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世界経済における製造業の需給動向と就業者数

高良倉成

OntheDemand-SupplyBalanceinManufacturesandEmployment：AGlobalPerspective

KurashigeTAKＡＲＡ

Sｕｍｍａｒｙ

Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｆｏｃｕｓｅｓｏｎｔｗｏｉｓｓｕｅｓｏｆｗorldmanufacturingmdustries・OneistheEmployment
fluctuation，ｏｒｉｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ，demand-supplybalanceoflabourforce・Anotheristhedemand-

supplybalanceoftheiroutputsToanalyzetherelationofthosetwobalances，Iusedthe

internationalcomparativｅｄatａ，ＯＥＣＤ，ｓＳＴＡＮＤａｔａｂａｓｅａｎｄＵＮＩＤＯ，slndustrialDemand-Supply

BalanceDatabase、Ｍｙｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ，derivedfromdataanalysis，istheemploymentquantitywas
mainlydeterminedbythedomesticdemandtrends，ｎｏｔｂｙｔｈｅｉｍｐｏｒｔｇｒｏｗｔｈ（foradvanced

countriesemploymentdecline）ｏｒｔｈｅｅｘｐｏｒｔｇｒｏｗｔｈ（｢ordevelopmgcountriesemployment
expansion)．

はじめに 生産,性格差が大きいということは、就業人口に占

める製造業の相対的シェアのほうは先進諸国で低

下し途上諸国で上昇することを意味する。たとえ

ば、先進諸国がこの間「産業空洞化（ないし脱工

業化)」を経験してきたのに対して、現在の世界

製造業就業者の約３分の１は中国に在住している。

そのような製造品需給バランスの問題と製造業

就業者（ないし雇用者）数増減の問題との関連に

ついて、本稿では国際比較データを用いて検討す

る。すでに主要ＯＥＣＤ諸国に関しては一定の考察

をしたが(砿3)、しかしそれは15年間（'75～90年）

をカバーした時系列データに依拠していた。ここ

では25年間（'70～95年）をカバーしているデー

タで再検討することにする。また、主要ＯＥＣＤ諸

国以外についても同様の検討を試みる。１節で使

用するデータの特徴と検証方法について整理した

うえで、２節ではOECD加盟の主要13カ国につい

て、３節ではそれ以外の17カ国について検証結果

を示し、結語において本稿の分析の意義をまとめ

る。

本稿は、現代･世界経済における需給バランスの

不安定性に関する研究の一部である。この場合、

需給バランスとは、産業活動の成果である諸産業

製品の需給バランスと、産業活動にとって主要な

生産要素である労働力の需給バランスとの双方を

射程においている。労働力需給バランスのみに焦

点をおいた考察は別稿で提示しておいたが(畦'１、

ここでは産業需給バランスと関連づけながらやや

異なった手法であらためて考察する。

ＧＤＰに占める製造業付加価値の割合を1980年

と95年とで比較すると、先進諸国平均が22.8％か

ら22.0％へ、途上国平均が18.0％から20.7％へと

推移してきた(舷２１．後者には95年時点における同

割合が118％のアフリカ諸国が含まれるから、ア

フリカ諸国を除いた全般的な特徴としては、先進

諸国も途上諸国も製造業付加価値の対ＧＤＰ比に

はほとんど差はないといってよい。そのことは、

製造品の需要と供給にまつわる社会経済問題が－

部の先進諸国に限定きれないということである。

他方で、製造業の生産性のほうは諸国間でのば

らつきが激しく、主要先進諸国と多くの途上諸国

との生産力格差はきわめて大きい。付加価値の相

対的シェアとしてはほとんど差がないのに対して、

1節データと検証手続き

本稿での検証目的は、供給超過（ないし需要制

約）傾向の有無や程度の問題と関連づけつつ、就
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業者（雇用者）数の変化の動向を検証することで

