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第 13回講義（政経）                                          2018年 9月８日 

人口減少と移民/外国人  

                                      国士舘大学文学部教授 

                                                   鈴木 江理子 

はじめに 

人口をみるときには「人口静態」と「人口動態」の二つの視点があります。人口静態は止まった状態、これ（図

表 1）は 1954 年から現在、そして将来の日本の人口の推移と将来推計ですが、一時点を見るのが人口静態で

す。性別と年齢構成。年齢構成は通常、「年少人口」、「生産年齢人口」、「老年人口」の 3区分でみます。 

15 歳から 6４歳が「生産年齢人口」、つまり生産活動が可能な人達です。14 歳以下の人達は原則生産活動をし

てはいけない人たちです。子役タレントなどは労基法の例外規定で働くことが認められていますが。では 65 歳

以上の人達はどうか、65 歳以上は「老年人口」に分類され、生産活動が出来なくなった人とみなされています。

今平均寿命が延び元気な高齢者が増えてくる中で、老年人口の年齢区分を見直すべきという議論もありますが。

この 3 区分は、生産活動、働くという事に着目した分類であり、働くという生産活動以外の活動を「再生産活動」

と言います。 

 

Ⅰ.日本の人口問題 

（１） 人口動態をもたらす要因は何か 

人口動態の要因は、通常出生、死亡、婚姻、離婚、移動と言われています。このうち出生と死亡によりもたらさ

れる変化を「自然増減」と言います。移動によりもたらされる変化を「社会増減」と言います。生まれる方が多けれ

ば「自然増」、死ぬ方が多ければ「自然減」、出ていく方が多ければ「社会減」、入ってくる人間が多ければ「社会

増」です。生まれる、死ぬによる変化と移動による変化です。では婚姻と離婚は何に関係があるのか。日本の場

合は基本的に婚外子の割合が非常に少ない。即ち必ず生まれるの前提として婚姻と言うことがあるので、人口

政策あるいは人口学を考え

る上で婚姻あるいは離婚は

非常に重要な要素だと考え

られています。 

諸外国をみると、婚外子の

割合がスウェーデン、フラン

スは 5 割を超えています。ド

イツも 4 割位になっていま

す。こういった国における婚

姻は人口動態にほぼ影響を

与えないのです。日本はまだ

0.3%位です。従って出生行

動を考える場合、それに先立

つ婚姻行動も考慮しなけれ

ばいけません。                                       

                               図表 1 年齢３区分別人口の数位と将来推計 

 

（２）自然増減、社会増減   

これは自然増減の推移です。2005 年日本は自然減を経験し、その後 2006 年自然増、2007 年以降、現在に

至るまで自然減、即ち生まれてくる子どもより亡くなる人の方が多い社会になっています。これを見てわかる通り

自然増減は基本的にトレンドがあります。突然自然減が自然増に大きく変化することはありません。ある程度のト

レンドで動いていくのが自然増減です。 これは社会増減の推移です。自然増減と比べるとかなりデコボコして
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います。社会増減に関してはその時々の事件事故等によって大きく変化する場合があります。例えば大震災が

