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1．はじめに
日本は長期化するデフレと経済低迷から抜け出

すどころか、リーマンショックと東日本大震災に
見舞われ、復活の糸口をつかむことができない。
日本の製造業は、大震災以降、法人税率の高さや
FTA 締結の遅れ、円高の進行などに加えてエネル
ギー供給の制約という新たな課題を抱えている。
いわゆる「六重苦」と呼ばれる立地上のデメリッ
トである。これらの問題が日本の産業空洞化を加
速させており、これまで日本が守ってきた雇用の
喪失を懸念する声が聞かれている。今後、日本は、

何で稼ぎ、何で雇用を生んでいくのかについて真
剣に模索する時期が来ている。

本稿は、日本の労働市場の現状を分析するとと
もに、将来的に国内雇用が空洞化する可能性につ
いて論じるものである。具体的には、日本の労働
市場の現状を振り返ると同時に、2000 年代に見ら
れた失業率上昇についてその構造的要因を整理す
る。また、最近の日本企業の海外進出が雇用の空
洞化をもたらすのかどうか検証したい。最後に、

「大失業時代」を回避するためにわれわれがなすべ
きことを論じて締めくくる。

「大失業時代」は到来するのか　
雇用空洞化と日本の労働市場

Point
❶  日本は「六重苦」と呼ばれる企業立地上のデメリットを抱え、雇用面でも空洞化が発生する恐れが

ある。経済産業省はこの 10 年間で最悪 476 万人の雇用が失われ、2010 年代の失業率が平均
6.1％まで上昇するとした。

❷  2000 年代の高失業率は、高齢化や介護需要など労働需要の構造的変化に労働供給が対応してい
ないことに起因する。

❸  日本企業の海外進出はこれまでのところ雇用の空洞化を引き起こしていないが、将来的にはその恐
れは十分にある。現に、海外脱出を行う日本企業は後を絶たず、この 15 年間の雇用機会の喪失は
200 万人を突破した。

❹  将来の雇用空洞化を避けるには、新たな輸出型産業を構築する必要がある。また、既存の輸出型産
業も「やせ我慢」経営からの脱却と付加価値重視の経営にシフトすることが重要である。
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2．	日本の労働市場の現状　
　　労働市場は2009年央から回復局面に

日本の労働市場は、2009 年央からの回復局面に
ある（図表 1）。2007 年夏頃から悪化していた日
本の労働市場は、2009 年 7 月に底（失業率 5.5％、
有効求人倍率 0.43 倍）を打って以来、回復に転じ
ている。2011 年 3 月に生じた東日本大震災の労働
市場への影響も日本全体まで波及することなく、
2011 年 12 月時点では、失業率は 4.6％に低下し、
有効求人倍率は 0.71 倍まで上昇している。

ただし、1990 年代後半と比較すると、有効求人
倍率の水準の割には失業率が高いことに気付く。
このことは今回の雇用回復局面だけでなく、2000
年代を通じて当てはまる。1990 年代後半の有効求
人倍率平均が 0.61 倍で失業率が 3.7％であったの
に対して、2000 年代の有効求人倍率が 0.76 倍と
90 年代後半よりも高かった割には、失業率は
4.7％と 90 年代後半を 1 ポイントも上回っていた。

そこで以下では、2000 年代の日本の労働市場に
生じていた高い失業率についてその要因を探りた

い。具体的には、まず国内の労働需給に構造的変
化が生じていたかどうかを分析し、次に労働需要
そのものが企業の海外進出で減少していたかどう
かについて見ていく。

3．	2000年代の高失業率の背景
　　90年代後半以降に労働市場が構造変化

まず、労働市場に構造的な変化が生じていたか
どうかを判断するために UV 曲線を取り上げた
い。UV 曲線とは失業率と欠員率の関係を表すも
ので、通常、景気が過熱し労働需給が逼迫すると
欠員率の上昇と失業率の低下が見られる一方、景
気が減速・後退し、労働需給が緩むと欠員率の低
下と失業率の上昇が現れる。つまり、景気循環で
発生する雇用や欠員率の増減は、右下がりの UV
曲線で示される。次に、景気循環以外で雇用や欠
員率が増減した場合、UV 曲線そのものが上下にシ
フトすることとなる。UV 曲線の軌跡を見ること
でその時々の労働市場の変化が構造的か循環的か
について手がかりを得ることができる。

