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〈論文〉

オーストラリアにおける近年の技術移民政策
―「選別」と「就労」の関係を中心に―

浅　川　晃　広＊

１．はじめに

本稿は、オーストラリアの移民政策において中
心的位置を占める技術移民政策について、ハワー
ド自由党国民党連立政権（1996年から2007年）
とラッド・ギラード労働党政権（2007年以降）
における対応と変遷を明らかにするものである。

近年、いわゆる「グローバリゼーション」の進
展により、国際人口移動は活発化しており、日本
のようなかつて移民を送出していた国においても、
移民の実質的な受け入れは進展している。このこ
とは、移民の受入国の増加と、それに伴って送出
国も多様化していくことともいえる。本稿で取り
上げるオーストラリアにおいても、かつてはイギ
リス本国やヨーロッパからの移民が中心であり、
これが「白豪主義」政策の基盤となっていたが、
特に1970年代以降から、「多文化主義」を標榜し、
多様な出身国の移民の受け入れが進展している。

このことは、かつて人口が過剰であったヨーロ
ッパ地域から、人口が極めて希薄であり、開発上
の必要性から人口増を必要としていた、オースト
ラリアなどへの新大陸へと移動が発生していた状
況からの変化を意味している。現在では、かつて
の移民を送出していたヨーロッパ諸国は、少子高
齢化の進展により、逆に移民の受け入れを進めて
おり、その送出元は、戦後、人口爆発によって特
に若年層が大幅に増加し、低開発状態が発生して
いる開発途上国が中心である。オーストラリアに
おいても、やはり少子高齢化の進展、さらには近
年の経済的好況を背景に、移民の受け入れ数を拡
大しているが、その出身国の多様化が生じている。
事実、1960年代では、約八割がヨーロッパ出身
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であったものの、1990年代にはヨーロッパ出身
者は二割程度に落ち込み、アジア地域やそれ以外
の出身者が多数を占めている状況にある（1）。

こうした、受入国及び送出国における人口構成
の変化、とりわけ、先進国各国における少子高齢
化の進展によって、多くの国が移民を受け入れ、
多くの国が移民を送り出すといった、国際人口移
動の量的および地域的拡大が発生している。

このように、人口構成上の違いによって、国際
人口移動が拡大してきたことと関連して、チャン
ピオンによる「人口的コントラスト（demographic 
contrast）」という概念がある。これは、移民の
送出国と受入国における人口増加率の対比を意味
している。チャンピオンは、その対比の一例とし
て、地中海沿岸の南欧と北アフリカにおける人口
増加率の差は、1960年代では3.3倍であったのが、
1990年代では17.6倍にまで拡大したと指摘して
いる（2）。さらにチャンピオンは、このような人口
の構造的背景の変化、特に伝統的な受け入れ国に
おける労働力人口の相対的減少に呼応するように、
かつての主流であった家族移民が減少し、特に
1980年代以降、専門職労働者、不法移民、庇護
申請者の三種類の移動者が重要性を増してきたと
指摘している。

このような国際人口移動をめぐる近年の状況、
すなわち技術移民の相対的重要性が増す中で、オ
ーストラリアにおいては、近年「資源ブーム」を
基盤とする経済の活況に伴う労働者不足の拡大、
さらに今後の少子高齢化の進展に伴う中長期的な
労働者数の減少への対処といった理由から、積極
的に「技術移民」を中心として移民受け入れ数の
拡大が行われている。こうした移民政策における

「技術移民」への重点の変化について、ホーソー
ンは、ハワード政権後の政策変更に注目し、労働
党政権時の政策と比較しつつ、移民の労働市場上
におけるパフォーマンスの向上について分析し、
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「利他主義から現実主義への変化」であると指摘
している（3）。またマーカスは、技術移民を重点的
に受け入れるなどの、こうした移民政策の変化に
ついて総括し、特に欧州の状況と対比しつつ「オ
ーストラリア政府によって実施されてきた厳格な
コントロールは、国民の大多数によって移民が受
け入れられることの中核」であり、かつ「移民プ
ログラムの成功のために、政府は国民における支
持を最大化するための行動をとる必要がある」と
指摘している（4）。

このように「技術移民」の重点的な受け入れこ
そが、近年のオーストラリアの移民政策における
重要な変化であり、さらに、国民の支持を獲得す
るといった移民政策そのものの維持における重要
な要素となっていることが示されている状況にお
いて、実際の「技術移民」政策の実践を詳細に明
らかにする意義は大きいだろう。

本稿では、こうした背景を念頭に置きつつ、ハ
ワード政権およびそれに続く労働党政権における
技術移民政策について明らかにする。なお、この
ことは、現代の国際人口移動への国家的対応の一
例を明らかにするという意味もあるだろう。

２．ハワード政権への交代に伴う移民政策の 
　　変化

１）「技術移民」の大幅な増加
まず、ハワード政権におけ

る技術移民政策を明らかに
する。1996 年の労働党政権
からハワード政権への政権
交代に伴う移民政策の変化
が顕著に現れているのが、移
民の受入数及びその内実で
ある。図１は、前労働党政権
後半の1991/1992会計年度か
ら、ハワード政権、さらに労
働 党 政 権 に 至 る ま で の
2008/2009会計年度までの移
民の受入数（5）を、「家族」「技
術」「人道」といった枠組み
で示したものである。

これによると、1996年まで

の労働党政権下では、明らかに「家族移民」が主
流であり、全体の半数以上を占めている。1996
年のハワード政権への政権交代に伴う変化は、明
らかに「家族移民」の削減であり、労働党政権末
期の1995/1996会計年度において、56,700人であ
ったのが、ハワード政権初期の1997/1998会計年
度には31,310人となっており、その後は増加し
ているものの、全体の受入数と比較して、増加率
は少ない。一方、「技術移民」については、政権
発足直後の1997/1998会計年度において増加が見
られ、この時点で「家族移民」の受入数を超えて
いる。さらに2000/2001会計年度には前年から約
1万人も増加して44,720人となり、その後は毎年
大幅な増加が図られ、2006/2007年会計年度には、
97,920人にまで至り、全体の受入数の約60％を
超えている。2007年11月の労働党への政権交代
後も技術移民の増加は継続しており、2008/2009
会計年度では114,780人にまで至っている。そし
て、こうした「技術移民」の大幅な増加に伴って、
移民受入総数も飛躍的に増加したことも明らかに
なっている。なお、「人道移民」については約
13,000人前後で、安定的に推移している。この
ことからも、ハワード政権それに続く労働党政権
も同様に、その移民政策は、統計上からみても、
明らかに「技術移民」に重点を置くものであり、
また、それと平行して受入総数も増加させたこと

