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（要 約） 

 

近年の少子化傾向に歯止めがかかる様子はなくわが国人口は急速に高齢化しており、厳

しい人手不足時代が到来すると言われている。こうした中で、日本人の働き手が減るから

積極的に外国人労働者の導入を進めるべしといった意見が声高に主張されている。わが国

において外国人労働者問題が台頭してから四半世紀が経過しているにも関わらず依然とし

て議論が錯綜しているが、この理由のひとつは、一口に「外国人労働者」といっても議論

する人によって異なる範疇の人々が対象になっていることだと考えられる。たとえば、「専

門的技術的労働者」と「いわゆる単純労働者」とでは日本経済に与えるインパクトが違う

し、また日本に定住しようとして来日する「移民」と日本で一定期間働いてその後は本国

に帰国しようとする「出稼ぎ労働者」とでは様々な面で日本に及ぼす影響が異なりうる。 

そこで、本稿では、日本における外国人労働者の特徴を明らかにし、その経済的インパ

クトを考察する。分析手法は、後藤（1990）と同様に、一般均衡論のフレームワークを用

いて、客観性、厳密性を担保する。 

理論的・実証的分析によって明らかになったのは以下の点である。 

① 日本における外国人労働者の大多数は、軸足が本国にある「出稼ぎ労働者」である。し

たがって、本国送金の額は大きく、また東日本大震災などの有事の際には出国ラッシュ

が見られる。 

② 出稼ぎ労働者については、きわめて規模の大きい受入れ（ハリケーン的受入れ）の場合

には受入国の厚生が増加するが、そうでない場合（すきま風的受入れ）には厚生は減少

する。 

③ 女性労働者など国内労働者の増加の場合には厚生は必ず増加する。また、定住的移民受

入れの厚生効果は出稼ぎ移民受入れの場合よりも受入国にとって好ましいものとなる。 

 

近年、少子高齢化にともなう中長期的な労働力不足に対処するため、あるいは東京オリ

ンピックにともなう建設労働者不足に対処するため、外国人労働者受入れ論が活発化して

いるが、上記の分析に照らせば、性急に数値目標（たとえば年間 20 万人）を掲げて外国人

労働者の大量受入れを推進する政策の妥当性には疑問があろう。また、人手不足を克服す

る手段は、外国人労働者受入れに限定されるものではなく、女性の職場進出など国内労働

力の活用があることも忘れてはなるまい。 
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１、はじめに 

 

 近年の少子化傾向に歯止めがかかる様子はなくわが国人口は急速に高齢化することが予

想されている。特に今後 20--30 年間における人口減少および年齢構成の変化は著しく、生

産年齢人口は今後 20 年の間に約 1300 万人減少するものと見込まれ、厳しい人手不足時代

が到来すると言われている。全体的な労働力需給だけでなく、介護など特定分野ではより

深刻な人手不足に見舞われるとも言われている。こうした中で、日本人の働き手が減るか

ら積極的に（いわゆる単純労働者をも含めた）外国人労働者の導入を進めるべしといった

意見が声高に主張されるようになっている。一方で、外国人労働者の受け入れは犯罪の増

加などさまざまな社会的・経済的問題を引き起こすので望ましいものではないとする議論

も根強く主張されている。わが国において外国人労働者問題が台頭してきたのは 1980 年代

後半でそれからから四半世紀が経過しているにも関わらず依然として議論が錯綜しており

コンセンサスには程遠い状態である。議論が錯綜する理由のひとつは、一口に「外国人労

働者」といってもさまざまなタイプの人々が存在し、議論する人によって異なる範疇の人々

が対象になっていることだと考えられる。たとえば、「専門的技術的労働者」と「いわゆる

単純労働者」とでは日本経済に与えるインパクトが違うし、また後で詳述するように、日

本に定住しようとして来日する「定住移民」と日本で一定期間働いてその後は本国に帰国

しようとする「出稼ぎ労働者」とでは様々な面で日本経済に及ぼす影響が異なりうるので

ある。しかし、これまでの議論の多くはこれら範疇の異なる人々を一括して「外国人労働

者」としてきたため、議論がかみ合わなかった感が否めない。 

そこで、本稿では、まず日本における外国人労働者の特性を明らかにし、その後やや厳

密な経済学的モデルを用いてわが国への経済的インパクトを明らかにする。特に、「軸足が

本国にある出稼ぎ労働者の受入れ」、「日本に定住することを目的とする移民の受入れ」、「女

性などの国内労働力の増加」などの違いに焦点をあててその経済的インパクトの違いを理

論的・実証的に分析し、ますます高齢化していく日本においてどのような外国人労働者政

策が望ましいのかを考察する。 

 

２、少子高齢化と外国人労働者――問題の背景 

（１）急速に進む少子高齢化 

  理論的・実証的分析に入る前に、まず、問題の背景を簡単に振り返っておこう。図表
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１は第 2次大戦後の出生率および出生数の長期的推移を見たものである。第二次大戦直後

は、約 270万人の出生数であったものが、1950年代に急速に減少し 160万人～170万人と

なった。その後、第２次ベビーブームで 200万人を超えた時期もあるが、1970年代以降ほ

ぼ一貫して減少しており、2013年には 103万人まで下がってピーク時の３分の１となって

いる。合計特殊出生率をみても 1950年代まではひとりの女性が一生の間に産む子供の数は

約４人であったが、1950年代の終わりごろに２人に急減した。その後も減少傾向が続き、

2013年には 1.43人となっており、人口を維持するのに必要な出生率（2.08程度と言われ

ている）を大きく下回っている。 

 

(図表１) 

 

 （出所）厚生労働省 

 

 こうした少子化を背景に、わが国の人口は急速に減少し、高齢化が進むことが予想され

ている。図表２はわが国の人口を３つの年齢階層（年少人口、生産年齢人口、高齢人口）

にわけて予測したものである。これを見てわかるように、わが国の 65歳以上人口は、2005

年には 2600万人だったものが 25年後の 2030年には 1100万人も増加して 3700万人になる

と予想されている。一方生産年齢人口のほうは同期間に 8400万人から 6700万人へと 1700

万人も減少することが予想されている。この結果、1人の働き手が養わなければならない高
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齢者の数は、0.3人から 0.57人へと倍増する。このため日本人の働き手が減るから外国人

