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要約  
平均寿命の伸びや出生率の低下により、日本では少子高齢化が深刻化している。国立社

会保障・人口問題研究所によると、日本の総人口は 2013年時点では 1億 2727万人であ

るが、2060年には 8674万人まで減少すると予測されている。その中でも 15～65歳の労

働力人口は 7883万人から 4418万人に減少することが予想されている。労働人口が減少す

るにつれて日本の経済活動はどのように変化しているのだろうか。 

第 1章第 2節では、国内総生産と労働人口減少の関係について取り上げている。1960

年代では平均 10．4％も実質 GDP成長率があったのが、1970年代には約 5.0％、1990年

代には約 1.4％になり、2000年代には１％を切るような時代になっている。三菱ＵＦＪリ

サーチ&コンサルティング（2015）「減少する労働力	 ～求められる均衡失業率の低下～」

によると、人口が実質 GDPに与える影響をみるために実質 GDPを被説明変数、生産年齢

人口（15～64歳）を説明変数として回帰分析を行った結果、正の関係を示す有意な結果が

得られることがわかり、生産年齢人口の減少は実質 GDPの伸びを抑制する効果があるの

である。また生産年齢人口やそれに伴い労働力人口が減少することは、供給面のみならず

需要面にも影響を与え、成長率の伸びを押し下げる効果を持っていることが分かった。 

第 3節では、外国人の雇用状況について取り上げている。厚生労働省の「外国人雇用状

況」の届出状況によると 2014年 10月末の外国人労働者数は 78.8万人と過去 多を更新

しており、年々右上がりに増加している。それに日本では外国人の不法残留も問題となっ

ており、実際にはこの届出状況よりも多い外国人労働者がいると推測される。また、都道

府県別と産業別の外国人労働者数のデータも取り上げた。都道府県別の外国人労働者の割

合は、東京都が全体の 27.3％を占め、次いで愛知が 10.9％、神奈川が 5.9％、大阪が 5.3％、

静岡が 5.2％で、この 5都府県で全体の半数を超えている。全国分布としては、東京から

北関東にかけて、また静岡・長野から大阪にかけての東海・近畿地方太平洋側に集中して

いる。これは東京から北関東は言わずと知れた日本の中心都市部であり、大企業が多数存

在していることが理由として述べられよう。産業別の外国人労働者雇用事業所の割合は、

「製造業」が事業所数全体の 26.4％を占め、次いで「卸売業、小売業」が 16.6％、「宿泊

業、飲食サービス業」が 14％、「サービス業」が 7.8％、(その他 26.9％)となっている。

製造業が も高い割合を占めているのは、愛知県、静岡県、三重県などの重化学系加工組



ISFJ2015 終論文 
 

 3 

み立て型産業への依存や、繊維産業の衰退に伴う自動車産業、輸送用機械及び電気機械産

業の発展により膨大な数の労働力を必要としているからであろう。外国人労働者の雇用形

態の比率をみてみると、東京都や大阪府といった大都市、外国人労働者の少ない地域では

企業労働者と直接雇用契約を交わす直接雇用が多いが、栃木県、群馬県、静岡県、滋賀県

といった工業地帯では間接雇用の比率が高くなっている。 

第 4節では日本にある外国人労働者の受け入れ制度について説明している。我が国では

一定の要件を満たす場合、外国人の在留を許可している。第 7 条第 1 項に規定する上陸の

ための条件に適合するかどうかを審査し、適合していると認定したときは入管法第 9 条に

基づいて在留資格及び在留期間を決定して上陸を許可するとされている。在留資格は本文

中の表に定める 27 種類に分けられており、活動の内容に基づく 23 の在留資格と身分また

は地位に基づく 4 つの在留資格で構成される。しかし、在留期間を過ぎても残留し続けて

いる外国人も我が国には数多く存在する。1993 年まで増加傾向にあったが、取締りの強化

等により減少傾向となっている｡我々が注目したのは、日本にある外国人の受入れ制度、外

国人研修・技能実習制度である。この制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、

国際社会との調和の発展のため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、

開発途上国等の経済発展を担うことを目的として作られたものである。	 

第 2 章の問題意識としては、我々は日本が少子高齢化によって生産年齢人口、つまり労

働人口が減り続けていく中で、経済が停滞傾向になっていくという未来を外国人労働者を

投入することで対処し得るのではないかと考える。	 

第 3章の先行研究としては3つの文献を参考にした。OECDによる研究「Ageing	 in	 cities」

では、少子高齢化による労働力人口の減少が経済や都市に与える問題に対する政策を様々

な国別に著述してあった。中村二郎（2009）の論文では、外国人労働者を日本の労働市場

に投入した時にどのような影響を与えるのかについて分析している。矢野生子（2003）で

は、リプチンスキー定理の基本モデルから、資本蓄積においての定理との関係性などに関

して分析されている。本稿の位置づけとしては、分析の結果による外国人労働者の投入が

日本人労働者への影響へのデータを生かし、悪影響が出なかった場合の外国人労働者の積

極的登用、並びに悪影響が出た場合の生活条件（永住権等）や賃金を含めた労働環境の改

善を主とした政策を提言していきたいと考える。	 

第 4 章の分析では、『外国人労働者の受け入れは日本に何をもたらすか：中村二朗著』

を参考に分析している。外国人労働者の受け入れによって、日本人労働者や日本経済、日
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本企業にどのように影響を与えるかを分析した。この分析では平成 23 年度～平成 25 年度

の 3 年分のデータを利用して、外国人労働者の受け入れによって、日本人労働者や日本経

済、日本企業にどのように影響を与えているか、重回帰分析を行った。説明変数として外

国人の平均賃金、雇用比、雇用企業比などを利用した。この分析の結果、外国人の賃金が

日本の産業ごとの賃金構造に対して、正に有意な影響を与えることが分かった。	 

	 

本稿の位置づけとしては、分析の結果による外国人労働者の投入が日本人労働者への影

響へのデータを生かし、悪影響が出なかった場合の外国人労働者の積極的登用、並びに悪

影響が出た場合の生活条件（永住権等）や賃金を含めた労働環境の改善を主とした政策を

提言していきたいと考える。	 

後に第 5 章の政策提言についてである。日本企業の事業活動を海外進出という方法で

はなく、日本で外国人労働者を積極的に受け入れることで、日本での経済活動を推進して

いく。外国人労働者の投入は、日本人労働者や日本経済にマイナスの影響が出ないという

分析結果をもとに、すでに設置されている外国人技能実習制度の改定を行うことで、外国

人労働者の受け入れ推進を提案する。 
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先行論文・参考文献・データ出典 
 
