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近年の日本の移民と難民に関わる一考察
林原 行雄※
同じ日本への外国人の移住ながら、移民は近年急増し、政府が認定する難民は主要先進
国に比べ一貫して際立って少ない。移民の急増は人手不足対策に悩む企業ニーズに、政府
が専門的人材受入れの在留資格創設で応じた結果である。移民の増加は人口減少を予想以
上に抑制し、日本経済の長期停滞脱却の効果的手段の一つになるように思える。日本は移
民受入れ国としては後発であるが、最近になって体制整備が進められたが、総合的受入れ
体制や移民統合政策の構築など多くの課題がある。同じ難民条約締結国ながら、日本は主
要先進国比難民受入れに消極的と見做されることは、人権を尊重する屈指の法治国家であ
る日本の国益に適うとは思えない。21 世紀の国際人口移動の潮流に見合う、日本の移民と
難民の受入れ体制の構築を期待したい。

A Study on Recent Immigrants and Refugees in Japan
Yukio Rimbara
Immigration has increased rapidly in recent years, while the number of refugees
recognized by the Japanese Government has been conspicuously low compared to other
major countries. The rapid increase in immigration is the result of the Government's
policy to accept skilled personnel in response to corporate needs to address labor
shortages. The increase in immigration is one of the most effective means of reducing
the population decline and of bringing the Japanese economy out of its prolonged
stagnation. Although Japan is a latecomer to the immigration process, it is a leading
country in the acceptance of permanent labor immigrants, but there are many issues to
be addressed, including the establishment of a comprehensive acceptance environment
and immigrant integration policy. The fact that Japan is regarded as significantly
reluctant to accept refugees does not seem to be in the national interest of Japan, one of
the leading rule-of-law countries that respects human rights. It is hoped that Japan's
policy on immigration and refugees will be developed in line with global population
movements in the 21st century.
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Ⅰ. 本稿の目的
新型コロナウイルス感染症（コロナ）の影響で、国境を超える人の往来は大きく減少し
たが、コロナ発生前には、日本への外国人の移住である移民と難民は、対照的な動きが生
じていた。即ち近年日本への移民が急増している一方、政府が認定する難民数は他の先進
国に比べ一貫して際立って少ない。通常移民は本人と社会それぞれのニーズを満たす、自
発的な外国人の移住を指すのに対し、難民は移民の一つの形態であるが、本人にとり非自
発的であり、受入れ社会にとっても必ずしも主体的でない外国人の移住を指す。1移民と難
民は、同じ外国人の日本への移住でありながら、発生する理由や状況は大きく異なる。同
時に移民も難民も同じ外国人の受入れであり、共通して考えなければならないことも少な
くない。本稿では移民と難民それぞれについて、コロナ発生までの動向を中心に概観し、
外国人受入れにおいて考えるべき諸課題についての先行研究を紹介し、併せて筆者の見解
を記したい。本稿の目的はコロナ収束後、国境を超える人流が正常化した時に、日本が移
民と難民について考慮すべき論点を示すことである。2
Ⅱ． 移民の動向
Ⅱ-１. 移民の定義
世界的な人の移動の問題を扱う国連の機関である国際移住機関（International
Organization for Migration：IOM）は、“移民とは国際法などで定義されているもので
はなく、一国内か国境を越えるか、一時的か恒久的かに関わらず、またいかなる理由であ
れ、本来の住居地を離れて移動する人という一般的な理解に基づく総称”という。3国連広
報センター(United Nations Information Centre)は“国際移民の正式な法的定義はない
が、多くの専門家は、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々を国際移
民とみなすことに同意している”と記載する。4本稿では国連の考え方に準じ、他国から日
本に常住地を移し、国勢調査の総人口に含まれる外国人を、日本への移民と考える。5
Ⅱ-２. 移民の急増により総人口の減少は減速
図表１は国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による、現時点で最新の 2017 年 7
月発表の 2015 年国勢調査を出発点とする 2065 年までの、日本の総人口の将来推計(中位
推計)である。日本の総人口は、2010 年に 1 億 2,806 万人でピークに達した後減少に転
じ、2015 年に 1 億 2,710 万人に、2053 年には 1 億人を、2063 年には 9,000 万人を割り、
最終の 2065 年には 8,808 万人まで減少すると推計された。

1

永吉希久子（2020）72 頁。
本稿は、コロナ蔓延と本稿執筆中に生じたロシアのウクライナ侵攻が早期に収束し、日本経済がコロナ
発生前の状態に復帰することを前提にしている。日本経済に与える影響が大きいこれらの前提が崩れる場
合は、今後の移民の動向について、本稿の記載は修正を要する可能性がある。
3 https://japan.iom.int/ja/migrant-definition
4 https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/22174/
5 総務省統計局が 5 年毎に行う国勢調査における総人口は、調査年の 10 月 1 日に本邦内に 3 か月以上住
んでいるか、又は住むことになっている常住者であり、外国人を含む（外交官及び軍人とその家族等を除
く）。総人口に含まれる外国人は外国籍を持つ「中長期在留者」又は「特別永住者」である。中長期在留
者とは，①～⑥のいずれにも該当しない在留資格で日本に中長期間在留する外国人を指す（①)3 カ月以下
の在留期間、②「外交」又は「公用」の在留資格、③特別永住者、④「短期滞在」の在留資格、⑤「特定
活動」の台湾日本関係協会の本邦の事務所、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族、⑥)在留資格
を有しない人）。特別永住者は、第二次世界大戦の以前から日本国民として暮らしていた外国人で、サン
フランシスコ平和条約により日本国籍を失った韓国・朝鮮人、台湾人等であり、1991 年 11 月執行の特例
法によって在留資格を持つ外国人と定められた。「中長期在留者」又は「特別永住者」を移民とみなす
と、国境を超える移動がない単なる国籍を変更した外国人も移民に含まれるが、国籍制度変更のような大
きな制度変更がない限り大勢には影響しないと考える。
2
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（備考)各年とも 10 月 1
日現在の人口数による。
（出所) 国立社会保
障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口
平成 29 年推計」。

以上の“社人研の標準シナリオは新型コロナウイルス感染拡大以前にすでに大きく外れ
ていた。”6たとえば 2020 年の総人口は社人研の将来推計では 1 億 2,533 万人であった
が、2020 年国勢調査では 1 億 2,615 万人であり、3 年経過した時点で既に、人口減少を
82 万人過大推計していたことになる。人口減少の過大推計が生じたのは、1.42～ 1.45 と
した合計特殊出生率7の仮定と実績の差異で、自然増減数の違いが生じたためではなく、近
年年間 20 万人超に達した外国人入国超過数を年間 6.9 万人と仮定したことによる。
図表２は国税調査に合わせて、5 年の期間に区切って近年の日本の人口動向の変動をみ
たものである。
（備考)人口数は各期間
の最終年 10 月 1 日現
在。人口増減は各期間
の 10 月～9 月の合計数
の累計。その他の増加
は、自然増加と外国人
入国超過数以外の日本
人入国超過数、国勢調
査補間補正人口数の増
減。
(出所)国勢調査」「国
勢調査による補間補正
人口」、厚労省「人口
動態統計」、出入国在
留管理庁 「出入国管理
統計」。

6

翁邦雄(2021)72 頁。
15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、期間合計特殊出生率（その年における各年齢
（15～49 歳）の女性の出生率を合計したもの）と、コーホート合計特殊出生率（同一世代生まれ（コー
ホート）の女性の各年齢（15～49 歳）の出生率を過去から積み上げたもの）の 2 種類があり、社人研は
コーホート合計特殊出生率を採用。
7
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わが国の人口の自然増加数(出生児数ー死亡者数)は 1980 年代以降一貫して減少し、
2011 年以降自然増加数がマイナスに転じたことが、総人口減少の主因であることがわか
る。自然増加数が減少しマイナスに転じたのは、出生数の減少によるものであるが、死亡
数が 70 年代から最近に至るまで増加したことも影響している。ところが 2011 年以降総人
口の減少は、自然増加数のマイナス（自然減少数）の増加ほどには進んでいない。特に
2016 年～20 年の期間には自然減少数は増加したが、外国人の入国超過数(入国者数―出国
者数：移民)が大きく増加したため、総人口の減少幅はほとんど拡大しなかった。
図表３は外国人の入出国の推移を、1980 年以降歴年でみたものである。外国人は 1980
年代からわずかずつ入国超過となったが、2000 年代になって入国超過数は増加し、移民増
加は 2000 年代に始まっていたことになる。しかし、2009 年のリーマン・ショックと、
2011 年の東日本大震災が生じた期間は、日本人と外国人はともに出国超過となった。その
後 2012 年以降外国人の入国超過数は毎年急激に増加した。尚コロナが発生した 2020 年は
外国人の入出国数は、滞在 3 カ月超の中長期と滞在 3 カ月以下の短期の入出数はともに大
きく減少したが、特に短期の入国数の減少が大きく、中長期の入国超過は、2019 年の
17.3 万人から 21.5 万人に増加し、外国人在留者の増加傾向は継続している。移民増加が
始まった 2012 年から 2020 年までの、外国人の入国超過数の累計は 100 万人超になる。
こ間の日本の総人口は約 160 万人減少したので、外国人移民が日本の総人口の減少を抑制
した効果は、予想以上に大きいというのが筆者の率直な印象である。

