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1．移民を完全自由化したら
　第二次世界大戦後、米国が主導する IMF-GATT
体制のもと、貿易自由化によって経済成長が促進
され、サハラ砂漠以南のアフリカを除き、先進国
でも発展途上国でも、人々の平均的生活水準は劇
的に向上した。そして、自由貿易の恩恵を最も受
けた国の一つが、わが日本であることはいうまで
もない。
　それでは、人の移動に関して国境を完全に撤廃
し、移民を全面的に自由化したら、その経済効果
はどのくらいなのか。移民の経済研究の第一人者
であるジョージ・ボーハス教授（ハーバード大）が、
標準的な経済学の分析手法を使ったシミュレー
ションを行っているので、その結果を紹介する（一

部筆者推計を含む）。
　まず、世界銀行の2011年推計に基づき、世界
を6億人が働く先進国（人口11億人）と 27億人
が働く発展途上国（人口59億人）に二分 2した上
で、労働者に帰属する所得（以下、「賃金」）が
GDPに占める割合である労働分配率を70％（資
本分配率30％）、先進国と途上国の賃金格差を4
対 1と仮定する。この二つの仮定は、実際のデー
タと整合的である。
　さらに、先進国・途上国を問わず、労働力の質
は均一と仮定する。移民自由化前の賃金格差は、
それぞれの社会のあり方を反映したもので、先進
国の高賃金は、その社会の構造や制度が、途上国
に比べて、より効率的な経済活動を可能とするも
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Point
❶  移民（外国人労働者）受け入れを拡大するとGDPは増加する一方、賃金は低下。
❷  移民推進は自国民にとっては経済成長政策ではなく、パイの分け前を変える所得再分配政策。
❸  移民推進は経済的格差を拡大するのみならず、共同体を衰退させ、デモクラシーの基盤を掘り崩す。

1    スイスの作家マックス・フリッシュ（1911 年～ 1991 年）が、1965 年に発した警句。移民（外国人労働者）問題の本質をとらえ
たものとして、欧米でしばしば引用され、ジョージ・ボーハス教授の著書タイトルWe Wanted Workers もこの警句から取られ
ている。フリッシュの邦訳作品には『アテネに死す』『ぼくはシュティラーではない』（ともに白水社）などがある。

2    世界銀行は、各国を一人当たり国民総所得に基づき、四つに分類している。ここでいう「先進国」は最上位の高所得国、「（発展）
途上国」はそれ以外を指す。
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のになっているからと考える。したがって、自由
貿易によって同じ貿易財の値段が世界中で等しく
なるように、移民を自由化すれば、低賃金の途上
国から高賃金の先進国に労働者が移動することで、
労働力という商品の値段である賃金も世界中で同
じになる。
　こうした前提のもとで国境を撤廃すると、世界
経済は図表1に示したように、劇的に変化する（原
則として数値は小数点以下を四捨五入）。撤廃後の
先進国社会のあり方については、二つのケースを
考慮する。移民を受け入れても、それまで効率的
な経済活動を可能にしてきた先進国の社会のあり
方が変わらない場合と、途上国からの大量移民で、
先進国の社会が半ば途上国化する場合である。
　先進国社会不変のケースでは、世界全体のGDP
は 57％増加する。先進国経済に対する移民の経済
効果を見るには、移民自身が得る恩恵（賃金）を
除外し、自国（土着；native）労働者賃金と自国
資本に帰属する所得の合計を、移民自由化前後で
比較せねばならない。移民賃金を除外した先進国
GDPは 39％増加する。モノの自由貿易同様、あ
るいはそれ以上に、ヒトの移動自由化は経済のパ
イを大きくする。
　しかし、移民自由化がもたらす劇的な所得増加
は、ものすごい規模の移民を伴う。労働者の家族
も含めて、途上国人口の95％（56億人）が先進
国に移住することになるのだ。その結果、先進国
の賃金は39％減少、ただし移民から見れば143％
増である（自国民も移民も同一賃金）。一方、賃下
げの恩恵を受けて、先進国の資本所得は220％増
加する。実は、移民自由化によって世界全体の