家族 技術 人道
1991-1992 55900 41400 12000
1992-1993 45300 21300 11800
1993-1994 43200 18300 12700
1994-1995 44500 30400 13270
1995-1996 56700 24100 15050
1996-1997 44580 27550 11900
1997-1998 31310 34670 12060
1998-1999 32040 35000 11360
1999-2000 32000 35330 9960
2000-2001 33470 44730 13730
2001-2002 38090 53520 12350
2002-2003 40790 66050 12530
2003-2004 42230 71240 13850
2004-2005 41470 77880 13180
2005-2006 45290 97340 14140
2006-2007 50080 97920 13017
2007-2008 49870 108540 13014
2008-2009 56366 108100 13507
2009-2010 60254 107868 13770

図１　カテゴリー別永住ビザ付与数（1991年から2010年）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

19
91

-19
92

19
92

-19
93

19
93

-19
94

19
94

-19
95

19
95

-19
96

19
96

-19
97

19
97

-19
98

19
98

-19
99

19
99

-20
00

20
00

-20
01

20
01

-20
02

20
02

-20
03

20
03

-20
04

20
04

-20
05

20
05

-20
06

20
06

-20
07

20
07

-20
08

20
08

-20
09

20
09

-20
10

人道

技術

家族

Department of Immigration and Citizenship, Population flows 2009-10 edition , 2011, p.5, p.29, Population
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図１　カテゴリー別永住ビザ付与数（1991年から2010年）

Department of Immigration and Citizenship, Population flows 2009-10 edition, 
2011, p.5, p.29, Population Flows - 2005-06 Edition, 2007, p.21, p.31, Population 
Flows 2000 Edition, 2000, p.16, p.24より作成
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にも見られるように、極めて積極的な政策が取ら
れたといえるだろう。

こうした「技術移民」の積極的受け入れには、
国内の労働市場の状況が背景にあることは明らか
である。図2は、1996年から2011年までの失業
率及び労働参加率を示すものであるが、失業率は
低下傾向にあるとともに、労働参加率の上昇傾向
が確認できる。ここからも、国内における労働者
不足が生じていることは明らかであり、これを背
景として、「技術移民」の積極的受け入れが推進
されてきたと考えられる。

以上のことから、2007年の労働党への政権交
代においては、ハワード政権における技術移民重
視政策を継続していることが確認できるとともに、
1996年のハワード政権への政権交代を期に大き
な変化が起こったことも確認できる。

ハワード政権下の技術移民重視への変化は、明
確な政策的意図を持って行われた。ハワード政権
下の初代移民大臣フィリップ・ラドック（就任期
間1996年から2003年）は、1999年11月の移民政
策に関する講演において、「前政権において、豪
州の移民プログラムは、配偶者再統合といったよ
うな特定のカテゴリーが含まれる家族再統合プロ
グラム程度のものになってしまっており、容認で
きないほどの濫用に晒されている。明らかに、移
民政策の目的が失われてしまっており、その論拠

は十分に説明されていない」（6）として、前労働党
政権下での家族移民に偏重した移民政策を厳しく
批判している。その上で、ハワード政権下の移民
政策の最大の課題として「我々の責務は、家族移
民と技術移民の間のバランスを取ることであり、
最大の効果をもたらしてきた技術移民をより効果
的に重点を置くことだ」（7）として、技術移民重視
策を打ち出している。さらに、「現政権は、過去
四年間、すべての豪州人にとって利益が実感でき
る移民政策おける国民の信頼（public confidence）
を取り戻すために尽力してきた」（8）としており、
こうした明確な技術移民重視の移民政策によって、
前政権下で失われた移民政策全体の「国民の信頼」
を再構築するという意志が表明されている。この
ことは、単に配偶者であるという事実のみで移住
が可能となり、英語能力や専門知識など、就労を
通じて豪州社会・経済に貢献することを基準とし
ない前政権の移民政策から、明らかに、「技術移民」
として、豪州社会に経済的に貢献する移民を積極
的に受け入れることで、豪州の国益を拡大しよう
という移民政策の原理的目的の変化に他ならない。

こうした変化の背景にあるのは、ハワード政権
全体としての経済合理性の追求の姿勢であろう。
事実、ハワード政権が成立した後の予算編成では、
財政赤字を解消すべく、多額の歳出削減を行って
いる。1996年8月のハワード政権初の予算案の公

表の際、コステロ財
務相（当時）は、政
権を継承した際に存
在した約 96 億ドル
の財政赤字について
触れ、「国家の財政、
国家の未来を厳しい
決断なしで変えるこ
とはできない。しか
し、もし我々が今、
厳しい決断を回避し
たとすれば未来にお
いてより状況が悪化
するだけである」（9）

と述べ、財政赤字を
解消する決意を表
明している。この予

失業率 労働参加率
1996年1月 8.6 63.9 8317.3
1997年1月 8.6 63.8 8439.9
1998年1月 8.2 63.2 8517.6
1999年1月 7.5 63.1 8691.1
2000年1月 6.8 63.2 8900.9
2001年1月 6.7 63.5 9083.2
2002年1月 6.8 63.8 9225.3
2003年1月 6.1 64.7 9517.4
2004年1月 5.7 63.8 9,678.30
2005年1月 5.1 64.1 9,868.20
2006年1月 5.3 64.4 10034.5
2007年1月 4.5 64.8 10334.8
2008年1月 4.1 65.2 10631
2009年1月 4.8 65.1 10742.1
2010年1月 5.3 65.3 10966.3
2011年1月 5 65.9 11441.5

Australian Bureau of Statistics, Labour Force, Australia (Catalog number 6202.0), various
issues

図2 失業率・労働参加率の推移（1996年から2011年）
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算案では、歳出削減の一例として、失業手当の不
正受給防止の厳格化などにより、4年間で26億ド
ルを捻出することなどの方策が盛り込まれている。
こうした財政再建を最優先する当時の政権の姿勢
から、移民政策においても、社会保障に依存し財
政に悪影響を与えかねない家族移民よりも、経済
的貢献、より具体的には就労を通じた納税が期待
できる技術移民を重視する政策へと変更が行われ
たことは、首尾一貫しているといえるだろう。

加えて、ハワード政権発足直後に発生した、「ハ
ンソン論争」とも密接な関連があると考えられる。
1996年9月、無所属の下院議員、ポーリン・ハン
ソンは議会において「アジア系移民」に対する懸
念を表明し、移民政策が政治的に大きな議論とな
っていた。ハンソンは1997年3月に「ワン・ネイ
ション党」という自らの政党を設立し、その党の
目標のなかで「オーストラリア人の失業が解消さ
れるまで投資に関連した移民以外の移民の受け入
れを停止すること」を表明した。1998年6月のク
イーンズランド州議会選挙では89議席中11議席
を獲得している（10）。このように、移民政策への
厳しい対処について国民の一定の支持があったと
考えられることからも、経済的な利益が期待でき
る「技術移民」の重視策を打ち出すことによって、
政権の支持層がハンソン支持へと流出することを
阻止しようとしたことも一因と考えられる。こう
した政権全体の財政再建・経済合理性を追求する
姿勢と、当時存在した国民の移民政策への懸念と
いったことが背景にあり、明確に「技術移民」を
重視する政策へと舵を切っていったと推測される。

