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仕事の未来世界委員会第 2回会合（2018年 2月 15日～17日） 

論点概要第 10号 
領域 5：成長・開発の新たな手法 

 

包摂的で持続可能な未来のためのグローバル・バリューチ

ェーン 

2017年 8月の「仕事の未来世界委員会」設置により、ILO「仕事の未来 100周年記念」

イニシアチブは第 2段階に入った。世界委員会の今後の審議のたたき台として、6つの

テーマ領域が提案されているが、これらは保障、公平、繁栄を実現できる仕事の未来

を確保するために検討が必要な主な課題に重点を置くものとなっている。そして、提

案されたテーマ領域のそれぞれを取り扱う一連の論点概要が作成されている。その意

図は、それぞれのテーマに含まれる主要課題に関する議論を刺激することにある。な

お、テーマ領域は必ずしも最終報告書の構成と関連づけられていない。 
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論点概要の一覧 

 

領域 1：個人と社会にとっての仕事の役割 

第 1号 個人、仕事と社会 

第 2号 若者の状況と期待への取り組み 

 

領域 2：全世界的に浸透している仕事の世界における女性にとっての不平等へ

の終止符 

第 3号 包摂的な労働市場とジェンダーの平等に向けたケアへの取り組み 

第 4号 インフォーマル経済で働く女性のエンパワーメント 

 

領域 3：社会・環境・経済開発のための科学技術 

第 5号 プラットフォーム経済における仕事の質 

第 6号 技術の仕事に対する質的・量的影響 

 

領域 4：教育の各段階における変化の管理 

第 7号 ライフサイクル全体を通じた移行の管理 

第 8号 未来の労働力のための技能政策とシステム 

 

領域 5：成長・開発の新たな手法 

第 9 号 包摂的成長のための新たなビジネスモデル 

第 10号 包摂的で持続可能な未来のためのグローバル・バリューチェーン 

 

領域 6：仕事の統治の未来 

第 11 号 労働ガバナンスの新たな方向性 

第 12号 仕事の未来に向けて普遍的社会的保護を確保するための 

   革新的手法 
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序論 
 

ここ 30年間、グローバル・バリューチェーン（GVC）における生産の拡大を受け、世

界経済はその姿を大きく変えた。GVCは特に開発途上国において、成長の原動力であ

るとともに、雇用創出の重要な牽引役でもある。一方で、GVCへの関与が、包摂的成

長と未来のディーセント・ワークにとって今後も有効な開発戦略であり続けるかどう

かには、疑問の声も上がっている。 

 

GVCで行われている生産は複雑で、多国籍企業からオフショア子会社への外国直接投

資以外にも、世界的なブランドや小売業者が自ら設備を所有せずに生産を依頼する外

部委託生産が、最重要な問題として引き合いに出されている。これは特に労働集約的

な産業が該当し、「工場を持たない製造業者」が付加価値の高い活動（製品開発、設

計およびマーケティング）の責任を有する一方で、付加価値の低い製造活動の部分

は、通常は開発途上国に拠点を置く生産者へと委託されている。このことは産業、雇

用および開発政策に関する問題を提起している。 

 

2016年の国際労働総会では、グローバル・サプライチェーンにおけるディーセント・

ワークの問題について詳細な議論を行った1。本論点概要では、GVCへの関与が包摂的

で持続可能な開発の将来に向けて果たす意味合いに焦点を当てている。技術の変化や

消費者需要の変遷は GVCの構造に影響することから、こうした問題を含めて、将来の

趨勢を検討する。そして GVCへの関与を、労働者、企業および経済の環境・社会面で

の発展に寄与させるためにはどのような政策が必要かを検討する。 

主要な結果 
 

技術の変化は、国際的な労働分業（論点概要第 6号を参照）に大きく影響すると考え

られる。しかし雇用、分配および包摂性に対する影響はまだ明らかになっていない。

GVCへの関与は、構造改革、技術移転、そして新たな生産慣行の採用を促して、工業

化と発展の原動力になる可能性がある（ILO, 2016a; Lopez-Acevedo and Robertson, 

2016）。 

 

