
International Migration Outlook: SOPEMI
2011
Summary in Japanese

国際移民アウトルック：SOPEMI 2011
日本語要約

• 本報告書は、高度熟練労働者及び非熟練労働者の一時的移民や永住移民、学生の移民など、OECD 諸国
及び一部の OECD 非加盟国における最近の移民動向、政策を分析したものである。

• 本書には、OECD50 周年と移民に関する継続的報告システム（SOPEMI）の働き、移民の起業、イスラ
エルへの移民という 3 つの特集が収録されている。
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OECD50周年を祝う国際移民と SOPEMI

OECD は常に移民の経済的・社会的側面における分析的業務を行い、意見、経験、ベストプラクティス
（最良慣行）を交換する唯一の場と見なされてきている。同時に、より広範な移民統計の開発が行われ、デ
ータの比較可能性の改善にも大きな努力が払われている。数十年にわたり、OECD 移民作業部会の後援を
受けている「移民に関する継続的報告システム」（SOPEMI）は、移民の動向と政策を監視する唯一の組織
である。SOPEMI は、1980 年代の一時的な「出稼ぎ労働者」移民の一時的な増加と移民政策の引き締め、
1990 年代の鉄のカーテン崩壊後の変化、2000 年代の労働移民に対する関心の再燃を見てきた。2008 年の金
融危機の前には、移民政策緩和に再度疑問を呈した。人口の高齢化と世界経済のグローバル化は、移民の
分野において OECD 諸国に多くの課題を提起している。こうした状況から、OECD は今でも移民動向と政
策を観察し、政策の適否について意見交換する特権的な場として、移民の送出国と受入国双方の経済成長
を後押しするために国際移民を最大限活用していく上で極めて重要な役割を果たしている。

国際移民アウトルック 2011年版による
と、OECD諸国への移民フローは大幅に
減少している・・・

標準化統計を有する OECD24 カ国とロシア連邦を合わせて、居住者人口への永住型移民フローは 430 万
人に達した。永住型移民フローは 2008 年の約 5%減に続き 2009 年も約 7%減少したが、依然として 2007 年
までのどの年よりも上回っている。

・・・特に自由移動移民と労働移民の減
少は顕著である

2009 年の移民減少の大半は自由移動移民の減少によるもので、自由移動移民は 2008 年に比べ 23 万人
強、率にして約 22%減少した。労働移民も約 6%減少し、今や自由流通移動（free circulation movements）と
ほぼ同数となっている。経済状況の影響をさほど受けない他のカテゴリーの移民、すなわち、家族移民と
人道移民は 2008 年に比べ小幅の変動にとどまった。

一時的労働移民は依然として多いもの
の、不景気の影響を受けている・・・

2009 年、OECD 諸国に入国した一時的移民労働者は約 190 万人で、永住移民労働者の約 150 万人を大幅
に上回った。2009 年のこの数字は 2008 年に比べ約 16%の減少である。2008 年も 1%の減少だったが、それ
までの 10 年間は毎年平均 7%増を記録していた。一時的移民労働者で最も多いのは、非熟練農業労働者を
中心とする季節労働者で、2009 年は四分の一以上を占めた。次に多いのは、ワーキングホリデー渡航者
（WHM）で 2009 年は約 20%を占めた。2009 年の企業内転勤者（intra-corporate transfers）は一時的移民労働
者の約 6%だった。

・・・一方、亡命者数は依然として横ば
い

2009 年の OECD 諸国への亡命申請者数は約 36 万 3,000 人で、2008 年とほぼ同じだった。これは、1990
年代の初頭から中葉にかけて記録した過去最高の水準や、2000 年代前半に記録した 60 万人以上という水準
に比べても、比較的少ない。したがって、経済危機は亡命申請数に目に見える影響を与えておらず、速報
データによれば、2010 年も申請数は増えなかった。亡命申請者が最も多かったのはイラク、セルビア、ア
フガニスタンである。

増加する留学生の一部は永住へ

高度熟練移民や高学歴移民の潜在的源泉として留学生に注目する国が増えるとともに、OECD 諸国への
留学生数は 2008 年も増加し、OECD 諸国全体で 2007 年に比べ約 5%増の 230 万人以上に達した。留学生の
送出国を見ると、全体の 18%以上は中国（約 41 万人）、7%はインド（16 万 3,000 人）、5%は韓国（11 万
人）である。「滞在率」ないし「定着率」は推計でオーストリアの 17%からフランス、カナダの 32～33%ま
で幅があるが、大半の国は 20～30%である。
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中国が移民フローのほぼ 10%を、ルーマ
ニア、インド、ポーランドが 5%弱を占
める

