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グローバル生産システムと貿易構造

石　　田 多弔

はじめに

　本稿では国際的に分散した生産プロセスをグ

ローバル生産システムと定義する。そして、貿

易の垂直構造とは、このグローバル生産システ

ムを形成する企業内部の組織変化や企業関係の

変化の結果として形成されたものであることを

確認したい。換言すれば、グローバル生産シス

テムにおける企業組織の境界と施設単位の国際

配置の観点から国際分業構造を確認したい。

　本稿は以下のような構成をとっている。第1

に、グローバル生産システムの組織構造変化を

明確にするための分析視点を提示する。第2に、

近年のバリューチェーンの変化が生産システム

の構造を変化させていることを確認する。第3

に、企業行動の変化が貿易の垂直構造を変化さ

せていることを分析する。そして、第4に、グ

ローバル生産システムの多様性と貿易構造の対

応関係を考察する。そして、最後に、むすびと

して貿易構造から見た経済のグローバル化の作

用を確認する．。

1．分析視点の確認

　（1）グローバル生産システム

　企業組織単位や施設単位に注目して、生産シ

ステムを概観しておきたい。生産システムは、

それぞれの産業における施設単位の集合体であ

る。各施設単位間には製品を生産するために必

要な中間財フローとそれを支える情報フローが

存在している。ここでいう施設単位とは、生産

施設や研究施設、物流施設などである。これら

の施設単位は特定の企業組織に属している。そ

して、生産システムの基本単位である施設単位

間の関係をリンケージと定義する。

　リンケージは、表1のように、財の流れによ

る付加価値連鎖、情報の流れ、施設単位間の所

有関係の有無、施設単位間の’協調の程度、施設

単位間の階層、施設単位間で取引される財のイ

ンターフェイスなど多様な側面から特徴付けさ

れる。そして、このリンケージの多様な側面が

組織内部の構造、企業組織の境界、企業組織聞

の関係を規定する。そして、施設単位間のリン

ケージの全体を生産システムと呼ぶ。

表1　施設単位間のリンケージの特徴

リンケージの特徴：

付加価値連鎖

情報の流れ

所有関係の有無

協調の程度

階層性

インターフェイス
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　グローバル化のもっとも基本的形態とは、国

境を超えてリンケージが形成されることである。

そこには次のようなモードがある。まず、所有

関係を伴うリンケージとして直接投資があり、

それにはグリーンフィールドとM＆Aの形態が

ある。もう一つは、所有関係を伴わないリンケー

ジである。そこには、協調の程度により、戦略

的提携（Strategic　Alliances）、委託生産（O

EM，　ODM）、独立企業間の市場取引（arm，s

length　principle）を介した関係などが存在す

る。このような国境を越えたりンケージの集合

体全体をグローバル生産システムと定義する。

　リンケL一一一ジの集合体は、所有関係の有無から、

二つの極端なケースが指摘できる。一つは、全

ての施設単位が一つの企業組織の中に垂直的に

統合された「チャンドラー型企業」と呼ばれる

組織である。この場合、全ての施設単位問には

所有関係が存在する。もし、所有関係により結

びつけられた施設単位が国際的に分散している

ならば、その企業組織は多国籍企業と呼ばれる。

したがって、一つの企業の内部は、財の調達活

動とそれに関わる要素市場の情報フローがあり、

同時に製品のマーケティング活動とそれに関わ

る情報フローが最終商品市場との間で存在する。

そのため、外部の企業との調整コストは存在し

ない。もう一方は、全ての施設単位がそれぞれ

独立した企業の場合である。施設単位問の関係

は企業組織間の関係と同じで、所有関係を伴わ

ない。このため、最終商品の生産に至るまでの

財フロー・の調達活動とそれに関わる要素市場の

情報フローには企業内取引とは異なる調整シス

テムが必要になる。

　注目す尽きグローバル生産システムとは、以

下で見るように、二つの極端なケースの中間形

態である。グローバル生産システムを構成して

いる施設単位の関係には、所有関係を伴うもの

と所有関係を伴わ．ないものが混在する。そして、

中間形態といっても多様な企業聞の協力関係の

分類が試みられる1）。近年の傾向としては、垂

直的に統合された「チャンドラー型企業」の典

型であったIBMに見られるように、企業内部

の製造部門を分離し外注化する動きが進むとと

もに、．同時に、EMSやODM、3P：しのように

製造、設計、検査、ロジスティクスなどに特化・

専門化した企業組織が出現している。そのため、

経済のグローバル化のなかで、組織を分解する

傾向と統合する傾向という二つの異なる動きが

見られる。つまり、一方で、垂直的統合型の多

国籍企業は統合を解体するプロセスが、他方で、

特定の生産工程を分担する企業（EMS・ODM）

では水平的あるいは垂直的な統合を進めるプロ

セスが進んでいる。

　②　組織形態と組織境界

　企業内部の組織形態と企業組織間の関係を整

理しておこう。内部組織という場合、ここでは

多国籍企業の組織形態を意味する。代表的な組

織形態分類として、たとえばBartlett　and

Ghosha1（1989）の分類がある。彼らは、ロー

カル適応とグローバル統合の関係から、①グロー

バル、②インターナショナル、③マルチナショ

ナル、④トランスナショナルという四つの分類

により企業組織の特徴を類型化する。しかし、

本稿の目的からは多国籍企業組織内部の詳しい

類型化の必要性はない。むしろ、ここではヒエ

ラルキー（hierarchy）組織とヘテラルキー

1）たとえば、以下で確認するようにGereffi，　Humphrey　and　Sturgeon（2003）では中間形態を3つに分類している。
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（heterarchy）組織という二つの形態に注目し

たい2）。前者が一つの中心（親会社）により統

治された垂直統合型組織形態で、後者は多国籍

企業組織内部の中心が多数存在する組織形態か

ら外部の組織との提携・合弁にいたる柔軟な組

織形態である。そのため、ヘテラルキー・組織で

は、企業統治は個々のメンバーに対して直接コ

ントロー・ルは行われず、個々メンバーの行動を

支える行動規範が存在する。

　グローバル生産システムの変化を引き起こし

ている動向は、このヒエラルキーからヘテラル

キーへの組織変化である。換言すれば、支配

（Contro1）から協調（Coordination）、協力

（Cooperation）、協同（Collaboratioh）、提携

（Alliance）など、グローバル生産システムの

リンケージの変化である。そこで本稿では、こ

のような企業の組織形態の変化に対して、以下

で確認するように、脱垂直化、オープン化とい

う用語を用いる。

　次に、企業組織の境界を見る視点として、機

能面から組織を定義しておきたい。一つの視点

は、効率化やコスト最小化を行う単位として企

業組織の境界を考えることである。そして、も

う一つの視点は、組織をルーティン化された技

能や支配能力をもった単位として考えることで

ある3）。取引費用最小化は、確かに企業組織の

特性であり、重要な企業組織の本性である’。し

かし同時に、組織が存在するためにはルーティ

ンを保持し再生することも企業の特性である。

したがって、組織は取引費用を削減するための

効率性と組織を安定的に保持・持続するために

協調と信頼という二つの側面を持っている。

　また、この二つの特性は、組織間の関係性と

いう観点から見ると異なる。効率性に関しては、

他組織との比較のなかでの相対的合理性であり、

他組織との相対関係の中で組織の優位性をみる

視点である。それに対して、ルーティンによる

技術や技能の形成はその組織に限定された合理

性であり、他組織との関係の中で特化による利

益（組織間分業の利益）を強調するものであ

る4）。さらに、二つの特性は、短期の視点と長

期の視点という時間のコンセプトで区別される。

コスト効率性という意味では短期の比較の問題

であり、技術や技能の形成というプuセスは長

期にわたるものである。

　貿易構造との関係で強調すべき点は、効率性

の単位としてのみ企業組織を規定するのではな

く、他の組織との分業関係のなかで優i位性をも

つという視点である。グローバル生産システム

における各企業組織がコア・コンビタンスへ資

源を集中させる傾向は、効率性の追求もあるが、

ルー・ティンにより形成される技術やンゥハウの

学習、あるいは事業分野の明確化の一つの方向

でもある5）。したがって、貿易構造を見るため

の重要な視点として、グローバル生産システム

における「取引費用」からみた企業の境界とと

もに、技術やノウハウなどの「ケイパビリティ」

による企業の境界に注目したい6）。

2）　Hedlung　（1986）

3＞Hodgson（1988）では二つの組織を見る視点が整理されている。
4）　Nelson　and　Winter　（1982）．　Foss　（1989）

5）Prahalad　and　Hame1（1990）で、コア・コンビタンスとは企業組織における集団的学習であり、なかでも、多様な

生産技術を調整する方法、複数の技術的な流れを統合するものと定義している。
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　（3＞組織間ネットワーク

　組織内部や組織外部との依存性を考えると、

協調メカニズムとしてのネットワークが存在す

る。ネットワークとは施設単位問のリンケージ

の集合体であり、それは情報の流れを管理する

機能をもった調整システムである7）。たとえば、

多国籍企業の内部組織の施設単位の調整のため

のネットワークに注目したものとして、

Bartlet　a：nd　Ghoshal（1989）が指摘する「差

別化された統合ネットワーク」という定義があ

る。また、組織問の依存性を考えると、単に市

場を通じた関係ではなく、契約的諸関係におけ

る協調メカニズムとしてネットワークが存在す

る。本稿では、組織内ネットワークよりも組織

間ネットワークに注目する。そして、以下では、

ネットワークをヒエラルキー組織と市場の中間

的形態として考える8）。

　ここには中間形態を規定する二つの基準が存

在する。それは、第1に、ヒエラルキー組織や

市場とは異なる機能を持つという視点である。

つまり、ネットワークとは、組織内には存在せ

ず、同時に、市場の中にも求めることができな

い情報（価格・数量情報、納期情報、技術・経

営ノウハウなど）を交換する機能である9）。こ

れは、企業組織間の互恵的協力関係あるいは

「協調」関係と定義される。また、第2に、協

調関係の基盤となる「信頼関係」という視点で

ある1。）。そして、この組織間信頼関係の濃淡に

よりネットワークにおける調整機能は多様な形

態を持っている。たとえば、日本の企業に観察

された系列関係は絆の強いネットワーク関係で

ある。また、eマーケットプレイスにおけるコ

ラボレーテイブ・コマース（C◎11aborative

Commer¢e）も協調関係を築いているネットワー

クである。したがって、ネットワークとは、そ

れぞれの企業集団や産業により構成されるリン

ケージの集合体の重層的構造として進化し、競

争関係の中で他集団と何らかの形で差別化され

ている。

　本稿では、このネットワークがグローバル生

産システムの調整機能をはたしていると考える。

グローバル生産システムの構造は、ネットワー

クにより形成される信頼関係と協調関係の程度

によって変化している。そして、ネットワーク

機能が、組織間の中間財の絶え罪ない効率的流

れを保ち、生産工程の国際的分散を進展させて

いる。ここでいう変化や進展とは、具体的には、

以下で確認するように、製品のデジタル化、モ

ジュール化、施設単位の規模拡大や効率化など

である。

　（4）バリューチェーン分析

　本稿では、複数の企業と多数の施設単位が構

成する製造段階の最上流から最終顧客までの付

加価値の連鎖をバリューチェーンと定義する11）。

産業内部にはバリューチェーンが形成されてい

6）ケイパビリティに関しては、Langlois　and　Robertson（1995）に依拠している。

7＞施設単位問の関係を調整するという見方は一面的であるかもしれない．たとえば、個々人を分析の単位とすれば、ネッ

　トワークとは人と人の関係を調整するものと考えられる。ただ、本章では、施設単位を分析単位としている。

8＞Povvell（1990）が中間形態と規定している。

9）Powe11（1990）やUzzi（1997）でネットワークの存在意義について指摘している。

10）　Granovetter　（1985）

11）たとえば、Porter（1985）ではバリューチェ・一一ンという定義を企業内の活動に対して使用し、複数の企業が形成するバ

　リューチェーンが連結された最上流から最終顧客までの垂直的流れは「価値システム」と呼ばれる。
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る。このなかで、最も単純な形態は、一つの製

