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イントロダクション

―東京オリンピックに向けて
日本は、外国人労働者を受け入れるべきか。これは、
少子高齢化によって近い将来、日本の労働力が不足す

新たな特別の監理体制（本図は再入国の場合）
（国外）

するかが喫緊の課題となった。
建設産業における労働力不足については、建設企業
の倒産などにより技能労働者の離職が進むといった構

技能実習
修了者
雇用契約

制度推進事業実施機関
巡回指導等

優良な監理団体

（優良な事業協同組合等）
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国土交通省
等許可部局

訪問指導
・監査等
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立入検査、監督処分

（注）上記に加え入国管理当局、労働基準当局が外国人の在留管理や受入企業等の監督等を実施

造的な問題があるほか、震災復興や安倍政権下の大型

出所

公共事業のために建設労働者の需要が大きくなり、人
手不足感はますます高まっている。

協議会（受入状況把握（市町村に

定し、建設産業の逼迫した人材不足にどのように対応

ブロック別協議会も検討
※

2013 年に、東京で 2020 年のオリンピック開催が決

求職申込み

業務提携

来、繰り返されてきた議論だが、具体的な解決策が示
されないままに長い年月が過ぎて行った。ところが、

人材送出し機関

（国内）
も情報提供）
、不正行為情報共有等）

るということが避けられない事実であるとわかって以

新たな特別の監理体制

国土交通省 2014

政府の決定については、連合などからは安易に外国

政府は 2014 年 4 月に外国人労働者を幅広く受け入

人労働者を受け入れるよりも根本的な国内人材確保策

れることを本格的に検討し始め、
「建設分野における外

を先に講じるべきといった批判がある（連合 2014）
。

国人材の活用に係る緊急措置」を閣議決定した。これ

しかし、建設産業においては労働者の処遇改善が進

によると、政府は次のような流れで時限措置として外

んでおらず、若者が入職を避ける傾向にある。国内で

国人労働者を受け入れる予定としている（国土交通省

の人材確保を短期間で成し遂げるには無理があるとい

2014）
。

ってよい。現状は、外国人人材の労働力に頼るほかな

・対象、資格、期間

い。

即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修

そもそも外国人労働者の受け入れ議論は、労働力の

了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、ま

需要が増大した 1970 年代に始まったもので、新しい

たは技能実習を修了していったん本国へ帰国した後に

問題ではない。1990 年代後半には、人口構造の少子

再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することが

高齢化が深刻化したため、経済審議会が経済計画「経

できるとする（2020 年度までに限る）
。

済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」のなかで、

在留資格は「特定活動」とし、期間は 1 年ごとの更

外国人労働者の導入を正面から検討すると発表した。

新により最大 2 年以内とする。

しかし、少子高齢化による労働力不足をどのようにし

・監理体制

て解消するかという問題への解決策が見いだせない間

技能実習制度と同等の監理に加え、
更に体制を強化・
充実し、適正管理を図る。

に、少子高齢化はますます進んでしまった。2010 年
の国勢調査によると、65 歳以上の人口は約 2,925 万
人で、年齢 3 区分別にみると、
「15 歳未満」が 13.2%、
「15 ～ 64 歳」が 63.8%、
「65 歳以上」が 23.0%とな
っている。
「15 歳未満」は 1975 年以降一貫して低下

［2015.03.06］
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しており、2010 年の数値は調査を開始してから最も

カや欧州だけではなく、
他国に優秀な人材が奪われ、
日

低い値である。一方、
「65 歳以上」は 1950 年以降一

本の競争力の後退につながるおそれもでてくる。

貫して上昇し、2010 年の数値は調査開始以来、最も

東京オリンピックを一つの契機として、政府は、建

高い値である（総務省 2012）
。

設産業に限らない本格的な外国人労働者受入れ政策を

たしかに、出生率の反転上昇を目指した少子化対策

打ち出す必要がある。

をより積極的に講じ、女性の就業率をさらに高めるた
めのワークライフバランス改革を推し進めることが、

＜参考資料＞
国土交通省 2014 国土交通省「建設分野における外国人材の活用に係
る緊急措置」
（2014 年 4 月）

人材不足解消の根本的な解決策かもしれない。少子化
対策に成功してもこれが経済成長に貢献するには 20

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_
hh_000433.html

年程度かかるという意見もあり（齋藤 2013）
、即時の

連合 2014 「
『建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置』等、
外
国人材活用のあり方に対する談話」
（2014 年）

解決策にはならない可能性が高い。
少子高齢化を見据えると、3 つの観点から外国人の

http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2014/
20140407_1396858189.html

受入れが必要となる。1 つはマクロ的に減少する労働

齋藤 2013 齋藤潤「外国人労働者受入れの是非」齋藤潤の経済バーズア
イ（2013 年 11 月 22 日）

力を埋めるため、もう 1 つは高齢者の増加により需要

http://www.jcer.or.jp/column/saito/index561.html

が高まる看護・介護人材を補うため、そして最後の 1

総務省 2012 総務省統計局「2010 年国勢調査 グラフでみる我が国の
人口・世帯（1. 総人口）
」
（2012 年）

つは、技術分野等での日本の競争力を維持するためで

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/gurahude.htm

ある。高度人材の受入れについてはアメリカ、
欧州、
シ
ンガポールにすでに遅れをとっている状況で、即刻に
受入れを整える準備をいっそう進めなければ、アメリ
年齢別人口の割合の推移
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（注 1）
昭和 20 年は人口調査結果による。
（注 2）
総人口から年齢不詳を除いて算出している。
なお，
平成 22 年の年齢不詳は 98 万人である。
1) 朝鮮，
台湾，
樺太及び南洋群島以外の国籍の外国人
（39,237 人）
を除く。
2) 沖縄県を除く。
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出所 総務省 2012
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/gurahude.htm
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1. 外国人労働者受入れの意義と問題点
（1）
なぜ外国人労働者が必要なのか

