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本稿は､ 不況下における外国人研修生の流入

を規定する諸要因を､ 産業別データを使用し計

量的に分析することによって明らかにし､ 外国

人研修生に関する政策課題を論じることを目的

としている｡

日本の外国人労働者の受け入れに関する論議

は��年代後半から始まり､ いわゆる単純労働力

の受け入れの是非が主な課題となってきた｡

｢専門的・技術的労働者は積極的に受け入れる

が､ いわゆる単純労働者の受け入れについては

慎重に検討する｣ という日本政府の方針が維持

され､ いわゆる単純労働者の受け入れを原則的

に拒否しつつ､ その一方､ 外国人研修生及び技

能実習生の受け入れ範囲の拡大を進めてきた｡

外国人研修生制度に関心が集まったのは����

年８月法務省告示第���号及び第���号が公示さ

れて以来のことである｡ 公示に沿って､ 従来行

われていた政府機関､ 海外進出企業を中心とし

た受け入れに加え､ ｢団体監理型｣ の外国人研

修制度が導入され､ 外国人研修生の受け入れ

枠は中小企業まで広げられた｡ 建前では､ ｢人

づくり｣ を通じる国際協力であるが､ 実際は

｢研修｣ という名目で､ 相対的に安い研修手当

のまま実務研修に従事できる仕組みを作り上げ

た｡
１)
多くの中小企業が研修生の受け入れ制度

を ｢人手不足｣ 対策として活用し､ その結果､

����年以降外国人研修生の人数は顕著な増加傾

向を見せる｡
２)

����年代後半､ 内需拡大で好景気をよび､ 日

系人及び外国人研修生をはじめ､ 外国人労働者

が就労環境の厳しい産業へ流入する｡ ����年の

バブル崩壊以降､ 長期不況のもとで雇用機会は

減少するが､ 外国人研修生の受け入れ人数は減

少するどころか､ 年々増加する一方である｡ 表

１に見られるように､ 外国人研修生の人数は

����年まで１万人台であったが､ ����年以降急

速に増加し､ ����年に	
�万人､ ����年に�
�万

人､ さらに����年�
�万人までとなる｡ このう

ち､ 最も多いのはアジアからの外国人研修生で､

��年代まで全体の��％以上を占め､ ����年から

��％へと急速に高まってきた｡ 国籍別にみると､

中国からの研修生は����年を境に顕著な増加を

みせているのが特徴である｡ その原因として､

バブル景気は挙げられるが､ ����年以降の外国

人研修生の増加には新たに導入された中小企業
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団体による受け入れ制度がかなり活用されてい

ると考えられる｡

外国人研修生の受け入れは受け入れ機関の相

違により､ 大きく ｢政府機関型｣､ ｢企業単独型｣､

｢団体監理型｣ といった三つの形態に分けられ

る｡
３)
｢政府機関型｣ の受け入れとは国や地方

自治体が外国人研修生の受け入れ機関となるか､

もしくは国費により国際協力事業団 (����)､

海外技術者研修協会 (����) などの事業の一

環として外国人研修生を受け入れることである｡

この場合､ 外国人研修生の受け入れ枠について

は制限されていない｡ ｢企業単独型｣ の受け入

れは､ 主に海外に拠点を持つ企業が現地法人ま

たは海外取引先企業の常勤の職員を研修生とし

て受け入れるものであり､ 受け入れ人数が日本

企業の社員全体の５％以内と定められている｡

｢団体監理型｣ の受け入れは､ 商工会議所､ 事

業協同組合など中小企業団体､ 財団法人､ 社団

法人､ 職業訓練法人が第一次受け入れ機関とな

り､ その指導・監督のもとに､ 傘下の会員企業

が第二次受け入れ機関として研修生を受け入れ

るものである｡ 団体監理型研修では､ 法務省告

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�
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表� 外国人研修生の新規入国者数

(単位：人)

出所 『出入国管理統計年報』 各年をもとに作成｡
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表� 受け入れルート別外国人研修生新規入国者数の推移

(単位：人)

出所 財団法人国際研修協力機構 『�������������－データでみる外国人研修・技能実習』 (�		�年､ �		�年､ �		�

年､ �		
年) 『外国人研修・技能実習事業実施状況報告 (�����白書) (�			年､ ����年､ ����年) により作成｡
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３) 国際研修協力機構 (���) ����を参照｡



示により受け入れ可能な人数が緩和される｡
４)