あるが、主として用いるのは経済協力開発機構

(ＯＥＣＤ）のSTAＮデータベースと、国連工業開

発機関（UNIDO）の工業需給バランスデータで

ある。

ＳＴＡＮには、製造業のうち国際標準産業分類

(ISIC）の２桁分類と３桁分類（そのうちの一部

にはより詳細な４桁分類が含まれる）の諸産業分

野について、産出額と付加価値額と固定資本形成

額と就業者数と雇用者所得額と輸出額と輸入額と

いう７つの指標が掲載されている。輸出額と輸入

額は、本来は国際標準商品分類（SITC）で作成

されている貿易データをISIC基準に調整したもの

である。データは各国通貨表示であるが、付録と

して各年次の対ドル為替相場と購買力平価が収録

されていて、いずれかで共通の単位に換算して用

いることができる。

ＳＴＡＮは1995年に活字版とデイスケット版が公

刊された。前者は1974-92年を、後者は1970-92年

をカバーしている。そして97年に改訂版が出たが、

それは1970-95年をカバーしている。本稿ではこ

の97年版を用いる(砿４)。

ただ、ＳＴＡＮはOECD加盟諸国についてのもの

であり、しかも各国通貨表示のデータを購買力平

価（STAN付録として収録）で換算したり、ほぼ

全年次にわたっての国内需要額を算出したりする

ことができるのは、そのなかの13カ国のみである。

その13カ国以外について製造業国内需要額を算

出できるものとして、ＳＴＡＮに比べて収録されて

いる指標もカバーしている年次も限られているが、

UNIDOの「工業需給バランス・データベース」

がある(唾)。それには72カ国の1981～９６年の産出

額と輸出額と輸入額およびそれらから算出される

国内需要額が、ＩSICの４桁レベルの諸産業分野ご

とに掲載されている。収録されている72カ国のう

ちＯＥＣＤ加盟国が20で、残りの52カ国のうち南ア

フリカ共和国やシンガポールなどを除いた47カ国

がいわゆる途上国である。、

ところで、ＳＴＡＮには就業者数のデータも含ま

れていたが、ＵＮＩＤＯの需給バランスデータには

それは含まれていない。そこで他のＵＮＩＤＯデー

タで補足する必要があるが、ＵＮＩＤＯの労働力関

連データは多くの場合雇用者数であり、就業者数

(雇用者のみでなく自営的就業者や家族従業者な

ども含まれる）ではない。９５年版の統計年鑑と、

最新の統計年鑑から85年と95年頃のデータのみを

掲載しているオンラインデータから、雇用者数を

抽出して補足した(肱`)。

以上のデータベースを用いて、製造業就業者

(雇用者）の増減を左右している要素について検

討するのであるが、そのために以下のようにデー

タを加工する。

ある産業ｉにつき、産出額をＧＩ、輸出額をＸｉ、

輸入額をＭｉ、就業者数をＬｉ、国内需要をＤｉ＝Ｇｉ－

Ｘｉ＋Ｍｉ、労働生産性をγi＝ＧＩ／Ｌｉ、とする。

期首を０、期末をｔで表すと、ｉ産業の就業者数

の変化△Ｌ－Ｌｉｆ－Ｌｉｏ、である。ｉを省略し、

γ･／γ･をかけて変形すれば、

△Ｌ＝［(ＬＣｏ／Ｌｏ－Ｇ｡)］／７．

あるいは、

△Ｌ＝（△Ｄ＋△Ｘ－△Ｍ－Ｌ△γ）／７．と

なる(姓7)。△Ｄ／７゜を国内需要要素、△Ｘ／γ･

を輸出要素、△Ｍ／７゜を輸入要素、Ｌ△γ／γ･

を生産性要素と呼ぶことにする。その意味は明快

であり、国内需要要素と輸出要素が就業者数を増

加させる要素で、輸入要素と生産性要素は就業者

を減少させる要素であるということである。

2節ＳＴＡＮによる検証

就業者数の変化と垣等関係にある４つの要素の

値をSTANから算出して、表１と表２に示した。

表１は各国ごとに製造業計について、表２は各分

野ごとに13カ国合計についてみたものである。な

お、備考欄として、国内的局面を反映する国内需

要要素と生産性要素との差（＝①欄一④欄）と、

対外関係を反映する輸出要素と輸入要素との差（＝

②欄一③欄）を掲げてある。

表１にみられるように、ＯＥＣＤ13国合計でみた

製造業就業者合計数は、７０年代（70／72から80／

82年）に約853万人減少し、８０年代（80／82から

90／92年）に約842万人減少した。７０年代の853万

人減は、国内需要要素と輸出要素の２つの項目（＝

343922＋80195＝424117）を輸入要素と生産性要

素という他の２つの項目（＝65189＋367454＝

432643）が上回ったためである（424117-432643-

－３０－
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8526)。８０年代に就業者が842万人減少したのも、