(出所)入管庁「出入
国管理統計」による。
外国人入国者超過数
は総人口入国超過数
‐日本人入国超過数
で算出。

Ⅱ-３. 人手不足対策として専門・技術職のアジア諸国からの受入れが増加
わが国は戦前からブラジル、ハワイ、満州、朝鮮半島などへの移民を積極的に行ってお
り、長らく移民送出国であった。戦後も 1952 年にブラジルへの移住が再開されるなど、
南米や米国への海外移民が政府の主導で行われたが、大規模な移民の受入れにつぃては政
府は一貫として慎重であり、特に「単純労働者」の受入れには否定的な姿勢を貫いてきた
とされる。1988 年 6 月に閣議決定した第 6 次雇用対策基本計画では、専門・技術的な能
力を持つ外国人を可能な限り受入れる方針を示したのに対し、「単純労働者」の受入れに
は慎重な姿勢を崩さなかった。この基本計画を受けて 1990 年施行の改正入管法で、専門
的技術を有する外国人労働者を受入れる在留資格の創設等、現在の制度の骨格が作られ
た。8
8

永吉希久子（2020 年）28～29 頁。
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図表４は 2020 年末の 2012 年末比、在留資格別在留外国人の増加数をみたものである。
在留外国人総数は 2012 年の 203 万人から 2020 年には 289 万人になり、この間 85.4 万人
（1.4 倍）に増加した。人数が増えたのは「技能実習」9 (2020 年在留者数 38 万人) 、「永
住者」10 (同 81 万人) 、「技術・人文知識・国際業務」 11(同 28 万人) 、「留学」12 (同 28
万人) であり、増加倍数が大きいのは「特定活動」13(5.1 倍) 、「技術・人文知識・国際業
務」(2.5 倍)、「技能実習」(2.5 倍)である。図表５は 2012 年から 2019 年の間に増加した
出身国別在留外国人の数である。人数ではベトナムが圧倒的に多く、中国、フィリピンが
続き、増加倍数でもベトナムが大きく、ネパール、台湾、インドネシアが続く。

(図表４．５出所）出入国在留管理庁「在留外国人統計」。

外国人の在留資格で増加数が多いのは、留学と職種が不明で移民でない在留資格の変更
者が多いと推察される「永住者」を除き、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」
であり、日本企業が必要とするこれらの人材を、アジア諸国からの移民で充足したといえ
る。「技術・人文知識・国際業務」は機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の
語学教師、マーケティング業務従事者等、母国との交渉や連絡など、日本企業が求める専
門職であり、大学や大学院を卒業後、ホワイトカラーの職についている外国人が該当す
る。14日本の高等教育機関への外国人留学生数は毎年増加しているが、「技術・人文知
識・国際業務」の在留資格は、日本の大学や大学院を卒業した留学生の受け皿として機能
している。15尚 2012 年に導入された高度ポイント制度による在留資格「高度専門職」は、
本来の高度人材の移民であり、増加倍数では 53 倍と突出しているが、2020 年現在在留外
国人数は 1 万 6,554 人にとどまる。「技能実習」は外国人の日本企業における実習である
が、政府は「単純労働者」の移民は拒否するという建前のため、人手不足による外国人労
働者の受入れニーズに応じるため、「技能実習」という在留資格で、事実上低賃金の労働
力を受入れ、「サイドドア」と称される。16この点についてはⅡ‐５-４で後記する。2019
年 4 月に導入された在留資格「特定技能」17で、中度人材の移民が初めて実現したが、こ
9

わが国の技能、技術、知識の開発途上国等への移転を図るために、2017 年施行「「技能実習法」に基づ
く外国人技能実習制度。
10 法務大臣が永住を認める者で、在留期限が無期限となり、どのような職業にでも就く事が可能。
11 本邦機関との契約に基づく自然科学、人文科学の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。
12 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、日本語教育機関等で学ぶための在留資格。
13 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などの在留資格。
14 永吉希久子（2020）32～33 頁。
15 永吉希久子（2020）32 頁。
16 永吉希久子（2020 年）54～56 頁。
17 「特定技能」は 2 段階に分けられる。「特定技能 1 号」は対象 14 業種について、相当程度の知識また
は経験を要する技能を持つ外国人に、最長 5 年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格
すれば在留資格を与える。在留期間は通算 5 年で、家族の帯同は認めない。さらに建設，造船・舶用工業
の 3 業種につぃて、高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人には「特定技能 2 号」の資格を与える。
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の点についてもⅡ‐５-２で後記する。「特定技能」は 14 業種に限定された「特定技能 1
号」のみ認められ、より熟練を要する「特定技能 2 号」は、建設分野，造船・舶用工業分
野において制度化されたが、まだ申請受付けは開始されていない。「特定技能」の 2020
年現在の外国人在留者も 1 万 5,563 人にとどまっている。
以上の通り近年の移民の急増は、深刻な人手不足対策として企業の外国人労働力雇用ニ
ーズが高まり、政府が在留資格の創設という政策対応で支援したことによるといえる。次
章で述べる難民は、認定を受けると通常「定住者」という在留資格が付与されるが、「定
住者」の 2012 年比 2020 年迄の増加数は 3 万 6,328 人であり、その間「定住難民」と「条
約難民」を合せて 374 人の難民が「定住者」の在留資格を得た。
このように日本に住む外国人が増加することを、日本人がどのように感じているか、図
表６のアンケート調査でみてみたい。
(図表６) 外国人の増加による影響（全国）

（備考）回答者4,385 名（うち男性 46.9％、女性 53.1％）。回答者平均年齢：54.8 歳。
年齢構成：18-34 歳 14.0％、35-49 歳 21.8％、50-64歳 29.8％、65 歳以上 34.5％。
(出所) 「国際化と市民の政治参加に関する世論調査 2017」 調査報告書。

外国人の増加について、多くの人が日本社会に多様化が進むと考えるが、日本文化が損
なわれると心配する人は少数派であり、日本人の雇用が奪われることを懸念する人も少な
い。一方犯罪の増加や治安悪化を懸念する人が多い。社会保障費が増えるとか、日本の社
会経済が活性化するかについては、国民の意見は割れている。外国人の受入れを比較的ポ
ジティブに考える国民が多いが、犯罪の増加と治安悪化を心配する人が多いということに
なる。
Ⅱ‐４．移民と日本経済
Ⅱ‐４-１．移民についての基本的な考え方
まず筆者が思う移民についての基本的な考え方を記したい。是川（2019b）によれば、
国際人口移動は 1970 年代にかけて急激に増加した後、冷戦が崩壊し後発地域から先進地
域への移民を中心に、1990 年代以降再び急増し 2016 年の英国の EU 離脱や米国大統領選
挙で見られたように、移民受入れの是非が大きな争点になった。その中で国際人口移動は
増加を続け、コロナ発生前に年間 200 万人を超える水準に至り、移民の社会的統合が新た
1～3 年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はない。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認め
る。更新時の審査を通過すれば長期の就労も可能であり、10 年の滞在で永住権の取得要件の一つを満た
し、将来の永住にも道が開ける。
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な論点になった。18日本も 1990 年の改正入管法の施行で、専門的技術を有する外国人を中
心に、日本に移住することを望む外国人が増加してきたことは既述の通りである。もちろ
ん主要先進国でもまたわが国でも、移民受入れに伴う問題は山積しているが、以上のよう
な国際人口移動は抗しがたい時代の基本的潮流となっている。人と物の流れがグローバル
化する今日では、外国人が日本に移住することを望み、日本の受入れ側（会社、大学等の
団体や親族等の個人）が、移民を受入れることを望むのであれば、合法で上陸条件の適合
性に特段の問題がない限り、移民を受入れることが、移民に関する基本的な考え方である
と考える。移民する人と受入れる側が自発的に望むのであれば、入国を拒否する明白な理
由がない限り、当事者の意向は極力尊重されるべきである。そのためには受入れる外国人
の就業や通学にあたっては、可能な限り日本人と同等の処遇を用意し、外国人の社会的同
化が進むことを手助けすることが前提となる。憲法 25 条 1 項の「国民の健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利の規定は、日本国籍を持つ国民だけでなく、日本に移住する外
国人にも適用されるというのが、憲法の理念であると考えたい。移民を受入れることが日
本社会に不利益をもたらす場合は、移民を抑制することを排除するものではない。しかし
そのような不利益は、明確かつ甚大である場合に限られるべきである。社会一般に移民に
対し反発がある場合は、移民受入れに際し大きな問題になりかねないのが現実であるが、
国民の感情的反発で移民を制限することは、感情的反発が広く国民に支持される場合を除
いて、デモクラシーとヒューマニズムに反すると思う。SDGs の 2030 年までに達成する
17 のゴールの 10 番目に、“人や国の不平等をなくそう”が掲げられ、169 あるターゲッ
トの中で移民に関して“計画にもとづいてよく管理された移住に関する政策を実施するな
どして、混乱がなく安全で、手続きにしたがい責任ある形の移住や人びとの移動をすすめ
る。”と示されたことを記しておきたい。
Ⅱ‐４-２．人口減少による経済の長期停滞と不安定化する社会保障財源
2000 年代の日本の平均実質成長率は 0.6％にとどまる。2000 年代の主要先進国の実質
成長率はおおむね 2％程度であり、日本経済の実質成長率が最も低く、日本経済は長期停
滞の状況が続いている。19 GDP=人口×生産性（GDP/人口）という単純な算式が示すよう
に、人口の減少が続く中では、生産性が向上しない限り、成長率の低下または GDP の減
少がおこる。ノーベル経済学賞受賞者のクルーグマンは、嘗ては日銀の金融政策批判の急
先鋒であったが、今では日本人の不足が日本経済の基本的問題であると語る。20平成 15 年
度経済財政報告に、“高齢化の進行と、今後確実に見込まれる人口の減少は、我が国経済
社会の将来に対する大きな懸念材料となっている”と記載され、対策として出生率の低下
を反転させることが重要課題と指摘した。21 しかし出生率の低下に歯止めがかからない。
そもそも出生率を上昇させることができても、生産活動に従事する労働力になるのは早く
て 15 年先、近年の学歴の高度化を考えると 20 年以上先になる。吉川（2016）は経済成長
の鍵を握るのはイノベーションであり、長寿国であることはむしろチャンスであり、蔓延
する「人口減少ペシミズム」を排する。22筆者も日本経済の長期停滞の主因は、市場のプ
レーヤーである民間企業が保守的で、イノベーションをもたらす成長投資に挑戦する積極
性に欠けることにあると考える。23しかし企業行動の保守性は中々改められず、その原因
の一つが生産年齢人口の減少による労働力不足にあり、移民の増加は企業活動を活性化し
て、長期停滞を脱するための即効性のある政策手段一つになる。