技術の変化は、国際的な労働分業にどのような影響を与えるのでしょう

か 
 

デジタル化の進展、自動化、ロボット活用、3D印刷等の技術の変化は、先進国と開発

途上国の双方で、GVCにおける未来の製造業と、こうした製造業が雇用創出と維持に

おいて果たす役割に重要な疑問を投げかけている。技術の変化が GVCにおける生産に

及ぼすと見られる潜在的な影響には、様々な説明がなされている。 

 

ロボティクスと自動化を含む新たな技術の導入により、労働コストが生産に及ぼす影

響が低下し、オフショア製造の魅力が薄れてきた。これは GVCの見直しと工業国への

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/supply-chains/lang--en/index.htm. 
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世界的な生産回帰につながるかもしれない（De Backer and Flaig, 2017; 論点概要第 6号

も参照）。そして開発途上国の、特に衣料品、履物、電子組立等の労働集約的な産業

において、多数の労働者の置き換えを招く可能性もある。こうした産業は、開発途上

国が世界市場に進出する上で、重要な足掛かりを与えてきた。 

 

また従来型の労働集約的な製造業に新たな技術を導入することは、性別により異なる

雇用への影響を与える可能性もある。女性労働者は多くの場合、技能の低い仕事に就

いており、こうした仕事が技術集約的なものになるにつれ、女性比率も下がる傾向が

見られる。つまり、技術の変化で起こりえる雇用喪失は、女性にとって不釣合いな影

響をもたらすかもしれない（Kucera and Tejani, 2014）。 

 

生産国での労働コストの上昇は、高所得国への生産回帰を促す可能性もある。しかし

暫定的な予測によると、賃金の上昇は一般に、生産性の向上によってある程度は補わ

れるため、こうした労働コスト上昇の影響はごく僅かと考えられる（De Backer and 

Flaig, 2017）。さらに、特に労働集約的な産業では、ある特定の生産国での労働コスト

の上昇が、より労働コストが低い新たな国々への製造拠点の移管につながることもあ

る。 

 

軽工業では特に、多くの仕事が機械に取って代わられる可能性が現実化する一方で

（Chang, Rynhart and Huynh, 2016）、立ち上げに必要な設備投資が巨額であったり、開

発途上国の低い労働コストに引き続き比較優位性があったりする場合は、経済合理性

が伴わないこともある。つまりロボットの利用にあたっては、労働者の作業を自動化

する技術的可能性よりも、経済的要因が重要かもしれない（UNCTAD, 2017）。結果

的に、労働コストが低い国への生産体制のオフショア展開が継続すると見られてい

る。これは特に、技術がまだ、生産工程における個別の労働集約的作業に対応できて

いない衣料品等のセクターが該当する（Kucera, 近日刊行）。 

 

技術上のボトルネックは引き続き大きく、新たな自動化技術の利用には、少なくとも

従来型の生産方法よりは利益が上がるという証拠が依然として求められるであろう。

ビジネス・プロセス・アウトソーシングの分野、特にコールセンターの事例では、消

費者は引き続き、自動音声応答装置（IVR）の技術よりも、人による応対を好んでい

る。したがってサービス業では引き続き、消費者の好みと運営コストがサービス自動

化の程度を決定づけることになると思われる（ILO, 近日刊行）。 

 

現時点では、大規模な生産回帰を裏付ける証拠はほとんどない（Cohen et al., 2016; De 

Backer et al., 2016; UNCTAD, 2016）。しかし技術の変化は、ロボティクスと 3D印刷の

両分野で毎年のように発表される新しい大幅な進展に伴い、急速に進行している。こ

のため、まだ大規模な生産回帰が起こっていないとしても、生産回帰の議論は急務と

いえる。例として、輸送費用や配送時間の削減や、ジャストインタイム生産による値

引余剰在庫の減少、開発者との距離の近さ、製品の品質改善、企業の社会的責任リス

クの低減、ブランドイメージ向上などの可能性が挙げられる。この点で、ファストフ

ァッションの影響は甚大である。ファストファッションのビジネスモデルは、少なく

とも欧州では、欧州連合内の低コスト地域のほか、モロッコやトルコといった近隣諸

国にますます依存するようになっているからである。 
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生産回帰が主流になると、開発途上国には一連の新たな課題が生じる。例えば、技能

