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国際移民アウトルック 2012
日本語要約

• 世界経済危機に起因する OECD 諸国への移民の鈍化は終局を迎えたように思われる。OECD 諸国への
移民は、2010 年まで 3 年連続で減少していたが、、2011 年には大半の国々において再び増勢に転じた。
一時的労働移民は、減少のペースは鈍化したものの引き続き減少したのに対して、OECD 諸国への留学
生数は増加が続いている。
• 景気回復が依然として不安定で、高い失業率を背景に世論も移民問題に敏感なことから、多くの国の政
府はより規制色の強い移民政策を導入している。若年の移民の失業者も大きな懸念材料となっており、
政府による対象を絞り込んだ政策が求められている。
• 将来的に、OECD 地域の人口高齢化は移民動向に大きな影響を及ぼす可能性が高いが、その影響の様態
はおそらく予想外のものになるだろう。
• 同時に、アジアからの高度熟練移民の増加傾向がいつまで続くかについてははっきりしない。アジアの
急成長国で高度熟練労働者に対する需要が強まるからである。
• 本年度版の『国際移民アウトルック』は、移民および移民政策の動向とともに、移民の雇用動向にも注
目している。学歴や職業の変化が移民にどのような影響を及ぼすか、そして国際移民におけるアジアの
役割の変化についても特集している。
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OECD 諸国への移民フロー
2010 年までの OECD23 カ国およびロシア連邦への永住型移民フロー総数は 3 年連続で減少した。しか
し、総数の減少幅はわずかで（2009 年比 3%減）、移民数（410 万人強）は標準化統計を入手可能な 2005 年
までのいかなる年よりも多かった。速報データによれば、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド
を除く大半の OECD 諸国への移民は 2011 年に再び増勢に転じている。カナダへの移民は、過去最高を記録
した 2010 年の反動から、大幅に減少した。

南欧、アイルランドからの移民増を示す
データは依然として限られている
OECD においては、2011 年に一部のユーロ圏諸国、特にギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガ
ル、スペインの経済情勢が悪化し、これらの国々からの移民が増えているとの憶測を呼んだ。現在までに
入手可能なデータによれば、これらの国々からの移民は確かに増加しているものの、わずかに過ぎない。
また、移民への言葉の壁がさほど大きな問題にならないアイルランドを除き、移民数自体も非常に少ない。

自由移動移民と労働移民は減少してい
る・・・
自由移動移民は 2007 年以降大幅に減少しているが、2010 年には、永住型移民フロー全体の 20%を占め
た。労働移民も雇用主からの需要が落ち込んでいるため減少しており、全体のわずか 21%に過ぎなかった。
結局、2010 年に最も多かったのは家族移民で、フロー全体の 36%（労働者の同伴家族まで含めると 45%）
を占めた。人道的移民は EU への移民の 6%、米国への移民の 13%に過ぎなかった。

・・・しかし、一時的労働移民は依然と
して多い
一時的労働移民は経済情勢の変化に速やかにかつ強く反応する傾向がある。現に、一時的労働移民は
2008 年と 2009 年に大幅に減少したが、2010 年には 4%しか減少しなかった。一時的労働移民数は今や約
190 万人に上っており、推計 140 万人とされる就業目的の永住移民数を大幅に上回っている。

留学生は引き続き増加している・・・
永住移民および一時的労働移民とは対照的に、OECD 諸国とロシアへの留学生数は 2009 年も引き続き
増加し、6%増の 260 万人以上に達した。フランスに代わりオーストラリアが、米国、英国に次ぐ第 3 位の
留学先となった。平均すると、OECD 諸国では留学生が全学生の 6%以上を占めている。留学生は将来の労
働移民の重要な源泉であるが、中国とインドからの留学生が留学生全体の 25%を占めている。

・・・その一方、亡命者数は引き続き横
ばい
2010 年の OECD 諸国への亡命者数は 2009 年よりやや少なく、今世紀初頭に比べると大幅に少なかっ
た。したがって、経済危機は亡命者の大幅増加をもたらさなかった。2010 年に最も多くの亡命者を受け入
れた国は引き続きフランス、次いで米国、ドイツの順であった。亡命者が最も多かったのはセルビア、次
いでアフガニスタン、中国であった。この傾向は 2011 年に反転し、亡命申請数が 20%以上増加した。これ
は特に「アラブの春」とアフガニスタンからの亡命申請の増加によるものである。

中国が移民フローのほぼ 10%を占める
2010 年も OECD 諸国への移民送出国のトップは中国で、移民の約 10 人に 1 人は中国人であった。ルー
マニア、インド、ポーランドがそれに続き、それぞれ移民全体の約 5%を占めている。
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移民は経済危機による失業に直撃され
ている
大半の OECD 諸国では、景気低迷が移民を最も厳しく、経済危機発生とほぼ同時に直撃した。データに
よれば、総じて経済危機の失業への影響は自国出生者より移民に対して顕著に表れている。OECD 全体と
して、2008 年から 2011 年における失業率の上昇幅は、自国出生者の 2.5 ポイントに対し、外国出生者は 4
ポイントである。さらに憂慮されるのは、移民の長期失業率の上昇である。大半の国において、移民は長
期失業者の増加全体の 14％から 30%を占めているが、この数字はほとんどの場合、移民が就業者全体に占
める比率を大幅に上回っている。
経済危機の影響は移民グループにより異なる。大半の国では、移民女性の方が外国出身の男性よりも受
ける影響が小さく、一部の国では、移民男性が被った収入の減少をカバーするために就業する移民女性が
増えている。技能水準で見ると、低技能の外国出身の労働者の方が、中程度および高技能労働者より大き
な打撃を受けている。これは、業種による雇用分布の差に関連しているだけではなく、移民が（しばしば
一時的に）就いている職種や勤続年数の短さ（雇用主にとって解雇費用が少ないことを意味する）にも関
連している。