こうした政策の原則的変化を具体的に示す措置
として、移住後の社会保障受給までの待機期間の
延長がある。これは、1997年3月4日以降に移住
した移民に対して、失業手当などの社会保障受給
までに、従来までは移住後6カ月間の待機期間が
設定されていたものを、2年間に延長したもので
ある（11）。このことに、明らかに、家族移民など
が移住後、英語能力などの欠如から就労すること
ができず、福祉手当に依存する状態に陥っている
ことに対する、ハワード政権の懸念が如実に表明
されている。事実、この措置について、ハワード
首相（当時）自身も、議会での答弁において「オ
ーストラリアへの新しい移民が、すでに長期間居

住している人々に対して不必要な重荷を与えない
ようにするために、バランスをとることが必要
だ」（12）と述べ、新規移民の福祉手当の受給による
財政への悪影響に懸念を表明している。また、家
族移民の内容についても、その中でも最も就労が
期待できない親のカテゴリーを大幅に削減し、政
権奪取後の1997/1998会計年度では、前年より約
6,500人を削減し、わずかに1,080人の受入に止
まっている（13）。

このように、ハワード政権下での移民政策にお
いては、政権発足当初の至上命題である財政再建・
経済合理性の追求といった文脈において、明確に

「技術移民」重視策を打ち出した上で、発足当初
においては、移住後、就労よりも福祉依存に陥り
がちな家族移民の受入数そのものの削減や、社会
保障受給要件の厳格化などに見られるように、家
族移民を制限する方向に大きく転換したといえる。
このことは、その後、確かに「家族移民」が微増
している傾向にあるものの、「技術移民」の全体
の構成率の高さからも、基本的にハワード政権後
の労働党政権にも継続されているといえるだろう。

２）「技術移民」の選別内容の変化
①「ポイント・テスト」の制度変更

こうした、技術移民重視の移民政策は、単に「家
族移民」の受け入れ制限や、その逆に「技術移民」
の受入数を増加させただけではなく、前政権と比
較して、その内実、より具体的には何を持って「技
術移民」として定義するのかを変化させたことに
も示されている。

ハワード政権発足直後の、1997年、「独立技術
移民」を中心とする技術移民政策に関するレビュ
ーが開始された。その後、1999年2月にレビュー
報告書が提出され、これがその後のハワード政権
下での移民政策の中心を占める技術移民政策の根
幹を規定した。なお、「技術移民」の受け入れに
おいては、雇用主からの推薦による人物の移住を
認めるものと、特に雇用主などの推薦はなく英語
能力や専門技術などが審査されて移住が認められ
るものに大別されており、前者は「スポンサー系」

（Sponsored） カ テ ゴ リ ー、 後 者 は「 独 立 系 」
（Independent）カテゴリーとして位置づけられ
ている。このハワード政権発足後のレビューは、
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主に「独立系」に関するものである。「スポンサ
ー系」の場合は、雇用主の推薦があることからも、
移住後の実際の就労については問題が起こりにく
いものの、「独立系」の場合は、移住の許可が移
住後の雇用とは直接に結びついていないことから
も、本来「技術移民」として期待される就労を通
じた豪州への社会的・経済的貢献という観点から、
どのような移住の審査基準を設定すれば実際の就
労と結びつくのか、ということが「独立系技術移
民」の政策設計上最大の課題といえる。このため、
ハワード政権発足後においても、この「独立系」
がレビューの対象になったといえるし、また、そ
の制度設計においてこそ、ハワード政権が移民政
策の中核として位置づける技術移民政策の方向性
や理念が表明されているといえるだろう。

さて、このレビュー報告書においても、「独立系」
カテゴリーの最大の目的として「短期的かつ長期
的に、豪州にとっての経済的純利益をもたらすで
あろう者を選別すること」（14）として位置づけられ
ている。そして、そのための選別方法として、
1989年から導入されたのが「ポイントテスト」
と言われるもので、これは英語能力や専門知識、
学歴などといった諸要素を数値化し、その合計点
が一定点数を超過すれば移住を認めるというもの
である。この「ポイントテスト」は、「独立系」
カテゴリーにおいて原則的に課されており、雇用
主の推薦がある「スポンサー系」には原則として
課されていないもので、具体的には、「ポイント
テスト」の制度設計こそが、「独立系」カテゴリ
ーの選別方法を決定づけるものであるといえる。
1989年の「ポイントテスト」導入以来、大幅な
レビューは行われていなかったことからも、また、
政権交代に伴う移民政策の理念の根本的な変化と
いうことからも、具体的にはここでの「ポイント
テスト」の制度設計において、ハワード政権の移
民政策のあり方が如実に表れているといえる。

②「年齢」「技術」「英語能力」の三要素の基準化
このレビューにおいては、「独立系」の移民に

元来的に求めるものとして高い雇用可能性が念頭
に置かれ、この雇用可能性を上昇させる三つの主
要要素として「（職歴を含む）技術」「年齢」「英
語能力」が設定されており、「移民の雇用見通し

を決定付ける際のこれらの要素の決定的な重要
性」（15）について指摘している。こうした、移民の
雇用可能性における三大要素という設定を前提と
して、従来の「ポイントテスト」においては、こ
れらの三要素のすべてが明確に設定されておらず、
三要素のすべてを有しない者でも移住が許可され
ていたことが指摘されている。すなわち、確かに
これらの要素は、「ポイントテスト」上の測定基
準（得点源）ではあるものの、あくまでも総得点
によって移住の可否が決定されていたため、十分
な職歴を有しない者や、たとえ専門的な資格を持
っていても英語能力の欠如した者でも「技術移民」
として移住が許可されていたために、結果として
雇用を得ることができず、本来「技術移民」とし
て期待される就労を通じた豪州にとっての経済的
利益がもたらされていないという懸念が表明され
ている。このため、このレビューにおいては、「技
術」「年齢」「英語能力」という中心要素に関して、
それぞれ最低基準を設定することを政府に勧告し
ている（16）。逆に言えば、これらの三要素すべて
の最低基準を満たさない者については、たとえそ
れらのうちの一つが傑出していたとしても、移住
を認めないことを意味する。

