
１──問題と構成

「人口減少時代における〈移民〉と社会的

排除」というテーマで報告いたします。先ほ

どの岩間報告は、日本の「格差社会論」につ

いて真正面からメスを入れるものでしたが、

私の報告では、やや視点を変えてみたいと思

います。

“格差社会”について考える際、社会の周

縁におかれた「下層」（あるいは「貧困層」

「最下層」）に目を向けることは決して珍しく

ありません。本報告においても、“格差社会”

日本の「下層」について検討することが重要

なテーマとなります。では、日本の「下層」

といった場合、それは誰で、どういう存在な

のでしょうか。その問いのなかに、移民（な

いし外国人労働者）の存在を前景化させると

いうのが私の着眼点です。この点で、岩間報

告と照らして異なる光景を捉えることになる

でしょう。

加えて、こうした問いに移民を登場させる

ことは、「格差社会論」そのものを相対化す

るだけではありません。「格差是正に向けた新

たな社会構想」をめぐる言説について考える

とき、そこに欠けている視点の一つを提示す

ることになるはずです。このあたりは、後の

渋谷報告に関係して

くるかもしれません。

このように本報告

では、お二人のご報

告を意識しながら、

“格差社会”と称さ

れる後期近代の日本

社会のあり様を、人

口・移民・社会的排除といった観点から検討

したいと思います。

全体の議論の流れとしては、まず昨今の

「移民（外国人労働者）受け入れ」論議のき

っかけともなった日本の将来人口予測と「受

け入れ」論議の内容を第 2 節で検討し、第 3

節では改めて、日本において〈移民〉という

言葉の持つ意味とその動態を、戦後の人口変

動や社会変動との関係から歴史的に考察した

いと思います。第 4節では、現在的な問題に

立ち戻り、“格差社会”の到来によって、日

本人の貧困層と周辺化された在住外国人とが、

同じような階級的な問題を抱えつつあること

を確認します。そして、最後に「移民の受け

入れか否か」「包摂か排除か」というシナリ

オに欠けている視点と、今日の日本社会に移

民問題が不可視になっている要因を考えたい

と思います。

195
和光大学現代人間学部紀要 第1号（2008年3月）

人口減少時代における〈移民〉と社会的排除

挽地康彦 HIKICHI Yasuhiko



２──人口減少時代の到来：
「移民受け入れ」論議の再燃

2-1. 日本の人口予測とヴァーチャルな移民

日本の労働力人口は1995年（8,726万人）

にピークに達したあと下降しはじめ、総人口

は2005年（1億2,777万人）から減少傾向に転

じています（図１参照）。総人口の減少とい

う戦後初の事態を誘引した背景に、急速な少

子高齢化の進展があることは疑いの余地がな

く、今後さらにこの傾向に拍車がかかること

も予測され、“持続可能な社会”の構築は不

安視されています。

こうした、減少する国内人口への危機感は、

本格的な少子化対策の必要性を提起し、それ

と並行して、即効性のある移民の受け入れを

検討する舞台も用意しました。

たしかに、移民や外国人労働者の受け入れ

をめぐる議論は過去にもありました。1980年

代半ば～1990年代前半にかけて起こった、い

わゆる「第 1 の論争」と呼ばれるものです。

この時期、プラザ合意（1985年）による円高

を背景に、労働力が不足する分野へ多くの出

稼ぎ目的の外国人労働者が流入しています。

これに対して、1990年代末から登場する

「第 2の論争」は、停滞する日本経済と少子高

齢化する将来への危機感を背景にしています。

例えば、国連人口部の「補充移民Replace-

ment Migration」報告（2000年）では、「年平

均65万人の移住労働者を50年間受け入れ続け

なければ、日本は1995年時点の生産年齢人口

を維持できない」と推計されました。日本社

会における移民受け入れの模索は、「労働力

人口の減少」という事態に直面して再燃した

わけです。

もとより、人口減少の要因である「出生率

の低下」はすでに70年代後半からはじまって

おり（第 2 の人口転換）、本来ならばその際
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図１．日本の人口推移（1920年－2050年）

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、「10月1日現在推計人口」、2006年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）
注：1941～1943年は1940年と44年の年齢3区分人口を中間補間した。1946～71年は沖縄県を含まない。

