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要約 

1985 年のプラザ合意を契機とする円高から、日本国内企業のグローバル競争力に対してかげり

が見え始めた。急激な円高は日本製品の価格を急騰させ輸出産業へと大きな不利益を与える。

またグローバル化の進展は企業に対し更なる合理化を求め、これはコストに対する見直しを

迫った。大事なのはコストだけではない。人口減少し飛躍的な拡大が望めない国内市場に対し

て人口が急増し経済成長の速い新興国は需要を求める企業にとって格好の新しいステージとな

りえた。これら背景を得た企業は一つの選択肢をとることになる。産業の海外移転である。 

低賃金に、拡大する市場、原材料の産出地に近接している等、合理化を求める企業にとっては

当然喜ばれる政策であったが、日本はこれにより、自国にあったはずの雇用や生産力を喪失す

る。また早急な海外移転はいたずらに技術の漏えいを招くかもしれぬ。これは一つのパラドッ

クスである。 

我々は本論文においてまずこの空洞化という現象の現状を突き詰めた。すると確かに海外での

生産比率は 17.4％と国内の生産の約２割を国外で賄っているということがわかった。また海外

に移転するメリット（①賃金に代表される労働コスト ②労働力の質・生産性 ③インフラ整

備の状況 ④市場の潜在的成長力  ⑤法規制制度等の自由度・安定性 ⑥地政学低リスクの

程度 ⑦ホスト国の外資誘致に対する考え方）、および日本国内で展開したままにしておくデ

メリット（６重苦といわれる円高、高い法人税、国内の高い賃金、厳しい環境規制、関税障

壁、電力供給の問題）を明らかにした。そこから成長を続ける企業は必ずしも海外移転を図る

だけではなく、日本国内に産業をキープしたままでも政府が労賃に補助をすれば発展が維持で

きるのではないかと考えた。 

我々の提言は政府による企業への労賃補助である。もちろん円高という根本的な問題がクリア

されなくてはいけない最大事項であることは重々承知だが、これはギリシャ危機やアメリカの

債務増加に対する相対的な上昇として円高が進行していることを見ても、日本国内の問題とい

うよりはむしろ国際協調であたる部分が大きいと考えた。ゆえにここでは提言の対象に円高を

含むことを避けている。 

さて我々のモデルであるが、前提となる仮定は今現在国内に工場を持ちながら、その工場を廃

止して国外に工場を移そうとする会社であるとした（なぜなら、この場合国内の雇用がそのま

ま海外へと奪われると考えたからである）これに対し政府が労賃補助を行うことによって企業

のコストを下げ、労働市場の安定化を図る。 

スキームとしては以下である。 

我々が考案した式から企業は自身が負担すべき賃金 a を算出し、政府はそれと最低賃金との差

b を援助する。つまり従業員は給料を企業からもらうだけではなく、国から支給されることに

なる。この企業が負担する賃金 a＝𝐶𝐽は以下の式から導き出される。 

               A f＝Kf＋Ef＋C f＋Rf 

A J＝E J＋C J  

A f ≥ A J  

（文字に対する説明は第３章数値解析で詳しく扱う） 

そして政府は 現在の工場がある地域の最低賃金𝐶𝑀から𝐶𝐽を引いた分をｂとして労働者に支払

う。 
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この政策によるメリットは以下の点である。 

中央政府は産業空洞化を阻止することで国内の経済の活気、消費を維持することが可能にな

る。また雇用の維持の効果が期待できる。当然財政への負担は避けられないが、企業が国内に

とどまり収益を出すことで法人税の増収を見込めるかも知れない（海外に子会社や合弁企業を

設立する際、その企業の利益は課税対象にならない。またこの増収分についての効果は不確か

である）。このメリットは地方政府にとっても同様で、その地域の経済の活力の維持を期待で

きる。また、この政策により労働者がもらえる賃金は最低賃金になってしまうため、この政策

により今まで雇われていた労働者すべてが再雇用となるとは限らない。むしろ今まで働いたこ

とで自身の腕に技術を付けたと感じる労働者はその付加価値を持って、別の工場へと職を探す

だろう。つまりこの政策によって、職を探したいのだが技術がないと感じる失業者を雇用しト

レーニングできる可能性のほうが高い。これは日本全体の技術ボトムアップにつながる可能性

もある。 

この制度を利用する企業のメリットとしては、海外に工場をもつ代わりに、ストライキや

ジョブホッピングなどのリスク、またカントリーリスクの小さい国内で安い労働力を得られる

ことである。また内閣府の資料では製造業の企業の 30%近くが「利用している技術が高度で海

外生産が困難」と回答している1ように、生産技術の高度さから海外移転が困難な場合もある。

企業が低賃金労働を求めて海外進出ノウハウを獲得し、高度な技術を用いた生産を海外で行う

ためのコストを考えると、国内で生産するメリットの大きい企業も考えられる。加えて日本に

工場を存続させておくということは機械のモデルチェンジや技術革新を素早く現場に反映しや

すいというメリットがある。これもまた日本国内の技術革新の成長を早めるという点でプラス

に働くだろう。 
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第2章  現状分析 

第1節 空洞化とは 
我が国は「ものつくり」大国と呼ばれる。石油、石炭、はたまたレアメタルなどの資源に乏し

いがゆえに、自国の技術力を生かして、外国諸国から資源を輸入しそれを加工して輸出する加