政策を強化して労働者が他の業務でも就業できるようにしたり、結果的に生じた対内

直接投資の減少を相殺するために総需要を拡大させたりすることが必要となる。ここ

で大きな問題となるのは、他の低所得国との競争のみならず、高所得国のロボティク

スとの競争にも直面する中で、低所得国が労働条件を改善できるかどうか、そしてそ

の方法はいかなるものかという点である。低所得国では生産の相手先を同じ地域内の

中所得国の市場向けに転換して、生産回帰の背景にある輸送費用と配送時間の問題に

対処するという検討も必要かもしれない。またいくつかの技術的進展も、メール、セ

ンサー、電子的データ収集、そしてオンラインの共有スペース設置を使ってどこでも

コミュニケーションが容易になることで、新たな機会を生み出す可能性がある（World 

Bank, 2016）。 

 

グローバル・バリューチェーンへの関与は、今後も有効な開発戦略であ

り続けるでしょうか 
 

企業や国は、GVCに関与することで、技能、知識およびノウハウの吸収や、業務プロ

セスや技術の改善といった恩恵を手にする。GVCへの関与は、開発途上国が輸出を多

角化し、世界市場に乗り出す機会を提供している。つまり包摂的成長の重要な推進力

となる可能性があるのである。一方で調査によると、競争が激しく価格重視の GVCで

は、サプライヤーの利益は低水準か、時間が経つにつれ低下する公算が大きくなって

いる。また低賃金の新たな生産者が参入することで、輸出が増えるほど利益が薄くな

るという負の競争サイクルに拍車がかかるおそれもある（Kaplinsky, 1998; UNCTAD, 

2013）2。こうした場合、輸出の増加がもたらす可能性のある社会的利益を超えて、価

格の低下が進むことになる。 

 

GVCへの関与を開発とディーセント・ワークに寄与するものとするには、サプライヤ

ーが進化して高付加価値の活動へと移行し、GVCへの関与から生じる利点や利益を増

大させる必要がある（Gereffi, 2005）。これは、高い価格に見合う付加価値のある製造

による製品に移行するか（農産物の輸出から冷凍食品や食品産業内での缶詰製造への

移行等）、新たな機能を加える（デザインやマーケティング面での強み等）ことで実

現するかもしれない。ただこうした移行は、高付加価値の製品の市場が大規模な企業

数社により占められている場合には難しいこともある（Schmitz and Knorringa, 

1999）。 

 

開発政策の観点から見ると、世界市場への参入を通じて包摂的成長の構想を描く取り

組みには、GVCに参入した後、高付加価値の生産に移行しながら関与の拡大と強化を

図り、持続可能で長期的な発展につなげるという国家政策の組み合わせが必要になる

と見込まれている（Taglioni and Winkler, 2016）。この政策の組み合わせには、投資促

進措置、関税の強化、輸送および通信インフラのほか、職業訓練を含む技能開発の重

                                                           
2 Bhagwati（1958）は、労働集約的な製品の輸出の急増は、「貧困を招く成長」を生じ

させ、輸出価格の低下による損失が輸出量の増加による利益を上回るほど取引条件が

悪化する潜在的なリスクを伴うことを理論化した。 
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視、製品と事業の多角化を図る産業政策ならびに競争政策が含まれる（Cattaneo et al., 