起きた、景気が悪くなった、よくなったなどによって、出入りする人の数が大きく変化します。2013 年以降は社会

増です。即ち自然減の一方で社会増という現実があります。両者を合わせたのがこれです。 

先ほど見ていただいた人口推移のグラフですが、自然増減については、2007年以降ずっと減になっています。

一方で社会増減を見ると変動し、近年では社会増です。この自然増減と社会増減の組み合わせによって日本

全体の人口増減が決定されます。 

〇合計特殊出生率 (Total facilitate late) 一人の女性が一生に産む子どもの数の平均。 

かつて日本の合計特殊出生率（TFR）は非常に高かったのですが戦後急速に低下し、直近の 2017年では 1.43

です（図表 2）。一人の女性が平均で 1.43 人しか生まない社会になっている。ここにある人口置換水準とは何か

と言うと、人口を維持する為に必要な合計特殊出生率の水準です。単純計算すると二人から二人生まれれば親

が死んでも子は残るので二人であればいいと思うのですが、生まれた子どもは必ず全員が子どもを産む年齢ま

で成長するとは限りません。成長する過程で

事件事故にあう、病気などで亡くなることもある

ので 2 人では人口維持できません。日本は

2.07 と言われていますが、アフリカでは３以上

の国もあります。幼児死亡率や食糧事情が非

常に悪い国では人口置換水準が非常に高く

なっています。いずれにしても、合計特殊出生

率がこの水準になければ人口は維持出来な

い。日本は 1974 年から合計特殊出生率は人

口置換水準を下回っていますので、すでに人

口減少への道はここから始まっているのです。

生まれてから死ぬまではタイムラグがあり、そ

の効果が今、現実の人口減少として起こって

いるのです。  

                                        図表 2 合計特殊出生率の推移 

したがって、今 TFRが高くなったとしても、1974年から続く少子化のツケは少なくとも 2100年以降も続くだろう

と推測されます。では TFRがもっともっと高くなれば自然増という社会が生まれるのか、人口を増やすことが可能

なのか考えてみたい。TFR はあくまでも一人の女性が生む子どもの数なので、そもそも産むことが出来る女性が

何人いるかによって子どもの数は変わってきます。例えば TFRが 3だったとしても女性が 100万人しかいなけれ

ば、300 万人しか生まれません。でも TFR が 1.5 だったとしても再生産年齢人口が 1,000 万人いれば 1,500 万

人生まれるということです。従って再生産年齢人口がどれ位いるか、再生産年齢人口とは、出産が期待できる 15

歳から 49 歳の女性の数のことですが、この人口が多いか少ないかによって生まれる子どもの数は大きく異なっ

てきます。 

出生数と TFRの推移をみてみますと、2005年を底として少し TFRは上向きになっているんですが、出生数が

減ってしまっています。これはそもそも再生産年齢人口が減っているからであり、今後はもっともっと減ってきます。

従って少しぐらい TFR が高くなったとしても基本的に自然減は免れないのが日本社会の今後です。これは今年

6 月のニュースですが 2017年の出生数は 94 万人です。ベビーブームのころは 200 万人でした。この頃に比べ

て 2 分の１以下になっています。また人口も過去最大の 37 万人減で、この数値は毎年更新されています。この

ことからも日本の人口減少、とりわけ自然減のもたらす人口減少は今後も大きくなるだろうと予測されています。 

このように自然減は必然です。またただ自然減するだけではなくて先進諸国における自然減は必ず高齢化を

伴います。生まれてくる子どもが少なくなってくる中で、日本の高齢化は極めて急速なスピードで進んでいます。

そうした時に人口減少が様々なデメリットを社会にもたらすとすれば、人口増が期待できないまでも人口減少を

緩慢化する必要があるのではないか。そう考えた場合に自然増減ではなく社会増減に着目し、社会増という選

択肢が一つのチョイスとして考えられます。これをとるかどうかは社会の選択です。 
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（３） 日本の人口を過去から見る 

明治 5 年に日本は初めて公的な人口統計を作成しました。その時の人口は 3,480 万人です。今 1 億 2,000

万人。減るといってもかつての人口に比べれば断然多い。したがって 1 億に減ってもいいではないかと思うかも

しれませんが人口が多いか少ないかはその社会の人口収容力、その社会がどれくらいの人口を養うことができ

るかによって多い少ないの判断は異なってきます。現在 1 億を切るのは困ると言っている日本ですが、明治から

大正、昭和にかけては急速に増えて困るという状況でした。もともと人口政策というのは増え過ぎて困る人口をど

のように抑制するかという問題意識から取り組まれるようになったのが最初です。では増え過ぎて困るのであれ

ば減らさなければいけない。減らす選択肢は自然減か社会減です。自然減では何をするか、選択肢の一つが

バースコントロールです。現在では科学的に出生をコントロールする知識が一般的になっています。ただこの時

代の日本には出生調整に関する知識が十分にありませんでした。自然減を意図的に作り出すことはなかなか難

しい。では社会減をしなければいけない、ということから国策による海外移住が推進されました、北米、南米への

移住です。増え過ぎる人口を当時の日本は養いきれなかった。そのため貧困という問題に直面し、貧困対策とし

て海外移住が推進されました。満州国移住に関しては必ずしも人口政策だけではなく政治的な意図もありまし

たが。いずれにしても人口増加に対して社会減という選択肢がとられ時代です。やがて日本は経済的に豊かに

なり 1 億の人口も十分に養えるような社会になっていく。そして今度は減っていくのが問題だという社会になって

いきます。 

（４） 国連人口部のレポート 

２０００年に、国連人口部は補充移民というレポートを出しました。先進諸国においてはいずれの国も高齢化・

人口減少を経験していることに対して、減った人口を移民で補うとした場合、どれぐらいの規模の移民が必要か。

あくまでも数字上の計算として出したのが”Replacement Migration“という報告です。このレポートは 1995 年を基

準として 2000～2050 年の間に毎年どれくらいの規模の移民を受け入れなければいけないかを試算したもので

す。その中のシナリオ３では現在の総人口を維持しようと思うと毎年 34 万人受け入れなければいけません。では

総人口が維持されればいいかというと働く人が減ってしまうと社会は負担が増えてしまう。では生産年齢人口を

一定にすればどうかという視点で試算したのがシナリオ 4 です。すると毎年 65 万人受け入れなければ生産年齢

人口は維持できない。生産年齢人口の数が一定ならばこの社会は維持できるか。いくら働く人の数が一定でも

働く人が支えなければいけない老年人口がどんどん増えていくと、働く者にかかる負担は増えていきます。働く

者と高齢者の比率、生産年齢人口 100に対する老年人口の数を老年人口指数と言います。老年人口指数を一

定にすれば働く者の負担は大きくならない。  

その場合どれぐらいの移民を受け入れればいいか、と言うと毎年 1千万人以上で非現実的です。これほど日本

の人口減少が深刻だという事が机上の推計ですが示されたのです。ただし日本ではあまり深刻に受け止められ

ることはなかったのですが。 

将来推計は国勢調査を基準にして出されており、直近では 2015 年の国勢調査を基に 2017 年に出された推

計があります。そこで初めて条件付き推計として、「外国人」の受入れが示されています。2015 年から 50 年間、

毎年外国人を受け入れると 50年後どうなるか、毎年 10万人を受け入れても 50年後には 1億を切ってしまいま

す。毎年 50 万人受け入れても今より人口は減るのです。従って社会増で人口減少を緩慢化することができたと

しても、日本の人口減少は避けられない現実であることを示しています。 

 人口と言うのはこの社会に暮らしている人の数であり、必ずしも日本人だけではない、これ（図表 3）は日本人と

外国人を区別した形で推移を見たものですがピンクは日本人です。日本人はずっと減少です。これからもどんど

ん減っていきます。 

外国人の数はリーマンショックや東日本大震災で減ったりしたこともあるのですが、近年の好景気の中で外国

人の数は増えています。両者の和によって日本全体の人口が決まるのですが総人口は減っています。この外国
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人の増加がなければ日本の人口

減少はもっと深刻になっていると

いうのが現状です。今後日本が

どういう選択をするかといった時

に、この現状を踏まえて受け入れ

について考えていく必要があるだ

ろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

図表 3 日本人外国人の人口増減の推移（各年 10 月 1 日現在） 

 