工貿易が日本の主2流スタイルであった。 

一方でグローバル化が進行する中、企業の中には旺盛な海外需要の獲得のため海外進出を行う

企業が増えた。中国や東南アジアはもはや無視できないほど巨大なマーケットであり、ここへ

の進出はむしろ率先されるべき事項だろう。 

ならばどうして空洞化という現象が騒がれるのか、ここではみずほ総合研究所が 2011 年 10 月

３日に発表した『空洞化を巡る議論の整理～「良い海外展開」と「悪い海外展開」』に沿って

空洞化を二つに分類しようと思う。 

１、 良い海外展開 

これは産業構造の高度化で自然と生じるものであり、内外の生産コストの差を利用した企業の

合理化政策として当然受け入れられるものである。 

上記のレポートにも「例えば、経済産業省「企業活動基本調査」からパネルデータを作成し海

外直接投資が雇用などに与える影響を分析した樋口・松浦(2003)は、アジアへの海外進出は国

内拠点の付加価値の向上につながり、長期的には雇用に対してもプラスの影響を与えるとの結

果を得た。」とある 

２、 悪い海外展開 

対して、「著しく不利な競争条件や、行き過ぎた円高などに基づき、本来は比較優位を持つは

ずであった企業の競争力までもが低下し、否応なく海外移転に迫られるようなケース、いわば

問題視すべき「悪い海外移転」も存在する。」これは、本来国内で維持することが可能だった

産業を仕方なく海外で代替するものであり、日本の雇用、生産を縮小するばかりか、海外への

技術の漏洩を生じかねず、「国内企業の長期的にも競争力低下をもたらす。」 

我々は今からこの悪い海外展開（＝空洞化と以降は呼ぶ）について議論していく。 

 

次に実際企業の海外進出は行われているのかどうかを見てみよう。 

以下のグラフを見てほしい。これは経済産業省が公表している第 40 回海外事業活動基本調査

結果概要3である。 

                                                      
22 みずほ総合研究所 2011 年 10 月３日『空洞化を巡る議論の整理～「良い海外展開」と「悪い海外展
開」』 

 
3 経済産業省 第 40回海外事業活動基本調査結果概要 
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国内全法人ベースで見たところ製造業計では約 17.2％が海外で生産されていることがわかる。

また製造業の中でも海外進出を選択するかしないかは業種によって違う。例えば鉄鋼業なんか

は、最初の設備投資が膨大である上に、品質を改善しようと思うと日本製の技術や材料が必要

となってくるため海外進出は進みにくく、一般機械では労働者にハイレベルなスキルが求めら

れるほか、品質の高い部材が必要となって海外への進出は進みにくい。 

 

また、実地の関心はどうなっているのかを見るため、帝国データバンクが 2011 年８月３日に

発表した『産業空洞化に対する企業の意調査』を見る。 

 

これによるとなんと企業の 76.5％が産業の空洞化を懸念していることがわかっており、日本国

内の多くの企業が産業の空洞化の進展を肌で感じていることが分かる。また特に懸念先として

集中しているのは製造業であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4帝国データバンク 2011年８月３日『産業空洞化に対する企業の意調査』 
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今後この海外への生産移転は進んでいくのだろうか 

先ほどの表を見ても海外生産比率が 09 年度で 39.3 と最も高い輸送機械について触れるとす

る。1985 年当時のプラザ合意以降の急激な円高の時にも産業の空洞化は世論の関心の的になっ

た。これは 220 円から 100 円台へと移行した超円高であったが、自動車産業はこれをどうやっ

て克服したのであろうか。 

一つは VRA と呼ばれる対日自動車輸入規制であった。これにより日本からアメリカに輸出で

きる自動車は 165 面台に抑えられていたため、日本車はアメリカ国内の需要にこたえるだけの

台数を輸出されなかったのである。 

二つめに当時はまだ北米で自動車生産がそんなに行われていなかったことがあげられる。 

これらにより日本車は供給不足であり販売価格は消費者物価以上に跳ね上がり、自動車産業は

高い利益を上げることができたのであった。 

では現状の円高ではどうなのだろうか、早稲田大学 WBS 研究センター早稲田国際経営研究の

法木秀雄氏による論文「自動車企業のグローバル最適生産と日本国内の空洞化」には「〈図表

２〉に示す通り、今回（2003～2008、2010 年に延ばしても同様と推測される）と、過去の円

高帰還(1983～1992 年)における米国での新車の販売小売価格指数をみると今回の円高期間で

は、米国での新車価格はほとんど引き上げられていない。よって日本からの米国向け輸出車の

現地販売価格の引き上げはかなり困難であり円高分がそのまま収益の悪化につながってしまう

と考えるべきであろう。」とある。 
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5 、早稲田大学 WBS 研究センター早稲田国際経営研究の法木秀雄氏による論文「自動車企業のグローバ
ル最適生産と日本国内の空洞化」 
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このように自動車価格の引き上げでは今回の円高はカバーしきれるものではないと考えるのが