 

はじめに  
日本は世界有数の経済大国となっている。アメリカ、ヨーロッパ諸国と肩を並べる経済

発展を遂げ、先進国として他の国をリードする存在となっている。しかし、ここ近年では

日本の GDP成長率の低下が続いている。内閣府が発表している平成 15年度の年次経済財

政報告によると、OECD諸国の人口増加率と経済成長率の関係をみてみると両者には正の

関係があると述べられている。つまり人口増加率の増減が経済の成長率にも関わってくる

ということである。人口増加率が低下すれば、それが経済成長率にも影響を及ぼし成長率

の低下を招く。このことより、経済発展をするうえで人口増加率が重要な要素となってい

るといえよう。日本は少子高齢化社会に突入し、人口減少は止まらない。そのことにより

高齢者人口が年々増えるのに対し、実際に労働力となる生産年齢人口は減少していってい

る。このような現状の中、日本が経済発展を進める、又は維持していくことが難しいとい

うことは理解に難くない。経済活動が盛んであるということはそのままその国の豊かさ、

国民生活の豊かさにつながってくるものである。それでは日本の今後の経済成長率が低下

ないしマイナスになれば、その影響は我々国民の生活にも現れてくることになるだろう。

それでは、少子高齢化社会で生産年齢人口の減少が進みつつある日本ではどのように経済

成長を維持していかなければならないのだろうか。経済成長には資本、労働、技術革新の

3つの要素が必要不可欠である。この 3つのうちの 1つが欠けてしまっているのならば、

他の 2つで補えばよいが、日本では資本を増やしてもそこで働く労働が足りない。では残

った技術革新を進めれば良いのか。これにも問題があり、日本の経済が も発展した高度

経済成長期とは違い、現在は日本が世界をリードしていく存在であるということだ。高度

経済成長期にはアメリカ、ヨーロッパ諸国のより進んだ技術を取り入れれば日本の生産性

を上げることができたが、今の日本は上記で述べたようにそのアメリカ、ヨーロッパ諸国

と並び世界をリードする存在となった。技術を生み出す側になった日本の生産性をあげる

のは易くないのである。それは日本だけでなく、少子高齢化社会をむかえた先進国全てに
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いえることである。そこで、私たちは少子高齢化社会をむかえた国々が今後どのように経

済成長を発展ないし維持できるのかを考察していく。2 

第 1 章 現状・問題意識（目指す日本

の将来像）  

第 1 節（１．１）高齢化が進む中での日本の労働力

人口 

生活環境の改善、医療の発達などにより、日本は世界でも有数の長寿国となった。日本

の 65歳以上の高齢者の人口は 1950年から増加しているのに対し、14歳以下の人口は減

少の一途を辿っており、その影響は少子高齢化となって現れている。日本の総人口が 2010

年の 1億 2806万人を境に 2013年は 1億 2727万人となって、およそ 100万人減少してい

る。それ以降の人口推移の予測も国立社会保障・人口問題研究所が出している。それによ

ると日本の総人口は 2060年には 8674万人まで減少すると予測されている。このような日

本の高齢化が労働力人口にも影響している。日本の総人口が 2013年から減少しているの

に対し、15～65歳の労働力人口はもっと早い 2000年から減少している。1995年の労働

力人口は 8717万人、5年後の 2000年には 8622万人になりおよそ 100万人減っている。

2013年には 7883万人まで減っている。この労働力人口の減少は止まらず、2060年には

4418万人に大幅に減少すると予測されている。 

 

図１	 日本の高齢化の推移と将来予測 

 

 

 

 

                                                   
2内閣府	 平成 15年度年次経済財政報告	 http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je03/03-00302.html 

日本経済新聞	 「先進国の経済成長期、なぜ低い？」 
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO47710140W2A021C1W14001/	 （ 終アクセス日は 2015/10/31とする） 
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（総務省 HP	 2010年までは国勢調査、2013年は人口推計 12月 1日確定値、2015年以

降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」の出

生中位・死亡中位仮定による推計結果） 

高齢者の増加に伴い、その高齢者を支える生産年齢人口が減っているということも、高

齢社会をむかえた日本の問題となってくるであろう。65歳以上の年齢を支える生産年齢人

口が 2010年 2.77人であったのに対し、2060年には 1.28人となると推定されている。少

子高齢化が進むに従って、このように生産年齢人口の負担が増加していく。このような状

況が益々少産につながっていくのではないかと推測される。 

 

 

図２	 65歳以上人口 1人を支える生産年齢人口（推計） 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省 HP	 2010年までは国勢調査、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日

本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果を

元に作成） 
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第 2 節（１．２）国内総生産（GDP）と労働力人

口の関係 

図３	 国内総生産の推移 

 

出展：平成２５年度国民経済計算確報より筆者作成 

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h25/sankou/pdf/point2014

1225.pdf ( 終アクセス 2015/10/31とする) 
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出展：総務省統計局	 労働力調査	 就業状態別 15歳以上人口より筆者作成 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm 

上記のグラフは、1994年度から 2013年度までの 20年間の実質国内総生産と名目国内

総生産の推移を示したもの（図３）と 1995年度から 2014年度までの 20年間の労働力人

口の推移を示したもの（図４）である。 

 

日本における労働力人口は戦後長い間増加傾向が続いていたが、1998年の 6793万人を

ピークとし、景気拡張等による緩やかな増加が時折発生したりもしているが、2008年以降

は長期の減少傾向に入ってきており、2014年度現在では 6587万人となっている。また労

働人口減少の大きな要因として、少子高齢化が挙げられる。少子高齢化の進行によって非

労働力人口が大幅に増加してきているのである。特に戦後すぐに産まれた所謂「団塊の世

代」が 60歳になった 2007年以降、その傾向が顕著になってきている。 

そして長期的に増加してきていた日本の総人口も、平成 22年をピークに人口の減少が

始まり、2045年から 2055年ごろには総人口が１億人を切るとの試算もでている。 

そのような少子高齢化により、労働力人口は女性や高齢者の労働参加が進んだとしても減

少は避けられない見通しで、労働時間も非正規雇用の拡大並びに長時間労働を抑制しよう

という現在の流れから、今後も短くなっていくことが予想されている。そして、労働生産

性も今後は伸び悩むという推計がなされている現状である。 
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また 1960年代では平均 10．4％も実質GDP成長率があったのが、1970年代には約 5.0％、