是川夕(2019b)第 1 章。
詳細は福田慎一（2018）、林原行雄(2020 年)を参照。
20 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2013-02-06/MHRYEE6KLVR901 及び翁邦雄(2019 年)8
頁。
21 内閣府（2003）第 3 章第 1 節。
22 吉川洋(2016)カバー折り返し。翁邦雄(2019)16～17 頁。
23 詳細は林原行雄（2020）を参照のこと。
18
19
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わが国の社会保険や年金等の社会保障は財政依存が大きいため、少子高齢化が進む中社
会保障支出が持続的に増加し、財政赤字が大きく膨らんだ。24そのために公的債務残高は
GDP の 2 倍を超え、主要先進国の中で最も高い水準に達した。その上コロナ対策の多額の
財政支出が加わり、財政赤字はさらに拡大した。このまま低成長が続くと、財政赤字が危
機的水準に拡大し、国債発行と日銀による市場での国債購入という、事実上の財政ファイ
ナンスが機能しなくなり、年金や医療・介護の社会保険などの社会保障支出の財源を確保
できなくなる恐れある。外国人労働者を受入れることに対しては、保守の立場から外国人
の定住につながるという懸念で、革新の立場からは受入れ体制不備を理由に慎重論があ
る。25保守・革新の両派は、それぞれ異なる理由で移民の増加に慎重な立場をとるが、企
業が自分の利益ばかり考えて人手不足対策として積極的に移民を受入れることには、とも
に批判的であるように感じる。移民の増加は人手不足に悩む企業にとり有難いことである
が、そのことで経済成長率を些かでも高められれば、社会保障支出に財源維持の点で広く
国民のベネフィットになることを理解してほしい。
Ⅱ‐４-３．長期停滞を脱するために必要な供給力の増加
以上述べた人口と日本経済の関係を、内閣府が推計する需給ギャップ(GDP ギャップ)と
潜在成長率を使って考えてみたい。図表７は内閣府による、2000 年代の日本の実質成長
率、潜在成長率、需給ギャップの推計である。26このような推計値はあくまでも計量的な
分析であり、前提によって結果が異なるため、 相当の幅をもってみる必要があるが、人口
が日本経済に与える影響を鳥瞰できる。移民が急増した 2012 年度以降の潜在成長率は 1%
を割っているが、需給ギャップはほぼゼロかプラスで推移しており、それまでの需要不足
は解消しその後はコロナ発生前まで供給不足に転じた。コロナの発生で 2019 年度第 4 四
半期以降需要が落ち込み、需給ギャップは再び大きくマイナスに転じた。コロナ収束後の
動向は不透明ながら、潜在成長率を大きく高める要因はなく、反動で一時的に需要が大き
く拡大した後、受給ギャップはコロナ発生前のゼロかプラスに戻る可能性が高い。

24

八代尚宏(2020)38 頁～40 頁「コラム『財政赤字は問題ない』論の誤り」参照。
五十嵐彰・永吉希久子（2019）。
26 潜在 GDP は経済の過去のトレンドから見て平均的な水準で、資本と労働などの生産要素を投入した時
の、実現可能な GDP であり、一国の経済全体の供給力を表し、潜在 GDP の伸び率が潜在成長率であ
る。需給ギャップ（GDP ギャップ）は、「総需要（実際の実質 GDP）-潜在 GDP）」であり、プラスで
あれば需要が供給を上回り、マイナスであれば供給が需要を上回ることを示す。
25
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(出所) 2022 年
2 月 17 日内閣
府月例経済報
告 GDP ギャッ
プ、潜在成長
率推計値より
作成。

コロナ収束後の日本経済の立て直しのためには、供給力である潜在 GDP の増加、即ち
潜在成長率を高める必要がある。図表８は潜在成長率に関わる、①資本投入、②労働投
入、③全要素生産性（Total Factor Productivity、TFP）の、3 つの生産要素の貢献度の推
計である。272013 年度以降労働投入要因がマイナスを脱しプラス寄与に転じたのは、保育
の受け皿拡大や高齢者雇用の促進などにより、女性や高齢者の労働参加が増加したためと
説明されているが、移民の増加も寄与していることは間違いない。それでも 2019 年度の
労働投入量の寄与は 0.1%にすぎない。設備投資が回復してきたことにより資本投入量も増
加してきたが、その 2019 年度の寄与は 0.2%にとどまる。何より TFP の寄与が大きく減
少し、潜在成長率は逓減傾向で、2019 年度の寄与は 0.3%まで低下した。
（出所) 2022
年 2 月 17 日
内閣府月例経
済 報 告 GDP
ギャップ、潜
在成長率推計
値より作成。

27

ＴＦＰは資本や労働の増加以外の、技術進歩や生産の効率化など質的な生産要素の改善をいう。
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Ⅱ‐４-４．移民は長期停滞脱却をアシストする
内閣府は経済財政諮問会議の審議の参考として提出した報告書で、今後想定される中長
期的なマクロ経済の姿を、2 つのケースで推計している。28
（１） 成長実現ケース ：経済再生という目標に向けての姿
 主な前提
・ＴＦＰ上昇率：足元の水準（0.4％程度）から日本経済がデフレ状況に入る前の水
準（1.3％程度）に上昇。
・労働参加率：平成 30 年度雇用政策研究会において示された「経済成長と労働参加
が進むケース」の労働力需給推計を踏まえて推移する。
・外国人労働者：社人研の「日本の将来推計人口」の外国人入国超過数（毎年 6.9 万
人）、及び在留資格「特定技能」の 14 分野における外国人労働者の受入れ数を、5 年
間の最大値（34 万 5 千人）と想定。
 主要項目の見通し
・潜在成長率が着実に上昇し、2020 年代中ごろに実質 2％程度、名目 3％程度を上回
る成長率が実現。
・名目 GDP600 兆円の達成時期は 2024 年度頃。消費者物価上昇率は 2025 年度以降
2％程度に達する。 財政のプライマリー・バランス黒字化の時期は 2026 年度。公債
等残高対 GDP 比は 2022 年度以降低下。
（２） ベースラインケース 経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿。
 成長実現ケースとの主な前提の違いは次の通り。
・TFP 上昇率が将来にわたって 0.7％程度で推移する。
・労働参加率が平成 30 年度雇用政策研究会において示された「経済成長と労働参加
が 一定程度進むケース」の労働力需給推計を踏まえて推移する。
 主要項目の見通し
・潜在成長率は 1%弱にとどまり、中長期的経済成長率は実質 1％程度、名目 1％台前
半程度になる。
・消費者物価上昇率は、0.7％程度で推移。 財政のプライマリー・バランス赤字対
GDP 比は、2025 年度に 0.8％程度となり、改善は緩やかなものにとどまる。公債等
残高対 GDP 比は概ね横ばいで推移。
内閣府は、「成長と分配の好循環」に向けて、成長実現ケースで目標の達成を目指すと
いう。29その場合の潜在成長率の生産要素の貢献度は、TFP 以外は公表されていないが、
コロナの拡大が想定より長く続き、先行き不透明なこともあり、率直に言ってＴＦＰ上昇
率 1.3％は過去の実績からみて達成は容易ではない。ベースラインケースを労働投入でど
れだけ上積みできるかがポイントになるが、労働投入における外国人労働者の受入れにつ
いては、実現は十分可能と思われる。社人研の「日本の将来推計人口」の外国人入国超過
数の前提は、毎年 6.9 万人であるが、図表３にあるようにコロナ発生前は 20 万人を超える
入国超過があった。「特定技能」の受入れ数はコロナの影響で出鼻をくじかれた感がある
が、5 年間の最大値の 34 万 5 千人という想定は、決して非現実的ではない。こうしてみる
と、外国人労働力の受入れは、日本経済の長期停滞脱出を効果的にアシストするように思
える。少なくとも成長率を下支えする有力な手段になることは疑いない。30

