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東アジア出身高学歴労働者の居住地
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に貿易に従事している、という特徴がある。

医療に従事しており、日本人や韓国人は主
もしない限り難しい。
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めにも、より拡大され統合された東アジア

ジアに高学歴人材のプールを作っていくた

●おわりに

日本といった高所得国・地域で深刻である。

るかどうかは定かではない。

行う大学ができているし、日本でもそのよ

獲得競争が激しさを増している現在、東ア

●東アジアの専門職人材供給

うな大学があると聞く。

●専門職人材受け入れ政策
次に、これまで分析してきた高学歴の
人々にとって、東アジア各国の移民政策が、

メリカ、カナダ、オーストラリア、ニュー

く五六〇万人、日本が次いで一〇〇万人超、

最後に、東アジアにおける高学歴労働者

ジーランドのように移民が中心となって構

さらにフィリピン、インドネシアの二国の

魅力的なものかどうかを検討する。

成している国はないということである。し

15 ― アジ研ワールド・トレンド No.164（2009. 5）

その他

29

80

13
17
60

技能

18
13
18
13
17

教授および教育

18
15
18
100

人文知識・国際業務

180

︵単位 千人︶

日本在留の専門職外国人登録者数の在留資格別推移
図２

