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Ⅰ　韓国の「雇用許可制」の経験に学ぶ

１．日本における外国人労働者受入れ拡大に向けた議
論の活発化
　日本において，最近，外国人労働者の受入れ拡大
に向けた議論が盛んになってきている。
　過去にも，労働力人口の減少を外国人で補うべ
く，2008年６月に自民党の外国人材交流推進議員連
盟が，「1,000万人移民受入れ構想」をまとめている
が，安倍政権において，大胆な外国人労働者受入れ
拡大の議論が加速化している。
　まず2014年４月に，復興事業や2020年東京オリン
ピック・パラリンピックによる建設需要の増大に対
応するため，外国人労働力を活用する緊急措置（2020

年度で終了）が決定された。建設分野の技能実習生
を「特定活動」という在留資格で２～３年間，雇用
延長するというものであり，約７万人の労働力の確
保が見込まれている１。
　次に，2014年６月の経済財政諮問会議と産業競争
力会議の合同会議で，成長戦略の一環として，「国
家戦略特区」を活用し，家事支援外国人労働者を受
入れる方針を固めている。また海外子会社などの製
造現場で働く外国人の国内受入れ，特定の国家資格
を取得した外国人留学生に就労を認める制度なども
検討されている。
　さらに，在日外国人労働者約72万人のうち約15万
人を占めている「技能実習制度」の見直しも進んで

いる。実習期間の３年から５年への延長や，縫製，
溶接など68に限定されていた対象業種に，介護，林
業などを加えることや，監視体制を整備し，技能実
習制度の適正化を図ることなどが検討されている２。
　そもそも「研修・技能実習制度」は，「開発途上
国の経済発展を担う人づくりに寄与すること」を目
的としていたが，旧制度の下では，実際には低賃金
労働者の利用であり，賃金不払い，悪質なブローカ
ーが存在していた。そのため2010年７月に，入管法
が改正され，「技能実習制度」に移行した。これに
より，１年目から労働関係法令が適用されるなど保
護が強化されるとともに，受入れ団体の責任・管理
が技能実習終了時まで継続するなど，一定の改善が
図られた。
　しかし，新制度に対しても「賃金不払い，過重労
働といった受入れ側の問題，取次をする業者がお金
を中抜きしているといった問題が生じている」３と
国会で指摘されたり，国際的にも，「日本政府は技
能実習制度における強制労働の存在を正式に認知し
ておらず，本制度の悪用から技能実習生を保護する
ための効果的な管理・措置が不足している」４と批
判されたりしている。したがって今後，長期的な労
働力人口の減少に合わせて外国人労働者を受入れ，
成長戦略を持続させていくためには，この技能実習
制度の改革が必要であると考える。

２．なぜ韓国の「雇用許可制」を取り挙げるのか
　「強制労働」と国際的に批判を受けている日本の
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「技能実習生」とは対照的に，韓国の「雇用許可制」
は国際的に高い評価を受けている。2010年９月には，
ILOからアジアの「先進的な移住管理システム」と
評価され，翌年６月には，国連から，「公共行政に
おける腐敗の防止と戦い」分野における最も権威の
ある賞とされる「国連公共行政大賞」を受賞した５。
国際移住機構（IMO）のマッキンリー事務総長も「雇
用許可制は良いシステムで，多くの国にとって良い
モデルになる」と評価している６。
　かつての韓国は，1980年代末から外国人労働者を
受入れ始めた「受入れ後進国」であった。日本の研
修生制度をモデルに，1991年「海外投資企業研修生
制度」，1993年「産業研修生制度」，2000年「研修就
業制度」などを整備したが，送り出しプロセスでの
不正，賃金不払い，不法労働者化，人権侵害など問
題点が多く，まさに「現代版奴隷制度」と呼ばれる
ほどであった７。
　しかし盧武鉉政権の下で，国民世論の後押しを受
けて，2004年８月に，「外国人勤労者雇用などに関
する法律」が施行され，「雇用許可制」へと大きく
転換した。雇用許可制とは「国内で労働者を雇用で
きない韓国企業が政府（雇用労働部）から雇用許可
書を受給し，合法的に外国人労働者を雇用できる制
度」である。詳しくは，Ⅳ節で述べるが，①労働市
場補完性，②均等待遇，③短期ローテーション（定
住化防止）などを原則としている。
　そして2007年には産業研修制が廃止され，「外国
国籍同胞訪問就業制」が施行された。さらに外国人
労働者にとどまらず，韓国人と外国人の社会的統合
を主要課題とする統合政策が進められている。「外
国人処遇基本法」（2007年５月）や「多文化家族支
援法」（2008年３月）などが相次いで制定され，外
国人参政権も認められるようになった。
　このように韓国は2000年代に入り，「日本モデル」
を捨て，雇用許可制などの外国人労働者政策，統合
政策などの面で日本よりも速いスピードで制度革新
を進めている。
　外国人に対する政策を考える際に，カナダやオー
ストラリアの多文化社会やヨーロッパの移民政策を
モデルとすることが多い。しかし「韓国モデル」の
方が日本にとってより参考になると考えられる。そ
の理由として，第一に，韓国社会は日本との類似点
が多いからである。たとえば外国人比率が３％と少
なく「単一民族」的情緒を持っている点，また少子・
高齢化が進む中で，労働力人口が減少傾向にあり，

長期的には外国人に依存せざるを得ないという点な
どである。第二に，単純技能労働者を受けいれる際
に，ドイツのように事業場移動が自由な「労働許可
制」を導入することに比べれば，「雇用許可制」は
ハードルが低く，「技能実習制度」からの転換が比
較的容易だからである。
　2004年８月に施行された雇用許可制は今年で10周
年を迎える。この間，韓国の経済・社会に対してプ
ラス面だけでなく，不法労働者化，外国人による犯
罪の増加などマイナス面の影響も現れてきており，
この韓国の経験を，日本の外国人労働者政策に活か
すことができると考える。
　韓国の雇用許可制に関する先行研究として，佐野
孝治［2010a, b, c］の一連の研究があるが，他の
代表的な研究として宣元錫［2009，2010，2013］や
春木育美［2011，2014］を挙げることができる。近
年は，移民政策，統合政策に関心が移ってきている
が，安倍政権の成長戦略に外国人労働者の導入が位
置づけられたことに伴い，韓国の雇用許可制に対し
て再度注目が集まっている８。韓国でも，外国人労
働者から，結婚移民などに研究対象が移っていた
が，施行10周年を迎えて，チェ・ホン［2011］，中
小企業中央会［2014］，韓国建設産業研究院［2011b］
など課題や改善点に関する研究が行われている。
　したがって，本稿では，日本の外国人労働者受入
れ政策に対する示唆点を明らかにするための前提と
して，韓国における外国人労働者の現状を明らかに
するとともに，韓国の外国人労働者政策について説
明する９。なお雇用許可制の評価及び日本の外国人
労働者受入れ政策に対する示唆点については，次稿
で分析する。

Ⅱ　外国人労働者受入れの背景

　韓国が雇用許可制を中心に外国人労働者の受入れへ
と大きく転換した背景として，第一に，中長期的な労
働力人口の減少とそれによる潜在成長率の低下，第二
に，中小企業などの深刻な労働力不足，第三に，深刻
な研修就業制度の問題をあげることができる。