表２は����以降新規入国外国人研修生の内訳

を示したものである｡ 政府機関の外国人研修生

受け入れは����年から����年まで､ 数字の上で

は大きな変化は見られない｡ 民間企業が国際研

修協力機構 (���	
)
５)
を経由せず､ 直接入

国管理局へ申請し､ 外国人研修生を受け入れる

こともできる｡ その人数は����年から����年ま

で､ ９千人前後を維持している｡ それに対して､

���	
経由の外国人研修生の受け入れは����

年から政府機関の受け入れを上回り､ 倍以上の

水準を維持しながら増加を保っている｡ そのな

か､ ｢企業単独型｣ 外国人研修生は､ 日本の対

外直接投資が����年及び���年をピークに停滞

したことにより､ 伸び悩んでいる模様である｡

これに対し､ 海外拠点を持たない､ より多くの

中小企業は ｢団体監理型｣ 研修によって､ 外国

人研修生の受け入れを行う｡ ���	
発足当初

の����年には､ ｢団体監理型｣ の外国人研修生

受入れは約����人にすぎなかったが､ ���年に

は急増し､ ����年時点では､ ���	
経由の外

国人研修生総数の半数以上を占めるようになっ

た｡ 日本の経済不況と雇用失業情勢の悪化にも

かかわらず､ ｢団体監理型｣研修が増加傾向を続

けていることには､ その受け入れ人数が制度的

に緩和されているからと考えられる｡

日本の労働市場において､ 外国人研修生の規

模は非常に小さい｡ ｢政府機関の受け入れ｣ を

除き､ 外国人研修生の人数は４万人余り､ しか

も受け入れ範囲をその企業の総数の５％以内に

法律で定められている｡ しかし､ 長引く経済不

況の中､ 外国人研修生の受け入れ人数が増加す

る傾向を見せている｡ 外国人研修生が一体どの

ような産業・業種に流入しているのだろうか｡

本稿では､ 外国人研修生の流入が､ 労働力の需

要を影響する如何なる要因によって規定されて

いるのかを計量的な分析手法を用いて実証する

こととした｡

過去において､ 日本における外国人研修生の

受け入れに関し多くの研究が存在するが､ その

ほとんどは事例研究や限られた範囲のアンケー

ト調査結果に依拠して､ 外国人研修制度の是非

を議論したものである｡ ここで立てられた仮説

を､ 産業別データを用い検証するという試みは

ほとんどなかった｡

本稿においては､ 産業別統計を用いた実証研

究を行ない､ 外国人研修生の全体像を把握する

ことによって､ 現行の外国人研修生制度の適切

な運用の確保や制度改正に向けた課題を明らか

にすることを試みる｡ 本稿では､ ���	
経由

の研修生を対象として分析する｡ 本来､ ｢企業

単独型｣ と ｢団体監理型｣ の研修生の受け入れ

は性質的に相違があるが､ それぞれを産業別に

分類したデータは存在しない｡ このようなデー

タ上の制約のもとで､ 産業要素を重視しながら

実証する｡ こうした研究は､ 外国人研修制度が

日本の労働市場の中で果たす役割を検討するう

えでも重要と考えられる｡

外国人研修制度は����年代後半から始まり､

本来は､ 国際協力事業団 (��	�) や海外技術

者研修協会 (�
��) など政府機関や地方自治

体といった公的機関が外国人を受け入れて研修

を行うものであった｡ さらに､ 海外進出してい

不況下の外国人研修生流入を規定する諸要因
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２. 外国人研修生流入の制度的背景

４) 法務省告示第���号により､ ｢団体監理型｣ の研修生を受け入れる第�次受け入れ機関が中小企業基本法に定

める中小企業者である場合､ 受け入れられる研修生の人数について､ 以下のように規定している｡ ①その企

業の常勤職員の総数を超えないこと；②受け入れる人数の範囲として､ ��人以下は３人､ ��人以上���人以

下は６人､ ���人以上���人以下は��人､ ���人以上���以下は��人であること｡ 第二次受け入れ機関が中小企

業でない場合は上記の受け入れ範囲は適用させず､ その企業の常勤職員の��分の１以下となります｡

５) 国際研修協力機構 (���	
) は����年９月に設立され､ 外国人研修生の受け入れ拡大と円滑化を図ることを

目的としたものである｡ 外国人研修生の入国・在留手続きを助言・援助することは業務内容の一環である｡

国際研修協力機構 (����) ����～��を参照｡



る日系企業が､ 国や公共団体の援助と指導のも

と､ 現地法人や関連企業の外国人従業員に技術

等を習得させるため､ かれらを日本に受け入れ､

実務研修を行う制度である｡
６)

