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[要 約] 

本調査研究は、人口減少社会に向け、機械工業など我が国製造業への本格的な外国人雇

用導入の検討が必要となっていることから、欧米諸国の先行事例により、人材育成等によ

る生産性向上に限界がある場合の対応策として外国人雇用の選択肢がどこまで有効か、産

業・社会にどのような影響があるかを調査した。調査は、外国人雇用の産業・社会への影

響について歴史的検証を行うことで、企業の経営戦略に資する資料を提供するものである。 

 

Ⅰ 調査研究の概要 

１．背景と目的 

人口減少社会に向け、機械工業など我が国製造業が本格的に外国人雇用を導入すること

についての検討が必要となっている。そこで、欧米諸国の先行事例により、外国人雇用が

産業に与える効果と社会に与える影響について歴史的検証を進めることで、生産性向上に

限界がある場合の対応策として外国人雇用の選択肢がどこまで有効であるのか検討し、企
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業の経営戦略の参考に資することを目的に調査を行う。 

２．調査研究体制  

 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社内に、「外国人雇用における産業に与え

る効果と社会に与える影響の歴史的検証に関する調査研究」プロジェクトチームを組織し、

本事業を実施した。 

３．調査研究項目・スケジュール  

 調査研究項目は、外国人雇用導入の経緯、外国人雇用が産業と社会に与えた効果・影響、

日本に対する示唆である。なお、調査対象国はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの

４カ国である。また、調査実施期間は平成21年 10月 1日から平成22年 3月末日迄である。 

 

Ⅱ 文献調査 

１．労働力需給と外国人雇用の状況 

 1960～2007年の長期データより、多くの OECD諸国において、景気循環と移民流入の

間には正の相関が見られるが、フランスでは 1980年以降、ドイツでは 1993年以降、その

関係は見られなくなっている。これは先進諸国が労働移民の受入を制限するようになった

結果、移民に占める家族移民や難民の割合が増加したためと思われる。しかし、調査対象

国の外国人人口のストックは増加傾向にある。少子高齢化傾向にある先進諸国では、外国

人労働力を導入しなければ将来、労働力人口の減少ないし鈍化が見込まれ、産業・企業へ

の影響は小さくないと予想される。 

 

Ⅲ 欧米の事例調査 

第一章 ドイツ  

１．導入時期、導入に至る背景  

ドイツにおける外国人労働者導入は長い歴史を持っているが、戦後ドイツの外国人労働

者導入は 1955、56年に始まったとされる。外国人労働力の導入と 60年代における本格化

の背景には、①戦後復興とそれに続く 1960 年代の高度成長が必要とする労働力の不足、

②「ベルリンの壁」構築（1961年）による復興を支えてきた東からの人の流れの停止、③

少子高齢化による生産年齢人口の減少傾向 、④NATO加盟（1955年）と再軍備による生

産年齢人口（特に熟練工）の拠出がある。外国人労働者はその後増加の一途を辿ったが、

オイルショックを機とする不況に直面し、国内雇用を守るという理由から、1973年に外国

人労働者の募集を停止した。その方針は原則として現在にも引き継がれている。ただし、

EU加盟国の人々は例外とされ、東欧を含む EU域内から労働力を受け入れている。また、
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近年、高度人材に限っては EU加盟国以外の第三国からも積極的な受け入れを行っている。 