妥当である。つまりコスト削減のため一層の海外への生産移転が進むと予想される。 

第2節 海外移転の良い点 
では海外移転を考える企業は進出先のどのような面を重視しているのだろうか、そこから日本

から移転する企業のインセンティブの良い面を見ることとする。 

大和総研が 2011 年 9 月７日に発表した『中国進出外資企業の選択肢―人件費上昇への対応』

から抜粋してみる。 

「①賃金に代表される労働コスト ②労働力の質・生産性 ③インフラ整備の状況  

④市場の潜在的成長力  ⑤法規制制度等の自由度・安定性 ⑥地政学低リスクの程度 

⑦ホスト国の外資誘致に対する考え方 があげられる。」 

例えば中国の最近の経済成長には目覚ましいものがあり、2010 年の平均最低賃金上昇率は

22.8％。これはまだ日本よりだいぶ低い水準にはあるが、進出した企業の①に大きな影響を与

えている。 

そして②や③はいうまでもなく日本の方が圧倒的に優れている。単に自動車であっても、設計

図を渡せばそれだけで現地の人が製品を完璧に作ることができるというものではない。部品単

位での詳細な図面や各部品の詳細な材料データや実験基準、なによりも生産ノウハウが必須な

のは当然である。 

④に関しては確かに人口減少時代に入った日本よりも新興国の方が内需の拡大は期待できるだ

ろう。 

⑤にあるような 6制度のいきなりの変更や規則の解釈が一定でないといったリスクは企業を苦

しめるものになるだろう。例を出せば自動車産業の海外移転である。現地部品メーカーのため

に設計図を英語に変えるのはもちろんのこと、センチメートルの単位はヤードポンドのように

現地の単位に直せばならぬし、さらには各部品の実験・検査基準もその国に合わせなくてはな

らない。 

⑥に関しては東南アジア、および中国に幅広くリスクは広がっている。 

⑦については上記のレポートを借りる「従来、中国は成長促進・技術導入といった観点から、

ほぼ無条件で外資導入に積極的であったが、2010 年４月に、国内産業政策に合わせて最先端の

ハイテク産業や環境関連産業などを選択的に誘致し、また地理的には内陸部への進出を税制面

で優遇する方針を出している。(抜粋)基本的に外資導入を積極って気に行っていくことに変わ

りはないものの、従来以上に選択的になってくることが予想され、それによって業種、また進

出地域がどこかによって、コスト面にも影響が出てくることに留意する必要がある。」今後輸

送面や地理的に不利な場所でしか工場を建てることができないということがありうるのであ

る。 

つまり、日本から工場を移転しようとする企業は①、および④に惹かれているものだというこ

とができる。 

第3節 日本国内での不満 
今度は企業が日本に抱える不満を見てみよう。ここから日本から移転する企業のインセンティ

ブの悪い面を見ることにする。 

なぜこういった空洞化が生じるのだろうか？よく挙げられるのが以下の「６重苦」といった理

由である。 

                                                      
6大和総研 2011年 9月７日『中国進出外資企業の選択肢―人件費上昇への対応』 
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円高、高い法人税、国内の高い賃金、厳しい環境規制、関税障壁、電力供給の問題 

円高に対応するにはアメリカや欧州の債務危機など提言で改善できる範囲を超えているのでこ

こでは割愛する。法人税は先送りとなってしまったが３年後の法人税減税が決まっている。厳

しい環境規制や関税障壁、電力供給の問題はＴＰＰなど現在政府が対応している場面でありこ

こも私たちの提言で述べるところではない。 

よって政府が取り組んでいない「国内の高い賃金」に関して提言のしがいがあると考えた。 

私たちはこれらを改善するような提言を出すことにする。 
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第3章  モデルの概要 

第1節 本政策のターゲットと趣旨 
この政策でのターゲットは、現在日本に工場を保有していて、工場を稼働させているが、生産

に対する人件費が高く、海外の工場の生産に対してコストが高くかかってしまっているため

に、日本の工場を閉鎖して外国に工場を移設しようと考えている企業である。 

日本の賃金水準で工場を運営すると、人件費が多くかかり、採算が取れないので、企業は賃金

水準の低い外国に工場を移して人件費を削減し、採算をとろうとする。その際に、企業の視点

としては、もし工場を移さずに外国の安い賃金水準と同様の賃金で雇用することを国内で達成

できれば、工場の運営は継続することが可能であり、労働者の雇用を存続することが可能にな

る。現在雇用されている労働者がそのまま労働を継続させれば，新たに雇用する労働者を教育

する際にかかる教育費なども安くすむ。 

しかし、労働者の視点で考えた時、たとえ雇用が継続されたとしても、賃金水準が外国の水

準と同様の状態で雇用される場合は、国内の物価水準と合わない。非常に安価な賃金しか支払

われず、国内で生活するに値しない収入のみを得ることになる。よって労働者の生活は保全さ

れない。雇用を存続させようとしても、国内の物価に対応するだけの賃金は得られない。雇用

が継続されても十分な給料が得られないのであれば、そのまま雇用されることは諦め、他の就

職先を探すであろう。当然であるが、海外の安価な賃金では労働者は雇用されることは望まな

い。 

今回の提言は、以上のようなジレンマを解消するべく、国や地方公共団体が登場する。国内の

物価水準と海外の労働賃金に差がある今の経済状況を、国や地方公共団体による出資で補完す

ることで、企業にとっては国内の労働者を海外の人件費で雇用することを可能にし、労働者に

とっては雇用が継続された上に国内の物価水準に対応する賃金を得ることが可能になる、とい

うものである。以下で具体的にどのような政策を考えているかの概要を説明しよう。 

この政策を提言する上で考慮する必要がある問題として、本政策と企業に対する補助金の違い

がある。政策で達成しようとしていることは、海外移転を考える企業が国内工場を継続させる

ことに対する補助金と同様である。しかし、補助金では達成しえない問題が存在し、その為に

本政策を提案する。その違いや本政策の利点についても概要の説明の後に触れる。 

 

第2節 国や地方公共団体による補助の

方法 
 

本政策では、企業が雇用する労働者の賃金を、「企業」と「国や地方公共団体」が分担する

ことを考える。仮に、企業の支払う賃金を a 円、国と地方公共団体の支払う賃金を b 円とす
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る。たとえば、a=300,b=700 とすると、企業は労働者に対し時給 300 円を支払い、「国や地方