図表 1　日本の労働市場の状況

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

失業率

有効求人倍率
（右軸）

（倍）（％）

（注）�2011年3月から8月までは、東日本大震災の影響で岩手県、宮城県、福島県を除いた44都道
府県での集計で統計を算出している。

出所：総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」
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1990 年代後半から現在までの UV 曲線の動きを
見ると、景気循環以外の要因による UV 曲線のシ
フトが複数回生じていたことが分かる（図表 2）。

1995 年 か ら 97 年 に か け て と 2000 年 前 後、
2002 年から 03 年にかけて失業率が変化しない割
には欠員率が上昇している。これらの動きには、
労働需要の構造変化に労働供給側がついていけな
いミスマッチが発生していたと思われる。

一方、2006 年から 07 年にかけて欠員率が変化
しない割には、失業率が急低下（大幅改善）して
いる。これは、2000 年代後半から始まる団塊世代
の大量退職による人材不足に対応して、金融機関
などの企業が大量採用に踏み切ったことが大きい

だろう。それでも、失業率は 1990 年代後半の水準
までは低下しておらず、それまでの労働需要の構
造変化の影響が続いていることが分かる。

高齢化などで労働需要の構造的変化に	
供給がついていけず

では、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけ
てどのような労働需給のミスマッチが発生してい
たのであろうか。

求職と求人のばらつきを示すミスマッチ指標を
地域・年齢・職業・雇用形態別に見ると、90 年代
半ばには年齢層のミスマッチが目立ち、それ以降
は職業によるミスマッチが目立つ（図表 3）。1990

図表 3　各種ミスマッチ指標の推移

（注）ミスマッチ指標は以下の式にて算出。ミスマッチ指標＝1/2Σ│Ui/U−Vi/V│�
　　　Ui：区分iの求職者数、U：求職者総数、Vi：区分iの求人数、V：求人総数�
　　　求職と求人のバラツキの大きさを表し、値が大きいほどミスマッチが生じていることを示す。

出所：竹村（2011年）
原出所：厚生労働省「一般職業紹介状況」

図表 2　UV 曲線の軌跡
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（注）雇用失業率＝完全失業者数÷（完全失業者数＋雇用者数）で算出される。
出所：総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」
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年代の年齢層のミスマッチについては、リストラ
された中高年層の再就職が年齢による採用制限の
ために難しかったことによる。ただし、年齢に関
わりなく採用の機会を与えることを規定した雇用
対策法が 2001 年に制定されて以来、年齢層のミ
スマッチは低下する傾向にある。

一方、職業によるミスマッチは、社会構造の変
化に伴って必要とされる職種がこの 10 数年で変
化してきたことが大きい。1990 年代には金融ビッ
グバンに伴う規制緩和で金融商品を扱う人材需要
が、2000 年前後には IT 革命で情報処理人材需要
が、そしてその後は高齢化の進行や介護需要の高
まりから医師、看護師、介護福祉士などの人材需
要が高まって現在に至っている。有効求人倍率が
特に高い職業を見ても、前述した職種の倍率は高
く、特に医師、歯科医師などは 10 年 3 月時点で 5

倍を超えている（図表 4）。
2000 年代の高い失業率の背景には、高齢化や介

護需要増などの社会構造面での労働需要の変化に
労働供給が遅れた結果、ミスマッチが発生してい
るためと言ってよいだろう。

4．	日本企業の海外進出と雇用の空洞化
　　因果関係は立証できず

次に労働需要そのものの減少について考えた
い。ここでは景気循環に基づく需要の変化ではな
く、それ以外の要因による需要の減少を取り上げ
たい。

2000 年代に入って労働需要を減らしてきた要因
の一つに、日本企業の海外進出が挙げられる。
1985 年のプラザ合意以降の円高で、日本企業の海
外進出は盛んとなっており、2010 年現在、海外で

図表 4　有効求人倍率が特に高い職業

出所：内閣府「平成22年版財政経済白書」
原出所：厚生労働省「一般職業紹介状況」
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の生産比率は 30％を超える（海外進出企業ベース）
（図表 5）。