労働政策講義 2015

（2）
外国人労働者を受け入れた場合のリスク
労働力の移動は、受入れ国・送出し国の人口、民族
構成、文化、経済状態を変化させることになる。一時

少子高齢化に伴う労働力の不足に対応するため。こ

的に減少している労働力を補完するためだけに多くの

れが、上記の問いに対する答えだろう。2010 年の国

外国人労働者を流入させると、経済が悪化したときに

勢調査によると日本の総人口は 1 億 2,806 万人で、調

大量の失業が発生するおそれがある。したがって、国

査開始以来上昇していたが、今後は減少に転じる見通

内の労働力需給状況と経済動向を把握し、かつ、民族

しで、2030 年には 1 億 1,662 万人に、2048 年には

バランスを図りながら、質と量をコントロールしたう

1 億人を割って 9,913 万人、
さらに 2060 年には 8,674

えで、外国人労働者受入れを検討する必要がある（三

万人になるものと推計される（ただし、出生・死亡中

好 2002）
。以下、外国人労働者を受け入れた場合の具

位推計による。国立社会保障・人口問題研究所 2012）

体的なリスクについて検討してみたい。

減少する労働力を外国人でカバーしようというのが、

不法就労者問題

外国人労働者の受入れを肯定する理由である。地域や
産業、あるいは職種によっては、すでに労働力が不足

不法就労者は、a）
不法に入国して就労する者、b）
在

しているところがあり、日系人労働者に頼っている地

留資格ごとに認められている活動の範囲を超えて就労

域もある。しかし、なぜ日系人は無制限に受け入れる

する者、c）
在留期間を超えて就労する者、を意味する。

のに他の外国人は受け入れないのか、日系人だけでは

現在、日本は、中間技能職や単純労働に従事する外国

数が足らないのではないか、
という疑問を投げかけ、
国

人の労働者としての受入れは認めていないが、在留資

や民族にかかわらず外国人労働者を活動の制限なしに

格要件を満たす者については量的コントロールを一切

受け入れるべきであるという主張も少数派ながら存在

せずに受入れを行っている。そのため、在留期間や資

している。

格を超えて就労する不法就労者が多い 1。
不法就労者は

しかし、
「移民開放」案に対しては、少子高齢化対策

不法に滞在しているという理由から、悪質な労働ブロ

として、高齢者の能力や経験をより積極的に活用でき

ーカーに搾取される、極端に低い賃金で雇用されるお

るよう定年の時期をさらに延長し（あるいは定年をな

それがある。これまでの不法就労者対策が一向に功を

くし）
、かつ、現在、労働市場に参入していない女性を

奏していない状況で、ロースキルやミドルスキルの外

労働力として確保することを、実現すべきという意見

国人労働者を合法的に受け入れることが、不法就労者

が依然として根強い。国内で十分に活用されていない

数にどのような変化を与えるのか、まったく不透明で

潜在的労働力を最大限に活用できる社会づくりを図り、

ある 2。この点を調査・分析し、量的コントロールを行

そのうえで、労働力が不足している産業や職種に限定

わないと、不法就労者は著しく増加することになるだ

してのみ、外国人労働者を受け入れる。このような考

ろう。

えが現在の主流といえるだろう。
1
2

［2015.03.06］

平成 26 年（2014 年）1 月 1 日現在の不法残留外国人は約 5 万
9,000 人でここ数年は減少傾向にある（法務省 2014（1）
）
。
不法就労者の内訳を見ると、男性では建設作業者や工員、女性で
はホステス等接客が多く、いずれも外国人労働者の就労を認めて
いない職業である（法務省 2014（2）
）
。

3

禁転載

07. 外国人労働者

失業のおそれと社会的対立

労働力が不足したので、外国人労働者に日本で働い
てもらうことにする。確かに労働力が不足している間、
彼ら・彼女らは強力な助っ人になるだろう。しかし、
経
済状態の悪化や企業のリストラクチャリングにより、
労働力不足から労働力過剰に転じたらどうなるのか。
この場合、多くの外国人労働者だけでなく、日本人も
失業するおそれがある。そうなると、外国人が日本人
の仕事を奪っているという意識が日本人の中に芽生え、
日本人と外国人の社会的対立が生まれるかもしれない。
このような社会的対立は、犯罪の温床にもなりかねず、
社会不安を引き起こす危険性も持っている。事実、こ
の問題に頭を抱えている国もある。

社会コストの負担

外国人労働者を受け入れる国は、さまざまな社会コ
ストを負担しなければならない。古いデータだが、
1992 年に労働省（現厚生労働省）の研究会が行った
試算によると、50 万人の出稼ぎ労働者を受け入れると
いう想定において、
「出稼ぎ期」の外国人が支払う税金
や保険料（社会的便益）は 3,266 億円、外国人が享受
する国や地方公共団体のサービスと給付
（社会的費用）
は 806 億円である（井口 2001）
。ところが、
出稼ぎに
来た外国人労働者が定住し、
「定住期」に入ると、この
数字は大きく変化する。試算では、
「定住期」の社会的
便益は 3,166 億円、社会的費用は 6,530 億円となっ