出典：内閣府『少子化社会白書 平成18年度版』（2006年12月）より抜粋。



の少子化に伴う議論や政策に「今日の受け入

れ論議」が加わるべきだったと考えられます。

しかし、当時の「受け入れ」論議（第 1の論

争）はバブル期の労働需要にのみ起因するも

のでした。

このように、論議を促す状況認識はその

時々で異なりますが、その反面、受け入れに

関する政策基調そのものは変わりません。受

け入れ方針は依然として、「専門的・技術的

労働者は積極的に受け入れ、単純労働者の受

け入れは慎重に対応し、移民の受け入れは時

期尚早」という枠組みが継承されています。

つまり、移民の受け入れにかかわる入管政策

は、一貫して、社会経済システムとは異なる

次元ないし論理で動いているわけです。

さらに、ここで看過できないのは、第 2 の

論争の契機となっている将来人口予測の性格

です。概して、人口予測は政策目的のバイア

スを抜きに解釈することはできませんが、日

本の人口学的なシミュレーションはある種の

系統的なまなざしに基づいて作成されていま

す。具体的にいえば、政府系機関による人口

予測には、労働力人口の「実績値」に在日の

外国人労働者数が含まれず、労働力人口の

「推計値」にしても新たに流入する外国人労

働者数が算出されていません。そのように日

本人のみの人口変動を基礎にしていることは

確認しておくべきでしょう。一方で労働力不

足を解消するために外国人労働者の受け入れ

を検討しておきながら、他方でグローバルな

移住労働力を想定しない人口予測を続けてい

るわけです。

こうした人口学的シミュレーションにおい

ては、すでにEPA（経済連携協定）によって

受け入れが予定されている外国籍の看護・介

護労働者などはヴァーチャルな存在でしかあ

りません。

2-2. 空疎な「受け入れ」論議

他方、日本における外国人労働者の動きを

みると、積極的に受け入れようとしている専

門的・技術的労働者の数はさほど増えずむし

ろ減少し（「興行」資格の取締強化の影響）、

逆に単純労働の実質的な担い手たち（定住者、

研修生・技能実習生、「不法」就労者）は増

加しつつあるなど、政府、財界の思惑や受け

入れ方針との間にズレが生じています（表 1

参照）。

また、昨今の受け入れ論議では、すでに定

住する外国人労働者とその家族が抱える社会

問題（雇用、教育、医療、社会保障など）が

棚上げされ、ホスト社会日本の現状を分析す

る視点も欠如しています。要するに、この論

議はもっぱら、移民を選別しつつその移動を

いかに制御するか、移民を受け入れた場合に

どのようなマイナス影響があるかといった点

に比重が置かれ、人口減少社会の現実から乖

離しているのです。

そもそも日本に来るか来ないかを決めるの
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日本で就労する外国人労働者数（2005年）

専門的・技術的分野の就労者 約18万人

特定活動（技能実習、ワーキングホリデー等） 約6.3万人

資格外活動（留学生等のアルバイト） 約10万人

定住する就労者*（日系人等） 約9.6万人

不法残留者** 約20.7万人

合計 約64.6万人

＊「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格
をもつ直接雇用の就労者。間接雇用（派遣・請負）は含まれない。
定住する就労者数（2005年）は、厚生労働省「外国人雇用状況報
告」（平成18年6月1日現在）より抜粋。
＊＊在留資格別にみると「短期滞在」「興行」「留学」「就学」「研修」
の順で高い割合を占める。これらの資格の在留期間が超過し「不
法残留」（オーバーステイ）となった者の多くは、「不法就労者」
として働いている。
注）この推計に、定住資格の間接雇用や研修生の数を加えると75万
人を超えると思われる。