公共団体」は労働者に対して 700 円を支払うことになる。この条件では、企業は時給 300 円で

日本人を雇うことが可能であり、労働者は時給 1000 円で雇用されることができる。実際には

この金額では国が支出する金額が膨大すぎる上に、例示された金額は何の根拠にも基づいてい

ない。実際に政策として運営する際に a および b を決定するためには、適正な a および b を議

論・考察する必要がある。本提言の分析で、a および b の分析方法とその試算が提示されてい

る。 

 国と地方公共団体の間の補助の負担方法であるが、生産拠点がその地域に存在することの外

部経済の度合いから、適切に負担を分配するべきである。たとえばシャープの亀山工場の誘致

の場合、三重県・亀山市がそれぞれ 45 億円、90 億円の補助金を交付している。生産拠点、と

くに高い技術をもつものは日本全体の経済にも影響すると考えられ、ゆえに本稿で提言する政

策の目的に日本経済の活力維持も含んでいる。そのため本稿では中央政府も一定割合の負担を

するという想定をしている。 

 余談になるが、亀山工場の事例ではシャープの撤退に際して三重県が補助金の払い戻しを求

めた。このような場合に備えてこの政策にも企業と地域が長期的な互恵関係を築けるような十

分な制度設計が必要であろう。 

 また、補助金を交付する際に、事業のコスト意識が希薄化するのは効率性を損なうため避け

なければならない。この政策に関して事業を運営するコストの過度な負担には注意を払うべき

だろう。 

 

第3節 スキームへの申請から国の賃金

補助までの流れ 
 

この政策で提供するスキームを使用する企業は、現在の人件費では採算をとることが難しく、

海外に工場移転を考えている。この段階で政府の提示する本政策のスキームを使用することを

申告する。申告する際に企業は、仮に海外に移設するのであれば現地で雇うであろう人間の数

の試算を国に提出する必要がある。この試算に基づき、試算上で解雇されることになっている

労働者は一端解雇する。海外に工場を移転する際にも雇用し続けると企業に意思決定された労

働者以外は全員、この政策によって工場が日本に残ったとしても一端解雇される。たとえば、

労働者 1000 人いるうち、200 人を海外でも雇用し、800 人は新たに海外で雇用する、と企業

が試算している場合、企業の雇用リストに入らなかった 800人は解雇される。 

ここで一端、という言葉を用いるのは、この解雇のあとで行われる企業の行動と、労働者の

意思決定によるからである。一度労働者を解雇して後で、企業は労働者に対して再雇用を提示

する。条件は、給料がその地域の最低賃金になることである。最低賃金になることを条件とし

て、労働者は同じ職場で働き続けるか、他の雇用先を見つけるかを選択できる。条件をのんで

再雇用を選択した場合は確実に雇用されるとする。ここで、労働者は、二つの選択肢のどちら

も選びうる。新たな就職先が発見できそうにないと考えた場合、最低賃金でも雇用が必要と考

えて、再雇用を希望するかもしれない。また、再雇用されても最低賃金しか得られないなら

ば、他の就職先を探そうと考えるかもしれない。ここでは、解雇された 800 人のうち、400 人

が再雇用を希望し、400人は他の就職先を探すと仮定する。 

次に企業がとる行動は、国がリストアップしている失業者のリストから、この 400 人の欠員

を埋めるべく、雇用する人間を決定することである。企業は、国がハローワークなどからリス

トにした失業者のなかから、工場で雇用する新たな労働者を選択し、雇用する。こうして、企
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業は解雇した 800 人と同じ人数の新労働者を調達する。これらの手順で雇用が決定した新労働

者には、企業から時給 a 円、国や地方公共団体から b 円、合わせてＡ円の給料が得られるよう

になる。Ａ円はその地域の最低賃金で与えられる。 

 

第4節 本政策の懸念と考察 
この政策を行う上で、注意すべき点がある。もしある企業の運営する工場が、実際には海外へ

の工場移転を考えていないにも関わらず、移転を考えていると国に申告する場合がある。企業

は申告することで労働者全員の賃金を最低賃金に設定できるので、申請するインセンティブを

持つ。この制度が、人件費削減のために悪用されかねない、という懸念事項が存在している。 

しかし、実際にはおそらくこのような企業は少ないのではないかと予想される。この申請をす

る、ということは、労働者の雇用を大幅に削減する宣言なので、当然労働組合には強い反発を

受ける。実際に海外移転を考えるほど採算をとるのが困難な状態である企業ならば、強い反発

に対しても申請を出す、もしくは海外移転をして大量の解雇をすると考えられる。しかし、実

際には海外移転を考えていない、つまり採算をとったまま国内での工場運営が存続されている

企業の場合、そのまま運営が継続できるにもかかわらず、あえて労働組合の強い反発を受ける

インセンティブはあまりない。よって、この政策スキームを申請するのはほとんど実際に海外

移転を考えている企業のみになる。 

 

第5節 企業に対する補助金と本政策の

違い 
企業のみの費用計算で、国内の労働者を、海外の物価水準で雇用するのは不可能である。よっ

て、国や地方公共団体の出資で企業の雇用を支える。これが政策の目的であるならば、海外移

転を考えるが国内にとどまった企業に対して補助金を渡すことでも同様の効果が表れると推測

される。ではなぜ補助金ではなく雇用者じしんに対する支払いなのか？ 

理由は二つある。一つ目は、単純に企業が制度を悪用した申請を行っても判断できないためで

ある。もし国が企業自身に補助金を支払うならば、実際に海外移転を考えていなくても申請を

出すことが可能である。本政策では、国に政策スキームの申請を出した場合は労働組合から高

い反発を受けるため、虚偽の申請に対する抑止の効果を持っていたが、企業に対する補助金で

あれば、労働者自身の給料には影響しないので、抑止となる労働組合の力はない。 

二つ目は、政府の支出の全額が雇用の効果に反映されない可能性である。補助金で政府が企業

に与えると、そのうちの幾分かを企業自身の内部留保に回す可能性がある。企業自身のもとに

補助金は残ってしまい。政府支出の全額が雇用に影響しない可能性がある。本政策では、政府

支出は全額雇用者自身に支払われるので、企業が内部留保にする方法はなく、効果的に雇用を

促進できる。 

以上の理由から、本政策は補助金での雇用促進とは一線を画した位置づけであるといえる。 
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第6節 まとめ 
以上が本政策の概要である。この政策が実施できれば、国内の労働者を海外の物価水準で雇用