労働者を受け入れるべしとする議論が声高に叫ばれるようになってきているわけである。 

 

 

(図表２) 

5

日本の人口推移と将来推計人口

（出所）内閣府「http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je07/07f21010.html」
 

 

（２）外国人労働者受入れに関する議論 

 わが国で外国人労働者問題が台頭してきたのは 1980 年代後半で、それ以来四半世紀にわ

たって活発に議論がなされてきた。しかし、依然として賛否両論からさまざまな議論が錯

綜しておりコンセンサスには程遠い状況にある。 

 議論が錯綜している理由の一つは、議論をしている人々がタイプの異なる外国人労働者

についての議論をたたかわせている、換言すれば別々の土俵で議論をたたかわせているか

らだと考えられる。この点を図示したのが図表３である。 
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（図表３） 

移 民 政 策

今後の受入に関する政策

定住移民 外国人出稼ぎ労働者

高度人材 いわゆる単純労働者

既にいる外国人への政策

外国人労働者問題への視点

 

 

図表３にみられるように、移民問題・外国人労働者問題を議論する際には少なくても 3 つ

のことを峻別する必要がある。第１に、外国人を将来受け入れるべきか否かという議論と

既に日本にいる外国人の人々をどう扱うかという議論とは全く別の問題である。受け入れ

に反対だからといって今いる人を粗末に扱っていいということにはならないし、かといっ

て、今いる人のケアが必要だからといって自動的に将来受け入れるべきだということにも

ならない。つまり、将来の政策と今いる人に対する対策は分けて考えなければいけないの

であるが、これまでの議論ではそれが峻別されてこなかったようである。第２に、定住移

民の受け入れと出稼ぎ労働者の受け入れも峻別しなければならない。つまり、後述のよう

に、日本人として定住する人々の受入れと出稼ぎ労働者としての受入れとではわが国の経

済社会に対するインパクトが大きく異なるのである。第３に、高度人材の受入れといわゆ

る単純労働者の受入れとはインパクトが異なってくるのでこの点も分けて考える必要があ

ろう。 

 こうしたことは自明のことであるにもかかわらず、これまでの議論ではともすれば混同

される傾向にあった。以下では、この３つの視点のうち第 2 の移民と出稼ぎ労働者との違

いに焦点をあててその経済的インパクトをやや厳密なフレームワークで検討する。 
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３、わが国における外国人労働者の受入れの特徴：「移民」か「出稼ぎ労働者」か？ 

（１）わが国における外国人労働者の現状 

図表４は就労する外国人の数についての厚生労働省の推計結果をまとめたものである。

なお、後述のように、2008 年のリーマンショックに端を発する国際金融危機以降それまで

定住志向が強いといわれていた日系人出稼ぎ労働者の大量流出が起こったので、図表４に

はそれまでの比較的安定した状況である 2007年のデータを示してある。これをみてわかる

ように、ひとくちに外国人労働者といってもいろいろなグループが存在するが、わが国で

は外国人労働者の大多数は出稼ぎ的外国人労働者のようである。 

まず、外国人労働者は日本の法律を遵守する形で入国し働いている合法的外国人労働者

と、観光などと入国目的を偽って入国し不法に働いている非合法的外国人労働者とに分け

ることができる。 

 

（図表４）  

わが国の外国人労働者（2007年） 

 

（出所）法務省入管統計 

 

合法的外国人労働者の第１のグループは、教授、芸術、研究などのいわゆる専門的技術

的労働者でその総数は 1990年の入管法の改正以降着実に増え続けて 2007年には約 19万人

となっている。第２のグループは、かつて海外（多くはブラジルなどのラテンアメリカ）

に移住した日本人の 2 世、3 世などである。1990 年の入管法改正によって、定住者ビザに

より 3 年間の滞在を認められ、稼働内容についての制限なく自由に就労できる（いわゆる

　　カテゴリー 人数

合法的な専門的・技術的労働者 約19万人

日系人出稼ぎ労働者 約28万人

留学生等 約8万人

技能実習生 約5万人

非合法な単純労働者 約15万人＋α

合計 約75万人＋α
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単純労働的業務にも従事できる）ようになったことから急増し始めた日系人等で、その数

は 2007 年には約 28 万人となっている。合法的な外国人労働者の第３のグループはいわゆ

る学生アルバイト（資格外活動）である。資格外活動の許可を受けた場合には、日本の大

学などで学ぶ留学生については週 28 時間まで、日本語学校などで学ぶ就学生の場合には 1

日 4時間までアルバイトをすることが認められている（留学生の場合には夏休みなどには 1

日 8 時間まで働くことが認められる）。こうした学生アルバイトの総数は 2007 年には約８

万人となっている。さらに、技能実習生、ワーキングホリデーなどで就労していると考え

られる外国人の数が約５万人にのぼる。これらを合計すると、わが国における合法的な外

国人労働者の数は約 60万人となる。 

こうした合法的な外国人労働者に加えてかなりの数の非合法的外国人労働者が存在して

いる。法務省によればビザ有効期限が切れても日本国内にとどまっている不法残留者数は

約 15 万人となっており1、この数を加えると外国人労働者数は約 75 万人ということになり

わが国労働力人口（約 6,700万人）の 1パーセント強にあたる。 

 

（２）移民か出稼ぎ労働者か？ 

 図表４にみたように、わが国における外国人労働者のなかで人数が最も多いのが日系人

労働者で 2007 年にはその数は 28 万人となっていた。この日系人等に対する定住者ビザの

有効期限は最大 3 年となっているが、更新や帰国後の再申請もほぼ無制限に認められてい

る。さらに、定住者として日本に在住した日系人に対しては比較的容易に永住ビザが与え

られており、永住者となって日本に長期間在住する人も増えている2。 

 それでは、こうした日系人労働者は日本に定住しいわば日本人になろうとする「移民」

とみなすことができるであろうか？現実には少なくとも次の２つの理由により依然として

「出稼ぎ労働者」の性格が強いと考えられる。 

 