同様の対応関係（124573＋32339-36013-129321-

8422）があったからである。国内的局面と対外的

関係局面との区別という観点からみれば、７０年代

には輸出要素と輸入要素との差（15005）がプラ

スでそのかぎりでは就業者を増加させる方向に作

用していたが、しかし国内需要要素と生産性要素

との差（-23532）が大きなマイナスであったため

に、その複合的帰結として大幅な就業者減少が生

起したということになる。８０年代にはいずれの差

もともにマイナスであり（-4748と-3674)、需要

低迷と生産性上昇と貿易収支赤字がともに就業者

減少の原因となった。

△Ｌの欄には、期首の就業者数に対する期間中

の就業者変化数（その絶対値）の割合をカッコ内

に示してある。それをもとにすると、産業空洞化

がもっとも顕著であった国は、７０年代にはベルギー

(25％)、ドイツ（11.1％)、オランダ（20％)、イ

ギリス（20.9％）である。それらのうちイギリス

を除く他の３カ国の場合は、輸出一輸入の差がプ

ラスであったにもかかわらず、それ以上に需要一

生産性の差が大きなマイナスであったことの結果

である。

８０年代にはベルギー（12.4％）、フィンランド

(21.4％)、フランス（15.2％)、イタリア（13.2％)、

ノルウェー（23％)、イギリス（19.8％）で産業

空洞化が顕著であった。この場合には、ベルギー

とフィンランドを除いて、輸出一輸入の差も需要一

生産性の差もともにマイナスになったことの結果

である。ちなみに、就業者数が増加したケースと

して、７０年代のイタリアとＵＳＡおよび80年代の

日本が目立つが、７０年代のイタリアは輸出一輸入

の差が大きなプラスであることによって、７０年代

のＵＳＡは需要一生産性の差が大きなプラスであ

ることによって、８０年代の日本はその２種の差が

ともに大きなプラスであることによってもたらき

れたものである。

総じて、国内需要要素の低迷という共通の特徴

のもとに、生産性要素が大きくかつ輸入要素が輸

出要素を上回った諸国において、製造業就業者の

著しい減少がみられたといえそうである。

製造業内の産業分野ごとの特徴は表２にみられ

る。就業者が顕著に減少したのは繊維関連製造業

(321)、衣服関連製造業（322)、木製品製造業

(331)、鉄鋼業（371）である。繊維関連製造業で

は輸出一輸入の差のマイナスも大きいが、それ以

上に需要一生産性の差のマイナスが大きく、鉄鋼

業ももっぱら需要一生産`性の差が大きなマイナス

である。木製品製造業ではいずれの差も大きい。

特徴的なのは衣服関連製造業で、需要一生産性の

差はプラスであるから、この分野の産業空洞化は

もっぱら輸出一輸入の差が大きなマイナスとなっ

たことにある。

逆に、就業者が顕著に増大したのは印刷・出版

関連製造業（342）とプラスティック製品製造業

(356）と電気機械製造業（383）であるが、印刷・

出版関連製造業とプラスティック製品製造業では

需要一生産性の差が大きなプラスであることによっ

て、電気機械製造業では70年代には輸出一輸入の

差が80年代には需要一生産性の差が大きくプラス

となったことによって、それぞれ生じた。

３節ＵＮＩＤＯデータによる検証

つぎにＵＮＩＤＯのデータを用いよう。ＳＴＡＮほ

ど詳細ではないし、カバーしている年次も15年間

('81～96年）である。それゆえ、ＳＴＡＮから考察

した前述の13カ国についてこのデータを用いてあ

らためて検証してもあまり意味がないであろうか

ら、まずその13カ国を検討対象から除こう。また

