開は早いが、相対的に低位ポジションの風土を備えた多国籍企業では、垂直分業を得意

とすることによりその展開は遅れがちとなる。実際、BRICS等への進出は日系企業よりも、米系、

欧系企業の方が先行しているし、世界規模でのグループ再編においても比較優位に即した分業

による協力が観察される。また、小島理論との関連で言った場合、中位ポジション風土企業の

方が国際分業的には望ましいが、（後の節でみる）労働人口稀少国への進出と水平的海外展開

では、高位ポジション風土企業も正当化される。２点目として、グローバル・スタンダード展

開の場の限られる国の多国籍企業では、互酬性からハイ・コンテクスト・コミュニケーション

を志向する傾向にあり、認知が固定化されてきたことで、マトリックス型の組織構造は機能し

にくい。また、互酬的な関わりだけでは、信頼を醸成しても、論理的思考は育たない。社会性

を備えた個人主義を教育する環境が与えられれば、論理的思考を備えた人材の海外派遣も進む

ことになる。過去、日本企業の対米進出では地方の互酬性の高い立地が選好されたようである。

論理性を持って互酬的環境と融和することは、その逆の場合よりも容易であろうし（注４）、進出

する国のポジションに左右されることも少なく、それだけ制約は緩和されるだろう。 
信頼醸成社会は、取引コストを低減させる分、市場取引を通じた組織構成を特徴とさせる点