２．外国人雇用にかかる国の方針・制度等  

1955年に始まる戦後ドイツの外国人労働者の受け入れは、二国間協定によって受け入れ

人数・分野を定め、個別契約上も期限を付する「ローテーション形式」であった。しかし、

実際には外国人労働者の滞在は長期化し、家族を呼び寄せたり、子どもを出生して定住す

る者が増加し、同制度は機能しなかった。政府は外国人労働者に対する方針を、一定年限

での帰国を前提とする「ゲスト・ワーカー」から転換し、長期的滞在への道を開くことに

なった。現在のドイツの労働者受け入れ制度は、EU 加盟国の国籍を持つ人々については

自由な人の移動を認める一方、EU 域外の第三国からは、技能労働者については特定の職

種に限り労働市場の状況を考慮した上で労働許可を付与し、高度技能労働者（高度技能移

民）については積極的な受け入れを行っている。 

３．外国人雇用の効果と影響 

（１）産業・企業に与えた効果・影響 

 1950-70 年代のドイツの経験は、産業構造の転換、生産方式の機械化・省力化と、外国

人労働力の導入拡大が、同時並行的に、時として補完的に行われうることを示していると

思われるが、長期的に見れば、産業・企業の高度化のための調整のスピードを遅らせた可

能性は否定できない。また、外国人労働力を導入しても、結果的には、空洞化を避けるこ

とはできず、低付加価値部門の海外移転は「時間の問題にすぎない」ことを示唆している。

一方、競争力のある製品を生み出していくには、ITやバイオテクノロジーなどの高度技能

人材への需要が増加しており、国内で不足するこれらの人材を海外に求めたいとする産業

界の要望を受け、国レベルでも優遇的な受け入れ制度の導入が図られている。外国人労働

者をどのような分野にどのような目的で受け入れるか、どのようなスキル、知識を持つ人

材を導入するかについては、長期的な視点をもって判断することが必要と思われる。 

（２）社会的な影響 

外国人労働者受け入れの社会的影響にはプラス、マイナスの両面があり、移民（外国人

労働者）の社会的統合には引き続き多大な努力が払われているが、ドイツにおける最大の

影響は、ドイツ社会の「移民国家化」であったといえるであろう。今日のドイツでは、外

国籍の人口は約 700万人で全人口の約 9％を占め、これにドイツ国籍を新たに取得した従

来からの在留外国人約 150万人、帰還移住者約 450万人を加え、さらに連邦統計局の定義

にしたがって、ドイツ国籍を取得した外国人や、父母のどちらかが外国人である子供も含

めると、合わせて約 1500 万人もの“移住の背景を持つ人々”がドイツで暮らしているこ

とになる。ドイツでは、「ドイツは移民国家ではない」というスローガンが長く定着してき
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たが、外国人口の増加とそれを追認する形での法制度改正によって、現在では事実上の「移

民国家」となっている。 

 

第二章 フランス  

１．導入時期、導入に至る背景  

 フランスは長い移民の歴史を持つ国であり、18 世紀中頃以降の産業発達期において農業

及び産業に外国人労働者を受け入れている。第一次世界大戦及び第二次世界大戦後、フラ

ンス政府は労働人口減少を補うために、外国人労働者の積極的な受入を実施した。しかし

オイルショックによる経済危機を背景に、移民政策は転換され、就労を目的とする外国人

労働者の入国を一時停止した。これにより既に入国していた外国人労働者の定住化が進み、

それに伴う家族呼び寄せが継続した。 

 移民に関する法律は度々法改正が行われ、不法移民に対する規制が厳格化している。現

在、フランス政府は高技能の外国人労働者を積極的に受け入れ、不法移民に対する取締り

が強化している。また、様々な国からの移民が入国するようになり、移民のフランス社会

への統合も重視されるようになっている。 

２．外国人雇用にかかる国の方針・制度等  

 EU 域内では EU 市民の自由な就労が認められているが、フランスでは、新規 EU加盟国

であるブルガリア及びルーマニアについては、完全自由な就労が許可されておらず、非 EU

市民の外国人も就労に当たって労働許可証を取得しなければならない。2008年に、フラン

ス政府はフランスにおいて人材確保が困難な職種のリストを発表しており、ブルガリア又

はルーマニア国籍の労働者の場合には、同リストに記載される 150の職種への就業は自由

である。非 EU 市民についてはさらに職種が限定されている 30 種類の職種については就

業が自由となる。 

 現在フランス社会への統合のために、長期間フランスに滞在しようとする欧州経済地域

外の外国人は受入・統合契約を締結することが義務付けられ、フランス社会の原則などを

学ぶ必要がある。 

３．外国人雇用の効果と影響            

（１）産業・企業に与えた効果・影響 

 第二次世界大戦後には、非熟練・半熟練の外国人労働者の受入が行われ、自動車産業や

組立て労働などに、多くの外国人の単純労働者が就労した。しかし、1980 年代の機械化や

脱工業化の進展により、製造業における単純労働者が削減され、低技能の移民労働者の多

くが人員整理の対象となった。現在は、外国人労働者の多くが建設業やサービス業に従事
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している。 

（２）社会的な影響 

 移民が社会に与える影響は、様々な点からフランスでは議論されている。教育、住居な

どの面で、外国人・移民労働者とフランス人との間に大きな格差が生じていることが指摘

されている。また、外国人、移民のフランス社会への統合は大きな課題となっており、特

に近年ではフランス人のアイデンティティについても議論されている。不法移民の増加か

ら、近年では不法滞在の摘発数も増加している。 

 

