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（要旨）   

○ このところの就業者数は前年比マイナスでの推移が続いているが、就業者数を細かくみると自営業

主、家族従業者が下押し要因となっている。自営業主、家族従業者は、中小企業の景況感悪化による

倒産によって減少していると考えられる。一方の雇用者数については、今のところ企業は残業時間の

削減や新規採用の見送りなどを通じて労働投入量の調整を行っていることから、依然として横ばい圏

内での推移が続いている。 

○ 今のところ深刻な調整には至っていない雇用者であるが、非正規労働者については製造業において、

減産に伴う設備稼働率の抑制や工場の閉鎖とあわせて派遣労働者の雇止めが行われていることから、

すでに雇用調整は始まっている。また、正社員についても、2009 年中には雇用調整が始まる可能性

が高い。今回の景気後退局面では、非正規労働者、正社員を問わずに雇用調整が行われることにな

る。すでに、景気後退局面入りしてから１年ほど経過したと推測されるが、依然として景気の底入れ

を示す指標は見られず、むしろここにきて悪化のスピードは加速している。これらの影響がラグを伴

って雇用に波及してくると考えると、雇用はこれから長い調整局面を迎える可能性が高い。 

○ 雇用調整の深度については金融不安やアジア通貨危機に端を発した景気後退での雇用調整や、ＩＴバ

ブル崩壊によって景気後退したときの雇用調整を大きく上回る深さに、期間についてはこれらを超え

過去最長となる。この就業者数の減少を失業率に換算すると、就業者数の減少分のみで 08 年度は

0.72％ポイント、09 年度は 2.12％ポイント、10 年度は 0.77％ポイント失業率を押し上げる計算とな

り、仮に労働力人口を横ばいと仮定すると 09 年度は 6.1％、10 年度は 6.8％にまで失業率が上昇す

ることになる。労働力率の低下によって失業率の上昇は緩和される点を考慮しても、09 年後半には

失業率は５％を超え、10 年には過去最高となる 5.5％も視野に入ってくるだろう。個人消費にとって

かなりの下押し要因になることは間違いない。 

 

○ 雇用環境は足元での景気後退を背景に悪化傾向にある 

12 月 26 日に発表された 11 月の完全失業

率は 3.9％と 10 月から 0.2％ポイント悪化し、

トレンドでみても就業者数の減少、失業者数

の増加、労働力率の低下と雇用環境の悪化を

示すものであった。今後、深刻な景気後退が

予想される中で大手企業でも従業員の削減計

画が発表されるなど、先行きの雇用環境につ

いて不透明感が高まっている。 

そこで、本稿では足元での雇用環境の確認

とその先行きについて展望してみたい。 

 

 

(図表１)就業者数（前年差）
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○ 就業者数の減少は自営業者、家族従業者の減少が原因 

まず、足元の雇用環境を確認するために就業者数の前年比を寄与度分解してみた。（図表１）すると、雇

用者はほぼ前年比横ばいでの推移を続けているのに対して、自営業主1と家族従業者2は前年比のマイナス幅

が拡大傾向にあるのがわかる。 

中小企業の景況感を示す指標は軒並み過去の景気の底に匹敵するほどの深さにまで落ち込んでおり、それ

に伴って倒産件数も増加傾向にあることから、農家、個人商店の倒産、廃業の増加によって自営業主、家族

従業者が減少し、就業者数の減少に寄与したと考えられる。（図表２）先行きについても、中小、零細企業

の経営環境にも改善は見込みがたく、自営業主や家族従業者も減少基調を維持する公算が大きいだろう。 

 一方の雇用者数は、引き続き前年比横ばい圏内での推移を続けている。これは、景気後退によって人件費

抑制圧力は高まりをみせているものの、企業は労働者に対して採用、教育などでコストをかけていることか

ら、労働時間の削減や新規採用の見送りを行うことによって、既存の雇用者を守っているからである。（図

表３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 先行きは非正規労働者・正社員を問わず減少基調に転じる可能性が高い 

このように、今のところ雇用者は深刻な調整を免れているが、先行きについてはどうであろうか。雇用者

の先行きについて非正規労働者と正社員に分けてみていきたい。 

まず、非正規労働者からみてみよう。非正規労働者は統計を用いてその推移を把握することは難しいもの

の、正社員と比較して雇用調整がしやすく、非正規労働者を中心とした大規模な従業員の削減計画を発表す

る企業が増えていることなどから考えると、すでに雇用調整が始まっていると考えられる。厚生労働省が 12

月 26 日に発表した「非正規労働者の雇止め等の状況について」の報告によれば、12 月 19 日時点で派遣・契

約・請負などの就業形態で雇止めをうけた、もしくは３月までに受ける人は 8.5 万人であり、その内訳をみ

ると、95％以上が製造業によって占められているのがわかる。（図表４）製造業への労働者派遣は、労働者

派遣法の改正により解禁されて以降その数を増やしてきたが、足元での輸出の急減速による生産抑制の必要

性から、設備稼働率の抑制や工場の閉鎖などと合わせて雇止めが行われていると考えられる。（図表５） 

先行きについても、12 月 19 日以降大規模な非正規雇用の削減計画を発表した企業があることや、鉱工業

生産の予測指数で、先行き生産活動の急減速が示されていことなどを合わせて考えると、製造業を中心とし

て非正規労働者の雇止めは今後も継続されていく可能性が高いと思われる。 

 