1990年代には約 1.4％になり、2000年代には１％を切るような時代になっている。三菱

ＵＦＪリサーチ&コンサルティング（2015）「減少する労働力	 ～求められる均衡失業率

の低下～」によると、人口が実質GDPに与える影響もみるために実質GDPを被説明変数、

生産年齢人口（15～64歳）を説明変数として回帰分析を行った結果、正の関係を示す有意

な結果が得られることが判明している。つまり、生産年齢人口の減少は実質 GDPの伸び

を抑制する効果があるのである。また生産年齢人口やそれに伴い労働力人口が減少するこ

とは、供給面のみならず需要面にも影響を与え、成長率の伸びを押し下げる効果を持って

いる。 

 

 

 

第 3 節（１．３）外国人労働者についての現状 

第 1 項（１．３．１）外国人労働者数 
図５	 外国人労働者数の推移 
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＊ホームページ社会実情データ図録より引用 

 

	 厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況によると 2014年 10月末の外国人労働者数

は 78.8万人と過去 多を更新した。さらにここには不法残留者等は含まれておらず、実際

にはさらに多くの外国人労働者がいると予想される。 

 	 2012年 10月末の外国人労働者数は 68.2万人と前年同期比 0.6％減とはじめて減少し

た。これは、2011年の東日本大震災後の品不足や節電などの影響で一時的に外国人労働者

が減少し、その後、自動車産業の増産などで労働者数が回復していたが、なお、横ばいの

傾向となっていたためである。2014年は円安や経済好転によって外国人の雇用が増加して

いるといえる。現在我が国では安倍晋三首相が「アベノミクス」という経済政策を打ち出

しているが、より経済が好転して円安等が進んだ場合、外国人労働者の雇用は増加すると
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考えられる。さらに現在主にヨーロッパで問題となっている、中東やアフリカから大量に

流入する移民の問題もある。島国であり、それらの地域からの移動が困難である日本に移

民が流入してくるとは今のところ考えにくいが、決して可能性がないわけではない。そう

なると外国人労働者は確実に増加することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 項（１．３．２）都道府県別外国人労働者数 

図 6	 都道府県別外国人労働者 
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＊ホームページ社会実情データ図録から引用 

 

外国人労働者数の も多い県は東京であり、全体の 27.3％を占め、次いで愛知が 10.9％、

神奈川が 5.9％、大阪が 5.3％、静岡が 5.2％でこれに続いており、この 5都府県で全体の

半数を超えている。全国分布としては、東京から北関東にかけて、また静岡・長野から大

阪にかけての東海・近畿地方太平洋側に集中している。東京から北関東は言わずと知れた

日本の中心都市部であり、大企業が多数存在し、優秀なものも含め大多数の人材が必要と

なっている。また、愛知、静岡、三重などの東海圏は重化学系加工組み立て型産業への依

存や、繊維産業の衰退に伴う自動車産業、輸送用機械及び電気機械産業の発展により膨大

な数の労働力を必要としている。 

 	 派遣・請負の比率を見ると、東京、大阪といった大都市、あるいは外国人労働者の少な

い地域では企業が労働者と直接雇用契約を交わす直接雇用が多いのに対して、栃木、群馬、

静岡、滋賀といった工業地帯では、企業と労働者の間に直接の雇用関係がなく、第三者が
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指揮命令を行う形態である間接雇用の比率が高くなっており、その比率は栃木が 47.1％、

群馬が 42.6％、静岡が 51.2％、滋賀が 51.1％となっている。 

 
第 3 項（１．３．３）外国人労働者雇用事業所の状況 

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況によると、外国人を雇用している事業所は全

国に約 13万 7千か所であり、初めて 13万か所を超えている。このうち、労働者派遣・請

負事業を行っている事業所は約１万５千か所、当該事業所で就労する外国人労働者は約 18

万人で、それぞれ事業所全体の 11％、外国人労働者全体の 22.7％を占めている。事業所

規模別の外国人労働者雇用事業所の割合は、「30人未満」規模の事業所が も多く、事業

所全体の 54.6％を占めており、次いで「30～99人」は 19.7％、「100～499人」は 13.2％、

「500人以上」規模の事務所は 4.4％を占めている。事業所数はどの規模においても増加

しており、特に「30人未満」規模の事業所では前年同期比で 9.6％の増加であり、 も大

きな増加率となっている。一方で外国人労働者数も、「30人未満」規模の事業所が も多

く、外国人労働者全体の 33.9％を占めており、次いで「30～99人」は 18.8％、「100～

499人」は 23.6％、「500人以上」規模の事務所は 18.7％を占めている。どの規模におい

ても外国人労働者数は増加しており、特に 500人以上の大規模事務所は前年同期比で

15.8％増加している。事業所数や外国人労働者数の増加は、これは、専門的・技術的分野

の在留資格を含む高度外国人材の受け入れ促進が要因として考えられる。 

 

第 4項（１．３．４）産業別外国人雇用事業所数・労働者数 

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況によると、産業別の外国人労働者雇用事業所

の割合は、「製造業」が事業所数全体の 26.4％を占め、次いで「卸売業、小売業」が 16.6％、

「宿泊業、飲食サービス業」が 14％、「サービス業」が 7.8％、(その他 26.9％)となって

いる。製造業の事業所の占める割合は前年と比べ減少している一方、宿泊業・飲食サービ

ス業や卸売業・小売業は増加している。一方で産業別の外国人労働者数の割合は、「製造

業」が 34.7％を占め、次いで「サービス業」が 13％、「卸売業・小売業」が 11.6％、「宿
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泊業・飲食サービス業」が 11.6％、「教育・学習支援業」が 6.7％となっている。工場勤

務や建設業、配達業者や飲食店店員、大学教授などに至るまで、多くの外国人労働者が様々

な職場で様々な業種に就いている。 

 

第 4 節（１．４）外国人労働者の受け入れ制度 

	 