できる企業と、産業空洞化問題で雇用の場を失われつつあるにも拘わらず、国内の物価水準で

雇用が維持される労働者という矛盾した二者の両立が可能となる。以下の分析では、このモデ

ル内に登場した a および b が実際の金額としていくらほどが妥当なのかを求めるべく試算をお

こなっている。 
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第4章 数値解析 

第1節 モデル式 
さて、では具体的に式を導き、それに数値を導入してみよう。 

まず海外に工場を移転したときにかかる労働者一人当たりの総費用をA fとし、新しく工場

を建設するうえでかかる労働者一人当たりの費用をKf、かかる雑費をEf、一人当たりにか

かる労賃をC fとする。そして海外で工場を稼働させる中で起こりうるリスク（ストなどに

よる操業停止や、デモなどによる施設破壊）をRfとおく。 

この場合労働者一人当たりの時給換算で見た海外移転の総費用は 

A f＝Kf＋Ef＋C f＋Rf 

というふうに表すことができる。 

次に国内にある現在の工場を取り壊すことなしに、操業を続ける場合にかかる総費用をA J

とする。かかる雑費をE J、一人あたりにかかる労賃をC Jとする。 

その場合労働者一人当たりの時給換算で見た国内で工場を稼働し続ける総費用は

A J＝E J＋C J  

となる。 

海外に工場を移転する費用が国内で稼働し続ける費用よりも大きいとよいから 

A f ≥ A J  

両辺に代入すると 

              Kf＋Ef＋C f＋Rf ≥ E J＋C J  

求めたいのはC Jなのでそのように式変形すると 

              C J ≤ Kf＋Ef − E J＋C f＋Rf 

ここでEfとE Jに関してだが、雑費の中には従業員のトレーニング費用や製品のテストにか

かる費用などを考慮したものである。これは確かに設計図を英語に変えたり、センチメート

ルの単位をヤードポンドのように現地の単位に直すことを考えるとEf ≥ E Jとなるかもしれな

いが、企業の合理化努力によって限りなく Ef＝E Jとなると仮定して話を進めるとする。 

すると 

                C J ≤ Kf＋C f＋Rf 

これが一つのモデル式となる。 

第2節 リスクについて 
このモデルのRfについてだが、このRfの中身を数字ベースでこれと定めるのは非常に難し

いし様々なバイアスがかかる。 

実際にカントリーリスクの研究法には次の３つがあると言われている。 

 

(1)デルフォイ法 
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これは、当該国の将来動向に影響を及ぼすと想定される要因を定め、その要因についての

専門家によるスコアリングをもとに、カントリーリスク評価をするものである。 

(2)エコノメトリックス法 

これは国際収支の予測に関連する経済変数を組み込んだ計量モデルにより判断するもので

ある。仮定を設けてシュミレーションを行い、説明変数としての経済指標の変化が、被説

明変数としての経済指標に与えるインパクトを分析するのである。 

(3)総合的包括法 

これは上記の(1)(2)を総合して評価するものである。定量的要因を計量モデルで分析する一

方、国際収支上の困難、対外債務返済力の低下を招きかねない当該国の政策動向や、政

治・経済情勢の安定度などを定性的に分析した後で、両者間のウェートつけをおこない、

包括的に評価する手法である。 

（以上カントリーリスク評価と通貨危機からの教訓 2000 年７月 1 日さくら総合研究所

斉藤寿昭より） 

私感であるが世界平和度指数は(1)にあてはまるのではないかと思う。またカントリーリス

クの研究：理論と実証と評価モデル(井上久志著)には次のようなモデルが紹介されてい

る。 

D.S.=0.079X1-0.396X2+0.232X3-0.548X4-0.426X5+0.000X61-0.091X62-0.135X63-0.032X64-

0.535X65-0.083X7 

X1；一人当たり GDPの実質成長率 

X2；マネーサプライ増加率 

X3；輸入カバレッジ 

X4；政治不安程度 

X5；対外債務残高（ディスバース分のみ）/輸出 

X61；ダミー変数（高所得国） 

X62；ダミー変数（上位中所得国） 

X63；ダミー変数（中位中所得国） 

X64；ダミー変数（下位中所得国） 

X65；ダミー変数（低所得国） 

X7；中央政府財政赤字額/同歳出総額 

これは定量的なものに比べて、定性的なX4を加えてウェイト付けしているので(3)と言え

る。 

これらカントリーリスクの評価法を用いてRfを算出する。 

第3節 数値の導入 
以上Rfの算出方法については様々な議論やモデルがあることを説明した。ここでは仮に

Rf＝100と仮定する。 

今中国の広東省に 10 億$規模の工場を建設しようとしている企業があると仮定する。広東

省の最低賃金は 1300 元、今１元 12.105円、１か月に 160 時間働くとすると彼らの時給は

98.35円となる。これを仮に 100円としよう。 

次に 10 億7$8の工場を労働者一人当たりの時給に換算する。１$75 円と仮定すると 10 億

$の工場は 750 億円である。これが約 50 年稼働すると仮定すると１年に掛かるのは 15 億

円これを 3000 人の従業員で使用するとすると一人当たり年に 50 万の費用である。時給に

換算すれば 260.41円。260円としよう。 

                                                      
7カントリーリスク評価と通貨危機からの教訓 2000年７月１日 さくら総合研究所 斉藤寿昭 
8 カントリーリスクの研究：理論と実証と評価モデル（井上久志著） 
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これらを代入すると 

                C J ≤ 260＋100＋100 

C J ≤ 460 

起業が負担すべき労賃は 460円となる。 

もし現在の工場が高知県にあるとすると最低賃金は 645 円だから、政府が負担するのは

645－460＝185円である。 

結果的にこの労働者は最低賃金分は生活が保障されることになる。 
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第5章 メリットと課題、問題点 