GDPが大きく増加するという主張は珍しくない。
しかし、その場合の移民の規模と先進国の自国労
働者賃金の激減には、ほとんどの論者が沈黙して
いる。
　大量の移民が流入すれば、受け入れる先進国の
社会のあり方は、その経済効率性も含めて、変容
すると考える方が素直であろう。やって来るのは
単なる労働力、働くロボットではなく、人間なの
である。
　いったい、途上国からの大量移民で先進国社会
が半ば途上国化するケースではどうなるのか。こ
の場合、経済効率性は低下するものの、それでも
途上国より生産性が高い社会が維持される先進国
に、途上国人口の84％（50億人）がやって来る。
その結果、世界全体のGDPは 13％増加する。し
かし、社会の途上国化で、移民賃金を除外した先
進国GDPは 7％減少する。社会の途上国化と大量
移民のダブルパンチで、先進国の賃金は56％減少、
それでも移民から見れば74％の賃上げである。一
方、先進国の資本所得は、社会の途上国化による
マイナスを賃下げが十分「カバー」し、108％増
加する。
　ここまでは、途上国から先進国に移住するに際
し、特別なコストはかからないと仮定してきた。
実際には、見知らぬ土地に移動して働くことには、
人間である以上、心理的なものを含め、コストが
伴う。したがって、賃金格差が移動コストより小
さければ、途上国の労働者は本国にとどまること
が合理的行動となる。逆にいえば、途上国賃金に
移住コストを加えたものより先進国賃金が高い場
合は、移住することが合理的となる。このコスト

図表 1　国境撤廃後の世界経済（移住コストゼロ）
先進国社会不変 半分途上国化

世界GDP増加率 57% 13%

先進国GDP増加率（除移民賃金） 39% ‒7%

移民数・途上国人口比率 95% 84%

先進国賃金上昇率 ‒39% ‒56%

移民賃金上昇率 143% 74%

先進国資本所得増加率 220% 108%

出所：Borjas（2015）、一部筆者推計
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を途上国での年収の半分として、国境撤廃後の世
界経済の数値を推計したのが図表2である。なお、
年収の半分というのは、移住時の一時的なもので
はなく、毎年かかるコストである。
　移住のコストを考慮した場合、先進国社会不変
のケースでは、途上国人口の89％（53億人）が
先進国に移住し、世界全体のGDPは 40％増加、
移民賃金を除外した先進国GDPは 36％増加する
一方、先進国賃金は38％減少する。これは移民か
ら見れば146％増であるけれども、移住コストを
引くと、実質賃上げ率は96％となる。先進国の資
本所得は210％増加する。
　大量移民で先進国社会が半ば途上国化するケー
スでは、途上国人口の64％（38億人）が移住す
るものの、生産性低下と移住コストにより、世界
全体のGDPは 1％減少、移民賃金を除外した先進
国GDPは 14％減少する。54％減少する先進国賃
金は、移民から見れば86％の賃上げとなるけれど
も、移住コストを引くと36％の増加となる。一方、
この場合でも、資本所得は80％増加する。
　国境を撤廃すれば、先進国の社会構造がそのま
ま維持できるか、あるいは途上国化してしまうか
どうかにかかわらず、大多数の途上国労働者は、
祖国にとどまるより高い賃金を得られるので、先
進国にやって来る。移住に伴い大きなコストがか
かっても、結論は変わらない。
　移民を受け入れる先進国の方では、途上国から
の安い労働力を利用することで、利益（資本所得）
を大幅に増やすことができる企業も、移民と同じ
く、国境自由化の勝ち組である。一方、移民労働

者による「賃金ダンピング」で、大幅な賃下げを
余儀なくされる先進国の自国労働者は、圧倒的な
負け組と言わざるを得ない。
　先進国における移民推進とは、美辞麗句を取り
去って、その本質を直視すれば、労働者から資本
家への所得再分配政策である。ボーハス教授が指
摘するように、「先進国の労働者が国境撤廃論者に
従うことを拒否するのは、人種差別や外国人排斥
とはほとんど関係ない。単に新世界秩序（New 
World Order）から恩恵を受けないからなのだ」。

2．移民大国アメリカの失われた半世紀
　途上国民の大半が移民するというのは非現実的
過ぎて、そうした思考実験から得られるインプリ
ケーションにどれほど意味があるかという疑問を
持たれたかもしれない。実は、移民大国アメリカ
の実例を見ても、移民推進が所得再分配政策であ
るというその本質は変わらない。
　図表3に示したように、ボーハス教授の推計に
よれば、2015年のアメリカのGDPに対する移民
（労働者の16％）の貢献分は12％を占める。しか
し、移民流入で拡大したパイのうち移民の取り分
を除くと、移民が自国民にもたらす恩恵はGDP