2009 年には中国からの移民が移民全体の約 9%を占め、ルーマニア、インド、ポーランドがそれぞれ
5%、4.5%、4%を占めた。移民の絶対数が経済危機前に比べ最も減少した送出国は新規 EU 加盟国、特にル
ーマニア、ポーランド、ブルガリアである。

移民人口は多くの OECD諸国で人口増
に重要な貢献をしている

2009 年には外国出生者人口がデータ入手可能な OECD 諸国の総人口の 14%を占めた。これは、2006 年
に比べると 13%の増加、10 年前に比べると 37%の増加である。OECD34 カ国のうちの 20 カ国で、移民は総
人口の 10%を超えた。ドイツやオランダなど従来の移民受入国（移民人口はそれぞれ 13%、11%）は、ア
イルランド、スペインという新たな移民受入国に抜かれた。

本年版では移民政策の構造的、制度的動
向を審査している・・・

2009 年及び 2010 年の移民政策動向は、一部の OECD 諸国が労働移民への規制措置を導入するなど、幾
分景気下降の影響を受けている。これは特にスペインやアイルランドについて言えるが、政権交代に伴い
労働移民に対してこれまでよりはるかに規制的なアプローチが取られるようになった英国についても言え
る。家族、人道政策や国境管理も今回の審査期間に、理由は異なるものの、引き締められている。

・・・この中には融合政策も含まれる

こうした動きと並行して、新移民、特に家族移民と難民に対象を絞り込んだ融合プログラムが広がりつ
つあるとともに、多くの OECD 諸国が、受入国の言語で意思疎通する能力と受入国の主要な社会制度に関
する知識を高めるために、融合プログラムの規模と範囲も拡充している。2009～2010 年には、特に外国資
格の認証に関する措置など、労働市場への融合に的を絞った措置も顕著で、移民児童の融合が引き続き重
要な政策的関心を惹起した。

本報告書は、経済危機が OECD諸国の移
民の雇用に過度の悪影響を及ぼしてい
ることに注目している

前号及び前々号の「国際移民アウトルック」（OECD、2009 年、2010 年）で指摘したように、移民は景
気下降による大きな打撃をほぼその直後から受けている。2008 年 1-9 月期から 2009 年 1-9 月期の間に、外
国出生者の失業率は全ての OECD 諸国で上昇した。その後、状況は多少落ち着きを取り戻しているものの、
経済成長が全般的に労働力利用率の落ち込みを吸収し切れない状態が続いている。例えばスペインでは、
2010 年第 4 四半期の外国出生者の失業率は、自国出生者の失業率の 18.4%に対し、29.3%に達している。こ
うした状況から、移民など特に大きな打撃を受けている特定の集団に関して、悪影響が長期化する可能性
を排除することができない。

若年層の移民が特に打撃を受けてい
る・・・

多くの国で、若年層の移民は経済危機に先立って比較的不利な労働市場実績を経験する傾向が見られ
た。ドイツを除くデータを入手可能な全ての国で、若年層（15～24 歳）移民の就業率はこの 3 年間低下し
たが、その低下幅は自国出生者の就業率より大きかった。欧州の OECD 諸国平均で、2010 年第 3 四半期の
若年層移民の失業率は、自国出生若年層の 19.6%に対し、 24.5%だった。米国の若年層移民と自国出生若年
層の失業率はそれぞれ 15.8%、18.8%だった（カナダは 19.4%と 14.2%、オーストラリアは 12.9%と 11.3%、
ニュージーランドは 19.9%と 16.4%）。若年層移民の労働市場への統合に対する悪影響が長期化すると、若
年層移民が厄介者扱いされ、社会不安が高じることになりかねないので、悪影響が長期化しないよう、こ
の問題に対処しなければならない。
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・・・ただし、移民女性は男性移民より
影響が少ない