表１．専門・技術労働者と単純労働者



は、あくまで移民自身であり、日本政府では

ありません。この点を看過する受け入れ論議

は、いわばオリエンタリズムの構え──「ど

うしてもとお願いされて困っているので、し

ぶしぶ受け入れを考えている」とでも言いた

げな──を露呈しているといえます。

それでは、政府をはじめ、受け入れ論議を

牽引する政治的アクターが、労働力需要と移

民管理のジレンマのなかで「うまく舵を切れ

ない」のはなぜでしょうか。逼迫する社会の

現状を正面から取り上げようとしないのはな

ぜで、そうした振る舞い方はどこに由来する

のでしょうか。見方を変えれば、「舵を切れ

ない」のではなく「あえて切らない」のでは

ないかとも考えられます。だとするなら、そ

の理由は何か。

ここから考察を進めるためには、移民をめ

ぐる問題を「受け入れ」論議のみならず、ひ

ろく近代日本の移民史のなかに位置づけ、日

本の社会変動や国家の変容との関係において

見直さなければならないと考えます。これま

で、人口減少時代の「移民受け入れ」に関す

る先行研究（cf. 井口2005；高梨編2005；吉

田2005）では、日本社会への批判的かつ歴史

的な分析が尽くされておらず、ここで一旦歴

史に立ち返って整理する作業は欠かせません。

周知のように、かつて移民の送り出し国で

あった日本は、1970年代後半から受け入れ側

に回っています。本報告のタイトルで移民と

いう言葉を〈 〉に括ったのは、この言葉に

移出と移入の二重の意味をもたせたかったか

らです。移民問題、あるいは外国人労働者問

題とは日本社会の問題であり、移民の送り出

し方や受け入れ方は、その国の近代国家とし

ての特徴を端的に表します（伊豫谷・杉原編

1996）。この意味で、人口減少時代の移民問

題は、シンポジウムのテーマに掲げられた

「“格差社会”日本のゆくえ」と無関係ではな

いのです。

３──歴史を思い出すこと：
「人口増加」時代との対比

3-1.「人口増加
．．
時代における〈移民〉」と

「人口減少
．．
時代における〈移民〉」

本報告のタイトルには、「人口減少
．．
時代に

おける〈移民〉」という言葉を掲げています。

近代日本の社会変動と国家の変容という視角

から今日の「受け入れ」論議を再考するにあ

たり、この言葉を「人口増加
．．
時代における

〈移民〉」と対比させてみたいと思います。こ

れは単なる言葉遊びではありません。この対

比のなかには日本社会を批判的に検討するた

めの、そして近代日本社会の〈移民〉を「格

差」「貧困」の観点から考察するための重要

なポイントが隠されています。

手始めに、移民現象を人口変動との関係か

ら整理すると、「人口過剰→移民送出」「人口

過小→移民受け入れ」という構図が成り立ち

ます。前者の移民は①日本から海外へ移動し

た民であり、後者の移民は②海外から日本へ

移動した／する民を指します。さらに、この

構図を出稼ぎと定住化の観点で捉えれば、前

者は日本人の開拓農民や出稼ぎ労働者、後者

はアジアや南米からの出稼ぎ労働者として現

れ、どちらも移住先で定住化してきた経緯が

あります。もちろん、帰国した者も少なから

ず存在します。

戦後日本の移民史のなかでは、1970年代を

境に①から②へと移行しますが、ここで考え

たいのは、〈移民〉のベクトルが変わる、そ

の転轍機の役割を果たした社会変動と国家の

変容です。
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人口増加の時代、それは第二次世界大戦に

よる減少を経たすぐ後から認識されています。

いわゆる「人口ボーナス demographic bonus」

と呼ばれる時代で、70年代前半まではこの

“特典”を原動力に高度経済成長を成し遂げ、

福祉国家を形成し、「総中流社会」をもたら

しました。

他方、人口減少の時代である現在は、「人

口オーナス demographic onus」の時代です。

低成長経済を立て直すには高齢化した人口は

“重荷”となり、福祉国家は1973年のオイル

ショックを期に限界を迎え、社会保障はすで

に制度疲労をおこしています。さらに90年代

後半からは非正規雇用の拡大も伴って“格差

社会”の言説が現実味をもって受け入れられ

るようになっています。

こうした時代の大きなうねりを〈移民〉の

視点から眺めた場合、日本人移民はなぜ出稼

ぎ労働者として海外へ渡ったのか、この出来

事は「ニューカマーズ」と呼ばれるアジアや

南米からの出稼ぎ労働者の流入とどのように

関わるのか、といった問いが浮かび上がるで

しょう。というのも、戦後日本人の海外移民

が存在した時期は、労働力が不足する高度経

済成長期と重なっており、逆に外国人労働者

を受け入れはじめた時期は低成長時代に突入

した時期と重なるからです（図 2 参照）。管

見の限り、この論点を追求した研究は見当た

りません。

この「ナゾ」を解くために、次項で「人口増

加時代における海外移民」に焦点を当て、つ

づく第 4節で「人口減少時代における外国人

労働者」について論じていきたいと思います。

3-2. 人口増加時代の底辺労働者と海外移民

戦後日本における福祉国家の展開を考える

うえで見失われがちなのは、そのプロセスが

1970年代前半までの開拓農政や移民政策の歴

史と並行している点です。従来の福祉国家研

究もまた、国内的な枠組みの中で論じられて

きたために、国境を越える人々の移動を捉え

ることができずにいたといえます。

そこで本項では、戦後日本の福祉国家形成

史と開拓・移民史の両視角から、底辺労働者

（貧困層）の供給と排出のメカニズムに注目

したいと思います。

まず供給メカニズムからみると、戦後の福

祉国家形成は、その前提において、第2次産

業へ供給される労働者が充分に確保されるこ

とによって可能となります。旧西側のヨーロ

ッパ諸国は戦後、経済成長を遂げるにあたり

外国人労働者を受け入れたことで知られてい
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図２．二つの時代、二つの社会、二つの移民