����年の入管法改正では､ 外国人研修生の受

け入れの在留資格は ｢留学生｣ の一形態として

位置付けられていた｡ ����年の改正法において､

｢本邦の公私の機関により受け入れられて行う

技術､ 技能または知識の習得をする活動｣ とし

て ｢研修｣ の在留資格が創設される｡ ����年��

月に ｢技能実習制度｣ が創設され､ ｢より実践

的な技術､ 技能又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人づ

くりに協力することを目的｣ として､ 実施され

るようになった｡
７)
技能実習生と認定されると､

外国人研修生の在留資格が ｢研修｣ から ｢特定

活動｣ に変更され､ 雇用契約のもとで継続して

２年を限度に就労できると定められた｡

このように､ 外国人研修制度は一定の人材育

成､ 技術移転､ さらに国際貢献の役割を果たす

ものであると考えられる｡ しかし､ 受け入れルー

トによって､ 制度の趣旨からかけ離れている場

合も少なくないと指摘されている｡

���	
(����､ ����) の実態調査によれば､

｢団体監理型｣ の外国人研修生受け入れは研修

生の送り出しをめぐる競争が激化とともに､ 派

遣団体､ 派遣形態が多様化し､ 研修生の失踪､

研修・技能実習内容のミスマッチングなど多く

の問題を発生させている｡ これらの問題の発生

要因として､ 日本側の受け入れ団体における受

け入れ条件の格差､ 研修手当と一般労働市場に

おける賃金の格差､ そして派遣する際､ 中国な

ど送り出し国側による管理費の徴収､ 裏口取引

の存在が挙げられている｡

中国を例として見ると､ ����年代において､

技術習得と外貨獲得のため､ 中国人研修生の送

り出しは各部門の中間管理職を中心とする派遣

であったが､ ����年以降は現場労働者､ 熟練工

に重点を置くようになった｡
８)

����年における

日本側の受け入れ状況から見ると､ ����人の

なか中国人が������人で､ 全体の����％を占め

ている｡ おもに繊維・衣服､ 食品､ 機械の組み

立て・修繕､ 建設作業などの職種に集中してい

る｡ 研修手当として毎月平均������円が支払わ

れ､ そのなか､ ｢団体監理型｣ は毎月平均

������円しかない｡
９)

このようなことから､ 外国人研修・技能実習

制度を利用して､ 合法的に安価な外国人研修・

技能実習生を利用し､ ボトルネック産業の低い

生産性が温存されることも危惧される｡

��年代半ば以降､ 中小企業を中心とした人手

不足が深刻化する一方､ 急激な円高が進展する｡

より一層の低賃金労働力を求めて､ 繊維､ 家電

など労働集約的製造業では､ 東南アジア､ 中国

へ向けた直接投資が活発化する｡ バブル崩壊に

伴い､ 輸入の増加が国内雇用や賃金に及ぼす影

響も顕著になってきた｡

表３は､ 経済企画庁 『国民経済計算』 (当時)

の統計を用いて､ ���年と����年の製造業にお

ける雇用者数､ 輸入浸透率及び���年から

����年にかけての物価､ 労働生産性､ 一人当た

り雇用者の所得の変化率を計算したものであ

る｡
��)

製造業全体の雇用者数は���年をピークに､

����年から減少し､ ����年まで約���万人減っ

てきた｡ そのなかで､ 食品､ 繊維､ 一次金属､

電気機械､ 精密機械など業種では､ 輸入浸透率

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�

－ －��

３. 外国人研修生受け入れの実態

６) 島田 (����) ����を参照.

７) 法務省告示第��号､ ����年４月｡

８) ���	
 (����) ����を参照｡

９) 『����年版���	
白書』 を参照｡

��) 計算手法については､ 井口 (����) ����を参考にした｡



が��％以上に達し､ 石油・石炭製品､ 電気機器､

精密機器などの業種における輸入浸透率の急上

昇がみられる｡ 雇用者数減少が比較的大きい繊

維､ 金属製品､ 一般機械などの分野では､ 労働

生産性も下がっている｡ また､ 電気機械には大

幅な製品価格の低下がみられる｡ これは､ 輸入

浸透率が��％から��％に増加し､ 海外に進出し

た日系企業からの逆輸入製品が増加し､ 国内市

場でも価格競争が厳しくなった結果と考えられ

る｡

この問題に関する実証研究 (井口､ ����) に

よれば､ ����年～����年の間､ 製造業の雇用は､

その国内生産量又は価格 (デフレーター) と正

に相関し､ その賃金は､ 国内生産量と労働生産

性と正に相関しているが､ 輸入浸透率又は雇用

との間には､ 負の相関関係がみられたとしてい

る｡

ここで挙げた経済的要因が､ 国内の研修生に

不況下の外国人研修生流入を規定する諸要因

－ －��

表４ �����経由の外国人研修生の受け入れ産業・業種別状況 (����－	


)

出所 財団法人国際研修協力機構 『��	
� ��� ����－データでみる外国人研修・技能実習』 (����年､ ����年､
����年､ ����年) 『外国人研修・技能実習事業実施状況報告 (��	
�白書) (����年､ ����年､ ����年) により
作成｡