Ⅱ，移動局面の移民/外国人政策 

（１）移民の定義、外国人とは、 

先程「外国人」の定義を後回ししましたが、外国人の定義は非常に簡単です。現在居る居住国の国籍を持っ

ている者が国民で、持っていない者が外国人です。（二重国籍の議論は据え置きます）                        

今国民である私も他の国に行けば外国人です。何処にいるかで国民、外国人は明確に分けられます。では

「移民」はどうか、移民の定義は国によって異なります。万国共通の移民に関する定義はありません。そもそも移

民の定義をしていない国もあります。では日本はどうか、日本は移民の定義を明確に持っていません。ただ明確

な定義は持っていませんが、これまで政府は永住を前提として受け入れる外国人を移民と捉えてきた場合が多

かった。そうすると日本は、新規入国の外国人が永住権を持って日本に入って来ることは出来ません。一定期

間日本に滞在し永住権を申請する事は出来ますが永住を前提に日本に来る事はできない。だからこれまで日

本で「移民」という言葉が使われてこなかったのです。 

ではアメリカはどうか、外国人は Immigrant、Non immigrant に分けられて永住権（グリーンカード）を持つ外国

人と永住権を持たない外国人があり、外国人の中の永住権を持つ人達をアメリカでは通常移民と呼んでいます。 

フランスの移民に関する定義はどうか、フランスは極めて明確な定義を持っています。「外国で生まれ、出生

時にフランス国籍を持っていなかった者」です。 フランスで生まれた外国人は移民ではない。出生時にフランス

国籍を持っていなかった人なので、現在フランス国籍を持っていたとしても出生時にフランス国籍を持っていなく

て外国で生まれた人は移民に定義されています。通常「移民」とは外国人の一部とイメージしがちですが、フラン

スの移民の定義の中にはフランス国民もいれば外国人もいます。 

国連の定義では、諸外国の統計を採るために、移民を定義しています。国連では、通常の居住国を離れて一

年以上住んでいる人を国連では移民（long-term migrant）と定義していますが、私たちのイメージする「移民」と

は少し異なっています。いずれにしても現状では移民の定義は日本では明確ではありません。 

 日本では、外国人受け入れが議論されるとき、通常は外国人労働者をどう受け入れるかという事が議論されま

すので、難民受け入れに関する議論はここでは触れません。 

日本はかって北米、南米に移民を送り出していた経緯があります。送り出し国であった日本が受け入れ国に

転換するのが 1980 年代の後半でバブルの時代です。1988 年に、第六次雇用対策基本計画が策定されます。

そしてその後第九次まで策定されているのですが、そこで日本の外国人労働者の受け入れ基本方針はあくまで

も我が国の経済社会の活性化、国際化に資する目的で外国人労働者を受け入れる。具体的にどんな人たちか

と言うと、専門的技術的分野の外国人労働者をうけいれます。けれどもいわゆる「単純労働者」は十分慎重に対

応する。受け入れない。一方は受け入れ、他方は受け入れないのが日本の基本方針。労働力不足だから外国

人労働者を受け入れるという視点はこの時代には無かった。実際にはどのような外国人が受け入れられている
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のかを示したのが皆さんの手元にある資料（図表 4）です。 

 

図表 4 在留資格一覧 

 

（２）在留資格 

通常 VISA と呼ぶ場合もありますが正確には「在留資格」と呼ばれるもので、日本に合法的に入国し滞在する

ためにはこの在留資格を持たなければいけないと言われています。但し日本で暮らす外国人は大きく二つに分

かれます。Old timer と New comerです。Old timer と言うのは朝鮮半島など旧植民地出身者。日本の敗戦後も

引き続き日本で暮らしている人，及びその子孫たちです。この人達は New comer とは区別して管理されていま

す。入管法ではなく入管特例法という法律の下、「特別永住者」という在留の資格が与えられています。これらの

人達は特別です。 

それ以外の新たにやって来る New comerの外国人は図表 4のどれかに該当しなければならない。New comer

の在留資格は大きく二つに分かれます。つまり、活動に基づく在留資格と身分または地位に基づく在留資格で

す。 

 基本的に外国人の権利と言う点で最も保障されているのは Old timer、特別永住者の人です。New comerの中

では、身分または地位に基づく在留資格の人達の方がより高い権利を保障されています。例えば生活保護は

国民のみの権利ですが、特別永住者と身分または地位に基づく在留資格の人たちは「準用」扱いで、生活保護

を申請する事が出来ます。但し、権利ではないので自治体の判断に基づきます。異議を申し立てることは出来

ません。一方、活動に基づく在留資格の人の場合、例えば留学生、留学生の中には突然仕送りをしていた国の

親が病気になってしまった、仕送りが出来なくなってしまった、という事があるかもしれません。でもこのグループ

の人達は生活保護を申請できないのです。同じ外国人であっても、在留資格によって置かれている状況が異な

っています。 

（豆知識）日本に合法的に居る外国人の中で、これに含まれない外国人が居ます。誰でしょう？ 

    在日米軍とその家族です。日米地位協定にもとづいて規定されていて、入管法や入管特例法による在留

外国人には含まれていません。 

(3)専門的技術的労働者   

入管法で認定された図表 4 で四角でで囲んだ人たちが「労働者」として日本に入国・滞在することが認められ

ています。これに該当しない外国人は現状では専門的技術的労働者とは見做されていません。基本的には専

門的技術的労働者しか受け入れないという基本方針が長く続いていたのですが、国連人口部の補充移民のレ

　◆ 活動にもとづく在留資格

○ 外 交 ○ 公 用

○ 教 授 ○ 宗 教 ○ 芸 術

○ 報 道 ○ 高度専門職 ○ 経営・管理

○ 法律・会計業務 ○ 技術・人文知識・国際業務 ○ 医 療

○ 企業内転勤 ○ 研 究 ○ 興 行

○ 教 育 ○ 技 能 ○ 介 護

○ 留 学 ○ 研 修 ○ 技能実習

○ 特定活動 ○ 家族滞在 ○ 短期滞在

○ 文化活動

　◆ 身分または地位にもとづく在留資格

○ 永住者 ○ 日本人の配偶者等 ○ 永住者の配偶者等

○ 定住者

注）なお、入管法上の地位ではないが、入管特例法に規定される「特別永住者」という
    在留の資格がある。

出所：「出入国管理及び難民認定法」等をもとに筆者作成
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ポート等が 2000 年に発表され、少しずつ日本の人口減少という事が現実化してくる中で、2005 年の第三次出