我が国の外国人労働者の受入制度は、一定の要件を満たす場合に在留を許可する方法と

なっている。具体的には、「出入国管理及び難民認定法」（以下、「入管法」）第 7 条第

1 項に規定する上陸のための条件に適合するかどうかを審査し、適合していると認定した

ときは入管法第 9 条に基づいて在留資格及び在留期間を決定して上陸を許可するものであ

る。	 

	 	 在留資格は以下の図 7 に定める 27 種類に分けられており、活動の内容に基づく 23 の在

留資格（「外交」から「特定活動」まで）と身分または地位に基づく 4 つの在留資格（「永

住者」から「定住者」まで）で構成される。活動の内容に基づく 23 の在留資格のうち、定

められた範囲内で就労が認められている在留資格は「外交」から「技能」までの 16 種類で

ある。しかし、「留学」、「就学」等の在留資格についても資格外活動の許可を受ければ

許可の範囲内での就労が可能となっている。「永住者」、「我が国の配偶者等」、「永住

者の配偶者等」、「定住者」については、身分または地位に基づく在留が認められている

ことから、入管法上、就労活動の制限はない。	 

	 	 我が国の外国人の受け入れ実態の中で特に注目するものとしては、外国人研修・技能実

習制度が存在する。この制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と

の調和の発展のため、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国

等の経済発展を担うことを目的として作られたものである。外国人は、まず研修の在留資

格を得た上で我が国に入国し、受入機関において研修を受ける。その後、研修成果・技能

実習計画の評価を受けて定められた要件を満たし、研修終了後に在留資格特定活動への変

更許可を受けると、研修を受けた同一機関において技能実習に移行することができる。技

能実習への移行対象となるのは 62 職種 114 作業に限られ、滞在期間は、研修活動と合わせ
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て 長 3 年間である。また、外国人技能実習生を受け入れる方式には、次の 2 つのタイプ

がある。	 

① 企業単独型：我が国の企業等（実習実施機関）が海外の現地法人や取引先企業の職

員を受け入れて技能実習を実施する。	 

② 団体管理型：商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体が技能実習生を受け

入れ、傘下の企業等（実習実施機関）で技能実習を実施する。	 

この 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 年目の技能

等を修得する活動と、2・3 年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対

応する在留資格として技能実習には 4 区分が設けられている。	 

	 これに加えて、日系人の受入れが挙げられる。現在、日系人は、原則として日系 3 世ま

で（未成年・未婚・被扶養者については 4 世まで）身分に基づく在留資格が与えられるた

め、国内における就労制限がない。従来は、日系 1・2 世に対してのみ在留資格が与えられ

ていたが、1990 年から施行された改正入管法により、日系 3 世にも「定住者」という在留

資格が認められることが明確になったことで入国者数も急増した。	 

	 また、在留期間を過ぎても残留し続けている外国人も我が国には数多く存在する｡平成

18	 (2006)	 年 1 月 1 日現在の日本における外国人不法残留者数は､19 万 3745 人(男性 10 万

562 人､女性 9 万 3183 人)	 である｡1990 年に 10 万 6497 人であった外国人不法残留者数は､

1991 年には 15 万 9828 人､1992 年には 27 万 8892 人と激増し､1993 年には 29 万 8646 人と

過去 高記録となったが、取締りの強化等により減少傾向となっている｡	 

2006 年の外国人不法残留者数を､不法残留となった時点での在留資格別に見ると､1.短期

滞在13万 4374人(69.4％)､2.	 興業1万 52人(5.2％)､3.	 留学7628人(3.9％)､4.就学7307

人(3.8％)､5.研修 3393 人(1.8％)､その他 3 万 991 人(16.0％)	 となっている｡	 

観光等、短期滞在の在留資格で入国し､外国人不法残留者数は､総数､比率とも減少している

もののやはり多く、興業､留学､研修については､総数､比率とも不法残留が増加している｡

就学については､入国・滞在規制の強化のためか総数､比率とも減少している｡	 
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図 7	 外国人労働者の在留資格

	 

 

第５節（１．５）日本企業の海外進出 

図８	 現地法人数 
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図９	 現地企業従業者 

図 10	 新規進出企業数・撤退企業数 

＊グラフは経済産業省ホームページ海外事業活動基本調査結果より作成	 
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日本企業の海外活動について、現地法人数、新規企業数、撤退企業数、従業者数の 4 点か

ら取り上げる。『経済産業省	 海外事業活動基本調査』の 1997 年から 2013 年までのデータ

をもとにグラフを作成した。それぞれ図 1 に現地法人数、図 2 に現地の従業者数、図 3 に

新規に海外進出した企業数と撤退した企業数を表している。 

まず図 1 の現地法人数は、概ね右上がりの統計になっている。1997 年と 2013 年を比較し

てみると、16 年間で約 10000 万の現地法人数が増加している。2012 年に大きく増加が見ら

れる。次に図 2 の従業者数であるが、従業者数も現地法人数に比例して概ね右上がりに増

加している。海外進出する企業が増加すれば、それだけ海外で働く従業者が増えていくこ

とを示す結果となっている。 後に図 3 では新規進出企業、撤退企業を表している。大き

な変化がある 3 つの時期について分析した。1 つ目が 2000 年頃である。日本はバブル崩壊

後であることと、アメリカ合衆国を中心に IT バブル崩壊が関係していると考えられる。2

つ目が 2002 年頃である。2002 年前後に撤退企業数が急激に増加しているのは、2001 年の

アメリカ合衆国の同時多発テロ(9・11)が影響している可能性が高い。3 つ目に、2009 年前

後を見てみると、新規進出企業は大きく減少し、撤退企業は逆に大きく増加している。こ

れは 2008 年にリーマンショックが起こったことが原因であると考えられるこのように、経

済的要因が 2 つのデータに関連している可能性が高い。	 

	 経済的要因が経済の発展に関連しているとはいえ、少子高齢化社会が進行するにつれて、

労働人口の減少や経済活動の低速化などにより、日本の企業は海外進出が著しく進んでい

るといえる。日本企業の海外進出が、日本での経済活動の衰退につながる原因の一つにな

っているとすれば、少子高齢化による人口減少によって需要が減少していることが関係し

ているのではないだろうか。こういった状況を改善していかなければ、日本での企業の経

済活動はさらに衰退していくことが予想される。本稿では、上記に挙げた海外での日本企

業の活動も踏まえ、政策提言につなげていきたい。	 
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第 2 章 問題意識  
	 