第三章 イギリス  

１．導入時期、導入に至る背景  

 現在のイギリスは、多様な文化的背景を有する人々によって構成される多文化社会とな

っている。こうした背景には、広範囲にわたる植民地を有した歴史や、移民政策が大きく

関わっている。イギリスは、古くは、アイルランドからの移民を受入れ、20 世紀初頭は、

ロシアで迫害を受けたユダヤ人の移民もみられた。第二次大戦後の復興期には、労働力不

足の緩和を目的として、旧植民地であるインドやパキスタン等、英連邦の国々から大量の

移民受入れを実施したが、こうした移民の大量流入は社会的摩擦を引き起こすこととなり、

移民流入に反発する世論を受けて、イギリス政府は移民に対する規制強化に転じる政策へ

と転じていく。近年は、高度技能移民は積極的に受入れる一方、非熟練労働者の流入を制

限していく選択的受入れの方針を示しており、移民流入に関する規制を強化している。 

２．外国人雇用にかかる国の方針・制度等  

 EU 加盟国であるイギリスの外国人受け入れ制度は、スイス及び欧州経済地域(EEA )の国

籍を有する者であるか否かによって異なる。EEA 域内の国籍を有する者 については、近年

EU に加盟を果たしたブルガリアやルーマニア国籍者を除き、原則、自由にイギリスに入国

し、就労することが可能である。一方、EEA 域外の国籍を有する者が、イギリスに入国し、

就学・就労する場合、入国に先立ち、就学・就労可能なビザを取得する必要がある。イギ

リスでは、2008 年 2 月末より段階的にポイント制を導入しており、ポイント制の下、移民

を Tier1 から Tier5 の 5 つのカテゴリーに分類し、カテゴリー毎に異なる受入れ条件や権

利を定めている。 

３．外国人雇用の効果と影響            

（１）産業・企業に与えた効果・影響 

 イギリスでは 1990 年代後半からの 10 年余りで、外国人労働者が 2倍以上に急激に増加

している。背景には、EU の拡大及び、労働党政権の受け入れ枠制限のないポイント制導入
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という政策がある。就業セクターでは、サービス業が多く、製造業への流入は限定的であ

る。外国人労働者受入れによるイギリス人の失業、賃金への影響に関しては、ロンドン大

学等が実施した調査 では、失業について統計的に有意な影響はなく、賃金については僅か

にプラスの影響がみられる程度としている。また、景気後退局面においては、25 万人を超

える移民が 2008 年の 1年間で、イギリスを出国しており 、外国人労働者は、雇用の調整

弁としての役割も果たしていると考えられる。 

（２）社会的な影響 

 外国人労働者の短期的な経済効果について肯定的な意見がある一方、社会的な影響につ

いては外国人労働者本人や帯同家族に対する教育、保健、住宅等、公共サービスの提供に

よって生じる長期的な影響について慎重な意見が出ている。こうした世論の動向を踏まえ、

コミュニティ・地方自治省は、教育、保健等の分野で既存サービスの補完、強化のため、

2009 年 3 月に移民の入国申請費用の一部を活用した移民影響基金を創設し、今後、2年間

で 70 万ポンドを同基金に拠出すると表明している 。また、コミュニティ・地方自治省は、

移民の流入による雇用への不安を緩和する目的で、10 億ポンドを拠出し、95 万人に対する

職業訓練支援を行うと発表している。このように、イギリスでは、社会との摩擦を緩和し、

社会統合を進める施策が採られている。 

 

第四章 アメリカ  

１．導入時期、導入に至る背景  

 移民により建国された多民族国家アメリカにおいては、入植・植民地時代を経て、1880

年ごろまで無制限に移民の受入れが行われてきた。入植開拓民に代わって産業労働力の流

入が始まったのは 1860 年代であり、これを受けて 1864 年に移民法が成立している。同法

をアメリカにおける移民政策の導入と位置づけることができる。同法においては、外国人

労働者たる移民が入国前に雇用先と締結した労働契約の効力を確認するなど、入国の促進

が図られた。この時期、アメリカ内部の産業革命と工業化によって移民労働力に就業の場

が提供された。その後は、ゴールドラッシュの影響で大量に流入した中国人に対する制限、

1921 年からの出身国による移民割当など制限政策がとられた。移民が制限された第一次世

界大戦中は、南部諸州から北部諸州に黒人労働者が移住し、鉄鋼業、自動車産業、鋳物行

などを担った。第二次世界大戦後は、1965 年移民及び国籍法による出身国による差別的扱

いの撤廃、1986 年移民改革統制法による不法就労者の扱い見直し、1990 年移民及び国籍法

による高度人材受入れ拡大と政策が変遷している。 

２．外国人雇用にかかる国の方針・制度等  
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 アメリカでは、外国人は、永住の滞在を許可された「移民」と期限付きで入国・滞在を