入国管理基本計画（法務省）において現在では専門的技術的分野に該当するとは評価されていない分野、い

わゆる「単純労働」に分類される分野への外国人受け入れを着実に検討していく事が示されました。この第三次

出入国管理基本計画をきっかけにこれまで受け入れを認めてこなかった分野における外国人労働者の受け入

れが、経済団体、各省庁などで検討されるようになって行きます。 

 これまでは専門的技術的労働者とは見做されない、いわゆる単純労働者と線引きされている外国人は労働者

として入国が認められていない。しかし人口減少という問題が少しずつ深刻になるに従ってこれまで認められて

いなかった人達も労働力不足の分野については認めるべきではないか、という議論が少しずつ出てきました。

2000年代半ば以降様々な提言がなされたのですが、その中で二つ代表的な提言があります。 

●労働力確保のために外国人労働者を受け入れていきましょう。但し短期就労、即ちローテーションさせましょう。 

●日本の人口危機を救うためには移民を受け入れなければいけない。移民受け入れが突然出てきたのですが、

移民と言うと少し違和感があるかも知れませんがローテーションで帰ってもらうの  ではなく、日本社会にしっか

り定住してもらう形で外国人を受け入れるべきだという提言です。 

(4) 還流型と定住型 

日本は「永住」と言う形で新規に外国人を受け入れていません。従って日本に外国人が入って来る時には必ず

在留期間が与えられます。例えば、旅行者であれば 90日、留学生では 1年あるいは３年などの期間が与えられ

ます。但しそれを超えて日本に滞在する場合は在留期間を更新する。あるいは留学生が就職するのであれば

就労可能な在留資格に代える。こんな形で日本は外国人を受け入れています。一方、還流型とは在留期間の

上限が決められていて、それを超えて日本に滞在できず、家族は帯同できない。家族は母国に残して単身で来

るのが還流型です。この代表が技能実習生です。他方、在留期間は限られているが一定の要件を満たせば更

新することができる。家族も帯同することが出来る。場合によっては永住権，あるいは日本国籍を申請する事も

可能にする人達を定住型と捉えています。 

この二つの考え方は生産活動と再生産活動で考えると分かり易い。今後日本の人口減少と労働力不足が深刻

化していく中で、労働力不足のみに対応していく必要があるのか、あるいは単なる労働力不足ではなくそもそも

人口が減ってしまうのだから、人口減少に対応すべきなのだと考えるかによって外国人の受け入れ方が変わりま

す。生産活動をする人だけを受け入れる、出来る限り再生産活動は日本に持ち込んでほしくない。家族を形成

したりせず、数年経ったら帰ってくださいという、いい所取りの考え方をするのか。 

そうではなく労働力が減るだけではなくて、企業にとって困るのは人口減少によって消費者が減少することだと

思います。 

今、様々な企業が海外進出しているのは、かつては安い労働力を求めて海外展開しましたが、今では消費者が、

減っていく日本の消費者だけを対象として商売をしていたらやっていけない。だからより多くの消費者が見込め

る海外に出て行く。消費者が減るという事も大きな打撃です。ならば再生産活動、消費は再生産活動です。日

本社会で労働だけでなく消費者として日本社会を支えてください。あるいは残念ですが今年の夏は非常に多く

の災害が発生しています。高齢者が多い地域での避難はとても難しい。もっと若い力があれば本来助かるであ

ろう命が失われてしまいました。地域社会の担い手として日本社会で生活してほしい。そういった視点から、定住

型の外国人、移民を選択するのか、このどちらにするのかは今後皆さんの選択です。生産活動だけの還流型か、

生産活動再生産活動を共にこの社会で営んでいく定住型か、これは国民の中で議論していく事だと思います。

残念ながら 2008 年二つの異なる提言が与党から出されたにも関わらず、リーマンショックが起きて議論が沈静

化してしまいました。 

〇雇用対策基本計画 これは 1999 年の第 9次雇用対策基本計画で終わっています。何故かと言えば 2007年

に雇用対策法が改定されて雇用対策基画が廃止され、新たに「雇用政策基本方針」というものを作りますという

事になりました。2008 年の雇用政策基本方針では安易に受け入れ範囲を拡大しないという方針が出されました。

社会全体としては 2000 年代半ばからもっと幅広く労働者を受け入れるべきだという議論がかなり活発化したの

ですが厚労省の方針としては安易に受け入れ範囲を拡大する対応をしないという方針を出しました。 

但し、この基本方針が 2014 年に全面改訂されます。この改訂の際には範囲の拡大については国民的議論が
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必要であると少し態度が軟化しています。なぜ軟化したかと言えば、リーマンショックや東日本大震災等の日本

社会の低迷がありましたが、2012年 12月第二次安倍内閣が発足して以降、比較的日本経済が上向きになって

きているからです。 

 