日本人の海外移民

A. 人口増加の時代：「人口ボーナス」の社会

改定入管法（1990年）以降増加

高度経済成長 → 福祉国家 →「総中流社会」

外国人労働者
new comers

B. 人口減少の時代：「人口オーナス」の社会

低成長経済 → ポスト福祉国家 →「格差社会」



ますが、日本の場合は、新たな外国人労働者

を受け入れることなしに経済成長を達成した

とみられる点が特徴です。無論、オールドカ

マーズが果たした役割を忘れてはなりません。

日本の福祉国家は、こうした経済成長をバ

ネに形成されますが、そもそも新たな外国人

労働者を受け入れずに済んだ理由は、その代

替的機能を果たす者として、主に東北地方か

らの集団就職（新規学卒者）や農村からの出

稼ぎ労働者が膨大に存在していたからです

（図3参照）。

具体的には、まず戦後復興期に、“金の卵”

と呼ばれた新規学卒者の集団就職が新たな労

働力として注目されます。そして復興期から

経済成長期に移ると、教育機会の拡大や進学

率の上昇によって集団就職は減少し、求人難

の時代が到来します。それによって都市にお

ける労働需要は逼迫するのですが、今度は、

二三男問題に苦しむ農山村の半失業農民が、

「出稼ぎ」のために底辺労働者として京浜な

ど太平洋ベルト工業地帯へ流れてきます（cf.

近藤編 1983）。このとき、「社外工」や「日

雇工」の出稼ぎ農民が集中的に流入したのは、

いわゆる「ドヤ街」など隔離されたインナー

シティでした。

地方農村から工業都市へ労働力が供給され

た反面、福祉国家形成期の零細農民や炭鉱失

業者のなかには貧困解消のために国内の開拓

地（北海道など）や海外（ブラジル、ドミニ

カなど）へ移住した者も少なくありません。

この流れは、非常に興味深いものです。

戦後日本の国内・海外移住の背景には、終

戦直後の荒廃した経済や引揚による爆発的な

人口増加などの問題があり、戦災難民や失業

者をはじめとする余剰人口の一解決策として、

つまりは貧困層を排出する目的で、初期の開

拓農政や海外移住政策が行われたとみること

ができます（若槻・鈴木 1975；野添 1976）。

復興期に限らず、図４が示すように、高度経

済成長期（前半）にも出稼ぎ先を海外へ求め

た人々が少なからず存在しています。そして、

経済成長が国民所得の向上というかたちで現

れてくると、海外移住に対する魅力は低下し、

1960年代以降、移民総数は徐々に減少してい

くのです。

日本の戦後史をこのように辿ると、たとえ

ば福祉国家の「完全雇用」神話は、日本的経

営の展開とは別の側面において、底辺労働者

の供給と貧農の海外移出を担う開拓農政・移

民政策によって支えられたと考えられます。

さらに、海外移民はもちろん、農村からの出

稼ぎ労働者もまた、「定住者」向けに構想さ

れた社会保障（安全網）からこぼれ落ちてい

たことを付け加える必要があります。

1960年代に海外移民政策が衰退し、減反政

策などで1970年代前半に開拓行政が終結する

と、農村からの新規労働力供給は枯渇し、中

小企業での労働力不足が本格化していきます。

しかも、それは好景気による労働力不足では

ありません。同じ時期にオイルショックが招

いたインフレは、高度経済成長時代の終焉を

もたらし、福祉国家も危機を迎えていたので

す（図５参照）。

つまり、「ポスト福祉国家」のはじまりは、

国内の追加的労働者の供給メカニズムが機能

不全に陥ったことにより、新たな底辺労働者

として外国人労働者を受け入れる条件が揃っ

た時期（1970年代後半）と重なります。しか

も、それまで日本人の「下層」に位置する者

たちを社会から放出・隠蔽してきた機制（海

外送出、国内での空間的セグリゲーション）

は、そのまま外国人労働者を社会の〈外部〉
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図５．1970年代前半の福祉国家と開拓・移民政策の転換