許可される「非移民」に大別される。アメリカには、入国後、合法的に滞在する外国人労

働者の国内での地位を確保し、社会統合を促す制度が設けられている。これらは、1986

年移民改革統制法によって導入されたものであり、主として雇用主の義務を規定している。 

３．外国人雇用の効果と影響 

（１）産業・企業に与えた効果・影響 

 外国人労働者の流入によるアメリカ人労働者への賃金、雇用機会の増減への影響につい

て、経済学的な分析は「一般的に外国人労働者の増加は国内労働者の賃金には大きな影響

を与えない」と結論している。しかし、依然として新規に流入する移民は、アメリカに暮

らす労働者の就業に対する圧迫要因と見られ、移民の流入に抵抗感を持つ労働者も多い。

移民が入国後就業する職種としては、経営者・専門職、技術者・営業・管理補助、サービ

ス業等が多く、今日では、製造業の現場に新規の移民が多いとはいえない状況となってい

る。なお、労働省は、外国人労働者の雇用を巡る法令遵守の強化に力を入れており、各地

方局と連携を図りながらの啓発活動等を行っている 

（２）社会的な影響 

 移民が社会に与える影響については、アメリカでは継続的に議論されていると言える。

この背景には、失業問題、人種問題、貧困問題、医療保険・社会保障問題等、今日のアメ

リカにおける社会、経済、文化的諸問題が存在している。社会統合施策は、市民権付与、

雇用の促進、人身売買の禁止、移民としての合法的地位の付与、社会保障の提供、言語を

中心とする教育機会提供、地域参加促進等、多岐にわたるが、このうち雇用の促進、人身

売買の禁止、移民としての合法的地位の付与は主に州のレベルで取組まれている。 

 

Ⅳ 外国人雇用の経営課題 

文献調査、欧米事例調査の結果より、外国人雇用の経営課題を抽出するとともに、欧米

諸国の先行事例における産業や社会への影響を踏まえ、我が国の産業・社会、および外国

人労働者自身にとって望ましい受け入れのあり方に向けての示唆をとりまとめた。 

１．調査対象国における影響の歴史的経緯から得られる示唆 

 先進諸国の間では、外国人高度人材については優遇的な受け入れ策を講じ、積極的な導

入を図る一方、単純労働力の受け入れについては規制を強める傾向が見られる。選択的受

け入れのための仕組みの制度面としては、調査対象国のいくつかではポイント制度が既に

導入されたり、導入が検討されたりしている。アメリカでは、ポイント制こそ用いていな

いものの、高度人材の受入れを益々強化すべく、高度人材の受入れを強化・拡大するため
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のビザ制度の変更が試みられている。ただし、制度の運用においては、高度人材として入

国した人材が予定通りの職種に就業していない等の問題も指摘されることから、日本に導

入する場合には手当が必要となると思われる。また、外国人労働者を含む人の移動・流入

に伴っては、本人及びその家族の生活に関わる公共サービスの提供が必要となるため、そ

の窓口となる地方自治体への人的、財政的支援がより一層必要となる。外国人労働者など

の社会的統合については、欧米諸国では多大な努力が払われている。アメリカの 1986 年

移民統制法に盛り込まれた差別を禁止する制度は、合法滞在外国人の人権と安全を保護し、

社会的統合を図る機能を有しており、日本の制度設計においても参考になると思われる。

また、ヨーロッパでは、NGO や企業、経済団体等の民間組織が、外国人の社会的統合で

役割を果たしている。 

２．外国人雇用の経営課題 

導入の判断にあたって留意すべきポイント（産業・企業への中長期的にみた影響・効果）

は、１つには、調査対象国の経験は、労働力不足の緩和を目的とする外国人労働者、特に

熟練度の低い労働者の受け入れは、短期的には、企業・産業活動にとって、必要とする労

働力を供給しプラスの効果をもたらすが、中長期的にみれば、産業内、企業内における労

働集約的で、一般に付加価値の低い部分についての省力化、機械化への努力を怠らせ、産

業・企業の高度化を遅らせる可能性を示していることである。また、製造業企業の事業活

動がグローバル展開するなかで、日本がマザー工場や研究開発機能を持ちつづけるには、

国内である程度以上の生産規模を持つとともに、開発にあたってのシナジー効果を得られ

る産業基盤集積の維持が必要であり、そのためには外国人労働力の導入も必要とする議論

がある。しかし、調査対象国の経験が示唆するのは、外国人労働者を受け入れても結局は

空洞化は起こり、低付加価値部門の海外移転は「時間の問題」ということである。一方、

いったん外国人労働者を受け入れれば、産業・企業の生産構造を支える基盤として組み込

まれ、後戻りすることは難しい。そして、外国人労働者の受け入れは、受け入れた地域社

会にも影響を与えることから、企業の社会的責任が問われていくことになる。 

企業内への受け入れにあたっての課題としては、語学教育、安全教育による労働者の安

全への配慮が日本人労働者以上に必要であること、既存従業員との相互理解の必要性、教

育訓練によるスキルアップや長期的キャリアについての検討、家族や家庭生活への配慮、

外国人労働者が居住する地域社会への配慮等がある。また、高度人材の受け入れにあたっ

ては、企業側が選ばれる立場におかれるため、長期的なキャリア形成、処遇も含め、いか

に魅力的な受け入れ環境を構築するかが重要となる。 
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資料編 

インタビュー調査概要を収録する。 
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