若年層の移民は特に脆弱・・・
就学、就業、職業訓練のいずれもしていない若者（ニート）の比率は、「職を持たない」若者を捕捉す
る指標となっているが、2008 年から 2011 年に上昇した。この上昇はとりわけ移民で顕著に見られる。特
に、ギリシャ、スペイン、スウェーデン、アイルランド、イタリアで顕著である。さらに、大半の国にお
いて、若年外国出生労働者の方が、自国出生若年層や外国出生成人層（25 歳～54 歳）より一時雇用率が高
い。同様に、多くの国では、就業者全体に占めるパートタイム就業者の比率も、移民若年層の方が自国出
生若年層より高い。

・・・適切かつ早急な政策対応が求めら
れる
経済危機の最中にも景気回復期にも、若年層の就職や雇用確保を支援するための特別な政策を採用する
ことは、低技能の外国出身の若者にとって特に重要である。このような人々は、不利な点が多く（技能水
準が低い、言葉に習熟していない、ネットワークへのアクセスが限られている）、将来的に失業するリスク
が高く、生涯収入を引き下げられる（いわゆる「傷跡効果（scarring effect）」）可能性が高いからである。

政府は移民政策を見直している・・・
一部の国では、経済情勢の変化や移民問題に対して世論が敏感になっていることを受けて、2010 年～
2011 年により規制色の強い移民政策へと転換している。新政権は移民の入国プロセスへの監視を強化する
とともに、就業見込みの低い移民に対して長期移民の可能性を制限している。より一般的には、多くの政
府が自国の技能不足リストや一時雇用プログラムを見直したり、雇用主に対する監視を強めたりしている。
ポイント制による移民許可は需要主導型になり、供給主導型の方策は規制されている。

…その中には統合政策も含まれる
OECD 諸国の移民政策にとって、移民の社会統合は引き続き最優先課題となっている。各国とも、包括
的な国家戦略の確立から既存の行動計画や統合プログラムの微調整や充実まで、広範な統合関連措置を採
用している。その対象も、既に定着した移民から新規に到来した移民までをカバーしている。これらの政
策に共通した傾向は、労働市場への統合を最優先し、語学訓練など統合の教育的側面を強化することであ
る。

人口高齢化の移民への影響
人口高齢化とこの課題に対処する上での移民の役割は、単に、退職する労働者に取って代わる新規の労
働者がどれくらいいるかという問題ではない。教育水準や職種の点から見た労働力の変化－というよりむ
しろ労働年齢人口の変化－に対する移民の貢献に目を向ければ、労働市場が余りにも急激に変化している
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ために、人口構成の不均衡だけでは将来の職業ニーズを示す信頼性の高い指標とはなり得ないことが明ら
かになってきている。
2000 年～2010 年を見ると、労働力への新規参入者の学歴は退職した労働者の学歴よりはるかに高かっ
た。新規の移民の教育水準は、こうした新規参入者と退職者の中間にあり、退職者より新規の移民の方が
高学歴労働者の占める比率は高かった。しかし、大半の国において、新規参入者が果たしている役割は技
能水準の向上より労働力の維持の方が大きい。
過去の職種や技能セットと比較して、将来的にどのような職種が得られ、またどのような技能が必要と
されるかという問題もある。過去 10 年を見ると、急成長している職種における新規の移民の比率は、欧州
で 15%、米国で 22%であった。したがって、新規の移民は、大半の移民が需要主導型になっていない状況
下でも、経済の最も活力ある分野で重要な役割を果たしている。しかし、最も衰退しつつある職種に参入
している移民の方が多く、その比率は欧州で 28%、米国で 24%であった。一部の国においては、低技能の
職業に就く移民の比率はこれよりはるかに高く、分断的労働市場が生まれる恐れがある。

OECD 諸国にとってのアジア移民の重

要性の高まり

OECD 諸国への 15 歳以上の全移民に占めるアジアからの移民の比率は、2000 年代半ばには 17%、2010
年には 30%であった。さらに、アジア、特にインドと中国は OECD 諸国に大量の高技能移民も供給してい
る。短期的には、アジアは引き続き高技能労働者の主要な供給源になる可能性が高い。しかし、長期的に
見ると、アジアはその発展に伴い、より多くの熟練労働者を生み出していくが、熟練労働者が自国内にと
どまったり、他国から熟練労働者を呼び込んだりするための環境も整備するだろう。

アジアにおける労働移民制度を巡る将
来の課題
アジアにおける低技能移民の管理は困難である。というのも、労働者の供給が多い上、機会が限られて
いることで、超過利潤の獲得（rent-taking）行動が横行し、低学歴者の移民費用が移民先国で見込まれる収
入の相当部分にまで引き上げられてしまうためである。韓国の雇用許可制（EPS）のように、これらの課題
にうまく対処している制度もある。その一方、移民を輩出している国々は、その権利を保護しつつ（様々
な業種、移民先、技能水準の）、余剰労働者をグローバル労働市場へといかに統合するかのモデルとしてフ
ィリピンに目を向けている。低技能移民に対する需要の伸びは今後もアジア内だけでなく、湾岸協力会議
（GCC）や OECD の移民先国でも限られるため、この種の移民の供給を大幅に増やす余地はほとんどないか
もしれない。
将来、アジア諸国は、高技能移民、低技能移民双方の定住あるいは少なくとも長期滞在の一般化に伴
い、特に家族移民や結婚移民の増加への対処や、より包括的な統合戦略の構築といった多くの課題にも直
面するだろう。
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