現在、我が国は深刻な少子高齢化に悩まされている。総務省によると、我が国の総人口

は、2030 年（平成 42 年）の 1 億 1,662 万人を経て、2048 年（平成 60 年）には 1 億人を割

って 9,913 万人となり、2060 年（平成 72 年）には 8,674 万人になるものと見込まれてい

る。また、生産年齢人口（15～64 歳の人口）は 2010 年（平成 22 年）の 63.8％から減少を

続け、2017 年（平成 29 年）には 60％台を割った後、2060 年（平成 72）年には 50.9％に

なるとなるのに対し、高齢人口（65 歳以上の人口）は、2010 年（平成 22 年）の 2,948 万

人から、団塊の世代及び第二次ベビーブーム世代が高齢人口に入った後の 2042 年（平成

54 年）に 3,878 万人とピークを迎え、その後は一貫して減少に転じ、2060 年（平成 72 年）

には 3,464 万人となる。そのため、高齢化率（高齢人口の総人口に対する割合）は 2010

年（平成 22 年）の 23.0％から、2013 年（平成 25 年）には 25.1％で 4 人に 1 人を上回り、

50 年後の 2060 年（平成 72 年）には 39.9％、すなわち 2.5 人に 1 人が 65 歳以上となるこ

とが見込まれている。少子高齢化によって、生産年齢人口、つまり労働人口が減り続けて

いく現状に、増え続ける外国人労働者を投入することにより対処できるのではないか。し

かしそこには我が国の労働者の雇用や賃金に影響を与える可能性がある。このような外国

人労働者の投入が日本人労働者にどのように影響を及ぼすのかを検証していく。	 
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第 3 章 先行研究及び本稿の位置づ

け  
	 

我が国では少子高齢化が進行し続けて老年人口の比率が増え続ける一方で、若年人口や

生産年齢人口の比率は減少し続けており、その結果労働力人口も減少し続け、これからも

減少していくと考えられる。現状分析でも述べたように、日本の総人口が 2013 年から減少

しているのに対し、15～65 歳の労働力人口はもっと早い 2000 年から減少している。1995

年の労働力人口は 8717 万人、5 年後の 2000 年には 8622 万人になりおよそ 100 万人減って

いる。2013 年には 7883 万人まで減っている。この労働力人口の減少は止まらず、2060 年

には 4418 万人に大幅に減少すると予測されている。また厚生労働省によると、日本の外国

人労働者数及び外国人労働者を雇用する事業所の数は年々増加しており、さまざまな業種、

職種についている。不法滞在の外国人の存在や、日本の経済発展、可能性は低いと考えら

れるが移民流入の可能性なども考慮すると、これからもその数は増えていくと考えられる。

OECD による研究「Ageing	 in	 cities」では、少子高齢化による労働力人口の減少が経済や

都市に与える問題に対する政策を様々な国別に著述してあり、それを参考にした。増加し

ていく外国人労働者を我が国の減少していく労働力人口だけでは足りない所に投入してい

きたいというのが本稿での私たちの提言であるが、外国人労働者の投入によって日本人労

働者の雇用や賃金にどのような影響を与えるのかということが問題になる。そこで、日本

大学中村二郎教授（2009）の研究論文を参考にし、外国人労働者の投入による日本人労働

者の賃金、供給に関する影響について分析する。中村二郎（2009）の論文では、外国人労

働者を日本の労働市場に投入した時にどのような影響を与えるのかについて分析している。

主に外国人労働者の登用は日本人労働者の賃金に影響を与えるのか、日本人の労働者の登

用に影響を与えるのか、企業の技術選択に影響を与えるのかという 3点について、統計資

料の個票データを用いて分析をしている。この中村の分析方法を参考にして我々は分析を

行った。 

	 矢野生子（2003）では、リプチンスキー定理の基本モデルから、資本蓄積においての定

理との関係性などに関して分析されている。リプチンスキーの定理が、経済においてどの
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ような場合を想定しているのかについて述べられている。 

	 リプチンスキーの定理とは、ヘクシャー・オリーン3の定理をもとに、価格や生産要素の

価格が一定に保たれる場合、一国における資本などのある一種類の生産要素の賦存の増加

が各財の生産にどのように影響するかを明らかにした理論である。労働の増加は、労働集

約的産業の生産を増加させ、資本集約的産業の生産を減少させる。資本の場合も同様のこ

とが言える。	 

本稿の位置づけとしては、分析の結果による外国人労働者の投入が日本人労働者への影

響へのデータを生かし、悪影響が出なかった場合の外国人労働者の積極的登用、並びに悪

影響が出た場合の生活条件（永住権等）や賃金を含めた労働環境の改善を主とした政策を

提言していきたいと考える。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                                                   
3 ヘクシャー・オリーンの定理とは、労働と資本などの生産要素のもとで、等しい技術水
準で複数の財を生産する場合に、賦存比率に関連付けて分析し、貿易を通じて価格や生産

要素価格がどのように変化するのかを示した外国貿易の基礎となる理論のことである。 
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第 4 章 分析  
 

第 1 節（４．１）分析の枠組みおよび仮想モデ

ル  

	 前章で述べた通り、我々は「国民の平均賃金に対して、外国人労働者の投入がどのよう

な影響を与えるのか」という問題に関して論証をする。ここで注意すべきことは先行研究

で示した通り、賃金構造を調べる場合には、供給行動まで含めて検討をする必要があるの

である。外国人労働者を異なった質の労働者グループとして捉え、そのグループに属する

労働者数が変動することによる効果を把握しようとすれば、異なった質を持ったグループ

間の代替・補完関係 を把握することが望ましいのだ。[中村] 

そのため今回は賃金構造を大まかに男性・女性・外国人の 3つに分けてデータを収集し

た。 

加えて考慮しなければばらない事実として供給行動についても考慮し、外国から資本を

受け入れる状況を考慮するとき、リカードの比較優位が作用するのである。本稿では HO

モデルを利用する。次項にて HOモデル（ヘクシャー・オリーンモデル、以下 HOモデル

と記す。）採用にあたっての仮定を解説する。ここでは結論だけ先に述べておく。HOモ

デル下ではリプチンスキー定理が成立する。この定理では資本集中型の生産構造をしてい

る財の生産を増加させると生産要素の増加量よりも増加する。この定理を利用するために、

今回の分析では第一次産業を労働中心型の産業、第二次産業・第三次産業を資本集中型の

産業として扱った。 

また本稿では検証にあたり、重回帰分析を利用する。分析では 47都道府県の平成 23年

から平成 25年まで合計 3年間のデータを利用した。データ参照元は厚生労働省発行の『賃

金構造基本統計表』及び『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』である。パネルデータ

分析ではなく、クロスセクション分析を行った理由としては各産業における影響について

の考察を行いたかったためである。 
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また 3年間のデータを導入した理由としては、この 3年間で外国人労働者の国の順位変