１．中長期的な労働力人口の減少とそれによる潜在成
長率の低下
　韓国では急速に少子高齢化が進み，合計特殊出生
率は2005年に1.08の最低を記録した。2013年には
1.18に回復しているとはいえ，日本の1.43と比べて
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も低水準である。高齢化率は2013年の12.2％から，
2060年には，日本の39.9％を超えて40.1％になると
推計されている。また労働力人口（経済活動人口）
は，2013年の2,887万人から，2030年には2,693万人，
2060年には2,137万人と現在より36％減少すると推
計されている10。
　日本では，潜在成長率の３要素（資本，労働，生
産性）で見た場合，すでに1991年以降，労働投入寄
与度はマイナス0.3であり，今後改善がなく，現状
が継続するケースでは，2021年～2030年でマイナス
0.6，2031年～2060年で，年間0.9％押し下げる要因
になると試算されている11。
　韓国においても，労働力人口の減少は長期的に
見て，潜在GDP成長率を低下させる可能性がある。
日本とは異なり，2001年～2010年においても，労働
投入寄与度は0.8であり，潜在GDP成長率も日本の
0.8％に比べ，4.5％と高水準にある。ただし韓国も，
現状継続のケースでは，2021年～2030年では，マイ
ナス0.1に転じ，2031年～2040年ではマイナス0.6に
なると推計されている。改善されるケースでも，マ
イナス0.1である12。韓国は日本に比べて，労働力
人口の減少が緩やかなため，潜在GDP成長率への
悪影響も遅れて現れるが，50年スパンで見た場合，
労働力人口の減少や高齢化率の上昇は，ほぼ同じ水
準であり，経済成長や国際競争力といった観点だけ
でなく，社会保障，地域社会の在り方といった，共
通の課題を抱えている。この長期的な労働力不足を
補うために，韓国は2050年までに1,159万人の外国
人を受入れなければならないと三星経済研究所のチ
ェ・ホン氏は試算している13。

２．中小企業の深刻な労働力不足
　中長期的な労働力不足にとどまらず，現時点でも，
労働市場のミスマッチが発生し，いわゆる３Ｋ業種14

の中小企業では労働力不足が深刻化している。その
要因の一つが，急速な高学歴化である。韓国の大学
進学率は，2012年では71％と日本の51％を超えてい
る。そのため大企業に比べ53％（2013年）と賃金水
準が低く15，労働条件が悪い中小企業（300人未満）
への就職や製造業での就職を敬遠する傾向が強まっ
ている。特に理工系人材の離職率は，大企業の9.8
％に比べ，中小企業は16.8％と倍近い水準である。
現在の韓国では，若年層の非正規労働者化や失業率
の高さが問題となっているが，それにもかかわらず
ミスマッチは解消されていない。

　雇用許可制が導入された2004年には，中小企業（製
造業）の労働力不足人員は11.3万人であり，不足率
は5.1％と高かった。その後，外国人労働者の受入
れなどによって一定程度緩和されたが，2013年でも
不足人員は5.6万人，不足率は2.6％である。特に単
純労務職（2.3万人），技能職（1.9万人）が不足し
ている16。
　大韓商工会議所［2012］「外国人労働者の雇用現
況及び需要」によれば，外国人労働者を雇用する理
由は，「生産職などの職種で韓国人を雇うことがで
きない」が66％と最大の割合を占め，「低賃金」は
12％と相対的に低い。また５割の企業が，追加で外
国人労働者を雇用したいと回答している。
　建設業，農林畜漁業などでも労働力不足は深刻で
あり，これらの単純労働分野は韓国人労働者との競
合関係が比較的弱いため，韓国政府も外国人労働者
の活用を進めている。

３．深刻な研修就業制度の問題
　この雇用許可制が導入された直接的な背景は，日
本をモデルとした研修就業制度の問題点が非常に深
刻だったということである。まず送り出し過程が民
間機関やブローカーによって担われていたため不正
が蔓延し，外国人労働者が負担しなければならない
費用は2001年で，産業研修生453万ウォン，不法就
業者629万ウォンと高額であった。そのため賃金の
高い仕事を求めて不法労働者化（事業場離脱）が多
発した。2002年では外国人労働者の８割が不法就労
者であり，産業研修生に限定しても５割が不法労働
者化した。さらに賃金不払いは2001年では36.8％の
外国人労働者が経験し，人権侵害（暴力，差別，パ
スポート取り上げ）も横行した。この明らかな人権
侵害に対し，市民団体が支援と抗議活動を行い，政
権，マスコミ，法曹界，市民団体における民主化運
動世代のネットワークにより，国民運動となり，政
策変更につながっていった17。金大中，盧武鉉大統
領による「リベラル」かつ「新自由主義的」な政権
が２期10年という長期にわたって続いたことが，政
策変更を決定的なものとした。

Ⅲ　韓国における外国人労働者の現状

　本節では，外国人労働者の推移と現状について概観
したうえで，中小製造業，建設業，農業・畜産業にお
ける外国人労働者の状況を説明する。
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１．韓国における外国人労働者の増加
　韓国は1960年代の外国人労働者の送出し国から，
50年間の間に受入れ国へと急激に転換しており，「圧
縮的国際労働力移動」と呼ぶことができる。たとえ
ば日本と比較すると，日本の最初のブラジル移民
は1908年であり，100年目を迎えていることを考え
れば，韓国は半分の期間で送出し国から，受入れ国
に転換している。またフィリピンやバングラデシュ
など韓国と同時期に送出し国だった国が依然として
送出し国であるのとは対照的に，受入れ国に転換し
た韓国のケースは国際的にみても特異なケースであ
る。
　その後，韓国では1970年代以降の高成長と1980年
代の民主化運動の中で賃金が高騰し，３Ｋ業種の中
小企業で労働力不足が深刻化することになった。そ
のため1988年のソウルオリンピック頃から外国人労
働者が急増した。外国人労働者数は1987年の6,409
人から2014年４月には58万1,457人へと増加してい
る（図１参照）。これに不法在留者18.6万人のうち，
生産活動年齢（15歳以上）の者を加えれば，2013年
６月現在約76万人といわれている。これは就業者
2,580万人の３％に相当する。
　また在留外国人数は1990年の４万9,507人から
2014年６月末現在，34倍の169万8,983人に増加し，

住民登録人口に対する割合も，1990年の0.11％から，
2013年末には3.14％を占めるに至っている。特に近
年では結婚移民が増加している。
　同じく今年４月末の在留外国人労働者をビザ類
型別でみると，専門労働者は４万4,438人であり，
1999年の１万3,000人に比べれば，３倍強になって
いるが，単純技能労働者に比べれば，増加率は低く，
内訳も会話指導（Ｅ-２：１万8,723人），特定活動（Ｅ-
７：１万8225人）などが中心である。他方，単純技
能労働者は54万4936人であり，1999年の７万9,000
人から，6.9倍に増加している。（表１参照）。船員
就業（Ｅ-10：１万2,668人）以外が，雇用許可制に
よる外国人労働者であり，「産業研修生制度」に替
えて，雇用許可制を導入したことで，韓国の単純技
能労働者の受入れが，加速したといえる。

２．韓国における外国人労働者の現状
　韓国における外国人労働者の現状について，韓国
統計庁が，2013年11月に実施した「外国人雇用調査」
及び法務部・出入国・外国人政策本部が同年12月に
実施した「2013年在留外国人実態調査」などに基づ
きながら説明する。
⑴　外国人労働者はどこで働いているか。
　2013年５月現在，韓国国内の15歳以上の外国人

出所：法務部・出入国・外国人政策本部［各年］『出入国・外国人政策統計年報』、および［2014］「出入国・外国人政策
　　　統計月報 6月」7月より作成。

専門労働者 単純技能労働者 結婚移民 不法滞在者 その他 不法滞在比率（右軸）
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は112.6万人であり，内，就業者が76万人，失業
者が3.3万人である。
　まず性別では，男性50.5万人（66％），女性
25.5万人（34％）である。年齢階層別では，20～
29歳（29％），30～39歳（29％），40～49歳（22％），
50～59歳（15％）となっている。
　在留資格別では，一般雇用許可制の非専門就業
（30％）と特例雇用許可制の訪問就業（24％）に
加えて，在外同胞（16％），永住（８％），結婚移
民（８％）となっている。近年，韓国は統合政策
にシフトし，単純技能労働者の受入れにとどまら
ず，韓国系外国人や結婚移民などを積極的に受入
れており，それらの在留資格による就労が増えて
いる。
　国籍別では，韓国系中国人が33.1万人（44％）
と半分近くを占めており，次いでベトナム人7.6
万人（10％），韓国系以外の中国人5.5万人（７％），
北米4.7万人（６％），インドネシア人2.9万人（４
％）となっている。言葉の壁が低い韓国系外国人
労働者が多いという点で，日本とは異なっている。
　地域別では，ソウルに隣接する京畿・仁川（40