労働政策講義 2015

＜参考資料＞
国立社会保障・人口問題研究所 2012 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口 2012 年 1 月推計」
（2012 年）

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/newest04/gh2401.asp

法務省 2014（1） 法務省入国管理局「本邦における不法残留者数につ
いて（平成 26 年 1 月 1 日現在）
」
（2014 年）

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri
04_00041.html
法務省 2014（2） 法務省入国管理局「平成 25 年における入管法違反事
件について」
（2014 年）

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri
09_00022.html
井口 2001 井口泰『外国人労働者新時代』ちくま新書 2001 年
三好 2002 三好博昭「わが国の外国人労働者受入れ政策の方向性」
、岩
崎信彦、ケリービッチ、宮島喬、ロジャー・グッドマン、油井清光編『海
外の日本人、
日本における外国人―人の移動と文化的交錯』昭和堂 2002
年
＜その他の参考資料＞
依光正哲「日本における外国人労働者問題の歴史的推移と今後の課題」
一橋大学経済研究所世代間利害調整プロジェクト・ディスカッションペ
ーパー No.52 （2002 年 1 月）

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14411/1/
pie_dp52.pdf

山崎啓造、近藤敦、柏崎千佳子「移民国家日本の条件」 明治大学社会科
学研究所ディスカッションペーパー No.J-2000-6 （2000 年 11 月）

http://intercultural.c.ooco.jp/data/migration.pdf

佐野哲「外国人研修・技能実習制度の構造と機能」 一橋大学経済研究所
世代間利害調整プロジェクト・ディスカッションペーパー No.53
（2002 年 1 月）

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14458/1/
pie_dp53.pdf

社団法人日本経済調査協議会「外国人労働者受入れ政策の課題と方向〜
新しい受入れシステムを提案する〜」
（2008 年 9 月）

http://www.nikkeicho.or.jp/wp/wp-content/uploads/kono_all1.
pdf

ている（前掲井口 2001）3。もし、
外国人労働者が家族
を本国から呼び寄せたなら、社会的費用はもっと大き
くなるだろう。

3

この数字には公的年金保険料が入っていないので、注意。年金収
支は、外国人労働者が高齢期になって初めて悪化するので、それ
までの数十年間は年金収入のみのため、社会的便益が大きいとさ
れる（前掲井口）
。

［2015.03.06］
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2. 諸外国の取組みと誤算
（1）
なぜ外国人労働者が必要なのか
先進国の多くは、外国人労働者や移民を積極的に受
け入れているが、その受入れ制度、調整手段はさまざ
まである。たとえば、アメリカ、ドイツ、フランス、イ
ギリス、スイスなどでは、労働市場において調達可能
でないことを審査して証明した場合に受け入れる方法

労働政策講義 2015

（JILPT 2013（1）
）
。
次に、EU、アメリカ、ドイツの外国人労働者政策
（移民政策）について紹介する。

（2）
EU
ブルーカード

EUでも高齢化・少子化問題は日本と同様に深刻で、

（労働市場テスト制）を基本的に採用し、部分的に、全

労働力不足を域外からの移民によって補うことを各加

体の受入れ人数の上限を設定しておくという数量割当

盟国に提案している。とりわけ、高い技術力持つ高度

制によって管理している。このほかに、各企業におけ

人材の確保には力を入れているが、域内の労働市場が

る外国人労働者の構成割合に上限を設定し、外国人を

分断されているため、高度人材の確保が十分に進んで

雇用するごとに、雇用主から税金を徴収するという雇

いない。そこで、EUではアメリカのグリーンカード

用率・雇用税制（シンガポール、マレーシア等）
、判断

を模した「ブルーカード」制度を導入し、EU全体で

に必要な要素をポイント化して一定以上のポイントを

人材を獲得する取組みを実行している（現在 24 カ国

得た者を受け入れるというポイント制（カナダ、オー

で実施）
。

ストラリア）などがある。
多くの国が採用している労働市場テストであるが、

2009 年 5 月 に 成 立 し た「 ブ ル ー カ ー ド 」指 令
（Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009

入国管理行政と労働行政にまたがった審査が必要なう

on the Conditions of Entry and Residence of

え、事務手続きが煩雑という欠点があるため、欧州各

Third-Country Nationals for the Purposes of

国では、特定の職種や資格に属する人材は自動的に就

Highly Qualified Employment）は、
高度な専門性を

労を許可する旨を事前に両行政間で取り決める、ある

要する仕事に関する加盟国での雇用契約を締結してい

いは、受入れ企業がその他の人材では代替できない旨

る人もしくは 1 年以上の雇用の申込みを受けた人に適

の証明を行った場合は労働市場テストを省略するとい

用される。取得による滞在・就労許可の有効期間は、
加

うように簡便化している（井口 2001）
。数量割当は、

盟国が 1 年～ 4 年の範囲で自由に定めることができ、

状況を見ながら数量を上下することができるという利

更新可能である。高度技術者として認める基準は、高

点をもつが、関係業界の思惑に左右される危険性もあ

度専門資格と就業予定先における賃金水準となってい

る。年齢、技能、職歴、学歴等をポイント化して判断

る。高度専門資格は、取得に 3 年以上の期間を要する

するというポイント制は、入国要件に関する透明性が

公式の高等教育資格のことだが、例外規定として、加

高く注目されている。

盟国が法律で定める場合は、就業予定分野の高度な仕

近年は多くの先進諸国が積極的に外国からの高度人

事での 5 年以上の就業経験をもってこれに代えること

材の獲得に乗り出しており、欧州では「望まれない移

ができる。また、就業予定先で支払われる賃金水準に

民」である不法労働者を排除するとともに、
「望まれな

ついては、各国の年平均給与総額の 1.5 倍以上で、当

い移民」を「望まれる移民」につくりかえることを主

該職種で通常支払われる賃金水準を下回らないことな

要な政策とする「選択的移民政策」を採用している

どが要件である（以上、JILPT 2013（1）
）
。

［2015.03.06］
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イギリスを含む 3 カ国はオプトアウトを決定してい

