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＜ポイント＞  

 
■ 貿易・投資の自由化などのグローバル化が進展しているが、グローバル化の影響

の見方については世界では一致していない。 

■ グローバル化の影響について米国では理論的、実証的に研究されており、物価や

賃金、雇用、格差に与える影響は限定的と見られる。 
■ にもかかわらず、米国内では反グローバルの動きが出てきており、グローバル化

を経済社会諸問題の「スケープゴート」と見ている節がある。 
■ 日本国内においてもグローバル化を格差拡大の原因とする見方も出てきている。

今こそグローバル化に関する正しい理解を共有するために議論を行うべきで、日

本の経済学者はグローバル化の効果について客観的な根拠を示す必要がある。 
■ また、労働市場や労働制度の改革と人材育成はグローバル化のメリットを享受す

るためにも必要であり、強力に推進しなければならない。 
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はじめに 

近年、貿易・投資の自由化が進み、世界経済の統合、いわゆるグローバル化が進展してい

る。過去25年間において、世界貿易の伸びは平均して7.8％に及び、同期間における世界経

済の伸び（5.8％）を上回っている。特に90年代後半からの伸びが著しい（図表1）。世界の

対内直接投資を見ても、2006年現在、1.3兆ドルに達し、80年代水準の14倍程度にまで拡大

している。 

だが、グローバル化の進展が世界経済に与える影響について世界では見方が一致しておら

ず、負の影響を強く主張する者も多い。例えば、世界銀行のチーフエコノミストを勤めたコ

ロンビア大学のJ. E. Stiglitz教授は著書「Making Globalization Work（邦訳：世界に格

差をバラ撒いたグローバリズムを正す）」の中で、グローバル化は各国間や国内において経

済格差をもたらすといったいわゆる陰の部分について具体的に描いている。 

一方、日本では、グローバル化の影響について活発に議論されてこなかった。それは、総

じて見れば日本がグローバル化の恩恵を最も享受してきた国の一つであったからであろう1。

例えば高度経済成長時代には、日本企業は開放的な国際経済体制の下で先進国市場を中心に

日本製品を輸出することで利益を稼ぐことができた。また、80年代には東アジア地域の貿

易・投資の自由化に対応して、日本企業は同地域を中心に生産分業ネットワークを築き、コ

ストの低減と効率的な生産の実現を果たしている。 

しかし、最近、日本でもグローバル化の影響について関心が高まっている。それは国内に

おける格差問題と無関係では無かろう。そして、本年、グローバル化について相反する見方

を提示した二冊の本が発表された。それは、武者陵司氏の『新帝国主義論－この繁栄はいつ

まで続くか』と水野和夫氏の『人々はなぜグローバル経済の本質を見誤るのか』である。 

 

 

図表1 世界GDPと世界貿易の推移

（注）貿易は輸出金額を採用している。
（出所）IMF,"World Economic Outlook"
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1 グローバル化の恩恵についてはＴＢＲ産業経済の論点No.07-09 グローバル化を巡るこれだけの誤解②
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日本でもグローバル化の影響について相反する見方 

両氏の著作についてはご一読を薦めるが、内容を一言でまとめると、武者氏は、グローバ

ル化が進展した結果、「労働の不等価交換」という名の、先進国と発展途上国間の国際分業

が世界経済を繁栄に導くとしている。それに対して、水野氏は、グローバル化に伴って格差

が拡大し（水野氏は「二極化」と呼んでいる）、格差をつけられた国や企業はやがて没落す

ると予想する。どちらの見方が世界経済の現状に即しているのであろうか。 

本稿では、グローバル化をテーマとして取り上げる。巷間で議論されるグローバル化につ

いて、ともすれば利害当事者の立場から語られるためにその多くは偏った議論、かつ、セン

セーショナルな議論となりがちで、正しい理解に基づいた議論となっていない。一方、米国

ではグローバル化について経済学的アプローチを使って理論的、実証的にその効果を検証し

てきている。そこで、以下では、グローバル化の影響について米国で行われてきた研究を使

って整理することとする。なお、本稿ではグローバル化について貿易自由化の側面を中心に

取り上げる。 

 

米国の経済学研究から見たグローバル化の影響 

俗説1：低インフレやデフレはグローバル化のせい! 

