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空洞化で「大失業時代」は到来するのか 
輸出振興で 100 万人を超える雇用創出を 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■ 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 悪の場合、今後 10 年間で 476 万人の雇用が失わ

れ、同期間の失業率が平均で 6.1％まで上昇するとした。「大失業時代」の到来である。 
■ ちなみに 1990 年代後半から 2000 年代にかけて失業率が上昇し、就業者が減少した

が、それでも失業率は 2000 年代平均で 4.7％、就業者の減少幅はピーク時より 300
万人程度に過ぎない。「大失業時代」到来が及ぼす日本の労働市場へのインパクトは

過去とは比べものにならない。 
■ 「大失業時代」の到来を回避するためには、労働市場の構造調整だけでは不十分であ

り、なりふりかまわず雇用創出にまい進すべきである。 
■ ただ医療や介護などの内需型産業の成長には時間が必要であり、この 10 年間の雇用

創出の主体としては期待できない。 
■ 輸出型産業こそ海外の需要増を取り込んで雇用を速やかに創出できる産業である。仮

にこの 10 年間で取り込めるはずの海外需要を輸出で取り込んでいたなら、生まれた

雇用は 200 万人近くまで達したと見る。 
■ 具体的な輸出振興策とは、税制・規制改革によるコスト引き下げと経済連携協定の締

結による輸出に有利な環境の醸成、そしてオンリーワン輸出型産業の創成が挙げられ

る。また、既存の輸出型産業にも「やせ我慢」経営からの脱却と付加価値重視の経営

へのシフトを求めたい。 
■ 輸出振興策が奏功した場合、今後 5 年で 106 万人を超える雇用が創出されるという試

算が出た。輸出振興について国民からの支持が望まれる。 
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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、その国内雇用の空洞化を防止するために何をなすべきかについて取り上げる。前

半では、今後生ずる雇用の空洞化はこれまでの労働市場の低迷とどのように異なるのかを解

説している。国内雇用の空洞化は、低迷する労働市場をさらに悪化させるものであり、雇用

創出策をなりふり構わずただちに講じて、空洞化を防止しなければならない。 
後半では、雇用創出の担い手について論じている。輸出型産業が海外の需要を取り込むこ

とで雇用の創出が可能であり、仮に過去 10 年間、取り込めるはずの海外需要を輸出で取り

込んでいたのなら、200 万人近くの雇用を創出できたと見る。輸出振興策についても、税制・

規制改革と経済連携協定の推進だけでなく、オンリーワン輸出産業の創出やビジネスモデル

改革に取り組む必要があり、仮にこのような取り組みを行って輸出振興に奏功した場合、今

後 5 年で 106 万人を超える雇用が生み出されると見ている。 
 
２． 雇用空洞化と日本の労働市場 
日本企業の海外脱出で雇用の空洞化も 
雇用の空洞化の懸念は日本企業の海外進出の本格化と無関係ではなかろう。1985 年のプ

ラザ合意以降の円高が契機となって、日本企業の海外進出は盛んとなっており、2010 年度

現在、日本企業の海外生産比率は 30％を超えている（海外進出企業ベース）（図表 1）。 
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

ささやかれているものの、これまでのところ、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1。ただし、これらの分析は、企業が海外進出

を工程別に行っていた時期を対象としている。企業が 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の空洞化をもたらさないのである2。 

                                                  
1 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 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。詳細は松浦（2011）参照。 
2 ただし、雇用は減少していなくても、輸出が海外生産で置き換わることで国内の雇用を増やす機会を失

ってきた。詳細は図表 7 参照。 
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図表1 海外生産比率の推移

（注）海外生産比率は、現地法人売上高/(現地法人売上高+国内法人売上高）×100で算出

（出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」
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だが、近年、日本企業において部品など中間財の生産拠点を海外に移す動きが出てきてい

ることに注意しなければならない。 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

た企業も出てきており、国内雇用においても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。つまり、これ

からの日本企業の海外進出で生ずる雇用減少は、海外脱出した企業が抱えていた雇用分だけ

でなく、輸出機会の減少で失われる分が加わっていく。まさに雇用の空洞化の発生である。 
 
空洞化の進行は今後 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。 
以下では、到来する「大失業時代」がかつてないほど労働市場が悪化する時代であるとい

うことについて、この 15 年間の日本の労働関連指標（具体的には失業率と就業者数）の推

移を取り上げて確認したい。 
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図表2 日本の失業率の推移

(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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図表3 UV曲線の軌跡