絶対水準が小さいと変化率が大きく表れるという

問題を避けるために、抽出可能な最新年次の雇用

者数が10万人未満の諸国も除くことにする。そう

すると、国内需要額や輸出入額および雇用者数と

を前節同様の手続きに即してデータを加工できる

のは17カ国である。その結果を表３に示してある。

ただ、表３から読みとれる特徴そのものをみる

前に、各国で製造業内諸分野の産出構成がどうなっ

ているか補足しておこう(雄8)。製造業計を１００と

したときの製造業内諾分野のその構成比（％）で

ある。バングラデシュでは32群の比重が圧倒的に

高いが、その内訳は321が62.5→50.4％（期首年

次の構成比→期末年次の構成比：以下同様)、３２２

が2.0→18.7％であった。インドネシアでは31群

の比重が高かったが、しかし311が18.0→12.5％、

314が12.2→8.3％とその比重は低下してきた。ま
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た321も17.7→15.0％と若干低下している。韓国

では、321が15.4→8.6％で322が10.1→６．３％とな

り比重の高かった32群の低下がみられる一方で、

382が5.1→10.6％、383が121→14.9％、384が7.3

→11.9％と38群の比重が顕著に上昇してきた。マ

レーシアでは、311が13.0→6.3％と低下したのに

対して、383が17.3→32.6％と急上昇してきた。

さて、表３をみよう。表１や表２の場合にはカ

バーしている期間は共通していたが、表３の場合

には国ごとに多少ばらつきがあることに留意する

必要がある。とくにタイの場合は３年間の変化に

すぎない。そのような留意のもとに大まかな特徴

を捉えると以下のようなことが指摘できよう。

まず、メキシコとジンバブエを除いて、すべて

の国で製造業計の就業者数が増加したことが目に

つく。表１のＯＥＣＤ主要13カ国の場合とは対照的

であるといってよい。△Ｌの欄には１年当たりの

就業者数の変化率をかっこ内に表示してあるが、

それをみるとバングラデシュ、インドネシア、マ

レーシアでもっとも変化が大きかったことが分か

る。表１の諸国と比べてほとんどの場合変化も激

しかった。

その△Ｌを左右している要素をみれば、韓国と

ネパールを除いて、対外的側面はすべてマイナス

に作用し、国内的側面はすべてプラスに作用して

いる。製造業雇用者の増加は国内需要増大に牽引

されてきたことを物語っているといえよう。

多くの途上国で製造業雇用者が増大したのも、そ

の対先進国向け輸出が増大したことが主因なので

はない。生産性上昇と国内需要増大のいずれが優

勢であったかによって、就業者（雇用者）の増減

とその程度がほぼ決まるのである。
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結語

ＯＥＣＤのSTAＮデータベースと、ＵＮＩＤＯの工

業需給バランスデータベースとの検討から導くこ

とのできる結論は、製造業就業者（ないし雇用者）

の増減を左右している最大の要因は国内需要の動

向であるということである。ＯＥＣＤ主要13カ国の

製造業就業者が減少したのは、途上諸国からの製

造品輸出によってそれに対応するＯＥＣＤ側の競合

的製造業分野が低迷したことが主因なのではない。

－３２－
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表１０ＥＣＤ諸国製造業における就業者増減とその構成要素