福祉国家の危機
（石油危機─「小さな政府」）

開拓農政の終結
（減反政策─農村人口の減少）

海外移民政策の衰退
（移住希望者の減少）

↓
新規労働力供給の枯渇

↓
都市（中小・零細企業）の労働力不足

↓
外国人労働者の受け入れへ

図６．インナーシティへの隠蔽（例：横浜寿地区）

【ドヤ街】東北出身の出稼ぎ農民

退去強制

← ニューカマーの外国人労働者
（不法滞在、不法就労の場合）

↓

＊折れ線は、農業就業人口に占める出稼ぎ者数の割合（％）。1962年、1963年は12月統計、1965年以降は2月統計。
出典：清水弟 1978『出稼ぎ白書』（p.183）をもとに筆者が作成
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図３．秋田県における出稼ぎ者数と農業人口に占める割合*の推移（1962年－1977年）
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＊「援助移民」とは、日本政府から援助助成を受けて移住する形態を指す。折れ線は、移民総数のうち援助移民が占める割合（％）
を示している。なお、1971年以降も海外移民の存在は確認されているが、その統計は外務省から発表されていない。
出典：若槻・鈴木 1975『海外移住政策史論』（p.181）をもとに筆者が作成
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図４．海外移民の総数と援助移民の割合の推移（全国 1952年‐1970年）
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に位置づけるものとして機能していくのです

（図６参照）。

４──人口減少時代における外国人
労働者

4-1. “格差社会”と外国人労働者

このように、日本人の出稼ぎ農民とニュー

カマーの外国人労働者は、「ポスト福祉国家」

の社会下層においてトレードオフの関係にな

ります。もちろん外国人労働者といっても

様々ですが、「下層」の住人となるのは東南

アジアや南米出身のブルーカラー層が中心で

した。先に述べたように、日本政府は単純労

働者の受け入れを認めていませんから、これ

らの労働者は「フロントドア」や「バックド

ア」といった政府の便宜主義的な調整弁によ

って需要過多な産業領域に送り込まれ、「下

層」へ配置されたといえます。したがって、

日本経済の二重構造のなかにいた外国人労働

者にとっては、“格差社会”という概念が生

まれる前から、「格差」は現実世界だったの

です。

では、90年代後半からはじまる日本の“格

差社会”は、外国人労働者とどのような関係

にあるのでしょうか。例えば、使い捨ての不

安定就労や労災、ピンハネ、無保険などの労

働環境は、就労制限のない定住外国人労働者

にとっても新しい状況とはいえません（挽地

2004）。労働力市場における雇用の流動化に

しても、間接雇用される外国人労働者は段階

的に増大したにすぎない。おそらく、“格差

社会”の現実化に伴って生じたのは、外国人

労働者を取り巻く地理的空間の新たな不可視

化でしょう。

派遣や請負等の間接雇用の拡大は、外国人

労働者のモビリティを高めただけでなく、イ

ンナーシティから地方工業都市へと、彼／彼

女らの「労働－居住空間」を変容させていま

す。例えば、横浜市の寿地区が象徴的ですが、

現在のインナーシティは外国人労働者の数が

激減し、高齢化した「福祉の街」へと変貌し

ています。そして代わりに、日系人や研修生

たちが復興にかける地場産業の安価な担い手

として疲弊する地方へ流入しているのです。

90年代以降に現れた日本人の「格差」や

「新しい貧困」の問題は、従来の「放出・隠

蔽の機制」ではもはや不可視化できなくなっ

たがために、“格差社会”として現出してい

ると考えられます。これに対して、定住外国

人や研修生たちの抱える問題が地理的にも社

会構造的にも依然として潜在化しやすい状況

にあるのは、地域格差の問題に隠れる形で

彼／彼女らの空間的セグリゲーションが継続

しているためだといえます。定住化を進める

移民の「格差」や「貧困」問題は、“格差社

会”のなかでも置き去りにされているのです。

4-2. 「格差社会論」と「社会的排除」

それでは、「格差社会論」は貧困問題をど

のように捉えているのでしょうか。岩田正美

さんによれば、「総中流社会」から「格差社

会」への転換を危惧する見方には、①〈中流〉

生活から脱落するミドルクラスの不安に焦点

を当てるものと、②二極化の下方に蓄積され

た〈貧困〉に焦点を当てるものとがあり、日

本の格差社会論のまなざしは、概ね①に照準

しています（岩田・西澤編2005；岩田2006）。

“格差社会”という言葉にリアリティを与

えているのは、フリーターやニート、シング

ルマザー、ホームレス、ネットカフェ難民な

ど「新しい貧困」に直面する、もしくは、そ

れと隣り合わせにいる者たちの生活です。こ
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のような現代の貧困に対して、格差社会論は