（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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失業率は 90 年代後半以降、上昇へ 
 まず失業率を取り上げたい。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、2011 年 12 月

時点、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（図表 2）。 
 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。90 年 
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図表4　就業者数増減の内訳

（注）2011年は東日本大震災の影響で、一定期間、福島、宮城、岩手の分が

　　　除かれており、注意を要する。

（出所）総務省「労働力調査」
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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 1990 年代後

半を 1 ポイントも上回っていた。 
そこで高失業率の原因を探るために 1990年代後半から現在までのUV曲線の動きを見る

と3、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

3）。 
1995 年から 97 年にかけて（①）と 2000 年前後（②）、2002 年から 03 年にかけて（③）

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。具体的には、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、介護士などの人材需要が高まっており、こういった質の異なった労働需要の高まりに

労働者のスキル習得や知識修得が間に合っておらず、また、教育機関がそういった機会を十

分に与えていなかった。 
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（④）。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。 
                                                  
3 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 曲線上で示される。

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。 
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図表5　業種別就業者数増減の内訳

（注）産業分類が2002年から変更されており、2002年と03年の間は厳密には接続していない。

　　　2011年は東日本大震災の影響で、一定期間、福島、宮城、岩手の分が

　　　除かれており、注意を要する。

（出所）総務省「労働力調査」
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就業者は 1997 年以降、減少傾向で推移 
 次に、就業者数の推移を見ていきたい。人口増を背景に増えていた就業者は 1997 年にピ

ーク（6557 万人）を迎えた。その後、就業者は減少基調で推移し、2011 年現在で 6200 万

人半ばとなり、ピーク時からの減少幅は 300 万人を超えた。 
この間の就業者の減少を、労働力人口の増減と失業者の増減で分解すると（図表 4）、労

働力人口の減少によるものが大きく、減少幅は 230 万人を超えていた。一方、この間の景

気循環による減少は限定的であった4。つまり、10 年以上にわたる就業者の減少は、景気循

環による労働需要の縮小というよりは、労働市場の構造変化によって引き起こされたと言っ

てよいだろう。 
また、就業者の増減を産業別に見ると（図表 5）、その他サービス業等が一貫して就業者

の増加に貢献している。なかでも、医療、福祉業が 2000 年代に入って毎年 20 万人程度、

就業者を増やしている。これは、高齢化の進行や介護需要の増加で医師、看護師、介護士な

どの人材需要が高まっていることが背景にある。実際、職種別に有効求人倍率を見ると、 
医師、歯科医、介護士などの職種の倍率は高く、特に医師、歯科医などは 6 倍を超えてい

る（2012 年 1 月時点）。 
対照的に、建設業や鉱業・製造業が、程度差はあるものの就業者の減少に寄与している。

1990 年代後半から建設業の就業者が減少したのは、同時期において政府や自治体が公共投

資を削減したことが大きい。同じく製造業も雇用創出力が減少しているが、これは、製造業

のいくつかの工程で外注が進展し、その雇用が製造業ではなく、事業所サービス業等によっ

                                                  
4 労働力人口は、15 歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもので構成されている。ちなみ

に、完全失業者とは、①仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった（就業者ではない）、②仕事が

あればすぐ就くことができる、③調査週間中に、求職活動や事業準備をしていた、者であり、これらを満

たさない場合、非労働力人口にカウントされる。 
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て担われていることが影響していよう。実際、就業者の増加が著しいその他サービス業等は、

先述した医療、福祉業のほか、人材派遣など事業所サービス業が含まれている。 
 

３． 「大失業時代」到来回避に向けて 
労働市場の構造調整だけでは「大失業時代」の到来は不可避 
失業率が悪化したといわれる 2000 年代でも平均すると 4.7％であり、経済産業省の 悪

シナリオよりも 1.4 ポイントも低い。就業者も 1997 年のピークからかなり減少してきたと

いわれるもののそれでも 300 万人程度の減少と同シナリオの 3 分の 2 程度に過ぎない。ま

た、これらの労働市場の悪化は労働力人口の減少と労働需給の構造的なミスマッチという主

として国内要因によるものであり、また政策対応もあって、そのペースは緩やかなものにと

どまったと言ってよい。 
だが、今後生ずると見られる雇用の空洞化は立地の内外格差に基づくもので、国内の労働

問題とは無関係に進む。また多額の財政赤字と公的債務の膨張も政策対応の手を縛るであろ

う。「大失業時代」は労働者や経営者だけでなく政策担当者にとって過去とは比較にならな

いほど困難な時代になってしまうだろう。 
労働市場のミスマッチを解消するための構造調整は、もちろん大切な政策課題である。し

かし、それだけでは到来する「大失業時代」を回避することはできない。私たちが今なすべ

きことは、なりふり構わず雇用を創出して空洞化の影響を防ぐことである。そこで、以下で

は、「大失業時代」の到来を回避するための手立てについて具体的に論じることとする。 
 

内需型産業の成長には時間が必要 
経済産業省は「大失業時代」の悪夢を回避するため、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。 
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 
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図表6　1975年以降の内需・外需が生み出した雇用増減の推移（年平均）