動が少なかったことと、また利率に変動があまり見られなかったため、サンプル数を増や

し、有意な分析を行うためである。 

参考までに外国人労働者の内訳を記載しておく。 

国名 構成比率 

中国 39.6％ 

フィリピン 12％ 

ブラジル 11.6％ 

ベトナム 7.8％ 

韓国 4.7％ 

GB+オーストラリア+ニュージーランド 7.3％ 

その他 17％ 

        （筆者作成） 

 

被説明変数としては、総産業の平均賃金を利用した。主たる説明変数としては、外国人

労働者の産業別の平均賃金を利用した。 

	 

第 2 節（４．２）HO モデル 

 

今回採択する HOモデルでは様々な仮定が成立している。そのため今回の分析に当てはま

っているかどうかを検証しておく。 

・生産規模は一定 

今回利用する財は労働力である。資本の導入はそのまま収穫一定である。 

・2財を生産するための生産技術の違い 

産業別に必要な資本は異なったものであるため成立している。 

・国内の労働移動 

国の中で異なる生産を行うために再投資、再雇用されうるので成立。 

・国内の完全競争 

自明であるため成立。 
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・財の価格が一定 

今回、外国人労働者が日本で働いていることを前提としているため、明らかに成立してい

る。 

以上の条件が成立しているため、今回はヘクシャー・オリーンモデルのリプチンスキー定

理を利用して分析を進める。 

 

第 3 節（４．３）各種変数解説  
 

○説明変数 

・日本の都道府県別各産業別の平均賃金	 

	 産業別のデータが必要であったため利用した。ここでいう産業別とは、第１次産業、第

2次産業、第 3次産業のことである。利子率の変動はここ数年の金融政策を考慮して一定

であるとした。 

・男女都道府県別各産業別の平均賃金	 

産業別のデータが必要であったため利用した。ここでいう産業別とは、第１次産業、第 2

次産業、第 3次産業のことである。利子率の変動はここ数年の金融政策を考慮して一定で

あるとした。 

・外国人労働者都道府県別各産業別の平均賃金	 

外国人の影響について考慮するため採用した。利子率の変動はここ数年の金融政策を考慮

して一定であるとした。 

・外国人雇用企業比率	 

外国人の雇用の比率を導入した。外国人雇用企業/全企業。単位は件である。 

・外国人構成比率	 

都道府県別の全体の雇用者を 1とした時の比率を用いる。外国人の構成比率が賃金構造に

影響しているのではないかと考え、選択した。労働集中型の産業では、正の値をとるので

はないかと予想される。 

 

第 4 節（４．４）モデル式 
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重回帰分析のモデル式は以下のとおりである。 

モデル式に関しては中村（2006）を参考にした。本モデル式の独自性としては、男女の

比率を導入していない点と外国人平均賃金を導入している点という点があげられる。 

𝑌!" = 𝛼! + 𝛼!𝑥!!" + 𝛼!𝑥!!" + 𝛼!𝑥!!" + 𝛼!𝑥!! + 𝛼!𝑥!!+
ξ 

 

𝑌!" :総産業の平均賃金 

𝑥!!" :男女計各産業別の平均賃金 

𝑥!!" :男女別の各産業別の平均賃金 

𝑥!!" :外国人労働者の各産業別の平均賃金 

𝑥!! :外国人の各産業における平均賃金 

𝑥!! :外国人構成比率 

ⅰ	 	 	 	 	 	 :都道府県データ（１～４７） 

ｔ     :年度（H23~H25） 

ξ	 	 	 ：誤差項 

各変数の記述統計量は以下の通りである。 

 

記述統計量	 

 度数	 小値	 大値	 平均値	 標準偏差	 

総産業賃金	 141	 222	 373	 270.29	 28.372	 

第２次産業総賃金	 141	 429	 758	 557.82	 70.855	 

第１次産業総賃金	 141	 626	 994	 772.89	 70.324	 

第３次産業総賃金	 141	 174	 311	 226.15	 25.383	 

男性総賃金	 141	 248	 407	 298.70	 29.432	 

男性第2次産業総賃金	 141	 475	 809	 594.78	 70.941	 

男性第1次産業総賃金	 141	 707	 1126	 878.84	 80.897	 

男性第3次産業総賃金	 141	 186	 331	 244.64	 27.391	 
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女性総賃金	 141	 182	 293	 216.25	 19.755	 

女性第2次産業総賃金	 141	 493	 845	 613.89	 67.881	 

女性第1次産業総賃金	 141	 513	 833	 620.16	 57.187	 

女性第3次産業総賃金	 141	 149	 266	 182.11	 20.644	 

事業費率	 141	 0	 26	 2.12	 3.936	 

労働賃金率	 141	 0	 27	 2.12	 4.091	 

外国人第2次構成比率	 141	 6	 76	 48.29	 15.423	 

外国人第1次構成比率	 141	 1	 46	 9.48	 8.348	 

外国人第3次構成比率	 141	 16	 85	 42.24	 17.200	 

外国人第1次平均賃金	 141	 25	 414	 267.88	 87.103	 

外国人第3次平均賃金	 141	 7	 365	 74.99	 67.378	 

外国人第2次平均賃金	 141	 41	 232	 94.85	 39.217	 

有効なケースの数	 (リスト

ごと)	 
141	     

 

第 5 節（４．５）推定結果と各種解釈 

	 第 1 項（４．５．１）推定結果	 

 

前述したとおり、資本集中型産業と労働集中型産業に投入した場合を分けて検証す

る。 

・ケース 1	 資本集中型産業 

 

 

モデルの要約 b	 

モデル	 R	 R2	 乗	 調整済み	 R2	 乗	 

推定値の標準誤

差	 

1	 .976a	 .952	 .950	 6.333	 

被説明変数:日本の都道府県別平均賃金:N=47 
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a.	 予測値:	 (定数)、外国人第2次構成比率,	 男性第2次産業総賃金,	 事

業費率,	 外国人第2次平均賃金,	 女性第2次産業総賃金。	 

	 

 

 

分散分析 a	 

モデル	 平方和	 自由度	 平均平方	 F	 値	 有意確率	 

1	 回帰	 107277.018	 5	 21455.404	 534.888	 .000b	 

残差	 5415.115	 135	 40.112	   

合計	 112692.133	 140	    

a.	 従属変数	 総産業賃金	 

b.	 予測値:	 (定数)、外国人第2次構成比率,	 男性第2次産業総賃金,	 事業費率,	 外国人

第2次平均賃金,	 女性第2次産業総賃金。	 

 

 