〈中流〉というポジションから理解しようと

します。今日の貧困対策にしても、それは

「自立支援プログラム」という看板を掲げた

ワークフェア（就労─福祉）政策にすぎませ

ん。この政策では、貧困層の中でも〈自立〉

というゴールに近い層は救済され、自立でき

ない貧困層は「社会的排除」（social exclusion）

の対象になってしまいます（cf. 岩田 2006）。

〈自立〉への努力を怠ったとみなされると、

社会の「下層」に固定化され、社会関係も切

断されていくという貧困のスパイラル、これ

が社会的排除です。

ただ、興味深いのは、格差社会論のまなざ

しと貧困問題の間にあるこのような隔たりは、

一方で経済格差をベールで覆い隠すように働

きますが、他方で「階級」の存在（ミドルク

ラスとアンダークラス）を可視化させてもい

ます。のみならず、日本人の貧困層と周縁化

された外国人労働者の間に、階級的な相同性

をも想起させます。つまり、不安定就労、無

保険、社会的孤立などの問題に直面する日本

人の貧困層は、外国人労働者が受けてきた社

会的排除を追体験しているのではないか、と

いうのが私の主張です。であれば、不安定就

労層にいる日本人と外国人との間で、職をめ

ぐる競合や失業をめぐる抗争が顕在化してい

ても不思議ではありませんし、そこから階級

的な連帯が生まれてくる可能性もあります。

５──「包摂か排除か」というシナリオ
の死角

人口減少時代の「移民受け入れ」論議には、

2 つのシナリオがあると考えられます。一つ

は、新たに移民（外国人労働者）を受け入れ、

社会に統合する「包摂のシナリオ」。もう一

つは、新規の移民を受け入れず、また在住外

国人が抱える既存の問題を放置する「排除の

シナリオ」です。今後、日本はどちらのシナ

リオにそって移民政策を展開していくのでし

ょうか。たしかに、移民の動きそのものは入

管政策によって決定されるものではありませ

ん。しかし一方で、この2つのシナリオが内

包する問題は移民の現実や動向と無関係では

ありません。

「包摂のシナリオ」の場合、移民に対する

「同化」の問題は現在以上に大きな争点にな

るでしょう。「排除のシナリオ」の場合は、

移民をめぐる社会システムの歪みが臨界点を

越え、数々の社会問題となって横溢しはじめ

ると考えられます。とりわけ、存在論的不安

（ontological insecurity）が蔓延する格差社会に

おいては、社会的包摂といっても容易ではあ

りません。移民に対して「包摂に値するか否

か」「援助に値するか否か」という選別的で

道徳的な境界づけが常に行われ、「厄介者」

と判断されれば、社会的包摂はすぐさま社会

的排除へと反転するからです（cf. バウマン

2004=2007；挽地 2007）。「階級間の不平等」

が提起する問題の地平には、「文化間の不平

等」というもう一つの境界線が色濃く投影さ

れているのです。

文化的境界線をめぐる問題は、現代日本の

政治や社会のなかでどのように現れ表象され

ているのか。この問いを含め、定住する外国

人労働者についての思考抜きに新たな移民受

け入れのヴィジョンを描くことはできないで

しょう。「移民の受け入れか否か」を議論す

る前に、すでに多くの外国人労働者とその家

族が定住するホスト社会日本の現状を直視す

ることが先決だと考えます。

日本社会で「移民問題」が先送りされるの
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は、オールドカマーの移民（在日コリアン）

問題を隠蔽してきた姿勢の継承、移民の受け

入れ＝貧困や犯罪の芽の「輸入」というステ

レオタイプなイメージ、かつての高度経済成

長に対するノスタルジーなどの要因が働いて

いるからに他なりません。本報告では検討で

きませんでしたが、これらの問題は定住移民

が提起する問題と同様、「受け入れか否か」

「包摂か排除か」といったシナリオの死角な

のです。
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