米国のインフレは80年代半ば以降低下している。物価水準を表す指標であるGDPデフレ

ーターは、70年代は6.6％であったのに対し、80年代は4.7％、90年代は2.2％と低下を続

け、2000年代でも2.4％である。この低インフレの背景には、新興経済国の生産能力向上

により、グローバルレベルで企業間競争が激化し、その結果、米国の国内物価が影響を受

けたという考え方が根強く存在する2。 

 

反論1-1：グローバル化の推移と物価動向の推移に時間的ズレ 

しかし、その考え方に真っ向から反論するのがジョンズホプキンス大学のL. M. Ball

教授である。Ball教授は論文 "Has globalization changed inflation?" で米国のGDP

に占める貿易シェアは上昇しているものの、その傾きは緩やかであり、また貿易シェア

の上昇時点と物価の低インフレの開始時点の間にタイムラグが存在することを明らか

にした（図表2）。 

 

反論1-2：フィリップス曲線の傾きは緩やかに 
3その上で、Ball教授は物価と生産の関係で捉えたフィリップス曲線 がグローバル化の

影響を受けているのかどうか検証した。まず、グローバル化による競争の激化のために

企業は賃金と価格をより柔軟に決定せざるを得ず、フィリップス曲線の傾きが以前より

も急になっているというグローバル化影響仮説①を挙げている。しかし、Ball教授が実

際にフィリップス曲線の傾きを計算したところ、同カーブは急になっているどころか緩

やかになっていることを発見した。彼は、低インフレの傾向が企業の価格変更の頻度を

                                                                                                                                                  
－身近な暮らしの中で進行するグローバル化を参照。 
2 日本でも 2000 年当初に中国脅威論の台頭とあわせて「グローバル構造デフレ」論がささやかれ、日本の

デフレは中国の生産能力向上が原因であるとする論調が一部識者から主張された。また、現時点でも、日

本のデフレについて貿易にその原因を求める主張もある（野口（2007 年））。 
3 フィリップス曲線とは、通常、賃金上昇率と失業率の間にトレードオフ（負の相関関係）があることを

示した曲線であるが、Ball教授は賃金上昇率のところに、物価上昇率を、失業率のところに生産の伸びを

いれてその関係を見ている。 
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図表2 GDPに占める貿易シェアと物価上昇率の推移

（出所）米国商務省
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少なくしていることと、中央銀行の信認の上昇がインフレ期待、ひいては実際のインフ 

レを低くしているとし、同曲線の傾きの変化はグローバル化とは関係のないことを指摘

している。また、フィリップス曲線の傾きを推定するにあたり貿易水準を変数として入

れたところ、貿易水準の寄与度は非常に小さくかつ有意ではないことが明らかとなった。 

 

反論1-3：国内物価は国内生産に依存、国外生産の影響は軽微 

国内物価は自国の生産だけで次に、グローバル化が進展し、国際分業が進んだ結果、

はなく、貿易相手国の生産にも左右されるというグローバル化影響仮説②がある。しか

し、この仮説についても、企業の生産増加が限界費用を引き上げ、価格を引き上げると

いうオーソドックスな見方からつじつまが合わない。企業の限界費用を引き上げるのは

その企業の生産であって、国外の生産ではないからだ。実際、先進国の物価動向をそれ

ぞれの国内生産ギャップと外国生産ギャップで回帰分析をすると、外国の生産ギャップ

の有意性は強くなく、また外国の生産ギャップを加えてもモデルの説明力はさほど向上

しない。国内の物価動向は貿易相手国の生産動向に左右されていないと言えよう。 

 