（出所）清田耕造「日本の輸出と雇用」（RIETI Discussion Paper 10-J-029、2010年）
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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。 
 まとめると、内需型産業の成長には時間がかかり、今後 10年間の雇用の空洞化に対して、

内需型産業が生み出す雇用では到底埋めきれるものではないということだ。 
 
輸出振興で雇用創出を急げ 
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。確かに市場が世界規模となり、企業間競争もグローバルになった結果、電機業界な

どでは価格競争で劣位に追い込まれている日本企業も出てきている。だが、それでも輸出型

産業は、内需型産業に比べれば雇用を生み出してきた。事実、1990 年代後半以降、国内経

済の低迷と公共事業の縮小から内需型産業の就業者が毎年20～30万人台減少して大きく落

ち込む中で、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 6）。 
だが、日本の輸出力はそんなものではないと筆者は言いたい。日本が本気になって輸出振

興に取り組み、世界の成長を取り込むことができれば、日本国内の就業者の減少をプラスに

転換することも可能だと見ている。これまで日本の製造業は、日本からの輸出ではなく生産

拠点の海外シフトで海外の需要増に対応したため、その結果、本来なら得られたはずの輸出

や雇用を失ってきた。筆者が試算したところでは、輸出代替による雇用機会の喪失は 2011
年時点で 199 万人にも達する5（図表 7）。この数値は 2010 年に生じた失業者（334  
                                                  
5 日本企業の海外生産のうち、従来輸出していた分を代替した割合についての統計は存在しない。今回の

試算では、経済産業省「産業活動の分析」（平成 21 年年間回顧）で採用された方法と同様だが、輸出代替

割合を経済産業省の分析よりもさらに低く見積もっている点が異なる。いずれにしても海外生産の輸出代
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図表7　就業者全体と雇用機会の喪失数の推移

（注）2011年の就業者数には東日本大震災でデータ収集できなかったために福島、宮城、

　　　岩手県の分は含まれていない。

(注）雇用機会の損失については、まず海外進出による輸出機会の損失を計算して、

　　 その輸出が生み出すはずの雇用について産業連関表を利用して算出した。さらに

　　 その輸出によって輸入が増加し、雇用が減少した分を差し引いている。

（出所）RIETI 「JIP2010データベース」より筆者作成
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万人）の 6 割にも達するのだ。輸出で海外需要に応えた場合、その恩恵はかなりのもので

あり、輸出振興を雇用空洞化防止の切り札として大いに活用すべきではないだろうか。 
 

高コスト構造の是正と経済連携協定（EPA）の締結で輸出環境の改善を 
ここで読者の中には、生産拠点の海外シフトは産業構造の高度化によるものでやむを得な

いと考えている人もいるだろう。確かに、経済発展で賃金が上昇し、劣位に置かれた労働集

約的産業等が生産拠点を海外にシフトしてきたのは事実である。 
だが、生産コスト上昇の中には、避けられるものと避けられないものがあることを認識し

なければならない。例えば、国内の複雑な税制や多くの規制の存在でコスト高の構造を生み

出し、国内での事業運営を困難にしているケースもある6。実際、経済産業省の「海外事業

活動基本調査」のアンケート調査で、海外直接投資決定のポイント」を調べているが、海外

のメリット（現地政府の支援策や安価な労働力等）を挙げた日本企業は全体の半分に満たな

い。裏を返せば、日本のデメリット、特に避けることができたコスト高を理由として挙げた

日本企業がかなりの数を占めるのである。 
そこで、日本政府や地方自治体が輸出振興で取り組まなければならないのは、国内の人為

的な高コスト構造にメスを入れることだ。具体的には、税制改革や規制改革で税率引き下げ

                                                                                                                                                  
替割合の算出には恣意性が入っており、信頼性については幅を持ってみる必要がある。 
6 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。例えば日本経団連が 2011 年 4 月 7 日に発表した報告書「日本