品が完成するまでの垂直的な関係である。たと

えば、パソコン製品を見ると、設計・生産され

た後、消費者に届き、アフターケアを受け、最

後に廃棄・リサイクルに出されるまでの付加価

値連鎖がある。さらに、各々のブランドがつけ

られた複数のパソコン製品のバリューチェーン

に横断的に関係する価値連鎖がある。たとえば、

部品としてハードディスクを例に取ることで説

明できる。ハードディスクを設計して完成させ

るまで部品としてベアリング、スピンドルモー

ター、磁気ディスク、磁気ヘッド、キャッシュ

メモリなどが必要である。それらの部品には生

産から調達、組立、販売というバリューチェー

ンが存在する。そして、ハードディス自体は、

パソコン製造の複数の生産システムに横断的に

販売される。

　施設単位問がどのような調整様式のリンケー

ジを持っていても、また、どのような組織形態

や組織間形態であろうとも、グローバル生産シ

ステムには部品から完成品までの垂直的関係の

なかでサプライチェーンとバリューチェーンが

形成される。サプライチェーンとは製品の生産

過程で形成される財・サービスの供給者と需要

者の関係である。とりわけサプライチェーンマ

ネージメント（SCM）という場合、システム

全体を効率化し、製品の付加価値を最大化する

ための手法である。それに対して、バリューチェー

ン分析とは、サプライチェーンやSCMを含み、

連鎖を形成する単位間の階層性（付加価値獲得

の相違や統治力の相違）を明らかにする視点と

考える。，

　また、ネットワークの視点からは協調と信頼

による効果を取り上げたが、バリューチェーン

の分析視点では、一方では、同じ階層間の水平

的レベルでの絶え間ない競争関係、他方では、

原材料や部品の調達から製造、流通、販売とい

う、生産から最終需要（消費）に至る商品供給

の流れの全体最適化を対象とする。以下ではバ

リューチェーン分析における施設単位間リンケー

ジの変化が、貿易構造を分析する上でのミクロ

的基礎であると考える。

　図1のように市場とヒエラルキーの中間形態

であるネットワークはグローバル生産システム

を構成する主要な調整機構である。そして、グ

ロS一・一一バル生産システムは、概念として、垂直的

統合、ネットワーク、市場取引という3つに類

型化される。このような形態分類は、産業内部

の個々の企業や施設単位が形成するバリューチェー

ンのガバナンス（統治機構）の相違を反映して

いる。また、ネットワークシステムの内部をみ

ると、非常に垂直的統合型に近い調整機構をも

つネットワークやブランド企業を中心に互いに

独立した企業集団の調整機構も考えられるta＞。

　ネットワークとバリューチェーンの関係を見

ると、ネットワークは複数のバリューチェーン

を包摂する。たとえば、図1のように同一産業

（パソコン）内部のAとBという異なるブラン

ド名で生産される各製品には、それぞれ最終財

までのバリューチェーンが存在する。そして、

個々のバリューチェーンの組立行程は同一の製

造受託企業が関与している可能性もある。した

がって、’ 潟塔Pージとはバリューチェーンを形

成するとともに、バリューチェーン間の接点で

12）生産ネットワークとバリューチェーンを定義したが、具体的な最適化・効率化の管理機構としては、グローバル・サ

　プライチェーン・マネイジメントという管理手法が存在する。
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図1　グローバル生産システムにおける企業単位と施設単位

もありうる。

　そして、バリューチェーンに国の関係を加味

すると、グローバル化の作用が明確になる。つ

まり、バリューチェーンに参加できる国民経済

と参加できない国民経済の相違、バリューチェー

ン内部の施設単位が立地しているそれぞれの国

民経済の付加価値獲i得の相違が分析される。し

たがって、バリューチェーンの形態変化がグロー

バル生産システムを形成し、このグローバル生

産システムが貿易構造を変化させる。

2．生産システムの変化

　（1）バリューチェーンと財の階層性

　バリューチェーンの流れの中にある財の視点

から階層性を確認しておこう。第1に、企業会

計の視点から見れば、企業組織内部の製造工程

にあり外部に販売することが出来ない状態を

「仕掛品」といい、製造過程にあるなかでも外

部へ販売可能な財を「半製品」と定義する。そ

のため、組織内部にある各生産工程を担う施設

単位では、原材料・仕掛品を加工し特定の機能・

構造をもつ「半製品」や「製品」を生産してい

る。第2に、半製品や製品はバリューチェーン

のなかで分類される。すなわち、加工度に応じ

て、産業用加工品と部品に分類される。そして、

部品は、鋳造、鍛造、熱処理、プレス等の「粗

形材」、そして、加工精度のあがった「単部品」、

複数の単部品を組み合わせ「組立部品」（サブ

アッシー部品）、さらに組立部品には「構成部

品」、そして構成部品がユニット化され機能が

明確となった「機能部品」などと段階を経てい

く。そして、最終的に全ての組立部品がアセン

ブリーされて完成品へと至る。第3に、これま

でのハード生産部門のバリューチェーンに加え

て、ソフト部門がある。とりわけコンピュータ

製品に明確に見られるように13＞、まず、製品基

本動作を制御するベイシックインプット・アウ

トプットシステム（BIOS）が組み込まれる。

次に、制御の基盤となるオペレーティングシス

テム（OS）が組み込まれる。そして、　OSの上

13）最近では、自動車でも、制御ユニット（ECU）を統合するためのOSが開発されている。
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にアプリケーションソフトが加えられる。この

時点で、はじめて消費者が利用できる完成品と

なる。

　このような生産工程段階に沿った財・サービ

スの形態変化は、同時に、粗形材から組立部品

までの物的財の生産過程を担う工程段階とハー

ドに組み込まれるソフト工程段階の付加価値生

産の過程である。そこで、バリューチェー・・一・・ンを

形成する最小単位を工程単位と呼び、便宜的に

各施設単位が各工程単位を担うものと考える14）。

　②　バリューチェーンの変化

　製品自体の変化は、バリューチェーンに影響

する。一般的に，製品の多機能化・高機能化・

高付加価値化・差別化などが進めば，最終製品

を生産するための工程単位（施設単位）は多段

階化し、複雑になる。同時に，性能や品質等に

対する基準が高まるにつれ，部品は個別化・専

門化し、多様な技術が必要とされる。例えば，

半導体デバイスの生産工程の後工程の組立・検

査の各工程は多くの労働力に依存するが、前工

程の化学処理，露：光処理は，高い技術水準と高

度な資本設備を要求される。また、自動車の構

成部品は約数万点になり，足回り系の部品とエ

ンジン系の部品で要求される技術は異なる。し

たがって、部品構成や品質の変化は資財調達に

あたるインバウンド・バリューチェーンを形成

する組織に大きな変化をもたらす。また、多機

能化・高機能化・差別化が進む中で、商品の売

買から保守サービス、問い合わせやクレームへ

の対応など高度なアフターケアなども必要とな

り、消費者までのアウトバウンド・バリューチェー

ンにも変化が求められている。

　製品レベルの変化のなかで、とりわけ大きな

影響を与えるのが、製品アーキテクチャの変更・

見直しである。特に非モジュラー型からモジュ

ラー型への製品アーキテクチャ変更は、バリュー

チェーンを形成する組織構造に大きな変化をも

たらす。Baldwin　and　Clark（2000）やUlrich

and　Eppinger（2000）で指摘されているよう

に、製品設計のアーキテクチャと組織構造のアー

キテクチャとは同型化する傾向がある。したがっ

て、製品レベルのアーキテクチャがモジュラー

型へ変化することは、バリューチェーンを形成

する財の階層構造を変化させ、同時に、それぞ

れの製品の生産にかかわる施設単位や企業組織

の間のリンケージの変化という連鎖反応を起こ

す。この連鎖反応とは、具体的には以下で見る

が、一方で、外注化、オープン化、国際的分散

化など脱統合という構造変化、そして、他方で、

水平統合、垂直統合、規模拡大、集積など統合

という構造変化である。

　図2は、典型的モデルとして、パソコン産業

を例にしたアーキテクチャの変更によるリンケー

ジの変化を示したものである。図のなかの左側

は、IBMにみられる垂直的統合タイプの一企

業内部でほぼ完結するバリューチェーンであり、

右側は、モジュール型アーキテクチャに沿った

「垂直的な脱統合（vertical　disintegration）」

による独立企業間のネトワークにより形成され

たバリューチェーンである15）。垂直統合型モデ

ルには、図には描かれていないが企業内部に研

究開発部門が存在し、バリューチェーンの主導

的な役割を果たしていた。しかし、ネットワー

14）それゆえ、二つ以上の施設ユニットを抱える企業は、企業内に複数の工程単位を抱えることになる。たとえば、企業

　内に金型とプレススタンピング工程、そして加工品の組み立て工程がある場合など。
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図2　コンピュータ産業における組織変化