こうした「技術」「年齢」「英語能力」の三要素
という設定を前提として、これらの要素それぞれ
の認定方法についても変更が行われている。その
中でも、「技術」の認定方法について大幅な変更
が見られた。このレビューにおいては、三要素の
ひとつである「技術」の得点配分方法として、三
段階の基準を設定することを政府に勧告している。
この三段階の基準設定についても、前述の「三要
素」の設定と同様に、移住後の移民の雇用可能性
の観点からなされており、「全部ないしは一部が
完全に規制されている、ないしは自己規制されて
いる職業のための学位を取得した申請者に対して
加重にポイントを与えることは、豪州において雇
用を獲得することに最も成功するであろう移民を
選別することにとって有益であろう」（17）と指摘さ
れている。より具体的には、必ずしも学位・資格
が雇用に直結しないより一般的な分野の資格保持
者よりも、いわゆる資格独占業務であるような医
師や看護師といった、学位・資格が雇用に直結す
るような職業分野に対してはポイントを重点配分
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するということを意味している。こうした問題意
識のもと、「ディプロマレベルの資格が必要とさ
れる『一般的な』職業」には「40ポイント」、「学
士レベルの資格が必要とされるが特定の訓練を必
要としない『一般的な』職業」には「50ポイント」、

「学士レベルの資格が必要とされ、就労のために
はその職業のために特別の訓練が必要とされ、規
制ないしは自己規制されている職業」には「60
ポイント」を付与するという制度変更を勧告して
いる（18）。

次に、三要素の一つである「年齢」については、
「豪州は生産年齢の初期に移住する移民から最も
利益を受ける。これによって、教育に関連する支
出が消滅し、生産年齢期における経済への個人的
貢献を最大化し、また高齢期の支出以上の貢献が
行なわれる」（19）という認識のもと、若い移民であ
ればあるほどポイントを傾斜配分する方針を打ち
出している。ただし、これは前政権下でも同じ論
理に立脚して行なわれていたが、このレビューに
おいては、45歳から49歳までに5ポイントが配
分されていたのを廃止し、45歳以上の者は、そ
の事実のみで「技術移民」としての受け入れを認
めない方針を打ち出している。また、30歳代や
40歳代前半の「技術移民」の受け入れも重要で
あるとの認識のもと、「35歳から39歳まで」が15
ポイントであったものを20ポイントに、「40歳か
ら44歳まで」が10ポイントであったものを15ポ
イントに上昇させている。一方、「18歳から29歳
まで」が30ポイント、「30歳から34歳まで」が
25ポイントであることには変化がない（20）。

そして、三要素の一つである「英語能力」につ
いても、「年齢」における配分改正と同様に、英
語能力のレベルに応じて、最高点20ポイントか
ら5ポイントずつ減少して最低0ポイントであっ
たところ、最高点20ポイントと次の15ポイント
の英語能力を持つ者だけに点数を配分し、それ以
下のものについては、その段階で「技術移民」と
しての移住が認められない措置を導入している。
このことは、「移民の英語能力と雇用を獲得する
能力の間に密接な関係が存在する」しているため
であり、ここでも、移民の「雇用可能性」の観点
からの改正がなされている（21）。

以上の三要素に関する最低基準の設定に加えて、

特別の能力がある者などに対して加算される「ボ
ーナスポイント」の設定においても変更が行なわ
れている。これらの三要素が絶対に不可欠の要素
である一方で、「ボーナスポイント」の対象とな
る要素は、ハワード政権下の移民政策における「技
術移民」として「より望ましい」要素であるとも
いえる。その中でも、前述の、「雇用可能性」の
前提に立脚した上での、「技術」の三段階区分に
加えて、「幅広く、永続的な不足を生じている」（22）

一定の職種を指定し、その職種をして「技術移民」
としての移住を申請する者に対して、5ポイント
の「ボーナスポイント」を付与するというもので
ある。こうした職種の一覧が「移民必要職種リス
ト 」（Migration Occupations  in Demand List:
MODL）と呼ばれるものであり、この創設を勧
告している。実のところ、前政権下でも、POL

（Priority Occupation List）というものが存在し
ており、ここに掲載されている職種の移住申請者
には30ポイントが付与されていたが、MODLに
おいて単に5ポイントとされたのは、「技術移民」
とりわけ「独立系」のカテゴリーは、単なる短期
的な一部の職種の不足に対応するだけではなく、
継続的な豪州社会における雇用可能性が重視され
なければならないことから、「技術移民」に対し
てはあくまでも三要素の保持を最大の前提とする
ためとされている（23）。すなわち、一定の職種の
資格・経験を有しているという事実のみによって、
移住の可否に決定的な影響を与えることはないこ
とを意味しており、これは、そうした職種の不足
が解消された場合に、三要素が十分になければ継
続した雇用が得られにくいという認識が反映され
ている。

以上のことを要約すれば、ハワード政権下での
「技術移民」政策の根幹にあるものは、「就労を通
じて豪州経済に貢献する者を受け入れる」制度と
しての位置づけであり、この観点から、移民の「雇
用可能性」に着目して、それを上昇させる要素と
して「技術」「英語能力」「年齢」という三要素を
設定している。そして、この三要素のどれが欠如
しても実際の雇用には結びつかないという観点か
ら、それぞれの要素において最低基準を設定し、
その最低基準をひとつでもクリアーしない者につ
いては、移住を認めないというものである。さら
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に、「移民必要職種リスト」の導入にも見られる
ように、経済的動向に対応して、優先して受け入
れる移民の職業についても機動的に対応できる制
度を導入している。ただし、あくまでもハワード
政権においては、「技術移民」に対しては雇用の
可能性や継続性という観点から、三要素を必須の
基準として求めるという点こそが、最大の特徴と
いえる。

③「独立系」の大幅な増加
このように、ハワード政権下の移民政策におい

ては単に「家族移民」から「技術移民」重視へと
転換しただけではなく、「技術移民」の定義内容
そのものについても大きな変更があった。こうし
たハワード政権発足後の政策レビューを受けて、

「技術移民」の受け入れが大幅に拡大していった
ことは前述したとおりであるが、その内訳を見て
みると、さらにその特徴が明らかとなる。

図 3 は、1991/1992 会計年度から 2009/2010 会
計年度の「技術移民」のカテゴリー別の統計を示
し た も の で あ る。 こ れ に よ る と、「Skilled
Independent」「Skilled Australia  Sponsored」

「State/Territory Sponsored」「Employer Nom
ination」といっ
た主要カテゴリ
ーのいずれにお
いても増加が見
られるが、その
中でも特に1996 
/1997 会計年度
か ら 2007/2008
会計年度におい
ては「SkilledIn
dependent」 の
増加率と増加数
が著しい。また、