の産業競争力」が挙げられる。 
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や規制緩和を行ったり、特区を設けて規制等を外したりすることなどである。また、輸出に

有利な環境を醸成する必要がある。例えば有力な貿易相手国と経済連携協定（EPA）締結

して関税等の貿易障壁の引き下げに動くことは効果的だろう。 
生産等の事業コストを引き下げ、輸出に好ましい環境を醸成することができれば、国際競

争力を持つ産業集積を形成することも可能となる。そうなれば日本の技術水準の高い裾野産

業が注目されるようになり、日本企業だけでなく外資系企業までもそのメリットを活かすた

めに生産等の事業拠点を日本国内に設立・拡充して雇用を創出するのではないか7。 
 

無形ブランドでオンリーワン輸出産業を創成せよ 
次に、官民で取り組まなければならないのは、新たな輸出産業、特に世界に一つしかない

輸出産業を育てることである。世界に一つしかない産業であれば価格競争に巻き込まれず、

円高にも耐えられる。それは、目に見えない無形価値で勝負する産業でもある。 
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謳った世界で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8。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

にしている農産物・食品9、高いレベルの安全・安心な公共サービスを提供する鉄道や上下

水道や医療制度などのハードやソフトのインフラ10、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11。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、

国内での規制緩和を含めた内需型産業の活性化を行うのだ。そうなれば内需型産業も 5 年、

10 年先には雇用創出の柱として期待できるだろう。 
 

                                                  
7 外資系企業のユミコア（ベルギーに本社を置くリチウムイオン電池用正極材料を生産する世界的なメー

カー）が、経済産業省が 2009 年度に始めた「低炭素型雇用創出産業立地推進事業」の補助金を活用して神

戸に生産拠点を設立している。40 億円程度の投資で、40 名ほどの雇用を創出するという。ユミコア社が神

戸に進出した理由として、補助金（6 億円）のほかに、日本、特に関西がリチウムイオン電池の材料産業

の集積地であったことが大きい。日本の事業環境が改善に向かえば日本の強みに目を向ける外資系企業が

増加するのではないだろうか。 
8 経済産業省は文化産業 5 分野（ファッション、食、メディア・コンテンツ、観光、ものづくり・地域産

品）の世界市場規模を 2020 年時点で 900 兆円以上と推計している。 
9 例えば、日本食の世界への普及は目覚しく、日本食レストランの世界での展開状況は、北米で約 1 万軒、

アジアで約 6－9 千軒、欧州で約 2 千軒、南米・ロシアで約 2 千軒となるまで拡大している。日本食やその

食材である日本の農産物の輸出拡大の余地は十分にあると見る。 
10 現在、日本は官民連携してのパッケージ型インフラ輸出を志している。それは、インフラを構成する個々

の設備や機器を輸出するこれまでのスタイルと異なって、官民連携した事業体でインフラの事業権やその

一部を確保してその後一連の設備等を輸出するものである。パッケージ型だと日本の強みである安全・安

心なインフラサービスそのものを売り込むことが可能であり、経済産業省や国土交通省を中心に動いてい

る。 
11 実は、これはドイツの技術力のある優秀な中小企業（「隠れたチャンピオン企業」とも呼ばれる）が以

前から採用している戦略である。彼らは、ニッチ市場に特化する一方で、顧客と直接取引関係を結び、製

品を販売するだけでなく、メンテから使用方法までアドバイスして顧客と強い信頼関係を築いている。詳

細は Hermann Simon「Hidden Champions of the 21st Century」（2009 年）（邦訳あり）。 
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付加価値重視の大量普及型ビジネスモデルの構築を 
後に、既存の輸出型産業を論じたい。これまで、コスト削減をサプライチェーン全体に

強いる「やせ我慢」の経営や輸出を行ってきた日本企業は多いだろう。だが、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俟って 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。 
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。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、欧米企業同様、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 
べくブラックボックス化や標準化を仕組むのである12。 
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。 
 

今後 5 年で 106 万人超の雇用創出が可能 
一方、輸出振興でやってはいけないことは、経済的合理性に反してでも輸出を増やすよう

に支援することである。現在、海外の企業がコスト構造に見合った分業体制をグローバルに

構築して事業活動を行っている。彼らとのコスト構造の格差を度外視して日本企業に政策支

援したところで効果的ではなく、またそのような支援を継続することも容易ではない。 
結局、輸出振興とは、税制・規制改革、EPA 締結、新しい輸出産業の育成、そして新し