も指摘してよい。この場合、内部化のインセンティブは低く、市場メカニズムの活用が進むた

め、企業単体での内製化率も低くなる。市場原理に依存する場合、女性らしさの低い国では取



引コストは大きくなり、内製化率は高い。これを国家間の関係に当てはめて考えると、成長・

発展段階を無視すれば、対立関係にある国家間ほど内部化による併合を進めるべきであろうし、

理性ある国家間では相互依存的関係の深化に合わせた融合が望まれるであろう。 
 世界経済システムにおける中枢層への移行は高位ポジションの風土醸成を求める。経済危機

等によって歴史的連続性を奪われた国家の場合、戦略展開の自由度も高い。世界経済における

国家経済的成長・発展のタイミングがまた、求められる風土的条件を規定する場合がある。後

発で資源蓄積が限られれば戦略展開の自由度は高いからである。将来数十年の内に、上海や香

港等の都市と、東京とのポジションが逆転している可能性もあろう。地域経済圏それぞれがそ

の深化を展望した場合、ランク・サイズ・ルールに基づいた、地域都市を主体とした垂直的ガ

バナンスは、ある程度国家的なものに左右されながら、各地域都市の風土構造を規定するのか

もしれない。（注５） 
 
 
３．世界経済システムにおける組織・市場 
 
 政府グローバル・ガバナンスにおいて、各国主権の下、階層秩序と市場原理を通じた統制が

行われている。（注６）各国環境の異質性、多様性から、階層秩序もフラットな特性を持つ。マー

ケット・ガバナンスよりは階層秩序での統制が可能であり、経済の成長・発展に合わせた責任

の拡大と安定化、同質化により融合が進むなかで、階層秩序による統制を拡大させる方向にあ

る。ここで取るべき責任に対する態度については、前節で示唆した通りであるが、国家の戦略

姿勢も影響するようである。 
 多国籍企業理論として内部化理論が展開されるが、当該理論は政府ガバナンスに対しても同

様に説得力を備えている。両者は、市民社会をバックグラウンドに、入籠的関係の内に、市場

から統合までの一連の取引・組織形態を範囲に持つという意味において、同質的であるが、政

府ガバナンスは全市民社会により認知される単体であるところに特徴を有する。したがって、

政府グローバル・ガバナンスにおける組織的特徴の変化は、国家や地域的権限主体、地域都市

のみならず、多国籍企業活動に対しても多大な影響を及ぼす結果となる。 
 企業の多国籍化は、政府グローバル・ガバナンス下での国境を越えたマーケット・ガバナン

スにおける問題である。すなわち、自由化が国家間での市場単一化を促すが、その国際的取引

コストの漸減する環境における、組織的拡張の問題であると言える。本節では、世界経済の潮

流を踏まえ、各国の比較優位に即した国際分業の円滑化に向けて、多国籍企業活動の世界経済

への同期化をどのように進めうるか、政府間での政策展開を考えてみたい。また、そうした中

で、世界経済システムにおける多国籍企業はどのようにあるべきか、ガバナンスの観点から考

察してみたい。 
 韓国や台湾と、日本、アメリカとの間に観られたように、従来より三環貿易構造が指摘され

てきた。近年では、中国を中心としたものが拡大し、東アジア域内諸国とアメリカとの直接投

資を通じた貿易の拡大が進んでいる。域内においても中国での生産拡大に対し、逆輸入も増大

しているが、各工程の特性に応じた国際分業によって、生産関係も複雑化、一体化を強めてい

る。そうした中、多国籍企業活動の支援を進める複数国間に渡る政策連携も観察されている。

小島理論は国際分業の観点から多国籍企業受け入れに一定の規準を示すものであった。そして、

こうした政策による支援も、世界経済の潮流を補完する健全なものであれば、多国籍企業活動

に対する規範的アプローチとなろう。 
 
３－１．投資関連貿易政策と政府間連携 
 各国政府が多国籍企業活動円滑化に向けて展開すべき政策は、長期的観点からは明確である



が、中期的、短期的にもそこに結びつくような工夫が求められる。多国籍企業活動が投資国側、

受入国側の貿易収支にもたらす影響（以降、貿易効果とする）を、別添１としてまとめてある

が、これを踏まえた効果的な政策展開が求められる。この場合、両国間で貿易効果は完全には

対称的関係にはない。これは特に受入国で生産される最終財、中間財の供給対象に第三国が含

まれることに起因する。 
 自由化を踏まえ、貿易効果の４類型との関連で、OECD（注７）は、投資国、受入国（注８）と輸出、

輸入との間のマトリックスの個々のケースについて、投資関連貿易政策の検討を行っている。

これは、貿易自由化を評価軸に、短・中期的政府介入がどのようなコストを発生させるのか、

あるいは生産性の改善につながるのか提示するものである。特にこの文脈で重要なのは、受入

国側の早期生産性改善であり、MNEによる後方連関効果、スピルオーバー効果発現を促す触媒的

な役割である。地場系企業を主体とした関連・支援産業の育成に向けた、企業間仲介機能が政

府にとって重要である。また、生産性発現前の、対内投資に伴う資本財、中間財ニーズに関し

ては、本国からの輸入促進のための本国側からの輸出補助金が考えられるが、中間財に重点を

おいた適切な移植スケジュール管理が重要となる。 
 生産性の改善には、外資に対し魅力ある環境を提供できるかどうかが鍵を握る。最大の魅力

は自由化の内にあるだろうが、MNE側のグローバル戦略を視野に入れ、その輸出入活動、国内生

産をどれだけ支援できるかに掛かっている。経済潮流から言えば、協働を通して互いに経済的

価値を強め合うことになるが、企業間同様、国家間にも競合的関係は存在し、企業と国家との

間にも力関係がある。自由化を基本としながらも租税政策も巧みに活用し、投資の純現在価値

を高めうる政策が有効であろう。各国は、自由貿易を阻害しない範囲において、隘路を改善し

経済的流れをスムーズなものとする諸施策を競いつつも協調し、互いにグッド・プラクティス

を共有することが望まれるが、これは世界経済システムにおけるナレッジ・マネジメントの推

進でもある。  

 

３－２．国際機関、政府、産業、市民社会組織、企業間グローバル・ネットワーク 
 グローバル社会のニーズを満たすうえで、広義の政府グローバル・ガバナンスにおけるバラ