クモデルになると、それぞれの工程段階を担う

独立した企業ごとに研究開発部門を抱え、研究

開発活動もオープンシステムとなっている。

　製品レベルの変化に起因する組織変化にくわ

えて、バリューチェーンの各段階での製品生産

が空間的に分散（時間的に分断）するという変

化がみられる。多様な部品・中間製品の生産工

程に必要とされる技術水準の相違，あるいは生

産性格差を反映した労賃の相違を背景として，

それぞれの施設単位は比較優位に応じて最も適

した地域に生産特化し、各工程単位の分散が進

んでいる。たとえば，各工程の多段階化・複雑

化につれて個別化・専門化が進むなか，先進国

では高度な技術による部品機能の集約化を行い、

標準化・規格化が可能な組立工程については，

最新の生産設備を途上国へ設置することで生産

コストの低減・品質向上を追求している。さら

に、近年では、バリューチェーンの中の支援活

動であるバックオフィスなども海外移転するよ

うにオフショアリングが進行している。

　ここで、工程単位の空間的分散と時間的分断

に伴う、3つの側面の変化に注目したい。第1

に、バリューチェーンを担う施設が国際的に分

散するなかで、施設単位が複数の企業組織に分

断して所有される傾向である。このようなバリュー

チェーンの変化を引き起こしたのがネットワー

ク化である。ここでいうネットワーク化とは、

標準化、オープンシステム化、デジタル化とい

う変化の上に築かれたグローバル生産システム

の変化である。そして、ネットワー一・・ク化が組織

構造や産業構造に影響を与え、その結果、国際

分業構造が変化することになる。第2に、この

15）Bresnahan　and　Greenstein（1999）に詳しく述べられている。彼らは、コンピュータ産業でのプラットフォーム問

競争を強調している。つまり、垂直的な組織構造をもつ伝統的なプラットフォームと脱垂直構造をもつ新たなプラット

　フォームとの競争の結果、後者が組織プラットフォームを確立させたことを分析している。

一　130　一



グロF；一バル生産システムと貿易構造

ようなバリューチェーンにおけるオープン化・

分散化のなかで、ネットワークを形成する組織

間の力関係であるガバナンス構造の変化である。

企業内分業にも、Bartlett　and　Ghosha1

（1989）のような類型が見られるが、複数の企

業が形成するネットワーク型システムにもガバ

ナンス形態の相違がみられる。さらに、第3に、

付加価値活動における価値創造活動と価値獲得

活動の変化である。垂直統合組織で．は、価値創

造活動と価値獲i得活動はほぼ一体であったが、

オープン化・分散化のなかで、二つの活動は組

織単位ごとに乖離している。

　③　ネットワーク化と組織の変化

　ネットワーク化とは次のような変化に基づい

ている。第1に、アナログ技術からデジタル技

術への転換である。デジタル化とは、ハードウェ

アを制御するメカニカル制御から、エレクトロ

ニクスを制御するソフトウェア制御への転換を

意味する。このため、ハードウェアとソフトウェ

アの機能が明確に分離され、それぞれの機能に

携わる部門が独立した企業組織へと自立してい

く。第2に、組織の調整構造が変化する。つま

り、垂直的な統合形態から、脱垂直化・オープ

ン化という変化をもたらす。オープン化とは、

企業内取引に変わり、独立企業間の垂直的分業

関係が形成する市場取引の拡大を意味する。第

3に、知識・情報の形態を変える。組織形態に

対応した知識の存在様式に注目すると、Ernst

（2005）が強調しているように、アナログ技術

を基盤にした経験や勘に基づく知識・「情報の

暗黙知」の状態から、デジタル技術の基盤では

知識情報を文章化、図表化、数式化そしてデジ

タル化により「情報の形式知化」がある程度ま

で進行していく。したがって、組織間の情報の

伝達を促進し、組織間の情報共有を拡大させる。

とりわけ部品の集約化・モジュール化による生

産方式の規格化・標準化は，これまで高度な技

術を要していた組立工程を機械化して，生産工

程の地域的な分割・移植を進める要因となって

いる。

　ここで産業を形成する複数のバリューチェー

ンの流れに沿った組織間の階層構造を確認した

い。組織間の階層構造とは重層的であるが、大

きくは二つに分けることが出来る。

　第1に、バリューチェーンの縦断的関係にお

ける階層性である。つまり、バリューチェーン

全体に主導的地位にある部門（あるいは企業）

とバリューチェーンを形成するのに不可欠な補

完的部門（企業）である。特に、ネットワーク

構造では、複数のバリューチェーンに横断的に

影響力を持つことをプラットフォーム化といい、

複数の製品のバリューチェーンに縦断的に影響

力を持つ企業をプラットフォーム・リーダーと

いう16）。このプラットフォーム・リーダーがバ

リューチェーン全体を主導する。図2ではイン

テルやマイクロソフトである。また、プラット

フォーム受容者・補完的な企業として、ハード

部品ではサムソンやシーゲイト、それに製品組

立は台湾のODMメーカーであるQuantaや

Compa1、そしてソフトウェアではアドビなど

がある1η。　　　　1

　第2に、それぞれのバリューチェーン横断的

関係にある副次的階層性である。つまり、部品

16）プラットフォームリーダーシップ・モデルに関しては、Gawer＆Cusuman．o（2002）を参照のこと。

17）さらに図には示されていないが、3Pしなどのロジスティクス企業が考えられる。
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製造やソフトウェア生産におけるメーカーとサ

プライヤーの関係である。たとえば、1つのパ

ソコンの部品であるハードディスクの要素技術

プラットフォームに応じて、サプライヤーが部

品を供給する関係にあり、水平的関係にあるサ

プライヤー問には競争関係が働く。また、ソフ

トウェアの生産においても、インドでのオフショ

アリングが注目されているように、海外での下

請け生産が行われている。

　以上のような、オープン化・デジタル化・情

報の共有化を促進させる大きな変化の具体的契

機がインターネットである。インターネットと

は、全世界のネットワークを相互に接続した巨

大なコンピュータネットワークで、標準化・オー

プン化された通信プロトコルTCP／IPを用い

たものである。もともと軍関係のネットワーク

であったARPANETが1983年にTCP／IPを採

用し、それが大学聞を結ぶ学術研究用のネット

ワークとして利用されるよう．になったことが始

まりである。そして、TCP／IPを標準搭載した

Windows95が普及して、家庭（消費者）まで

含めたネットワーク基盤ができあがり、ビジネ

スの世界で普及するようになった18）。インター

ネットの普及は、とりもなおさず、標準化とオー

プンシステム化、そしてデジタル化の発展であっ

た。

　したがって、インターネットの普及によるネッ

トワーク形成のなかで、一方で、脱垂直化・オー

プン化と情報・知識の共有化が進み、プラット

フォームの受容者である個々の企業．は研究開発

などの知識生産を活発に行い成長の機会を獲得

する。それゆえに、ネットワーク化はバリュー

チェーンを形成する各施設単位や企業の空間的

制約をなくし、生産の国際的分散を加速する。

先進国企業は、必ずしも先進国消費市場に立地

する必要のない機能や施設単位をコスト効率の

高い途上国へ移転させる。さらに、プラットフォー

ムを受容した途上国の企業が、バリューチェー

ンに組み込まれる可能性を大いに高める。しか

し、他方で、ブランドの構築力、国際標準化の

推進力、さらに、生産システムを統合するプラッ

トフォームのアーキテクチャの設計能力など、

リーダー企業とそれを補完する企業との間には

ガバナンス能力格差が形成される。

　（4）オープン化と差別化1価値獲得と

価値創造

　バリューチェーンの変化における価値創造活

動と価値獲i得活動を考えたいエ9）。ここでいう、

価値創造活動等とはプロダクト・イノベーショ

ンとプロセス・イノベーションのように直接的

生産活動であり、価値獲得活動とはブランドの

力やプラットフォーム・リーダー（あるいはデ

ファクトスタンダード化）の力を持つというよ

うに、経済関係の中での支配力を行使する活動

である。

　垂直的統合型組織では価値創造活動と価値獲

得活動には乖離を意識する必要はない。あるい

は、価値創造活動が価値獲i得活動の源泉と考え

られる場合もある。しかし、オープン化・デジ

タル化・情報の共有化が進む産業では、バリュー

チェーン各段階を比較すると価値創造活動と価

値獲得活動に違いがみられる。オープン型バリュー

チェーd・ンではリーダーシップが価値獲得能力を

18）『日経NETWOR：K』2001年1月号

19）価値創造と価値獲得に関しては、Bowman＆Ambr。sini（2000）を参照のこと。
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規定する。

　Linden，　Kraemer　and　Dedrick　（2007a，b）

では、米アップル社の携帯音楽プレーヤー

iPodのバリューチェーンのなかの部品構成を

分析している。彼らによれば、最も高価な部品

が東芝製のハードディスクである。そのハード

ディスクは、外部から部品が調達され中国で生

産されている。CPUはアメリカのポータルプ

レイヤーのものであるが、製品自体は台湾のファ

ンダリーのTSMCやアメリカの：LSIロジック

などが生産し、CPUのコアはイギリスの

ARMアーキテクチャを使用している。したがっ

て、価値獲得（Value　Capture）は東芝が19．4

5ドル、ポータルプレイヤーは2．21ドルである。

そして、iPod最終組立とテストは、台湾の英

華達が担当し、実際には中国で行っている。英

華達の価値獲得は0．11ドルにすぎない。表2は

Linden，　Kraemer　and　Dedrick　（2007b）rdS’

計算したiPodのバリュー・チェーンの価値獲得

の地域分布を示している。ここから分かるよう

に、地域間の価値獲得にはかなりの違いが見ら

れる。もし、日本で販売されているiPodなら

ば、流通と小売りの価値獲i得は日本に帰属する

が、いずれにしても、価値創造している日本の

企業や韓国の企業に比べ、ファブレス企業でプ

ラットフォーム・リーダーであるアップルの価

値獲得が大きいことを示している。

　携帯音楽プレーヤーと同じように、パソコン

生産においても個別企業からみたマークアップ

率の相違の連鎖をモデルとしたものとして、

「スマイリング・カーブ」が提示されている。

つまり、半製品・製品や粗形材・部品のなかで

も、労働集約的かつ標準化（あるいはコモディ

ティ化）した生産工程のものは途上国で行われ、

技術集約的なものが先進国にとどまるという国

際分業関係もバリューチェーンの各段階の工程

　　　　　　　　表2　第5世代iPod（30G）の投入要素と価値獲得の地域分布

（1）iPodに投入された10投入要素

投入要素 サプライヤー 所在地 製造場所 工場価格 割合
売上総

?v率
価値獲得

ハードディスク 東芝 日本 中国 73．39 0．51 0，265 19．45

ディスプレイ 東芝一松下 日本 日本 20．39 0．14 0，287 5．85

マルチメディア・

@プロセッサ
ブロードコム アメリカ

台湾又はシ

塔Kポール
8．36 0．06 0，525 4．39

CPU
ポータル

vレイヤー
アメリカ

アメリカ又は

@　台湾
4．94 0．03 0，448 2．21

挿入・テスト・組立 英華達 台湾 中国 3．7 0．03 0．03 0．11

バッテリー 不明 2．89 0．02

ディスプレー・ドライバー ルネサス 日本 日本 2．88 0．02 0．24 0．69

メモリー32MB サムソン 韓国 韓国 2．37 0．02 0，282 0．67

筐体 不明 2．3 0．02 0，265

メインボードプリント基板 不明 1．9 O．01 0，287

10投入要素合計 123．12 0．85 33．37

その他部品 21．28 0ユ5

投入合計 144．4 1

注）工場価格と価値獲得は推計値で、ドル表示である。割合とは、全投入要素に対する割合。
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（2）アメリカで販売されているiPodの価値獲得の地域分布