① 本国送金が多額であり、長期的な軸足は依然として出身国にあること。 

 

② 災害や不況などの「有事」に際して大規模な帰国が見られること。 

                                                   
1 長引く不況により雇用機機会が少ないためか不法残留者の数は年々減少し、最近では約

10 万人となっている。 
2 日系人出稼ぎ労働者は比較的簡単に永住ビザを取得することができ、永住ビザを取得した

者を合わせるとさらに 10 万人程度増加する。 
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 まず、第一に、日系人労働者の本国送金のデータを見てみよう。日本労働研究機構は 1998

年に調査を行い、わが国にいる日系人労働者の本国送金額は 1 カ月当たり 1,849 ドルであ

るとしている。これは出身国ブラジルの平均月収（1,806ドル）を上回るものである。同様

に国際機関のひとつである米州開発銀行は、2005 年に調査を行い、日系人労働者の本国送

金は年額 8,700ドル（当時の為替レートで換算すると約百万円）としている。このように、

わが国の外国人労働者のなかでは比較的定住志向が強いとされる日系人労働者についても、

本国にいる家族・親族の扶養のため、あるいは帰国後の生活に備えるため、多額の本国送

金を行っている。つまり長期的な生活の軸足は日本ではなく本国にあるわけである。 

 次に、日系人労働者は本当に定住傾向を示しているか否かを見て見よう。一般的にいっ

て外国人労働者は災害や不況によって大量に帰国する傾向が強いようである。マスコミ報

道によれば、2011 年 3 月の東日本大震災および福島原発事故により大量の外国人労働者が

日本を離れたといわれている。また、2008 年秋のリーマンショックに端を発する国際金融

危機において、大量の日系人労働者が帰国している。この日系人労働者帰国の規模を把握

するため、筆者は法務省の出入国管理統計のデータを用いてその人数を推計してみた。そ

の結果をまとめたのが図表５および図表６である。 

 まずリーマンショック時の状況をみてみよう（図表５） 
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（図表５） 

リーマンショック時の日系人労働者の純流出数 

 

 

 

   （出所）法務省のデータに基づき筆者が推計 

 

図表 5 を見て分かるように、2008 年 9 月までは日系人労働者の流入数と流出数はほぼ等し

く、したがって純流出数はゼロに近かった。しかし、こうした安定的傾向はその後一変し、

激しい帰国ラッシュが生じた。特に 2009年の 1月から 3月にかけては毎月 1万人近くの純

流出が見られた。2008年 9月から大量帰国が終息した 2010年末までの 2年強の間における

日系人労働者の純流出数は 9 万人を超えている（93,905 人）。図表４にみたように 2007 年

の日系人労働者数は約 28万人であるから、国際金融危機によって約 3分の１の日系人労働

者が日本を去ったことになる。 

  同様に、2011年 3月の東日本大震災に際しても大量の日系人出稼ぎ労働者が帰国した。 

図表６にみるように、震災から 2011 年末までの間に、純帰国者数は 16,233 人に達してい

る。 
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（図表６） 

東日本大震災時の日系人労働者の純流出数 

 

 

   （出所）法務省のデータに基づき筆者が推計 

 

 このように比較的永住志向が強いといわれる日系人出稼ぎ労働者でも軸足は出身国にあ

り、多額の本国送金や有事の際の帰国ラッシュという出稼ぎ労働者に典型的な傾向を示し

ている。こうした状況をみると、わが国の外国人労働者はその大半が、本国での生活のた

めの資金を稼ぐために日本に一時的に働きにきている「出稼ぎ労働者」であると性格付け

ることができよう。 

そこで次節ではやや厳密なモデルによって、外国人出稼ぎ労働者の受け入れの経済的イ

ンパクトを詳しく考察する。さらに、定住移民の受け入れや国内労働力増加などの場合に

は、出稼ぎ移民とどのように異なるかについても言及する。 

 

４、外国人出稼ぎ労働者受入れのインパクト：理論 

（１）モデルの特徴 

本節での分析に用いられる厳密な経済モデルは、わが国における外国人労働者問題の現

状をよりよく捉えるため、従来の国際的生産要素移動理論とはやや異なる４つの特徴（可

変的生産要素価格、非貿易財、貿易制限、本国送金）を有している。 
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（ｉ）可変的生産要素価格 

 周知のように、オーソドックスなヘクシャー・オリーン理論の下では、生産要素の価格

は、相対的要素賦存の状態に関わりなく、財貨の価格によって完全に規定される。したが

って、財貨価格が所与の小国においては、賃金率や資本の利子率などの生産要素の価格も

一定で、外国人労働者の受け入れによって影響を受けないことになる。このような不変的

生産要素価格は、２ｘ２（２財、２生産要素）というヘクシャー・オリーンモデルの性質

に起因するものである。しかし、現実には、多くの実証的研究（たとえば Morgan and Gardner 

(1982)）が、外国人労働者の受け入れによって国内賃金率が低下する傾向があることを報

告している。こうした理論と実証との乖離を埋めるため、本稿では、Jones的なスペシフィ

ック・ファクター・モデルを用いることとする。より詳しくいえば、労働力は生産部門間

を自由に移動することができるが、資本は各生産部門に固定されていると仮定するわけで

ある。こうしたスペシフィック・ファクター・モデルの下では、外国人労働者の受け入れ

による相対的要素賦存の変化が、生産要素価格を変化させ得るのは以下に詳しくみるとお

りである。 

 

（ii） 非貿易財 

 従来の貿易理論のなかでは非貿易財に対する関心は比較的低かったが、現実においては、

経済全体における非貿易財の比率は大きい。次節で示されるように、わが国の消費全体に

おいて非貿易財の割合は 54パーセントと過半数を占めている。また、外国人労働者の多く

は非貿易財生産部門で働いている。さらに、アメリカやヨーロッパなどでは、移民労働者

の受け入れによってメイドサービスや道路清掃などの非貿易財の価格が低く押さえられて

いるとよく指摘されている。従来の国際的生産要素移動理論の多くが輸出可能財と輸入可

能財という２財モデルに立脚しているのに対し、本稿では、より現実的にするために、こ

れに非貿易財を追加した３財モデルでの分析を行う。上記のスペシフィック・ファクター

の仮定とあわせることにより、本稿のモデルは従来の２ｘ２モデルではなく３ｘ４モデル

（３財、４生産要素）モデルとなっていることに注目されたい。 

 