「Skilled Family 
Spon sored」 と

「State/Territry 
Sponsored」 も
増加しており、
これらも「独立
系」に分類され

るものである。前者の場合は豪州国民・永住者の
スポンサーが必要で、後者の場合は州政府・地域
政府のスポンサーが必要であるが、「ポイントテ
スト」の必要獲得点数は「SkilledIndependent」
よりも低く設定されている。「ポイントテスト」
を通過する必要があることから、たとえ必要獲得
点数は低く設定されていても、前述の「三要素」
において最低基準をクリアーしていなければなら
ないことは同様である。「SkilledIndependent」
の場合は、何らのスポンサーを必要としないが、
その代わり、「ポイントテスト」における必要獲
得点数は高く設定されている。いずれにしても、
これらの「ポイントテスト」が必要な「独立系」
が「技術移民」の受入数全体に占める割合はハワ
ード政権発足後から上昇しており、また、その数
も大幅に増加している。このため、ハワード政権
下の「技術移民」の受け入れ拡大は、おもには「ポ
イントテスト」を通過する必要がある「独立系」
の増加によって成し遂げられてきたことが明らか
となっている。雇用主からの推薦が必要であるが、

「ポイントテスト」の通過は必要とされない
「Employer Nomination」についても、確かに増
加しているものの、2007/2008会計年度までにお

図３　技術移民の種類別受入数（1991年から2010年）

Department of Immigration and Citizenship, Population Flows - 2009-10 Edition, 2011, p.5, 
Department of Immigration and Multicultural Affairs, Population Flows - 2005-06 Edition, 
2007, p.21, 
Department of Immigration and Multicultural Affairs, Population Flows: Immigration Aspects  
2000 Edition, 2000, p.16より作成
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いては、人数面では「独立系」には及ばない。
「スポンサー系」は、あくまでも雇用主が事業上、

必要とされる技術・経験を持った人物を雇用する
際に、国内では充足できない場合に移住者を推薦
し、政府の許可があれば移住が認められるもので
あることから、政府の関与は消極的である。その
一方で、「独立系」の場合は、移住希望者本人に
対して、政府が「ポイントテスト」などの基準を
課し、政府の定める基準をクリアーする者の移住
が認められるという意味で、政府の関与は積極的
なものといえる。事実、ハワード政権は、まさに、
政権発足後の「ポイントテスト」改革を通じて、「独
立系」移民を大幅に増加させることによって、政
策主導によって、意図的に「技術移民」の大幅な
増加を展開していったことが明らかとなっている。
この意味では、ハワード政権下の移民政策の中核
的部分を占める「技術移民」政策において、まさ
に「ポイントテスト」の制度設計そのものが、移
民政策全体に対して極めて大きな影響を及ぼすも
のであることも明らかとなっている。

この点からすると、ハワード政権下で、財政再
建を最優先させ、移民政策に対する「国民の信頼
を取り戻す」ことを標題に掲げられており、「技
術移民」重視策を打ち出す中で、政策的関与の強
い「独立系」を増加させ、その選別方法である「ポ
イントテスト」を改革したことも、必然的な成り
行きであったともいえる。さらには、そこにおい
てこそ、移民の継続的な「雇用可能性」というこ
とを至上命題にして、「技術」「年齢」「英語能力」
の三要素を軸とした「ポイントテスト」すなわち、
移民の選別基準を導入したことに、その特徴が如
実に反映されているといえる。

④「ポイントテスト」型の技術移民政策の限界と
課題

ただし、こうした「技術移民」の受入の大幅な
拡大に伴って、問題点が発生していないわけでは
なく、一定の限界が存在することも歴然たる事実
である。特に、元留学生の留学終了後の「技術移
民」としての永住付与については、永住権を得て
も実際の雇用に結びつかないことが懸念となって
いた。このため、一定の基準を満たすことのでき
ない者に対して、卒業の段階で永住権を付与する

ことなく、一旦、一時的なビザを発給し、その間
に、職務経験や英語能力の向上が見られれば、永
住権を付与するという措置が導入されていた（24）。

また、「ポイントテスト」などでは、国内で必
要とされている職種などが細かく指定されており、
そうした不足分野を補うために「技術移民」とし
ての受け入れを展開しているにも拘わらず、実際
には、特に非英語圏出身の移民において、別の職
種に雇用されているという指摘がなされている。
ビレルによると、非英語圏出身の30歳以下の移
民の場合、22パーセントのみが、本来申請した
職種に雇用されていると指摘している。これは、
専門職としての英語能力の相対的低さに原因があ
るとされており、このため、ビレルはオーストラ
リアの労働市場に適合するための適応コースなど
の拡充を求めている（25）。また、同様に、ビレルは、
英語能力の低い会計士資格保持者の永住権取得者
のうち、20パーセントのみが実際に会計士とし
て就労しているという問題を指摘している（26）。

このことについては、豪州の技術移民政策の制
度設計と密接に関連していると考えられる。前述
したように、「技術移民」の中においては、「スポ
ンサー系」と「独立系」に大別されるところ、「ポ
イントテスト」が課されるのは、「独立系」のみ
であり、これはあくまでも「雇用可能性」の測定
基準ということができる。「技術移民」政策の政
策設計上の最重要課題としては、「雇用可能性」
を最大化させることができる「ポイントテスト」
の設計にあり、すでに解説したように、ハワード
政権下では、前政権と比較して、三要素の基準化
を中心とする制度改革を行い、一定の成功を収め
てきたことは事実である。しかし、ビレルの指摘
にもあるように、「ポイントテスト」に立脚した
永住権付与と実際の就労、とりわけ、期待されて
いる職種における就労とは、隔たりがあることが
事実であり、豪州での雇用確保を前提としない「独
立系」の受け入れ枠組みの本質的限界性を示して
いると考えられる。こうした限界性は、後述する
ように、特にいわゆる「リーマンショック」後の
金融不況に伴う、豪州経済の一時的停滞という状
況に直面して、尚のこと露見し、このことは労働
党への政権交代後の技術移民政策の明示的な政策
変更に反映されていった。
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３．ラッド・ギラード労働党政権における変化

１）雇用主推薦型へのシフト
2007年11月の総選挙で勝利したラッド政権に

おいても、「技術者不足」との認識から、基本的
にハワード政権下の「技術移民」の積極的受入政
策を踏襲し、2008年5月の予算公表段階では、さ
らに「技術移民」を約31,000人増加させる方針
を打ち出していた（27）。さらには、同年9月、経済
的好況に伴い、非熟練部門での労働力が不足して
いることを背景に、主に農業部門において、南太
平洋島嶼国からの季節労働者を試験的に受け入れ
る方針を打ち出している（28）。