アメリカ 日本 韓国 台湾 合計

流通・小売り 75 75

アップル社 80
　
8
0
■

詳細の分かる7投入要素 7 26 1 34

ポータル・プレーヤ・サプライヤー ユ 1

合計 162 26 1 ユ 190

出所）Linden，　K：raeエner＆Dedrick（2007b）より

注）ポータル・プレーヤ・サプライヤーをアメリカでなく台湾と考えている

間分業を示している。

　以上のようなバリューチェーンにおける獲得

価値の柑違は、国際的に分散したバリューチェー

ンを結びつける貿易取引に反映される。つまり、

中間投入段階の垂直貿易過程では、価値創造と

価値獲得との乖離はなく、最終製品の貿易では

その乖離が大きくなる。このような区別は、貿

易構造を類型化させる。垂直貿易構造は、技術

力格差に応じた比較生産費の原理が作用してい

るという意味で生産構造規定型貿易である。そ

れに対して、最終財の貿易は製品差別化による

需要構造規定型貿易である。

3．企業行動と貿易の垂直構造

　（1）ブランド企業の行動

　企業組織をソニー、東芝、ビューレット・パッ

パカードなどの製品ブランドを確立している

「ブランド企業」とそこからの製品の製造ある

いは部品の生産を受け入れる「製造受託企業」

の二つに分類し、それぞれの企業行動を確認し

たい。

　まず、ブランド企業の動きを取り上げる6ブ

ランド企業の行動は、一つは、海外子会社の設

立を通じた所有によるバリューチェーンの形成

（あるいは内部化）、そして、もう一つは海外企

業への外部委託（あるいは外部化）によるバリュー

チェーンの形成である。この二つの企業行動は、

貿易構造に対応する。つまり、前者が企業内貿

易（intra－firm　trade）、後者が独立企業間貿

易（arms　length　trade）である。

　まず、内部化（所有）によるバリューチェー

ンを考えよう。これは、資本関係からみれば経

営支配を目的とする直接投資である。所有によ

る統合は、取引費用論からみるとコストを最小

にする最良のガバナンス形態と考えられてきた。

つまり、市場取引に必要な調整や交渉のコスト

よりも垂直統合のガバナンス費用が小さい。同

時に、所有による統合は、企業組織の中核であ

るスキルとしてのルーティンを留める手段であ

り、長期的な実習・学習でしか獲得できない暗

黙知をベースにしたガバナンスである。このよ

うな所有によるバリューチェーンのガバナンス

は次のような影響をもつ。

　一般に、現地企業に比べて、多国籍企業の子

会社は貿易性向が高い。これは、中間財や資本

財を輸入し、完成財などを輸出する行動を取る

ためである。中間財や資本財の輸入は、調達す

る財の品質や信頼性を確保する行為であり、ま

た、中聞財の安定性や連続性を確保するためで

もある。したがって、投資先国（とりわけ途上

国）では、これまでにない製造工程が導入され

て、新たな産業構造が定着する。それゆえ、貿
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易構造を急激に変化させ、産業構造を国際化す

る。また、子会社の輸出は、発農途上国の輸出

拡大に貢献する。途上国企業が自ら海外市場を

開拓し製品を販売するために、現地の消費性向

を把握し、流通チャンネルを整え、アフターサー

ビスを行う一連のマーケティング活動を確立す

ることは困難である。それに対して、多国籍企

業の子会社は、このような制約はない2。〉。

　もう一つは、途上国の現地企業の成長を促す

企業関係の形成である。輸出指向型直接投資は、

途上国の資本形成に貢献し、同時に現地での技

術移転、人材育成、組織の改善、競争の促進な

どの効果を持ち、生産能力向上のインセンティ

ブを与える21）。そして、時間の経過の中で、多

国籍企業の子会社は現地企業から調達を拡大さ

せる。

　次に、オープンなグローバル生産システムの

ガバナンスを考え．てみよう。バリューチェーン

のオープン化を選択するブランド企業の行動は、

1970年代に日本の自動車産業の生産システムで

みられた。また、経営資源の選択と集中は1980

年冬のGEが行ったように、非関連多角化の問

題が露呈したアメリカでみられた。貿易構造の

垂直化は、このようなリーン生産方式の能力構

築とコア・コンビタンスへの資源集中が、ネッ

トットワーク化・デジタル化のなかで、国際的

に展開していった結果であるともいえる22）。ブ

ランド企業の立場からすると、オープン化する

ことで競争力が向上し、さらに、バリューチェー

ンにおける優位を保つためのケイパビリティが

あればなんら問題ない。そこで、オープン化さ

れた生産システムにいで二つの定義を確認し、

バリューチェーンの変化を考察しよう。

　Borrus　and　Zysman　（1997）　は、エ1ノクト

ロニクス産業を対象として生産システムを類型

化する。一つは、企業内ですべての生産工程を

有する場合は垂直的生産システムと定義する。

80年の日本企業がこのシステムを体現している。

それに対して、デル（De11）ブランドのコンピュー

タでは、販売をもっぱら業務とし、研究開発は

インテルやマイクロソフト、生産はEMS企業、

ロジスティクスの一部はフェデックス（Fed

Ex）のように開発・生産・販売は脱統合

（disintegra七ion）している。したがって、生

産システムはネットワーク型生産システムと定

義し、国際的な生産システムの広がりを明らか

にするために国際生産ネットワーク（CPN：

cross　na七ional　produc七ion　ne七work）」と呼

んでいる。CPNは、アメリカ企業が自国への

輸出を目的とした生産基盤をアジア地域に形成

できたことを意味する。それは、80年代の日本

のコンシューマーエレクトロニクス産業の圧倒

的な存在に対抗する生産基盤の確立・復権と位

置づけられている。

　Borrus　and　Zysmanの概念には、もっぱら

日本に対抗するアメリカのエレクトロニクス産

業の優勢を提起するものであり、バリュー・チェー

ンにおけるガバナンスや階層構造の分析はない。

しかし、アメリカ企業と日本企業がアジアで展

開している生産システムの違いとして、アメ・リ

20）韓国や台湾に見られるように、多国籍企業の規制が強かった国は、海外技術の導入に関する効果的政策がみられたが、

　輸出に関しては、マーケティングを担当する日本の総合商社の役割は大きかったといえる。

21）FDIのスピルオーバー効果についてはSaggi（2002）のサーベイあがる。
22）L，angloiS　and　Robertson（1995）では、前者を日本型ネットワーク、後者をイノベーションネットワ｝クと定義して

　いる。
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カの生産ネットワークのオープン化を指摘して

いる点は興味深い。ただし、日本も次第にオー

プン化し、その相違は明確ではなくなる。

　Ernst　（2001，2002）．　Ernst　and　Kim　（2002）

のグローバル生産ネトワーク（GPN：Global

Production　Network）の概念では、ネットワー

クのガバナンスの非対象性を指摘し、バリュー

チェ・一一一一ンの意志決定は旗艦（Flagship）．企業

が行うことを明確にした。この点でCPNの概

念と異なる。さらに、生産ネットワークは知識・

情報の交換を促進し、そこに組み込まれた途上

国は知識や産業の「底上げ」．が可能となること

を提示し、途上国の産業形成と成長の可能性を

指摘する。このように、生産組織の変化が貿易

構造に影響することを反映したものとなって

いる。

　以上のような定義を受けて、本稿では次のよ

うに生産システムの変化の意義を考える。

　ブランド企業にとって、ネットワ・・一・一ク化・デ

ジタル化により市場の取引費用が低くなれば、

生産能力の制約とケイパビリティの制約を乗り

越えることができる．。まず、生産能力の制約は、

企業内部での規模・効率の制約と生産のフレッ

キシビリテイの制約である。生産に特化したサ

プライヤーや組立に特化したEMS・ODM企

業はブランド企業内部の生産効率と規模を凌駕

し、より高い水準の経済性を提供する。また、

外注化は需給に応じた生産量の調整を可能にす

る。さらに、当該企業よりも効率的な設備の利

用や企業組織内部には無いケイパビリティの取

り入れを可能とする。

　図3は、内部化によるバリューチェーンと脱

垂．道化・オープン化によるバリューチェーンを

示している。この二つの類型では、前者が後者

よりも以前に構築されていた。それは重要な意

味を持つ。つまり、発展途上国の企業がオープ

ン化したバリューチェーンに参加できるように

なったのは、途上国でそれに適合できる能力を

現地企業が形成できたからである。この途上国

の生産構造と貿易構造の変化を誘引し受容条件

に貢献した一つの要因が、直接投資である。む

ろん、所有形態を伴わない国際下請け生産によ

轟
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り技術移転が行われたケースもあるが、この場

合でも、Oman（1884）が定義する「国際投資

の新形態」であり、実質的なバリューチェーン

の支配力があり、直接投資に類似したものと見

なすことができる23）。

　（2）製造受託企業の行動：水平的統合と垂直

　　　的統合

　今度は、工程単位の「外部化」による製造を

請け負う側の企業行動に注目したい。ここでは、

水平的統合と垂直的統合という二つの形態を考

察する。水平的統合とは、同一財・同一サービ

スを提供している複数企業が一体化（規模を拡

大）することでああり、垂直的統合とは、製品

を市場に供給するために必要な業務や生産工程

を内部化すること（企業活動の範囲の拡張）で

ある。

　まず、水平統合の動向を確認、したい。これは、

EMS　（Electronics　Manufacturing　Service）

という電子機器の組み立て、プリント基板への

部品実装や設計を担う物造りに関連する一連の

サービスを提供する企業に典型的にみられる動

きである。EMSは、1980年代に始まり、機i器

製造工場を従業員ごと買収するという水平統合

によりユ990年代からその規模を急速に拡大させ

た。たとえば、米欧の大手ブランド企業（米の

IBM社，　Xerox社，　Cisco　Sys七em．s社，　He－

wlett－Packard社，フィンランドのNokia社，

スウェーデンのEricsson社）が製造部門を切

り離し、それをEMS企業が買収している24）。

あるいは、大手電子機器メ｝カー自らが、製造

部門を分離してEMS企業として規模を拡大さ

せて独立させた。EMSにとっては、ブランド

メーカーの過剰設備となっている工場を安く購

入でき、さらに、そのメーカー以外からも広く

受注することで回転率を上げて効率化を図るこ

とが可能となる。同時に、共通部品の大量購入

によるコストダウンも期待できる25）。また、工

場を売却したメーカー側にとっても、生産プロ

セスの一部をアウトソーシングすることで、需

要動向、商品サイクルにきめこまかく対応した

生産体制を構築し、経営の効率化が図れるとい

うメリットがある。

　EMSにくわえて、バリューチェーンにおけ

る工程を担う受託企業として、ODM
（Original　Equipment　Manufacturer）や3P

L（Third　Party　Logistics）が注目されてい

る。．EMSが1980年代の外注化の波のなかで出

現したのに対して、ODMと3PLは1990年代

の外注化の動向である。これらの受託企業は製

品のライフサイクルの視点から類型化すること

ができる。ODMは製品ライフサイクルに関わ

る製晶設計を自らのリスクで担当する。それに

対して、EMSはライフサイクルの立ち上げの

リスクは取らず製造受託に特化するもので、

ODMと区別される。そして、3PLは、物流

を受託するもので、荷主の物流業務全体の改善、

再構築、最適化・効率化などについて提案し、

コスト削減の具体的な実行に責任を持つ。物流

のアウトソーシングでは、規模の大きな物流業

23）Borrus（1997）によれば、アメリカ企業と日本企業では、垂直的生産システムのオープン化には違いがあるとされる。

　しかし、この違いは、1980年代後半に生じたに過ぎない。

24）日本では、2000年半Solectron社がソニーの日本と台湾の二つの工場を買．収し、さらに、2001年にNECの子会社の

　サーバー製造部門を買収した。2002年には、Celestica社がN：E　Cの通信システムの製造子会社を買収した。

25）従業員ごと工：場を金融機関に買い取らせ、EMSはその金融機関から賃借して操業し、大規模な固定資本部分を所持

　するリスクを回避している企業もある。
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者が倉庫、輸送機などの設備を効率的に用いる