「2050 年までの人口予測調査」によると、ドイツの人

るが、他の加盟国は同指令の定める期限である 2011

口は、このままで推移すれば、現在の 8,200 万人から

年 6 月までに関連法の整備を実施することとなってい

2050 年までに 5,900 万人に減少するという（田中

た。期限までに法整備を行った国は、オランダやブル

2001）
。人口の減少は労働市場に重大な影響を及ぼす

ガリアなど少数に留まったが、2012 年にはドイツが

ことから、移民政策の見直しが迫られている。国連が

ブルーカード法を制定し、2013 年にはスウェーデン

実施した「人口維持のための移民受け入れ」のモデル

がブルーカード制度の実施を始めている。なお、欧州

計算によれば、ドイツの場合、65 歳以上人口の 15 ～

委員会は、2013 年からブルーカードに関する年次統

64 歳の年齢層に対する比率を現状で維持するために

計をとることを決定している。

は、年間約 340 万人の移民の受入れが必要という結果
が出ている（前掲田中 2001）
。

雇用平等への課題

ドイツは、欧州の中で最も多くの移民を受け入れて

EUでは加盟国労働者は域内において自由に移動す

いる国で、1959 年から 1998 年までの 40 年間に国内

ることが権利として認められており、雇用、報酬、そ

に流入した移民の数は約 3,000 万人に達している。う

の他労働条件に関して出身国を理由として差別を受け

ち約 2,100 万人は流出したが残りの約 900 万人はそ

ない権利を保障されている（労働者の移動の自由に関

のままドイツ国内に留まっているという状態だった

す る 規 則（Regulation（EU）No.492/2011 of the

（前掲田中 2001）
。

European Parliament and of the Council of 5

ドイツで働く外国人労働者の多くは低賃金のサービ

April 2011 on Freedom of Movement for

ス業に従事しており、なかでもドイツに流入したトル

Workers within the Union）
。

コ人は 400 万人を超えているが、タクシー運転手など

しかし、欧州委員会に対する差別的な慣行や障壁に
関する申立ては後を絶たない。たとえば、異なる採用

ロースキルで、賃金の低い職業に甘んじている者が少
なくない。

条件や、特定の職位に関する出身国要件、異なる労働

このように外国人労働者とドイツ人との賃金格差が

条件、社会的扶助・優遇制度の適用に際して、自国民

社会問題となる一方、ドイツはIT（情報技術）労働者

に有利な条件の設定、他国での職業経験や他国で取得

不足という問題も抱えている。政府は 2000 年にIT関

された職業資格を適切に考慮しない、など申立ての内

係の高度人材の確保を目指して、独自の「グリーンカ

容は多岐にわたる（JILPT 2013（2）
）
。そこで、欧州

ード」を発行し、1 年間で 2 万人のIT技術者受入れを

委員会は 2013 年 4 月、EU域内の他国で働く労働者

目標としたが、言葉の壁や労働市場の硬直性がネック

の権利保護の枠組みを整備する指令案を選択し、権利

となって、目標に到達することはできなかった。

保護の有効な実施体制の整備を加盟国に求めている
（JILPT 2013（2）
）
。

その後、ドイツは、難民認定審査を迅速化し、滞在
許可条件を緩和することなどを内容とする移民法
（2005 年施行、2007 年改正）を制定すると同時に、そ

（3）
ドイツ
ドイツも日本と同じく深刻な少子高齢化問題に直面
している。ドイツが連邦と州の共同で実施した第 9 回

［2015.03.06］

れまでの外国人法に代わる「滞在法」を制定して、滞
在許可と就労許可の手続きのワンストップ化を図り、
社会統合政策の推進を含む現行制度の基礎を築いた
（JILPT 2013（1）
）
。
さらに、2012 年には国外職業資格認定改正法を施
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行し、域外で専門技術を修得した外国人の資格認定を