こうした労働党政権下でも継続された「技術移
民」の重視政策は、オーストラリアにおける少子
高齢化の進展と関連付けられている。エバンズ移
民大臣（当時）は、2008年6月の演説において「政
府の主要な経済政策のひとつとしての永住移民プ
ログラムは、オーストラリアの労働力に対して人
口上の変化が影響を与えるにつれ、より重要性を
増していくだろう……今後5年間でオーストラリ
アの全労働力は停滞し、そして実質的に減少して
いくだろう……今後数十年で起こりつつある技術
労働者の減少に対処するためには、大規模な永住
移民プログラムは必須である」（29）と述べており、
今後進展するオーストラリアの少子高齢化への対
策としての技術移民政策という位置づけを示して
いる。

これは、オーストラリア政府全体において「少
子高齢化」への対策が重要な政策課題として位置
づけられてきたことが反映されていると考えられ
る。これと関連して、財務省から2002年に初の「世
代間報告書」が発行され、次世代にわたる中長期
的な経済・財政政策の枠組みについて提示されて
いる。2007年には第2弾の「世代間報告書」が発
行され、今後の少子高齢化の進展に関する影響が
より明確に示されており、それに対処する要素と
しての「人口（population）」「参加（participation）」

「生産性（productivity）」について述べられてい
る（30）。さらに労働党政権下でも第3弾の報告書が
発行されており、基本的には2007年の第2弾のも
のが踏襲されている。第3弾報告書の中では、移
民について「海外からの移民増は人口増加に貢献

し、移民は国民よりも平均して若いことから、人
口高齢化の影響を減少する傾向にある。現在、89
パーセントの移民は移民時に40歳以下である。
これは、オーストラリアの人口の55パーセント
が40歳以下であることと対照をなしている」（31）と
述べており、移民受け入れの肯定的な側面を強調
している。

このように、今後、少子高齢化の進展によって
労働者の減少が予想される中、若い労働者を海外
から導入することのできる移民政策に対する期待
と重要性が高まっているといえるだろう。このた
め、実際の就労を通じて経済に貢献することので
きる技術移民の重要性は、こうした文脈でも再確
認されているといえる。そうであるこそ、単なる
移民による人口増加のみならず、実際に労働市場
で就労できる移民をより効果的に選別しなければ
ならないという政策課題が、労働党政権下におい
ても改めて提示されたといえるだろう。

こうした背景から、2008年12月17日、エバン
ズ移民大臣（当時）によって、技術移民政策の見
直しが表明されている（32）。これによると、「より
ターゲットを定めた技術移民政策」との観点から、
2008/2009会計年度における技術移民の受入枠の
133,500人はあくまでも上限として設定し、2009
年1月以降については、雇用主の推薦を受けた者、
州・地域政府の推薦を受けた者、重要不足職種リ
ス ト（Critical Skills List:CSL） の 職 種 の 者、
MODLの職種の者、を優先して受け入れる方針
を打ち出している。

まず、大枠の方針として、あくまでも「ポイン
トテスト」を経る「独立系」が、豪州での雇用確
保を前提としておらず、申請者、すなわち供給側
によるものであるとして、これを雇用主が推薦す
るということから需要側によるもの（demand 
driven）に重点を移していくということを示して
いる。このことは、すでに、短期的なビザで豪州
で就労している者に対して優先的に永住権を付与
していくことでもあるとしている。

このことは、「スポンサー系」であれば、明ら
かに雇用主が当該移民の雇用を前提とした上で、
永住を申請するものであり、「独立系」で見られた、

「実際の就労とのズレ」が生じないという利点が
ある。このことから、「独立系」については、
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MODLよりもさらに範囲を限定し、さらに言語
能力基準を高く設定したCSLを策定し、さらに「雇
用可能性」を高めるとともに、もし、優先的な審
査を希望するのであれば、推薦する雇用主を見つ
けることが望ましいとしている。

このことは、確かに「独立系」は、「雇用可能性」
の観点から、好況期には、たとえ本来の専門分野
でも就労できなくとも、他の分野での就労が可能
となれば、少なくとも「就労を通じた経済的・社
会的貢献」は実現されることとなり、究極的な政
策目標は、一定程度クリアーされることとなる。
しかしながら、あくまでも「独立系」は「雇用可
能性」を前提としているだけであり、実際の雇用
については何ら保証がないことから、不況期にお
いては、雇用の確保が前提とされている「スポン
サー系」に重点を移行したことは、政策設計上、
十分に合理的なことと考えられる。

こうした「ポイントテスト」を経由する技術移
民受け入れを制限する方向は、労働党政権におい
て加速した。CSLの創設に見られるような、そも
そも「ポイントテスト」の対象となりうる職種の
限定を確定的にするために、移民省は2010年7月
1日以降の申請において適用される新たな技術職
種表（Skill Occupation List:SOL）を創設した。
SOLとは「ポイントテスト」の対象となる技術
が登載された表のことで、以前のSOLが約400職
種含まれていたところ、約180職種に限定するも
のである（33）。これによって、新たなSOLに記載
されていない技術を有する者は、そもそも「ポイ
ントテスト」を経由して技術移民として永住権を
申請できなくなるか、推薦する雇用主を見つける
ことが必要になるという（34）、制限的な方向が確
定的になった。

このことを示すように、図3によると、実質的
に労働党政権下での移民政策が統計に表れる
2008/2009会計年度及び2009/2010会計年度での
統 計 を み る と、「Employer Nomination」 は
2007/2008会計年度と比較して大幅に増加してい
る一方で、「SkilledIndependent」については大
幅に減少している。こうしたことからも、労働党
政権下の技術移民政策では明確に「スポンサー系」
を重視する方向性が打ち出されたのであった。

２）「ポイントテスト」の制度変更
さらに、労働党政権下では、「ポイントテスト」

そのものの制度変更にも取り組んでいる。2010
年2月15日には、「ポイントテスト」の制度変更
のためのディスカッションペーパーを発行し、そ
のうえで、2011年7月1日以降の申請に適用され
る新しい「ポイントテスト」を2010年11月11日
に公表した。まず、ハワード政権下の「ポイント
テスト」における三要素のうち、「年齢」と「英
語能力」については、基本的に変化はない。すな
わち、年齢が若い方が配点が高く、また英語能力
が高いほうが配点が高くなっている。ただ、「18
歳から24歳」が25ポイントで、「25歳から32歳」
が30ポイントであるという違いは存在している。
英 語 能 力 に つ い て も、IELTS6 が 0 ポ イ ン ト、
IELTS7が10ポイント、IELTS8が20ポイントと
なっており、英語能力についても高いものが求め
られるようになっている。

この制度変更で最も大きいものは、ただ単にあ
る職種の技術を有していることが求められるだけ
ではなく、経験についてもより大きく求められる
ようになっていることである。かつてのSOLに
おいて分類されていた、60ポイント、50ポイント、
40ポイントの職種の三段階の分類は廃止され、「オ
ーストラリアでの経験」「海外での経験」「資格」
といった要素に分解されている。

