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1000万人の移民が日本を救う 

 

人口は国家と経済と社会を構成する基本的要素である。ゆえに人口が減尐の

一途をたどれば、国家は衰退し、経済は縮小し、社会は成り立たなくなる。こ

れは自明の理だ。それでは人口動態に影響を及ぼすものは何か。人の国際移動

の自由が認められた国では、人口は「出生者」と「死亡者」と「移民」の三つ

の要因がからみあって決まる。これもピタゴラスの定理のようなものだ。 

深刻な人口減尐問題に直面して、政府は尐子化対策すなわち出生率の向上に

全力で取り組んでいる。子ども手当など子育て支援のための予算も随分つぎ込

んでいる。しかし、それだけでもって日本の人口は増加に向かうのだろうか。 

尐子化の時代が訪れるのは高度文明国の宿命だと認識している。日本だけで

なく世界各国とも、教育の充実、都市化の進行、女性の地位向上、個人の生き

方の多様化など、文明の発達とともに尐子化社会に入っている。成熟した文明

社会の日本では、尐子化時代がしばらく続くと考えるのが自然だ。仮に尐子化

対策が成功を収め、出生率が飛躍的に高まり、人口が増加に転じる時が来ると

しても、それは生まれる人の数も死ぬ人の数も尐なくなった「尐産尐死」の時

代以降の遠い先であろう。 

したがって、これから長期間、人口危機を和らげる特効薬と考えられる国の

政策は、外国から移民を受け入れる以外にないのである。移民政策は人口減尐

対策のうちで最も効き目が早いという長所もある。 

移民 1000万人構想は、国家の浮沈にかかわる重大事に革命的な移民政策で対

処し、広く世界の人材を惹きつけようというものだ。目指すべきは、多民族の

融和と総合によって新たな文化と創造力とエネルギーを生み出し、生き生きし

た国に飛躍する「日本文明の興隆」である。新しい日本文明が、世界の民族が成

し得なかった「多民族共同体」を可能にし、世界文明のひとつの極として屹立

する時代を心に描いている。 

昨今、政治が改革を先送りし、人口危機の局面を打開できないと日本は沈没

するという、きわめて悲観的な声が国の内外から出ている。私は移民国家の創

建こそ究極の日本改革であって難局を一挙に収拾する解決策だと考える。 
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実際問題として、今すぐ抜本的な対策を講じなければ、若年人口の激減と高

