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研究成果の概要（和文）：研究の結果、①大企業と比較して中小企業の雇用創出率・喪失率のレベルは低いこ
と、②グローバル化の影響は大企業と中小企業で異なるわけではなく、海外活動をより活発に行うようになった
企業では国内雇用も増え、海外活動を縮小した企業、海外子会社・国内子会社を持たない企業では国内雇用は減
少したこと、③地方の事業所では、都市部の事業所と比べて雇用創出率は低く、純雇用創出率も低いが、グロー
バル化の影響は異なるわけでないこと、④企業における労働者の流出・流入が、企業内部の昇進構造や賃金設定
と相まって労働者にとってのインセンティブメカニズムの一部として機能していることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We found that: (1) the levels of job creation/destrcution rate in small and 
medium enterprises (SMEs) are lower than those in big firms, (2) the effects of globalizaition among
 SMEs are quite the same as those in big firms, (3) job creation rate and net employment growth 
among establishments in rural area are lower than those in urban area, and (4) job flows (from firms
 and to firms) function as a par of incentive mechanism, as well as promotion strucuture and wage 
setting in firm. 

研究分野： 労働経済学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
景気変動と雇用（失業）水準や企業間の労

働移動の動向との関係は、サーチ理論等で議
論されてきたが理論・実証のいずれの面でも
未だ十分に解明されたとは言い難い。1990 
年代以降我が国でも企業の雇用創出・喪失活
動に関する実証研究が蓄積されてきたが、例
えば短期的な需要ショックや生産性ショッ
クに直面した企業が自らの雇用水準をどの
ように調整するのかが十分解明されたとは
言い難い。特に、景気変動に伴う労働者のタ
ーンオーバー（離職・入職）が既存企業相互
間を中心に起こっているのか、新規に創業し
参入したばかりの企業を中心に起こってい
るのかは重要な論点である。また、企業規模
別に見た雇用創出・喪失の特徴についても、
通説とされている「大企業より中小企業の方
が創出・喪失のレベルが相対的に大きい」と
の仮説について、わが国では未だ十分な検証
は行われていない。本研究では、最近 20 年
程度の景気変動と雇用の関係を明らかにし
た上で、雇用創出・雇用喪失のメカニズムに
も踏み込む。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、バブル崩壊以降、グロー

バル化、少子高齢化が進展する中、我が国の
事業所や企業間の雇用移動が景気変動とど
のように関係していたのかを実証的に検証
することである。本研究では、日本の労働市
場を対象に、小企業や新規に創設された企業
が雇用創出に主体的な役割を果たしている
といえるか、もしくはその逆であるかを検証
し、その背景にある企業や事業所の採用活動
や雇用調整の行動原理を解明するための手
がかりを得て、今後の雇用創出・喪失に動向
に対する含意を得ることを目指す。 
 
３．研究の方法 
本研究では 1990 年代から直近までの 20 

年余りを研究対象とし、事業所ないし企業レ
ベルのマイクロデータを用いた雇用変動の
動向に関する実証研究を行う。まず、マクロ
の景気動向が各企業の雇用創出・喪失率に及
ぼす影響を企業規模別に推定するとともに、
企業規模別の雇用調整率比較を時系列で行
い、景気変動との相関を確認する。その後、 
分析を新規開業企業に拡張し、企業規模と同
様に社齢と雇用調整との関係を実証分析す
る。更に、賃金調整の効果を分析するための
賃金動向に関する情報や財務状況などの企
業属性を分析に追加することで、得られた分
析結果の解釈を考察するとともに、自然失業
率水準やジョブフローに関する理論モデル
との整合性を検証する。 
 
４．研究成果 
 研究の概要は以下のとおりである。①大企
業と比較して中小企業の雇用創出率・喪失率
のレベルは低いこと、②グローバル化の影響

は大企業と中小企業で異なるわけではなく、
海外活動をより活発に行うようになった企
業では国内雇用も増え、海外活動を縮小した
企業、海外子会社・国内子会社を持たない企
業では国内雇用は減少したこと、③地方の事
業所では、都市部の事業所を比べて雇用創出
率は低く、純雇用創出率も低いが、グローバ
ル化の影響は異なるわけでないこと、④企業
における労働者の流出・流入が、企業内部の
昇進構造や賃金設定と相まって労働者にと
ってのインセンティブメカニズムの一部と
して機能していることが明らかになった。 
 
以下、Asian Economic Papers に公刊され

た  “The Impact of Globalization on 
Establishment-Level Employment Dynamics 
in Japan,” について、より詳細に述べる。 
既存研究では、海外直接投資／オフショア