データ出所）STANDatabasel997より作成。

注１）各欄の項目の意味について本文参照。

注２）△Ｌの欄のカッコ内の数値は、期首就業者数に対する△Ｌの絶対値の割合（％)。

－３３－

国名期間
△Ｌ

(千人）

国内需要輸出要素

要素

①②

輸入要素生産性要素

③④

備考

①－④②－③

オーストラリア７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－１３（04）

－２９６（10.5）

49811592

1740８３２

1705４８８１

978１８９０

100－１１２

－１５０－１４６

ベルギー７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－８７３（25.0）

－３２６（12.4〉

50814055

1574１５６３

38756134

1365２０９８

-1053１８１

－５２４１９８

カナダ７０／72-80／8２

80／82-90／9２

426（8.6）

－１２７（2.4）

10663３５０３

3235１５５１

349210247

1813３１０１

416１０

１３４－２６２

フィンランド７０／72-80／8２

80／82-90／9２

127（8.2）

－３５７（21.4）

3019１２１６

493２２５

8213288

207８６７

－２６９３９６

－３７５１８

フランス７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－９７２（5.8）

-2393（15.2）

27367７６７８

8878３４４６

726528751

387810838

-1385４１３

－１９６０－４３３

ドイツ ７０／72-80／8２

80／82-90／9２

-3337（111）

201（0.8）

4348515445

20214６９５４

1074651521

680820159

-8036４６９９

5５１４６

イタリア７０／72-80／8２

80／82-90／9２

1047（6.4）

-2284（13.2）

31262８８５５

9422２１８５

726231808

239711495

－５４６１５９３

-2073－２１２

日本７０／72-80／8２

80／82-90／9２

-1333（3.0）

5014（11.8）

7782712564

30046３３２４

490186822

226026097

-8995７６６２

3950１０６４

オランダ７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－７４０（20.0）

－９３（3.1）

45383761

2006１６８９

30495990

1680２１０９

-1452７１２

－１０２９

ノルウェー７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－７５（6.7）

－２４０（23.0）

2292５８４

818３２１

9072044

397９８２

247－３２３

－１６４－７６

スウェーデン７０／72-80／8２

80／82-90／9２

－２３２（7.4）

－２８７（9.9）

43041986

1110６７７

1705４８１７

538１５３６

－５１３２８１

－４２５１３９

イギリス７０／72-80／8２

80／82-90／9２

-5150（209）

-3845（19.8）

261877518

12054４１１８

816830688

539814619

-4501-649

-2565-1280

ＵＳＡ７０／72-80／8２

80／82-90／9２

2598（4.6）

-3389（5.8）

10291911436

32982５４５５

11293100463

829633531

2456１４２

－５４８-2841

13カ国合計７０／72-80／8２

80／82-90／9２

-8526（4.1）

-8422（4.2）

34392280195

12457332339

65189367454

36013129321

-2353215005

-4748-3674
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表２製造業内諾産業の就業者増減とその構成要素

