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ま え が き 

 

近年の経済グローバル化の進展は、人の移動も世界規模で活発化させた。今日、外国

人労働者問題への対応は先進諸国にとって共通の課題となっている。わが国でもグロー

バル市場で生き残るための高度人材の必要性等から、外国人労働者受入れをめぐる議論

が再び高まっている。 

もちろんアジアにおいても例外ではない。自由貿易協定（ＦＴＡ）や経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）の締結などを背景に労働力の国際間移動はますます活発化している。元来、多様

性に富むアジアの国際間労働力移動は複雑な様相を呈している。それは、同一地域内に

中国、フィリピン、インドネシアなどを中心とした送出国と韓国、台湾、マレーシアな

どの受入れ国・地域が混在していることに原因がある。しかもこれは、急激な経済発展

に伴い、いくつかの国・地域が比較的短期間で「送り出し」と「受入れ」の立場を転換

し、複雑さに拍車をかけている。 

 

本調査研究は、こうしたアジアの中の受入れ国・地域である韓国・台湾・マレーシア・

シンガポールを対象に、外国人労働者の受入れ制度と実態を調査したものである。韓国

における「雇用許可制度」、台湾における二国間協定、マレーシア・シンガポールにおけ

る雇用税等各国ともユニークな制度となっている。こうした制度は、これまで各国が当

該国の受入れの実態や、それぞれの社会背景、歴史、地理的条件等に合わせて変化させ

てきたものである。 

最近の国際間移動の活発化を受けて、各国・地域の実態は刻々と変わりつつあり、ア

ジアで起きている国際間労働力移動の実態を把握し、その対応を分析することは、わが

国の外国人労働者政策を考える上で大いに参考になると思われる。そうした意味で本報

告書が、外国人労働者をめぐる議論を行う際の一助となれば幸いである。 
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