28

内閣府(2022)。
内閣府（2022）。
30 是川(2018 年)は外国人の入国超過数を、1967 年を起点とする近似曲線のトレンドと、技能実習生のよ
うに中長期的な滞在が予定されていない外国人を中長期的な将来人口推計に含めることは望ましくないと
いう理由で、毎年約 9.9 万人と仮定しているが、2020 年には 20 万人以上の外国人入国超があり、特定技
能の創設を加味すると毎年約 9.9 万人という仮定はやや過少のように感じる。
29
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Ⅱ‐４-５．移民の雇用と賃金に与えた影響
長年多数の移民を受入れてきた欧米では、移民の影響について多くの経済研究が行わ
れ、活発な論争が行われてきた。31近年日本でも移民の増加と新たな在留資格「特定技
能」創設を受けて、多くの移民に関する経済研究が公刊されている。32ここでは移民急増
が国内労働者の雇用と賃金に与えた影響を検証したい。
図表９で雇用に対する影響をみると、2012 年から 2020 年まで、外国人労働者数は 2.5
倍に、実数では 104 万人増加した。在留外国人総数もこの間 1.4 倍増加したが、外国人労
働者数の増加率はそれをはるかに上回る。この間日本の労働人口はほぼ横ばいに推移する
中で、完全失業率は 4.3%から 2.8%に低下し、有効求人倍率は 0.8 から 1.2 に上昇した。
マクロデータからみる限り、移民と国内労働者が補完的関係にあり、近年の移民の急増が
あっても日本人労働者の雇用環境にマイナスの影響を与えることはなかった。もちろん
個々のケースで移民の増加で職を失った日本人がいることを否定するものではなく、特に
非正規雇用労働者や、前に職を得た移民の中には、新規に移民してきた外国人労働者に、
職を奪われた人がある程度いたであろう。しかしその為の対策として移民全体を抑制する
ことは、潜在成長率を引き下げてしまい藪蛇であり、失業保険適用などの失業者に絞った
補償策を用意することで対処すべきである。
（備考) 在留外国人
総数は各年末、外国
人労働者数は各年 10
月末、労働力人口、
現金給与総額、完全
失業率、有効求人倍
率は各年合計の平均、
売上高経常利益率は
各年度末金融保険業
を除く全産業全規模
の計数。
(出所)出入国在留管
理庁「在留外国人統
計」、厚生労働省
「外国人雇用状況の
届出状況」、「一般
職業紹介状況」、
「毎月勤労統計調
査」、「労働力調
査」、「法人企業調
査」。

図表９で賃金への影響をみると、2012 年から 2020 年の間、企業業績は改善し、人手不
足が続いたにもかかわらず、勤労者の現金給与は横ばいに推移している。人手不足なの
になぜ賃金が上がらないことは、多くの研究が行われているが33、「技能実習」など、
31

労働経済学の泰斗デーヴィッド・カード(2021 年ノーベル経済学賞受賞)は、大量のキューバから米国マ
イアミへの移民は、マイアミの単純労働者の賃金を大幅に下げることはなかった、という論文を出して注
目された【Card, D. (1990)】。この論文に対し自らキューバからの移民で、移民に関する代表的研究者の
ジョージ・ボージャスは、移民を受入れは米国の賃金を下げるなど、労働市場にマイナスの影響があった
という論文を発表した【Borjas, G.J. (2003)、(2016)】。オッタビアーノとピエリは、ボージャスの主張
に対しては、移民は賃金を下げず、わずかながら上げる可能性もあると反論する論文を出した
【Ottaviano, G. I. P., and G. Peri (2012)】。移民と賃金が、互に代替的か補完的とみるかで意見が分か
れ、主要経済学者の間で見解の一致がみられていない。
32 是川夕(2018)(2019a)(2019b)(2020)是川夕(2021)、翁邦雄(2019)(2022)、友原章典（2020）、永吉希久
子（2020）等を参照。
33 玄田有史編(2017)、浜矩子・城繁幸、野口悠紀雄他(2021)等。
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国内労働者より低い賃金で採用できる移民が急増したことも、平均賃金の上昇を抑えた
一因であると思われる。是川(2021)は、令和元年度より在留資格の情報が含まれるよう
になった「賃金構造基本統計調査」のデータを使い、外国人労働者の賃金水準や雇用実
態の計量的分析を通じて、外国人労働者の日本の労働市場への統合状況を明らかにし
て、以下のように結論を述べる。
①．外国人労働者の賃金水準は全体として日本人よりも低い。在留資格別の賃金水準
は、「技術・人文知識・国際業務」、「永住者」、「定住者」、「技能実習」とな
り、特に「技能実習」では大きく差がある。
②．同一企業内での外国人と日本人労働者の賃金水準の格差は、「技能実習」では大き
く、「技術・人文知識・国際業務」ではほとんど認められない。
③．「定住者」と「永住者」では、中長期的な経済的同化は、日本人と完全に同等とま
でいかずとも、達成しつつある。
この研究結果から、短期の実習であり賃金水準は低い「技能実習」の急増は日本の平均
賃金を抑制していると思われる。もう一つ急増している「技術・人文知識・ 国際業務」で
は、日本人と同等の処遇を受けながら、賃金水準に若干の格差があるのは、外国人労働者
が日本の労働市場に統合される経過期間(その期間は縮小している)、及び同一企業での勤
続年数を重視する、日本型雇用慣行によるものと思われる。外国人労働者の賃金が低い理
由の一端は、日本の労働市場において、本来の意味の「同一労働同一賃金」が実現してい
ないことにあり、移民の増加に原因があるわけではないと考えるべきである。34
Ⅱ-５. 移民急増に関わる諸問題
Ⅱ‐５-１．専門職外国人労働力雇用ニーズに応えた日本の移民政策
わが国の移民受入れの推移を概観すると、日本の近年の移民政策は、1988 年第 6 次雇
用対策基本計画に記載された“専門、技術的な能力に着目した人材の登用は、我が国経済
社会の活性化、国際化に資するものでもあるので、受入れの範囲や基準を明確化しつつ、
可能な限り受入れる方向で対処する” という基本的方針の下に実行されてきた諸政策であ
ると思う。即ちわが国は移民受入れ国として、1990 年の改正入管法施行以降、外国人労働
力雇用ニーズに応じて、「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」
等の在留資格創設により、専門的な知識、技能、技術を有する外国人労働力の受入れを支
えてきたといえる。そういう形で企業ニーズに応えたことは、近年の人手不足に対し少な
くとも量的には、一定の効果があったことは前記した通りである。
以上のような日本の移民実績に関し、是川(2022)は移民を永住型（更新回数に上限のな
い在留資格で滞在する外国人）と、一時滞在型(滞在期間、及び滞在期間の更新回数に上限
がある在留資格にて滞在する外国人）に分けた上、以下のように総括する。
① 日本に居住する外国人の多くは永住型に該当する（2019 年永住型移民の年間受入れ数
は 13 万 2 千人で世界第 10 位）。
② 日本は労働移民を中心とした受入れ政策をとる国として位置づけられる（永住型移民
の約半数は労働移民）。
③ 労働移民の受入れにおいては、永住型による受入れが多いという特徴を持つ（2018 年
の日本の永住型移民の労働移民は 6 万 6 千人でカナダに次いで世界 2 位で米国を上回
る）。
是川によれば、アジア諸国が多い日本への移民の送出し国は、経済水準が高い国ほど、
日本を目指す移民の割合が高い傾向が見られ、日本は移住希望先として人気が高く、その
傾向は強まりつつあるという。即ち近年の移民の急増は、人手不足に悩む日本企業と、安
全、清潔で文化的水準が高い日本で就業を望む外国人の希望が合致した結果であり、Ⅱ‐
４-１の移民の基本条件を充足すると評価できる。

34

八代尚宏(2020)第 4 章。
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Ⅱ‐５-２． 「単純労働者」の受入れ阻止は転換された
安倍首相は 2018 年 10 月 29 日の衆院本会議で、新たな在留資格である「特定技能」創
設に関わる入管法改正案に関し、政府としては期限を設けることなく移民を受入れるとい
った「いわゆる移民政策」をとる考えはないと述べた。永住意図をもとにした移民の定義
は実態と合わないため、国連や OECD をはじめ一般的には、永住意図や移住理由を含めず
移民を定義している。35移民という国際間に跨ることについて、日本政府が国際的理解と
異なる定義で捉えて議論していたことが、わが国の移民政策に関わる議論を混乱させる一
因になったように感じる。36安倍首相は上記答弁に続いて、受入れ拡大は“深刻な人手不
足に対応するため、真に必要な業種に限り一定の専門性技能を有し即戦力となる外国人
を、期限を付して受入れようとする”ものと説明しており、それが日本の移民政策であっ
たことを示す。安倍首相のいう「いわゆる移民政策」とは何をさすのであろうか。1990 年
の入管法改正時の議論で、政策担当者と研究者の共有された認識は、“「単純労働者」の
締め出しと「定住化」の阻止”であり、その背景には、移民先発国の西欧先進国で、受入
れた多数の「単純労働者」が意に反して「定住化」し、深刻な社会問題を生んだという教
訓があったという。37安倍首相のいう「いわゆる移民政策」はこのような認識に基づくも
ので、2018 年の入管法改正後も、政府はこの前提を維持していることになる。ただし、
「単純労働者」の受入れ阻止はなし崩し的に崩され、「単純労働者」の受入れ阻止は実質
的には転換されたとみられている。その理由は、「サイドドア」と称する「定住者」や前
記した「技能実習」という在留資格での入国や、「バックドア」と称する不法就労者の入
国により、わが国は事実上多くの「単純労働者」の移民を受入れが行われてきているとい
う。38「特定技能」という新しい非熟練労働とみなされる在留資格の創設を「単純労働
者」とみなす意見もあるが、八代（2018）は、「特定技能」は「単純労働」とはいえず
「高度人材」ではない「中度人材」というカテゴリーに入ると述べる。39たしかに対象 14
業種の職種は、素人目でみてもある程度の熟練か、事前の相当の研修を必要とするものが
多い。「単純労働者」と見なされる職種は現実には非常に少ないのではないだろうか。
Ⅱ‐５-３．「定住化」の阻止も現実と乖離する
政府がいう「いわゆる移民政策」は、「定住化」の阻止に一本化されたという。40「定
住化」を阻止すべきという主張の理由は主に 3 点あるように思える。
1 点目は前掲したアンケート調査でも約 7 割の人が、外国人が増えると犯罪発生率は高
くなると感じており、移民を受入れると治安は悪化するという懸念である。しかし移民の
増加は必ずしも治安を悪化させるものではない、という詳細な調査結果が報告されてい
る。41移民として受入れた外国人も罪を犯すことは当然許されないが、罪を犯す人は日本
人でも外国人でも全体のごく一部であり、仮に移民の犯罪率が日本人の平均より高いとし
ても、その為に移民を抑制することは適切な方策ではない。日本人であろうと外国人であ
ろうと、犯罪は移民抑制以外の適切な方法で防止されるべきである。
２点目は一部の保守層に支持者が多いといわれる、外国人に対する排他主義の思想であ
る。排他主義は治安悪化懸念に基づくこともあるが、生来多くの外国人が日本に入国する
ことを好まない、という感情に基づくように思える。Ⅱ‐４-１で述べた通りグローバル化
が進んだ現在、感情的反発で移民を制限することは、適切と思わない。