％），ソウル（25％）など首都圏が大部分（65％）
を占めている。その他も，釜山・蔚山・慶南（10

％）など大都市に集中している。筆者が済州島で
行ったインタビュー調査でも，外国人労働者の大
都市志向は強く，賃金格差に加え文化・娯楽施設，
同国人のコミュニティがソウルに多いことなどか
ら，雇用期間が切れた際には，ソウルに移動する
ことを望む外国人労働者が多かった。雇用期間途
中で，ソウルに逃げ出す者もいるということであ
った18。
　産業別では，製造業37.7万人（50％），事業・個人・
公共サービス13.8万人（18％），卸小売り・飲食・
宿泊13.7万人（18％），建設業6.4万人（９％）の
順であり，性別の内訳をみると，男性は製造業（59

％），事業・個人・公共サービス（13％），建設業
（12％），女性は，卸小売り・飲食・宿泊（35％），
製造業（31％），事業・個人・公共サービス（29

％）の順となっており，男性は製造業中心，女性
はサービス業中心である。職種別では，技能員・
機械操作，組立従事者28.4万人（37％），単純労
務従事者15.1万人（30％），管理者・専門家5.6万

表１　ビザ類型別　外国人労働者数（2014年６月末現在，単位：人，％）

総滞在者 合法滞在者 不法滞在者 不法滞在率
総滞在外国人総数 1,698,983 1,511,643 187,340 11.0

外国人労働者

専門労働者

教授（Ｅ-１） 2,725 2,710 15 0.6
会話指導（Ｅ-２） 18,723 18,645 78 0.4
研究（Ｅ-３） 3,028 3,016 12 0.4
技術指導（Ｅ-４） 194 192 ２ 1.0
専門職業（Ｅ-５） 667 640 27 4.0
特定活動（Ｅ-７） 18,225 14,839 3,386 18.6
短期就業 （Ｃ-４） 876 724 152 17.4

小　　　計 44,438 40,766 3,672 8.3

単純技能労働者

雇用許可制 532,268 472,218 60,050 11.3
非専門就業（Ｅ-９） 258,018 204,510 53,508 20.7
訪問就業（Ｈ-２） 274,250 267,708 6,542 2.4
船員就業（Ｅ-10） 12,668 8,061 4,607 36.4

小　　　計 544,936 480,279 64,657 11.9

その他労働者

芸術興行（Ｅ-６） 5,086 3,514 1,572 30.9
技術研修（Ｄ-３） 3,493 1,396 2,097 60.0
企業投資研修（Ｄ-８） 6,059 5,498 561 9.3

小　　　計 14,638 10,408 4,230 28.9
外国人労働者　合計 604,012 531,453 72,559 12.0

その他 1,094,971 980,190 114,781 10.5

　出所：法務部［2014］『出入国・外国人政策統計月報　2014年６月号』７月，より作成。
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人（11.1％）などが中心で，事務職は2.4万人（３
％）に過ぎない。
　事業規模別では，雇用許可制が外国人労働者を
雇用できる事業体を300人未満あるいは資本金80

億ウォン以下の中小企業に制限しているため，従
業員300人以上の事業体は４％に過ぎない。10～
29人（26％），１～４人（21％），５～９人（20％）
など，中小規模というよりは，零細規模の事業所
が大部分を占めている。
⑵　外国人労働者の労働条件
　賃金水準（月額）は，100万～200万ウォン（10

万円～20万円）未満66％，200～300万ウォン（10

万円～20万円）未満22％，300万ウォン（30万円）
以上７％，100万ウォン（10万円）未満６％である。
男性に比べて，女性の賃金水準が低く，100万ウ
ォン未満では，男性２％に対し，女性13％であり，
逆に200～300万ウォン未満では，男性27％に対し，
女性11％である。
　法務部の実態調査では，外国人労働者の平均賃
金水準（月額）は，155万ウォン（約15万円），内，
製造業178万ウォン（約18万円），飲食業（約159

万ウォン（約16万円）であり，ベトナムやインド
ネシアなど母国に比べ約4.5倍の水準である。し
たがって，送出し費用が余りかからない韓国は人
気の出稼ぎ先である。外国人労働者は，この中か
ら，平均107万ウォン（約11万円）を母国に送金し，
残りの36万ウォン（４万円弱）で生活している。
　週当たり平均労働時間労働時間は，40～50時間
35％，60時間以上31％，50～60時間21％，30～40

時間６％である。１日の平均労働時間は9.8時間
であり，一般的に外国人労働者は，韓国人に比べ
て残業を好み，労働時間が長くなっている。
　勤続期間は，１～２年未満27％，６カ月未満21

％，３年以上20％，６ヵ月～１年未満17％である。
　その他，宿舎を無料で提供する企業は53％，宿
舎費用を全額支給する企業も31％であり，まった
く支給しない企業は２％に過ぎない。また大部分
の外国人労働者は，産業災害補償保険（96％）と
健康保険（98％）に加入している。

３．中小製造業における労働力不足と外国人労働者
　次に製造業における労働力不足の実態と外国人労
働者の状況について見ていこう。
⑴　中小製造業における深刻な労働力不足
　韓国の製造業で働いている外国人労働者は37.7

万人であり，増加傾向にあるが，中小製造業は依
然として，慢性的な労働力不足の状態にある。外
国人労働者を雇用している中小製造業の労働力不
足率は10％と高水準である。規模別にみると，１
～５人規模の労働力不足率が26％，６～10人規模
20％と，規模が小さいほど，労働力不足は深刻に
なっている。不足人員数は，平均2.7人で，１～
５人規模1.5人，６～10人規模２人，101～200人
規模6.6人である。業種別の労働力不足率は，①
肥料及び窒素化合物製造業24％，②廃棄物リサイ
クル業24％，③履物製造業23％の順となってい 
る19。
　法務部の実態調査では，製造企業の多くが納品
単価の下落により，経営条件が悪化しており，72

％の企業が労働力不足を経験している。
　中小製造業で，韓国人労働者を雇用できない理
由は，低賃金（32％），劣悪な作業環境（26％），
長時間労働（20％）の順であるが，これらの労働
条件が改善された場合でも，女性の62％，青年層
の51％，中高年齢層の42％が中小製造業での就労
を忌避するという調査結果もあり，労働力不足は
深刻である。ただし中高年齢層や比較的規模の大
きい企業では，労働条件が改善すれば，就労を希
望する割合も高くなっている。
　したがって中小製造業は外国労働者を雇用せざ
るを得なくなっている。雇用する理由は，①労働
力不足の緩和81％，②韓国人労働者より順応的な
勤務態度９％，③安い賃金９％の順となっている。
すぐに転職したり，残業や休日出勤を嫌がったり
する韓国人労働者に比べて，従順で，真面目な外
国人労働者の方を好む事業主も多い。外国人労働
者の平均雇用人数は9.5人である。
　しかし，外国人ならではの問題点も存在する。
事業主が外国人労働者に対して不便を感じる項目
は，①言語コミュニケーションの困難さ37％，②
頻繁な事業場変更26％，③高賃金・宿泊費23％，
④低い生産性７％となっている。制度的には事業
場変更は３年間で原則３回に制限されており，平
均でも0.9回であるが，申請・手続きを経て採用
した労働者が他の事業所に転職してしまうこと
は，採用・訓練コストの面からも企業にとって痛
手である。賃金水準については，基本的には，均
等待遇の原則により，韓国人労働者と同様であり，
加えて宿舎費も負担しているので，負担感を持つ
事業主もいる。外国人労働者とのトラブルを経験
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した事業主は64％を占め，そのうち28％の事業主
が，産業人力公団や雇用センターに支援を要請し
ている。ちなみに外国人労働者を雇用している中
小製造業者のうち，労働組合を有しているのは４
％にすぎない。
　外国人労働者受入れ制度に対して，事業主が求
める改善点は，①不誠実な外国人労働者に対する
制裁手段がないこと（27％），②導入手続きの簡
素化及び導入過程の迅速化（23％），③事業場変
更制度（21％）などであるが，最大の要求は，外
国人労働者の新規クォータの拡大である20。2014

年の上半期に，製造業に対して，第１期１万５千
人（40％），第２期１万１千人（30％）のクォー
タが配分されたが，これは中小企業が要求した人
員の半分以下であり，労働力不足は解消されてい
ないとの報道もなされている。
⑵　中小製造業で働く外国人労働者
　法務部・出入国・外国人政策本部［2013］『2013