モデル	 

非標準化係数	 

標準化係

数	 

t	 値	 有意確率	 

相関	 

B	 標準誤差	 ベータ	 ゼロ次	 

1	 (定数)	 32.929	 7.593	  4.337	 .000	  

男性第2次産業

総賃金	 
.216	 .021	 .539	 10.302	 .000	 .960	 

女性第2次産業

総賃金	 
.167	 .022	 .400	 7.463	 .000	 .953	 

外国人第2次平

均賃金	 
.013	 .028	 .018	 .472	 .638	 .257	 

事業費率	 .653	 .187	 .091	 3.496	 .001	 .610	 

外国人第2次構

成比率	 
.082	 .068	 .044	 1.199	 .233	 -.140	 
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係数 a	 

モデル	 

相関	 

偏	 部分	 許容度	 VIF	 

1	 (定数)	     

男性第2次産業総賃金	 .663	 .194	 .130	 7.690	 

女性第2次産業総賃金	 .540	 .141	 .124	 8.060	 

外国人第2次平均賃金	 .041	 .009	 .237	 4.227	 

事業費率	 .288	 .066	 .531	 1.885	 

外国人第2次構成比率	 .103	 .023	 .259	 3.857	 

 

モデル	 

外国人第2次	 

構成比率	 

男性第2次	 

産業総賃金	 事業費率	 

外国人第2次	 

平均賃金	 

1	 相関	 外国人第2次構成比

率	 
1.000	 -.046	 .041	 .826	 

男性第2次産業総賃

金	 
-.046	 1.000	 -.055	 -.005	 

事業費率	 .041	 -.055	 1.000	 -.216	 

外国人第2次平均賃

金	 
.826	 -.005	 -.216	 1.000	 

女性第2次産業総賃

金	 
-.018	 -.899	 -.185	 -.036	 

共分散	 外国人第2次構成比

率	 
.005	 -6.523E-5	 .001	 .002	 

男性第2次産業総賃

金	 
-6.523E-5	 .000	 .000	 -2.669E-6	 

事業費率	 .001	 .000	 .035	 -.001	 
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外国人第2次平均賃

金	 
.002	 -2.669E-6	 -.001	 .001	 

女性第2次産業総賃

金	 
-2.815E-5	 .000	 -.001	 -2.262E-5	 

 

上記の推定結果は回帰分析による分析結果である。サンプルによって外国人雇用率に開

きがみられたため、標準化係数を考慮に入れ、重回帰分析を行った。 

前述のとおり、資本集中型である第二次産業を分析対象に捉えた。 
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・ケース 2	 労働集約型産業 

 

モデルの要約 b	 

モデル	 R	 R2	 乗	 調整済み	 R2	 乗	 

推定値の標準誤

差	 

1	 .982a	 .964	 .960	 5.659	 

a.	 予測値:	 (定数)外国人第3次平均賃金,	 外国人第1次平均賃金,	 女性

第1次産業総賃金,	 労働賃金率,	 男性第3次産業総賃金,	 男性第1次産業

総賃金,	 女性第3次産業総賃金,	 第１次産業総賃金,	 外国人第3次構成

比率,	 第３次産業総賃金,	 事業費率,	 外国人第1次構成比率。	 

b.	 従属変数	 総産業賃金	 

 

 

モデル	 

非標準化係数	 

標準化	 

係数	 

t	 値	 有意確率	 

相関	 

B	 標準誤差	 ベータ	 ゼロ次	 

1	 (定数)	 -63.485	 11.330	  -5.603	 .000	  

第１次産業総

賃金	 
.029	 .018	 .073	 1.604	 .111	 .897	 

第３次産業総

賃金	 
-.191	 .137	 -.171	 -1.394	 .166	 .862	 

男性第1次産業

総賃金	 
.062	 .015	 .177	 4.068	 .000	 .896	 

男性第3次産業

総賃金	 
.190	 .100	 .183	 1.899	 .060	 .834	 

女性第1次産業

総賃金	 
.088	 .023	 .178	 3.810	 .000	 .925	 

被説明変数:日本の都道府県別平均賃金:N=47 
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女性第3次産業

総賃金	 
.252	 .079	 .183	 3.192	 .002	 .898	 

事業費率	 3.985	 1.025	 .553	 3.890	 .000	 .610	 

労働賃金率	 -2.958	 .929	 -.426	 -3.185	 .002	 .607	 

外国人第1次構

成比率	 
-.953	 1.060	 -.280	 -.899	 .370	 .318	 

外国人第3次構

成比率	 
1.453	 .151	 .881	 9.643	 .000	 -.028	 

外国人第1次平

均賃金	 
.279	 .029	 .855	 9.480	 .000	 .177	 

外国人第3次平

均賃金	 
.313	 .138	 .744	 2.273	 .025	 .389	 

 

係数 a	 

モデル	 

相関	 

偏	 部分	 許容度	 VIF	 

1	 (定数)	     

第１次産業総賃金	 .140	 .027	 .137	 7.316	 

第３次産業総賃金	 -.122	 -.024	 .019	 53.060	 

男性第1次産業総賃金	 .338	 .069	 .151	 6.636	 

男性第3次産業総賃金	 .166	 .032	 .031	 32.710	 

女性第1次産業総賃金	 .319	 .064	 .130	 7.708	 

女性第3次産業総賃金	 .272	 .054	 .086	 11.622	 

事業費率	 .325	 .066	 .014	 71.071	 

労働賃金率	 -.271	 -.054	 .016	 63.074	 

外国人第1次構成比率	 -.079	 -.015	 .003	 342.470	 

外国人第3次構成比率	 .649	 .163	 .034	 29.376	 
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外国人第1次平均賃金	 .642	 .160	 .035	 28.649	 

外国人第3次平均賃金	 .197	 .038	 .003	 376.799	 

 

資本集中型産業と形式は同じである。労働集約型産業では、今回第一次産業・第三次産

業を対象として分析を行った。 

 

 