35

翁邦雄(2019)34 頁、永吉希久子（2020）3～4 頁。
小井土彰宏・上林千恵子(2018）。
37 梶田孝道(2002)17～20 頁。
38 高谷幸(2019),永吉希久子（2020）45～62 頁。
39 八代尚宏(2018a)( 2018b)。
40 高谷幸(2019)。
41 永吉希久子（2020）133～148 頁。
36
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3 点目は移民に対する日本語教育の不備等、総合的受入体制が十分に備わっていないと
いう見解で、現状では移民の格差、貧困、差別が放置され、日本社会を不安定化させ、長
期的な社会コストを大きくする懸念する見方で、研究者から主張されることが多い。42総
合的受入体制が不十分で、移民の日本社会への統合の障壁になっていることは事実なら
ば、Ⅱ‐５-５で述べるように「定住化」の是非に関わらず早急に正されなければならな
い。だからといって永住型移民を多く受入れている日本が、移民全体を抑制することが適
切とは思えない。
いずれにせよ“「単純労働者」の締め出しと「定住化」の阻止”という「いわゆる移民
政策」は、1990 年以降わが国がとってきた実際の移民政策ではないことは明らかである。
交通手段の発達に加え、通信手段が革命的に進歩し低廉化した中で、国際的人口移動が大
きく増加しており、移動する人が持つ定住の意味は多様化、弾力化し、永住や定住を固定
的に考えて移民を議論することは実態にそぐわない。43
尚“日本の入管法改定を巡る論争において、国籍やシティズンシップへの観点はほぼ完
全に抜け落ちている”というのは、もっともな指摘であると思う。44日本では出生による
国籍の付与は血統主義をとっているが、米国やカナダのような出生地主義や、欧州で多い
血統主義と出生地主義の混合と比較して、現状で良いのか、重国籍を認める国が多い中で
重国籍を認めない日本の制度は、日本人の不利益になっていないかも含めて、率直な議論
を行う必要があるように思う。

Ⅱ‐５-４．技能実習制度の諸問題
「技能実習」は一時滞在型の在留資格であり、「定住化」する「技術・人文知識・国際
業務」と並んで、最も利用が増加している在留資格であるが、技能実習制度には以下のよ
うな問題点が指摘されている。45
①. 技能実習生の労働者としての権利が十分守られず、最低賃金を下回る賃金や劣悪な労
働条件で雇用されるケースが繰り返し指摘された。
②. 技能実習生の賃金は、日本人に払われる賃金と同等以上でなければならないが、あく
までも最低賃金である。
③. 技能実習生は実習期間中にわたって受入れ先を変更できない。
④. 技能実習生の受入れの多くは仲介業者経由で行われるが、仲介手数料の高騰と、その
ために技能実習生が来日前に多額の借金を抱えているケースがある。
技能実習生に関わる以上の問題は，国際労働力移動において構造的に見られるとのこと
であるが、国際労働力移動の拡大はグローバルな潮流である中で，日本がアジア諸国から
の労働力送り出しにおいて，重要な目的地として位置づけられ、近年その地位は上昇して
いる。46技能実習生は日本企業の貴重な労働力として重要性を増しており、これらの問題
が早期に解決されることを期待したい。尚従来生産性の低い中小零細企業が使い捨て労働
力として安い労働力である技能実習生を雇用しているというのが、技能実習制度につぃて
の一般的理解であったが、是川(2021)による「賃金構造基本統計調査」を用いた分析で
は、労働集約的な業種において、余力のある相対的に規模の大きな企業が、その労働力の
一部を「技能実習」に置き換えているという。技能実習制度の改善はこのようなマクロデ
ータを検証して考えられるべきであるが、いろいろ指摘されている個々の問題の是正を放
置して良いということではない。

42

翁邦雄(2022)70 頁～81 頁。
永吉希久子（2020）4 頁。
44 佐藤成基(2019)。
45 永吉希久子（2020）56～59 頁。
46 是川夕(2020)。
43
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Ⅱ‐５-５．移民に対する総合的受入体制の整備
移民が急増する中で、技能実習制度で指摘されたような、日本に移住した移民に支障と
なる問題を早期に解決し、移民に対する総合的受入体制の整備を進め、外国人に日本で働
き、学び、生活するための環境を提供することが求められる。特に日本語の習得が必要で
あり、在留資格によっては日本語能力が問われる。しかし日本語の習得は必ずしも容易で
はなく、日本語学校が教育達成を通じた移住過程の一部として47、費用負担も含めて移民
に適切な日本語習得の環境を提供することが必要と思う。2018 年の改正入管法の施行を受
けて、同年 12 月 25 日に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」がまとめられ
た。この中には日本語教育の充実をはじめ、在留管理基盤の強化や、悪質な仲介事業者等
の排除など、現行制度の問題点への対応など、外国人材の適正かつ円滑な受入れと、新た
な在留管理体制の構築に関する方針が盛り込まれた。取り上げられた課題が多くどれだけ
達成されるのか少々心配もあるが、関係省庁が一体となって、必要とされる具体的な総合
的対応策をまとめたこと、及び毎年改訂され(既に 3 回改訂された)年 2 回トレースされる
ことを評価したい。今後、国や地方公共団体においては、スピード感を持って総合的対応
策に盛り込まれた施策を進めるとともに、国内外に対する分かりやすい情報発信、適切な
フォローアップが必要である。
Ⅱ-６. 望まれる移民統合政策
日本に移住したいと希望する外国人が多く、日本側も人口減少・労働力不足を抱え、移
民需要は大きい。コロナ収束後、再び移民は増加すると見込まれる。こうした中で必要な
ことは、移民を日本社会に統合する包括的な移民統合政策の構築であることが研究者から
指摘されている。48移民統合政策には同化、多文化主義、市民的統合の 3 つの考え方があ
るという。移民に長い歴史を持つ欧米で 20 世紀初頭から 1960 年代にかけて支配的だった
のは、移民が自らの言語や文化を喪失し、ホスト国の言語や文化の中に同一化していく同
化であり、米国の政策が典型例とされる。しかしながら 1970 年代以降移民がもともと持
つ言語や文化を放棄することに疑問が出され、差異や多様性に寛容な多文化主義が新たに
支持を集めるようになった。一時期多文化主義はカナダ、オーストラリア、イギリス、オ
ランダ、スウェーデンなどで興隆したが、1990 年代になると、多くの移民が多文化主義
のもと受入れられた結果、失業，貧困，人種暴動などの深刻な社会問題が発生し、現在で
は多文化主義は退潮気味にあるという。多文化主義に代わって今注目されているのが市民
的統合である。市民的統合は移民に対してホスト国の言語、法制度、文化、価値規範など
について一定の知識を習得することを求め、移民をホスト国のシティズンシップを身につ
ける国民として包摂しようとするものである。ただし市民的統合は移民に独自の言語や文
化の放棄を迫るものではなく，差異や多様性それ自体を否定しているわけではないことが
同化と異なる。現在ではドイツ、デンマーク、オーストラリア、フランスなどが市民的統
合、ベルギー、スェーデンが多文化主義、イギリスとオランダは市民的統合と多文化主義
の両方を導入しているという。49
ベルギーのブリュッセルにあるマイグレーション・ポリシー・グループが作成する最新
の 2020 年 12 月公表の移民統合政策指数（Migrant Integration Policy Index、略称
MIPEX）で、日本は 53 カ国 35 位（47 点）と低位である。因みにスウェーデンが 1 位
（86 点）、フィンランドが 2 位（85 点）、ポルトガルが 3 位（81 点）で、4 位以下 10 位
まで、カナダ、ニュージーランド、アメリカ、ノルウェー、ベルギー、オーストラリア、
ルクセンブルクとなり、アジアでは韓国が 19 位（56 点）で最も高位にある。50日本は移
47