ンスが重要である。マーケット・ガバナンスではNGO等の市民社会組織と営利企業との間で、多

様な社会的責任を持った個々人の意思による問題解決が進められる。「十分な社会性を備えた

個人主義」が風土的特性としてあれば、マーケット・ガバナンスにより解決される部分は多く、

政府ガバナンスの必要性は薄れるだろうが、そうでなければ、政府の存在は大きなものとなる。

営利であっても社会的企業化精神を発揚させられれば政府、NGO等の負担も軽減される。そのた

めの教育が充実していれば、個々人の流動性もより社会的な場を志向するであろうし、営利企

業の株主もより社会的に啓蒙されることとなろう。例えば、米系、欧系、日系の多国籍企業間

においては、欧系企業、次いで米系企業において長期・間接的に社会貢献を捉える傾向にある

と言われる。これに対し日系企業にあっては、共同生産における集団主義的特質が強く観察さ

れるようである。そこでは、互酬的な特徴が個人主義とは異なる形でグローバルにNGO活動を活

発化している。国際収支の発展段階からの資金的支えもその背景にあるように思われる。（注９） 
 政府グローバル・ガバナンスにおける発展途上国の開発において、民間の多国籍企業活動と

のバランスがまた重要である。発展途上国での民営化は多国籍企業活動にも新たな機会を与え

るが、先進国政府の単独、協働による、そして国際機関によるODAが民間資金を補完する形で、

発展途上国政府管理下での開発資金として充当されている。また、グローバル化の進展する世

界経済システムにおいて、国内投資も国際投資も無差別化してきており、ODAも民間資金も広義

の政府ガバナンス下では無差別なものとして扱うことができる。広義において公・民間パート

ナーシップは国内だけでなく国際的にも拡大し、世界経済における一般事象化してきているよ



うである。その背後には、経済成長に規定される貯蓄・投資収支に基づくキャッシュ・フロー・

バランスの存在があろう。 
 
 
４．統合経済成長モデルとプロダクト・サイクル論（注１０） 
 多国籍企業理論は、1960年のS.ハイマーの博士号取得論文を嚆矢として一連の進展を見せた

が、資本移動論との峻別を強調するハイマー＝キンドルバーガー・アプローチに拠る場合、海

外直接投資に代替的、補完的に作用する経済活動までは理論展開に取り込めない。これは折衷

パラダイムにおける立地特殊的優位性に関連する部分である。統合経済モデルによって、国際

貿易との代替関係（注１１）を始め、海外直接投資と、国際的なヒトおよび間接的な資本の移動と

の間にある代替関係、さらには、国内投資との代替関係まで示唆してくれる。これは、海外直

接投資以外の変数だけでも、経済均衡状態に至る可能性を示すものである。また、そうでなく

とも、効率性の観点から、海外直接投資がどの程度起こりうるのかその度合と、現実経済で同

時に生じる複数の現象を包括的に理解しうるツールを提供してくれている。さらに、統合経済

モデルは、企業内（非出資型の継続的関係も含む）・間貿易の根拠も説明する、優れた多国籍

企業理論と言えるであろう。 
 本節では、ヘルプマンあるいはヘルプマン＝クルーグマンによる多国籍企業モデルに基づき、

統合経済成長モデルを提示し、連続的に資本賦存比率が上昇する過程での需給両面での資本集

約化が、非・産業組織論的にプロダクト・サイクル論を支持しうることを示す（別添３）。当

該理論はR.バーノンにより1966年に発表されたが、国際ビジネス分野ではS.ハイマー以降の産

業組織論的アプローチに類型されている。しかし、ここに提示するのは、当該理論の基底を成

す、タイムラグを伴ったライフサイクルの伝播および生産の発現を、資本賦存比率上昇に基づ

き説明する非・産業組織論的なものである。競合関係や政府による政策、規模の経済性等の変

数に拠らずとも、技術的条件を一定とするなかで要素賦存比率が上昇し、これに連動した所得

の上昇と消費の資本集約化が進むことによって、国家の需給パターンが貿易構造を高度化する