第1節 政策の主眼 
問題意識で述べていることだが、この提言全体の目的・主眼は、産業空洞化の阻止、失業の拡

大防止という点にある。国内に工場をもつ企業が、国内の工場において海外の賃金水準と同様

の低賃金で労働力を確保することを国や地方公共団体が補助し、生産拠点を国内に維持させ

る。その結果として、国内事業と海外事業の役割分担の程度を超えてしまっている海外移転を

防ぐ。また、もし工場の海外移転をするならば失われてしまう国内の雇用を、ある程度は維持

でき、国内の失業率低下を緩和することが可能である、というメリットもある。 

 

 

第2節 各経済主体にとってのメリット

①政府 
次に各主体にとってのメリットを挙げる。この政策により国内工場の海外移転が阻止できる場

合、中央政府は産業空洞化を緩和することが可能であり、結果として国民の雇用を維持するこ

とが期待できる。また、その結果として、失業率の低下を緩和できるので、国内の経済の活気

を維持することが可能になる。この政策において、国内の物価水準と海外の賃金水準の差額を

補填するのは財政なので、当然財政への負担は避けられないが、この政策の効果として、国内

工場の移転を考えていた企業が国内にとどまり収益を出した場合、法人税の増収を見込めるか

も知れない（海外に子会社や合弁企業を設立する際、その企業の利益は課税対象にならない。

この法人税の増収分についての効果は不確かであるが、もし海外移転する場合は課税対象にな

らないので、この政策を行うことにより確実に法人税の税収は増加する。政策による税収の増

加と法人税の増加の大きさは、本論文では比較されていないが、試算することは可能であ

る）。ここで中央政府に対して議論されているメリットは地方政府にとっても同様であり、そ

の地域の経済の活力の維持・雇用の維持を期待できる。 

また、国の産業政策として、考えるべき点が存在する。内閣府の調査で、製造業の企業の 30%

近くが「利用している技術が高度で海外生産が困難」という回答をしている結果が得られてい

る9。日本の製造業の戦略として、汎用技術の生産過程は人件費等の費用を浮かせるために海外

に工場移転し、対照的に、生産に高度な技術を必要とする生産過程は国内に存続させ、海外企

業が日本の技術の核ともいうべき技術、製造の要になる高度な技術を模倣できないような戦略

                                                      
9 内閣府 今週の指標 No.676 2005/11/14 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2005/1114/676.html 
 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2005/1114/676.html


ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 2

1 

をとってきた。しかし、円高などの影響が深刻化すると、このような高度な技術を必要とする

生産過程も海外に移転して生産費用を削減せざるを得ない企業が出てくるかもしれない。この

場合、日本の核である技術は海外に流出し、海外企業により模倣され、日本は技術面において

も国際競争力を失う。世界の安い人件費で高い生産技術を提供する工場が発生してしまう。人

件費で国際競争力をもたない日本の製造業が、技術の模倣をされた場合、日本製造業が駆逐さ

れる。この時、本政策を用いずとも国内の賃金で稼働できていた国内の工場も、世界の安い人

件費・高い技術をもつ生産能力にかなわず、海外移転を余儀なくされる可能性がある。結果と

して、日本から製造業が失われてしまう可能性がある。本政策は、海外移転する可能性のある

工場のみを救う制度に見えるが、国内全体の製造業、引いては日本全体を保護する要素を含ん

でいることを主張しておこう。この構造から、海外移転を考えている工場の賃金補助をする政

策を国や地方公共団体が行う意義があり、雇用政策がメインでありながらも、日本経済に深く

根ざしている「工業大国・日本」を保護し、外国に対する国全体の競争力を保持する為の政策

である、ともいえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3節 各

経済主体

にとって

のメリッ

ト②企業 
次に、この政策スキ

ームを利用する企業

に視点を移そう。こ

の制度を利用する企

業は、もし海外に工

場をもつ場合、その

国に関して、数値で判断可能な要素と、数値で評価できない要素の両方を受け入れた状態で工

場を運営することになる。数値で判断可能な要素とは、人件費や工場の建設費、労働者の教育

費などの経済的・金銭的に試算可能な要素である。これに対して、数値で評価できない要素と

は、ストライキやジョブホッピングなどのリスクやカントリーリスクという、その国の政治的

不安定度などを反映しているような、金銭的に評価することが不可能、もしくは困難な要素で

ある。この政策のスキームを使用すれば、政治的安定度やカントリーリスクの低い日本国内に

おいて、海外の人件費と同水準の賃金で労働力を得ることができる。また、上でも確認した通

り、製造業の企業の 30%近くが「利用している技術が高度で海外生産が困難」と回答している
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ように、生産技術の高度さから海外移転が困難な場合もある。企業がこのような高度な技術を

必要とする生産過程においても低賃金労働を求めて海外進出を考えたとき、海外移転をするノ

ウハウを獲得して高度な技術を用いた生産を海外で行うためのコストは、使用する技術が簡単

な生産過程と比較すると大きなものになるであろう。そのような、高度な技術を必要とする生

産過程を請け負う工場を保有する企業は、国内で生産するメリットが大きいかもしれない（事

実、以前までは海外に工場の移転が促進していたが、現在国内回帰をさせる風潮がある）。 

東レ経営研究所の増田貴司氏のレポート10 では 2004 年前後にメディアなどで多く取り上げ

られた工場の「国内回帰」について、国内生産の増加の原因は主に景気循環要因にすぎないと

しながらも、デジタル機器関連を中心に国内に高付加価値品の生産拠点を置く動きの活発化の

理由について以下のような点を指摘している。 

 