年在留外国人実態調査』によれば，製造業の内訳
は，金属機械（39％）が多く，次いで機械・装備
（14％），ゴム・プラスチック製品（14％），金属
加工製品（13％），自動車（11％），電機電子（９％）
となっている。近年設立された製造業者が多く，
2000年代に入って設立された企業が53％，2010年
以後設立された企業が12％を占めている。
　製造業者が外国人労働者を雇用し始めたのは，
2000年代に入ってからである。内訳は，2000年か
ら2009年までが69％，2010年から2013年までが22

％である。
　この調査対象の外国人労働者（1,795人）の性
別は男性93％，女性７％であり，国籍は，ベトナ
ム（16％），インドネシア（12％），韓国籍中国人（11

％）の順である。年齢は，20代（48％）と30代（40％）
が約90％を占めている。学歴は，高卒が77％と最
も多く，その次は専門大（短大）卒（12％）が多

い。大卒以上は４％に過ぎない。
　全産業平均の外国人労働者の平均賃金水準（月
額）は，155万ウォン（約15万円）であるが，製
造業平均は178万ウォン（約18万円）と高めである。
基本給は他産業とそれほど変わらないので，残業
代等の手当ての差が原因である。
　賃金水準は勤続年数と企業規模によって異な
り，勤続年数が長くなるほど高くなる。勤続１年
目の171万ウォン（17万円）から５年目は191万ウ
ォン（19万円）である。規模別でみると，初任給
では格差があるが，勤続５年目では大きな差はな
い（表２参照）。勤続期間は平均20.6ヶ月である。
　他方，労働時間は１日平均9.8時間，労働日数
平均は23.7日である。小規模事業体（９人以下）
の労働時間（9.4時間）と労働日数（22.9日）が
少ない。
　外国人労働者の大部分は学歴に関わらず，単純
技能労働者である。技能を習得するのに要する訓
練期間は，２～３ヶ月（26％）と１ヶ月（25％）
が５割を占め，高卒以上の学歴を必要としていな
い。事業主が評価する外国人労働者の生産性は，
韓国人労働者と比べて低く，平均で85％水準であ
る。国別では，韓国系中国人（89％），インドネ
シア（88％），フィリピン（87％）が比較的高い
が，ウズベキスタン（81％），カンボジア（82％）
は低く評価されている。年齢別では50代（90％），
学歴では中卒以下（89％）が高く評価されており，
若さや高学歴だからと言って，生産性が高いわけ
ではない。この生産性格差については，アンケー
ト調査によれば，雇用主だけでなく，外国人労働
者たちも，おおむね同意見であり，外国人労働者
の賃金水準が，韓国人労働者よりも低水準である
ことを合理化する理由として挙げられている。

表２　製造業の外国人労働者の勤続年数および企業規模別賃金（月，単位：万ウォン）

全体 ９人以下 10～29人 30～99人 100人以上

勤続１年目 171 160 167 178 180

勤続２年目 177 167 173 184 182

勤続３年目 183 171 181 189 185

勤続４年目 187 177 185 192 188

勤続５年目 191 182 191 195 190

出所：法務部・出入国・外国人政策本部［2013］『2013年在留外国人実態調査』86ページ。
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４．建設業における外国人労働者
⑴　建設業における労働力不足
　韓国建設産業研究院によれば，2014年の建設技
能労働者の需要は136.9万人と推計されるが，韓
国人労働者の供給は118.8万人で18.1万人が不足
すると予想されている21。
　建設勤労者共済会［2014］『建設勤労者退職共
済統計年報』によれば，1998年から2013年まで，
退職共済に加入している建設日雇い労働者は401

万人である。2013年に145万人が新規に加入した。
その内，３ヵ月以上働き，建設業を生業とする日
雇い労働者は83万人，３ヶ月未満の一時的就労形
態は62万人である。
　建設労働者の年齢構成は，50代29％，40代25

％，30代16％，60代14％，20代10％となっている。
建設労働者の平均年齢は48.5歳であり，全産業の
43.6歳に比べて，高齢化している。ただし近年で
は，若年層の就職難を反映して，20代の構成比が
2009年の６％から2013年には10％に増加してい
る。特に一時的就労形態が毎年増加している。他
方，同期間に60代は16％から14％，70代は７％か
ら６％に低下している。
　職種別では，土木作業員32.7％，型枠工6.1％，
鉄筋工4.4％，配管工3.6％となっている。学歴は
高卒以下が87％を占め，全産業平均の60％に比べ，
低学歴である。常用労働者比率は11％と低い22。
　大韓建設協会が今年１月に発表した個別職種労
賃単価（日給）では，普通人夫は8.4万ウォン（8,400
円），鉄筋工は12.8万ウォン（１万2,800円），作
業班長は10.5万ウォン（１万円）である23。しか
し実際には，この労賃単価よりも低水準であると
いわれている。アンケート結果によれば，年間平
均賃金は約2,000万ウォン（200万円），労働日数
は約213日である。１年間で賃金未払いの経験が
ある労働者は46％，平均未払い期間は50日である。
特に外国人労働者が多い現場では日給６万ウォン
（6,000円）にまで下がっている所もあるという。
⑵　建設業における外国人労働者
　韓国統計庁［2013b］『外国人雇用調査』によ
れば，2013年の建設業における外国人労働者数は
前年の8.5万人に比べ25％減少し，6.4万人である。
外国人労働者全体の8.5％を占めている。
　一般雇用許可制（Ｅ-９）の建設業へのクォー
タは，2004年には6,000人であったが，2006年100

人，2008年6,000人と，景気のバッファーとして

使われており，変動が激しい。その後2010年から
2013年までは1,600名であったが，今年は2,350人
に増加した。内，再入国就業者は30人と極めて少
ない。これに対し，建設業界は年間8,300人程度
への拡大を要望している。
　建設業における外国人雇用許可人数は，製造業
やサービス業で韓国人労働者数（雇用保険被保険
者数）に応じて人数が決められているのとは異な
り，年平均工事金額に応じて決められている。15

億ウォン未満の場合は５人，それ以上の場合は年
平均工事金額１億ウォン当たりの所要人数係数
0.4をかけて算出する。新規の場合は，15億ウォ
ン未満で３人，15億円以上で工事金額×0.3で算
出し，最大30人までに制限されている（表３参照）。
　雇用許可制の運用については，大韓建設協会が
雇用労働部の委託を受けて2007年から，外国人労
働者の就職教育と雇用業務を代行している。
　先述の建設勤労者共済会によれば，外国人労働
者は26.7万人で，加入者の6.7％を占めている。
年齢別では50代32％，40代31％，30代16％，60代
14％，20代６％，70代以上１％である。新規加入
者に占める割合は年々増加し，2010年７％，2011

年９％，2012年10％，2013年12％に達している。
2013年に加入した外国人労働者は4.6万人である。
　国別では（2004年～2011年10月累計），特例雇
用許可制の韓国系中国人が75％を占め，次いで一
般雇用許可制のベトナム人11％，タイ人８％，フ
ィリピン人２％の順となっている24。
　外国人労働者が配置されているのは2010年～
2013年では，山間地・奥地の道路工事47％，鉄道・
港湾43％，都市部の建築工事９％であり，９割以
上が山間地・奥地である。
　統計的に把握されている外国人労働者に加え
て，不法労働者も多く，製造業や農業，畜産業な
どから，相対的に高い賃金を求めて働くケースが
増加している。建設現場の不法就業者は合法導入
クォータの約２倍と推定されている25。
　他方，建設業者も，発注者の工事費削減と受注
競争の激化により落札価格が低下したため，人件
費を抑制する目的で，外国人労働者を雇用する場
合が多い。また韓国人労働者を雇用したことに偽
装して，人件費の差額を受け取る悪質なケースも
ある。
　さらに建設業では，外国人労働者と韓国人労働
者との競合が一定程度みられる。特に不法外国人
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労働者の増加によって，政府のコントロールが難
しくなり，高齢の韓国人労働者の職が奪われた
り，賃金水準が低下したりすることが懸念されて
いる。近年，韓国社会では格差の拡大がみられ，
低所得層との競合が問題となっている。そのため
雇用許可制の基本原則の一つである労働市場補完
性（韓国人優先雇用）の原則が守られていないと
いう指摘もされている。
　また外国人労働者は非熟練工が大部分であり，
言語コミュニケーションの問題もあり，工事の水
準や安全性に疑問の声も挙がっている。