注 繊維工業は衣服､ その他の繊維製品を合算した数字である｡

経済活動の種類 ����年 ����年 ����年 ����年 ����年 ����年 ����年

農業 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

漁業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

食料品製造業 ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

繊維工業 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

非鉄金属製造業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

プラスチック製品製造業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

金属製品製造業 ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

鉄鋼業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

一般機械器具製造業 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���

電気機械器具製造業 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

輸送用機械器具製造業 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

精密機械器具製造業 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

建設関連工事業 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

その他 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

総計 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

表３ ����～	


年まで製造業における経済諸要因の変化

出所 経済企画庁 『国民経済計算』 (����) のデータに基づき作成｡

経済活動の種類
雇用者数 (万人) 輸入浸透率 (％) デフレーター

上昇率
(％)

労働生産
性上昇率
(％)

一人当たり
雇用者

所得増加率 (％)����年 ����年 ����年 ����年

製造業 ������ ������ ����� ����� －����� ����� ����

食料品 ����� ����� ���� ����� ���� ���� －���

繊 維 ���� ���� ����� ����� －���� －��� �����

石油・石炭製品 ��� ��� ����� ����� －���� ����� ����

一次金属 ���� ���� ����� ����� －���� ����� ����

金属製品 �� �� ���� ���� －���� －���� ����

一般機械 ����� ����� ���� ����� －���� －���� ����

電気機械 ����� ����� ����� ����� －����� ����� �����

輸送用機械 ��� ����� ����� ����� －���� �� ����

精密機械 ���� �� ����� ����� －���� ����� �����

その他の製造業 ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����



対する需要にどのように影響しているのかを考

えてみよう｡

�����経由研修生の受け入れ状況を産業・

業種別にみると､ 外国人研修生は製造業に集中

し､ 特に食品､ 繊維､ 電気機械､ 輸送用機械と

いう分野に集中している (表４)｡

このうち､ ���	年には食料品製造業の輸入浸

透率はほとんどゼロであったが､ ���	年に５％､

���
年��％まで上昇し､ ����年では�％を保っ

ている｡ 国内生産が減少すると同時に､ 価格も

上昇している｡ また労働生産性が上昇している

が､ 一人当たり雇用者の所得が減少している｡

その原因は輸入の増加や雇用の減少にあると考

えられる｡ この分野では､ 外国人研修生の受け

入れは���	年の�
人から����年の�

�人に増

え､ 多数の外国人研修生を受け入れる業種となっ

ている｡

次に､ 繊維工業の受け入れた外国人研修生数

をみると､ 製造業のなかでは最も多く､ ���	年

の�

�人から����年の��人まで増加する一方

である｡ しかし､ 雇用者数と国内生産が大幅減

少し､ 価格や労働生産性も低下しているこの分

野では､ 倒産・廃業する企業も増加している｡

したがって､ 繊維工業では､ 低賃金の労働力を

安定的に確保するため､ 多くの企業が外国人研

修・実習制度を活用しているではないかと考え

られる｡

また､ 電気機械､ 輸送用機械の分野でも���	

年から����年までの間､ 多くの外国人研修生を

受け入れてきた｡ この間､ 電気機械の製品価格

は	����％も下落し､ 輸入浸透率が��％から��

％まで上昇した｡ これは､ 国内市場で価格競争

が厳しくなり､ 海外からの逆輸入など輸入の急

増を招いているものと考えられる｡ また､ ���	

年から����年までの間には､ 国内雇用者数が

����万人減少し､ 労働生産性の上昇率が�	％に

達した｡ これには､ 労働集約的な生産工程の海

外移転や､ 国内のリストラなど諸要因が加わっ

たと考えられる｡

本章では､ 外国人研修生 (及び技能実習生)

の流入を規定する要因に関する実証分析を行う

ため､ まず､ 日本国内における外国人研修生の

需給に関して､ 外国人労働者の需給と比較しつ

つ考察を行った後､ 実証研究に使用するモデル

及びデータについて検討し､ 計量分析の結果に

ついて論じる｡

４�� 外国人研修生の需給に関する理論的考察

ある国において､ 外国人労働者の国外からの

受け入れに何らの規制もなく､ 自国人労働者と

外国人労働者の労働力の質にまったく相違がな

く､ 情報は完全で､ かつ､ 移動コストも無視で

きるとする｡

この場合､ 外国人労働者に対する需要曲線は､

国内における自国人労働者では充足できない労

働需要によって決定される｡ 自国人労働者に対

する需要曲線が右下がりであれば､ 外国人労働

者に対する需要曲線も右下がりとなるであろう｡

また､ 外国人労働者の供給曲線は､ この国の

賃金水準が国外と比較して高く､ 国外に巨大な

過剰労働力がある場合には､ 賃金に関する労働

供給の弾力性は無限大になるであろう｡

しかし､ 現実的な条件の下では､ 情報の所得

にも費用がかかり､ 移動コストも無視できない
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４. 外国人研修生流入の規定要因