(iii）貿易制限 

 従来の国際的生産要素移動理論の多くは自由貿易を仮定して分析を行っているが、本稿

のモデルでは、現実の世界がそうであるように、国際貿易は関税や非関税障壁によって財
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の自由な移動が妨げられていると仮定する。これは、Uzawa (1969)や Brecher and 

Diaz-Alejandro (1977) によって国際資本移動を分析するために用いられたフレームワー

クの応用である。以下にみるように、外国人労働者受け入れの効果は、貿易制限を仮定す

る場合と自由貿易を仮定する場合とでは大きく異なるのである。 

 

（iv）本国送金 

 前節にみたように、わが国における外国人労働者はその大半が軸足が本国にある出稼ぎ

労働者と特徴づけることができる。そのため本国送金の額が非常に大きく受入れ国内での

消費にあてられる部分は少ない。後で見るように、農産物や繊維衣服製品等の輸入可能財

の価格やサービス業などの非貿易財の価格は貿易制限の存在によって国際価格よりも高く

なっているわけであるが、外国人労働者は所得の多くを本国送金などの形で国外に持ち出

し、価格マークアップが存在する受入れ国内での消費部分が少ない。この本国送金効果を

モデル化することにより、外国人出稼ぎ労働者が日本経済に及ぼす負の効果が細くできる

わけである。なお、以下の分析では簡略化のため、外国人出稼ぎ労働者は所得のすべてを

輸出可能財の購入に充てるものと仮定する。 

 

（２）モデルの概要 

  本稿のモデルでは、消費者は次の効用関数で特徴づけられる。 

 （１） Ｕ＝Ｃ
１
αＣ

２
βＣ

３
γ ,    α＋β＋γ＝１ 

ここで、Ｃ
１
、Ｃ

２
、Ｃ

３
は、輸出可能財（財１）、輸入可能財（財２）、非貿易財（財３）の

消費量を表しており、Ｕは社会的効用のレベルである。消費者は、（２）の予算制約に従い、

（１）の効用関数を最大化するように行動するものとする。 

 （２）  Ｐ
１
Ｃ

１
＋（１＋ｔ）Ｃ

２
＋Ｐ

３
Ｃ

３
＝Ｙ 

ここで、Ｐ
１
は輸出可能財の価格を、Ｐ

３
は非貿易財の価格を表しており、Ｙは国民所得で

ある。輸入可能財の国際価格は１にセットされており、ｔは貿易制限による輸入可能財の

国内価格のマークアップ率を表している。モデルが非常に複雑になるのを避けるため、貿

易財の国際価格は所与のものと仮定する。つまり、いわゆる「小国の仮定」をおくわけで

ある。上記の効用最大化問題を解くことにより、３財それぞれについての需要関数を得る

ことができる。 

 （３） Ｃ
１
＝αＹ／Ｐ

１
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 （４）  Ｃ
２
＝βＹ／（１＋ｔ） 

 （５）  Ｃ
３
＝γＹ／Ｐ

３
 

 一方、３種類の財の生産は次のコブ・ダグラス型の生産関数によって特徴づけられる。 

 （６） Ｑ
１
＝Ｋ

１

ａ

ｌ
１

１－ａ

 

 （７）  Ｑ
２
＝Ｋ

２
ｂｌ

２

１－ｂ

 

 （８）  Ｑ
３
＝Ｋ

３
ｃｌ

３

１－ｃ

 

ここで、Ｑ
ｉ
、ｌ

ｉ
、Ｋ

ｉ
は、ｉ財生産部門における生産量、労働投入量、資本投入量を表し

ている。ここで、Ｋ
ｉ
はモデルにとっての外生変数である。つまり上に述べたように、各生

産部門における資本はそこに固定されており、外国人労働者の受入れによって変化しない

と仮定されていることに注意されたい。また、モデルでは、ａ＞ｂ＞ｃを仮定する。つま

り、この国は、自動車などの資本集約財を輸出して、繊維衣服製品などの労働集約財を輸

入しており、サービス業などの非貿易財は最も労働集約的であると仮定するわけである。

後述するように、わが国では、ａ＝ 0.4242、ｂ＝ 0.3785、ｃ＝ 0.2234 であるものと推

定される。 

 式（６）から（８）の生産関数を前提として、ｉ財生産部門の生産者は次の利潤関数を

最大化するように行動する。 

 （９）  π
ｉ
＝Ｐ

ｉ
Ｑ

ｉ
－（ｒ

ｉ
Ｋ

ｉ
＋ｗｌ

ｉ
） 

ここで、πｉは利潤を、ｒｉは資本の利子率を、ｗは賃金率を表している。この利潤最大

化問題を解くことにより、次のような均衡条件が得られる。 

 （10） ａＫ
１

ａ－１

ｌ
１

１－ａ

Ｐ
１
＝ｒ

１
 

 （11） （１－ａ）Ｋ
１

ａ

ｌ
１

－ａ

Ｐ
１
＝ｗ 

 （12）  ｂＫ
２

ｂ－１

ｌ
２

１－ｂ

（１＋ｔ）＝ｒ
１
 

 （13）  （１ーｂ）Ｋ
２

ｂ

ｌ
２

－ｂ

（１＋ｔ）＝ｗ 

 （14）  ｃＫ
３

ｃ－１

ｌ
３

１－ｃ

Ｐ
３
＝ｒ

３
 

 （15）  （１ーｃ）Ｋ
３

ｃ

ｌ
３

－ｃ

Ｐ
３
＝ｗ 

式（10）から（15）は、均衡状態においては、生産要素の価格はその限界価値生産性に等

しいということを示している。 

 モデルでは国内労働者の数は一定、つまり賃金と余暇のトレードオフはないものと仮定

する。したがって、均衡状態においては、３つの生産部門の労働投入量の合計は国内労働

者の数（Ｌ）と受け入れた外国人労働者の数（Ｌ
ｆ
）の和に等しくなり、式（16）の関係が
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成立する。 