５．農業・畜産業における外国人労働者
⑴　急増する農畜産業における外国人労働者
　韓国の農畜産業分野へは，2003年に産業研修生
として923人の外国人労働者が導入された。この
背景には，高齢化と労働条件の低さによる人手不
足がある。翌年，雇用許可制に転換して以降，農
畜産業へのクォータ（割り当て）は，1,000人から，
2008年には4,000人に増加した。2009年は世界金
融危機の影響で1,000人に減少したものの，その
後，徐々に回復し，2013年，2014年は6,000人に
増加している。先着順方式で申請していた時には，
農畜産業事業主は徹夜で長時間行列を作って，配

分を求めた26。
　2014年６月末現在，非専門就業の農業分野の就
職ビザで働く外国人労働者は２万2,472人（合法
滞留１万8,368人，不法滞在4,104人），畜産業分
野は1,865人（合法滞留1,758人，不法107人）で
あり，合計２万４千人に達している。
　国別では，カンボジア45％，ベトナム25％，ネ
パール13％の順となっている。性別では，男性69

％，女性31％であり，製造業，建設業に比べて，
女性の比率が高い27。
　法務部・出入国・外国人政策本部［2013］によ
れば，農畜産業の事業所の従業員規模は，３～５
人（37％），２人以下（33％）で，大部分が零細
規模である。平均従業員数は6.8人で，内3.6人が
外国人労働者である。従業員が外国人だけの事業
所も５割を占める。農畜産業の外国人労働者の４
割が働く京畿道では，外国人雇用比率が74％を占
めている28。
　年齢別では20代（62％），30代（31％）と青年
層が大部分である。学歴別では，高卒（77％），
大卒（６％），短大卒（４％）と，製造業で働く
外国人労働者に比べて，相対的に教育水準が低い。
事業主が外国人労働者に希望する学歴も，中卒以
下（60％），高卒（中退含む）（37％）であり，高

表３　外国人労働者の雇用許可人数（2014年）

１．製造業
韓国人雇用保険被保険者数 外国人雇用許可人数 新規外国人雇用許可人数

１～10人 ５人以下
３人以下

11～50人 10人以下
51～100人 15人以下

４人以下
101～150人 20人以下
151～200人 25人以下

５人以下201～300人 30人以下
301人以上 40人以下

２．サービス業
韓国人雇用保険被保険者数 外国人雇用許可人数 新規外国人雇用許可人数

１～５人 ２人以下
２人以下６～10人 ３人以下

11～15人 ５人以下
16～20人 ７人以下

３人以下
21人以上 10人以下

３．建設業
年平均工事金額 外国人雇用許可人数 新規外国人雇用許可人数
15億ウォン未満 ５人 ３人
15億ウォン未満 工事金額×0.4 工事金額×0.3（最大30人）

出所：雇用労働部・雇用許可システム（EPS）（https://www.eps.go.kr/）より作成。
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卒以下で十分と考えている。
　農畜産業で韓国人労働者を雇用できない理由
は，①劣悪な作業環境（42％），②低賃金（26％），
③長時間労働（11％），④農業に対する偏見（６％）
の順であるが，これらの労働条件が改善された場
合でも，韓国人の青年層86％，女性78％，中高年
齢層54％は，農畜産業の就労を忌避するという調
査結果もある。これは中小製造業と比べても極め
て高く，今後も農業分野での外国人労働者依存傾
向は続いていくものと思われる。
　他方，外国人労働者を雇用する理由は①韓国人
労働者を雇用できないから（78％），②長期間安
定的に雇用できるから（13％）となっている29。
　農畜産業では，農繁期と農閑期があり，農繁期
には平均8.2人，農閑期には3.8人の労働者が必要
であるが，その際，外国人労働者がバッファーと
してれ要される傾向がある。後述するように，農
閑期の賃金不払い，解雇などのケースもある。
　事業主が外国人労働者に対して不便を感じる項
目は，①言語コミュニケーション，文化摩擦，②
作業場離脱，③宿泊費の負担である。また事業主
が雇用許可制に望む改善点は，①外国人労働者導
入規模の拡大，②導入手続きの簡素化・迅速化，
③外国人労働者の雇用期間の延長などである。
　政府は，昨年５月に「農業分野外国人勤労者運
営に関する指針」を改正して，申請先を，これま
での農業技術センター所長に加え，邑・面・洞長
に拡大し，営農規模証明書の発行や申請手続きを
迅速にできるようにした30。

⑵　劣悪な労働環境にある外国人労働者
　国家人権委員会［2013］『農畜産業移住労働者
人権状況実態調査報告書』によれば，農畜産業に
おける外国人労働者の置かれた状態が劣悪である
ことが明らかになった。調査対象161人のアンケ
ート調査であるため，一般化には慎重を要するが，
事実の一端が垣間見える。
　そもそも農畜産業に従事する労働者は，制度的
にも「勤労基準法」が保障する労働時間，休憩と
休日に関する規定の適用対象から除外されており
（第63条），劣悪な労働環境にさらされやすくなっ
ている。
　まず雇用契約書を作成していないケースは34

％，最低賃金法違反の契約書は61％に達した。
　次に，平均賃金（月額）は127万2,602ウォン
（12万７千円）であり，男性131万8,579ウォン（13

万２千円），女性117万7,995ウォン（12万８千円）
であり，最低賃金137万8,782ウォンより少ない。
賃金未払いは33％，遅配69％，罰金による減額も
12％あった。
　続いて，労働時間は月284時間であり，休日は
２日のみである。91％の外国人労働者は雇用契約
の労働条件よりも長時間労働をしており，残業や
休日労働を強制されたケースは58％，逆に農閑期
の賃金未払い・減額は23％，解雇は12％に上った。
また不法に他の農場で働かせたり（61％），仕事
が定刻に終わらなければ食事をさせなかったり
（36％），仕事中のトイレ休憩をさせなかったり（10

％）するケースもあった。
　さらに，事業主による暴言（76％）や暴行（15％），
そして女性の場合は性暴行（31％）の被害も報告
されている。
　居住環境も劣悪であり，ビニールハウスやコン
テナなどの仮設住宅が68％を占めている。トイレ
なし（40％），窓なし（27％），開閉装置なし（45

％），暖房なし（12％），男女区分なし（16％）で
あり，まさに「ないないづくし」である。
　最後に，セーフティネットである健康保険や産
業災害補償保険の加入率も低い。健康保険は全事
業所で加入が義務付けられているが，製造業の98

％に比べ，農畜産業では，27％の加入率と低水準
である。産業災害補償保険については，原則的に
全事業所で加入が義務付けられているが，施行令
では農林漁業の５人未満の事業所を適用除外とし
ているため，ほとんどの事業所は加入していない。
そのため外国人労働者はけがや病気の際にも病院
に行けないケースが多い。事業主負担で治療を受
けた割合は19％に過ぎず，病院に行けなかった割
合は44％に達する31。
　国会農林畜産食品海洋水産委員会のキム・チ
ュンジン議員は，「国政監査資料2009年～2013年　
農業分野外国人労働者雇用現況」をもとに，「現
行の勤労基準法の適用例外条項（63条）により，
農畜産業従事者は法的保護を受けられずにいる。
農林畜産食品部と雇用労働部の協力を通じて関連
法規を改正する必要がある」32と主張している。

Ⅳ　韓国の「雇用許可制」

　韓国の雇用許可制は今年で10年目を迎えるが，この
制度を評価する前提として，雇用労働部の資料33に基
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づいて，現時点の制度の説明をしておこう。