図 外国人研修生における労働市場の需要供給曲線
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ので､ 労働供給の賃金に関する弾力性を無限大

と考えるのは無理があろう｡ したがって､ ここ

でも､ 労働供給曲線は､ 通常の場合と同様に右

上がりと考えられる｡ つまり､ 賃金の上昇に伴

い､ 情報や移動のコストを補うことができれば､

労働供給は増加すると考えるべきであろう｡

このような静学的な部分均衡分析の範囲内で

は､ 外国人労働者の需給は､ 需要曲線及び供給

曲線の交点において決定されるといえよう｡

なお､ このように情報及び移動コストを考慮

した場合でも､ 当該受け入れ国は､ 外国人労働

者の受け入れについて､ いかなる数量制限や賃

金への規制も行っていないと想定されている点

に注意が必要である｡

さて､ 本節の主たる狙いは､ このような外国

人労働者の労働需給の理論的説明と比べて､ 外

国人研修生の需給はどのような要因によって決

定されているかを考察することである｡

需要面からは､ 外国人研修生受け入れ数は原

則として､ 事業所の常用労働者の５％以内 (中

小企業は若干緩和されている) となるので､ そ

の需要は､ 明らかに､ 国内の雇用需要に依存し

ていることが明らかである｡

このような国内の雇用需要は､ 企業や産業活

動の国際化の影響を受ける｡ まず､ 貿易の拡大

を考慮すると､ 国内需要を国内生産でどの程度

まかなうことができるかが､ その変動を説明す

る上で非常に重要である｡

また､ 直接投資を考慮すると､ 海外進出にと

もなって､ 国外の生産拠点の立ち上げなどのた

めに､ 国内に研修生を受け入れる需要が高まる

点も､ 一般の外国人労働者に対する需要とは大

きく異なる｡

さらに､ 国内の雇用水準が維持できるかどう

かは､ 国内の生産拠点の効率化による生産性の

上昇のほか､ 産業別の価格競争の激化ないしマ

クロ的にみたデフレの影響が無視できない｡ 価

格低下は産業又は経済全体に雇用に対する需要

を減少させる効果をもたらす可能性がある (デ

フレスパイラル)｡

供給面からは､ 外国人研修生の場合､ 実務研

修を行っていても､ 労働とみなされず､ 生活の

ための実費弁償としての研修手当しか支払われ

ないので､ 需給均衡点で決まる外国人労働者の

賃金より低くなる (図参照)｡ このため供給曲

線上で研修手当の水準で決まる供給量は､ 需給

均衡点で決まる外国人労働者の供給量よりも､

相当少なくなる｡ そのようにして決まる各職種

の研修手当の水準は､ 現実には同一職場で勤務

する労働者の賃金及び生計費と連動すると考え

られ､ 職種別の研修手当は､ 各業種の賃金水準

に依存している可能性がある｡

需要と供給の両面からみると､ 各業種におい

ては､ その業種が低賃金であればあるほど､ 国

内労働者の供給が減少して需要超過となり､ 外

国人労働者ないし､ 外国人研修生に対する需要

が大きくなると推論される｡

いずれにせよ､ 外国人研修生に対する需要・

供給は､ 受け入れに制限のない条件下における

外国人労働者に対する需要や供給よりも小さく､

研修手当の水準は､ 均衡点で決まる外国人労働

者の賃金よりも低くなると推論される｡

４�� 先行研究

次に､ 日本の外国人研修生・技能実習生に関

する先行研究を概観する｡ すでに述べたとおり､

このテーマに関する実証研究のほとんどは事例

調査などに基づく研究であって､ 計量分析によ

るものはほとんどみられない｡

まず､ 代表的な実証研究としては､ 今井・佐

藤 (����) は､ 発展途上国への技術移転を進め

る重要な手段であり､ 日本企業の現地法人が派

遣する外国人研修生の研修内容と現地の技術・

技能の間には､ 食い違いは見られなかったとし

ている｡ 企業活力研究所 (����､ ����) は､ 企

業活動のグローバリゼーションに対応して､ 日

系企業の外国人研修の役割を､ 東アジア及び北

米において調査し､ 日系企業の進出した地域に