齢人口の激増によって生産・消費・税収・財政・年金・社会保障・国民生活な

ど何もかも破綻するのは避けられない。衝撃の体制崩壊をまぬかれる唯一の効

果的な対策は、新しい国民の増加につながる移民政策の導入である。 

新規の国民として 1000万人が勘定に入る移民国家に舵を切れば、衣食住、教

育、雇用、金融、観光、情報などの移民市場が生まれ、新しい産業が起こり、

日本再興のめどが立つだろう。新鮮な人材の確保と国内需要の回復が見込まれ

るから、日本企業の海外移転の動きが弱まり、国内回帰の動きが強まるだろう。

それだけではない。世界の人々は歴史的な日本開国を歓迎し、移民の受け入れ

で世界に貢献する日本の存在感は上昇に向かうだろう。海外の投資家は移民政

策で人材供給と市場開発が計算に入る日本経済を見直し、「日本売り」から「日

本買い」に転ずるだろう。 

日本の歴史において明治維新のときが第一の開国だと言われるが、明治時代

には外国人はほとんど入っていない。江戸幕府が鎖国政策をとっていたからい

かにも開国のように映るが、メインはたかだか 500 人ほどの「お雇い外国人」

を欧米先進国から招聘しただけだ。ちょうどいま第二の開国として国民的課題

にのぼっている「移民 1000 万人計画」は、外国人材の受け入れという意味では、

有史以来の日本開国を企図するものである。 

日本列島の中で 1200 年以上の長きにわたって同じ文化を共有する者ばかり

で暮らしてきた日本人が異なる民族と親密な関係を結ぶのは容易ではないだろ

う。気心の知れない外国人と付き合うよりも日本人同士でいるほうが気が楽だ

と思っている人々はまだ多いと推測される。私も心情的には日本人が大半を占

める「小さくてまとまりのある日本」が好きだ。 

しかし、人口減尐時代に生きる日本人は、「日本人だけの閉ざされた世界」で

安穏に暮らすことはできないと肝に銘じるべきだ。「移民歓迎」と「共生社会」

の旗を掲げ、異なる民族と正々堂々と向き合い、移民と共に生きる世界を築く

しか生き延びる道はないと言わなければならない。 

多数の移民を受け入れた欧州では、生活習慣や宗教の違いによる問題発生な

ど、国民と移民の社会統合に悪戦苦闘している。フランス、ドイツなどで起き

ている移民の問題点を持ち出し、「日本は移民を受け入れるべきではない」とい

う意見もある。しかし、そのような理由で移民鎖国を主張するのは無責任極ま

る。もはや日本人だけでは経済と社会を運営できない危険水域に入ったことを

直視すべきだ。人口ピラミッドの崩壊が何をもたらすかに目をつぶり、無為無

策のまま国力の衰微を速め、子や孫の世代を奈落の底に沈ませていいのか。 

たとえば、人口激減に見舞われている農林業地帯では耕作放棄地が拡大し、

日本人が営々と守り続けてきた水田と森林の荒廃が進んでいる。食料・資源の



3 

 

確保のみならず国土・環境の保全を図る見地からも、存亡の危機にある農山村

社会を再生させる的確な手を打たなければならない。 

 2010 年現在、農業人口は 2005 年よりも 75 万人減尐し、260 万人。農業就業

者の平均年齢は 65・8 歳。あと 20 年もすれば、農業就業人口は確実に半減する。

今でも食料自給率は四割前後にすぎないのに、将来の食料生産はいったいどう

なるのか。林業の世界にいたっては、国土の六割が森林面積であるのに、五万

人ほどしか就業者がいないと聞いている。歴史遺産の森林を荒れ放題にしてい

いのか。それがもとで川や海や空気を汚染させてもいいのか。水産業も同じで、

海に囲まれ、水産物資源に恵まれているのに、就業者数も漁獲量も減り続けて

いる。人口減の直撃を受けている第一次産業をどう立て直すか。日本が直面す

る喫緊の課題である。 

人口が減り、経済がしぼみ、社会が消える時代に入った日本は、国運をかけ

て世界規模で行われている人材獲得競争に打って出るべきだ。欧州の失敗を他

山の石とし、日本の伝統と精神風土に根ざした移民政策を定め、移民開国に踏

み切る時だ。今や日本沈没さえ云々されており、一刻の猶予もならない。 

移民 1000万人は一応の目安で、50年かけて現在の英国、フランス、ドイツ並

みの「10 人に一人が移民の国」へ移行するものだ。これで日本はようやく普通

の移民国家として世界から認められる。それを確固とした移民政策を打ち立て

達成する。人材需給の逼迫状況、受け入れ態勢の整備状況、移民の社会適応の

進捗状況などを勘案のうえ年次受け入れ計画を立て、秩序正しく入れていく。 

その場合、移民受け入れ計画は国会の承認事項とし、特定国の国民の寡占化

を許さない移民政策を鉄則とする。国民を代表する国会が国家政策の最たる移

民政策の運用方針を決めるのは当然だ。世界の移民国家の例に倣い、世界的な

視点と公平な立場から年間の国籍別移民枠（2 万人の上限を想定）を決定する。

その範囲で国民の好感度が高い移民の出身国を優遇するのが賢明な策である。 

移民の国籍が特定の国にかたよった移民政策は国民の反発を招く。国際社会

の理解も得られない。そればかりか国民の民族的構成をいびつな形にする。世

界のすべての国の国民（民族）をまんべんなく入れることによって、民族の多

様性が最高レベルに達する「窮極の多民族社会」が形成される。 

世界各国の国民を公正に入れる移民政策を実施し、多極的な「移民外交」を

展開すれば、広範な移民出身国とのあいだで緊密な関係が築かれ、日本の外交

上・安全保障上の利益にかなう。それだけにとどまらない。国民を構成する出

身民族の均衡が保たれ、多民族の国民統合が比較的容易に成し遂げられる。 

大量の移民を受け入れるに当たっては、世界に開かれた透明で公正な移民審

査基準を定める必要がある。たとえば、英国、カナダで導入されているポイン

ト審査制を参考に、移民政策を円滑に進める観点から日本語能力もしくは英語
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能力、学歴、職歴、年収、年齢など具体的な審査の要点を定め、公表する。 

 

日本型移民政策 

 