反論1-4：輸入価格の動きと一般価格の動きは別物 

グローバル化による安価な製品の輸入の増大は国内の物価動向にネガティブ最後に、

なショックを与えるというグローバル影響仮説③がある。このような考え方には欠陥が

存在するとBall教授は指摘する。貿易によって影響を受けるのは相対価格であるのに対

し、一般に言われるところの物価動向は名目価格の変化であり、このような変化は相対

価格の変化とリンクしていないのである4。 

確かに、相対価格の変化が一般的な物価動向に影響を与える場合がある。しかし、そ

                                                  
4 古くはM.Friedmanがオイルショック時の物価上昇論議において相対価格と名目価格の混同を指摘してい

る。 
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5れは、Ball and Mankiw（1995） によると、相対価格の変化がきわめて大きい時である

としている。この考え方に立つと、輸入価格と国内価格の格差が著しいとき、途上国か

らの一時的な大量輸入は企業の価格決定を通じて国内の物価動向に影響を与えると言

えようが、持続的なグローバル化の進展が国内物価のトレンドに影響を与えていると判

断するのは難しい。 

 

以上から、貿易に焦点を置いたグローバル化の進展が物価動向に直接影響を与えている

ということは難しい6。近年の米国の低インフレ基調はグローバル化がもたらしたもので

はないようだ。 

 

俗説2：途上国との貿易が米国の賃金を下げ、失業率を増大させた 

実際、米国の実質賃金が生産の伸びにキャッチアップしていないことは確かである（図

表3）。1980～2007年の実質賃金上昇率は1.0％にすぎず、この間の生産の伸びは1.9％に

達する。特に、ブルーカラーの実質賃金の低迷が顕著である。この実質賃金が伸び悩んで

いる理由として、保護貿易主義者は途上国との貿易増大をやり玉として取り上げ、政府に

保護主義的な政策を採るよう圧力をかける。だが、その主張には経済学的な根拠が乏しい。 

 

反論2：グローバル化よりコンピューター普及による技術変化の方が賃金・雇用に影響 

途上国からの衣類、玩具などの労働集約的な財の輸入は先進国の同財の価格低下、供

給減少につながり、同財の生産に従事するブルーカラーの実質賃金も低下、雇用も縮小

する。だが、グローバル化が賃金、雇用に影響を与えていると判断するには、労働集約 

 

図表3 非農業部門の時間当たりの生産高と実質賃金の推移

（出所）米国労働省
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5 名目価格調整に価格の粘着性を入れたモデルを使用。 
6 日本についても、2000 年初に経験したデフレはグローバル化に基づくというよりも国内金融政策に起因

すると言う方が適切であろう。このことはグローバル化が進展していた他の先進諸国がデフレに陥ってな

いことからも明らかである。 
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財の価格の動きと実質賃金の低下がリンクしているかどうか検証する必要がある。 

コロンビア大学のJ. Bhagwati教授は、実際のデータと照らし合わせたとき、1970年代

は労働集約財の価格が低下したにもかかわらず、実質賃金は上昇しており、1980年代は

労働集約財がやや上昇したにもかかわらず、実質賃金は横ばいとなっていたことを明ら

かにした7。また、ハーバード大学のR. Z. Lawrence教授とダートマス大学のM. J. 

Slaughter教授は80年代のブルーカラーの賃金はホワイトカラーの賃金に比べ割安であ

ったことを見つけている。これを踏まえると、割安なブルーカラーを活かして輸出を行

うこととなり、その結果、ブルーカラーのシェアが増大するはずだが、実際には、割安

なブルーカラーではなく、割高なホワイトカラーの雇用シェアが激増していることを発

見した8。 

実は、実質賃金の低下の主因について米国の経済学者の中では大筋で合意を見ている。

コンピューターの普及がそれを扱うスキルを持つホワイトカラーの労働需要を高める

一方で、置き換わるブルーカラーの労働需要を減らしたのである。このような変化（こ

れをスキル偏向的技術変化と呼ぶ）はブルーカラーの実質賃金の伸び悩みに寄与した。

それに対して、グローバル化は、競争激化により効率性が改善され、生産性と実質賃金

の上昇をもたらすという実証研究（Brown, Deardorff and Stern（1993））もあり、グ

ローバル化が実質賃金を低下させる効果は、限定されたものと見ているようだ。 

 