 （16） ｌ
１
＋ｌ

２
＋ｌ

３
＝Ｌ＋Ｌ

F
 

 非貿易財については、輸出や輸入はないから、式（17）のように国内消費量と国内生産

量とが等しくなる。 

 （17） Ｃ
３
＝Ｑ

３
 

 次に国民所得であるが、外国人労働者がその所得を国外に持ち出す「出稼ぎ労働者」場

合についてみてみよう。モデルにおいては輸入品に課せられた関税は一括払いのかたちで

消費者に還元されるものと仮定されており、また、均衡状態においては利潤は存在しない

から、国民所得（ＧＤＰではなくＧＮＰであり、したがって、受け入れた外国人労働者に

支払われる賃金は含まない）は、式（18）のように国内生産要素に対する支払いと消費者

に還元される関税収入とによって構成される。 

 （18） ｒ
１
Ｋ

１
＋ｒ

２
Ｋ

２
＋ｒ

３
Ｋ

３
＋ｗＬ＋ｔ（Ｃ

２
－Ｑ

２
）＝Ｙ 

式の代入により（18）は（19）のように変形することができる。 

 （19） Ｐ
１
Ｑ

１
＋（１＋ｔ）Ｑ

２
＋Ｐ

３
Ｑ

３
－ｗＬ

F
＋ｔ（Ｃ

２
－Ｑ

２
）＝Ｙ 

つまり、外国人出稼ぎ労働者にはｗLFの賃金が支払われ、これは本国送金などを通じて国外

に持ち出され輸出可能財の購入にあてられる。あとでみるように、出稼ぎ労働者の本国送

金が受入れ国の厚生にマイナス効果を与えるわけである。  

 

（３）外国人出稼ぎ労働者受入れの経済的インパクト 

 以上でモデルは完結し、外国人労働者受入れの経済的メカニズムを知るため若干の理論

的分析を行う。受入れ国の厚生水準に対する効果を分析するにあたって、まず、式（１）

の効用関数は、式（３）、（４）、（５）を代入することによって式（20）のように変形でき

ることに注目されたい。 

 （20） Ｕ＝（α／Ｐ
１
) (β／（１＋ｔ))γＹ／Ｐ

３
 

式（20）の両辺の自然対数をとり、これをＬ
ｆ
で微分することによって式（21）を得ること

ができる。 

 （21） （ｌｎ Ｕ）’＝（ｌｎ Ｙ）’－γ（ｌｎ Ｐ
３
）’ 

ある変数にダッシュ（’）をつけたものは、この変数をＬFで微分したものを表している。以

下でも同様な簡略表記を用いることにする。式（21）から次の式（22）を得ることができ

る。 
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 （22） （ｌｎ Ｕ）’＝ Ｙ’／Ｙ － γＰ
３
’／Ｐ

３
 

ここで、式（22）は、外国人労働者の受入れが受入れ国の厚生に及ぼす効果は、受入れ国

の国民所得の変化に基づく効果と受入れ国における非貿易財の価格の変化に基づく効果と

に分解できるということを表しているのに留意されたい。 

 式（22）に均衡条件式を代入してやや複雑な変形を繰り返すことによって、基本方程式

（23）を得ることができるが、これは、外国人労働者受入れの効果が４つの要素に分解で

きることを表している。 

 （23） （ｌｎ Ｕ）’Ｙ ＝ Ｂ（－ＬFｗ’）....... 効果１ 

                                ＋Ｂ（－ｔＱ
２
’）..... 効果２ 

                                ＋Ｂ（Ｑ
３
Ｐ

３
’）...... 効果３ 

                                ー（Ｃ
３
Ｐ

３
’）........ 効果４ 

   ここで Ｂ（１＋ｔ）／（１＋ｔ－βｔ）、Ｂ＞０に注意。 

なお、最初の３つの効果は所得の変化を通じての効果である。 

 

(i) 出稼ぎ労働者受入れの効果１： 賃金低下効果  （プラス） 

 ｗ’が負であることを厳密に証明することができるから、効果１は受入れ国に対するプ

ラス効果である。外国人労働者の受入れは、賃金率の低下を通じて受入れ国の厚生にプラ

スの効果を与えるわけである。この外国人労働者をより安く雇うことができることに基づ

くプラスの効果は、労働経済学者によってしばしば指摘されていたにも関わらず、２ｘ２

モデルに基づく従来の国際的生産要素移動理論によっては無視されていた。さらに、この

プラスの賃金低下効果の程度は、他の事情が一定であれば、外国人労働者の受入れが大規

模になればなるほど大きくなるということに注目されたい。 

 

(ii) 出稼ぎ労働者受入れの効果２：貿易制限効果（宇沢効果）（マイナス） 

 Ｑ
２
’が正、つまり、外国人労働者の受け入れによって国内での労働集約財の生産が増加

するということを厳密に証明することができるから、効果２は受入れ国の厚生にとっての

マイナスの影響を表している。この効果は、輸入制限の存在に起因しており、Uzawa（1969）

によって指摘され、Brecher and Diaz-Alejandro（1977）によって厳密に分析されたもの

である。この効果２のメカニズムを直観的なかたちで述べれば次のようになる。つまり、

輸入可能財の国際価格は１にセットしてあっても、その国内価格は貿易制限によってこれ
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より高い（１＋ｔ）であり、したがってこの場合には受け入れた外国人労働者の限界価値