方向に変化することを説明する。資本賦存比率の異なる2国のみを扱い、プロダクト・サイクル

論の仮定で重要な、資本賦存比率と所得、需要とのプラスの関係、そして需要により刺激され

る資本豊富国からの供給の発現は、前者は「資本賦存比率上昇に伴う消費の資本集約化」仮定

を付け加えることで、後者は、S.B.リンダーの代表的需要の理論に依拠することで、現実経済

に対し妥当性を備えたものとなっている。前者の仮定は古典的貿易論の世界には一致しないが、

連続的表現に付随して仮定される。しかし、需要条件を2国間で同じとしたままではなお、現実

経済との間に距離が残るため、全生産要素の需要を維持したまま2国間で生産要素消費比率の異

なるケースも試みている（別添４）。 
 統合経済モデルは、経済均衡状態あるいはそこへのプロセスを記述するものであり、効率性

が基準となるが、プロダクト・サイクル論では垂直的製品差別化分業までを対象としている。

これは工程間国際分業と同時に生じるものとし、消費比率が両国で同じであれば、Ⅰ国側（革

新国）が資本豊富国であるとし、資本賦存比率上昇に伴いⅠ国（Ⅱ国（追従国））ではその供

給（需要）に続き需要（供給）が発生する。Ⅰ国側消費比率が相対的に高い状況にあれば、そ

の度合に応じて両国の供給超過、需要超過の度合は緩和される。資本賦存比率上昇において両

国では所得拡大と消費の資本集約化が進むこととなるが、別添３に示されるように、要素賦存

点がＥ´点において、Ⅰ国ではｊ財の国内需給がちょうど一致し、輸出から輸入への転換点と

なる。これは資本集約的工程（組み立て工程を除く工程ベクトルの集合）の要素集約度を超え

る集約度で要素賦存比率を上昇させる場合に当てはまる。また、ｉ財に関しては所得拡大との

関係で消費増も考えられるが、資本賦存比率の上昇が確実に消費縮小に向かわせる。統合経済



における資本賦存比率の上昇が相対的にｉ財からｊ財へと重心をシフトさせるなか、Ⅱ国内で

はｉ財からｊ財への生産シフトが進む。需要面でも資本賦存比率の上昇がｉ財需要を相対的に

縮小させ（供給超過）、所得拡大効果も加わりｊ財需要を拡大させるが、要素賦存点がＥ´点

から先に仮定したシフトをみせるのであれば、Ｅ´点を境に需要超過から供給超過へと転ずる

こととなる。Ⅱ国側の要素消費比率が相対的に低い状況であれば、Ⅱ国（Ⅰ国）側の超過供給

（超過需要）への転換はこれよりも早期化することとなろう（別添４）。 
 最小生産単位である工程が集合して機能、財、企業、産業を構成し、このそれぞれが順次入

籠的関係にある。不完全特化域から外れていて労働移動、間接投資との間で不完全特化域に入

りうるとすれば、工程間国際分業を進めることで、要素価格比率は（世界価格をニュメレール

に）各財間で一定値をとる。また、工程間国際分業を進めない場合、要素価格比率が上昇する

ことで工程間国際分業に入るインセンティブが働く。こうした理想的状況下で、工程間分業下

での要素価格比率上昇があるとすれば、それは最・資本集約的工程を超えて要素賦存比率を上

昇させる場合に限られよう。しかし、現実世界では、たとえ短期的に安定状態にあると仮定し

ても、要素価格比率は一貫して漸次的に上昇をすると考えた方が妥当性が高い。（注１２）短い期

間では安定している様に見えるものも、逓減的ではあるが、中期的、長期的には変化する状況

にまで仮定を拡張するとして、長期プロセス全体を通してマーシャル的外部経済の作用する世

界を想定し、完全競争的状況を維持しうるとしたい。（注１３） 
 現在の世界経済システムはかなり安定した特性を備える。国際分業も世界分業化し、さらに

分業そのものが精緻化を進めるが、これは広い意味でのフラグメンテーションという現象を表

出させている。統合経済モデルによるプロダクト・サイクル論の文脈でこれを解釈すれば、供

給においては多数財間で複合的に、フラグメント化された工程の労働集約的工程ベクトル（注１

４）と他工程ベクトルが要素集約度の降順に原点から要素賦存点まで連鎖し、需要面については

各財ベクトルが降順に原点から消費点まで連鎖する状況が出発点となろう。そして、そこに要