Ⅲ，第二次安倍内閣が進める成長戦略 

（１）成長戦略  

第二次安倍内閣発足と共に「外国人材」と言う言葉が使われるようになりました。「成長戦略」の名のもと積極

的に外国人材を受け入れていく。リーマンショック以降停滞していた新たな受け入れ議論が活発化し、政策への

以降も加速化しています。私は、受入れタイプを「定住型」と「還流型」の 2 つに区分しているのですが、新たに

導入された受入れは、高度人材は定住型ですが、殆どが還流型、つまり滞在年数の上限を設定した単身での

受入れです。受け入れは拡大しつつも基本的には帰ってもらう、という受け入れです。安倍政権では「移民政策

ではない」という立場で、生産活動を日本で行い労働力としての有用性を日本社会に活かしてもらって、帰って

もらうというものです。 

技能実習制度を活用したり或いは国家戦略特区を活用して、家事労働者や農業就業者受け入れたり、或い

はオリンピック、パラリンピックや震災復興に備えて建設・造船分野或いは製造業の空洞化を防ぐ為に経済産業

省主導で製造業分野での外国人労働者の受け入れが進められていますが基本的には還流型です。 

唯一例外的な形として、これまで介護は専門的技術的労働者とは見做されなかった。それが 2017年 11月か

ら、在留資格「介護」が専門的技術的労働者の一つとして加えられた。介護は定住型なので在留期間の更新が

可能で家族の帯同が可能になった。今年に入ると、外国人労働者の受入れをどんどん拡大していき、もっと積

極的に受け入れて行こうという事が議論される様になってきました。背景には矢張り人手不足が非常に深刻化し、

経済界からの要望が大きかったと思います。6 月にはこんな形で各紙が「外国人就労拡大を表明、5 年就労の

新在留資格案」などの報道が盛んになされるようになってきます。そして、2018 年 6 月 15 日、骨太の方針 2018

年版が閣議決定されます。これは 1988年の第 6次基本対策計画から大きな方針転換です。それまでは労働力

不足に対して外国人労働者を受け入れることはしないという事を言明してきた政府でしたが、ここでは人手不足

が深刻化しているから外国人労働者を受け入れましょう。但し一定の専門性技能を有し即戦力となる外国人を

受け入れていく。どんな分野で受け入れるかというと、「真に必要な分野であれば受け入れる。」その為に新たな

在留資格を作ります。それは基本的には還流型で最長 5 年の単身者です。受け入れのための要件は一定の日

本語能力や技能を要件として設定します。但しどんな要件を設定するかは、例えば農業に従事する場合の日本

語能力と介護に従事する場合の日本語能力、或いは小売業に従事する場合夫々異なっているので省庁毎に

決めてください。各省庁が技能や日本語能力は決めていいとなっている。但し技能実習制度で 3 年修了してい

る人達はこういった能力等を要件としないで受け入れる。又還流型ではあるものの一定の試験に合格した場合

には現行の専門的技術的分野の在留資格へ移行可能です。 

これまで受け入れられなかった分野でも受け入れる。一定の専門技能性を有した即戦力となる外国人材を受

け入れていく。最長 5 年の単身者で一定の要件を満たせば専門的技術的労働者というカテゴリーに加えられ、

家族の帯同や在留期間の更新、場合によっては国籍取得が可能となる。このような新たな外国人労働者の受入

れが、来年 4月施行が予定されている。   

 

ではどんな分野の人達が来るの？あくまでも手を挙げた分野で受け入れることになって、当初の報道では建

設、農業、宿泊、介護、造船、の 5 分野です。この 5 分野で 2025 年までに 50 万人受け入れます。その後他の

分野からも要望が沢山出て、直近のニュースでは 20分野近くで手が挙がっているようです。従って 5 分野で 50

万人という推計がされていたので、より多くの分野で受け入れればもっともっと多くの外国人労働者が増えていく

だろうと予測されます。但し、来る側が来てくれるか、或いはこちらが望む人材が来てくれるかどうかというのは別

の問題です。 

一方で「移民政策ではない」と何度も何度も繰り返されています。即ち還流型、単身で一定期間居たら帰って

もらうという受け入れです。この 4月から施行される制度も基本的には還流型です。 
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しかし還流型で日本が直面している人口減少は解決できるのか、あくまでも移民政策ではないというのが現政

権の主張ですが、人口減少はどうするのか。これに対しては 50 年後に 1 億人程度の安定した人口構造を保持

することを目指す、という事が閣議決定されています。 

政府の将来予測図 

 赤の部分が閣議決定された目標です（図表 5）。50 年後に 1 億人程度の人口が維持できます、というものです。

しかしこの予測は将来推計人口を出している社人研の予測値とは大きく異なります。前提となっている合計特殊

出生率を都合よく操作しているからです。外国人はローテーションしてもらえばいい。基本的には「日本人だけ

で 50年後に 1億人程度の安定した人口構造を保持することを目指す」、と閣議決定されました。 

 

図表 5 総人口の推移と長期的見通し 

 

 

 

（２） ２０１７末現在の在留資格別外国人分布 

〇還流型の滞在期間の上限が明確に決められていて、単身で日本に来る「技能実習」は全体のうちの一割程

度です。活動に基づく在留資格の外国人のほとんどは活動に制限はありますが在留期間の延長、在留資格の

変更が可能です。 

〇身分又は地位に基づく在留資格、これらの人達の在留資格には活動の制限はありません。様々な活動をす

る事が認められています。当然家族を伴い日本に長期間日本に滞在することが可能です。尚且つ、特別永住

者（旧植民地永住者とその子孫）と一般永住者（永住許可を受けたニューカマー）の数は全体の４割です。日本

で暮らす外国人の四割が在留期間に制限の無い永住の方々で、定住型の外国人が多数存在するという事で

す。 移民と言う言葉を使うか使わないか、言葉の選択は別にして確実に夫々のライフサイクルを営んでいる人

達が多数既に日本社会に居るという事です。 

 

この視点に立った場合には何が必要か、これまでは外国人は外国人労働者という視点でしか考えてこなかっ

た。生産活動の部分だけに着目していた。しかし日本社会でライフサイクルを営んで行くのならば、再生産活動、

外国人でも子供を産みます、子供達は学校に行きます、病気にもなります、事故にもあうかも知れない、働けなく

なるかもしれない、年を取ります。そういった部分も考えていかなければいけないのですが、最初に居住局面と

移動局面の話をしましたが、日本ではこれまでどんな外国人を受け入れるかといった議論がなされてきました。

しかし受け入れた外国人をどのような形で処遇していくか、権利義務をどうするか、居住局面における外国人政

策、移民政策が十分になされていなかった。しかし実際に移民が居る。再生産活動を確実にこの社会で営んで

いる。そして移民を受け容れたヨーロッパの失敗を例に、日本は移民や外国人を受け容れるべきではないと主
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張する人もいます。一方で私達は移民受け入れ後進国です。後進国は先進国の経験を学ぶことが可能です。 