不況下の外国人研修生流入を規定する諸要因

－ －��



よって､ 研修の機能に相違がみられることを見

出している｡ 張 (����) は､ 研修・技能実習生

の派遣は日中両国の人的交流を促進し､ 研修生

は､ 日本の生産技術､ 経営管理を修得できたと

している｡
��)
これらの研究は実態調査を通して､

外国人研修・技能実習制度の技術移転に果たす

役割を評価している｡

同時に､ 外国人研修制度が､ 中小企業の ｢人

手不足｣ に利用されないよう制度改革をはかる

べきだという研究には､ 梶田 (����)､ 井口

(����)､ 駒井 (����)､ 花見・桑田 (����)､ 島

田 (����) などがある｡

井口 (����) は､ アジアを中心に外国人の人

材を開発し､ そのうち希望する一部の外国人を

日本に還流させて就労・定住を促進する構想を

提起した｡ その人材開発の一つの手段として､

外国人研修生制度を改革し､ 実務研修に従事す

る研修生を労働者として扱い､ これらを積極的

に活用するように提案している｡

また､ 梶田 (����) は､ 外国人研修生・技能

実習生の在留資格と､ 実際の活動内容に乖離が

生じているとし､ 外国人研修・技能実習制度が

｢日本人労働者が集まらず通常の賃金では労働

者が確保できない業界において外国人労働者を

合法的に就労させるための手段として利用され

ている｣ と批判する｡

花見・桑田 (����) は外国人研修・技能実習

制度は人手不足の解消に利用されやすいと認め

ながら､ 制度改革によって技術移転と人手不足

解消との両立が図れると指摘した｡ また島田

(����) は､ 技能実習生に労働者と同じ権利を

与えるべきことを強調している｡

駒井 (����) は､ 研修生の実態は､ 偽りの就

労であり､ しかも企業規模が小さくなるほど偽

装就労の疑いが強いと指摘する｡ 技能実習制度

についても､ 外国人研修生制度の延長線として

位置づけられているとして､ 制度そのものに対

し否定的な考えを明らかにしている｡
��)

以上に対し､ 研修生を含めた人の移動の決定

要因を計量分析で明らかにしようとした研究は､

非常に少ない｡ 例えば､ 井口 (����､ ����) は､

海外赴任者 (企業内転勤) と短期商用者に関し

計量分析を行い､ ｢人の移動関数｣ を推計した｡

しかし､ 外国人研修生の流入に関しての計量分

析は行なわれていない｡

４	� 使用するデータの特性

研修生の移動に関し計量分析を行なうために

は､ 国際貿易データや対外投資データのほか､

賃金・雇用､ 生産性などのデータを産業別に結

合させることが不可欠である｡

そこで本稿では､ 研修生データとして､ 國際

研修協力機構が発行した 『
��� ����

����－データでみる外国人研修・技能実習』

と 『外国人研修・技能実習事業実施状況報告

(
���白書)』 による外国人研修生のデータ

を使用することにした｡ また､ 業種別の生産､

貿易などに関するデータは､ 内閣府が発行して

いる 『国民経済計算』 (����年) による製造業

に関するデータを加工して使用することにした｡

なお､ 外国人研修生受け入れ人数は
���

経由の ｢企業単独型｣ と ｢団体監理型｣ の合計

人数を使用することとした｡ それは､ ｢政府機

関｣ の受け入れと入管への直接申請における外

国人研修生の受け入れ数は業種別に把握されて

いないことと､ 業種別 ｢企業単独型｣ と ｢団体

管理型｣ の研修生受け入れ人数はデータ上に分

けられないといった制限からである｡

さらに､ 推計する際に､ 製造業のなかでも外

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�
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��) そのほか､ 岡・施 (����) は中国人研修生に面接調査を実施し､ 企業側が中国進出のための企業戦略として