こうした海外進出の結果、国内の生産拠点の減
少により国内雇用が失われるという懸念が聞かれ
ている。だが、海外進出が雇用の空洞化を引き起
こすことを決定的に裏付ける実証分析は存在して
いない。

海外進出と輸出が代替的かどうかについては、
Bloningen（2001）は米国に進出した日本の自動車
メーカーを分析し、米国内への自動車組立工場の
建設は日本の自動車部品の輸出を促進するのに対
して、米国内への自動車部品工場の建設は日本か
らの部品輸出を減らすことを示している。また、
Head and Ries（2001）は最終財メーカーの海外直
接投資は当該企業の輸出を減らすこととなるもの
の、系列の部品メーカーの輸出を増加させている
と報告している。いずれの研究も、海外進出と輸
出の関係について部品輸出の動向を考慮すると代
替的な関係とは必ずしも言えない。

また海外進出と雇用の関係については、深尾・
袁（2001）が海外直接投資を「国内生産代替型」
と「現地市場獲得型」とに分け、国内雇用への影

響を分析している。それによると、1990 年代を通
じて「国内生産代替型」の直接投資によって国内
雇用が 58 万人失われたが、一方で「現地市場獲
得型」の直接投資が輸出を誘発することで雇用を
創出し、上述の雇用喪失をある程度相殺したとの
ことである。こちらの研究も、海外進出と雇用の
関係について直接投資の性質によっては否定的な
関係になるわけではないことを示している。

今後は日本企業の海外脱出で雇用の空洞化も
ただし、前述した実証分析のいずれも、企業が

海外進出を工程別に行っている時期を対象として
いる。企業が最終財生産拠点を海外にシフトした
としても、進出先の生産とリンクする事業分野、
例えば部品事業を国内に残している場合、海外で
の生産増大が国内の部品生産を増大させ、海外進
出による雇用喪失分をある程度カバーするため、
日本企業の海外進出が雇用空洞化をもたらさない
のである。

だが、近年、日本企業は部品など中間財の生産
拠点を海外に移しており、中間財の純輸出が 2000 
年代半ばから減少傾向となっていることに注意し

図表 5　海外生産比率の推移
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出所：経済産業省「海外事業活動基本調査」
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なければならない（図表 6）。最終財メーカーが組
み立て拠点を海外に移した当初、部品など中間財
のメーカーはノウハウ流出防止等の観点から生産
拠点を国内にとどめていたが、競争環境が著しく
不利になるにつれて海外に移すことを決断してい
る。このように日本企業の中には、一連の生産拠
点をまるごと海外に移していく、いわゆる海外脱
出に踏み切った企業もおり、国内雇用はこれまで
の実証分析と異なって減っていくだろう。

日本企業が海外に脱出した場合、当地での市場
拡大に対して進出先の生産拠点が対応することと
なり、国内から進出先への輸出機会は減り、雇用
機会も失われていく。筆者が試算したところでは、
2010 年度における雇用機会の喪失数は 394 万人に
も達する（図表 7）。この 15 年間に限っても雇用
機会の喪失数の増加分は 218 万人にも達してい
る。もちろん、輸出機会が実際のところどの程度
減少したかについては幅を持って見る必要があり、
この数値を鵜呑みにするわけにはいかない。しか

し、雇用の機会喪失数はこのところ増加基調にあ
り、この傾向が続くことは間違いないだろう。そ
うなると国内の生産拠点はこれまで以上に輸出を
当てにすることができなくなり、雇用創出力を失
うこととなる。

これからの日本企業の海外進出で生ずる雇用減

図表 6　中間財の純輸出は 2000 年代半ばから減少
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出所：経済産業省
原出所：RIETI-TIDデータベース

図表 7　全雇用数と雇用機会の喪失数の推移
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出所：RIETI�「JIP2010データベース」より筆者作成
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少数は、海外脱出した企業が抱えていた雇用分だ
けでなく、輸出減少で失われる分が加わることとな
り、雇用の空洞化は進行することになるだろう 1。