ことでコストを削減できる。しかし、3PLは

自社には物流関連の物理的設備を持たないノン

アセットといわれるもがある。それは、もっと

も効率的な実施業者をアレンジし再委託すると

いうノウハウを提供するサービスである。した

がって、物理的な施設に投資する代わbにバリュー

チェーンを最適統合するシステム投資を行って

いる。

　このような受託企業の規模拡大の背景には、

受託生産される、パソコン、デジタルカメラ、

携帯電話、プリンター、サーバーなど製品が標

準化し、いわゆるコモディティ化するに従い、

規模の経済による大量部品受注による価格交渉

力の拡大と大量生産によるコスト削減効果が大

きくなったことが考えられる。この事例から類

推できるように、外部化・オープン化とは特定

の生産工程単位の生産費用の削減の動向である。

しかし、このようなビジネススタイルには、粗

利益率が低いものもみられる。』したがって、価

格競争が非常に作用する工程部門では、比較生

産費に応じた生産千畳が進むことになる。

　さらに、EMSは、量産効果に基づくビジネ

ススタイルを脱却するため、サービスの領域を

拡大させる目的で垂直統合の動きがみられる。

これは、ブランド企業が外注化する動向とは逆

の動きである。たとえば、量産前の試作、設計、

テスト、保守、修理、電子部品調達、さらには

ロジスティクスというように、製造組み立て分

野からバリューチェーンの幅広い分野を取り込

んでいる26＞。また、世界最大（2005年度）の

ODMである台湾のFoxconn（鴻海：ホンハ

イ）は、単に製造工程単位の「組み立て」に特

化するのではなく部材製造、金型の設計・製造

をはじめ、ソフトウェアや部品まで内製率を高

めており、ある意味ではデザインから量産出荷

にいたる多段階の工程単位のリンケージを内部

統合する傾向にある。これにより、：Foxconn

は、製造工程のあらゆる段階の垂直統合を強め、

他の製造請負企業より製品出荷の納期を短縮す

る効果をもたらしている。近年では、ODMや

EMSが3P：Lを行い、　EMSが設計部門を強化

しEDMS　（Electronics　Design　and　Man－

ufacturing　Service）と呼ばれるものもある。

　製造受託業者は地域展開を進めているが、台

湾系のODM（ホンハイ、クオンタ、アサステッ

ク、コンパルなど）は、とりわけ中国に工場を

集中させている27）。台湾企業の中国への直接投

資の拡大は、台湾国内と中国大陸との生産拠点

や研究開発拠点の棲み分けを行い、部材から組

み立てにいたる製造工程の国際的分散による最

適化を行う垂直的統合の企業組織形態の構築を

進めている。ブランド企業の脱垂直化に対して、

ODM企業が産業内部での生産工程の垂直化を

進めていることは興味深い。

　協調（ネットワーク）によるガバナンスは、

所有関係を伴わない独立した企業組活動に柔軟

性と自由度を与え、イノベーションの促進や．国

民経済の発展に、これまでとは異なった環境を

与える。たとえば、モジュラー化したインター

フェイスをもった財生産のオープンな企業関係

では、発展途上国の貿易活動を促進し、経済発

展に寄与する。つまり、ネットワーク化が企業

組織の活動に変化や刺激を与え、それが、貿易

26）PricewaterhouseCoopers（2004）のEMSのレポートで詳しく述べられている。

27）台湾企業の対中国投資額は2005年で約60億ドルである。

一一@138　一



グローバル生産システムと貿易構造

構造に影響するという因果関係がみられる。こ

れは、企業活動が、比較生産費に基づいた国際

分業の固定化に作用するのではなく、比較生産

費の構造を変化させていることを意味する28）。

　（3）貿易の垂直構造

　施設単位問のリンケージの所有関係の有無か

ら貿易形態を考えたい。最終財に至る生産工程

は、一つの多国籍企業組織内部で垂直的に統合

される場合は企業内貿易の垂直構造を形成する。

しかし、すでにバリューチェーンの変化を見た

ように、多国籍企業は組織内取引にとらわれず

に、様々な生産工程の外注化・オープン化のな

かで垂直貿易が拡大している。このように、企

業組織にとって施設単位問の所有関係からみる

と貿易には「内部化による貿易の垂直構造」と

「外部化による貿易の垂直構造」という二つの

形態が存在する。

　図4はブランド企業の国を中心とした貿易の

垂直構造を示したものである。この図に基づく

と、自国での製品開発と中間財・資本財の生産、

相手国での最終財生産、そして販売業務をすべ

て同一企業内で行う場合が「内部化による貿易

の垂直構造」である。そして、主に製品開発、

中間財の輸出と販売業務を行い、最終財生産は

外国企業へ委託する場合、または、製品開発と

マーケティングのみを行い生産をすべて外部委

託する場合などが「外部化による貿易の垂直構

造」である29）。図では、最終財を生産する企業

は、ブランド企業との関係の密接度に応じて、

ブランド企業の本国

　資本財

中間投入財

本国での販売

相手国

　　　　i

子会社
または

ODMvEMS

　　i

　　v

現地での販売

第三国

　資本財

中間投入財

バリューチェーン

｝生産要素の生産

　　生産要素の貿易
　（貿易の垂直構造）

1最終財の生産

］最終財の貿易

第三国での販売 P販売・アフタ＋ビス

　　　　　　　．，．．」

図4　生産工程の国際的分散による貿易の垂直構造

28）オープン化した垂直貿易構造には、政府の政策的環境作りも忘れてはならない。たとえば、加工貿易制度は、先進国

　企業から製造を受託することのできる現地企業の産業集積を形成させ、同時に技術力等を改善させる環境を与えている。

29）企業組織の立場からは、国際間の企業取引として一方で市場取引、他方で組織内部取引と呼ばれるが、それに対応し

　て、貿易の垂直構造は「企業内の貿易」と「外部化による貿易」という二つの形態区分を行っている。
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純粋子会社、ODM企業、　EMS企業、単なる

委託契約企業とい．う形態がある。また、ブラン

ド企業には研究開発を海外で行う企業もある。

さらに、ブランド企業でも、生産要素である資

本財・中間財を生産・輸出する企業と、一切生

産部門を所有していないファブレス企業があ

る3。）。

　内部化による貿易の垂直構造を規定する企業

行動を提起したのは、Hymer（！968、ユ978）

である。彼は、コー一…ス（Coase）の定理に依拠

し、多国籍企業の垂直的および水平的統合を示

唆し、市場の不完全性（規模の拡大）と企業間

の不確実性の排除を議論している。その後に、

多国籍企業化の諸要因の統合理論が多くの論者

により提起されている。その一つの成果が

Dunning（1998，2000）のOLIアプローチで

ある。つまり、〈1）企業特殊優i位要因（Owner－

ship－Specific　Advantage＞、（2）企業立地特殊要

因（Location　Specific　Variables）、（3）内部化

特殊要因（lnternalization　Incentive　Advan－

tage）という複：合的要因により企業行動が決

定されるという議論が提起される。このような

多国籍企業行動の原理は、多国籍化の一つの方

向としての垂直的直接投資を説明し、多国籍企

業による企業内貿易を引き起こす組織論的要因

の根拠となる31）。

　また、貿易と直接投資の関係をみると、1960

年忌においては、バーノンのプロダクトサイク

ル論にみられるように多国籍企業が海外に進出

して現地生産（水平的直接投資）をするかそれ

とも貿易をするという選択肢に力点があった。

さらに、Markusen（2002）に代表される「新

貿易理論」の系譜の多国籍企業の理論分析では、

直接投資を垂直的直接投資と水平的直接投資の

二つに分類し、国内企業を含めて3つの企業形

態で、投資と貿易パターンを考察している32）。

　しかし、現代では、すでに海外進出している

企業が、どのように企業組織や企業関係を再構

築し、競争力を維持するかということが課題で

ある。そのため、貿易か投資かという選択肢や

あるいは水平的直接投資による海外生産か垂直

的直接投資による企業内垂直貿易かという選択

肢だけでは貿易構造の変化は分析できない。つ

まり、一方では多国籍企業が企業内貿易を行う

場合もあるが、他方で、多国籍企業がバリュー

チェーンのオープン化を推進し貿易構造を変化

させる原動力となっている。本稿では、後者の

企業行動の変化に基づいて垂直貿易のオープン

化と定義する。そして、垂直：貿易構造をオープ

ン化し、中間投入財の貿易を拡大させることを

「貿易の垂直化」と呼ぶ。さらに、貿易の垂直

面とは、中間需要段階の貿易の拡大に加えて、

中春財の投入の連続性と計画性そして調達の効

率性を上げるという側面がある。つまり、中間

需要の貿易は、国際分業よる「貿易の利益」を

もたらす活動であるとともに鋤、個々の生産現

30）ファブレス（fables）とは、自社で生産設備を持たず、外部の企業にすべて生産委託しているメーカーである。たと

　えば、Transmeta社やNIVIDIA社などが該当する。それに対して、委託生産を専門に行っているメーカーをファウ

　ンドリ（foundry）といい、発注元の半導体メーカーの設計データやレイアウトを受け取り、それに従って半導体を製

　造する。たとえば、台湾のTSMC社やUMC社該当する。また、自社製品も製造し、委託生産を行うメーカーもある。
31）Hanson，　Mataloni，　and　Slaughter（2001a）、　Hanson，　Mataloni，　and　Sユaughter（200ユb）は企業内貿易に注目し、

　米国多国籍企業の垂直的直接投資の動向の重要性を指摘している。

32）所得水準、市場の大きさ、距離そしてスキル、運送コスト、関税などの要因により決定される。

33）：Pasinetti（1981）が述べているように、「生産経済」における労働節約や学；習に焦点をあてる。したがって、貿易の利

　益を労働の節約と国際的学習と考える。
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場の「ルーティン」の集合体を支える活動であ