研修生を位置付けている�受入れに対する国の支援策が必要であると強調する｡ 劉 (����) は帰国した元中

国人研修生､ 技能実習生を対象にアンケート調査を行い､ 人材育成や国際貢献の側面から外国人研修制度を

評価した｡

��) そのほか､ 駒井 (����)､ 梶田 (����)､ 宮島 (����) を参照されたい｡



国人研修生が集中している食料品､ 繊維､ 金属､

石油・石炭製品､ 一次金属､ 一般機械､ 電気機

械､ 輸送用機械､ 精密機械という業種に対象を

絞り込むこととした｡ そこで､ 使用するデータ

は����年から����年までの７年間のデータをプー

ルしたもので､ サンプル数は��となっている｡

このほか､ �	
��による産業・業種分類方

法は 『国民経済計算』 とはやや異なる｡ 国民経

済計算の繊維工業における外国人研修生の人数

については､ �	
��統計の衣服とそのほかの

繊維製品の受け入れ人数を合算した数字を使用

し､ プラスチック製品製造業の受け入れ人数は､

石油・石炭製品の数値を使用した｡ また､ 金属

製品における外国人研修生の受入れ人数は金属

製品製造業と非鉄金属製造業の受け入れ人数を

合算した数字を用いた｡

そこで､ 外国人研修生の流入を規定する要因

を分析するために､ 次の推定式を用いる｡

�＝α�＋α���＋α���＋α���＋α���＋α�＋α���＋μ

変数の説明は次のとおりである｡

被説明変数�は､ �	
��支援の外国人研修

生の受け入れ人数 (人) 又は外国人研修生の雇

用者総数に占める比率である｡

説明変数の��は輸入浸透率
��)
である｡

国際貿易理論によれば､ 途上国は相対的に賃

金の安い不熟練労働をより多く投入する財を相

対的に多く生産し､ 先進国に輸出する｡ 同時に､

熟練労働の相対的に多い先進国は熟練労働の集

約的な財を生産し､ 途上国に輸出する｡ それに

よって､ 先進国における輸出財産業の雇用が増

加し､ 輸入財産業の雇用は減少する｡ すなわち､

不熟練労働集約的財の輸入が増大すればするほ

ど､ 国内不熟練労働集約的な業種の賃金や雇用

にマイナスな影響を与える｡ 輸入の増加によっ

て､ 国内で生産する同様の製品の価格が低下し､

生産規模が縮小し､ 雇用が減少すると考えられ

る (井口����)｡

このような理論に依拠すれば､ 不熟練労働を

相対的に多く投入する業種では､ 倒産・廃業を

避け生産を維持するため､ 安価な労働力として

の外国人研修生を受け入れようとするとの仮説

が成立する｡

��は対アジア直接投資の累積額とすべきで

あるが､ その代理指標として､ アジアに進出し

ている日系企業の現地従業員数 (人) を用い

る｡

本来､ 対外直接投資の累積額を用いて計量モ

デルを組み立てる必要がある｡ しかし､ 対外直

接投資の統計は､ 企業の撤退､ 物価上昇による

実質価値の低下などを考慮していない｡ そこで､

対外投資の累積額の代理指標として､ 日本企業

現地従業員数を使用することとした｡ つまり､

海外生産拡大とともに､ 海外生産を支援するた

め､ 日本の企業が現地法人から送り出す外国人

研修生を受け入れ､ 研修させる必要がある｡ し

たがって､ 日系企業の現地従業員数が増加すれ

ば､ 外国人研修生の人数も増えるという仮説が

妥当すると考えられる｡

��は一人当たり労働生産性である｡

一人当たりの労働生産性が低く､ 国内で存続

が難しくなっている産業・業種において､ 産業

の延命策として､ 外国人研修生を多く受け入れ

るという仮説が考えられる｡

��は雇用者数 (人) である｡

不熟練労働が集約する業種において､ 高賃金

の日本人雇用者と外国人研修生がある程度代替

的であれば､ 高い賃金の日本人従業員を減らし､

不況下の外国人研修生流入を規定する諸要因

－ －��

��) ここでは､ 製造業における輸入額を国内生産額と輸入額の合算で割った値である｡



代わりに､ 低コストの外国人研修生を大量に受

け入れて､ 低賃金労働力として使用しようとす

る仮説が考えられる｡

��は業種別デフレーター変化率 (����年＝

���) である｡

製造業において､ 価格競争が厳しくなると製

品価格は下落する｡ また､ 高賃金を支払い続け

ることは困難になり､ 日本人の雇用が確保でき

なくなると予想される｡ そこで､ 当面の変化と

しては､ デフレーターが下がり､ 生産を維持す

るため､ 外国人研修生を受け入れようとすると

いう仮説が成立したと考える｡

��は一人当たり賃金額 (万円／年) である｡

賃金が低い分野ほど､ 国内の労働力が確保で

きないため､ 研修生に対する需要が増え､ より

多くの研修生がその分野に流入するという仮説

がなりたつ｡

なお､ μは撹乱項である｡

４�� 推計結果

表５において､ 外国人研修生人数に関連する

推計結果が示されている｡
��)