従って、グローバル化よりもコンピューター普及の方が実質賃金の伸び悩みをもたらし、

失業率の上昇に寄与したというのが実情のようである。 

 

俗説3：途上国へのアウトソーシングが米国の格差を拡大した 

最近、米国民の間で高まっている不安がある。それは途上国へのモノ、サービスのアウ

トソーシングの拡大（図表4）が米国内において負け組を増やし、勝ち組と負け組の格差

を広げているというものだ。確かに、負け組が増え、格差が広がってきている。例えば、

学歴で区分して2000-2005年間の実質平均賃金の推移を見ると、上昇を記録したのはPh.D.

とMBA/J.D./M.D.の学位を保有している労働者だけであり、それ以外の学歴の労働者の同

賃金は低下している。ちなみにPh.D.とMBA/J.D./M.D.の学位を保有している労働者は全労

働者のたった3.4％にすぎない。さらに、1990年代には上昇を記録していた大卒と大学院

卒の労働者の実質平均賃金も2000年に入ると、一転低下しており、負け組入りとなった9。 

また、Slaughter教授とイェール大学のK. F. Scheve教授は「Foreign Affairs」2007年

7/8月号のなかで、アウトソーシングは、貿易自由化の場合と異なり、特定産業の雇用・

賃金を減らすというよりは、産業を越えて一定のスキルを持つ人々の雇用・賃金を減らす

効果を持つことを指摘している。このことは一度レイオフされると、同じスキルの職を得

ることは難しく、教育を受けスキルを向上させない限り、失業者から脱出できないことを

意味しよう。 

 

反論3-1：モノのアウトソーシングの賃金・雇用への悪影響は見て取れず 

だが、80年代以降に増加した途上国へのモノのアウトソーシングが負け組増加と格差

                                                  
7 Bhagwati(1998, 2004) 
8 Lawrence and Slaughter（1993） 
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図表4 アウトソーシングの推移

（注）アウトソーシングを製造業GDPに占める工業原材料輸入のシェアとした
（出所）米国商務省
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拡大に寄与していたかどうかについては疑問が残る。 

確かに、モノのアウトソ－シングはブルーカラーの需要を減らすことで賃金低下と雇

用縮小をもたらす。OECDによると、アウトソーシングを集約的に活用している産業の方

がそうでない産業に比べて賃金低下や雇用縮小の程度が三倍大きいという分析を示し

ている。しかし、その一方で生産性の上昇と価格の下落をもたらすことで実質賃金を上

昇させる効果も指摘されている。カリフォルニア大学デービス分校のR. C. Feenstra教

授と同大サンディエゴ分校のG. H. Hanson教授は80年代におけるモノのアウトソ－シン

グの実質賃金に与える影響を分析し、ホワイトカラーの場合、1.1-1.8％の実質賃金上

昇をもたらし、ブルーカラーの場合、影響を与えていなかったことを明らかにした10。

つまり、アウトソーシングによってホワイトカラーやブルーカラーの実質賃金が低下す

るという明確な証拠は存在しなかったのである。 

 

反論3-2：オフショアリングは賃金・雇用を拡大させる効果も 

また、90年代に入ってコールセンターなどバックオフィス業務を外国にアウトソーシ

ングするいわゆるオフショアリング（サービスのアウトソーシング）が盛んになってき

た。Forrester研究所のJ. C. McCarthy副社長によると、2015年までに300万以上のサー

ビス雇用が途上国に移されると予想している11。オフショアリングは先進国の低賃金ホ

ワイトカラーの雇用を減らしていく一方で、高い生産性を実現することで雇用の拡大と

実質賃金の上昇をもたらすことも考えられる。Amiti and Wei(2005, 2006)の研究では、

1992-2000年の間の米国製造業の生産性上昇のうち、11-13％分はオフショアリングによ

るものとしており、これは通常のアウトソーシング(3-6％分)やハイテク設備投資

                                                                                                                                                  
9 Scheve and Slaughter（2007） 

 Feenstra and Hanson（1999） 10
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(4-7％分)によるものを上回っている。また、Lawrence教授と国際経済研究所のM. N. 