化を行い、未熟練労働者の受入れ枠を縮小した（井口

簡素化した。EU域内には、一部の専門的職業の相互

2001）
。1994 年には、NAFTAの批准に伴い、米加自

承認に関する基準などを定めた「EU専門職業資格相

由貿易協定に伴う専門職労働者のビザに替えて、

互承認指令」があり、資格認定は比較的容易になって

NAFTA専用に専門職のビザが導入された。なお、

いる。その一方で、EU域外の教育・訓練機関で資格

1996 年には「不法移民改革および移民責任法」が施

を得た者は公式に認定されるまでに数年かかるケース

行され、不法移民抑制のために国境警備を強化し、過

があった。同改正法はこの手続きを簡素化し、申請か

去に 10 年以下の期間、アメリカ国内に不法に滞在し

ら認定までのすべての手続きを 3 カ月以内とすること

た者には今後、入国許可を行わないとした（以上、前

を定めている（JILPT 2013（1）
）
。

掲井口）
。

ドイツは、2009 年に成立したEU「ブルーカード」

このように見ると、最近のアメリカは専門職種につ

指令の内容に沿ったEUブルーカード法を 2012 年に

いて受入れを拡大する政策を導入しているようである。

制定した（8 月 1 日施行）
。これにより、
高度外国人材

2001 年度から始まったH-1Bビザ（専門職としてアメ

の受入れをいっそう促進する姿勢だ。

リカ国内で就労する場合に発行される）の拡充で、こ
の傾向は強まっており、今後も高度人材の獲得を積極

（4）
アメリカ

的に進めて行く方向だ。
一方で、
不法移民への対応は恒常的な課題である。
ア
メリカは、非移民については専門職に限って受入れを

もともとアメリカは移民国家であった。建国から

行い、質的コントロールを試みているが、近隣諸国か

1870 年代までは、積極的に移民を受け入れた。1880

らの不法入国は後を絶たない。一部の州は税金や社会

年代になって、建国当初 400 万人足らずだった人口が

保障料を支払っていない不法移民に対しても、アメリ

5,000 万人を超えたため、連邦議会は無制限に移民を

カ人や合法移民と同様の社会給付を行っているが、ア

受け入れるのを改め、鉄道建設の労働力として受け入

メリカ人の反発は強い。また、アメリカ人に占めるヒ

れていた中国人の移民を停止するとともに、
「犯罪者、

スパニック系やアジア系の割合は増えつつあり、英語

精神異常者、精神障害者、働けず公共の負担になる者」

を話せないアメリカ人が数多く存在することも問題と

の入国を拒否する移民法を制定した。その後、反移民

なっている。

運動が活発化したこともあり、アメリカの移民は減少

そこで、近年、包括的な移民制度改革の審議が進ん

し、1960 年代にジョンソン政権が新移民法を制定す

でいる。2011 年に、オバマ大統領は「21 世紀の移民

るまで、移民制限の時代が続くこととなった。1965

制度構築に向けた青写真」
（Blueprint for Building a

年制定の新移民法にもとづき、アメリカは「離散家族

21st Century Immigration System）を発表した。そ

の統合」の原則で定住移民を受け入れるようになった。

の骨格となるのは以下の 4 点だ（Blueprint 2011）
。

1986 年の改正移民法は、不法就労者を雇用した使用

①国境警備は連邦政府の責任とする。

者に対する罰則や、一定要件を満たす場合の不法移民

②アメリカ国内労働者の権利を奪い、不法移民労働者

の合法化措置導入を盛り込んだものであった。また、

を搾取する違法活動を行う企業の説明責任を追及

1990 年の移民・国籍法で移民受入れ枠として「雇用

する。

目的」の移民を創設して熟練労働者の受入れ拡大を図
る一方、非移民については専門職業に関するビザ細分

［2015.03.06］

③アメリカの価値と多様性ニーズに合った合法的な移
民制度を構築し、経済競争力を高める。
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④アメリカ国内の不法滞在者に移民登録、バックグラ

可能性は高まっている。

ウンドチェック、税制上の責任、英語の習得を義務
付ける。
その後、2013 年には超党派の移民制度改革案も発
表され 4、
近い将来に抜本的な移民制度改革が実現する
4

超党派 8 名の上院議員が 2013 年 1 月に発表した包括的移民制度
改革案は、以下の 4 点を骨格としている。①現在アメリカに不法
滞在する移民に市民権獲得のための公平な道を与える、②アメリ
カ経済を構築し強化するために移民制度を改革する、③個人情報
の盗難を防ぎ、不法労働者の雇用を止めるための効果的な雇用証

明制度を創設する、④すべての労働者の権利を保護しつつ、国内
の労働力ニーズに合った労働者を受け入れるための手続きを向上
する（Bipartisan Framework for Comprehensive Immigration
Reform, http://www.flake.senate.gov/documents/
immigration_reform.pdf）
。

人種別アメリカの人口構成
人種別アメリカの人口構成（2000 年および 2013 年）
人種

2000 年 4 月 1 日現在

（%）

2013 年 7 月 1 日現在

（%）

人口合計

281,424,600

白人

228,106,498

81.1

245,492,216

77.7

黒人

35,704,871

12.7

41,623,897

13.2

2,663,851

0.9

3,910,028

1.2

10,589,122

3.8

16,632,553

5.3

462,536

0.2

722,417

0.2

アメリカンインディアンおよびアラスカ原住民
アジア
ハワイアンおよび他の太平洋島原住民

2 種以上の混血
ヒスパニック

316,128,839

3,897,722

1.4

7,740,728

2.4

35,306,376

12.5

54,071,370

17.1

Source: U.S. Census Bureau, "Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Race, and Hispanic Origin: April 1, 2010 to July 1, 2013,"
https://www.census.gov/popest/data/national/asrh/2013/index.html （data for July 1, 2013）, "Intercensal Estimates of the White Alone
Resident Population by Sex and Age for the United States: April 1, 2000 to July 1, 2010,"
http://www.census.gov/popest/data/intercensal/national/nat2010.html （data for April 1, 2000）. 以上の資料にもとづき筆者作成。

合法永住者の分類別推移
合法永住者の分類
合計

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

990,553 1,031,631 1,062,040 1,042,625 1,130,818 1,107,126 1,052,415 1,266,129 1,122,373