生産性は（１＋ｔ）ｄＱ
２
／ｄｌ

２
であって、国際価格で評価した（真の）限界価値生産性

ｄＱ
２
／ｄｌ

２
よりも大きくなっている。外国人労働者に対して支払われる賃金は（国内で

の賃金差別が存在しないことが仮定されているので）国内価格で評価された労働の限界価

値生産性に等しくなるため、いってみれば外国人労働者に対するｔＱ
２
’の超過支払いとな

り、この超過支払いが受入れ国の国民所得を減少させ厚生を低下させることになるわけで

ある。さらに、このマイナスの貿易制限効果は、他の事情が一定であれば、ｔが小さくな

ればなるほど（つまり貿易が自由化されていけばいくほど）小さくなる。ｔ＝０つまり、

自由貿易という極端な場合には効果２は消滅する。 

 

(iii) 出稼ぎ労働者受入れの効果３：非貿易財所得効果 （マイナス） 

 現実的なパラメータ値の範囲内ではＰ
３
’が負であることを厳密なかたちで証明すること

ができるので、効果３（非貿易財所得効果）は負の効果である。国民所得は３つの財の生

産額（Ｐ
１
Ｑ

１
＋（１＋ｔ）Ｑ

２
＋Ｐ

３
Ｑ

３
）に関税収入を加えこれから外国人労働者に対す

る賃金支払い分を減じたものであるから、外国人労働者受入れによる非貿易財価格の低下

は、非貿易財生産部門で働く国内労働者の所得減少というかたちを通じて国民所得にマイ

ナスの影響を与え、厚生全体にもマイナスになるというわけである。いうまでもなく、非

貿易財生産部門の存在を考慮しない従来の国際的生産要素移動理論のもとではこの非貿易

財所得効果は無視されることになる。 

 

(iv) 出稼ぎ労働者受入れの効果４：非貿易財価格効果 （プラス） 

 Ｐ
３
’は負であるから、効果４（非貿易財価格効果）は受入れ国の厚生に対してプラスに

なるものである。ある意味では、効果４は効果３を別の観点からみたものに過ぎない。つ

まり、外国人労働者の受入れによって非貿易財の価格が低下することは、消費者にとって

は同額の所得でもより多くの消費ができることになるから好ましいことである。上に述べ

たように、外国人労働者を受け入れることによって、受入れ国の国民は、たとえば安価な

メイドサービスや道路清掃を享受できるわけである。しかし、効果３と効果４を合わせた

ネットでの非貿易財効果は受入れ国に取ってマイナスであることに留意されたい。このこ

との証明は非常に簡単である。つまり式（５）と式（23）から次の式（24）が得られる。 

 （24） 効果３ ＋ 効果４ ＝（Ｂ／Ｙ）（Ｑ
３
Ｐ

３
’）－Ｃ

３
Ｐ

３
’ 



18 

 

                             ＝ γＰ
３
（Ｂ－１）Ｐ

３
’ 

Ｂ＞１、Ｐ
３
’＜０であるから、ネットでの非貿易財効果がマイナスであるのは明かである。

つまり、外国人労働者の受入れによって非貿易財の価格が低下した場合には、受入れ国の

消費者が安価なメイドサービスや道路清掃を享受できる反面、これはメイドや道路清掃人

などをして働いている受入れ国民の所得を減少させることになるわけである。そして、マ

イナスの効果３の方がプラスの効果４よりも大きく、ネットでの非貿易財効果がマイナス

となるわけである。 

 

（４）国内労働者の増加、定住移民の受け入れとの比較  

 上記のように長期的な生活の軸足が本国にある「出稼ぎ労働者」の受入れは受入国たる

日本に対しさまざまな効果を与え（あるものはプラス、あるものはマイナス）、全体として

の経済厚生に及ぼす効果がどうなるかは一概には言えない。特に、さまざまな関税障壁・

非関税障壁が少なくないという現状にかんがみると宇沢効果が強く働き受入れがマイナス

となる可能性が強いものと思われる。 

 これに対し、女性労働者・高齢労働者・若年労働者などといった国内労働力の増加は受

入れ国の厚生にどのようなインパクトを及ぼすのであろうか。上述の均衡条件を用いて（25）

を厳密なかたちで証明することができる。 

 （25）∂U/∂L > 0 

国内労働者の増加は L の増加で表すことができるから、（25）は国内労働者が増加すればわ

が国の経済的厚生は確実に上昇することを示しており、出稼ぎ的外国人労働者受入れの効

果がプラスかマイナスかが不明確なのとは対照的である。つまり、少なくても純経済学的

にみた場合には、少子高齢化に伴って予想される人手不足に対処する方策としてはいわゆ

る単純労働者をも含めた外国人労働者の大量受入れよりも女性の一層の職場進出の推進な

どのほうが望ましいといえよう。 

 それでは、日本に定住し日本で得た所得を日本国内で消費する「定住移民」の受入れは

わが国の経済厚生にどのようなインパクトを与えるのであろうか。上記の式（19）のよう

に、出稼ぎ労働者の場合には、外国人労働者には WLFの賃金が支払われ、これを国外に持ち

出し輸出可能財の購入に支出される。労働集約財たる輸入可能財に関税 t がかかっている

ため輸入可能財の価格は国際価格よりも高くなっている。したがって、輸入可能財に集約

的に投入されている労働の価格（賃金）が国際価格よりも高くなっている（ストルパー・
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サミュエルソンの定理）。つまり、外国から労働を受け入れて、いわばマークアップされた

賃金を支払うことによって受入れ国の厚生が低下するのである（宇沢効果）。しかしこれは

輸出可能財のみを消費する出稼ぎ労働者の場合にいえることであって、受け入れ国に定住

し、関税によりマークアップされた輸入可能財や非貿易財をも消費する「定住移民」の場

合にはそのマイナス効果は出稼ぎ移民の場合よりも小さい。つまり、定住移民の場合、関

税によってマークアップされた高い賃金率が支払われるが、同時にマークアップされた高

い輸入可能財や非貿易財を購入することにより、相殺されて受入れ国に対するマイナス効

果が少なくなったりプラスになったりするわけである。 

 つまり、少なくても純経済学的な観点からみれば、少子高齢化に伴って予想される労働

力需給ギャップに対処する方策として外国人労働者を受け入れる場合には、本国に軸足の

ある出稼ぎ労働者として受け入れるよりも、いわば日本人になってもらうための「定住移

民」として受け入れるほうが望ましいといえるわけである。もちろんこうしたシンプルな

モデルでの分析結果を性急に現実にあてはめようとすることは危険をともなうので今後の

研究の蓄積が待たれるところである。しかし、わが国において外国から日本人になるため

の人々を受け入れるというコンセンサスが得られているかどうかははなはだ疑問であり、

少子高齢化時代における労働力不足に対処するため大量の「移民」を受け入れることは容

易ではあるまい。 

 