Baily上級研究員によると、今後のオフショアリングの増加は、サービス価格の低下を

もたらし、企業収益と実質雇用者報酬の拡大につながると見ている12。つまり、オフシ

ョアリングは生産性改善に基づく実質賃金の上昇の経路から賃金・雇用に対してプラス

の影響を与えることも推測される。 

 

このように途上国へのモノやサービスのアウトソーシングが雇用・賃金に与える影響は

一概にネガティブとはいえず、総じて見るとそのマイナス効果は限定されており、アウト

ソーシングが負け組増加と格差拡大13 14に寄与しているとは思われない 。 

 

米国内で勃興する反グローバルの動き 

これまで米国の研究から貿易の側面を中心にグローバル化の影響を見てきたが、物価につ

いても、賃金、雇用についても、その悪影響は限定的であり、巷間で言われているほどでは

ないと言える。 

にもかかわらず、米国内では反グローバルの動きが出てきている。ブッシュ政権は議会か

ら貿易に関する国際交渉を進める権限（貿易促進権限（TPA））を得ていたが、その権限の

延長に失敗し、同権限そのものは、今夏失効した。これでWTO、FTA交渉の早期進展は望めな

くなったと言っていい。また、中国貿易に対する風当たりは強く、中国からの輸入高級光沢

紙に補助金相殺関税を賦課しており、さらに対中貿易に保護主義的な規制をかける法案が議

会で審議されている。GALLUP社の世論調査を見ても、2000年時点で貿易をチャンスとみなす

人が56％と貿易を脅威とみなす人(36％)を上回っていたが、2005年にはチャンスとみなす人

が44％にまで低下した一方で、脅威とみなす人が49％にまで上昇し、ついに逆転した15。 

グローバル化は米国民の生活にさほど悪影響を与えていないにもかかわらず、国民の中か

らグローバル化を否定するような風潮が生じている。この不思議な事態をどのように理解し

たらいいのだろうか？ 

 

グロ－バル化は「スケープゴート」 

この事態について、Slaughter教授とK. F. Scheve教授は前述の「Foreign Affairs」で近

年の実質所得の低迷が米国民のグローバル化への懐疑心を生み出していると喝破している。

このような国民世論の変化に基づいて政治家は保護主義的な政策を打ち出す誘因を持ち、保

護主義者は政治家にロビー活動を行いやすいというわけだ。でもまだ疑問がある。なぜ米国

民は実質所得の低迷と関係の薄いグローバル化を結び付けて考えるのか？もちろん、米国民

                                                                                                                                                  
 McCarthty（2004） 11

 Baily and Lawrence（2004） 12

13 格差拡大のもう一つの極である最富裕層の所得増大について、Lawrence教授はITの普及、金融市場や金

融制度の規制撤廃・緩和により国際金融市場に投資する機会が増え、株式等の金融商品からの収益が増大

したことが大きく、貿易自由化との関係は弱いとしている（Lawrence（2007））。 
14 ただし、アウトソーシングの雇用へのマイナス効果は貿易自由化によるマイナス効果とは異なっている

ことに注意したい。貿易自由化によりある産業が衰退しても、その産業に属する労働者が持つスキルは他

の産業で通用することから労働市場の流動性が確保されている限り、雇用調整は比較的容易であると言え

る。一方、アウトソーシングの場合、一定のスキルの職を国外にシフトするが、それは全ての産業に渡っ

て共通して起こる現象である。そのために、一度職を失うと、他の産業に移っても同一のスキルの職を見

つけることはできず、失業が長期化する恐れがある。 

 Scheve and Slaughter（2007） 15
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のグローバル化についての誤った認識もあるだろうが、それだけではなさそうだ。 