アメリカ市民等の家族呼び寄せ

649,763

680,799

688,089

691,003

747,413

716,244

689,820

802,577

649,772

雇用ベース

161,110

143,998

139,339

148,343

140,903

166,511

162,176

159,081

246,877

優先順位 1 位（最優先の労働者）

38,978

39,316

25,251

41,055

40,924

36,678

26,697

36,960

64,731

優先順位 2 位（高学歴の専門職）

63,026

50,959

66,831

53,946

45,552

70,046

44,162

21,911

42,597

43,632

39,229

37,216

39,762

40,398

48,903

85,030

89,922

129,070

6,931

7,886

6,701

11,100

10,341

9,524

5,481

9,539

10,133

優先順位 3 位
（熟練労働者等、専門職、未熟練労働者）
特別移民
投資家
多様性プログラム
難民・政治的亡命者
臨時入国許可取得者
その他

8,543

6,628

3,340

2,480

3,688

1,360

805

749

346

45,618

40,320

50,103

49,763

47,879

41,761

42,127

44,471

46,234

119,630

150,614

168,460

136,291

177,368

166,392

136,125

216,454

142,962

556

758

1,147

1,592

2,385

1,172

1,999

4,569

7,710

13,876

15,142

14,902

15,633

14,870

15,046

20,168

38,977

28,818

Source: U.S. Department of Homeland Security, “U.S. Lawful Permanent Residents: 2013”（data for 2011 through 2013）, “U.S. Legal
Permanent Residents: 2011”（data for 2009 and 2010）, “U.S. Legal Permanent Residents: 2008”（data for 2006 through 2008）, and “Legal
Permanent Residents: 2005”（data for 2005）. http://www.dhs.gov/immigration-statistics-publications. 以上の資料にもとづき筆者作成。

［2015.03.06］
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3. 日本の現行制度と今後の展望
（1）
日本の基本姿勢と現行制度
日本の外国人労働者受入れについての基本姿勢と主
な現行制度について紹介する。

基本姿勢

日本は、外国人労働者受入れについて「出入国管理
及び難民認定法」
（入管法）によって、
その基本姿勢を
示している。同法第 7 条第 1 項第 7 号には、
「我が国
の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案
して法務省令で定める」とあるように、国が「主体的
に」受入れ範囲を決定するという考え方にある（野口
2011）
。
この基本姿勢にもとづき、日本は高度の専門的・技
術的分野の外国人の我が国での就業を積極的に促進し
つつ（雇用対策法第 4 条）
、単純労働者の受入れなど
外国人労働者の受入れ範囲の拡大には慎重姿勢を示し
ている（雇用政策基本方針（抄）2008 年（平成 20 年）
2 月 29 日厚生労働省告示第 40 号）
。
2000 年前後から、各先進諸国が高度外国人材の受
入れに積極的に取組み始めていたが、日本も最近にな
って、ようやく高度外国人材の受入れ促進政策に着手
した。
2012 年 5 月から、高度外国人材の受入れを促進す
るため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出
入国管理上の優遇措置を講ずる制度（後述）導入した
のを皮切りに、2013 年には、外国人材の活用を拡大
することを目指して、最低年収基準の見直しなどの高
度外国人材認定要件を緩和した。また、2014 年には

労働政策講義 2015

戦略」改訂版は、外国人材の活用について次のように
提示している。
外国人材の活用

○高度外国人材受入れ環境の整備
・外国人の日本に対する理解の醸成や、留学生の受入れ拡
大・国内企業への就職支援、JETプログラム終了者の国内
での活躍促進、外国人研究者の受入れ拡大、企業のグロー
バル化の推進などの施策や、高度外国人材の受入れから
就労環境及び生活環境の改善に係る課題の洗い出しや解
決策について、年度中を目途に具体策の検討を進め、省
庁横断的な取組を実施する。
・高度外国人材の定着促進のため、「高度人材ポイント制」
について内外における効果的な周知を図るとともに、実
際に利用する外国人材の視点に立った分かり易いものと
なるよう手続等の見直しを行う。
○外国人技能実習制度の見直し
・管理監督体制の抜本的強化を図りつつ、対象職種の拡大、
技能実習期間の延長（最大 3 年間→最大 5 年間）、受け入
れ枠の拡大等を行う。
○建設及び造船分野における外国人材の活用
・2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会等に向け
た緊急かつ時限的措置として、処遇改善や現場の効率化
等により国内での人材確保に最大限努めることを基本と
しつつ、建設分野において、即戦力となり得る外国人材
の活用促進を図るための新制度を導入する。また、造船
分野についても、同様の措置を講ずる。
○国家戦略特区における家事支援人材の受け入れ
・家事等の負担を軽減するため、国家戦略特区において、
外国人家事支援人材の受入れを可能とする。
○介護分野における外国人留学生の活躍
・介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業
後の国内における就労を可能とするため、在留資格の拡
充を含む制度設計を行う。
出所「日本再興戦略」改訂 2014 年
2014 年 6 月 24 日閣議決定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai14/siryou.pdf

高度外国人材に特化した在留期間無制限の新しい在留
資格創設等を内容とする入管法改正案を成立させてい
る。

少子・高齢化により、国内の労働力不足を補うには、
外国人材の活用が不可欠だというのは今や共通認識と
なっているといってよいだろう。問題はその範囲をど

さらに、2014 年 6 月に閣議決定された「日本再興

［2015.03.06］
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在留資格別外国人労働者の割合

で果たして十分なのか。単純労働者の受入れには、労
働市場の二重構造化を進め、労働条件等の改善を妨げ
るおそれがあるが、
人口が減少する将来を見据えて、
こ
の点についてもより真剣に検討する必要性が高まって
いるのではないだろうか。