－３４－

産業（ISIC）期間
△Ｌ

(千人）

国内需要輸出要素

要素

①②

輸入要素生産性要素

③④

備考

①－④②－③

食料７０／72-80／8２

(311＆２）８０／82-90／9２

－３６（0.5）

418（6.5）

25541２６８４

8536９９２

279425468

1167７９４３

7４－１１０

593－１７５

飲料７０／72-80／8２

(313）８０／82-90／9２

－５１２（39.2）

－５６０（51.1）

4036430

1283２１１

4094569

201１８５５

－５３２２１

－５７１１１

タバコ７０／72-80／8２

(314）８０／82-90／9２

－１２７（2.1）

－２７６（６１）

838９３

５４７１１４

9７９６２

４４８９３

－１２３－４

－３４６７０

繊維７０／72-80／8２

(321）８０／82-90／9２

-4421（469）

-2068（27.5）

14179３５０８

4992１４９２

417017939

2317６２３４

-3760-662

-1243－８２５

衣服７０／72-80／8２

(322）８０／82-90／9２

-1205（30.0）

-1328（36.7）

12617１３９９

7252１１７６

327311947

3978５７７７

670-1874

1474-2802

革・革製品７０／72-80／8２

(323）８０／82-90／9２

－１６７（13.9）

－２２０（21.5）

1615４３８

613１９４

5891631

355６７１

－１６－１５１

－５８－１６２

履物７０／72-80／8２

(324）８０／82-90／9２

－３８８（11.5）

－５１１（17.0）

3108885

1284２０９

1270３１１０

975１０２９

－２-386

255－７６７

木製品７０／72-80／8２

(331）８０／82-90／9２

-1163（28.1）

－７１３（17.5）

10123１１８９

3702４４６

159510880

636４２２５

－７５７－４０６

－５２４－１９０

家具類７０／72-80／8２

(332）８０／82-90／9２

128（3.4〉

－１０３（２８）

8003903

3852５１６

8417937

761３７１０

6６６２

142－２４５

紙・紙製品７０／72-80／8２

(341）８０／82-90／9２

－５１０（9.8）

－８１（1.5）

11586２００８

3933８７３

168312420

820４０６６

－８３５３２５

－１３３５２

印刷・出版７０／72-80／8２

(342）８０／82-90／9２

724（14.3）

1398（27.0）

16863672

10588４７９

55816254

423９２４６

610１１４

1342５６

工業化学７０／72-80／8２

(351）８０／82-90／9２

－４２８（111）

－５６６（15.4）

11828４５９８

2445１３１１

333913515

1257３０６５

-1687１２５９

－６２０５４

その他化学７０／72-80／8２

(352）８０／82-90／9２

-56（2.7）

245（11.9）

79122161

4903１２２８

14178711

1121４７６４

－７９９７４３

138１０７

石油精製７０／72-80／8２

(353）８０／82-90／9２

5５（14.6）

－２５９（642）

5421４５３

－１７７－７

774５０４５

－２１９６

376－３２１

－２７３１４

石ilil石炭製品７０／72-80／8２

(354）８０／82-90／9２

２０（1.8）

－５１（5.0）

767９１

5０７

8０７５７

１０９９

９１１

－４８－３

ゴム製品７０／72-80／8２

(355）８０／82-90／9２

－４３８（20.2）

－１９８（7.6）

3262945

1479４２５

7303915

514１５８９

－６５２２１４

－１１０－８９

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品７０／72-80／8２

(356）８０／82-90／9２

1295（79.6）

1848（86.9）

9781854

7317５８９

1002８３３７

959５０９９

1444-149

2218－３７１

陶磁器等７０／72-80／8２

(361）８０／82-90／9２

－１４８（13.0）

－９４（8.9）

2785４５８

827１０３

4542937

174８５１

－１５２４

－２３－７１

ガラス洞製品７０／72-80／8２

(362）８０／82-90／9２

－２４８（9.6）

－１２６（5.2）

2836５９８

１１１７２７７

4513231

297１２２４

－３９５１４７

－１０７－１９
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表２製造業内諾産業の就業者増減とその構成要素（つづき）