専修大学の野口旭教授は近著『グローバル経済を学ぶ』の中で、「スケープゴート」とい

う概念を紹介している。ある思わしくない経済的・社会的状況が生じたとき、社会はしばし

ばその真の原因を追求するよりは、その原因をとりあえず社会の外部の「スケープゴート」

に求め、内的あるいは心理的な安定を得ようとする。米国民は実質所得の低迷という思わし

くない状況に陥って、とりあえず外部にあるグローバル化を「スケープゴート」にして安心

しようとしているのではないか。しかし、その代償が大きいのは歴史を振り返れば明らかだ

ろう。 

 

大規模な所得再配分政策を求める声も 

なお、米国内における反グローバルの動きへの対策について、Slaughter教授とScheve教

授は前述誌でグローバル化のNew Deal政策を唱え、その中で貿易・投資の自由化とリンクし

て中所得層以下への所得税撤廃というラディカルな政策の実施を主張している。彼らは貿易

自由化の結果、年間で五千億ドルもの利益が生じていることを指摘し、大規模な再分配政策

を行わないかぎり、国民の保護主義的な風潮を打破できず、取り返しの付かないことになる

と考えているのだ。 

 

日本でもグローバル化と格差を結びつける議論が発生 

これまで日本では格差拡大とグローバル化を結び付ける目立った動きはなかった。しかし、

最近、格差拡大の原因として、グローバル化を挙げる論者が増えてきたことも確かである。

だからといって、グローバル化そのものを否定し、保護主義的な政策を主張する者はいない

ようだ。 

だが、注意は必要である。近年増加しているアウトソーシングは貿易自由化とは異なり、

産業を越えて広く一定のスキルを持つ人々の雇用、賃金を低迷させる効果を持っている。例

えば、経済成長が鈍化、低迷した時に、アウトソーシングの否定的な効果を訴える者が現れ

れば、耳を傾け、アウトソ－シングを「スケープゴート」に仕立ててしまうのではないか。

現に、前回の米国の大統領選挙では、オフショアリングの雇用に与える悪影響が争点にまで

なった。 

 

グローバル化に関する正しい理解を 

日本経済は、戦後、自由貿易やグローバル化の恩恵を十分に受けて成長してきたと言って

いい。しかし、そのことは国民がグローバル化のメリットを理解しているということにはつ

ながらない。むしろ、グローバル化が国民生活にあまりにも浸透していてそのメリットが当

たり前すぎて忘れられているような気もする。現在、政府は諸外国とEPA締結を推進してい

るが、その調整プロセスで、「グローバル化＝悪玉論」の主張が出てきた場合、国民は保護

主義の陥穽に陥らずに済むかどうかはなはだ疑問である。 

今こそ、保護主義的風潮の発生を防止するためには、府省間のみならず、官民や国民の間

でグローバル化に関する開かれた論議を促進し、グローバル化に関する正しい理解を共有す

る時ではなかろうか。これまでの米国の研究で明らかなように、グローバル化の経済に及ぼ

す影響は限定されているが、日本の経済学者もグロ－バル化の影響について日本のデータを

使って実証分析を行い、論議のための客観的な根拠を示す必要があろう。 
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労働市場や労働制度の改革と人材育成が重要 

また、政府が労働市場や労働制度の改革と人材の育成を強力に進めることは、グローバル

化のメリットを享受するためにも重要である。特に、アウトソーシングは一定のスキルを必

要とする職を外国に移すことで、その種のスキルを持つ労働者が失業するだけでなく産業間

を超えて就職しにくくなるとされており、そのような労働者のスキルを再開発し、就職しや

すくするなどの手だてを打たねばならない。政府がグローバル化を悪者にして、労働市場の

流動性促進や低学歴労働者のスキル開発という必要な措置を講じるのを怠るようなことが

ないよう、われわれ国民は注意深く監視していく必要があろう。 
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