 理想的な移民国家を樹立するには、適正な受け入れを推進する「移民政策」の

確立が欠かせない。私は、外国人を有能な人材に育て、安定した職場を提供し、

永住者で受け入れる「日本型移民政策」を提案している。「日本型」移民政策を

名乗るのは、外国人材を「獲る」のではなく「育てる」立場の、日本発の独創

的移民政策であるからだ。まさに日本の国柄に合った移民政策と言える。 

日本型移民政策の核心は、日本の高等教育機関や職業訓練機関で外国人を一

人前の職業人になるよう育成したうえで、就職を支援し、永住を認め、速やか

に国籍を与える点にある。尐子化で大学や農業高校などの教育施設に定員の余

裕が出るから、そこに外国人を入れて教育し、将来の社会人、国民を養成する

ものだ。これは尐ない費用で大きな効果の上がる経済的な政策である。青尐年

人口の減尐で存続が危ぶまれる教育機関の活路を開くものでもある。 

日本が受け入れる移民のカテゴリーとして、①日本の大学等を卒業した移民

②日本の専門学校等で職業訓練を受けた移民 ③外国の大学等を卒業した移民 

④移民の家族 ⑤人道移民（難民等）⑥投資移民（富裕層）などを想定している。 

日本の教育機関で専門知識や技術を持つ人材に育て上げるものであるから発

展途上国が育てた貴重な人材を奪い取ることにもならない。大学などで日本語

を含む十分な教育を受けた外国人を、安定した法的地位と職業が保障される「移

民」で入れるものであるから国民が懸念する治安の悪化を招くことにもならな

い。日本社会に適応し、それなりの仕事がある移民は問題を起こさない。 

それどころか、移民は人口減尐社会の日本にとって強力な助っ人で必要欠く

べからざる存在だ。勤労者、納税者として地域経済と社会保障制度を支える。

生活者、消費者として地域の安定と内需の増加に寄与する。加えて、入国時の

移民の大半は若い独身者であるから、移民同士の結婚はもとより日本人との結

婚も多数にのぼるだろう。近時の国際結婚の増加傾向が示すように、外国人と

の結婚について日本人の抵抗感は比較的希薄である。移民の結婚が増えれば移

民二世が続々誕生し、尐子化の進行に一定の歯止めがかかることが期待できる。 

外国人技能実習生を含む「外国人労働者」の受け入れには反対である。なぜ

なら外国人を人間として迎える外国人政策ではないからだ。外国人労働者とい

うと、産業界が労働力不足を補う目的で入れるもの、期間限定の低賃金労働者

として酷使するもの、必要な時には入れて必要がなくなれば追い返すものとい

う性格が強い。本質的に日本人と共生する存在でも将来の国民でもないから、

およそ人口減の国が求めるべき人ではない。 
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国民の数が加速度的に減っていく国が欲する人は永住外国人すなわち移民で

ある。移民は子々孫々まで日本に住む決意で仕事に励む。日本人と融和し、地

域社会に溶け込む。やがて大半が日本国民になる。 

実は移民の受け入れこそ、人間が売買された奴隷制度に代表される異民族虐

待の歴史を経て、今日の人類が到達した最善の外国人受け入れ方法なのだ。 

外国から現代の奴隷制度とまで批判されている技能実習制度は即廃止のうえ、

日本型移民政策の要の制度である「外国人職業訓練制度」を新設すべきだ。 

定員割れが続いている工業・農業・水産高校や専門学校に「外国人職業訓練

課程」（三年制）を設け、日本語をはじめ専門的技術を教える。外国人職業訓練

課程修了者に対して、さらに町工場など生産現場で一年間の実技訓練を施す。

四年間の一連のプログラムを終えた外国人が日本で働くことを希望し、技術指

導を行った企業などが正社員で雇用することを条件に就労と定住を認める枠組

みだ。外国人を手厚く教育し、「移民」として受け入れるものである。 

インドネシアとの経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士の受け入れがは

じまり、2008 年 8 月、205 名の第一陣が来日した。彼らが出入国管理及び難民

認定法（以下「入管法」と称する）に定める「特定活動」の在留資格を得て日

本で働くためには、看護師であれば年 1 回行われる国家試験に入国後 3 年以内

に、介護福祉士であれば日本で 3 年間の実務経験をした後の 1 回の国家試験に

合格しなければならない。期間内に試験に合格しないと、帰国しなければなら

ない。 

その試験だが、看護師や介護福祉士の国家試験は日本人にとってもかなり難

しい試験である。いくら専門知識は十分であっても、日本語を６ヶ月勉強した

だけのインドネシアの人が試験に合格するのはほとんど絶望的だ。結局、試験

浪人中の外国人を労働力としてこき使う恥ずべき制度として国際社会から非難

を浴びることになろう。 

それだけでは済まない。来日した人の 100％近くが不合格となり、帰国を余儀

なくされれば、インドネシア政府の反発は必至で、外交問題に発展するだろう。

最悪の場合は、インドネシアの人たちから「同胞の誇りを傷つけた日本で看護

士や介護福祉士の仕事をするのはお断り」と言われかねない。 

 こういう「建て前は歓迎、本音は排除」の外国人受け入れ制度に代えて、日

本型移民政策の典型である「社会福祉外国人材育成制度」を提案する。 

まず、看護専門学校（3 年制）と介護福祉士養成学校（2 年制）に外国人看護

師および外国人介護福祉士を育てるための専門コースを設け、日本語をはじめ

専門知識を教える。つぎに、専門コース修了者に看護・介護の現場で一年間の

実技訓練を受けてもらう。一連のプログラムを終えた外国人が日本で働くこと

を希望し、病院・介護施設が正規職員で雇用することを条件に就労と定住を認
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めるものだ。 