是川夕(2019)。
五十嵐彰(2015)、永吉希久子（2020）173～216 頁。
49 移民統合政策につぃて佐藤成基(2009)、五十嵐彰(2015)、高橋誠一（2019）、永吉希久子（2020）第 4
章を参照した。
50 山脇啓造(2021)。
48
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民統合政策ではまだ先進各国に遅れをとっているが、その構築についてコンセンサスを作
るのは容易ではない。欧州では同化から多文化主義を経る中で、多様な問題に直面するプ
ロセス経て、市民的統合が主流になってきたわけで、そういうプロセスを経ない日本で、
市民的統合でいこうと言っても、国民の同意は得られないように思う。移民に関する議論
で強く感じることは、移民に関わる現実の問題を直視する議論が多く、それは結構なこと
であるが、マクロ的な視野をもって建設的に移民を活用しようとする議論が、十分に行わ
れていないことである。拙速に走ることなく、されど遅れることなく、広く国民的議論が
行われたうえで、多くの国民が納得するわが国に適応する移民統合政策が構築されること
を期待したい。
Ⅲ. 難民の動向
Ⅲ-1．難民の定義
次に近年のわが国の難民受入れ状況を概観し、難民受入れに関わる日本が抱える問題点
を論じたい。第２次世界大戦後各地で大規模な難民が発生し、世界的な問題となった。難
民保護の国際的な協調と団結が必要であるという認識に基づき、1951 年 7 月開催の外交会
議で「難民の地位に関する条約」(難民条約)が採択された。その後難民条約にあった地理
的･時間的制約を取り除いた、｢難民の地位に関する議定書｣(議定書)が、1967 年 1 月に採
択された。難民条約の第 1 条で、難民は“人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の
構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理
由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けら
れない者、またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まな
い者”と定義された。51以上のほか “紛争・災害・組織的な人権侵害などにより、本国へ
の送還が生命の危険をもたらすおそれのある人”も難民に含める、広義の難民の定義もあ
るが、Ⅲ-５で詳述するように広義の難民にあたるが、狭義の難民には当たらない人は、わ
が国では難民と認定されていない。難民の保護は人道的見地で行われるものであり、難民
は本人にとり非自発的であり、受入れ社会にとっても必ずしも主体的意思に基づかない外
国人の移住であり、同じ国境を跨ぐ移住でも、本人と受入れ側が自発的に行う移民とは異
なる。
Ⅲ-２. 日本の難民保護の歴史
わが国の難民保護は、1975 年 5 月 12 日米国船グリーン・ハーバー号が洋上で救助し
た、ベトナム戦争終結後母国から逃れてきた、9 名のボート・ピープルの保護に始まる。
その後もインドシナ 3 国からのボート・ピープルの到着が相次いだため、当初は定住先決
定までの一時滞在を認めたが、1978 年 9 月 3 日に政府は閣議決定で、人道的国際貢献の
観点から、一時滞在のインドシナ難民の定住を認めた。その際インドシナ難民の日本での
定住を支援する組織として、1979 年 11 月にアジア福祉教育財団内に難民事業本部
（Refugee Assistance Headquarters: RHQ）が設立され、インドシナ半島からのボー
ト・ピープル終結後現在迄、政府の委託を受けて難民の日本での自立支援に携わってい
る。日本の国際協力としての難民受入れは、難民条約加入前から行われていた訳である
が、１９81 年に難民条約加入後は難民認定制度が創設され、法務省入国管理局(現出入国
在留管理庁：入管庁)が難民認定を行っている。
Ⅲ-３．日本の難民区分：「条約難民」、「定住難民」、「その他の庇護」、「庇護希望
者」
「条約難民」は難民条約に従い、難民認定制度で認められた難民である。「定住難民」
はインドシナ難民に「第三国定住難民」を加えた難民の区分である。「第三国定住難民」
とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、難民問題に関する負担を国際社会
において適正に分担するという観点から、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意し
51

UNHCR 日本 https://www.unhcr.org/jp/refugee-treaty。
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た第三国へ移動させる難民である。「その他の庇護」という区分は、難民認定を受けられ
なかったものの、人道的な配慮を理由に在留が認められ、在留特別許可又は在留資格変更
許可を受けた難民である。このほか入管庁が公表する難民庇護数の参考として、「シリア
人留学生の受入れ」が記載されている。これは 2016 年の第 1 回「持続可能な開発目標
（SDGs）推進本部会合」で国際合意されたもので、シリア危機で就学機会を奪われたシ
リア人の若者に教育の機会を提供するために、国際協力機構（JICA）と国連難民高等弁務
官事務所（UNHCR）との連携により受入れられた留学生と、文部科学省が実施する国費
留学生制度で受入れた留学生の合計である。以上が入管庁による日本の難民の区分である
が、以上の区分に入らない「庇護希望者」（asylum seekers）が多くいる。「庇護希望
者」とは、日本で難民申請中又は申請予定の人、初回の難民申請が認められず審査請求し
ている人、難民認定を受けられず収容施設に収容されている、または収容施設からは仮放
免されている人を指す。
Ⅲ-４. 日本の難民認定数は主要先進国と比べ非常に少ない
図表１０の通り 2000 年代のわが国の「条約難民」認定の申請者は、毎年増加し 2017 年
には 1 万 9,629 人に達したが、その後減少に転じ、コロナの影響もあり 2020 年 3,936
人、2021 年には 2,413 人に減少した。「条約難民」として認定された人は、年間 100 人
を超えることはなく、2016 年 28 人、2017 年 20 人、2018 年 42 人、2019 年 44 人、2020
年 47 人、2021 年 74 人にとどまっている。「その他の庇護」として庇護された人は、嘗
て年間 500 人に達したこともあったが、近年は 2016 年 97 人、2017 年 45 人、2018 年 40
人、2019 年 37 人、2020 年 44 人と、「条約難民」並みに減少した。しかし 2021 年にミ
ャンマーにおいて国軍によるクーデターが発生し、緊急避難措置として在留資格「特定活
動」での在留を認めたミャンマー人が急増し、2021 年の「その他の庇護」は 580 人と過
去最高となった。

出所)出入国在留
管理庁「我が国
における難民庇
護の状況等」。

図表１１が示すように、わが国で認定される「条約難民」は、主要先進国と比較して非
常に少ない。2020 年は前記の通り日本の「条約難民」は 47 人、「その他の庇護」を含め
ても 91 人、2021 年は「条約難民」は７４人、急増した「その他の庇護」を含めても６５
４人である。日本以外で最も少ない英国でも「条約難民」は 2020 年 9,108 人（「その他
の庇護」の制度化である「補完的保護」を含め 1 万 582 人）、2021 年 6,900 人（同 7,578
人）、最大のドイツは 2020 年 6 万 3,456 人（同 8 万 3,643 人）、2021 年 1 万 7,702 人
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（同 3 万 7,716 人）と、主要先進国は毎年膨大な数の難民を受入れているが日本だけが極
端に少ない。ドイツは 2016 年、2017 年に年間 30～40 万人もの難民を受入れたのは、憲
法に相当する基本法で難民保護を成文化しており、この時期に発生した大量のシリア難民
を庇護したことによる。

（図表 11,12 備考）難民認定率は、日本は（難民認定者数）÷（難民認定者数＋その他の庇護数＋難民不認定者
数）。その他の庇護を含むは、分子を（難民認定者数＋その他の庇護数）とした時の計数。外国 は
（ Recognized ） / （ Total decisions ー Otherwise closed ） 。 補 完 的 保 護を 含 む は 、 分子 を （ Recognized ＋
Complementary protection）とした時の計数。
(図表 11,12 出所）
日本：入管庁公表資料。外国： UNHCR Refugee Data Finder。

図表１２にみるように日本は難民認定率も、他の主要先進国比際立って低い。日本の認
定率は 2020 年 0.5％（「その他の庇護」を入れても 1.0％）、2021 年 0.7％、急増した
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「その他の庇護」を入れても 5.9％であり、20％弱～70％の水準にある他の主要先進国と
は大きな格差がある。52
難民問題への対処は難しい。シリア人やグルド人等の大量に押し寄せる難民にどう対処
すべきか、先進諸国の指導者は、ヒューマニズムと国民感情のはざまで混迷しているよう
に見えるが、それでも毎年相当数の難民を受入れている。日本においては難民認定数が非
常に少ないため、迫害の脅威のため祖国に帰れず、期限の定めなく収容施設に収容され、
または仮放免されたが就労が許されず生活に困窮している「庇護希望者」が非常に多い。
このことがわが国における最も深刻な難民問題である。日本が他の先進国と異なり、難民
受入れに消極的と見なされることは、人権を尊重する世界でも屈指の法治国家と自負する
日本の国益に適うとは思えない。日本の難民認定がどのような基準に基づくのか、説得性
のある説明が行われ、難民認定基準の透明性が高められることを望みたい。53
Ⅲ-５. なぜ日本の難民認定数は少ないのか
同じ難民条約に依拠する難民認定で、日本と他の先進国の間で大きな差異があるのはな
ぜであろうか。筆者は難民認定の状況の全貌を知る立場にないが、公表情報や遭遇した経
験に基づく、日本の難民認定に関する筆者の個人的な見解を以下に記したい。
Ⅲ-5-1. 広義の難民を対象にしていない
わが国は難民条約第 1 条の条文にしたがい、狭義の定義に基づき難民認定を行ってい
る。このことは古川法務大臣が 2022 年 4 月 17 日の NHK の日曜討論で、「難民条約上の
難民でないウクライナからの難民を、難民に準ずる形で保護できる制度をつくる。」と述
べたことで明らかである。54新制度ができると、ウクライナ難民など広義の難民であるが
狭義の難民ではない人はある程度救われるかもしれないが、広義の難民ではあるが、狭義
の難民でないため、難民認定を受けられなかった多くの「庇護希望者」がいたことにな
る。
難民条約第 1 条による難民の要件は以下の通りである。
①. 人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由
として、
②. 迫害を受けるおそれがあり、
③. 十分に理由のある恐怖を有するために、
④. 国籍国の外にいる者であって、
⑤. 国籍国の保護を受けられないまたは恐怖のために国籍国の保護を受けることを望まな
い者。
以上に対し広義の難民には、“紛争・災害・組織的な人権侵害など本国への送還が生命
の危険をもたらすおそれのある人”も含まれる。55そもそも難民条約は 1951 年 1 月 1 日
前に発生した難民を対象にしており、1967 年 1 月締約の議定書で、難民条約発効後に発生
した難民にも等しく適用されることになった。難民の発生はその時代の政治、社会、経済
状況に由来するものであり、難民条約あるいは議定書採択時は、難民が発生する成因を
“人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員、または政治的意見を理由に迫害
を受けるおそれがある”場合と考えたが、その後世界各地で多くの地域紛争や組織的人権侵
52