る34）。

　貿易構造のオープン化のなかで、生産を請け

負う企業主体の呼称がEMSやODMがある。

ODMの場合は、図面・部品を元請けのブラン

ド企業から供給を受け、特定の製造工程を受託

するというスタイルから、設計・部品調達を行

い知的所有件や製造物責任をもって自社の製品

を相手側のブランドで提供するスタイルまでの

ように幅がある．。ODMはコンピュータ関連や

携帯電話など製品に特化しているが、最近は製

品の種類を増やす戦略に出ている。ODMとは

台湾系企業であり、中国との国際分業関係・を構

築することの特殊優位性により競争力向上させ

ており、EMSとは異なり地域構造の特性を持っ

ている。図7－3のブランド企業の立場からす

れば、相手国が中国でそこに台湾系ODMの

組立・製造拠点があり、第三国の一つとして

ODM企業の本社がある台湾と考えても差し支

えない。

　それに対して、EMSの場合は、アメリカ系

の企業が多く、EU，アメリカ、アジア各地域

に製造拠点を展開する。製品を作るメーカーに

代わって多様な製品の設計・試作、部材調達、

製造を請け負うとともに、さらに、輸送、補助

業務までを一括受託するものもある。EMSの

：場合には、独自のサプラーヤーを多数抱えてい

るとともに、生産（実装・組立）よりも世界レ

ベルで大量の中間投入部材の調達コストの削減

効果にその収益の源泉がある場合が大きい35）。

したがって図7－3でも、EMSの場合は、ヨー

ロッパ、アジアも含めて多数の国に立地し、第

三国からの中間投入財の輸入も含めて多くのサ

プライヤーから調達・輸入している。また、ほ

とんどのEMSの本社はアメリカにあり、アメ

リカのブランド企業と緊密な連携をとっている。

4．グローバル生産システムと貿易の垂直構造

　（1）　リンケージと貿易構造

　個々の施設単位、企業単位のリンケージであ

るバリューチェーンのガバナンスが国際生産構

造を規定し、同時に、貿易構造にどのように反

映するかを考察したい。

　生産工程の国際的分散化とは、同時に、一企

業の組織や複数の企業関係という視点からみれ

ば、国際的に分散した個々の生産工程単位の連

鎖によるグロv一一・・バル生産システムの形成を意味

する。施設単位の立地の視点としての生産工程

単位の国際的「分散」と施設単位のリンケージ

の視点としての生産工程単位の国際的「バリュー

チェーン」はネットワークにより調整されグロー

バル生産システムを形成している。そして、リ

ンケージの態様により貿易形態が類型化できる。

以下では、施設単位問の所有関係の存在の有無、

施設単位聞の協調の程度、施設単位間の階層、

施設単位間で取引される財と他．の財が連結され

るインターフェイスなどのリンケージの特徴を

考え、貿易構造を考察したい。

34）「ルーティン」とはNelson　and　Winter（1982）の概念であ．る。

35）EMSメーカーの大手であるSanmina－SCIの2002のAnnual　Reportには、　EMSが調達および製造管理のシステム

　であること、特に、調達において大量受注による価格交渉力の高さによる部品・産業用加工品（部材）コスト削減効果

　が大きいことが強調されている。もちろん、調達コストは購入量以外に、設計への早期参加、情報力、ロジスティクス

　等に依存する。現在の大規模EMSは大手ブランドメーカーより調達額が大きく、そのため、コスト削減効果において

　競争力をもつ。さらには、発注側メーカーとEMS企業が部品価格情報を共有し、部品ごとのコスト削減をおこなうと

　いう情報ネットワークを構築している。
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　これは、国民経済内部の生産要素の配分から

国際分業構造を分析する理論構・造とは異なる視

点である。たとえば、国民経済単位間の構造の

相違（貿易論では技術や要素賦存）は貿易を規

定する一般的要因であるが、生産工程の国際的

分散化を促進する要因ではない。換言すると、

国民経済問の構想の相違は潜在的な貿易構造を

規定する要因であり、実際の貿易構造の類型を

顕在化させるのは企業行動である。たとえば、

企業行動の可能性として、短期的視点から、コ

スト効率性の観点から比較優位の基づく貿易構

造を選択する場合もあるし、長期的の視点から、

将来の新たな比較優位構造の変化に寄与するケ

イパビリティを構築する可能性もある。

　②　グローバル生産システムの変化と貿易構造

　「グローバル商品連鎖」と「グローバル・バ

リューチェーン」という二つの概念が対象とし

ている様式化された事実の検討から、グローバ

ル生産システムの変化を確認したい。

　Gereffi（1994）では、グローバル商品連鎖

（global　commodity　chai11）という概念を用

いて国際的な生産システムの統合のなかでの商

品連鎖の主導企業の変化を分析している。彼は、

生産システムにおける企業の階層性を明確にし

た。主導的立場の企業と受け身的立場の企業と

の国際的企業関係が、生産者主導グローバル商

品連鎖（producer　driven　global　commodity

chain）から　買い手主導グローバル商品連鎖

（buyer　driven　global　commodi七y　chain）へ

と変化していることを指摘する。前者は、多国

籍企業における垂直的統合による国際的商品連

鎖をイメージしている。後者は、近年の状況と

して、商品を調達する企業が実質的な国際的に

分散した生産システムを主導すると定義したも

のである。たとえば、衣類ではベネトン、パソ

コンではDellなどが典型的な例である。

　しかし、製造業といわれたブランド企業も、

実際は、生産プロセス以外に資源を多く配置し、

これまで以上に「買い手」化している。さらに、

製造・組立過程に関わるEMS企業自体も、コ

ア・コンペタンスを製造工程に大きくシフトさ

せ、部品は一切製造することなく外部から購入

している。したがって、企業の中核となるケイ

パビリティが大きく変化するなかで、バリュー

チェーンのそれぞれのリンケージの変化を見る

には、異なる分析視点が必要となる。

　Sturgeon　alld　Lee（200！）では、ブランド

企業と生産を担当するサプライヤーの関係が議

論されている。彼らは、協調関係が非常に高い

親会社専属のサプライヤー（captive　supplier）

と非常に関係の希薄な商品サプライヤー

（comlnodity　supPlier）の中間形態としてター

ンキー■サプライヤー（turn－key　supplier）と

いう三つの形態を定義する。さらに、Gereffi，

Humphrey　and　Sturgeon（2005）では、市

場とヒエラルキーの間に、モジュラー型（Mod－

ular）、関係型（Relational）、専属型（Captive）

という三つの形態分類をしている。彼らの論文

では、自転車、アパレル、新鮮野菜、アメリカ

の電子産業ごとの形態を取り上げ、業種の相違

や国民的特性ごとに企業関係が異なることを想

起させている。このような形態区分を行なうこ

との意義は、市場かヒエラルキーであるかとい

う二者択一的な視点、あるいは生産者主導グロー一一一

バル商品連鎖と買い手主導グローバル商品連鎖

の視点からでは、90年代以降の国際経済の変化

の深層を分析できないことを認識させたことに

ある。つまり、中聞投入財・資本財の取引の協

調的企業関係（垂直レベル）と同じ種類の財を

一　142　一



グローバル生産システムと貿易構造

生産する企業間（水平レベル）の競争的企業関

係が進化し、国際分業構造の変化をもたらして

いるバリューチェーンのガバナンスの動向を明

確にしている。この変化がモーメントとなり、

垂直貿易構造のオープン化と中間需要段階の貿

易拡大としての貿易の垂直化をもたらしている

のである。

　上記した二つの生産システムの類型化は、脱

垂直化を推進しているブランド企業を中心とし

てバリューチェーンに注目しているものである。

我々の目的は生産システムと関連して貿易の垂

直構造の特徴を明確にすることである。ここで

は、リンケージのなかでも所有関係と協調の程

度を基軸として垂直貿易構造を確認したい。

　ネットワークにより統合された生産システム

を鳥醸すると、貿易の垂直構造はEMSとサプ

ライヤーの関係のなかで現れる。たとえば、E

MSの代表であるソレクトロン社は電子基板に

部品を装着する高密度実装の請負を中核事業と

して製造ラインの設計、部品調達、そして保守

サービスを行っており、半導体の部品製造部門

は全く手がけていない。そして、EMSと部品

サプライヤーとの関係は、所有による垂直的統

合という形態をとることなく、製品仕様、生産

計画、部品発注能力で実質的な支配をしている

とみることができる。また、部品サプライヤー

の問では、EMSとの契約関係を維持するため、

モジュール化された汎用部品の価格や納期を巡

り激しい競争が行われている。この階層での部

品貿易は、価格競争が支配的な垂直構造と見な

すことができる。

　現実には企業、産業などの相違により生産工

程の統合は異なる。そのため、企業や産業の集

合体としての国民経済構造に視点を移すならば、

企業や産業特性に規定されて国民経済（あるい

は地域）ごとの生産工程の国際的統合形態が類

型化される。類型化の基準として、藤本・武石・

青島の研究に依拠すれば、インターフェイスが

モジュール化されているか、それとも、インター

フェイスがインテグラル化されているか、アー

キテクチャがオープンであるか、それとも、ク

ローズであるかという視点がある36）。このよう

な分析視点に依拠すれば、産業の特性や国ごと

の産業優位性が異なり、また、同じ産業に属す

る企業でも、同様な基準でみるとその組織構造

が異なると考えられる37）。このような、産業特

性と国民経済特性のネクサス（nexus）関係は、

垂直構造を規定するリンケージの相違を反映す

る。したがって、産業の比較優位、あるいは企

i業の国際的組織編成の相違により国民経済ごと

に貿易構造が異なる。たとえば、日本企業は製

造部門がコア・コンビタンスであるという企業

が支配的であるのに対して、欧米のブランド企

業では、製造部門以外にコア・コンビタンスを

見出し製造部門の外注化への依存度を高めてい

るという相違である。

　図5は、このような生産過程のプロセスのリ

ンケージの協調の程度に応じた貿易の垂直構造

の形態を、産業別と地域別に見たものである。

実際には、自動車産業でもモジュール化が進展

し、部品調達なども外部化しているのも事実で

あるし、また、日本企業も外部委託を進めてい

る企業も多い。この図はあくまでも傾向を表し

ている。

36）藤本・武石・青島（2002＞

37）青木昌彦，安藤晴彦（2002）
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　｛3）付加生産と貿易構造

　上記の貿易構造の類型化では留意しなければ

いけない点がある。それは、最終財を扱うブラ

ンド企業の視点で貿易構造を見ていることであ

る。しかし、産業構造を形成している企業はブ

ランド企業とともに、製造受託企業・部品製造

業などのバリュ・一・一一チェーンにある施設単位を所

有する企業集団間の貿易構造を忘れてはならな

い。実際の企業関係変化をみると、たとえ．ば、

イーストマン’・コダックに始まり、IBM、ビュー

レット・パッカードなどの代表的製造業は、コ

ァ・コンビタンスを選別する戦略の中で、製造

部門をサプライヤv・・一一に委託するという傾向を強

めたSS）。オープンなモジュール化というシステ

ムの上で、大手のブランド企業、ブランド企業

から製造受託するEMS・ODMプロバイダー、

そしてEMS・ODMに部品を供給するサプラ

イヤーという三つのグループの関係が成立する。

しかし、モジュール化による市場を介した取引

’費用の削減効果とともに、取引規模の拡大によ

る取引全体の組織化費用が拡大することになる。

ここに「市場取引と組織内取引の中間取引」の

形成がでてきている39｝。

　したがって、製造受託企業側からのリンケー

ジの特性をみると、そこには階層性がある。こ

の階層性を示す一つの指標が付加価値生産であ

る40）。このような状況をイメージ化したのもが、

スマイリング・カーブ（Smiling　Curve）であ

る。これは、台湾のエイサー（Acer／宏碁）社の

スタン・シー（Stan　Shih　Chen－Jung）が提起

したと言われるもので、パソコン業界のバリュー

チェーンの各段階における付加価値曲線で示し

たものである。パソコン産業に適応したもので

あるが、他の産業分野でもスマイルカーブ化と

　　　産業による相違

内部化による

垂直貿易

オープン化され

た垂直貿易

内部化による

垂直貿易

地域による相違

オープン化され

た垂直貿易

図5　生産工程の国際的統合の形態と貿易の垂直構造

38）口本企業は、どちらかというと組織内取引が支配的であるものの、変化の兆しがある。たとえば、モジュール化・委

　託生産を進めていない日本の家電メーカーのなかでもソニーは国内工場をEMSメーカーに売却し、生産委託を行って

　いるものがみられる。さらに、同じくソニーは液晶パネルをサムソンに生産委託している。

39）北真収（2001）「日本企i業の工場部門改革の参考になるのか」『開発金融研究所報』第5号

40）Wall　Street　J◎urnal　2004年1月30日の記事に一つの事例が示されている。　Logitech社が中国蘇州で生産し、米国

　で販売するWandaブランドのワイヤレスマウスの場合、米国の販売価格は40ドルで、そのうち、：Logitechは8ドル、

　卸・小売業はユ5ドル、モトローラなどの部品メーカーは14ドルを得る。それに対して、中国の生産工場は僅か3ドルし

　か得られず、そこから賃金、流通費用や管理費用をまかなわなければならない。
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いうことで応用されている。しかし、スマイル