尐子高齢化で人材不足が深刻化する看護・介護福祉分野については、2025 年

までの長期目標として「外国人看護師・外国人介護福祉士 30 万人計画」を立て、

必要な外国人材を確保するための制度構築を急ぐべきだ。その場合、入管法の

改正による「看護・介護」の在留資格の新設が不可欠である。さらに、永住許

可基準および国籍付与基準の緩和も必要だ。 

外国から看護・介護従事者を移民として受け入れる仕組みを作り、実際に外

国人が安定した地位で働くようになれば、親身に世話してもらった患者や高齢

者、その家族は外国人に感謝し、日本人の外国人観はたちまち好転するはずだ。 

海外では、漫画、アニメなど日本文化に興味を持つ若者の日本語学習拠点で

ある「ジャパン・カルチャー・センター」（通称ドラえもん学校）を欧米先進国

並みに拡充する。そのうえで、世界各国で発掘した親日家の青尐年を移民とし

て受け入れ、教育機関や就職先を世話し、できるだけ早く日本国籍も与える。 

日本型移民政策の成否は、世界中の青尐年を日本の高等学校・大学・大学院

などの高等教育機関に引き寄せ、高度人材に育て上げることができるかどうか

にかかっている。その意味では、2008 年 7 月、当時の福田康夫内閣が打ち出し

た留学生 30 万人計画は日本型移民政策の強力な推進力となるものだ。 

世界最高水準の留学生教育を実施する態勢を整備し、世界各国から幅広く学

生を受け入れる留学生政策を推進し、留学生 30 万人の受け入れを早期に実現す

べきだ。その場合、頭脳流出を促すような政策は発展途上国の経済発展にとっ

てマイナス以外のなにものでもないことを忘れてはならない。 

 日本の高等教育機関で外国人材を立派に育て、希望すれば就職を支援して日

本に定住してもらう。同時に、帰国して日本で学んだ知識や技術を生かし、母

国の経済発展に貢献する外国人材もていねいに教育する。このような懐が深い

「育成型移民政策」こそ外国人受け入れの真のあり方だと考える。 

 現在、日本の高等教育機関を卒業した留学生の日本での就職率は 3 割足らず

にすぎない。一方、国内市場の縮小で世界市場に活路を見いだすしかない日本

企業にとって世界で通用するグローバル人材の確保は死活問題である。企業は

足元の日本で学ぶ留学生に目を向け、世界に羽ばたく金のたまごを見つけては

どうか。国は育成型移民政策の本格始動への助走と位置づけ、留学生の国内就

職率 7 割を目標とし、日本で職に就き、永住する留学生を増やすための施策を

実行に移してはどうか。 

国は先頭に立って留学生に対する就職支援を行う。社会人になった留学生に

は速やかに永住を許可する。世界市場に打って出る企業は先陣を切って留学生

の採用を増やす。留学生の多くが日本で仕事が見つかり、移民の地位を得れば、

元留学生の移民の中から世界を股にかけて活躍する人材が輩出するだろう。 
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勉学意欲の旺盛な外国人に思う存分勉強してもらえる教育研究環境を整える