                             
1 個人経営の事業を営んでいる者 
2 自営業主の家族でその自営業主の営む事業に無給で従事しているもの 

（図表２）中小企業ＤＩ（季調値）
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（図表３）労働投入量の削減(前年比)
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次に、正社員についてはどうであろうか。正社員は長期雇用を前提としていることから、採用や入社後の

教育に大きなコストをかける傾向にあるため、企業にとって正社員を削減することは最後の手段として位置

づけられている。そのため、今のところ正社員の大規模なリストラが行われている様子はうかがえない。

（図表４）しかし、今後、景気後退が深刻化してくれば、雇用調整が正社員にまで及んでくるとも考えられ

る。そこで、世間一般に使われている正社員の概念に近いと思われる労働力調査の常雇3と毎月勤労統計の常

用雇用指数の一般労働者4について、先行きの展望を行った。常雇については一般労働者の総実労働時間が１

四半期程度、一般労働者については有効求人倍率（常用労働（パートタイム除く））が２四半期程度、それ

ぞれ先行するという関係がみられることから、これら先行指標を用いて先行きを展望すると、どちらの先行

指標も先行き景気の急減速を受け水準を大きく切り下げていき、常雇、一般労働者がマイナス転化する水準

を大きく割り込んでいくとの結果が得られた。（図表６、７）したがって、企業の雇用調整は非正規労働者

だけではなく 2009 年中には正社員にまで及んでくる可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、景気後退の本格化を受けて今後は非正規労働者、正社員を問わず雇用調整が行われる可能性

が高い。雇用は景気の遅行統計であることから、景気後退の雇用環境に対する影響はこれまで限定的なもの

にとどまっていたものの、12 月の日銀短観において雇用人員判断ＤＩは人手過剰超に転じ、2009 年度新卒採

用計画は前年度比▲3.7％となるなど、所々に影響が現れ始めている。（図表８、９）すでに、景気後退局面

入りしてから１年ほど経過したと推測されるが、依然として景気の底入れを示す指標はみられず、むしろこ

                             
3 １年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者、もしくは会社、団体、公社などの役員 
4 常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の者。常用労働者とは、事業所に使用され給与を支払われる労働者のうち、期

間を定めずに、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている者、もしくは、日々又は１ヶ月以上の期間を定めて雇われてい

る者のうち、調査期間の前２ヶ月にそれぞれ 18 日以上雇い入れられた者。パートタイム労働者とは常用労働者のうち、１日の

所定内労働時間が一般労働者より短い者、もしくは１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の

労働者よりも短い者。 
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（出所）厚生労働省「非正規労働者の雇止め等の状況について」

（図表４）労働者の地位別・産業別の人員整理を受けた人
数
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（図表５）製造業務への派遣
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（図表６）常雇と一般労働者の総実労働時間
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（図表７）一般労働者と有効求人倍率（常用労働（パートタイム除く））
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こにきて悪化のスピードは加速している。これらの影響がラグを伴って雇用に波及してくると考えると、雇

用環境はこれから長い調整局面を迎える可能性が高いといえるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 過去最大規模の雇用調整となる見込み 

最後に、今回の景気後退での雇用調整の深さ、長さについてみていきたい。ここでは、就業者数の推移を

多角的に捉えるために、就業者数に一定程度相関性を有すると考えられる実質国内総生産、鉱工業生産、全

産業活動指数、所定外労働時間、有効求人倍率をもとにそれぞれ試算を行った。なお、当研究所では実質国

内総生産の成長率を 2008 年度は前年比▲2.3％、09 年度は同▲2.7％、10 年度は同＋1.3％、鉱工業生産を

08 年度は同▲10.6％、09 年度は同▲18.7％、10 年度は同＋1.9％と予測している。まず、雇用調整の深さに

ついてであるが、四半期ベースでみた場合、就業者数は最大で同▲2.6％程度（09 年 10－12 月期）、年度ベ

ースでみると 08 年度が同▲0.7％、09 年度が同▲2.2％、10 年度が同▲0.8％程度になると見込まれる。（図

表 10）もし試算どおりとなった場合、09 年度は、03 年度の同▲1.3％を大きく超え過去最大のマイナス幅と

なり、雇用調整の深さとしては、金融不安やアジア通貨危機に端を発した景気後退での雇用調整や、ＩＴバ

ブル崩壊によって景気後退したときの雇用調整を大きく上回ることになる。また、雇用調整の期間でみると、

今回の雇用調整局面で就業者数が前年比マイナスとなる期間は 12 四半期となり、過去２回の雇用調整を超え

過去最長となると見込まれる。（図表 11）さらに、この就業者数の減少を失業率に換算すると、就業者数の

減少分のみで 08 年度は 0.72％ポイント、09 年度は 2.12％ポイント、10 年度は 0.77％ポイント失業率を押

し上げる計算となり、仮に労働力人口を横ばいと仮定すると 09 年度は 6.1％、10 年は 6.8％にまで失業率が

上昇することになる。就職を諦めた失業者が労働市場から退出することによって労働力率が低下することか

ら、失業率の上昇幅は緩和されるため、実際にはここまで失業率が上昇するわけではないが、その点を考慮

しても、09 年後半には失業率は５％を超え、10 年には過去最高となる 5.5％も視野に入ってくるだろう。

（当研究所では、08 年度は 4.1％、09 年度は 5.1％、10 年度は 5.4％を見込んでいる。）個人消費にとって

かなりの下押し要因になることは間違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表８）日銀短観雇用判断ＤＩ（全産業）
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直近は先行き予測値

（図表９）短観・新卒採用（全産業、全規模）
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（図表11）雇用調整深度の比較（就業者数の前年比）
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（％）（図表10）就業者数推計（前年比）
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