素賦存比率上昇と所得の拡大に伴い、労働集約的工程のアウトソースが順次進むことによって、

各財に関して超過供給から超過需要へと転換する状況を説明できる。 
 キャッチング・アップの収穫逓増局面（注１５）では、企業による絶対的観点からの工程間国際

分業が行われている。要素価格比率の相違に基づき、労働集約度の高い工程は要素価格比率の

低い立地に配置する方向でコスト削減に努める。世界経済システムの調整作用を基礎に、企業

は世界規模で、国家／立地間で相対生産性が相対費用を上回る活動を管理することとなるが、

各工程の要素集約度に応じた国際配置を進め（多数国に容易に拡張可能）、機能、財レベルで

も工程の集合として労働集約的なほど早期に周辺国へ配置されていく。 
 国内での不完全特化域における財・産業間生産要素配分シフトが別添４に示してある。完全

特化での要素価格比率、賃金率の上昇、資本レンタルの低下を想定するが、多数財・産業間で

連続的に高度化可能であれば、要素価格比率一定下で、完全特化されるとすぐに次の不完全特

化域内での生産要素配分シフトへと順次移行することになる。ここでも一貫した資本賦存比率

上昇を仮定するが、労働の増加、減少いずれとも共存しうる。相対的に資本蓄積が進めば上方

拡大の速度が増すが、これは、労働稀少国では上昇速度が速いこと、労働減少が上昇を速める

ことを示唆する。特に前者ではテクノ・ジャンプが国際分業の観点からもアメリカ型直接投資

を正当化しうる。また、機械化の進展は労働稀少化に補完的に作用しうる。情報処理の定型化、

機械化、ライフサイクル短縮化のなか、国内への生産回帰も拡大してきた。中国からの輸入品

に対しダンピングの嫌疑が掛けられるケースを多く目にするが、ダンピング関税は生産回帰を

促進させる可能性がある。（注１６） 
 
  



５．結びに代えて 
 
 政府グローバル・ガバナンスにおいて、中枢での創造活動が周辺へのイノベーションの普及

を通して、世界大での異文化間交流を促進する。世界文化の受け容れと成長、発展が世界経済

の新たな担い手を育て、共に融和し水平的な立場で協働の内に豊かさを創造していく方向に向

かっている。中枢では、政府間連携や共同体化、地域都市への責任・権限の委譲や民主化を通

して、後方、前方へと責任・権限のバランス調整も進むが、なおここに至る途上にある国家群

は数多く、世界経済システムの持続可能な発展に向け一体となって取り組めるよう、豊かな者

からの継続的な働きかけが必要である。 
 イニシアティブを取りうる主体がシステム的ウイン-ウイン関係拡大に努力するとともに、各

主体それぞれが自らに合ったイニシアティブの下にポジションに応じた自由化義務を負ってい

る。そうした中に世界経済システムの原動力となる潮流が機能するが、そこに北・南、西・東

からの企業が、それぞれに適した機会に自らの強みを同期させつつ国際化し、グローバル・リ

ンケージを進化、発展させる構図がある。世界経済システムには市場を通したバランシング作

用があるが、企業は、国家／立地間で相対生産性が相対費用を上回る活動を管理し、強みに合

った機会を選別し競争優位性を追求する一方で、要素集約度に応じた工程、機能、財の国際配

置を進めている。他方で、グローバル化へのプロセスは国家間での収斂、融合により分権主体

の数を漸減させている。 
 政府グローバル・ガバナンスからのアプローチは、規範的な側面が強い。国家同様、収斂、

融合した主体に対しても自由化を求める。また、政府間連携は、多層レベルで整合性を求めら

れる。通関手続きの簡素化による取引円滑化の効果は甚大であると言われる。逆にテロの脅威

は多大な負担となるが、一致団結による解決に向けた努力は思わぬ成果を生む可能性もある。

ITの恩恵を行き渡らせることは政府グローバル・ガバナンスの課題である。小島理論は国際分

業に補完的な交流の必要性を説くが、国内、域内の同一通貨圏内にも広く通用する論理である。 
 他方でMNEには、世界市民としての責任も問われる。第１の社会（世界）的責任は、所有特殊