不明
32 人
0.0%

身分に基づく
在留資格
318,788 人
44.4%

日本で就労する外国人労働者

簡潔に紹介する。

技能実習
136,608 人
19.0%

厚生労働省が公表した外国人雇用状況の届出状況
（2013 年 10 月末現在）によると、在留資格別では、
「定住者」に該当する「身分に基づく在留資格」が外国
人労働者全体の 44.4%を占め、次いで、技能実習生等
の「技能実習」が 19.0%、
「専門的・技術的分野の在

特定活動
7,735 人
1.1%

外国人労働者数
717,504 人

現在、日本で就労する外国人労働者の内訳について

「永住者」
、
「日本人の配偶者等」
、
「永住者の配偶者等」
、

専門的・技術的
分野の在留資格
132,571 人
18.5%

※円グラフの項目の順番は、
別表１の項目（在留資格）の順番に対応

出所

資格外活動
121,770 人
17.0%

厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」
（2013 年 10 月末現在）（本文）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036114.html

留資格」
（
「教授」
、
「芸術」
、
「宗教」
、
「報道」
、
「投資・
経営」
、
「法律・会計業務」
、
「医療」
、
「研究」
、
「教育」
、
「技術」
、
「人文知識・国際業務」
、
「企業内転勤」
、
「興
行」
、
「技能」
）が 18.5%となっている。

高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを
目的としている。
優遇措置の内容は、複合的な在留活動の許容、在留

専門的・技術的分野の外国人労働者は 13 万 2,571

期間「5 年」の付与、在留歴に係る永住許可要件の緩

人と前年同期比で 8,312 人（6.7%）増加しており、
専

和、入国・在留手続きの優先処理、配偶者の就労、一

門的な知識・技術をもつ外国人の雇用が拡大している。

定の条件の下での親の帯同、一定の条件の下での家事
使用人の帯同、の 7 点である（詳細は法務省入国管理

高度外国人材の受入れ―ポイント制の導入

前述した 2012 年 5 月から導入している高度外国人

局のウェブサイトを参照のこと。http://www.immimoj.go.jp/newimmiact_3/index.html）
。

材に対するポイント制について紹介する（高度人材上

2012 年 5 月のポイント制の導入から 2014 年 2 月

陸告示 2012 年（平成 24 年）法務省告示第 126 号、
高

までに高度人材認定された外国人数は 995 人に及ぶ。

度人材在留指針 2012 年（平成 24 年）法務省告示第

なお、認定要件については緩和の方向で見直されてい

127 号）
。

る（2013 年 12 月）
。

この制度は、高度人材外国人の活動内容を、
「高度学
術研究活動」
、
「高度専門・技術活動」
、
「高度経営・管
理活動」の 3 つに分類し、それぞれの特性に応じて、
「学歴」
、
「職歴」
、
「年収」などの項目ごとにポイントを
設け、
ポイントの合計が一定点数（70 点）に達した場
合に、出入国管理上の優遇措置を与える。これにより、