まず、「オーストラリアでの経験」については、
当該職種のオーストラリアにおける就業経験が

「過去2年間に1年間」が5ポイント、「過去5年間
に3年間」が10ポイント、「過去7年間に5年間」
が15ポイントとなっている。「海外での経験」に
ついては、「過去5年間に3年間」が5ポイント、「過
去7年間に5年間」が10ポイント、「過去10年間
に8年間」が15ポイントとなっている。このよう
に、明らかにオーストラリア国内における就業経
験が「ポイントテスト」の通過において有利に働
くように設計されている。「資格」については、
オーストラリア国内か海外で同等と認定されたも
ので、「職業訓練、ディプロマなど」が10ポイント、

「学士（修士含む）」が15ポイント、「博士」が20
ポイントとなっている。さらに、2年間オースト
ラリアでフルタイムで学習した者については5ポ
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イントのボーナスが加算されることからも、国内
での就業経験や就学経験が重視されている。

このように、新たな「ポイントテスト」におい
ては、まず、単に資格の有無のみならず、「経験」
が重要視されることになったことと、さらにはオ
ーストラリア国内での経験が尚のこと有利になる
といった制度変更が行われている。確かに、「ポ
イントテスト」型の技術移民においては、雇用主
の推薦を得る必要はないものの、新たな「ポイン
トテスト」では、それを通過するためにはオース
トラリア国内の就業経験が最重要視されており、
実質的には国内の労働市場と密接に関わりのある
申 請 者 が 優 先 さ れ る、 す な わ ち 需 要 優 先 型

（demanddriven）という、労働党政権下の技術
移民政策の特徴が如実に反映されている。

表1は、技術移民のカテゴリー別に、国内居住
者及び海外移住者の内訳を示したものである。こ
れによると、「skilled  independent」は明らかに
海 外 移 住 者 が 多 く、 そ の 一 方 で、「employer 
sponsored」は国内居住者が多い。ここから、

「skilled  independent」では、おもに海外にいる
申請者が「ポイントテスト」を経由して永住を申
請する一方で、「employer sponsored」の場合は、
一時的な就労ビザで就労する者が雇用主の推薦を
受けて永住を申請していることが推測される。新
たな「ポイントテスト」の影響は現段階では不明
ではあるものの、今後はオーストラリアでの就業

経験がない海外からの「skilled  independent」カ
テゴリーへの申請は不利になることは明らかだと
思われる。このため、「技術移民」全体として、
国内での就労ビザを有する者が「技術移民」とし
て永住を申請する割合が増加していくものと推測
される。

さらに、2011年5月に、技術移民の新たな選別
方法の導入が公表された。これは「技術移民選別
モデル（Skilled Migrant Selection Model）」とい
うもので、独立系を中心としたカテゴリーで申請
するものは、正規なビザ申請の以前に移民省に登
録することを義務付けるものである。登録された
者は、データベース化され、「ポイントテスト」
の点数が高い順に自動的にビザ申請を行うことが
移民省から打診されることとなる。また、このデ
ータベースは雇用主や州政府も閲覧することがで
き、適切な候補がいる場合には推薦を個別に打診
することも想定されている。移民省から打診され
る場合において特徴的なのは、特定の職業におい
て個々に上限が設定されることで、これによって
単にSOLに登載された職種であるということに
よって、「ポイントテスト」を通過することができ、
ビザが付与されることが制限される。移民省から
の申請の打診、雇用主や州政府からの推薦の打診
がない場合には、正式なビザ申請そのものができ
ないこととなっている（35）。この制度は2012年7
月からの導入が予定されている。この制度の導入

の背景について、ボーエン移民大
臣は、「オーストラリアの技術移
民プログラムは、移住申請者の意
志ではなく、オーストラリアにお
ける技術者の必要性に立脚するこ
とが極めて重要」としている（36）。

こうした一連の政策変更は、受
け入れ後の移民の追跡調査により
正当化されている。新たな「ポイ
ントテスト」制度の発表の前の
2010年10月28日、「オーストラリ
ア移民の継続的調査（Continuous 
Survey of Australia’s Migrants: 
CSAM）」において、「スポンサー
系」の移民については失業率が
0.3%、かつフルタイムでの就業

skilled independent Employer Sponsored
国内居住者 海外移住者 国内居住者 海外移住者

20012002 6,038  21,778  6,846  1,817 
20022003 7,916  24,375  7,761  1,748 
20032004 11,559  31,083  8,377  2,044 
20042005 14,720  31,905  10,428  2,481 
20052006 15,537  29,893  12,003  3,092 
20062007 20,322  32,516  12,944  3,469 
20072008 17,917  36,826  18,836  4,263 
20082009 10,003  39,131  32,798  5,186 
20092010 6,978  28,777  35,722  5,559 

表１　技術移民のカテゴリー別の国内居住者数と海外移住者数
　　　　（2001-2010）

Department of Immigration and Citizenship, Immigration Update, various 
editions より作成
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率が95.0%である一方で、スポンサーがない「ポ
イントテスト」型の移民の場合、失業率は5.6%、
かつフルタイムの就業率が79.0％であるとの調
査結果が公表されている。さらに、スポンサーが
ない「ポイントテスト」型でも、国内での申請者
と海外での申請者との間では、前者のほうが失業
率が低く、後者のほうが高くなっている（37）。こ
れを受けて、ボーエン移民大臣は「スポンサー系」
の利点を強調している（38）。こうした調査結果か
らも、技術移民政策全体の中で「スポンサー系」
こそが実際の雇用に直結していることに鑑み、そ
れを優先させる方向で技術移民政策の重点を変更
してきたと言えるし、また、「ポイントテスト」
型の受け入れについても、雇用に結びつきやすい
国内での就業経験を重視するような制度変更、さ
らには独立系を通じた技術移民申請を事実上制限
するような制度変更へと結びついたといえるだろ
う。

４．おわりに　「選別」と「就労」の関係

以上、本稿ではハワード自由党国民党連立政権
から、その後のラッド・ギラード労働党政権下に
おけるオーストラリアの技術移民政策について考
察した。

まず第一に指摘できるのが、ハワード政権への
政権交代に伴って、オーストラリアの移民政策全
体における技術移民政策の位置づけが大きく変化
し、それがとりわけ量的にはオーストラリアの移
民受け入れ数全体の高い割合を占めるようになっ
ていったということである。すなわち、ハワード
政権以前の労働党政権下の家族移民中心の移民政
策から、「財政再建」を最優先するという明らか
な政策的意図をもって技術移民を中心とする移民
政策へと変更していったことが確認できる。そし
てこうした技術移民の重視策は、2007年の労働
党への政権交代を経た後も継承されており、党派
を超えて技術移民政策がオーストラリアの移民政
策の中心部分として位置づけられるようなったと
いえるだろう。この背景には、短期的には「資源
ブーム」を基盤としたオーストラリア経済の好況
に立脚する失業率の低下、労働者不足が根底にあ
るといえる。さらに中長期的には、オーストラリ