移民男性は労働市場で困難に見舞われているが、移民女性への悪影響ははるかに少なかった。その理由
の 1 つは、移民女性の場合、雇用が経済危機の大きな打撃を受けなかった業種（社会サービスや家事サー
ビスなど）に集中していることが挙げられる。もう 1 つの理由として、移民女性が移民男性の収入喪失分
を穴埋めするために労働力参加を増やした可能性も考えられる。

経済危機の最中及びそれ以降の雇用創
出

不景気な間は、純雇用創出こそ落ち込むものの、新規採用はストップしない。移民の就業者数は、増加
している業種（教育、保健医療、長期介護、家事サービス）もあれば、減少している業種（建設、金融、
卸売り、小売りなど）もある。しかし、解雇された移民労働者が新たな職に就けるかどうかは依然として
不透明である。したがって、こうした状況から、特定のカテゴリーの労働者、特に男性で非熟練や中程度
の熟練労働者の場合は失業が長期化する恐れがある。

2つの特別章が時事問題に充てられてい
る・・・

「国際移民アウトルック 2011 年版」には 2 つの特別章が収録されている。1 つは OECD 諸国における移
民の起業、もう 1 つはイスラエルの国際移民で、後者は今後、新規 OECD 加盟国について取り上げていく
シリーズの一部を成すものである。

・・・OECD諸国における移民の起業と
その雇用創出への貢献

OECD 諸国平均で見て、移民の起業率は自国出生者の起業率と大差ないものの、国によっては、また、
長期的に見ると大きな違いがある。しかし、大半の OECD 諸国では、移民の方が自国出生者より多くの企
業を創業する傾向がある。ただし、移民が立ち上げた企業の方が自国出生者が立ち上げた企業より存続率
は低い。平均で、外国出生者の中小企業自営オーナーは 1.4～2.1 人の雇用を創出しており、自国出生者の
中小企業自営オーナー（1.8～2.8 人）よりわずかに少ない。いくつかの OECD 諸国では移民起業支援策を
導入している。支援策には 2 つのタイプがあり、1 つ目のタイプは、すでに受入国に定住している移民の起
業や事業拡大に対する支援に的を絞り込んだ措置から成る。2 つ目のタイプには、外国人起業家や外国人投
資家の入国や滞在を規制する特別な入国管理政策などが含まれる。これらの入国管理政策は、その人的資
本、金融資本、事業計画がその国の経済的ニーズにふさわしく、事業が成功する可能性の高い起業家を選
別することに狙いが置かれている。

・・・イスラエルへの国際移民とその影
響

750 万人の人口を擁するイスラエルは移民で成り立っている。1948 年の建国以来、イスラエルは 280 万
人の移民を受け入れており、現在のイスラエル人の 4 人に 1 人は外国生まれである。1990 年代初頭には、
主に旧ソ連からの移民が当時の人口の 10%に達したが、その後、移民のペースは OECD 平均以下の水準へ
と鈍化している。イスラエルへの永住移民はほぼ全て「民族的理由」によるものであるが、多くの場合、
移民の方がイスラエル人より学歴が高かった。永住移民の方が自国出生者より就職しやすく、就業率は高
い。しかし、永住移民は資格過剰（高学歴ゆえの就職難）で苦労しており、大半のグループの場合、賃金
は在留期間が長くなるにつれて増えていくが、自国出生者の賃金と完全に同じにはならない。イスラエル
の融合政策は前倒し型かつ選択型のものであり、移民は住宅、訓練、消費に充てる現金とクーポン券の「セ
ット」を支給される。パレスチナ人の越境労働者が長年にわたりイスラエルの総雇用者数の大きな部分を
占めていたが、1990 年代初めからやって来るようになった他の国からの一時的移民労働者（必ずしも正規
の移民労働者ではない）にほぼ取って代わられた。一時的労働移民管理制度によれば、最長在留期間は 5
年で、労働者は特定の業種に限定され、移動も制限される。この制度は、違法な手数料徴収や不十分な検
査など、一連の深刻な問題を抱えており、結果的に、外国人労働者が弱い立場に置かれ、実際の賃金がイ
スラエルの最低基準を下回る場合もある。最後に、一時的外国人労働者がイスラエルの労働市場実績に及
ぼす影響に関する実証分析から、様々な集団が様々なカテゴリーの外国人労働者からプラスの影響を受け
たり、マイナスの影響を受けたりしているという複雑な状況が明らかになっている。
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