各年の「認定数」を「申請数」で割った値は、申請と認定を正確に紐づけていないため、正確な認定率
ではない。
53 2021 年 12 月に入管庁は「現行入管法上の問題点」を公表した。この資料の適否を本稿では論じない
が、この資料と極端に低い認定率を考えると、日本に来る「庇護希望者」は難民として不適格な人が圧倒
的に多く、適格「庇護希望者」の多くは欧米諸国に逃れていることになるが、それが現実なのだろうか。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361884.pdf
54 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220417/k10013585841000.html
55 近藤敦(2009)20～27 頁。永吉希久子（2020）72～73 頁。
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害行為が発生し、時代に合わせて庇護すべき対象を広げたのが広義の難民である。難民条
約に記載がなくとも近年多発する“紛争・災害・組織的な人権侵害”による迫害の脅威が
確認される人を、難民として処遇することを排除するものではないと考える。Ⅲ-5-３に記
すように難民の国際的保護・支援するために活動する国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）は、難民を広義で考え、難民支援活動を行っている。欧米の先進各国は
UNHCR に倣って難民認定を行うことを原則していることが、わが国の難民認定数の大き
な差に現れているように思える。“難民は滞在国や UNHCR による難民認定の効力によっ
て難民となるのではなく、その者が難民であるから難民と認定される。認定は宣言的な性
質を持ち、ある者が難民であることを正式に認め、確認することを意味する。難民の定義
に該当する者を認定し、難民が実際に国際保護を受け、その地位に付随する権利と資格を
享受することを確保する第一義的な責任は、その者が庇護を求めた国にある。”56
Ⅲ-5-２. 最も尊重すべきは｢ノン・ルフールマン原則｣（追放及び送還の禁止）
難民条約の締結の契機となったのは、第二次世界大戦後の 1948 年に採択された「世界
人権宣言」であり、この中で、すべての人はいかなる差別もなしに法の平等な保護を受け
る権利を有することが確認された。これを受けて難民の保護を保障し問題を解決するため
に、国際的な協調と団結が非常に大切であるという認識に基づき難民条約が採択された。
即ち難民条約が最も重視することは、難民の人権の保護であり、その中でも特に第 33 条 1
項に定める｢ノン・ルフールマン原則｣と言われる、迫害の危険がある国への難民の強制送
還禁止が最も尊重されるべき規定である。｢ノン・ルフールマン原則｣は人権保護の観点か
ら②③⑤を重視し、難民の生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境
へ、追放しまたは送還してはならないことを強調しており、難民発生の要件について狭く
限定せず広義で考えることにつながる。④に関して難民条約は国家の責任を問題にする条
約ではなく、難民の保護が目的であり、迫害主体を国家に限定しないのが、判例で明確化
したカナダを初めとする主要先進国の考えである。57
移民は本国に帰りたければ帰れる人、難民は本国に帰りたくても帰れない人であり、難
民に対する強制送還を禁じる「ノン・ルフ―ルマン原則」が、難民を移民と分ける最も重
要な違いである。その適用外となるのは、当人が当該締約国の安全にとって危険である
か、または特に重大な犯罪に関与している場合に限られる。わが国の難民認定では、難民
申請の不正利用を阻止するため、その事を軽視して良い訳はないが、庇護申請者が狭義の
難民の定義に照らして難民であるか否かを識別することが重視され、難民が母国に強制送
還された場合の、生命または自由が脅威にさらされる可能性について、十分な配慮がなさ
れていないように思える。
Ⅲ-５-３. UNHCR 規程との整合性に欠ける
UNHCR は難民条約と議定書の定義を尊重しつつ、独自に UNHCR 規程で難民を定義
している。難民条約加盟国の難民政策に関わりなく、UNHCR 規程の基準を満たす難民
は、国連難民高等弁務官に付与された任務（マンデート）の範囲内にあることから、通常
「マンデート難民（mandate refugees）」と呼ばれる。58UNHCR は、武力紛争や人権侵
害などから逃れる難民や、国境を越えずに避難生活を強いられている国内避難民も、庇護
すべき難民に含め活動している。その経緯の概略は以下の通りである。59
1991 年から 2000 年迄日本人として、また女性として初の国連難民高等弁務官に就任し
た緒方貞子は、高等弁務官就任時期に湾岸戦争の勃発により、イラク軍から逃れる 40 万
人ものクルド人難民の発生に遭遇した。当時 UNHCR 内では国内避難民の保護は直接的な
56

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）のメッセイジ。https://www.unhcr.org/jp/rsd
阿部浩己(2022)
58 UNHCR は「難民認定基準ハンドブック 」で、難民条約の解釈の一貫性を促進するために、難民の定
義および関連する手続要件の解釈を詳細に解説している【UNHCR 駐日事務所(2015)】。
59 以下につぃては阿部浩己(2022)に負うところが多い。
57
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任務ではなかったため支援を行うべきかが議論になったが、緒方貞子は人道的視点から、
そして人命を守るため、クルド人難民を保護することを決断し、冬を迎えようとする中、
クルド人の出身地の北イラクに UNHCR は難民キャンプを設営した。緒方貞子は人道的見
地からそれまでの難民保護の考え方を超え、新しい支援の枠組みを作り出したのである
60。当時の UNHCR 保護局長は、“難民問題を難民条約の標準的な意味での迫害ではなく
戦争や紛争から生じたものとして示し、1951 年条約が今日の難民問題に取り組む枠組みと
してますます不十分なものになっていると説き、現在の紛争 の被害者群の多くは、適切な
解釈によって、1951 年条約の適用対象に含まれるであろう。”と述べたという。61その後
UNHCR の文書や会議において、戦争難民または武力紛争を逃れた者は難民条約の適用範
囲外にあるとしばしば誤って思い込まれていたことは訂正され、危害と迫害理由があれば
紛争を逃れて来た者に難民条約は適用されることが、UNHCR の共通理解となった。最終
的には 2016 年公表の「国際的保護に関するガイドライン 12」により、UNHCR は紛争に
よって 避難を強いられた者への難民条約の適用を紛うことなく明確にされた。62UNHCR
は「紛争難民」についても難民条約が最重視されることを認め、“私たちが今日扱うほぼ
すべての紛争が 1951 年条約の適用を受けるだろう”と考えるに至っている。”63わが国の
難民認定は日本政府の専決事項であるが、難民条約第 35 条で締約国と UNHCR との協力
が規定されており、UNHCR の難民認定基準との整合性が図られることが望ましい。64広
義の難民を認定しないことは、今日世界で発生している多くの難民を、日本は難民として
救えないと言っているに等しい。わが国の難民認定数と認定率が際立って低位にあること
に鑑み、難民認定基準を見直す必要があるように思う。
Ⅲ-5-４. 難民の地位の立証責任と「一応の」（prima facie）難民認定アプローチ
難民認定申請者は、通常、肉体的にも精神的に非常に混乱し脆弱な状況にあり、母国語
以外の言語で、外国の当局に自らの申請を行うに当たり、技術的及び心理的に重大な困難
を抱えていることが多い。申請者は書類やその他の証拠によって自らの供述を裏付けるこ
と ができないことも少なくなく、むしろ、その供述のすべてについて証拠を提出できる場
合のほうが例外に属する。ほとんどの場合、迫害から逃れる者はごく最少の必需品のみを
所持して到着し、身分に関する書類すら所持しない例も多い。立証責任は原則として申請
者の側にあるが、すべての事実を確認し評価する義務は申請者と審査官の間で分担され
る。証拠によって裏付けられない供述も存在するため、申請者の供述が信憑性を有すると
思われるときは、当該事実が存在しないとする十分な理由がない限り、「疑わしきは申請
者の利益」として、申請者が供述する事実は存在するものとして扱われるべきとするな
ど、UNHCR は難民認定の基本的要件を詳細に定めている。65難民認定は犯罪捜査と異な
り、申請者が人道的配慮で難民として認定されるか否かを、申請者と審査担当者が確認す
る共同作業である。とはいっても現実には不正申請者は少なくないようであり、善意の
「庇護希望者」と不正申請者を識別して難民認定を行うことは、言葉でいうほど簡単では
ないであろう。しかしそのために本来庇護されるべき「庇護希望者」が難民認定を受けら
れず、極度の生活困窮に陥ることは、人権を尊重する日本で許されることではない。難民
認定申請者が(狭義の)難民に当たるかを、完璧に立証することは大変難しく、それは難民
条約が求めることではないと思う。
UNHCR 日本 https://www.unhcr.org/jp/sadako_ogata
阿部浩己(2022)
62 阿部浩己(2022)
63Cornelis Wouters, “Conflict Refugees” in Oxford Handbook of International Refugee Law (2021),
p.821【出所：阿部浩己(2022)】。
64 昨年 7 月 21 日に日本政府と UNHCR の間で協力覚書（MOC）が交わされ、「難民認定制度の質の向
上に資する施策を実施」が約束された。これを機に入管庁と UNHCR との実効ある連携が進むことを期
待したい。http://www.moj.go.jp/isa/content/001353095.pdf
65 詳細は UNHCR 駐日事務所(2015) 第二部
難民の地位の認定の手続を参照のこと。
60
61
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尚難民の地位は、通常は、個別に判断されるが、集団の構成員が個別的に難民であると
考えられるような状況の下で全集団が移動を強いられているような事態も生じている。こ
のような場合においては、援助を提供する緊急の必要性があることが多く、しかも集団の
中の各個人について個別に難民の地位の認定を行うことが実際上不可能であることも多
い。UNHCR によればこのようなケースではいわゆる難民の地位の「集団認定」 ― 反対
の証拠がない場合には、その集団の各個人は「一応の」（prima facie）難民として扱 われ
る－ が採用されてきた。Ⅲ-６で記すように、ウクライナ難民は「一応の」（prima
facie）難民に該当するように思う。
Ⅲ-５-５. 「補完的保護」の創設が必要
EU で導入されている「補完的保護」は、難民条約の難民の定義には該当しないが、
様々な理由から帰還が困難であり保護を必要とする者の、生命と自由を守るために在留を
認め保護する制度である。｢ノン・ルフールマン原則｣が最も尊重すべきであり、難民では
ないが母国に強制送還されると、迫害の危険がある人も保護されるべきという考えで作ら
れた制度と考えられる。わが国でも前記の通り、難民認定を受けられないが、人道的な配
慮を理由に在留が認められる「その他の庇護」という区分が 1991 年よりもうけられ、
2021 年にはミャンマーにおけるクーデター発生に伴うミャンマー人受け入れの急増によ
り、580 人と過去最高数となったことは前記した通りである。ミャンマーからの難民がな
ぜ「条約難民」として認定されないのか疑問は残るが、「その他の庇護」の対象として救
済したことは評価されるべきと思う。しかし「その他の庇護」は、入管法に規定がなく、
適用基準が不明であり、制度としては不完全である。「その他の庇護」を「補完的保護」
として法制化し透明性のある運用を図ることも、わが国の難民政策の課題の一つである。
66尚政府は「補完的保護」と同様の「準難民」を創設して、ウクライナ難民を「準難民」
として庇護することを検討していると伝えられる。67筆者は次に述べるようにウクライナ
難民は本来の難民であり、「条約難民」として認定すべきと考えるが、狭義の難民に含め
られない広義の難民を、難民認定することが、わが国では法技術的にどうしても難しけれ
ば、「補完的保護」の対象として庇護することは、セカンドベストの措置であることを否
定するものではない。その場合にはミャンマーやウクライナからの難民だけでなく、メデ
ィアに報道されない他のケースにも、同様の措置が講じられるべきと思う。
Ⅲ-６. ミャンマー代表サッカー選手、アフガニスタン難民、ウクライナ難民について
最近３件の難民庇護事案がメディアで大きく報道された。1 件目は昨年 5 月の東京オリ
ンピックにおいて、ミャンマー代表サッカー選手が、母国の国軍クーデターへの抗議の意
思表示として 3 本指を掲げ、母国に帰国すると軍事政府から弾圧される危惧があり、日本
で難民申請した件である。2 件目は昨年 8 月タリバンがアフガニスタンの首都カブールを
制圧し、日本大使館や JICA で働くアフガン人関係者等の退避者約 400 人弱のアフガニス
タン人の入国を、日本が受入れた件である。3 件目はロシアのウクライナ侵攻に伴う 500
名近くにもなるウクライナ避難民を受入れた件で、日本政府が異例の積極姿勢を示し、20
人の難民の政府専用機による移送など、難民の渡航費支援、入国後は受入れ先との調整、
日本語教育、就労・就学、定住の支援を行う決定をした。3 件とも｢ノン・ルフールマン原
則｣が適用される事案であり、政府が日本への入国を迅速に認めたことは適切な措置と評
価したい。特に 2 件目と 3 件目は難民を救済する国際支援に、わが国が積極的に参加する
もので、通常の難民庇護にない特例の支援をすることも理解すべきと思う。