まず､ 輸入浸透率について､ 係数の符号は負

で､ ５％の有意水準で統計的に有意であった｡

つまり､ 輸入浸透率が増加する産業・業種にお

いて､ 外国人研修生が増加するという仮説は､

本研究においては支持されなかった｡ その理由

として､ 輸入浸透率が高くなると､ 国内生産が

減少し､ 外国人研修生も受け入れなくなる可能

性が高いことを挙げることができよう｡

日系企業現地従業員数 (対アジア直接投資の

累積額の代理指標) の場合は､ 外国人研修生受

け入れ人数と正に相関していることが確認され

た｡

日本の海外直接投資は､ ����年からはアセア

ン地域に､ ���	年以降中国に対して増加してき

た｡ アジアに対する海外生産の拡大に伴い､ 中

国やアセアンにおいて､ 現地の従業員を日本で

研修するニーズが高まったということが示され

る｡

価格低下の影響についてみてみると､ デフレー

ター変化率の係数は､ 有意に正である｡ つまり

デフレーターの低下が進むと､ 労働力集約的な

製品が安い値段で輸入され､ その産業・業種に

おいて価格競争が激しくなる｡ その結果､ 国内

産業は､ 外国人研修生すらも減らさざるを得な

い｡
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表� 推計結果

注 括弧内は
値｡ ���は１％水準､ ��は５％水準､ �は��％水準で有意であることを示す｡
自由度修正済決定係数�����｡

説明変数 外国人研修生

係数 (
値)

輸入浸透率 －�	����� (－�����)

日系企業現地従業員数 (アジア) ��������� (������)

一人当たりの生産性 －������ (－���	�)

雇用者数 －�������� (－�����)

デフレーター変化率 ��������� (��	���)

一人当たりの賃金額 －������ (－������)

定数項 －������ (－���	)

サンプル数 ��

��) 雇用者数に占める外国人研修生の割合を被説明変数にして､ 同様の推計を行ったものの､ 係数は統計的に有

意とはならなかったので､ 結果の記載は割愛した｡



賃金水準との関連からは､ 一人当たりの賃金

額が低い分野に外国人研修生が多く受け入られ

ている｡ これらの産業・業種は労働コストの引

き下げに必死で､ 労働力を確保するために賃金

を含めて待遇を改善する余地がない｡ したがっ

て､ これら分野では､ 外国人研修生を含む低賃

金労働力に依存して､ 生産活動を維持している

と言えるだろう｡

日本における外国人研修生受入れの諸要因に

関し､ 本稿では､ 産業別統計データをプールし

て計量分析を行なった結果､ ①高い輸入浸透率､

②低下する製品価格などは､ 必ずしも研修生の

受入れを促進しないことがわかった｡ これに対

し､ ③対外直接投資の累積額が増大したり､ ④

賃金が相対的に低い分野であることが､ 外国人

研修生の受入れを促進していることは､ 統計的

に立証された｡

入管法上､ 外国人研修制度は発展途上国への

技術移転を図り､ 発展途上国の経済発展を担う

人づくりに協力するという国際貢献の観点から

設けられた｡ ｢研修｣ と ｢労働｣ の一線は画さ

れていて､ 研修を名目とした労働は認められな

い｡

しかし､ 中小企業を中心とした ｢団体監理型｣

外国人研修生の受け入れは､ 実質は ｢人手不足｣

を補う安価な労働力として､ 不熟練労働に従事

させているという批判が少なくなかった｡

今回の実証分析から得られる政策的な含意は

以下のようになろう｡

第１に､ 日本における近年の輸入増大や価格

の低下 (デフレ傾向) は､ 外国人研修生の受入

れを促進している要因とはいえない｡ したがっ

て､ 輸入による安価な製品の流入を抑制したり､

国内のデフレ傾向を抑制したりすることで､ 外

国人研修生の受け入れが減るとはいえない｡

第２に､ 日系企業の海外生産の拡大に伴う技

術移転ニーズの増大によって外国人研修生が増

加している｡ これは､ 東アジアを中心とする日

系企業の再編成及び技術移転のニーズの新たな

高まりに伴い､ 現地労働者への研修ニ－ズの充

足が依然として重要であることを意味している｡

その場合､ 研修を全て日本で実施する必要はな

く､ 東アジア域内で研修マネジメントを合理的

に進めることが重要になっている｡

第３に､ 低賃金の産業で､ 外国人研修生の受

け入れが大きくなっている｡ 即ち､ �����経

由 ｢団体監理型｣ の外国人研修生は､ 賃金が低

い繊維､ 食品､ 電気機械分野の中小企業に集中

する結果をもたらしている｡ これらの産業・業

種では､ 外国人研修生の受入れで､ 本来倒産・

廃業するはずの中小企業の国内での生産を維持

し､ 急速な産業調整を緩和又は遅らせる役割を

果たしてきたと考えられる｡

そこで､ こうした不熟練労働力に依存して延

命している中小企業の外国人研修生の受け入れ

をするより､ むしろ､ 中小企業の体質を強化し､

あるいは海外進出を促進する策などを検討する

必要があろう｡

具体的改革の第一歩として､ 実務研修に従事

する外国人研修生を､ 全て労働者とみなし､ 新

たな在留資格を導入することや､ 低額の研修手

当の替わりに正規の賃金を支払い､ 常用労働者

と同じ労働条件での就労を保障することが考え

られるべきであろう｡
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