カーブに関しては国ごとの特徴や産業上の特性、

さらに製品特性などから一般化することは慎重

でなければならないであろう。たとえば、日本

では「製造・組立」を利益の源泉とする企業が

多数を占めていると言われる。日本の産業を分

析対象とした木村（2003）では「スマイルカー

ブ化は加工組立型製造業の一部に生じている現

象に過ぎず、また一般に考えられているような

モジュール化に伴う競争激化によるものは、ス

マイルカーブ化が生じている業種のさらにその

一部で、労働分配率の上昇に伴い生じている現

象である業種が多いことが示唆される」と言わ

れる。また、経済産業省・厚生労働省・文部科

学省の3省が出している2005年の『製造基…盤白

書』では、近年の日本の企業が国内に製造基盤

を回帰させているという行動の変化から、生産

や組み立てば収益力が高い部門であるという

「逆スマイルカーブ」といわれる概念を提示し

ている。しかし、このように一般化出来ない事

例が提示されているにもかかわらず、スマイル

カーブにより示された国際的分散化による生産

工程ごとの付加価値生産の相違を喚起した点は

疑いの余地がない。

　付加価値生産の違いは、すでに上記した

iPodのケースのように、企業の視点からみた

生産活動から生じる価値創造活動と市場での販

売の結果から生じる価値獲i得活動を反映したも

のである。つまり、それぞれの国民経済に立地

する生産システムの施設単位の経済活動を集計

すると付加価値生産の階層構造が現れる。さら

に、産業ごとの生産システムにおけるリンケー

ジの構造が異なることから、国民経済間の付加

価値生産の階層構造も産業単位で微妙に異なる。

　ただし、施設単位の付加価値の相違を貿易取

引と関連させるならば、次のように類型化でき

る。つまり、中落投入段階の垂直貿易取引では、

企業サイドから見た価値創造と価値獲得との乖

離は無く、最終製品の貿易取引ではその乖離が

みられる。ここから、垂直貿易構造は比較生産

費の原理がはたらく生産構造規定型貿易であり、

最終財の貿易は製品差別化による需要構造規定

型貿易であると言える。

　なかでも、オープン化・デジタル化・モジュー

ル化が進んだ生産システムでは、ライフサイク

ルが短くなるとともに価格競争が激しい。その

ため、製品の製造・組立過程は施設単位レベル

での規模の経済性と生産のフレッキシビリテイ

が求められる。そこで、資本財貿易の制約がな

いならば、製造・組立の施設単位が多く立地す

るアジアの発展途上国（特に中国）が比較優位

をもつこととなる。さらに、垂直貿易がオープ

ン化するなかで、国際的に分散したバリューチェー

ンを維持するための部品貿易は拡大する4％

5．むすび

　これまで貿易の垂直構造の変化を分析してき

た。すなわち、ミクロのレベルでの施設単位間

のリンケージ変化は、施設単位・企業単位のバ

リューチェーン変化を、そして、メゾ（産業）

レベルでは多くのバリューチェーンが形成する

グローバル生産システムの変化をもたらしてい

る。そして、グローバル生産システムのネット

ワーク化が、貿易の垂直構造をオープン化し、

41）貿易の垂直構造構造に関する分析は、石田（2004）を参照のこと。ここでは、貿易の垂直化の指標として「製品貿易

　のおける部品貿易の拡大」と「部品貿易の垂直的双方向貿易の拡大」が分析されている。
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部品貿易の量的拡大を誘引した。この変化を貿

易の垂直化と定義した。

　情報化の進展は、外部化による取引費用を飛

躍的に低下させ、元請け企業が内部化すべき中

核的能力・事業（コア・ケイパビリティ）を鮮

明にした。そして、外部化による貿易の動きを

加速させているといえる。あわせて、内部化に

よる貿易の垂直化は、企業の競争力を維持する

ための企業内貿易である傾向を強めていると考

えられる。さらに、極端な場合は、製造業であっ

た企業が研究開発やサービスに特化し、製造部

門を完全に外注化するまでになり、内部化によ

る貿易の垂直構造は、外部化による貿易の垂直

構造に完全に代替されることもある。逆に、台

湾企業にみられる委託請負生産を担当する事業

形態は、製造工程に関わる施設単位を内部化し、

さらに、デザインを手がける事業形態であるO

DM（Original　Design　Manufacturing）に

移行している。けれども、自社ブランドでマー

ケティングまで手がけることを意図したOBM

（Own　Bra：nd　Manufacturing）へ移行し、先

進国市場に参入することが非常に困難であると

いえる。

　したがって、経済のグローバル化の諸力は、

市場メカニズムが制限されないような経済シス

テム（制度様式、企業組織など）を構築するよ

うに各国を収敏化させていく作用をもつととも

に、当該システムの個々の施設単位に異なる役

割を付加するという作用も呼び起こしている。

貿易の垂直化とは、グローバル化の諸力が収敷

化作用（市場メカニズムの追求）として経済の

効率化を徹底貫徹させるが、同時に、部分的に

相互補完関係にある異なる生産工程に特化した

国民経済（あるいは経済地域）の分業関係を形

成させる。

　さらに、貿易の垂直構造に内在する経済構造

を生産と消費の両面から見ることができる。生

産構造では、貿易額と付加価値生産の関係から

特徴が明らかとなる。一般に、先進国より途上

国の方が、付加価値生産額に対する貿易額の比

率が高い。これは、国際分業のなかで途上国が、

付加価値生産の低い部門に特化していることを

意味し、生産構造には相違（異質化）があるこ

とを物語っている。換言すると、日本経済の発

展の中でもられたようなフルセット型国民経済

の形成ということが、途上国にとって当面困難

であることを意味する。また、他方で、需要構

造は同質化している。消費のデモンストレーショ

ン効果は経済のグローバル化のなかで促進し、

途上国に需要拡大と生産・雇用拡大との累積的

因果関係という好循環を形成させる契機になる。

ここから、貿易の垂直化構造に組み込まれた途

上国、とりわけアジアの国々では、先進国との

付加価値生産構造の格差を抱えながらも、その

ギャップに対して余りある成長の潜在性が存在

することになる。この潜在性を顕在化させるに

は、各国の経済政策や国際間の制度のあり方、

企業行動が大いに影響するのは言うまでもない。

また、途上国の消費拡大は、資本財・中間財輸

入と消費財輸出という貿易主導の成長によりも

たらされた。これは、最終消費財の需要が安定

して確保出来ることが条件となる。この条件は、

途上国自体の消費需要の拡大も重要であるが、

輸出市場としての先進国、なかでもアメリカの

成長が鍵となる。つまり、消費の同質化の前提

が最終消費市場構造の国際構造に支えられて

いる。

　くわえて、生産工程の分散化による貿易の垂

直化は、資本財の自由な国際移動とともにそれ

ぞれの国民経済の技術を体化した労働要素の粘
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着性がある中でおこっていることを強調してお

