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Chapter 9                             Yoshio YOSHIDA 
 

Abstract 
As of 1998, approximately 7 million Filipinos were living abroad. 2.3 

million of these were permanent migrants, and 3 million were temporary 
contract workers. About 600 thousand Filipinos go abroad to work every 
year, and numbers are increasing. This paper examines the role of these 
migrant workers in the Philippines economy. 

  Analysis of GDP per capita data for the Philippines shows that the 
Philippines economy has been less developed than the economies of other 
Asian nations for the last forty years, and the economic differentials have 
widened. Workers therefore naturally want to work abroad to increase their 
income. According to economic theory, migration is a measure to equalize 
the income level between countries. Is this the reality in the Philippines? 

   There are also economic differentials between regions in the 
Philippines. The Manila metropolitan region is an economically developed 
area, and people tend to move there from other regions. The rate of 
population growth in the Philippines has maintained a high level, placing 
the country under population pressure. In order to ease this pressure, an 
estimated economic growth of 5% per year is required. 

  Two types of international migration exist in the Philippines: 
permanent migration and migration as a temporary contract worker. 
According to official statistical data, permanent migration has maintained a 
stable level for the past 20 years, while the amount of temporary contract 
workers has greatly increased. This latter form of migration was triggered 
by recruitment of Filipinos by the oil-producing countries of the Middle East. 
In addition to this, Asian countries experiencing high economic growth 
started importing migrant workers to make up labor shortages. Remittances 
from workers overseas now equal 20 % of exports, and have become one of 
the nation’s most important means of obtaining foreign exchange. Labor 
export may become a huge export industry. 

  Temporary contract workers have become part of the economic system 
of the Philippines. Employment opportunities in foreign countries are a very 
important option in the Philippines labor market. It has been predicted that 
technology transfer and remittances will contribute to economic 
development as by-products of international migration. Some side effects of 



9_yosida.doc 

  2/2 

remittances in the area of demand have recently been focused on by 
labor-related economic analyses. These are empirical and econometrical 
problems which remain to be solved. 
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第９章                       吉田良生  

要約 
１９９８年の時点では約 700 万人のフィリピン人が海外に居住している。内

永住している人は 233 万人、短期の契約移民は約 300 万人である。フローベー

スでみると、年間では 60 万人の人が契約労働者として海外に派遣されている。

これは海外派遣希望労働者の一部である。背後にはこれに倍する希望者あると

推測される。かれらのフィリピン経済に果たす役割を検証したい。 
一人当たりＧＤＰで比較した国際比較ではこの40年間にフィリピン経済は他

国に比較して経済発展が遅れており、経済的には後塵をはいしている。その結

果として短期の海外派遣が行われているものと考えられる。経済学的には、海

外派遣は労働市場の国際的な平準化を通じてフィリピンの経済水準を引き上げ

ると予測されているが、はたしてそのようになるのであろうか。 
国内での経済格差は非常に大きい。経済的水準はマニラ首都圏およびその周

辺地域において高く、地域間格差は拡大の方向にある。これは社会資本の投資

がこの地域を中心に投下されていること海外からの投資もこの地域に集中して

いることがその理由である。 
この経済格差はフィリピン国内での人口移動を誘発しており、ひとびとは首

都圏を目指して移動している。フィリピンの出生率は依然として高い水準を維

持しており、この人口圧力を吸収するには年平均で５パーセントの経済成長率

を確保しなければならないとの予測がある。さらに、この人口圧力を緩和させ

て経済的に余裕のある生活を維持するにはもっと高い経済成長が必要であるが、

そのためには首都圏を中心にして一層の高成長を実現しなければならない。 
国際労働力移動をみると、永住移民よりも短期の契約労働者がこの 20 年間に

急増している。契約移民の出国先は中東諸国と東および東南アジア地域に集中

している。歴史的には中東地域の受入がフィリピンに国際移民への引き金とな

ったが、趨勢的には東および東南アジアに向かう人の数が多くなっており、こ

の地域を中心にして国際労働力移動のマトリックスができそうである。そして

この移動はこの地域にとってとりわけ重要であり、かれらが本国に送る送金は

輸出の 20％を占めており、労働力の輸出は一大産業化しているといってよい。 
短期の労働者の海外派遣はこの国の経済システムの一部になっている。フィ

リピンの労働市場では海外での雇用は重要な選択肢のひとつとして定着してい

るといってよい。かれらがもたらす技術移転や送金による経済発展資金の供給

効果と並んで送金がもたらす消費需要の増加を通じた総需要効果も考慮されな

ければならないが、これは今後に残された課題である。 
 