・短納期への対応が容易でリードタイムの短縮が期待できる 

・幅広く奥深い技術の蓄積や「擦り合わせ」の強みが利用できる 

・先端技術を社内で蓄積・保護していく観点から、技術のブラックボックス化を進める 

・研究開発と生産の一体化を重視する 

 

また下に示した図からも高付加価値品は国内で生産される傾向が強いことが見て取れる。産業

の空洞化に関して、我々は高付加価値品の生産まで海外移転されてしまうのは日本にとっての

大きな損失であると考える。もし高付加価値品の生産技術が日本経済に外部経済をもたらすな

ら、そのような生産拠点が国内にとどまるための支援策もある程度正当性をもつのではないだ

ろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 TBR 産業経済の論点 『わが国製造業の競争力は回復したか～工場の「国内回帰が意味するもの」
～』増田貴司氏 2004年 http://www.tbr.co.jp/pdf/report/mon_a003.pdf 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 2

3 

第4節 各経済主体にとってのメリット

③労働者 
 最後に、労働者にとってのメリットをあげる。いうまでもなく、工場が海外に移転された場

合。多くの労働者が解雇され、職を失う。他の就職先を見つけられた労働者はまた働き収入を

えることが可能だが、全員が就職先を簡単に見つけられる確率は限りなく低い。失業者が必ず

発生する。雇用されている工場が本政策のスキームを使用した場合、自身の雇用が保持され

る。多くの場合、給料は最低賃金より高い額の給料であるなか、この政策スキームを使用すれ

ば、労働者の給料は最低賃金に減額してしまうが、雇用されない場合もあるので、確実に雇用

される政策が与えられることは、労働者にとっては大きなメリットとなる。また、他の就職先

を探すかどうかの選択肢が与えられている点で、この政策が行われていない状態での選択肢も

存在するので、この点でのデメリットはない。安定した就職を得られることこそが、政策が存

在しないならば解雇されているであろう労働者にとっての最大のメリットである。 

 

第5節 本政策の問題点 
上記では本政策のメリットばかりを列挙してきたが、この政策には当然デメリットも存在す

る。以下ではこの政策のデメリットを上げていこう。この政策の課題・問題点として、第 1 に

保護政策的な側面が挙げられる。現在の国際社会は TPP などを典型例とする自由貿易への流れ

が存在している。この国際社会の風潮の中では、日本の産業と雇用を保護する目的のこの政策

は政治的に望ましくないといえる。この政策の目的は日本の経済的な国益に限定されるので、

国際社会の中でこの政策が受け入れられるかという問題がある。第 2 に、企業支援のスキーム

を用意したとしても、実際にはどれだけの利用があるか、またどれだけの効果が上がるかにつ

いては確かでない。さらには、財政支出やその他のコストに対してどれだけの便益があるか、

つまり費用便益分析は行っていない。第 3 に政府による労働力の価格操作という性格が否めな

いという批判も出てくるだろう。さらに比較優位に基づく企業の利潤最大化行動を財政支出を

もって変えようとしていることは、結果として厚生を低下させる恐れがあると考えられる。 

 以上のようにこの提言は効果が保証されたものではなく、具体的かつ詳細な内容に欠く。し

かしながらこの提言は修正・変更によって多くのバリエーションの可能性があり、また日本の

戦略が何にプライオリティーを置くかによってこの効果の度合いも異なってくるだろう。この

提言は一つのひな型であり、このプロジェクトに関わる中央政府・地方政府・企業の設計によ

って各企業・地域の実情に合った形で行われることが望ましいと考える。 

 本稿では生産設備の海外移転（国内工場の閉鎖、海外に新設）の場合に限っているが、政策

のバリエーションの一例としてこのアイデアを経済特区に組み込むことで産業の集積によるメ

リットを得ること11や、反対に災害時などに工場が受けるリスクの分散のために工場の分散化

の促進に利用することもできる（実際に経済産業省は、国内サプライチェーン（供給網）の強

化策と電力需給対策として生産拠点の分散化を進める企業に補助金を交付するという政策を公

表している12）。 

 

 

                                                      
11  クリスタルバレー構想 http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/valley/index.htm 
12産経 biz: http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110623/mca1106230505012-n1.htm 

http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/valley/index.htm
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110623/mca1106230505012-n1.htm
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第6章 提言の拡張とまとめ 

第1節 議論の拡張 
 

 

 ここまでの状況仮定から離れて、この提言は、海外に生産拠点をもつ企業について、海外の

その拠点から別の第 3 国に移管する予定の生産設備を日本に呼び込む（呼び戻す）場合にも応

用可能である。事実、みずほ総合研究所の資料では、中国の賃金の急激な上昇は 2015 年まで

に中国の「低賃金神話」は終焉すると予測されている13。さらに内閣府の資料14では海外から縮

小・撤退した企業の 44%が「第 3 国への移管」をしたと回答している。今後、「世界の工場」

である中国の低賃金のメリットが失われたとき、低賃金に惹かれて中国に生産設備を置いた企

業が中国から撤退する可能性は十分に考えられるだろう。その際、少なからぬ企業が第 3 国へ

の移管を行うならば、その設備を日本に誘致することで本提言の拡張を狙うことができる。 

 その際、第 3 国への移管を考えている企業はいずれにせよ新たに設備投資を行わなければな

らない。もし日本の政策がその企業への補助を行うとするならば、第 3 国と日本における設備

投資費の差額を補助すればよい。この点において海外で順調に活動している企業を誘致するよ

りも実現可能性は高いだろうと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 みずほ総合研究所 アジア・オセアニアインサイト 2010/8/6 

http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/asia-insight/asia-insight100806.pdf 
14内閣府 今週の指標 No.676 2005年 11月 14日 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2005/1114/676.html 
 

http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/asia-insight/asia-insight100806.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2005/1114/676.html
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 先の分析の数式でいえば、 