１．韓国の雇用許可制とは
　外国人雇用許可制とは「国内で労働者を雇用でき
ない韓国企業が政府（雇用労働部）から雇用許可書
を受給し，合法的に外国人労働者を雇用できる制度」
である。
　一般雇用許可制（非専門就業Ｅ-９）25万2,169人
と特例雇用許可制（訪問就業Ｈ-２）25万7,986人か
らなり，合計で51万人と不法在留者を除いた外国人
労働者の87％を占め，韓国の外国人労働者政策の根
幹をなす制度である。盧武鉉政権により2003年８月
に「外国人勤労者雇用等に関する法律」が公布され，
翌年８月17日から施行された。続いて2007年３月に
「外国国籍同胞訪問就業制」が施行された。その後，
数度の改正を経て，現在の制度となっている。
　一般雇用許可制は，ベトナム，フィリピン，タ
イ，インドネシアなど15ヶ国政府との間で二国間協
定（MOU）を締結し，毎年クォータを決定し，外
国人を受け入れる制度であり，中小製造業，農畜産
業，漁業，建設業，サービス業など５業種が対象で
ある。他方，特例雇用許可制（訪問就業制）は中国

や，CIS諸国（旧ソ連地域）など11ヶ国の韓国系外
国人（同胞）を対象とし，サービス業など38業種が
対象である。クォータ管理をせず，総在留規模で管
理している（表４参照）。

２．雇用許可制の基本原則
　まず雇用許可制の基本原則について述べておこ
う。
　第１に，労働市場補完性（韓国人優先雇用）の原
則である。単純技能労働者の全面的な開放ではなく，
労働市場テスト（求人努力）を行い，国内で労働者
を雇用できない韓国企業に対して許可を与える。ま
た事業場移動が原則３回に制限されており，韓国人
労働者と競合しないようにしている。さらに労働市
場の需要動向を判断し，クォータにより受入れ人数
を調整している。
　第２に，均等待遇（差別禁止）の原則であり，外
国人も韓国人と同様に，労働三権，最低賃金，国民
年金，健康保険，雇用保険，産業災害補償保険など
の適用を受ける。
　第３に，短期ローテンション（定住化防止）の原
則であり，雇用期間は３年間（再雇用時は１年10ヶ

表４　一般雇用許可制と特例雇用許可制の比較

一般雇用許可制 特例雇用許可制

対象国
ベトナム（構成比18％），カンボジア（12.1％），イン
ドネシア（12％），など15ヶ国との間で二国間了解覚書
（MOU）を締結

中国，CIS諸国（旧ソ連地域）など11ヶ国

対象者 韓国語試験，技能試験，健康診断などの手続きを経て求
職登録した者

①国内に縁故のない韓国系外国人
②国内に縁故のある韓国系外国人（25歳以上）

ビザ 非専門就業Ｅ-９ 訪問就業Ｈ-２（５年間有効のマルチビザ）

許可業種

中小製造業（300人未満または資本金80億ウォン以下，
76.8％），農畜産業（8.4％），建設業（4.7％），漁業（2.9％），
サービス業（リサイクル，冷凍倉庫など）など５業種が
対象。

一般雇用許可制での許可業種にサービス業種（飲食，宿
泊，介護，家事等）を加えた38細部業種。

導入規模 外国人労働者政策委員会が毎年導入規模（クォータ）を
業種ごとに決定。（2014年5.3万人）

総在留規模で管理（2014年30.3万人）
業種別管理はしない。

滞在者数 25万2,169人（2014年４月現在） 25万7,986人（2014年４月現在）

就労期間 ３年（事業主の申し出で再雇用可能延長１年10ヶ月） ３年（事業主の申し出で再雇用可能延長１年10ヶ月）

再入国就職

一時帰国（６ヶ月）後再入国就職可能
「誠実外国人勤労者再入国制度」
一時帰国期間（６ヶ月→３ヶ月），韓国語試験・研修免除，
出国直前の事業場で就労可

再入国期間制限なし。

事業場移動 原則３回（再雇用期間中２回） 事業場移動制限なし

出所：雇用労働部等各種資料より作成。
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月延長）に限定し，単純技能労働者の定住化防止を
図っている。
　第４に，外国人労働者受入れプロセスの透明化の
原則である。「産業研修生制度」では，民間事業者・
ブローカーにより，不正が横行したことの反省か
ら，送出し国との間で二国間協定（MOU）を締結し，
雇用労働部が主管して，韓国語教育から帰国までの
全プロセスを運営している。
　以上の４つの原則の下，雇用許可制の制度設計が
なされ，運営が行われている。

３．韓国の一般雇用許可制の概要と手続き
　次に，一般雇用許可制について，図２の手続き順
に解説する。

⑴　韓国の一般雇用許可制の概要と手続き
①　外国人労働者（人力）政策委員会による導入
業種・規模・送出国家の決定
　外国人労働者政策委員会は，企画財政部，法
務部，産業通商資源部，雇用労働部，中小企業
及び関係中央行政機関の次官クラスなど20人で
構成されており，国務調整室長（長官）が委員
長である。毎年３月末までに，労働市場需給調
査，景気動向，不法滞在外国人数などを考慮し，
クォータ（受入れ人数）を決定している。ちな
みに2014年のクォータは５万3,000人である（表
５参照）。
　受入れ対象国は，2004年には，ベトナム，フ
ィリピン，タイ，モンゴル，インドネシア，ス
リランカの６ヶ国であったが，その後，次第に

図２　韓国の一般雇用許可制の手続き

外国人労働者政策委員会
国務調整室長

雇用労働部
外国人労働者実務委員会

職業安定機関
雇用センター

法務部

事業主

産業人力公団等

外国人求職者駐在韓国公館

送り出し国家政府
公共機関

①導入業種・規模・送り出し
国家など決定

②覚書（MOU）締結

③送り出し労働
者名簿送付

④求人登録・韓国人求
人努力義務

⑥雇用許可書申請

⑤人材不足確認書発
行

⑦外国人求職者名簿
から推薦
雇用許可書発行

⑨ビザ発行認定
書発行

⑪ビザ発行申請

⑫ビザ発行（Ｅ９）

⑬入国および登録

電算連携

求職登録
研修、韓国
語、技能試験

出所：雇用労働部（www.moel.go.kr）より作成。
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増加し，2007年に，中国，ウズベキスタン，パ
キスタン，カンボジア，ネパールを追加，2008

年に，ミャンマー，キルギスタン，バングラデ
シュを追加，2009年には東チモールが追加され，
現在は計15ヶ国である。
　国別の受入れ人数の累計（2004～2012年）を
みるとベトナム8.9万人（23.5％），タイ５万人

（13.4％），フィリピン4.5万人（12％），インド
ネシア4.4万人（11.8％）となっている（表６
参照）。
　受入れ許可業種は，中小製造業（300人未満
または資本金80億ウォン以下），農畜産業，建
設業，漁業（20トン未満，養殖業），サービス
業（リサイクル，冷凍倉庫など）など５業種が

表５　一般雇用許可制の業種別外国人労働者導入計画及び現況（単位：人）

製造業 建設業 サービス業 農畜産業 漁　業 導入計画 現　況 合　計
2004 17,000 6,000 ０ 1,000 ０ 24,000 3,167 40,000
2005 12,000 1,000 300 1,000 ０ 14,300 31,659 18,000
2006 30,600 100 250 1,500 2,300 34,750 28,976 72,800
2007 42,100 4,400 200 1,900 1,000 49,600 33,687 109,600
2008 60,800 6,000 400 4,000 800 72,000 75,024 132,000
2009 13,000 2,000 100 1,000 900 17,000 63,323 34,000
2010 28,100 1,600 100 3,100 1,000 34,000 40,457 34,000
2011 40,000 1,600 150 4,500 1,750 48,000 49,210 48,000
2012 49,000 1,600 150 4,500 1,750 57,000 51,730 57,000

（内，再入国就業者） 9,900 300 20 650 130 11,000
2013 52,000 1,600 100 6,000 2,300 62,000 54,051 62,000

（内，再入国就業者） 9,400 40 10 400 150 10,000
2014 42,250 2,350 100 6,000 2,300 53,000 53,000