データ出所および注）表１と同じ。

－３５－

産業（ISIC）期間
△Ｌ

(千人）

国内需要輸出要素

要素

①②

輸入要素生産性要素

③④

備考

①一④②－③

非金属製品７０／72-80／8２

(369）８０／82-90／9２

－６６２（12.3）

－７８８（16.4）

8500813

2359２０７

4789497

309３０４４

－９９７３３５

－６８５－１０３

鉄・鋼７０／72-80／8２

(371）８０／82-90／9２

-1763（39.2）

-2397（60.5）

12395２５１３

1564１６６

157315098

441３６８７

-2703９４０

－２１２３－２７５

非鉄金属７０／72-80／8２

(372）８０／82-90／9２

－１８１（２６）

－２１５（3.1）

57911060

1014２５３

1419５６１３

309１１７２

178－３５９

－１５９－５６

金属製品７０／72-80／8２

(381）８０／82-90／9２

－８９４（6.7）

－７５３（5.5）

230694833

11410１２８９

286025936

187311580

-2867１９７３

－１７０－５８４

非電気機械７０／72-80／8２

(382）８０／82-90／9２

747（5.3）

－９１１（6.3）

3631013340

15978６１５２

736241541

646816573

-5232５９７８

－５９５－３１７

電気機械７０／72-80／8２

(383）８０／82-90／9２

659（5.1）

987（7.3）

336739555

23108６０５３

706035508

676321411

-1836２４９５

1697－７１０

輸送機器７０／72-80／8２

(384）８０／82-90／9２

531（6.6）

－６５５（7.5）

2842911839

17448６５９５

801731720

624618452

-32913822

-1004３４９

専門財７０／72-80／8２

(385）８０／82-90／9２

887（50.9）

－２３３（11.5）

10124３００５

4135１７６５

23939849

1783４３５０

275６１３

－２１５－１８
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表３その他諸国における製造業計の就業者増減とその構成要素

〕Ｏ－ＩｎＣ Jemand-SupplyBalanceDedabasel998：４－ＤｉＥ

onDiskette・ＵＮＩＤＯ，InternationalYearbookoflndustrialStatisticsl995，EdwardElgar・
ＵＮＩＤＯ，CountrylndustrialStatistics，onlinedata(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・unidoprg／data／stats)．

注ｌ）雇用者数に関しては表示年次と若干ずれている場合があり、チリの86年は85年で、コロンビアの95年は96年
で、メキシコの87年は85年で、ネパールの93年は94年で、トルコの94年は96年で、ジンバブエの84年と９４年は
８５年と96年で、それぞれデータを代用している。

注２）△Ｌの欄のカッコ内の数値は、期首就業者数に対する△Ｌの絶対値の割合（％）をカバーしている年次数で
割った値である。

－３６－

データ出所）ＵＮＩＤＯ，IndustrialDemand-SupplyBalanceDedabasel998：４－，1９iｔｌｅｖｅｌｏｆｌＳＩＣＣｏｄｅ

国名（期間）
△Ｌ

(千人）

国内需要輸出要素
要素

①②

輸入要素生産性要素

③④

備考

①－④②_③

バングラデシュ（85-92） 688（18.3） 856－３４ 174－４０ 896－２０８

チリ（86-96） 161（7.9） 550１２２ 202３０９ 241－７９

コロンビア（85-95） 135（2.8） 560１０１ 230２９６ 265－１３０

コスタリカ（85-93） ４８（5.1） 126１０ 6８２０ 106－５８

エクアドル（85-95） ２０（1.9） 100１６ 5２４４ 5６－３６

エジプト（85-89） １４４（3.2） 685６６ 7１５３６ 149５

インドネシア（85-95） 2,485（13.5） 5,8771,461 2,1842,668 3,208－７２３

韓国（85-96） 498（１７） 10,8802,850 2,54410,688 192３０６

マレーシア（85-96） 963（17.0'） 20732１，１１４ 1,5371,346 11386－４２３

メキシコ（87-95） －２４７（2.8） 1,404２６１ 1,036８７６ 528－７７５

ネパール（86-93） ９３（8.5） 138２７ －５７７ 6１３２

フィリピン（85-93） 282（５１） 1,297１８５ 555６４６ 651－３７０

スペイン（85-91） 102（0.8） 3,318５２７ 1,0322,711 607－５０６

タイ（89-91） 248（６１） 578２３８ 288２８０ 298－５０

ﾄルコ（85-94） 160（Ｌ９） 1,187１５７ 281９０３ 284－１２５

ベネズエラ（85-95） ６３（1.4） 2２３０ 4３－５４ 7６－１３

ジンバブエ（84-94） －０（0.0） 6３１４ 6１１６ 4７－４７