5．雇用空洞化回避に向けて
空洞化が進めば10年で476万人の雇用喪失へ

昨年 12 月、経済産業省の産業構造審議会新産
業構造部会は日本経済の課題と今後の方向性につ
いて中間整理を行っている。その中で、日本経済
は縮小均衡の悪循環に陥っていることを指摘し、
今後、深刻な産業空洞化が到来する恐れについて
触れている。

深刻な産業空洞化とは、輸出向け自動車生産が
2020 年にかけて半減し、関連産業を含む国内産業
の生産が低迷する一方で、国内における新産業創
出が十分に進まない状況を指している。経済産業
省は、このような空洞化シナリオを想定して経済
成長率や失業率を試算したところ、2010 年から
2020 年までの平均実質経済成長率は 0.2％とほぼ
横ばい、この 10 年間で失われる雇用者数は製造
業で 301 万人、サービス業で 174 万人の合計 476
万人に達し、同期間の平均失業率は 6.1％にまで
悪化するという。「大失業時代」の到来である。

こうした悪夢を回避するため、経済産業省は、
空洞化防止のための円高対策や国内立地支援など

「守りの空洞化対策」とともに、「攻めの空洞化対策」
を提言している。すなわち、これまで国内に高付
加価値をもたらしてきた輸出型産業の活性化に加
えて、環境・エネルギーやライフサイエンスなど潜
在需要が大きい内需型産業の振興を掲げている。
潜在需要が大きい内需型産業として、ヘルスケア
産業、蓄電池や節電サービスなど新エネルギー産
業、農業や食品などの地域産業を挙げている。

なかでも、ヘルスケアなど新たな内需型産業
は、高齢化の進行に伴ってその潜在的な市場規模
は莫大なものになると見られている。雇用創出力
についても、経済産業省によるとヘルスケア産業
は他の産業と比べて圧倒的に高いという。

内需型産業の成長力に疑問
だが、内需型産業に対して現時点で過大な期待

を抱くことは禁物であろう。それには、いくつか
理由がある。まず、一般論として、国内市場は人
口減少と内需縮小で持続的な高成長が期待できな
いことである。こうした環境下では、国内企業は
思い切った設備投資に二の足を踏むため、潜在的
に有望な事業分野であっても市場が爆発的に拡大
することはない。次に、総人口と異なって老年人
口は増加しているといっても、その内訳を見ると、
老年層は所得や嗜好等の点で若年層よりもバラエ
ティーに富んでおり、一様ではない。老年層の需
要を満たすためには特性を持つグループごとに緻
密なサービスを必要とするため、効率的に老年市
場を取り込むことは難しいのではないか。

さらに、潜在的な市場規模が莫大で雇用創出力
が高いヘルスケア産業についても、成長の実現に
は疑問符が付く。ヘルスケア産業は電機産業や自
動車産業のように民間需要に支えられ、自ら景気
の波を作り出せる産業ではない。公的な保険制度
によって支えられ、公的に確保された財源でサー
ビス供給の枠が決められている産業である。それ
は、介護市場の拡大の始まりが介護保険制度の開
始と時期を同じくしていることからも明らかであ
ろう。こういった市場が拡大するためには、保険
料のさらなる引き上げ、もしくは同産業の規制緩
和が必要である。だが、いずれも国民的な論議と

1   ここで注意しなければならないのは、高コスト構造を持つ日本国内からの輸出に固執することを説いているわけではないことで
ある。多国籍企業にとってコスト構造に見合った分業体制を構築することは経営上の重要命題の一つであり、それは今や国境の
有無とは関係ない。だが、その高コスト構造が経済上避けられないものであったかどうかというと疑問の余地がある。所得の上
昇で人件費が高くなり、生産面でのコスト高に結びついているものもあれば、国内の複雑な税制や多くの規制の存在で高コスト
構造を生み出しているケースもある。現に企業経営者は、政府に対して事業継続のための補助金ではなく、減税や規制緩和等に
よるイコールフッティングを要望している場合も多い。人為的に発生している高コストを税制改革等で引き下げ、不利な輸出環
境を改善することができれば、製造業の海外脱出と雇用空洞化の急激な進行に歯止めをかけることは可能だろう。
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国会での議決を要するため、数年以上の時間がか
かり、そう簡単な話ではない。