CJ = Kc − KJ + CC + RC 

となる。 

この式の等号が成り立つように、設備投資費の一部を政府が補助するという政策もありう

る。この式に収まらない要因も存在する。たとえば、前述のように短納期への対応の容易さな

どの国内生産のメリット、反対に海外の市場に近いなどの海外生産のメリットがある。これら

を勘案したうえで、企業が生産拠点を国内に置く十分な誘因が存在するように条件を整えてゆ

く。これ以上の分析は前の部分と重複するので割愛する。 

 

 この議論の拡張から、提言の内容を地域活性化を目的とした工業地区の形成や規制緩和や減

税と絡めた経済特区の創設へとつなげることができる。 

 ここで実際の事例を一つ紹介する。 

商工総合研究所のレポートより引用抜粋。 

○シャープ（亀山工場） 

大手エレクトロニクスメーカーのシャープは三重県亀山市内の工業団地に進出し、三重県と

亀山市から巨額の補助金（総額 135 億円）を受けた（図表 3 の区分けでは、三大都市圏）。一

方、県と市は地元住民の新規雇用や不動産取得税、住民税等の税収入効果が、雇用約 7,200

人、県税だけで約 110 億円と発表されている（図表 11）。また三重県の鉱工業生産指数の推移

で見ると、電子部品・デバイスの生産指数が他の製造業に比べて飛躍的に増加していること

が、顕著にわかる（図表 12）。このようにシャープのケースでは新規立地を伴う企業進出（工

場等の建設）は、立地した企業及び誘致した地元自治体双方にとって多大な効果がもたらされ

ている。 

地元自治体側から見た企業誘致成功の要因と最終的にシャープが亀山市に立地した要因を纏

めると、以下の通り。 

(ⅰ)三重県の成功要因 

①トップセールス 

2000 年 当時の三重県北川知事が、クリスタルバレー構想により、シャープの経営陣に直

接、誘致をセールス。 

②県の迅速かつニーズに合わせた対応 

③補助金の支給～三重県は 90億円の補助金 

(ⅱ)シャープの立地理由 

・「亀山への進出理由は、既存工場に近い、液晶産業が集積している、行政手続の早さ、破

格の補助金の 4項目」（中村成夫専務）。 

・「三重県には 60社を超える液晶関連メーカーがあり、液晶事業を展開しやすい」 

（町田社長）。 

シャープから見ても、補助金が決め手の 1 要素になっていたことが、理解できる。なお、三

重県の企業誘致策は、その後他の自治体の誘致施策見直しや補助金限度額の引き上げなどに大

きな影響を与えている。 

 

 

立地  

・亀山市内の亀山関テクノヒルズ工業団地に立地。付近には東名阪自動車道や名阪国道、国

道  １号線などが接続する亀山ＩＣがある。交通の便に優れた地域。  

特徴 

・最新鋭設備による液晶テレビの一貫生産と生産設備のブラックボックス化。前者はコスト

削減、後者は生産技術の流出防止に大きな効果があるとされる。なお、亀山工場が完成するま
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では、同じ三重県多気町にある同工場が液晶の主力工場であり、現在は液晶テレビ向け以外の

液晶パネルは多気工場が国内主力生産工場。  

・敷地内の屋上や壁面に太陽パネルを設置したり、製造工程で生じた排水を 100%再利用す

るなど  環境に配慮した工場としても注目されている。 

・現在では亀山工場で生産された液晶テレビが「亀山産」と呼ばれ、工場名がブランドと

なっている。  

・三重県 90 億円～「産業集積促進補助金」（90 億円を限度に投下資産額の 15%を補助す

る）を適用。亀山市 45 億円～「産業振興奨励金」（固定資産税の 9 割相当額を毎年交付す

る）を適用総額 135億円の補助金 

・シャープ亀山工場と関連企業 40社の雇用総数～約 7,200人  

・亀山工場立地による県税収入～04、05 年度の 2 年間合計で約 110 億円。内訳は、04 年度 

約 50 億円、05 年度 約 60 億円。うち亀山市と鈴鹿市の事業所分 36 億 2,000 万円。   こ

の結果、亀山市は市税が増加し、地方公共団体の財政力を示す「財政力指数」は、立地前の   

03年度 0.78から 06年度は 1.15と向上し、地方交付税交付金の不交付団体になっている。   

 
15 

 

                                                      
15商工総合研究所のレポート 補助金及びその活用事例と企業誘致推進～自治体の企業誘致関連事例を中
心に～ 
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第7章 まとめ 

 
 以上の分析から、日本の産業空洞化による経済の減退と雇用の喪失を防ぐために佐藤ゼミは

低賃金労働の供給を支援することを提言とする。 

繰り返しになるが、この提言内容はそのまま適用可能な完成形ではなく、問題も多い。特にカ

ントリーリスクの分析など、実際の学者の中でも計測方法が分かれているものなどについては

企業と政府による綿密な議論が行われる必要があるだろう。分析についてもとくに実際の数値

を用いたものは試算に困難を伴ったために厳密なものではなく、少なからぬ批判を受けるべき

である。ゆえに実際の数値がケースにより異なることと合わせれば、分析については粗い「概

算」と捉えるべきである。提言内容・分析の「遊び」は、反面この提言から派生しうる多くの

バリエーションの可能性を残している。本稿で経済特区などをバリエーションの例として挙げ

たが、特区の経済効果（産業集積などによるもの）については本稿では言及しないことにす

る。佐藤ゼミとしてはこの提言が、応用するケースの事情、つまり政策にかかわる政府や企業

の利害や、経済特区であればその地域の実情に合わせ柔軟に適用され、日本経済の再浮上の助

けとなることを望む。 

 

 