(3) 何故欧米諸国は失敗してしまったのか 

暴動やテロが移民達によって生じているという社会の分断を主張する人達もいます。後進国である私達は学ぶ

必要があります。即ち生産活動だけではなく再生産活動をどうすればいいか、とりわけ子供の教育等きちんとケ

アしなければ移民外国人達、二世三世達が社会の底辺に追いやられ、底辺からステップアップ出来ない。この

事がマジョリテイに対する憎悪となり、時として暴動やテロになってしまう事もあるかもしれません。ではそうならな

い為には如何すべきか。再生産活動の側面である社会保障、教育、政治参加などを考える必要があります。移

民外国人だけを対象にするのではなく、我々が彼らをどう迎え入れるかという覚悟が必要になります。これは［統

合政策］と言われていますが、こういった政策を考えていかなければいけないのではないか。先に述べた様に、

日本は社会増という選択が避けられない。ではどうやってより良い社会を作っていくかという事を考えてみたい。 

 

Ⅳ，日本で暮らす外国人の数の推移 

（１）日本人／外国人の多様化 

80 年代後半から国際化、90 年代以降がグローバル化の時代で、日本で暮らす外国人の数は増えています。

ただしリーマンショック、東日本大震災で一旦減りましたが又反転し過去最高を記録しています。現在 260 万人

程の外国人が暮らしています。これ等の人を国別でみると、1位は中国、2位は韓国、3位はベトナムです。過去

3位がブラジルでしたがリーマンショックで減り、フィリピンに代わりました。近年はフィﾘﾋﾟﾝをベトナムが追い越し、

中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ネパールです。又その他の部分が非常に増えていて、現在では１９

５の国、地域の外国人が日本で暮らしています。且つて日本で暮らす外国人は殆ど植民地支配を背景に日本

社会で暮らす事になった人達が圧倒的に多かったのですが、80 年代以降、新たな外国人と呼ばれる人達が増

えました。当初、これ等の人達は数年で帰るのではないかと考えられていたのですが、実態は定住化する人達

が多くなっています。しかしこれ等外国人は日本全体でまだ２％に満たない数で、地域によりかなり偏りがありま

す。東京 23 区では新成人の 8 人に１人が外国人です。区別では新宿区では４５．８%です。次は豊島区で３８．

４％です。確実に私達の社会には日本国籍を持たない人達が増えています。 

 

 これまでは「外国人」と言う人を対象にしてきましたが、そもそも「国民国家」と言うものは、国民と領土を前提と

して成り立っています。国境を越えた人の移動が進展するに従って領土内に国籍を持たない人が増えてきまし

た。もう一つ変化があります。それは内側からの変容、という事です。それは何かというと、日本では、両親の何

れかが日本国籍をもっていなければ子供は日本国籍を取得できない。しかし外国人であっても一定の要件を満

たせば日本国籍取得は可能で

す。１９５２年サンフランシスコ条

約発効以降、累計で５０万人以

上の外国人が日本人になって

います。 

過去日本国籍を取得する外

国人は、殆どが旧植民地出身

の人達でしたので外見的には

私達と区別がつかない人が多

かったのですが、２００６年発行

のニューズウイーク誌に移民特

集が掲載されました。表紙の人

物は全員は日本人ですが、私

達が思い浮かべる日本人では

ない人達が、確実に日本人としてこの社会に生きている

事をニューズウイーク誌は語っています。       
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図表 6 日本人の国際結婚件数の推移 
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又外国人であった人が日本国籍を取るだけではなく、国境を越えた人の移動が進展すれば、当然ながら男