2013）。労働基準のための効果的な規制の枠組みと規制遵守のモニタリングも、社会

開発と経済発展をともに進める上で重要となる（論点概要第 11号を参照）。また製造

を行う企業や国がバリューチェーンでの位置づけを高めるためには、GVCに関与する

企業が地場経済との結びつきを強める必要がある。その方法として、例えば、国内企

業との後方連関や前方連関のほか、外国の投資企業からの知識、テクノロジーおよび

ノウハウの吸収が挙げられる。現地調達の義務づけも、グリーン経済の中で、国内で

生み出された再生可能エネルギーの利用を促進し、国内の雇用創出につながる。 

 

しかし GVCでは、吸収、習得および改良を促進する条件が常に揃っているとは限らな

い。例えば、改良プロセスは次のような点に関して、多くの課題を示している。国内

経済における技能の不足、知的財産権、およびサプライヤーが自社の中核的能力（マ

ーケティングや製品開発等）にまで踏み込んでくるかもしれないという世界的ブラン

ドの懸念などである（Schmitz and Knorringa, 1999）。 

 

GVCへの関与が今後も有効な持続可能な開発につながるという期待の高まりと、経済

構造の変化は、地場経済とのつながりを強化する産業政策を取り入れるために十分な

国際的政策の余地はあるのか、という疑問を提起している。先進国と開発途上国はこ

れまで、日本、韓国、シンガポール、台湾、中国といった東アジア諸国の事例のよう

に、多くは高度な発展を遂げながら、自らの産業発展を進めるために様々な産業政策

を展開してきた。現地調達の義務づけは、グリーン経済の中で、国内で生み出された

再生可能エネルギーの利用とそれに伴う雇用創出を後押しできるものである。しかし

今日の多国間貿易協定や、多くの二国間・地域内の貿易協定および投資協定は、開発

途上国が経済開発を支えるためにこれらの政策を用いる能力を制限している可能性が

ある（UNCTAD, 2014）。 

 

こうした複雑な諸課題は、より根本的な問いをもたらす。開発途上国にとって、工業

化と開発の今後の道のりはどのようなものになるのか、という問いである。開発途上

国が製造主導の開発に乗り出すことの難しさが徐々に明らかになるにつれ、輸出指向

型の製造に大きく依存した従来型の発展の道筋が疑問視されている（Hallward-

Driemeier and Nayyar, 2017）。また、近年では製造業の雇用創出能力が低下しており、

多くの開発途上国は、「未成熟な脱工業化」の兆候を示している（Fontagné and 

Harrison, 2017）。現在の予測によると、製造業の雇用のシェアが増える見込みは薄

く、開発の道筋と構造変化のプロセスは、先進国が過去に辿ったものとは大きく異な

ると考えられる（ILO, 2018）。この予測には慎重な意見もある一方で、サービスセク

ターを重視した新たな発展手法を唱える専門家もいる。例えば Rodrik（2017）は、製

造業を中心としたモデルは、「あらゆるサービスにおける生産性向上を目指した」包

括的な改革に特に重点を置きながら、「人材と機構への国全体の大規模な投資」によ

り置き換えなければならないと主張している（pp. 92−93）。 
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考慮すべき問題点 
 

新たな技術の導入は、GVCの調達形態の様相を変え、先進国と開発途上国の双方で雇

用に重大な影響を与えると考えられる。そして GVCへの関与はこの先、過去にもたら

したような「開発への配当」を与えるものではなくなるかもしれない。これにより、

以下のような重大な疑問が浮上する。 

 

• デジタル化と技術の変化がもたらす潜在的な可能性を開発途上国が取り入れるために

は、どのような政策が必要か。 

 

• GVCへの関与を持続可能な開発に結び付けるには、どのような政策の組み合わせが

必要か。起業を支援し、生産国の国内経済への後方連関を強化しながら技術の波及や

技能開発を可能にするためには、国単位でどのような産業および開発政策を活用でき

るか。 

 

• 持続可能な開発を促す各種の産業政策に関して、十分な国際的政策の余地を確保する

ために何ができるか。 

 

 

 