的優位性の分野／立地特殊的優位性との適合であろう。垂直的ガバナンスにおける世界／国際

分業構造にその活動を同期させ、より高次の思考を働らかせて、より高度に水平的イノベーシ

ョンを実現できることが求められよう。いまやMNEは国家主権と並ぶ強大な経済実体である。そ

れだけ大きな責任を求められてしかるべき存在である。社会貢献も所有特殊的優位性の展開に

盛り込まれ、政府ガバナンスの関与を最小化することも理想となる。まずは市民社会であるが、

市場を通してこれによる啓蒙化が進めば、社会的企業家精神の高揚も進むと考えられる。世界

規模のサプライチェーンを統制し、環境問題、雇用差別、人種差別、幼児労働、麻薬、教育等

の問題に対し、市場力学を活用した解決も可能である。国民性にも拠るが、政府ガバナンスと

比較し総体的にマーケット・ガバナンスは市場メカニズムに頼る度合が強い。規範の共有によ

り高い意志を持った活動が望まれようが、また、これが得られない場合には、市場規律による

統治が不可欠となる。 
 政府グローバル・ガバナンスはシームレス化し、地域都市を創知の場とする方向にある。MNE

はまた、そうした環境変化への同期を求められるが、所有特殊的優位性の対象は、国家特殊的

優位性から次第に国内の立地特殊的なものにシフトしつつある。（注１７）新しい域際分業の世界

で、MNEはその所有特殊的優位性を優先性に従い立地特殊的優位性に適合させつつ、国家、地域

都市を超えて濃淡をつけた組織的拡張を進めていくことになる。(注１８) 
 
 
 
 



[注] 

１．政府には、国際機関から、地域政府、国家政府、地域都市政府まで含む。 
２．ホフステードの理論については、三和総合研究所国際本部企業戦略室著『グローバル・ビ

ジネス重点戦略ノート』ダイヤモンド社を参照。 
３．北欧諸国が学力ランキングで上位を占める。しかし、この場合の教育は、競争優位につな

げることだけを目的とはしない。ホフステードの調査でも北欧諸国は特に女性らしさを備えた

国家であることが示されているが、ポジションに合わせて社会性を高めるための教育も求めら

れる。また毎年公表される競争力ランキングでは、この視点が評価基準に含まれており、北欧

諸国が上位を独占する状況にある。 
４．日本的グローバル・スタンダードの獲得を促す目的で、米国ではマルコムボルドリッジ賞

が創設された。 
５．金本良嗣(2005)"Is Tokyo too large?"（RIETI政策シンポジウム『グローバル都市の盛衰 

東京圏、日本、そしてアジアにとっての含意』2005年3月18日における報告）参照。 
６．ここでは、純粋に理論的な考察を行い、世界経済システムにとって望ましい、長期展望を

描くことに主眼をおいている。 
７．経済協力開発機構(OECD)編著(2006)第2章参照。 
８．経済協力開発機構(OECD)編著(2006)第2章では、「受入国」という語を同国の投資家に対し

ても使用している。ボーダレス化と各投資間の代替性を踏まえてのことと考えられる。 
９．碓氷尊著「多国籍企業と地球環境問題」（『世界経済評論 2003年5月号』「21世紀多国籍

企業の新潮流」）参照。 
１０．その特徴より、統合経済モデルは、広義の政府ガバナンスにおけるマーケット・ガバナ

ンスの理論的ツールと解釈できるが、多様な政府ガバナンス、例えば、国家政府や地域共同体、

国境を超えて形成される地域都市を中心とした産業クラスター、そして世界経済システムと幅

広い対象に有益な理論的示唆を与えてくれる。そして、現在の世界経済システムはこのような

対象の幅を拡大させ、統合経済モデルも世界経済システムを説明する一般理論としての特性を

強めていると言えるであろう。 
１１．前節の貿易効果の箇所では、海外直接投資の貿易に対する代替関係に合わせ、短・中期

的な補完・代替・転換関係まで指摘している。 
１２．そこには、供給に携わる者の間で長期展望を共有するなかに、準分解可能的専業化を確

立させながら部分の発展と部分間の調整を進めることが作用している。道にいう陰と陽の関係

にあり、長期的には前者の特性に収斂していく。 
１３．伊藤元重・大山道弘著『国際貿易論』岩波書店、1985年でのマーシャル的外部経済の作

用するケースでの仮定を参考にした。 
１４．ここでは、最も労働集約的工程を、組み立て工程としている。 
１５．外資からの外部性が先と同様の効果を持つとして、完全競争を維持しうるとする。 
１６．経済協力開発機構(OECD)編著(2006)第2章参照。 
１７．安室(2003)、門田(2001)に詳しい。 