いビジネスモデルの構築などを指す。こういった取り組みを行い不利な輸出環境を速やかに

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、輸

出促進を図ることは現時点ならば可能だろう。 
輸出振興策を実施してアジア内需など増大する新興国需要を輸出で取り込んだ場合、どの

程度の輸出と雇用が生まれるのであろうか。輸出振興が奏功すれば、海外生産の輸出代替の

ペースは緩和ないし止まることになるだろう。そこで海外生産の輸出代替の進捗の度合い 
                                                  
12 実際、生産分業と自社製品の高付加価値化を仕組んだ大量普及型ビジネスを展開している欧米企業は多

い。有名な事例では、インテルのパソコン事業が挙げられる。同社は、パソコンのマザーボードの生産に

ついて、生産工程を切り分けて台湾企業に委託している。一方、同生産で不可欠な部品である CPU につい

てはインテル自ら手がけるもののその工程はブラックボックス化して秘密にしている。また、その他のマ

ザーボードの部品については、インテルが標準化を主導し、生産コストを引き下げるべく仕組んでいた。

その結果、90 年代後半以降、同価格は急激に低下することで、パソコンが世界で普及したものの、付加価

値の高いインテル部品の需要は増える一方で、価格も高めに維持することができた。日本でも三菱化学が

標準化とブラックボックス化を駆使したビジネスモデルで、技術の陳腐化が進みやすい DVD メディア事

業で成功を収めている。詳細は小川紘一「国際標準化と事業戦略」（2009 年、白桃書房）、拙著「技術で勝

って事業で負けることは日本のものづくりの必然か」（TBR 産業経済の論点 No.10－05、2010 年）参照。 
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図表8 輸出振興策が実施されたときの2016年のベースラインシナリオ
　　　　 からの輸出と雇用の創出見通し

輸出創出額（兆円） 雇用創出数(万人）

①
長期にわたった緩やかな輸出振興
（海外生産の輸出代替割合が0.58)

5.7 41.0

②
5年計画の輸出振興

（海外生産の輸出代替割合が0.56)
8.5 61.5

③
短期で完了する急進的な輸出振興
（海外生産の輸出代替割合が0.50）

14.8 106.6

（注）ベースラインシナリオは、2016年までの世界や日本の経済成長率をIMF世界経済見通し

　　　（2012.1）に依拠していて、為替レートや内外法人税率は全体として2010年水準を維持。

   　　2011年には0.48であった海外生産の輸出代替割合は2000年代後半 のペースで代替が進み、

　 　　2016年には0.63にまで到達。

　　　ベースラインシナリオでは、2016年は2011年に比べて24.9兆円の輸出機会と180万人

　　　の雇用機会が喪失することになる。

　　　三つの輸出振興シナリオは以下の通り。いずれも現在の海外生産の輸出代替

　　　ペースが緩和、ないし代替が止まることを想定している。

　　　　シナリオ①：漸進的な輸出振興で海外生産の輸出代替ペースを止められないまでも緩和へ、

　　　　　　　　　16年時点では輸出代替割合は0.58まで進展。

　　　　シナリオ②：5年計画の輸出振興で16年には海外生産の輸出代替が停止、

　　　　　　　　　輸出代替割合は0.56で落ち着く。

　　　　シナリオ③：急進的な輸出振興で海外生産の輸出代替が急停止、

　　　　　　　　　16年までに輸出代替割合は0.50で止まり、維持される。

（出所）RIETI 「JIP2010データベース」より筆者作成

シナリオ

 
 

を 3 つのパターンに分けて、それぞれの場合において生み出される輸出額と雇用について

産業連関表を使って試算した。なかでも、急進的な輸出振興を行うことでこの 5 年以内に

海外生産の輸出代替の進展を止め、輸出代替割合を 2011 年時点より若干上回る水準に据え

置くことに成功した場合、14.8 兆円の輸出と 106 万人を超える雇用が創出されるとの結果

が出た（図表 8）。 
その際、輸出振興は速やかに実施しなければならないことを強調したい。産業や雇用の空

洞化が一旦発生してしまえば、上で挙げたような輸出振興策を発動しても国内に生産拠点が

失われているため効果が出ないからだ。 
後に、輸出環境の改善について触れておきたい。一時期、国民の関心を集めた TPP 加

盟の論議も現在、尻すぼみの状況となっている。TPP 加盟に向けて動くことは輸出環境の

改善を図るのに役立つだろう。日本国内の雇用創出の視点から TPP 加盟と輸出環境の改善

について再度、国民的論議を促したい。    ■ 
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