	 第 2 項（４．５．２）推定結果の解釈 
 

本項では分析結果をもとに検証仮説の真偽を明らかにする。また、その他説明変数の推

定結果についても解釈をする。 

	 変数間における相関係数は平均賃金と外国人雇用比率には強い相関関係があり、外国人

の平均賃金と男女の平均賃金には相関関係がみられなかった。このことから、賃金率は影

響を与えないということが推定される。 

	 また多重共線性についても確認したところ、男女の賃金率に関して相関関係がみられた

が、相関係数を確認したところ相関関係が薄いようなので、問題がないとして扱った。 

	 ここで分析結果について考察する。資本集中型産業は正に有意であり、有意確率の当て

はまりもよかったため、リプチンスキー定理による仮説と一致した。また、労働集約型産

業においては、係数は正であったが、有意確率において、当てはまりが悪かった。これは、

二次産業を構成している都道府県に偏りがあるためであると推測される。つまり資本集約

型に関しては賃金に関して何らかの正の影響を与え、労働集約型に関しては日本人労働者

と外国人労働者の賃金率に関して何ら影響を与えないものであると考えられる。これを踏

まえて次章にて政策提言を行う。 

	 次にその他の説明変数について述べる。 

	 資本集中型産業では日本人男性が も正に有意であった。これは日本の第二次産業の就

業比率における男性の多さが表れていると解釈できる。 

	 労働集約型産業においては男女に差異はみられず、ともに正に有意であった。 

	 外国人雇用比率は資本集中型産業において負の値をとった。これは技能実習においての

問題を抱えているからであると推定できる。 
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第 5 章 政策提言の方向性  
第1節	 本稿まとめ 

	 日本は現在、少子高齢化が進行し、人口が年々減少するとともに、労働人口の減少が今

後さらに進んでいくと考えられる。そうした問題を抱えた日本での経済活動は、衰退して

いくと考えられる。海外への事業展開も、衰退の一部であると言えるのではないだろうか。

今後、日本での経済活動が衰退していくことを防ぐために、私たちは外国人労働者の受け

入れの推進を提案したいと思う。 

現状として、日本での外国人労働者の研修を行っているのは、外国人技能実習制度であ

る。第１章で述べた通り、現存の外国人技能実習制度では、先進国の技術を習得し、発展

途上国の経済発展の担い手となる人材を育成していくことが目的である。もちろん経済を

発展させていくことや発展途上国がさらなる成長を遂げていくことは、非常に重要なこと

である。しかしながら、こうした技能実習制度を先進国である日本で実施するのであれば、

私たちはこの制度を日本の経済のためにも活用していきたいと考えている。労働人口の減

少を外国人労働者の受け入れにより補うことで、企業の経済活動がより発展したものにな

るようにしていきたい。 

 

第２節 分析結果を踏まえて 

外国人労働者の投入は、日本人労働者や日本経済にマイナスの影響が出ないという分析

結果をもとに、すでに設置されている外国人技能実習制度の改定を行うことで、外国人労

働者の受け入れ推進を提案する。 

	 現存の外国人技能実習制度には、いくつかの問題点が挙げられている。現在の問題点で

ある低賃金や指導不十分の問題などである。分析結果において資本集約型産業で負の値を

とったのは、これらの問題が原因だと考えられる。つまり、外国人労働者受け入れ推進の

方法として外国人技能実習制度を活用するためには、現在の外国人技能実習制度を初めか

ら見直し、外国人労働者が働きやすい環境づくりをしていく必要がある。 
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第３節 外国人技能実習制度の改定について 

	 第２節で述べた問題点を考慮し、 後に私たちがどのような外国人技能実習生制度の改

定が望ましいと考えているか述べていきたい。研修後も日本で働くことを前提とした改定

である。これには主に三つの手順が必要だと考えられる。 

	 まず初めに、現在の問題点を解決することである。低賃金や指導不十分の問題に関して

は徹底した調査を行い、現状を把握するべきだと考える。調査の方法としては実習生に対

してアンケート等を実施する。アンケート結果の集計を行い、派遣先の企業に直接指導し

ていくことで、上記の問題を解決していきたいと考えている。 

	 次に、語学やマナーに関しての研修を初めにしっかりと実施することである。日本で継

続的に働いていくためには、日本での生活や仕事に不自由のないように働くことができな

ければ、派遣先の企業も実際に働く外国人労働者も働きにくくなってしまう。例えば、言

葉の壁は非常に大きな問題である。言葉が通じなければ、受け入れ先企業での指導に問題

が生じてしまう。マナーの面に関しても、常識の認識の違いが問題を生じさせてしまう可

能性が考えられる。このことから、初めに全体での語学やマナーの研修をしっかりと行う

ことで、上記の問題を防ぐことができる。 

	 後に、技能実習後に日本で継続して働けるように外国人労働者の就職支援を行うこと

である。そのために、技能実習後について日本で継続して働くコースと帰国するコースの

二つのコースを設ける。これにより、日本で働く外国人労働者を確保することができる。

コースをあらかじめ設定し、実習後も継続して働きやすい環境を作ることで、日本での外

国人労働者増加につながっていくと考えている。実習後も定期的に研修を行い、派遣先で

の仕事に関してや、日本での生活についてなどを話し合う場を設けたい。 

	 日本経済は、少子高齢化により経済活動が衰退していくことが考えられている。外国人

が、日本で働くことによって得た給料で、消費活動を行う機会も増えることが予想できる。

それにより、企業の経済活動もおのずと活発化していくだろう。外国人労働者の存在は、

日本企業の経済活動を成長させ、「外国人労働者の受け入れ」は、日本経済の衰退を食い

止める手段となることが期待できることを願いこれを政策提言にしたいと思う。 
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おわりに  
本論文では、今後、少子高齢化・人口減少がより進行していく日本において、労働人口

の減少により、日本での事業が困難である状況を解決するために労働人口の減少を外国人

労働者の受け入れにより補うことを論じてきた。	 

労働力人口が減少することによって実質 GDP 成長率の伸びが制限されることは第 1 章で

述べたが、これに対して我々は日本に外国人労働者を受け入れることで、日本の企業の発

展につながり、日本経済への起爆剤たるのではないかと考える。しかし、外国人労働者を

受け入れることによって日本人労働者へ悪影響があっては元も子もない。そこで第 4 章の

分析において実際に分析した結果、外国人労働者の投入は、日本人労働者や日本経済にマ

イナスの影響が出ないという分析結果を得た。そこで我々はすでに設置されている技能実

習制度を改良し、外国人労働者の受け入れを促進することを第 5 章の政策提言で述べた。	 

	 改良内容については政策提言で述べたが、それに伴うコストや専門機関の設置、具体的

な改定内容等に関しては本稿では触れていないが、外国人労働者の受け入れ問題は現在の

日本が直面している課題の１つであり、避けては通れない道である。本稿で挙げた問題は

今後も議論されるべきであり、今後の課題として別稿へつなげていきたい。	 

現在の日本における状況を正しく理解し、労働力不足による外国人労働者の受け入れに

関する政策を早急に立案することは必須である。我々だけでなく、日本国民全員が正しく

理解・判断することによって今後の日本経済がより発展していくことを願う。	 
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