図表 3　米移民の経済効果（2015 年）
対GDP比 増減率

米経済全体（自国民＋移民） 12% 13%

自国民 0.3% 0.3%

　自国労働者 ‒3% ‒5%

　自国企業 3% 12%

出所：Borjas（1995, 2016）、一部筆者推計

図表 2　国境撤廃後の世界経済（移住コスト年収半分）
先進国社会不変 半分途上国化

世界GDP増加率（移住コスト控除後） 40% ‒1%

先進国GDP増加率（除移民賃金） 36% ‒14%

移民数・途上国人口比率 89% 64%

先進国賃金上昇率 ‒38% ‒54%

移民賃金上昇率 146% 86%

移民賃金上昇率（移住コスト控除後） 96% 36%

先進国資本所得増加率 210% 80%

出所：Borjas（2015）、一部筆者推計
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の0.3％でしかない。一方、自国労働者の取り分
は3％減少し、逆に、企業の取り分は3％増えて
いる。先進国にほとんどの途上国民が殺到すると
いう前節のシミュレーションと異なり、移民労働
者が全体に占める割合が「わずか」16％であって
も、賃金（労働所得）は5％低下し、企業の取り
分（資本所得）は12％も増加するのである。
　さらに、欧州諸国ほどではないにしろ、アメリ
カも弱者に配慮した福祉国家であり、やって来る
のがロボットではなく、病気にもなるし子供も産
む人間である以上、移民もその対象となる。移民
に起因する公的インフラへの追加的支出増も含め、
財政負担増が移民の納税額を上回ることは確実で
あり、移民流入のネットのGDP貢献分 0.3％は、
その純負担増で帳消しになるか、マイナスになっ
ている可能性が高い。
　ここまでは労働者を一括して扱ってきたけれど
も、労働者といっても、大企業経営幹部から非正
規雇用の単純労働者までさまざまである。実際に、
移民労働者との競争を強いられ、賃金低下圧力に
さらされるのは、もとから低賃金の職種に従事す
る自国労働者である。移民労働者と競合しないエ

リートたちは、むしろ移民労働の恩恵を受ける側
である。移民推進は労働から資本への所得移転を
もたらすだけでなく、低賃金労働者から高賃金労
働者への所得移転を招く。
　ボーハス教授によれば、移民流入で競合する職
種の労働者が10％増えると、その賃金が少なくと
も3％、場合によっては10％程度低下する。日本
でも、2018年 12月に改正され、2019年 4月から
施行される出入国管理法に基づき、特定の職種に
限って認められる新しい外国人労働者受け入れ策
は、当該職種に従事する日本人労働者の賃金に対
する大きな低下圧力となろう。
　そもそも、アメリカは移民の国とされるけれど
も、これまで常に大量の移民を受け入れてきたわ
けではない。20世紀に入ってから10年ごと（2010
年代のみ 2017年まで 8年間）の年平均合法移民
（永住権取得者）数の推移を示した図表4から明ら
かなように、20世紀半ば数十年にわたって、アメ
リカは移民を厳しく制限していたのである。20世
紀に入って、東・南欧からの移民が激増したこと
から、イギリスを中心とする西欧系が大多数を占
める当時の国民の間で移民制限論が勢いを増し、

図表 4　米国年平均合法移民数（年代別）
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1924年に西欧系を除く移民を大幅に制限する改正
移民法が成立、1920年代半ば以降、移民は激減し
た。
　ところが、それから約40年経った 1965年に、
結果的に今日の大量移民につながる移民法改正が
行われる。法案を提出した国会議員も政府も、こ
の改正は移民送出国の構成が若干変わるだけで、
移民数自体が増加することはないと「確約」した
にもかかわらず、1950年代には年間 25万人だっ
た合法移民数が、1990年代には 98万人に達し、
今世紀に入ってからは、100万人を超える水準で
推移している。不法移民を加えると数はもっと多
くなる。しかも、改正前と異なり、欧州ではなく、
途上国からの移民が大多数を占めるようになった。
　図表5に示したように、アメリカでは、戦後、
生産性（労働時間当たり付加価値）向上に合わせ
て上がってきた民間非管理職労働者報酬（時間当
たり賃金・諸給付）が、1970年代以降、ほとんど
上がらなくなった（1948 ～ 1973年 91％、1973
～ 2017年 12％）。賃金停滞と移民激増が並行して
起こるなか、アメリカの自国労働者にとって、今
日に至るまで「失われた半世紀」が続いていると
いってよい。こうした実情を目の当たりにした大