女の出会いも国境を越えます。国際結婚が最も多かった時には 2006 年には 17 組に 1 組が国際結婚でした。

東京 23 区では 10 組に 1 組が国際結婚でした。何故かその後減って 30 組に 1 組が国際結婚となっています

（図表 6）。但しあくまでもこの統計は婚姻時の国籍を対象にしているので元外国人であった人が日本国籍を取

って結婚すると、統計上日本人同士の結婚となるので、文化的ルーツとしての国際結婚はもう少し割合が多い

のではないかと思います。国際結婚が増えると何が起きるか、「ダブル」と呼ばれる日本国籍の子供が増えます。

ダブルと言うのは最近の言い方でハーフです。ハーフは日本人の血が半分、という事なので当事者や支援者の

中には一人の人間に対して半分と言う呼称はおかしいという問題提起もあって、ダブルという呼称が出てきた。

どちらの呼称でも構わないのですがダブルの子供が増加しているのは確かで、2016 年に日本で生まれた日本

人の子供の中で、ダブルの子供は 2万人弱です。1987年～2016年まで約 60万人ダブルの子供が誕生してい

ます。オリンピックを見ればいかにダブルの子供達がこの社会に根付き、社会を活性化しているか解っていただ

けると思います。 

これは 2015 年のミスユニバース、エリアナさんです。多分彼女の顔を見ただけでは日本代表とは思わないと

思います。こういったダブルの人達が確実に日本代表として活躍するようになってきています。エリアナさんのお

父さんはアメリカ人、2016 年のミスワールドのプリアンカさんのお父さんはインド人です。日本人そのものが多様

化しています。即ち外国ルーツの日本人が増えてきています。私はこれは「国籍に関わらず外国ルーツの人達

が増えている社会」だと考えています。 

 うまり、居住局面の外国人移民政策を考えていく上では、国籍上の外国人のみではなく、国籍上は日本人で

も外国にルーツを持っている。日本人だから日本語が出来るわけではないのです。これらを前提にしてこの社

会の仕組みを見直していく必要があります。 

 日本で暮らす外国人がどんな状況にあるか、基本的に外国人は管理の対象と位置付けられてきました。管理

の対象なので社会の構成員と見做す事が非常に少なかった。ようやく 2000 年代にはいると、居住局面でどの様

に対応していくか目が向けられる様になってきました。 

2000年、第二次出入国管理基本計画に於いて、今後は社会の構成員としての外国人に対して、個々の行政分

野の断片的な関与ではなく総合的な外国人行政をしていく必要がある事が示されました。 

そして 2005 年総務省に多文化共生研究会が作られ、2006 年には地域における多文化共生推進プランが策定

されました。2006 年には生活者としての外国人という事も関心を持たれる様になりました。これまでは外国人は

労働者として捉えられることが多かったのですが、単なる労働者ではなく再生産活動も行う私達と同じ生活者、

社会の構成員としてどうやって向かい入れていくか。彼、彼女達がこの社会にどう生きていくかという事を考えて

いかなければいけない。 

ヨーロッパの経験をみると、単なる労働力としか捉えていなかった。結果、様々な課題が噴出してしまっている。 

しばしば引用されるマックスフリシュの言葉で言うと「我々は労働者を受け入れたつもりが、やってきたのは人間

だった。」 それがまさに生活者としての視点です。この部分は日本も十分ではなかった。ようやく 2000年代にな

って社会の構成員としてどう受け入れていくか、考えられるようになってきました。 

 実際にはどうなっているのか見てみたい。社会の構成員として受け入れていくためには対等な関係で処遇して

いく必要があります。でも実際には対等にならない事があります。 

（２）移民外国人の不平等について 

通常「不平等」と言うと、価値判断が含まれていてネガテイブな評価で使われるのですが、ここではニュートラ

ルに、日本人と同じではない事とはどんな事があるのか簡単に見てみます。 

先ずは言葉です。母語ではない公用語ゆえ彼等彼女たちはこの社会で生きていく上で様々な困難があります。

例えば震災時、日本語でしか情報が流れなければ適切な避難は出来ない。或いは日本語が十分でないが故

に自分の意見を正確に相手に伝えることが出来ないという事も非常に多いと言います。現状では日本語学習が

保障されていません。ようやく［日本語教育推進議連］と言うものが立ち上がり、今年秋か来年日本教育推進基

本法が上程されると言われています。ようやく日本語学習機会が保障されます。更には制度的不平等、先に生

活保護の話をしましたが、そもそも外国人が日本人と全く平等な権利を得るという事は、国民国家においては不
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可能です。 

従って国民と外国人の間に何らかの権利の差があります。 

 