５、外国人出稼ぎ労働者受入れのインパクト：実証 

  

式（23）にみたように、出稼ぎ労働者受入れの経済的効果は 4 つのサブ効果に分けるこ

とができ、あるものはプラス効果、あるものはマイナス効果を与えるものであった。しか

し、以下の実証分析によれば受入れ国に及ぼす厚生効果は外国人出稼ぎ労働者の受け入れ

規模に依存し、現実的な規模の受け入れではマイナスになるようである。つまり、非常に

大規模な受入れ（ハリケーン）の場合にはプラスになるが小規模な受入れ（すきま風）の

場合にはマイナスになるのである。以下では上記モデルを用いたシミュレーションにより、

受け入れ規模と受入れ国の厚生との関係を実証的に見てみよう。 

 

（１） データと推計方法 

 基本的な推計方法やパラメータの値は、後藤（1990）を踏襲こととし、その具体的方法
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は以下のとおりである。まず、わが国の各産業は、理論モデルに適合するように、輸出可

能財生産部門、輸入可能財生産部門、非貿易財生産部門の３つに分類する必要がある。こ

の分類は次の基準によって行われた。まず、輸出シェア（総供給額に占める輸出額の割合）

と輸入シェア（総需要額に占める輸入額の割合）の両方がある値（５パーセント）未満の

産業は非貿易財生産部門に分類された。次に、非貿易財生産部門以外の産業は、輸出シェ

アが輸入シェアよりも大きい場合は輸出可能財生産部門に、逆に輸入シェアが輸出シェア

よりも大きい場合には輸入可能財生産部門に分類された。 

 次に必要なのは、モデルにおけるパラメータ（α、β、γ、ａ、ｂ、ｃ、ｔ、Ｋ１、Ｋ２、

Ｋ３、Ｌ、Ｐ１）の値を特定することである。まず第１に、３つの生産部門における資本ス

トック（Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３）と国内労働者数（Ｌ）とに関しては現実のデータが入手可能であ

った。第２に生産関数（６）ー（８）におけるａ、ｂ、ｃの値を特定しなければならない。

これらの値を実際に測定するのは著しく困難なため次のような間接的な方法がとられた。

つまり、基準年（1986 年）において観察された内生変数の値を、モデルによって実現され

た理論値に等しいものと仮定し、ａ、ｂ、ｃの値を観察された内生変数（ｒｉ、ｗ、ｌｉ）

の値から逆算して、ａ＝ 0.4242、ｂ＝ 0.3785、ｃ＝ 0.2234 という値を得たわけである。

第３に、Ｐ１とｔの値を特定しなければならない。カバレッジ率で調整した平均関税率と非

関税障壁の関税相当率に対する Laird and Yeates (1990）の研究結果からｔ＝0.2174 とい

う値を得た。そして、式（５）ー（８）及び（19）並びにＱｉとＫｉの観察値に基づいてＰ１

＝1.07 という値を得た。第４に、効用関数（１）におけるα、β、γの値を特定しなけれ

ばならない。ここで、効用関数はコブ・ダグラスの関数形式を有しているため、これらは

各財に対する支出シェアに等しいということに注目して、α＝ 0.2077、β＝ 0.5259、γ

＝ 0.5394 という値が得られた。つまり、非貿易財に対する支出は消費支出全体の過半数を

占めているということで、このことは非貿易財の存在をモデルの中に取り込むことが重要

であるということを示している。 

 

（２） 推計結果 

 上記のようにして、各産業を３つの生産部門に分類し、また全てのパラメータの値が特

定できたので、モデルを解いて 16 個の内生変数全ての理論値を求めることができる。ここ

では、外国人出稼ぎ労働者の受け入れ規模が受入れ国の厚生レベルにどのような影響を及

ぼすかに関心があるため、LF に様々な値を入れてシミュレーションを繰り返した。その結
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果は図表７のとおりである。このように、受け入れ国の厚生水準は、最初のうちは外国人

労働者の受け入れ数が増えるにつれて低下するが、一定の受け入れ数（A）を超えると外国

人労働者の受け入れ数の増加に伴って上昇していく。そして、受入れ数が B を超えると、

移民受け入れがゼロの場合よりも厚生レベルが高くなる。つまり、受け入れ規模が B にな

ってはじめて受入れの厚生効果がプラスと言えるわけである。シミュレーションの結果に

よると、A 点の受入れ数は 526 万人、B 点の受入れ数は 1,120 万人である。現在わが国に

いる外国人労働者数が約 80 万人であることを考えると、それらは非常に大きい数字でそう

したハリケーン的受入れは非現実的にみえよう。 
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（図表７） 

外国人労働者受入れ規模と経済的利益 

 

 （出所）筆者による推計。詳しくは本文参照。 

 

もちろん、シミュレーション結果はパラメータの値に依存するものであり、特に t（関税

率プラス非関税障壁の関税相当率）の値は正確なものでない可能性があるため、さまざま



23 

 

な t の値を用いてかなり大胆な感応分析を行った。その結果が図表８にまとめられている。

そこでは、t の値をプラスマイナス 25 パーセント、プラスマイナス 50 パーセント変化させ

て感応分析を行っている。 

 

図表８ 感応分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者による推計。詳しくは本文参照。 

 

確かに、t の値に応じてＢ点での外国人受入数は変化する。しかし、パラメータ t の値が当

初の推計値の半分という非常に極端なケース（t = 0.1087）においても、外国人出稼ぎ労働

者の受入れがプラスの厚生効果を与えるのは 510 万人となり、現実の 80 万人弱を大きく超

える人数となる。逆に、t の値を 50％増やした場合（t = 0.3261）には、1,880 万人もの外

国人労働者を受け入れるのでない限り、わが国の厚生はマイナスとなる。 

 