2020 年に国会に提出された出入国管理及び難民認定法の改正案には、「補完的保護」制度の創設が含
まれたが、改正案が廃案となり「補完的保護」制度は実現しなかった（安藤由香里、赤阪むつみ
(2020)）。
67 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022040600950&g=pol
66
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但し通常の難民申請は個人情報であり、その具体的内容はメディアに報道されることは
ない。そのために多くの「庇護希望者」が、メディアで大きく報道され国会で審議される
難民と比べ、不当に処遇されることがあってはならない。金融取引に当事者間の競争条件
を平等にする「アームスレングスルール」があるが、難民は相互に競合するわけではない
が、「世界人権宣言」にあるように、“すべての人はいかなる差別もなしに法の平等な保
護を受ける権利を有する”難民として、平等に取り扱われるのが原則であることを忘れて
はならない。68
報道によれば、ミャンマー代表サッカー選手の難民申請は、異例の 2 か月で認められ
た。69アフガニスタン難民は退避者、ウクライナ難民は避難民と呼称され、両件の難民は
難民条約の（狭義の）難民にあたらず、「短期滞在」の在留資格で入国し、その後「特定
活動」への切り替えと更新を認める取扱いとなった。70ウクライナ難民の多くは入国後直
ちに衣食住の手配や医療治療を受ける必要があるが、「特定活動」への切り替えが認めら
れるまでの「短期滞在」の在留資格の期間は、就業、住民登録、預金口座開設、国民健康
保険加入、携帯電話の所有ができない。国、地方自治体、学校、企業、NPO など多くの団
体や個人が、惨劇に遭ったウクライナ難民支援に迅速に取り組んでおり、ウクライナ難民
の在留資格が「短期滞在」のため、多くの善意の支援の効果が減殺される事態が生じるこ
とは回避してほしい。わが国は難民条約加盟前の 1978 年に、人道的国際貢献の観点から
閣議決定でボート・ピープルを庇護し定住を認めた。難民を庇護する難民条約の加盟国に
なった今日、難民を杓子定規的に狭義の定義で考え、難民認定数を抑えることは理解を超
える。突然発生した大量のウクライナ難民を UNHCR がいう前記した、「一応の」
（prima facie）難民として、入国時に「定住者」の在留資格を付与し、入国時から直ちに
国民健康保険適用の医療が受けられるようにできないものだろうか。
Ⅲ-７. 求められる公正としての正義
20 世紀を代表する米国の政治哲学者で、日本とも縁があるジョン・ロールズは、大著
「正義論」の中で、公正としての正義を求めるために選択手段を選ぶためには、機会均等
下で「最も不利な立場におかれた人」の利益を最大化する方法を採択すべきという、マキ
シミン・ルールを提唱した。71母国に送還されると生命が脅威にさらされるが難民認定を
受けられない「庇護申請者」は、外出する自由がない収容施設に、期限の定めなく収容さ
れる。近年は仮放免される庇護申請者も増えているが、仮放免されても就労は許されず、
どのように日本で生きていけというのであろうか。このような「最も不利な立場におかれ
た人」に対して、生きるための手段を提供することが、公正な正義の追及だと思う。本年
2 月 1 日に衆議院本会議で、新疆ウイグル、チベット、南モンゴル、香港等における信教
の自由への侵害や、強制収監をはじめとする深刻な人権状況への懸念を示し、国際社会が
納得するような形で、説明責任を果たすよう強く求める決議が採択された。大量のウクラ
イナ難民が発生する直前に決議された、公正な正義を求める時宜を得た人権重視の決議と
評価したい。同時に難民認定者数が他の先進国比恒常的に極端に少ない自国の難民政策に
も、公正な正義の目を向けてほしいと願う。

68

ウクライナ難民と一般の「肥後希望者」に関わる日本政府の公的支援の対比は、難民支援協会「2021
年の難民認定者数等の発表をうけて」（2022 年 5 月 18 日）を参照。
69 2021 年 9 月 12 日読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20210909-OYT1T5017/
70 4 月 6 日付朝日新聞。筆者は確認できていないが、その後在留資格の「特定活動」への切り替えは短縮
されたとの報道もある。
71 Rawls, J. (1999) 、川本、福間、神島訳(2010)第 26 節。

24

昭和女子大学現代ビジネス研究所ワーキングペーパー
No.4
2022 年 6 月

Ⅳ. おわりにー日本における移民と難民と共生を考える
和辻哲郎は、“日本人は外の者との区別は顕著であるが、「家」の「うち」においては
妻にとり夫は「うちの人」、妻は「家内」と称し、個人の区別は消滅し「隔てなき間柄」
となる。「家」は外に対して明白に区別せられ、国民的自覚も「家」のアナロギーによっ
て説き、国民の全体性は大きい家の全体性に他ならならず、そこで国家は「家の家」とな
り、家の周りの垣根は国境にまで拡大せられる”と指摘した。72移民と難民の受入れにつ
いて近年の動向を概観して、今日でも日本人には外国人に対する潜在的垣根があり、永住
や定住を意図する移民を受入れる移民政策を取らないという意見となり、難民認定数を極
端に少なくしているのではないかとも感じることがある。
一方日本では認定を受けた難民から不満を聞くことは相対的には多くない。日本は住み
やすい国であり、受入れた難民を適切に処遇しているのだ。それは受入れた難民の知識水
準が総じて高く、日本社会に役立つ人材が多いためでもある。たとえば筆者が知るコンゴ
民主共和国から来て認定を受けた難民は、元ジャーナリストであり教養に富み、母国語で
あるリンガラ語と、公用語であるフランスは完璧であり、英語も相応の水準にあり、その
上今日本語を学んでいる。少なくとも語学については日本の知識人の平均を上回る水準に
ある。難民受入れを人口減少対策として考えることは、適切ではないし意味も効果もない
が、優れた難民を受入れることは、日本の社会にとってもプラスになる。
戦後３四半世紀を経て国際人口移動の基本的潮流は大きく変革している中で、日本で働
きたい日本で学びたいと希望する外国人が急増し、国際婚姻数が最近増加に転じ、国際婚
姻で生まれた子弟のアスリートが、国際舞台で大活躍する姿を見て喜ぶ日本人が多くなっ
た。こういう時代にコロナとウクライナ難民の発生は日本人に、外国人と共生するには何
をなすべきか、考える機会と時間を与えてくれた。移民と難民をどの様に受入れるのか、
政府と国民一人一人がよく考えてほしいと願う。

72

和辻哲郎（1935）144～147 頁。
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