国民と外国人の権利が違うという事の他に、外国人の中でも特別永住者とニューカマーでは権利が違います。

「（一般）永住者」とそれ以外の「身分又は地位に基づく人」と「活動に基づく在留資格」では権利が違います。そ

もそも合法的な在留資格を持たない人達は合法的資格を持っている人達よりも、より権利が低くなっています。

様々な権利の差がある。そしてこの権利の差がそれぞれの置かれた立場によって不平等を生み出している。不

平等の事例としては参政権があります。参政権は国民と外国人で分断されています。次は義務教育です。義務

教育は外国人には適用外で国民のみです。それがいいのかどうか、合理的な不平等なのか差別的不平等なの

か、時代の変化に応じて見直す必要があると思います。参政権に関しても国民だけと言う時代は当然ありました。

しかし様々な社会の流れの中でヨーロッパの国々では少しずつ一定の要件を満たせば外国人にも地方参政権

を認める風潮になってきています。韓国では永住者に対して地方参政権を認めています。社会の変化に応じて

不平等のまま残しておくことが妥当かどうかは議論していく必要があります。制度的不平等は、国籍上の外国人

に対してのみの問題ですが、実質的不平等については、必ずしも国籍上の外国人に限らずあります。これは実

質的不平等です。住居差別、就職差別、雇用差別、或いは外国人に対する差別的な言説、といったものも存在

しています。制度的不平等はこれを是正するかどうかは議論があるかも知れない。実質的不平等、差別に関し

ては矢張り是正されるべきであり何らかの対応が必要です。 

（３）実質的不平等の事例  

小樽の温泉入浴拒否事件をご記憶でしょうか？有道さんというアメリカ人は日本人と結婚された方ですが、温

泉施設に入ろうとしたら貴方は外国人だから入ってはダメと言われたのがこの事件です。“Japanese Only” の表

示があった。アメリカでも公民権以前の時代は“White Only”という時代がありました。この事件はアメリカをはじめ

とする様々な海外メデイアが取り上げ、日本には公民権以前の人種差別が存在すると大きく取り上げられました。 

 他に家屋賃貸に関する入居差別、「外国人お断り」「外国籍別途相談」など、これ等は立派な差別です。私達

の社会の周りには知らず知らずのうちに差別が有って放置されてきたのです。ヘイトデモ、ヘイトスピーチ等もな

かなか無くならない。サッカー浦和レッズの試合で Japanese Only と言う Flagが掲げられた事件もあります。日

本は差別を禁止する法を持っていませんので差別をしても処罰されません。このケースでは日本サッカー協会

が罰として無観客試合を開催させました。 

〇2017年に法務省が発表した外国人に対するアンケートです。 

過去 5年間で外国人であることを理由に就職を断られた経験はありますか。→１/４の人が有ると回答。 

外国人を理由に入居を断られた経験は？→四割の人が有ると答えた。これ等は実質的不平等の現実です。 

こう云った差別への対応は、外国人や移民に対してのみ行うものではなく、私達自身にも何らかの働きかけが必

要ですし、差別を放置したままでは共に生きる社会は成立しません。 

〇2007年に実施した人権に関する世論調査によると、 

外国人が不利益を受けることに対して止むを得ない、仕方がないと考えている人が 57.1％、 

積極的に外国人を差別する人はそんなに多くはないと思いますが、差別されている状況を見ても仕方がないと

放置、黙認してしまっているのが現実です。故に差別が無くならない。 

これ等 3 つの壁、つまり、言葉の壁、制度の壁、心の壁は結果的に何をもたらしているのか、社会経済的な不平

等即ち格差です。 

ヨーロッパにおいて、移民外国人は、失業率が高い、教育歴が低い、等が言われます。それらの原因により社

会の底辺に追いやられてしまうのです。更に何世代たってもそれが是正できない。こんな状況が社会の分断を

生み出している。 他方日本はまだ２％に満たない外国人の状況ですから顕在化はしていません。但し統計を

注意深く見ていくと確実に格差が出てきている。労働については制度的には平等です。労基法第 3条では国籍

による差別を禁止しています。しかし現実には様々な不平等が存在しています。近代化のなかで身分制度が撤

廃されたことによって、努力する事によって自分の能力を伸ばす、それにより社会的なステップアップが可能に

なる社会が実現されるはずです。しかし実際にはそうでない部分が少なからずあります。日本人の中でも生まれ
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により社会的上昇が阻まれているという事が指摘されています。外国人労働者では 2 割の人達は間接雇用で、

日本全体の 3％程度と比べて極めて高くなっています。 

(4)義務教育年齢相当の外国籍の子供達がどんな状況にあるのか 

義務教育の適用は日本人のみです。学校教育法第一条で定める学校を一条校と呼びますが、日本人を前

提とした学校です。外国人の場合は義務教育ではないので本人が望めば恩恵として一条校に通う事が出来ま

す。そもそも義務教育の適用外故に公的な全国的

調査は行われていません。私が行った調査による推

計値ですが 6 割程度の子供たちが一条校に通って

います。外国人学校に通っている子供もいます。不

就学の子供もいます。小学校、中学校の基礎的教

育を受けることなく成長し、労働市場に出て行かなけ

ればいけない。この様な状況を放置してしまえば彼・

彼女らの将来の選択肢を狭め、親の不平等な労働

市場の状況を子供達の代まで引き継いでしまう可能

性がある。移住した第一世代は受け入れ国で底辺

に参入せざるをえない傾向にある事はある程度仕方

のない所があります。 

しかし第二世代、第三世代がどうステップアップし

て行くか、そして日本の社会が対等な構成員として彼・彼女等を受け入れていけるかという事が重要です。又不

就学の問題が関心を持たれたのは 1990 年代です。この時代の不就学の子供は今は大人になっています。基

礎的教育も受けないまま労働市場に出て行く状況を考えれば,出来る仕事は限られます。雇用が悪くなれば彼・

彼女等は真っ先に仕事を失う事になります。 

義務教育は基礎的な教育の場であると同時に、社会化の場であると言われます。この社会で生きていく為の

様々な価値や規範などを体得していく事を社会化と言います。日本の場合は例えば、授業は静かに座って聞く、

遅刻をしない、この社会で生きて行く基礎的なルールを学ぶのが義務教育の場です。不就学の子供達はこの

社会化すら経験していないので、基礎学力が無いことに加えて社会で生きて行く術すら無い。これ等は居住局

面における制度がまだまだ整備されていない事に起因すると言えます。一方で確実にこの社会で生きている子

供達も増えています。こういった人達を前提とした社会制度、あるいは法律を合わせて整備していかなければい

けないと考えます。（終り） 

質疑応答 

●移民受け入れについて国民の合意は未だ得られていないと理解している。又外国人の参政権について最高

裁判断は否定していると思いますがどうでしょうか？ 

〇受け入れについては国民的議論を必ずすべきと思っています。現在の大きな流れは国民的議論がなされな

いままに、経済界からの強い要望に基づくものです。国民的議論には議論の材料も提示すべきです。 

例えば、受け入れなかった時日本社会はどうなっていくのか。人口減少、それも都道府県、市区町村レベルで

見るとより深刻で、今日本全体の五割の自治体が過疎地域に指定されています。限界集落もどんどん増えてい

て、この集落が消えて行って日本の国土そのものが荒廃していく。或いは過疎化が進んで行く中で高齢者が取

り残され地域が崩壊していっている。この状況をどうするのか、合わせて議論する必要があります。治安に関して

も本当に悪くなっているのか、客観的統計で議論すべきです。外国人労働者の受け入れ、「移民」と言う言葉を

使うことについて自民党内に強い反発があったと聞きます。 

●人口減少から今後外国人労働者の受け入れという議論と、一方で今後 20年ぐらいは AIの活用で労働力不   

足は補えるといった議論があります。長期的、短期的にどのような政策が考えられるのでしょうか。 

〇首都圏に住んでいると見えないものがあって、地方に行くと過疎が進み税収が確保できず自治体が存続出来

ない状況。夕張市のように職員を減らし住民サービスも減らす。結果、残った日本人の生活が成り立たない状況

を考えたとき、果たして AI が有るから大丈夫だと言えるのか疑問です。一方で人口が減り子供の数が減って何
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が悪い？と言った議論もありますが、このまま人口減、高齢化が進むと年齢構成も極めて歪になります。こうなる

と極めて難しい。短期的な還流型でいいではないかという議論に対する反論としては、供給源の国々もやがて

経済発展が進み労働力が必要になってきます、労働者の供給きは無限ではないのです。 

●10年前に自民党の中川秀直議員が「日本は 1.000万人の移民を受け容れたい」と言いました。当時自民党 

は移民政策に対してそれなりに見識を持っていた。今何故これほど後退しているのか。 

〇自民党国家戦略本部「日本型移民国家への道」プロジエクトチームの提言です。この時点でリーマンショック

が来なければもう少し議論が進んだのでしょうが、頓挫してしまい数年間ブランクが出来、国民的議論が出来な

かったことが日本にとっての不幸だと思っています。 
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