アでも進展する少子高齢化の対策として、若年で
かつ実際に労働市場において就労することが可能
な技術移民導入に対する重要性が高まっているこ
ととも密接に関係にあるといえる。この意味で、
移民政策そのものが、短期的ないしは中長期的な
経済政策の一環として強く位置づけられるように
なったのが、ハワード政権からその後の労働党政
権にかけた変化であったと考えられる。

第二に、そうした技術移民の受け入れそのもの
の重視を前提としつつも、技術移民政策の制度設
計、言い換えれば、「どのようにして技術移民を
選別するのか」については、この間、大きな変化
があったことが指摘できる。技術移民政策の目標
が、「豪州にとっての経済的純利益をもたらすで
あろう者を選別すること」（39）であり、それによっ
て受け入れた者が、実際に労働市場において就労
し、それを通じて社会的・経済的にオーストラリ
アに貢献することが期待されている。このため、
移民政策上の「選別」と、それを経て受け入れた
後の「就労」との間の距離が、一貫して問題とな
っている。ハワード政権下では、主に、独立系の
技術移民を増加させ、その選別方法である「ポイ
ントテスト」を大幅に変更することによって、「選
別」と「就労」の距離を縮めるべく腐心してきた
といえる。しかしながら、独立系がそもそも雇用
主の推薦を必要とせず、「ポイントテスト」の通
過による「選別」が何ら「就労」を保証しないも
のであるとの本質的構造から、「ポイントテスト」
そのものの制度変更による「就労」の担保に限界
が生じてきた。そこで労働党政権への政権交代後
は、明白に、「就労」がそもそもの前提となって
いる「スポンサー系」の重視策を打ち出し、「ポ
イントテスト」そのものもオーストラリア国内で
の就労経験を重視するものへと変更し、さらには、
独立系による申請を事実上より制限する制度の導
入も表明している。

このように、この間は、そもそも移民政策その
ものが技術移民を中心とする政策へと大幅に変更
される中、移民の「選別」と、その「就労」の距
離をどのようにして縮めることができるのかとい
う、制度設計・方法論に腐心してきたと言えるし、
それはトライアル・アンド・エラーの繰り返しで
あったともいえるだろう。2007年の政権交代を



― 85 ―

オーストラリアにおける近年の技術移民政策

経た後、尚のこと移民政策そのものが少子高齢化
対策のひとつとして位置付けられていく状況にお
いて、技術移民の受け入れを重視するという方向
性については、中長期的にも変更はないものと考
えられる。そのため、今後は、そうした位置づけ
を前提としながら、移民の「選別」と「就労」と
の関係を軸として政策・制度設計が行われていく
ことが推測される。このことこそが、家族移民と
は違った技術移民政策に内包される本質的な特徴
だといえよう。

なお、このような、オーストラリアにおける近
年の移民政策の経済政策への強い関連付けについ
ては、「経済合理主義」的に過ぎるという懸念も
ありうる。しかしながら、図1でも確認できるよ
うに、「技術移民」の大幅な増加にともなって、「家
族移民」も「技術移民」ほどではないが増加して
いることと、「人道移民」についてもほぼ同様の
人数の受け入れが行われている。これと関連して、
移民省が試算した、2009/2010会計年度に受け入
れた移民のカテゴリー別の財政への影響によると、
受け入れ後1年の場合、全体で約6億4,090万ド
ルの財政的貢献があるとしている。このうち、家
族移民が1億9,540万ドル、技術移民が6億8,410
万ドル、人道移民がマイナス2億3,870万ドルと
なっている（40）。このことからすると、「技術移民」
を重視することで高い経済効果を生む結果、「人
道移民」のように多大な受け入れコストが必要な
移民を受け入れる余地が発生しているという、肯
定的側面も指摘できるだろう。

さらに付言すれば、日本においても、オースト
ラリアと同様に、少子高齢の進展や労働力人口の
減少から、「高度外国人材の活用」等が指摘され
る中において、オーストラリアにおけるこうした
政策実践は大いに参考になると思われる。特に、
政府は外国人に対する永住を許可する際、「ポイ
ント制」を導入し、そこで高得点を記録した外国
人に対しては、原則10年の在留を5年とする措置
などの導入を打ち出している（41）。ただ、本稿で
見たように、オーストラリアにおいては「ポイン
トテスト」そのものの限界性が明らかになってい
ることも事実であり、その運用においては今後と
も注視していく必要がある。いずれにせよ、技術
移民政策の「先進国」としてのオーストラリアの

政策実践は参考となりえるであろう。
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SUMMARY

Australia’s Recent Skilled Migration Policy:
Relationship between Migrant Selection and Actual Employment

Akihiro Asakawa
[Graduate School of International Development, Nagoya University]

A recent phenomenon of globalization is the movement of people across international borders on 
a massive scale.  In particular, the increase of socalled “skilled migrants” is a rather new phenomenon 
especially compared to family migration and refugee movement.

In Australia, following a change to the Howard coalition government in 1996, the migration policy 
emphasized “skilled migrants”, and as a result started to accept them in large numbers.  At the same 
time,  the selection criteria  for such migrants was modified  in order  to attempt  to select  the most 
employable migrants in the labor market using a “point test”.

Skilled migration has become  the center of Australia’s migration policy  since 1996,  as  the 
number of skilled migrants has become more than half the total number of migrants.  This policy has 
continued under the Labor Government since 2007.  Therefore, it is clear that skilled migration is now 
the main  pillar  of Australia’s migration  policy  regardless  of  the  political  party  in  charge  of 
government.

However, as the selection of migrants as “skilled” does not guarantee their actual employment in 
Australia’s  labor market,  the relationship between “selection” and “employment” is one of the most 
notable policy challenges in the skilled migration policy.  The Howard government tried to maximize 
skilled migrants’ employability by using a “point test”, particularly following the temporary downturn 
of  the  economy  after  the Global Financial Crisis.   This  test was  continued  under  the Labor 
Government who instituted an “employer sponsored” approach.  While the migrants who passed the 
point test have no guarantee of a  job offer and this resulted  in employment  in the unskilled sector, 
employer sponsored migrants are expected to take employment under the sponsoring employer.  The 
Labor Government deliberately shifted emphasis  to the employer sponsored approach  in the skilled 
migration policy, which limited the chances of application for those not sponsored.

This  suggests  that  the nature of  skilled migration policy  involves  the  relationship between 
“selection” and “employment”.  The skilled migrants are expected to contribute to the host country by 
“working”, but their employment  is not guaranteed  in the selection process even though  it  tries  to 
maximize their chances.  The Australian Government has been trying to meet this challenge over the 
last fifteen years.
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