（内，再入国就業者） 5,300 30 10 150 110 5,600

出所：雇用労働部・雇用許可システム（EPS）（https://www.eps.go.kr/）より作成。

表６　一般雇用許可制の国別現況（単位：人，％）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 累計 構成比
ベトナム 704 8,619 5,712 11,507 19,707 13,497 9,328 12,574 6,853 88,501 23.5
フィリピン 832 5,308 8,434 5,928 6,289 9,282 3,165 3,131 2,844 45,213 12.0
タイ 558 5,964 6,746 5,798 9,287 9,957 2,977 4,078 5,031 50,396 13.4
モンゴル 500 4,433 4,703 2,642 4,775 4,032 2,157 1,075 2,528 26,845 7.1
インドネシア 359 4,361 1,215 4,343 12,304 4,981 4,383 6,322 6,110 44,378 11.8
スリランカ 214 2,974 2,166 2,194 7,163 4,244 4,498 5,340 4,069 32,862 8.7
中国 ０ ０ ０ 403 1,833 4,281 708 755 139 8,119 2.2
ウズベキスタン ０ ０ ０ 275 4,492 2,779 4,045 2,700 3,973 18,264 4.8
パキスタン ０ ０ ０ 365 2,355 1,628 1,014 441 679 6,482 1.7
カンボジア ０ ０ ０ 198 2,793 2,524 2,297 4,959 8,047 20,818 5.5
ネパール ０ ０ ０ 34 2,014 2,445 2,264 3,713 5,876 16,346 4.3
ミャンマー ０ ０ ０ ０ 67 2,037 218 1,956 3,557 7,835 2.1
キルギスタン ０ ０ ０ ０ 451 181 313 300 240 1,485 0.4
バングラデシュ ０ ０ ０ ０ 1,494 1,361 2,750 1,681 1,299 8,585 2.3
東ティモール ０ ０ ０ ０ ０ 94 340 185 485 1,104 0.3
合計 3,167 31,659 28,976 33,687 75,024 63,323 40,457 49,210 51,730 377,233 100.0

出所：雇用労働部・雇用許可システム（EPS）（https://www.eps.go.kr/）より作成。
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対象である。これらの業種は，いわゆる３Ｋと
みなされ，韓国人労働者の採用が困難で，労働
力不足が常態化している。

②　二国間で了解覚書（MOU）の締結
　外国人労働者政策委員会の方針を実行に移す
ため，雇用労働部に労・使・政の委員から構成
される外国労働者政策実務委員会が設置されて
いる。この委員会と送出国政府との間で了解覚
書を締結している。選抜，導入，管理，帰国支
援までの全プロセスを公共機関が行う公共機関
主導型システムが韓国の雇用許可制の最大の特
徴であり，送出し国でも，了解覚書に基づき選
抜等は公共機関が担っている。
　もし覚書に反して，不正が発覚した場合には，
２年ごとの更新の際に更新しない，あるいはク
ォータの停止や縮小，送出し機関の変更などの
ペナルティ措置がとられる。たとえばインドネ
シアでは，不正があったため，2005年６月から
2006年４月まで，送り出し停止措置が取られた。

③　送出国家政府（公共機関）から雇用センター
へ送出し労働者名簿の送付
　送出し国の公的機関は，求職者を募集し，韓
国語能力試験の成績，経歴など客観的な基準に
より送出対象者を選定し，求職者名簿を作成す
る。韓国語能力試験は200点満点中80点以上が
合格で，高得点順にリストが作られる。また近
年外国人による犯罪が増加しているため，犯罪
歴のチェックが入念に行われている。送られて
きたリストをもとに韓国産業人力公団が外国人
求職者名簿を作成し，管理する。

④～⑥　求人登録・韓国人求人努力義務と雇用許
可書の申請
　労働市場補完性（韓国人優先雇用）の原則に
従い，外国人労働者の雇用を希望する事業主は
14日間，韓国人労働者の求人を行わなければな
らない。日刊新聞で３日間以上求人した場合は，
７日間に短縮される（④）。この労働市場テス
トにより，韓国人労働者を雇用できない事業主
は，雇用センターから人材不足確認書を発行し
てもらい（⑤），雇用許可書を申請することが
できる（⑥）。
⑦　雇用センターによる外国人労働者の推薦と雇
用許可書の発行
　雇用センターは，外国人求職者名簿から，事
業主の求人条件に適った労働者を求人の３倍程

度推薦する。これは外国人雇用管理コンピュー
タ・ネットワーク（EPS）を通じて行われる。
事業主が採用を決めた場合，雇用許可書を発行
する。
⑧　雇用契約締結
　事業主と外国人求職者の間で，賃金，労働時
間，休日，勤務場所など労働条件及び契約期間
を明示した標準雇用契約書を取り交わし，雇用
契約を締結する。直接行う場合もあるが，多く
は韓国産業人力公団が代行する。均等待遇（差
別禁止）の原則に従い，外国人労働者は労働三
権，最低賃金など韓国人と同じ労働関連法の適
用を受ける。
⑨～⑩　ビザ発行認定書の発行と送付
　事業主は，外国人労働者に代わって法務部に
ビザ発行認定書の発給申請を行い，受領後（⑨），
それを外国人労働者に送付する（⑩）。
⑪～⑫　ビザ発行申請と発行
　外国人労働者は，駐在韓国公館にビザ発行確
認書を提出し，非専門就業（Ｅ-９）ビザの発
行申請を行い（⑪），発給を受ける（⑫）。
⑬～⑭　入国及び就業教育
　外国人労働者は非専門就業（Ｅ-９）ビザで
入国し，登録するとともに（⑬），就業教育を
受ける（⑭）。
　就業教育は，韓国語，韓国文化，雇用許可制，
労働関係法など合計16時間以上で，２泊３日程
度である。費用は19万５千ウォン（２万円弱）
～22万４千ウォン（２万２千円）であり，事業
主の負担である。教育機関は，業種ごとに労使
発展財団（製造業・サービス業，ベトナム，タイ，
モンゴル），中小企業中央会（製造業・サービ
ス業，上記以外の国），農協中央会（農畜産業），
大韓建設協会（建設業），水産協同組合中央会（漁
業）などが，担当している。
　以上の手続きを経て，事業主は外国人労働者
を雇用することができる。

４．特例雇用許可制の概要と手続き
⑴　特例雇用許可制の概要
　特例雇用許可制は，一般雇用許可制とは異なり，
中国やCIS諸国（旧ソ連地域）など11ヶ国の韓国
系外国人（同胞）を対象とした制度である。2007

年３月に「外国国籍同胞訪問就業制」が施行され
て以降，本格的に受入れ人数が増加し，今年４月
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現在，25万人7,986人に達している。
　日本では日系外国人（ブラジル人，ペルー人な
ど）が「定住者」等の身分又は地位に基づく在留
資格で在留しており，自由に就労できる点で似て
いるが，韓国系外国人は韓国語能力が高く，言葉
の壁が低い点，また「訪問就業（Ｈ-２）」という
就業資格に基づいている点が異なっている。
　許可業種は，中小製造業，農畜産業，漁業，建
設業，サービス業など５業種に加えて，一般雇用
許可制では許可されていないサービス業（飲食業，
宿泊業，介護，家事）など38業種での就労が可能
である。これはベトナム人やインドネシア人に比
べ，韓国語能力があるからである。就労期間は（３
年プラス１年10ヶ月）と一般雇用許可制と同じで
あるが，一般雇用許可制では事業場変更が３回に

制限されているのに対し，特例雇用許可制では，
「特例雇用可能確認書」を持つ事業場への変更は
自由である。また出入国も自由であり，一種の労
働許可制的な性格を持つ。
⑵　特例雇用許可制の手続き
　続いて，特例雇用許可制について，図３の手続
き順に解説する。
①　外国人労働者政策委員会による導入規模・送
出国家の決定
　外国人労働者政策委員会は毎年３月末まで
に，労働市場需給調査，景気動向，不法滞在外
国人数などを考慮し，導入規模・送出国家を決
定する。2009年までは，一般雇用許可制と同様
にクォータ管理をしていたが，現在は，総在留
規模で管理している。ちなみに2014年の総在留