「やせ我慢」経営からの脱却を急げ
筆者は、今後の空洞化を防ぐためには、これま

で同様に輸出型産業に頼るしかないと考えてい
る。輸出型産業は世界の成長を取り込むことで国
内雇用を創出することが可能であり、現に、1990
年代後半以降、日本経済が低迷し、雇用者が減少
する中で、雇用を創出して全体の減少をマイルド
なものとしてきたのは輸出型産業なのである（図
表 8）。

ただし、コスト削減をサプライチェーン全体に
強いるこれまでの「やせ我慢」の経営や輸出であっ
てはいけないだろう。新興国企業と「やせ我慢」
の価格競争で勝負していては立地面での不利や円
高も相まって最終的には海外脱出の選択肢しか残
されていない気がする。

オンリーワン輸出産業を創出せよ
では、「やせ我慢」輸出から脱却して海外の高成

長の恩恵を国内にもたらすには、どうすればいい
のだろうか。その際、考えるポイントがいくつか
ある。

まず、「やせ我慢」をしないことである。つまり、
価格競争で勝負しない市場に打って出ることだ。
それは、目に見えない無形価値で勝負する市場で
ある。

日本には優れた無形価値を持つ商品が多い。そ
れは、アニメやマンガ、富士山だけではない。安
全・安心、健康、おもてなし、きめ細やかさなど
をうたった世界でもユニークな価値を持つ財や
サービスが目白押しである。こういった無形価値
を前面に出して輸出振興を図ってみてはどうだろ
うか。このような産業であれば、ライバル企業は
いないために価格競争に巻き込まれないし、円高
にも対応できる。オンリーワンであるから他国が
キャッチアップするには時間がかかり比較的長期
にわたって多大な収益を確保することができるは
ずだ。

候補はいくつでもある。アニメ・マンガや観光
の他にも、安全・安心やヘルシーを売り物にして

図表 8　1975 年以降の内外需別に見た雇用増加率の推移（年平均）
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筆者がデータを補足して作成
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いる農産物・食品、高いレベルの安全・安心な公
共サービスを提供する上下水道や医療制度などの
ハードやソフトのインフラ、メンテナンスや使用
方法などきめ細かいアドバイス提供と一体となっ
た新しいものづくり。こういった財やサービスを
扱う産業の輸出化にうまく成功すれば、国内に経
済成長と雇用をもたらしてくれるだろう。その間
に、国内での内需型産業の建て直しを行い、労働
需要の構造的変化に合わせた労働供給ができれば、
雇用環境の根本的な改善を図ることもできるので
はないか。

付加価値重視の大量普及型ビジネスモデルの
構築を

次に、既存の「やせ我慢」の輸出型産業は何を
すればいいのだろうか。筆者は、これまでの日本
企業のビジネスモデルの見直しが必要だと思う。
海外では新興国の中間層が台頭して高成長をもた
らしており、こういった層に向けて新興国や欧米
の企業は、低価格で大量普及を前提とするビジネ
スモデルを構築して対応している。

現在の日本のものづくり企業には、研究開発か
ら生産、販売、メンテナンスまで全てを社内で抱
える垂直統合の形を取る企業が多い。だが、大量
に普及する製品までも垂直統合して生産工程全て
を手がけていては、生産コストは高くつき、自社
製品の競争力は低下するだろう。「やせ我慢」経営
でコスト削減に対応していてはジリ貧になる。実
際、パソコンや半導体など製品が世界に大量普及
する段階になると、日本企業は海外勢に敗退する

ケースが多い。
このような状況下で日本企業が海外に打って出

るには、新興国などでの大量普及を前提としたビ
ジネスモデルを作る必要がある。生産工程を丸抱
えするのではなく他社と連携してコストを下げ、
自社内で手がける生産工程の一部については付加
価 値 を 高 め る べ く 仕 組 ま ね ば な ら な い だ ろ 
う 2。

コスト競争ではなく付加価値競争の勝負にもっ
ていき、自社に収益と雇用をもたらす仕組みをい
かにして作り上げるか。輸出型産業の企業人には

「やせ我慢」経営からの脱却と付加価値重視のビジ
ネスモデルの構築を望みたい。
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