１８．互いに競合する国家が規範を共有し協働を進めることは、国際的取引コストの低下につ

ながる。また、本国風土における不確実性回避傾向が強い場合には、内部化のインセンティブ

と優位性は高いであろうし、受入国側での洗練を求められる場合には優位性は低くなる。 
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[別添１] 

 

 
多国籍企業活動と貿易効果 

 
 多国籍企業活動に関連する貿易効果（投資国側／受入国側）は次の諸形態に分解できる。す

なわち、①輸出／輸入代替効果（最終財）、②輸入／輸出促進効果（最終財、中間財）、③輸

出／輸入誘発効果（資本財、中間財）、④輸入／輸出転換効果（中間財、原料）の４形態であ

る。 

  輸出／輸入代替効果は最終財に関する効果で、市場志向型海外直接投資による現地生産が投

資（受入）国側の最終財輸出（輸入）を代替させる効果である。投資国側、受入国側への貿易

効果は、前者には逓増的赤字化効果、後者には逓増的黒字化効果となる。 
 次の輸入／輸出促進効果は最終財および中間財に関する効果で、市場志向型および低コスト

志向型海外直接投資による受入国での生産に伴い、投資国、第三国への輸出が促進される効果

である。最終財に関しては、特に垂直的製品差別化国際分業を拡大させる場合の効果で、投資

国側には逆輸入となる。また、中間財の場合、海外直接投資目的との関連は少なく、受入国で

の関連・支援産業が育成されるのに伴い、同様に効果を拡大させることとなる。さらに、最終

財、中間財に関わりなく、先進国市場への投資においても、投資国側為替レートが大幅な切り

上がり局面にある場合には、この効果が重要となる。ここでの文脈には直接関係しないが、競

合関係にある投資国、諸受入国間での為替レート変動によるソーシング上の対応は、輸出の促

進にも代替にもなるだろう。投資国側、受入国側への貿易効果は、前者には逓増的赤字化効果、

後者には対第三国輸出も含めた逓増的黒字化効果となる。 
 輸出／輸入誘発効果は、資本財および中間財に関する効果であるが、中間財に関しては、最

終財に関わる市場志向、低コスト志向型直接投資による上記２つの効果の結果である。資本財

に関しても海外直接投資の結果であるが、その目的との関連は少ない。しかし、先進国向け投

資の場合、市場適応から現地調達の必要性も高く、資本財の持ち込み部分は相対的に少ない。

さらに為替リスクに対する免疫効果を得るうえでも中間財の現地調達が望まれるが、その貿易

効果はKD生産により急拡大し、現地関連・支援産業育成進展に伴い漸減する特徴を持つだろう。

他の財、原料に関する貿易効果が生産開始に伴い生ずるのに対し、資本財に関する貿易効果は

工場の建設着工に伴い先行的に誘発されるが、生産開始までの期間に急拡大し、その後徐々に

低減していく。また、原料の本国調達があれば中間財と同様の効果が予測できる。投資国側、

受入国側への貿易効果は、前者には黒字化効果、後者には赤字化効果となる。 
 輸入／輸出転換効果は、海外直接投資による投資国側、受入国側それぞれにおける原料の需

要の減少、増加を反映している。投資国に関して、第三国からの調達分については投資国と受

入国との間で輸入主体が代替され、受入国からの輸入分については現地調達に転換される。ま

た、中間財の第三国、受入国からの輸入分についても、同効果が予想される。投資国側、受入

国側への貿易効果は相対的に小さいが、前者には逓増的黒字化効果、後者には低減的赤字化効

果となる。 
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(出展) OECD(2005), International Investment Perspectives 2005 Edition, Paris. 
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