多数の国民が移民制限を求めているにもかかわら
ず、これまで、共和・民主両党の主流派に支持さ
れた歴代政権は、なんら意味のある対策を打って
来なかった。そこに登場したのが、「アウトサイ
ダー」ドナルド・トランプ大統領なのだ。

3．左翼リベラルの背信
　冷戦終結後、社会主義の「敗北」を受け、左派
政党は市場重視の傾向を強め、経済政策において
右派政党とほとんど見分けがつかなくなった。一
方、資本主義の「勝利」を受けて、右派政党は所
得再分配への配慮を弱め、「金持ち優遇」の傾向が
強くなる。
　左翼リベラル政治家と労働組合の労働者に対す
る「裏切り」は、移民への対応に如実に表れている。
移民流入は、ここまで示してきたように、自国労
働者、とくに移民と競合するブルーカラーの賃金
低下につながる。したがって、弱者の側に立つと
主張するのであれば、本来、移民反対となるはず
である。実際、米労働組合のナショナルセンター
AFL‒CIOは、1980年代まで明確な移民制限の立
場をとっていた。ところが、冷戦後、徐々に主張
を軟化させ、ついに2000年 2月、これまでの立

図表 5　米国労働者報酬と生産性（1973 ＝ 100）

50

75

100

125

150

175

200

19
48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

（年）

生産性
報酬

出所：Economic Policy Institute

労働力を呼んだのに、やって来たのは人間だった



経営センサー　2019.3
7070

場を完全に翻し、移民推進を組織の方針とした。
今日では移民推進は、ブルーカラーの移民反対論
を「ヘイトスピーチ」扱いする一方、グローバル
化と多文化共生を金科玉条とする欧米左翼リベラ
ル政治家の金看板となっている。
　外国人労働者は自国労働者がやりたがらない仕
事をしてくれるので、移民は不可欠という主張が
ある。しかし、先進国で移民が行っているのは、
自国労働者がやらない仕事ではなく、現在の賃金
ではやりたくない仕事である。不法移民を一掃し
たアメリカのある地域で実際起こったように、移
民労働者という選択肢がなければ、自国労働者が
やりたくなる水準まで賃金は上昇する。あるいは、
企業は技術革新で乗り切ろうとする。
　実際、それは高度成長期の日本で起こったこと
である。戦前の大企業大卒社員の家庭では当たり
前だった「女中」は、賃金高騰でほとんど姿を消
した。「人手不足」にもかかわらず、移民を入れな
かったことで、製造現場では省力化が進み、世界
一のロボット先進国となるとともに、高学歴エリー
トと大衆の賃金格差が縮小した。
　格差是正の掛け声にもかかわらず、日本政府が
推進する外国人労働者受け入れ拡大策は、その意
図はともあれ、結果として所得格差拡大をもたら
す。しかも、そのネガティブな影響は経済面にと
どまらない。
　多文化共生推進論者であるロバート・パットナ
ム教授（ハーバード大）は、アメリカにおいて移
民とエスニック・ダイバーシティーがコミュニ
ティーの社会的連帯感（社会資本）を低下させる
ことを示した実証研究を、何年もためらったのち、
政治的主張よりも学問的良心を優先させ、公表し
ている。しかも、連帯感が低下するのは、異なる
エスニック集団（人種）に属する人々の間だけで
はない。同じ集団内の連帯感も低下するのである。
パットナム教授の表現を借りれば、誰もが「自ら
の殻に閉じこもる（hunker down）」ようになる。
移民は経済的格差を拡大するのみならず、共同体
を衰退させ、国民の連帯感というデモクラシーの

基盤を掘り崩すのだ。
　株主価値最大化を金科玉条とする企業経営者や、
国の
4 4

経済成長を最優先する政治家や知識人が、外
国人労働者受け入れに諸手を挙げて賛成するのは、
ある意味「自然」な反応である。しかし、それは
弱肉強食の論理であり、ここまで述べてきたよう
に、先進国における移民推進は、自国民にとって
は経済成長政策ではなく、格差を拡大する方向に
パイの分け前を変える、所得再分配政策なのであ
る。今後、日本において移民の是非を論ずるにあ
たっては、うわべのスローガンに惑わされること
なく、移民推進の勝者は途上国からやってくる移
民と先進国のエリート、敗者は先進国の一般国民
であることを十分に認識することが必要である。
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