ことが緊急の課題である。留学生教育のレベルアップを図るための大学制度改

革、奨学金制度の充実および留学生宿舎の建設は待ったなしだ。 

 留学生を雇用する企業の意識改革も必要だ。特に、世界市場の比重が大きい

企業にあっては、外国人社員の比率を飛躍的に高め、国籍・民族に関係なく能

力本位で地位と給与を決定する経営風土を築いてもらいたい。日本企業が世界

市場で勝ち抜くには、多言語を修得し、多文化を背景に持ち、グローバルな視

点から発想する留学生の才能を引き出し、活用する態勢を敷く必要がある。副

産物として日本の若者のグローバル志向と競争心の高まりも期待できる。 

そして留学生 30 万人計画を前倒しで達成のうえ、さらにその上を目指し、政

府は本命の「留学生 100 万人計画」に取りかかるべきだ。留学生 100 万人体制

は教育立国の象徴であって日本型移民国家を支える大黒柱である。日本の高等

教育機関は世界の頭脳が集まる人材の宝庫にして移民の豊かな供給源となる。 

留学生 100 万人計画が着実に進行し、留学生の 7 割が日本で就職し、移民に

なる体制が確立されれば、移民 1000 万人の達成は秒読み段階に入るだろう。日

本で専門知識や先端技術を修得した新進の移民たちが縦横無尽の活躍をする

「日本型移民国家」の完成は近い。 

ここで既に日本に入っている移民の問題について見ておこう。 

約 30万人の在日ブラジル人の多くが、愛知県豊田市から静岡県浜松市にかけ

た地域に住んでいる。この東海地方の一帯には、トヨタ自動車を筆頭にホンダ、

スズキ、ヤマハなど、自動車産業が集中している。こうした大企業の系列メー

カーが、価格競争力を確保するため、低賃金労働者として組織的に雇用してい

るからだ。 

 これらの下請け会社、孫請け会社で働く日系ブラジル人は、雇用契約期間を

限定して採用される期間工や、人材派遣会社から製造ラインに派遣される間接

雇用の労働者がほとんどである。 

 リーマン・ショックを契機とする世界同時不況が長引く中で、こうした非正

規雇用労働者などに対する企業の社会的責任が厳しく問われる局面に入ってい

る。 

 国際的にも、国際標準化機構（ＩＳＯ）が企業の社会的責任に関する規格策

定に取り組むなど、最優先の課題になっている。その規格案の外国人関連条項

を見ると、「移民、出稼ぎ労働者およびその家族」を特別な注意を払うべき社会

的弱者のカテゴリーとしてあげ、「組織は、移民、出稼ぎ労働者およびその家

族の権利を尊重し、これらの権利を尊重する風潮を推進するよう努力すべき」

とされている。労働慣行については、「人種、皮膚の色、性別、年齢、国籍また

は出身国、民族または社会的出身などを理由に、あらゆる労働慣行において差



8 

 

別してはならない。これには、採用、選定、訓練へのアクセス、昇進および解

雇を含む」と定めている。 

 こうした世界の趨勢にもかかわらず、世界大不況の影響が日本に及んだ時、

自動車産業は先頭を切って日系ブラジル人を大量に解雇した。 

建前上は雇用期限・派遣期限の到来とともに更新をしなかっただけだと言っ

ても、実質的には雇用形態を奇禍として切り捨てたと批判されてもいたしかた

ないだろう。ここでは非正規雇用自体の問題性はあえて問わないにしても、そ

もそも先祖の故郷へ期待に胸を躍らせて帰ってきた日系ブラジル人がそういう

不安定な雇用形態の下に置かれていたことが問題だ。 

 ブラジルに移民した日本人の子孫である在日ブラジル人の問題をどう解決す

るかは、移民立国に向けて、日本人の姿勢と力量が問われる試金石だと考えて

いる。私たち日本人は、容姿がそっくりで、事実、日本人の血を受け継いでい

る「移民」とどう向き合っていくべきか。もし、最も日本人に近い存在の移民

とのあいだでさえ共生できないのであれば、およそ異なる民族とまじわること

で日本の活力を取り戻すという希望はかなえられないだろう。 

 日系ブラジル人を社会の片隅に追いやってはならない。特に子供には、社会

に適応してもらうため、十分な日本語教育が必要だ。つぎに、安定した生活を

送れるよう、職業訓練など就職支援に力を入れなければならない。この二つの

仕事を国が責任を持って実施する体制を早く作る必要がある。 

 そのような意味では、2009 年 1 月、内閣府に「定住外国人施策推進室」が設

置されたのは画期的なことだと評価できる。これによって、失業中の在日ブラ

ジル人およびその家族に日本語教育と職業訓練を施し、就職相談に乗る体制が

整備された。 

 自動車産業のみならず日本企業の代表であるトヨタ自動車には、企業の社会

的責任の見本として是非やってもらいたいことがある。日系ブラジル人の子供

を教育訓練する「トヨタ職業訓練学校」の創設だ。トヨタ系列の工場で働いて

いる在日ブラジル人の子供を、時間をかけて熟練技能者に育て上げ、親の後継

者としてトヨタグループの正社員に採用する新しい枠組みを作ってほしい。 

 このトヨタ方式の移民受け入れプログラムは日本型移民政策のモデルケース

になるだろう。日系ブラジル人の尐年たちは生きがいを見いだし、日系ブラジ

ル人社会は大喜びするにちがいない。 

 