リングと国内雇用には補完的な関係、あるい
は少なくとも代替的な関係はないとする研
究が多い。しかし、現実には、最近 20 年間
の日本では、製造業の多国籍企業の海外展開
が進み、製造業の国内雇用は減り続けている。
本稿は、既存研究と観測される事実とのギャ
ップを埋めることを試みた。 
 
 
第 1 図.日本企業の製造業海外現地法人数の
推移 

 
 
第 2 図.日本企業の海外からの調達額、調達
比率 

 
 
 



第 3図.製造業に従事する従業者数の推移 

 
 
第 1図は、1989～2012 年の日本企業の海外

現地法人数の推移である。このように、1989
年には 3,000社弱であった日系企業の製造業
海外現地法人数は、2012 年には 10,000 社を
超えている。これに伴い、日本国内の空洞化
を懸念する声が聞かれる。実際、第 2図から
分かるように、海外からの調達は大きく増加
し続けている。そして、第 3図から分かるよ
うに、製造業に従事する従業者数は、1990 年
には約 1,500 万人であったが、2009 年には約
1,000 万人と 2/3 に減少している。 
 我々の研究結果によると、2006 年～2009
年の間に、純雇用を減少させたのは、子会社
のない企業に属する事業所と海外子会社非
増加企業に属する事業所であった（第 1表参
照）。特に、単独事業所においては、純雇用
減少のほとんどは子会社のない企業であっ
た（第 2 表参照）。海外子会社増加企業に属
する事業所では、海外における活動と国内活
動は補完的であるようであるが、海外子会社
非増加企業に属する事業所では、海外活動は
必ずしも国内雇用を増加させたとは言えな
い。すなわち、子会社を持たない中小企業の
衰退と海外進出企業の成熟化が日本の製造
業の雇用を減少させている。 
 
 
第 1 表.海外・国内子会社有無別の雇用創出
率・雇用喪失率 

 
 
第 2 表.海外・国内子会社有無別の雇用創出
率・雇用喪失率（単独事業所のみ） 

 
 
 多国籍企業の純雇用増減率は必ずしも高

くないが、多国籍企業の雇用創出率、雇用喪
失率の両者ともに国内企業に比べて高い。こ
れは、複数事業所を持つ企業の新設事業所に
よる雇用創出率が高く、廃止事業所による雇
用喪失率の絶対値が高いためである。単独事
業所の新設事業所による雇用創出率、廃止事
業所による雇用喪失率は、多国籍企業であっ
ても非常に低い。日本企業のグローバル化に
より雇用創出率、雇用喪失率が高まることは、
プラス面とマイナス面の両面を持つ。プラス
面としては、雇用創出率、雇用喪失率が高け
れば、市場の変化に適応して資源の最適配置
が行われやすくなることが挙げられる。一方、
マイナス面としては、日本のように雇用の流
動性が低い社会では、高い雇用喪失率は失業
問題を引き起こす可能性が高いことである。
実際、事業所閉鎖が即企業閉鎖に繋がる単独
事業所において、雇用が保蔵される傾向にあ
ることが判明した。 
 国内子会社増加企業に属する事業所の純
雇用増減率は、大企業、中企業、小企業いず
れにおいても、海外子会社増加企業に属する
事業所よりも高い(第 3,4 表参照)。マクロ経
済政策の関心は、多国籍企業の業績拡大に向
かいがちであるが、国内の雇用を創出する観
点からは、より国内子会社増加企業の重要性
が認識されるべきである。 
 
 
第 3 表.大企業・中企業・小企業別、海外・
国内子会社有無別の雇用創出率・雇用喪失率 

 
 
第 4 表.大企業・中企業・小企業別、海外・
国内子会社有無別の雇用創出率・雇用喪失率
（単独事業所のみ） 

 
 
 日本の海外子会社は、現地法人設立から年
数が経つにつれて、日本からの調達を減らし、
現地企業からの調達を増やす傾向がある。こ
れまでのように、海外子会社数が純増してい
る間は、日本からの調達が増え、日本の輸出
も増えるが、ひとたび、海外進出が定常状態



になると、日本からの調達は徐々に減ってい
くことが予想される。そこで、長期的には、
日本企業の海外進出は国内雇用を減少させ
るだろう。これまでは日本企業の海外子会社
数は純増し続けていたが、近年、その伸び率
が鈍化し、日本の親企業と海外子会社の関係
が変化し始めたために、最近の円安が輸出増
加や国内の生産増加に繋がっていないもの
と推測される。 
 国内市場のパイが縮小する中、国内にとど
まる企業の雇用は縮小せざるを得ない。増加
が予想される失業に対するセーフティ・ネッ
トや、サービス産業への雇用の転換を促す再
教育支援が必要であろう。 
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