きたい42）。各国は（とりわけ先進国は）自由な

労働の移動を制限し、．他方で物理的な資本財の

貿易には制約．を課さないという立場をとってい

る。したがって、自．由な資本財貿易が、各国の

生産能力を引き上げ、それぞれの国民経済に粘

着的労働要素と結びつくことによって貿易の垂

直化が決定される。ネットワーク化・デジタル

化：による生産システムのオープン化．とそれに対

応した垂直貿易構造のオープン化のなかで、た

しかに技術を含．めた情報の流れが拡大している。

さらに、オープン化は工．程単位での技術革新の

可能性を拡大させ、ネットワーク内部の企業の

「底上げ」をしているの．も事実である。そして、

ネットワーク化による貿易の垂直構造が発展途

上国の成長を牽引していることは、これまでに

ないグローバル化．の作用であると評価される。

しかし、労働の粘着的な特徴から、オープン化

の動向がどこまで施設単位、企業単位、そして

国民経済単位の差異性を縮小させるかは不確定

である。

参　考　文献

Baldwin，　C．　and　Clarik，　K．　（1’997）　“Man．　aging　in　an

　age　of　modularity”，　Harvard　Business　Review）　75

　（5），　pp　84－93．

Baldwin，　C．　and　Clark，　K．　（2000）　Design　Rules，　Vol．

　1：The　Poωer　of　Modalαri／tN，　Gambridge，　MA：M工T

　Press．

Bartlet，t，　C，A．　and　Goshal，　S．　（1989）　Managing

　across　Borders：　The．　Transnational’　Solution，

　Boston：Harvard　Business　Schoo！Press．（吉原英樹

　監．訳『地球市場時代の企業戦略』日本経済新聞社）

Bowman，　C．　and　Ambrosini，　V．　（2000）　‘’Vaiue　crea一

　tion　ver＄us　value　capture：　towards　a　coherent

　definition　of　value　in　strategy’；　British　Uournal　of

　Management，　11，　pp．　1－15．

Bresnahan，　T．　a．nd　Gree．n＄tein，　S．　（1999）　“Technolo－

　gical　competition　and　the　structure　of　the　com－

　puter　industry”，　Journal　of　Jndu＄trial　Eeonornics，

　47，　pp．　1－40．

Borrus，　M．　（！995）　“Left　for　dead：　Asian　produetion

　networks　and　the　revival　of　U．S”，　in　Naughton，　B，

　（ed），　The　Ch　ina　aircle：　Economics　and　Electronics

　in　the　PR　C，　Taiwan，　and　Hong．　Kong．，　pp．　139－163．

　Washington，　D．C．：　Brookings　lnstitution．

Borrus，　M．　and　Zysman，　J．　（1997）　“Winteli＄m　and

　the　changing　terms　of　global　competition：　proto－

　type　of　the　future？’；　BRJE　Working　Papers　96B．

Casson，　M．　C．　（2000）　Economics　of　ln’ternational

　Business；　A　New　Re＄ea．　rch　Agenda，　Cheltenham：

　Edward　Elgar．（江夏、桑名、大東和監訳『国際ビジ

　ネス・エコノミックス』文眞堂〉．

Dunni．ng，　J．　H．　（1988）　“The　eclectic　paradigm　of

　international　production”，　，Journal　of　lnternational

　Busines＄　St’u．　di；es，　19，　pp．1－31．

Dunning，　J．　H　（2000）　“The　eclectic　paradigm　of

　internationa！　produetiQ．　n：　a　personal　p’　erspective’1

　in　C・．　N．　Pitel＄　and　R．　Sugden．　（ed＞，，　The　2Vature　of

　the　Transnattonal　Firm，　London：　Routledge，．

Ernst，　D．　（2001）　Global　prodaction　networks　and

　industriag　upgrading－a　knowledge－centered　qppr－

　oa，ch，　East－West．　Center　VVorhing　Papers，　li］cono－

　mics　Series，　25．

Erngt，　D．　（2002）　“Global　production　networks，　know－

　ledge　di±’fusion，，　and　local　capability　formation”，

　Economics（ゾ加ηoひ碗めnαnd　！＞をωTechnogogy，11．

　pp．　497－523

Ernst，　D．　（2005）　“The　new　mobility　of　know！edge：

　digital　information　systems　and　global　flagship

　networks，”’　in　R．　Latham　and　S．　Sassen　（eds），，

　Digital　Formations二∬andハ肋Architectures　in

　the　Ggobαl　Reαlrn，　Princeton　aロd　Oxford：　Pr加一

　cetQn　University　Pres／s．

Ernst，　D．　and　Kim，　L．　（2002）　“Global　production

　networks，　knowledge　deffusion，　and　lceal　cap－

　ability　fQrmatiQn”，　Research　Poliey，　31，　pp．1417－

　1429．

42）この概念は石田（19：99）に述べられてい．る。粘着的というのは単に個人としての労働者が移動できないという問題で

　はなく、労働者の社会的関係により形成されたその国内部のあるいは企業グループ内部．の特殊な技術体系、企業．の品質

　管理システム、ないしは系列システム、国民的イノベーションシステムのような労働．の社会的関係により形成されたも

　のを意味する。

一　147　一



経　済　学　研　究 明74巻　第4号

Foss，　N．　（1997）　“The　classical　theory　ef　production

　　and　the　capabilities　view　of　the　firm”　，　Journal　of

　　Economic　Studies，　24，　pp．　307－323．

Gawer，　A．　and　Cusurnano，　M．　（2002）　PZatform

　　L．θαd2r8雇ρ’1ヲb．ω勉θるMicros（沸，αndαsco　Drive

　　Industry　lnnovation，　Boston：　Harvard　Business

　　School　Press．

Gereffi，　G．（2001）　“Beyond　the　producer－driven／bu－

　　yer－driven　dichotomy二the　evolution　of　global

　　valu．e　chains　in　the　internet　era”　刀：）S　Bugletin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　，32（3），　pp．　30－40．

Gereffi，　G．　（1994）　’“The　organistion　Qf　buyer－driven

　　globa！　comrnodity　chains：　how　US　ret’ailers　shape

　　overseas　production　networks”，　in　G．　Gereffi　and

　　M，　Korzeniewicz　（eds／．），　Commodidy・　Cha・ins　and

　　Ggobal　Development，　We／stport，　CT：　Praeger．

Gereffi，　G．．，　Hun　phrey，　J．　and　Sturgeon，　T．　（2005）

　　　“The　governance　of　globsl　value　chains”，　Revietv・

　　（ゾlnternαtionαl　Politicαl　E．　cono．mツ，　ユ2，　PP、78－！04．

Gosha！，　S．　and　Bart！ett，　C．A．　（1990）　“’The　multina－

　　tional　eorporation　as　an　interorganizational　neV

　　work”，　Academy　of　Management　Review，　15，　pp．

　　603－625

Granovetter，　M．　（1985）　“E¢onomic　action　and　soctral

　stru／cture：　the　prob！em　of　embeddedness’”，　A　meri－

　　cαnJ磁mαZ　Qf．Sociolog：ソ，91，　pp。48ユー510．（渡．面諭

　　訳、「経済行為と社会構造」『転職：ネットワークとキャ

　　リアの分析」ミネルヴァ書房）

Hanson，　G．　H．，　Mataloni，　R．　J．　Jr．　and　Slaugh七er，

　M．　J．　（2001a）　“E．xpansion　stra．　tegies　of　U．S．　m．　ul－

　　tinational　firms”　，　NBER　Worhing　Popers　8433．

Hanson，　G．　H．，　Mataloni，　R．　J．　Jr．　and　Slaughter，

　M．　J．　（200！b）　“Vertica！　production　networks　in

　mu！tinational　firms”，　NBER　VVorking　Papers　9723．

Hodgson，　G．M．（1988）Economicsα面舵ホ蜘古云◎ns’　A

Manifesto　for　a　Modem　lnstitutional．　Economics，

　Cambridge：Polity　Press．（八木紀一：郎他訳『現代制

　出歯経済学宣言』名古屋大学出版会）

Hedlung，　S．　（1986）　“The　hypermodern　MNC？　a

　heterarchy？”，　Human　Resouree　Management，　25，

　pp．　9－35．

Hymer，　S．　H．　（1976）　The　Jntemational　Operations　of

National　Firms：　a　Study　of　Foreign　Direct

　Jnves・tment，　Ph．D．　di・ssertation，　Massachusetts　lns－

　titu七e　of　Technology，　Cambridge，　MA．：MIT　Press．

　　（宮崎義一編．訳『多国籍企業論』岩波出版）

Hymer，　S．H．　（1968）　“Th．　e　！arge　multinational　‘cQ・r－

　poration’　：　an　analysis　of　some　motives　for　inter－

　national　integration　of　business”，　Revue　Econo一

　　rrzique　19（6），　pp．　949－973，　translated　from　the　Fre－

　　nch　by　VacheTot，　N．　with　an　introduceion　by

　　Casson，　M．　in　Multinational　Corporatic　ns，　editecl

　　by　Casson，，　M．，　Edward　Elgar，　1990．

Langlois，，　R．　N．　an’　d　Robertson，　P．　L．（1995）Firrns，

　　Marleets　and　Economic　Change：：A　dynamic　the－

　　ory　of　bu＄ine＄s　institutions，　London：　Routledge．

Linden，　G．，　Kraemer，　K，　and　Dedric，　J．　（2007a．）　VVho

　　Captures　vαlue　inαG励α1　lnnoひα．tion　System？，

　　Persional　Compu七ing　Industry　Cent．er．　　・

Linden，　G．，　Kraemer，　K．　and　Dedrie，　J，　（2007b）

　　Capturing　Value　in　a　Global　lnnovation　Network，

　　Per帥且a！Computingエェ1dustry　Center．

Markusen，　J．　R．　（2002）　Multinational　Firms　and　the

　　Theory　of　fntematie．　nal　Trade，　Cambridge，　MA：

　　MIT　press．

Nelson，　R．R．　and　Winter，　S．G．　（1982）　An　Evol－

　　ut・ionary　Theory　of　Econom，ic　Change／，　Cambridge．，

　　MA：　Harvard　University　Press．

Oman，　C，　（1984），　The　IVew　Forms　of　lnternational

　　Jnves，tment　in　DeveZoping　Countries，　Paris：OECD．

Pasinetti，　L．　（1981）　Structural　ehange　and　Eeo－

　　nQmic’　Growth，　Cambridge：　Cambridge　University

　　Press．（大．塚勇一郎・渡会勝義訳『構造変化と経済成長』

　　日本．評論社）．

Por／ter，　M．　（1985）　Competitive　Aalvantage：　Creating

　　and　Sustaining　，Superior　Perforrnance，　New　York：

　　Free　Press．（土岐坤、中辻万治、小野寺武夫訳

　　『競争優位の戦略』ダイヤモンド社）。

Powell，　W．　（1990）　“Neither　market　nor　hierarchy：

　　network　forms　ef’　organization”，　Research　in　Org－

　　anizational　Behavior，　12，　p．p．　295－336．

Prahalad，　K．　and　Hamel，　G．　（1990）　“The　core　com－

　　petence　of　the　corporation．”，　Harvard　Business

　Review，　68　（3），　pp　79－93．

PricewaterhouseCoopers　〈2004）　Electronics　Manu－

　facturing：　E　S　at　a　Crossroads，　Pricewaterhouse

　　Coopers　Technology　Center．

　　（http：／／www．pwc．com／te（lhforeeas七／pdfs／EMS＿Web．pdf）

Saggi，　K　（2002）　“Trade，　fQreign　direet　investment，

　and　internationa！　technology　t’ransfer：　a　survey”，

　　World　Bank　Researeh　Observer，　17，　pp．　191－235．

Sturgeen，　T．　J．．　（2000）．　“Turnkey　product，ion　net－

　wor．ks　a　new　American　model　of　indus／trial　organ

　ization？’；　BRIE　Working　Paper　92　A．

Sturgeon，　T．　J．　and　Lee，　J．　（2001）　”lndustry　co－

　evolution　and　the　rise　of　a　shared　supp！y－base　for

　electronics　Man、ufaCturin．9”，　MIT　刀Dσ　W（）rhing

　PapeT　OI－003．

一一一@148　一



グローバル生産システムと貿易構造

Ulrieh，　K．T．　（1995）．　“The　role　of　product　arehite－

　cture　in　the　manufacturing　firm’；　Research　Pogicy，

　24，　pp．419－440．

Ulrich，　K，T．　and　Eppinger，　SD．　（2000）　Produet

　Design　and　Development，　New　York：　McGraw－

　Hill．

Uzzi，　B．　（1997）　“Social　structure　and　competition　in

　interfirm　networks：　the　paradox　of　embeddedness”　，

　Adrninistrative　Science　Quarterly，　42，　pp．35－67．

青木昌彦・安藤晴彦編著（2002）『モジュール化』東洋経

　済新報社，

藤本隆宏（2003）「『日本型プロセス産業』の可能性に関

　する試論」MMRC　Discussion　Papers　No．1．

藤本隆宏・武石彰・青島矢一編（2001）『ビジネス・アー

　キテクチャ』有斐閣t

石田修（1999）「国際市場の構造」『経済学研究（九州大

　学）』第66巻、4号．

石田修（2004）「経済のグローバル化と貿易の垂直構造」

　『経済学研究（九州大学）』第70巻、4・5号．

北真収（2001）「日本企業の工場部門改革の参考になるの

　か」『開発金融研究所報』第5号。

木下悦二（2006）「世界生産ネットワークをめぐる諸理論

　について（上）（下）」、『世界経済評論』7月号、8月号．

木村達也（2003）「わが国の加工組立型製造業におけるス

　マイルカーブ化現象一検証と対応」『富士通総研研究レ

　ポート』No．167．

経済産業省・厚生労働省・文部科学省編（2003）『製造基

　盤白書』ぎょうせい．

〔九州大学大学院経済学研究院　准教授〕

一　149　一