［2015.03.06］

11

禁転載

07. 外国人労働者

労働政策講義 2015

高度人材ポイント計算表

ボーナス
ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス
ボーナス

ボーナス
ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス

ボーナス
ボーナス

ボーナス

出所

［2015.03.06］
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12

禁転載

07. 外国人労働者

労働政策講義 2015

外国人研修・技能実習制度

協力機構HP「外国人技能実習制度のあらまし」http://

外国人研修・技能実習制度は、開発途上国の人材育
成強化を目的として創設された制度だが、技術移転シ

www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
を参照のこと）
。

ステムの側面と労働力需給システムの側面を併せ持っ
ている（佐野 2002）
。研修・技能実習制度は、2009

外国人技能実習制度については、
「国際貢献」という

年入管法改正法が公布、翌 2010 年 7 月の施行をうけ

制度本来の趣旨を逸脱し、劣悪な研修・労働条件や賃

て刷新された。以下ではその概要を紹介する。

金未払い、失踪、人権侵害など、入管法違反や労基法

技能実習制度は、最長 3 年の期間において、技能実

違反の運営が行われないよう、制度改正の効果を注視

習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の

するとともに、制度の見直しを進めるべきという意見

修得・習熟をすることを内容とする。受け入れる方式

や、多くの問題事例の発生を鑑みて制度自体を廃止す

は、企業単独型と団体監理型に大別される。団体監理

べきという意見があった
（法務省 2013）
。しかし 2014

型の場合、技能実習生は入国後に講習を受けた後、実

年 6 月現在、技能実習制度の目的に沿った活用がされ

習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修

るための制度の適正化を図りつつ、制度の拡充等の改

得を図る。企業単独型の場合も、講習の実施が必要だ

革を検討する方向にある（前掲「日本再興戦略」改訂

が、実施時期が異なる。

2014 年）
。

企業単独型と団体管理型の 2 つのタイプのそれぞれ
が、技能実習生の行う活動内容により、入国後 1 年目

経済連携協定

の技能等を修得する活動と、2、3 年目の修得した技能

政府は 2008 年 7 月 1 日にインドネシアと、同年 12

等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留

月 11 日にフィリピンと、経済連携協定を結び、一定の

資格として「技能実習」には 4 区分が設けられている。

要件を満たす看護師・介護福祉士候補者の入国を認めて

技能実習生は、技能実習 1 号終了時に移行対象職種・

いる。同協定に基づき、これまでに両国併せて累計

作業について技能検定基礎 2 級等に合格し、在留資格

1,562 人が入国している（2012 年度完了時点、厚生労

変更許可を受けると技能実習 2 号へ移行することがで

働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

きる。技能実習期間は 1 号、2 号合わせて最長 3 年。

bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/
index.html）
。

技能実習生の在留資格
入国 1 年目

入国 2、3 年目

企業単独型

技能実習 1 号イ

技能実習 2 号イ

団体監理型

技能実習 1 号ロ

技能実習 2 号ロ

一方、在留資格「研修」の活動については、
「研修」

また、
2009 年 10 月 1 日にはベトナムとも経済連携
協定を締結し、2012 年 6 月 17 日に同国からの看護
師・介護福祉士候補者を受け入れることに正式合意し
ている。
しかし、日本における看護師・介護福祉士の国家資

の上陸基準省令に規定されているが、実務研修を含ま

格取得への道は、
語学習得も含めて、
非常に険しい。候

ず非実務研修のみで行われる場合と、実務研修を含む

補者は、3 年から 4 年の在留期間内に国家試験に受か

場合とで、要件が異なる（研修・技能実習制度の詳細に

らないと、日本で正式に就職することができず、帰国

ついては、法務省入国管理局HP「研修・技能実習制度」

しなければならない。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/

看護師候補者の国家試験合格率をみると、1 回目と

ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html、国際研修

なる 2009 年は 0%だったが、その後、1.2%（2010

［2015.03.06］
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年）
、4.0%（2011 年 ）
、11.3%（2012 年 ）
、9.6%

2006 年、このような流れを受けて国は出入国管理及

（2013 年）
、10.4%（2014 年）と概ね上昇傾向にある。

び難民認定法を改正し、構造改革特別区域法による特

ただ、看護師国家試験全体の合格率 90%とは大きな開

例措置にもとづく活動については在留期間の上限を 3

きがあるのが現状だ（厚生労働省公表）
。

年から 5 年に伸長している（平成 18 年 5 月 24 日法

厚生労働省は、
「看護師国家試験における用語に関す

律第 43 号）
。

る有識者検討チーム」の提言に基づき、日本語を母国
語としない候補者が日本語のハンディキャップを補え
るよう、2011 年実施の国家試験から経済連携協定に
基づく候補者に配慮し、難解な用語・表現は言い換え
る、疾病名には英語を併記した問題を作成した。また、

（2）
今後の課題と展望
外国人労働者に対する日本の門戸が開かれつつある

2013 年以降、一般受験者の試験時間が合計 5 時間 20

ことは間違いない。専門的、技術的分野において高度

分に対して、候補者は 7 時間と 1.3 倍に延長するとと

外国人材を積極的に受け入れる政策はあきらかに進ん

もに、全ての漢字に振り仮名を付けた問題用紙を配布、

でいる。しかし、実際に日本に来る高度人材はあまり

実施している。しかし、合格率をみるかぎり、候補者

増えていない。これは、高度人材を受け入れる制度の

にとって国家試験合格への道は依然として険しい。

整備がアメリカ、欧州諸国、シンガポールといった他

一方、介護福祉士国家試験をみると、候補者が初め

国に大幅に遅れていることが大きな要因だが、日本の

て受験した 2011 年度から 2014 年度まで 36 ～ 39%

国自体に人材を引き寄せる魅力が乏しいことや言葉の

前後で推移しており、試験全体の合格率 65%前後と比

壁も遠因だろう。今後はどのようにすれば高度人材を

較しても、健闘がみられる（厚生労働省公表）
。

惹きつけられるか、より多角的に検討していかなけれ

政府の表向きの姿勢は、同協定に基づく看護師・介

ばならない。

護福祉士候補者の受入れは、看護・介護分野の労働力

他方、単純労働者の受入れについては依然として慎

不足への対応ではなく、相手国からの強い要望に基づ

重論が根強い。外国人が増えれば、医療、社会保険、教

き交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実

育、治安など、生活全般に影響を与えるのは避けられ

施している、というものである。しかし、今後この分

ない。外国人労働者を受け入れることは、労働力だけ

野での労働力が不足するのはあきらかで、外国からの

でなく、日本と異なる文化、風習、言葉、そして直接

労働力をもって対応する必要性が出てくるだろう。だ

の労働力と見込めない家族をも受け入れることである。

とすれば、語学の壁などを理由に帰国する候補者が減

日本社会がどの範囲までを許容できるのかを考え、人

り、正式に就職できるように、更なる改善と配慮をす

口減少が日本の社会と経済に危機を及ぼす前に決断を

るべきである。

下す必要がある。

地方公共団体

また、各地方公共団体レベルでは特区として外国人
の活用を謳ったものがいくつかある。仙台市の国際知
的産業特区（就労希望の外国人へのビザ発給の迅速化
要請）や、愛知県の環境・エネルギー・国際交流特区
（外国人の居住・就労条件の緩和）などがその例である。

［2015.03.06］
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労働政策講義
07.外国人労働者
リクルートワークス研究所
〒 100-6640 東京都千代田区丸の内 1-9-2
グラントウキョウサウスタワー
株式会社リクルートホールディングス
TEL 03-6835-9200
URL www.works-i.com/