外国人労働者政策委員会
国務調整室長

雇用労働部
外国人労働者実務委員会

職業安定機関
雇用センター

法務部

事業主

産業人力公団等
教育機関

韓国系外国人(外国籍同
胞)求職者

①規模・送り出し国家など決
定

⑤求人登録・韓国人求人努力義
務（３～７日）
⑥特例雇用可能確認書申請
⑨労働開始申告（10日以内）

⑦特例雇用可能
確認書発行
外国人求職者
名簿から推薦

④求職申請（雇用申込書）

電算連携

出所：雇用労働部（www.moel.go.kr）より作成。

③就業教育履修

②訪問就業ビザ（Ｈ２）で入国

⑧雇用契約締結
（自由求人・求職）

⑩就職開始申告（10日以内）

図３　韓国の特例雇用許可制の手続き
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規模は30万３千人である。
②　訪問就業ビザ（Ｈ２）で入国
　韓国系外国人（外国籍同胞）は，母国での技
術教育，電算抽選，親戚などを通じて，駐在韓
国公館に「訪問就業ビザ（Ｈ２）」を申請し，
ビザを取得後，韓国に入国する。
　訪問就業ビザ（Ｈ２）は５年間有効のマルチ
ビザであり，出入国が自由である。このビザの
対象となるのは25歳以上の「韓国系外国人（外
国籍同胞）」であり，「大韓民国の国籍を有して
いた者で外国籍を取得した者及び父母または祖
父母の一方が大韓民国の国籍を有していた者で
外国籍を取得した者」である。
　一般雇用許可制は，雇用契約締結後，「非専
門就業（Ｅ-９）」ビザを取得し，入国できたが。
特例雇用許可制は，まず「訪問就業ビザ（Ｈ２）」
を取得し，入国後，求職活動と雇用契約の締結
を行い，順番が逆になっている。

③～④　就業教育履修及び求職申請
　入国後，韓国産業人力公団で就業教育を受け
る。就業教育は，韓国文化，雇用許可制，労働
関係法など合計16時間以上で，費用は10万２千
ウォン（１万円）～14万８千ウォン（１万５千
円）である。一般雇用許可制と異なり，個人負
担である。
　就業教育後，韓国系外国人求職者は雇用セン
ターに求職申請書を提出しなければならない。
この有効期間は１年である。

⑤～⑥　求人登録・韓国人求人努力義務と雇用許
可書の申請
　一般雇用許可制と同様に，韓国系外国人労働
者の雇用を希望する事業主は３～７日間，韓国
人労働者の求人を行わなければならない。この
労働市場テストにより，韓国人労働者を雇用で
きない事業主は，雇用センターに「特例雇用可
能確認書」を申請する。

⑦　特例雇用可能確認書の発行と韓国系外国人求
職者の推薦
　雇用センターは，事業主に対し，３年間有効
の特例雇用可能確認書を発行するとともに，外
国人求職者名簿から，求人要件に適合する求職
者を求人数の３倍推薦する。事業主はこの斡旋
により，採用してもいいが，自由に採用するこ
ともできる。韓国系外国人は，「特例雇用可能
確認書」を持つ事業場へは，自由に求職活動を

することができるため，雇用センター以外に，
インターネット，知人の紹介なども多い。
⑧　雇用契約締結
　一般雇用許可制と同様に，労働条件及び契約
期間を明示した標準雇用契約書を取り交わし，
雇用契約を締結する。2013年の調査では83％が
標準雇用契約書で締結している。また労働三権，
最低賃金など韓国人と同じ労働関連法の適用を
受ける。ちなみに台湾では，外国人労働者の４
割を占める介護サービスには，労働関連法や最
低賃金は適用されていない。
⑨～⑩　労働開始申告と就職開始申告
　事業主は，雇用契約締結10日以内に雇用セン
ターに労働開始申告をしなければならない。ま
た韓国系外国人も，法務部出入国事務所に14日
以内に就職開始申告をしなければならない。
　以上の手続きを経て，事業主は韓国系外国人
労働者を雇用することができる。

５．近年の雇用許可制度の改正点
　これまで数度にわたって雇用許可制は改正されて
きているが，近年に行われた改正点は以下のとおり
である。
⑴　「誠実勤労者再入国就職制度」（2012年）
　「誠実勤労者再入国就職制度」とは，誠実に勤
務した外国人労働者が，事業主の要請により，出
国３ヶ月後で再入国でき，韓国語試験と入国前・
後就職教育も免除される制度である。適用要件は，
①就職期間中（再雇用期間含む）事業場変更がな
いこと，②農畜産業，漁業，50人以下の製造業に
勤務，③再入国後に対して１年以上の勤労契約を
締結していること，④滞在期間内自主的に帰国す
ること，⑤事業場別雇用限度など雇用許可書発行
要件を備えていること，などをすべて満たす必要
がある。
⑵　外国人労働者の改善点数配分制（2013年）
　2013年から新規外国人労働者の配分方法をこれ
までの先着順受付方式から改善点数配分方式に変
更した34。高い点数を受けた事業場から新規外国
人労働者の配分を受けることができる。加点項目
は，①外国人雇用枠より少なく雇用，②再雇用期
間満了者が多い，③新規雇用申請が少ない，④韓
国人求人努力期間中，雇用センターの斡旋した
労働者を多数雇用，などであり，逆に減点項目
は，①事業場の指導点検の結果，指摘件数が多い， 
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②専用保険未加入の外国人労働者が多い，などで
ある。
　この配分方式に変更後，2014年の第一次配分
１万5,000人分の内，2,178人分が申請されず，余
るという事態が発生した。これは2004年以来初の
事態であり，改善点数配分制の課題として指摘さ
れている。
⑶　単純技能労働者から専門労働者への転換機会の
付与（2011年）
　一定の条件を満たした単純技能労働者を対象
に，在留資格の変更や永住権付与がなされるよう
になった。たとえば非専門就業（Ｅ-９），船員就
業（Ｅ-10），訪問就業（Ｈ２）などの在留資格を
特定活動（Ｅ-９），居住（Ｆ-２）に変更できる。
これにより韓国内で自由に就業することができ
る。そのための条件は，①過去10年以内に単純技
能労働者として４年以上合法的に就労，②35歳未
満，③２年生大学卒業以上，④技能士以上の資格
保有または最近１年間の賃金が同一職種の平均賃
金以上，⑤韓国語能力試験３級以上，などである。
　雇用許可制の基本原則の一つは短期ローテンシ
ョン（定住化防止）の原則であるが，この制度改
正は，それに対する一定の修正として注目される。

お わ り に

　本稿では，日本の外国人労働者受入れ政策に対する
示唆点を明らかにするための前提として，韓国の雇用
許可制と外国人労働者の現状を明らかにした。筆者は，
佐野孝治［2010a］の中で，雇用許可制について「依
然として問題点が多く，決してベストの政策であると
は評価できないが，以前の産業研修制や日本の外国人
研修生・技能実習生制度に比べれば，改善された制度
であるということができる」と述べ，「外国人研修・
技能実習生制度に代表される『日本モデル』を廃止し，
『韓国モデル』である雇用許可制を導入すべきである」
35と主張した。４年後の現在も基本的な評価は変わら
ないが，韓国の雇用許可制の限界，課題も次第に明ら
かになりつつある。
　安倍政権の外国人労働者受入れ拡大策は，従来の技
能実習生の枠組みを維持したものであり，国際協力と
単純技能労働者の利用というダブル・スタンダードの
ジレンマから抜け出すことはできていない。国内や国
際的な批判に対応し，長期的な労働力人口の減少に合
わせて外国人労働者を受け入れていくためには，いず

れ抜本的な改革が必要になると思われる。
　その際，選択肢の一つになりうる雇用許可制の意義
と限界を分析しておくことは，重要である。したがっ
て次稿では，雇用許可制の評価及び日本の外国人労働
者受入れ政策への示唆点について分析することにした
い。

　本稿は，文部科学省・科学研究費・基盤研究（Ｃ）
,「日本・韓国・台湾における外国人労働者政策と支
援システムに関する国際比較研究」（代表者：佐野孝治，
2011年～2014年），及び科学研究費・基盤研究（Ｂ），「外
国人研修・技能実習生の人権擁護のための日越国際ア
クションプラン策定研究」，（代表者：坂本恵，2011年
～2014年）の研究成果の一部である。
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