６、少子高齢化に対処する諸政策 

 

 上に見たように、現実的な規模での外国人出稼ぎ労働者の受入れは受入国たる日本の厚

生を減少させるマイナス効果を伴うもののようである。しかし、将来の人手不足に対処す

るための方策は外国人労働者受入れに限られているわけではない。労働生産性の向上、モ

ノの移動による代替（労働集約財の輸入）、女性・高齢者・若者などの国内労働者の活用な

どさまざまな代替策がある。 

  t B （万人） 

      

推計ベース値 0.2174  1,120  

      

プラス 25% 0.2718  1,480  

マイナス 25% 0.1631  800  

      

プラス 50% 0.3261  1,880  

マイナス 50% 0.1087  510  
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 まず第 1 に、中長期的な人手不足を回避するには広い意味での労働生産性向上が不可欠

である。わが国の生産年齢人口は今後 20 年間に 1300 万人減少（約 16％の減少）していく

が、労働生産性が 16％向上すれば今と同じ生産レベルが維持できる。20 年間に 1300 万人

減少というのは年率になおせば 0.9％程度である。かつてわが国の生産性は年率３％以上の

伸びを示していたことを忘れてはならない。日本経済全体での生産性を向上させるために

は、投資や創意工夫を通じて事業所レベルでの単位生産性（unit efficiency）を引き上げる

だけでなく、産業構造の変化を通じた配分生産性（allocation efficiency）を引き上げるこ

とも重要である。つまり、人手不足時代にあっては労働集約的な低生産性部門を縮小し、

資本集約的・知識集約的な高生産部門を拡大して、日本経済全体としての生産性を高める

ことが不可欠である。 

 第 2 に、ヒトの移動のかわりにモノやカネを移動させるという選択肢も重要である。外

国人労働力を活用する方策は、直接的な外国人労働者受け入れに限定されるものではない。

ヒトの移動（外国人労働者）だけでなく、モノの移動（貿易自由化）やカネの移動（海外

直接投資）によって間接的に外国の労働力を活用することができる。たとえば、フィリピ

ン人に日本に働きに来てもらう代わりに、日本の企業がフィリピンに進出してそこで現地

人労働者を雇用したり、フィリピンで生産されたものを輸入したりすれば日本国内で必要

とされる労働力を節約できる。つまり、労働者を輸入する代わりに労働集約財を輸入する

ことによって、外国人労働力を間接的に活用しようというわけである。筆者の推計（後藤

2009）によれば、貿易自由化による外国人労働力の間接的活用のほうが、外国人労働者の

直接的受け入れより、はるかに大きなインパクトがあるようである。 

 第 3 に、女性、高齢者、若年者等の国内労働者をより一層活用するという重要な代替策

を忘れてはならない。高齢化の進行の中で高齢労働者の活用は重要であるし、近年、ニー

ト、フリーターなど十分には戦力化されていない若者が増えているのでこうした人々の活

用も大切である。しかし、国内労働力の活用においては、なんといっても女性の職場進出

の効果が大きい。人口の半分は女性であるが、日本人女性の労働力率は欧米諸国に比べて

かなり低く、活用の余地はきわめて大きい。このためには①子育て支援、②真の再チャレ

ンジの確保、③古い役割分担意識の打破、などが必要であろう。 

 

７、結 語 
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 以上、わが国における少子高齢化と外国人労働者問題を概観したのち、一般均衡論に基

づくモデルを用いて、外国人労働者受入れの経済的インパクトを検討してきた。既にみた

ようにわが国における外国人労働者の多くが、軸足が本国にある「出稼ぎ労働者」である

ため、受入れの効果はマイナスになりやすいようである。前節のシミュレーション結果は、

もしわが国が外国人出稼ぎ労働者を合法的なものとして受け入れこれに伴うマイナスの経

済効果を避けようとするならば、現行の 80 万人程度ではなく 1,000 万人規模のハリケーン

的受入れが必要であることを示しているが、これはかなり非現実的な数字であろう。 

 こうした結論についてはさまざまなコメントが可能であろう。例えば、外国人労働者に

対して賃金差別が行われるのであればより小規模な受け入れでもわが国はプラスの影響を

受けることが理論的には可能である。しかし、外国人労働者を合法的に受け入れる場合に

は、そうした賃金差別は人道的にも法的にも許されないものである。また、賃金差別をし

なくとも、受け入れた外国人労働者に対して移民税のようなものを課せば同様な効果を持

つことが理論的には可能である。これは、つとに Ramaswami（1968）が資本受け入れに

対して課する最適税率を分析した通りである。しかし、貧しい開発途上国が先進国から資

本を受け入れる場合に資本受入れ税を課することができても、豊かな日本が近隣アジアや

中南米からやってくる外国人労働者に対して移民税を課するというようなことは国際的に

容認されるものではあるまい。 

最後に、人手不足を克服する手段は外国人労働者受入れに限定されるものではなくさま

ざまな代替策があるということも忘れてはならない。前節でみたように、代替策の第１は

労働生産性の向上である。日本経済全体での生産性を向上させるためには、投資や創意工

夫を通じて事業所レベルでの単位生産性（unit efficiency）を引き上げるだけでなく、低生

産性部門を縮小と高生産部門の拡大を通じた配分生産性（allocation efficiency）を引き上

げることが重要である。 第 2 の代替策は、いうまでもなく女性、高齢者、若年者等の国

内労働者の活用である。特に、人口の半分を占める女性の職場進出は重要で、このために

は①子育て支援、②真の再チャレンジの確保、③古い役割分担意識の打破、などさまざま

な施策を積極的に進めていくことが必要であろう。 第 3 の代替策は外国人労働力の間接

的活用である。つまり、直接的な外国人労働者受け入れ（ヒトの移動）の代わりにモノの

移動（貿易自由化）やカネの移動（海外直接投資）によって間接的に外国の労働力を活用

することができることも忘れてはなるまい。 
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