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不透明感が強い新型コロナウイルス感染拡大抑止後の移民動向
【要旨】
 トランプ大統領は 4 月 22 日、一部の移民の受入（米国への入国）を 60 日間停止す
ること等を盛り込んだ大統領令に署名した。論議を呼ぶ内容だが、①受入停止の対
象は限定されていることに加え、②州毎にビジネス・外出制限の段階的な解除を開
始したものの、経済活動が十分に回復するまでには暫く時間を要する状況にあって
足元で米国への入国希望者はそれほど多くないとみられるため、今回の大統領令が
移民動向に与える影響は一義的にはそれほど大きくないと考えられる。
 しかしながら、60 日後に今回の措置が延長されたり対象が拡大される可能性はあ
る。また、新型コロナウイルス感染拡大を経て米国の移民政策全般が中長期的によ
り内向きになる可能性にも注意が必要であろう。
 今回の大統領令に対しては「対象が限定的であり、より広く対象にすべき」との批
判があるほか、最近の世論調査はこうした大統領令の方向性（内向き）を支持する
結果となっている。仮に米国の世論が中長期的観点でも移民政策全般について内向
き志向を強めつつあるとした場合、特に 11 月に大統領選挙を控えるなかでトラン
プ大統領の当面の移民政策や今後の公約にも影響を与え易いのではないだろうか。
 また、今後の米国への移民流入動向については、米国における移民政策の厳格化に
よってではなく、米国への移民希望者が減少したり米国内の移民が母国へ戻ること
で移民のネット増加ペースが抑制される可能性もある。
 このため労働需給の観点では、短期的には失業率の上昇や高止まりが問題になると
しても、その先は逆に労働力の不足が問題になる展開にも注意が必要であろう。雇
用者に占める移民（ここでは外国生まれの雇用者）の割合は 17％台と低くなく、
近年上昇傾向で推移してきた。なお、労働力については、雇用者に占める高齢者の
割合も近年上昇しており、新型コロナウイルス感染症に対して効果的なワクチンや
治療薬が開発されなければ、リスクが大きいとされる高齢者の労働参加率が低下
し、移民増加ペース鈍化と相俟って労働供給制約となる可能性には留意される。
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ト ランプ大統領は 4 月 22 日、一部の移民受入を 60 日間停止する大統領令に署名
トランプ大統領は 4 月 22 日、一部の移民の受入（米国への入国）を 60 日間停止すること等
を盛り込んだ大統領令に署名した。具体的な対象は、永住権や移民ビザの取得希望者であり、
一時的な就労ビザ（H-1B ビザ等）や学生ビザ等の非移民ビザの取得希望者は対象外である。ま
た、新型コロナウイルス感染拡大への対処を目的とした医師・看護師・医療専門家の移民ビザ、
EB-5 投資永住権プログラム、米国市民の配偶者や 21 歳未満の子供等も対象外としている。
大統領令では今回の措置の背景について「新型コロナウイルス感染拡大を受けて失業保険
申請件数が歴史的な水準へ増加し労働需要が落ち込んでいること（米国内の労働需給の観
点）」、「国務省・領事館のリソースを海外の米国市民に対するサービス継続のために保持
する必要があること（政府機関の資源配分の観点）」を挙げている。
最 近の世論調査はこうした大統領令の方向性を支持する結果
今回の大統領令が移民動向に与える影響は一義的にはそれほど大きくないと考えられる。
今回の受入停止は対象が限定されているほか（注

1）

、米国では新型コロナウイルス感染拡大は

ピークを越えたとされ州毎にビジネス・外出制限の段階的な解除を開始したものの、経済活
動が十分に回復するまでには暫く時間を要する状況にあるため、足元で米国への入国希望者
はそれほど多くないとみられるためである。
しかしながら、60 日後に今回の措置が延長されたり対象が拡大される可能性がある。また、
新型コロナウイルス感染拡大を経て米国の移民政策全般が中長期的により内向きになり、そ
れが移民動向そのものにも影響を与える可能性にも注意が必要であろう。
今回の大統領令に対しては「対象が限定的であり、より広く対象にすべきだった」との批
判があるほか、最近の世論調査はこうした大統領令の方向性（内向き）を支持する結果とな
っている。例えば、4 月 9日・10 日に USA Today 紙と IPSOS 社が実施した世論調査では、移
民受入の一時停止を支持するとの回答割合が 79％に上った。また、4 月 21 日～26 日にワシ
ントンポスト紙とメリーランド大学が実施した世論調査では、新型コロナウイルス感染拡大
下における略全ての移民受入の一時停止を 65％が支持しており、内訳をみると共和党支持層
で 83％、民主党支持層で 49％、無党派層で 67％が支持している。
こうした世論の背景だが、新型コロナウイルスは現時点では他国（中国や欧州）から米国
へもたらされたと認識されているため、国境を越えた人の移動に対する警戒感はやはり強い
とみられる。また、トランプ大統領が指摘するような労働市場で移民と競合するとの懸念で
あったり、対中感情の悪化が影響している可能性も考えられる（注 2）。
（注 1）今回の措置の対象となった永住権取得希望者についても、対象は米国外に居住しているケースであり、ビザ等
により既に米国内に居住しているケースは対象外である。
（注 2）一部議員やメディアは、新型コロナウイルス感染拡大初期の対応を巡って中国への批判を強めている。
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大 統領選挙を控えるなか、トランプ大統領の移民政策は内向き度合いを強める可能性がある
仮に米国の世論が中長期的な観点でも移民政策全般について内向き志向を強めつつあると
した場合、特に 11 月に大統領選挙を控えるなかでトランプ大統領の当面の移民政策や今後の
公約にも影響を与え易いのではないだろうか。
トランプ大統領がこれまでに実施した移民関連の政策は、内向きではありつつも人手不足
による経済への悪影響は比較的限定されるように配慮されていた。しかし、今回の危機で悪
化した雇用情勢を立て直すことが急務と判断すれば、移民政策の判断に際して国内雇用保護
の観点を従来以上に考慮する可能性がある。特に、大統領選挙で重要となる激戦州（注

3）

から

の支持獲得の観点で、移民受入を抑制するような政策・公約が重視されることが考えられる
（注 4）

。激戦州を 2012 年の民主党（オバマ大統領）支持から 2016 年に共和党（トランプ大統

領）支持に転じた州と定義すると、これらはアイオワ州、オハイオ州、フロリダ州、ミシガ
ン州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州の 6 州となる。そのうちフロリダ州は唯一南部
に位置して移民も多いわけだが、フロリダ州のヒスパニック系移民は保守的とされ、移民受
入厳格化にも相応の支持があるとみられている（注

5）

。この点で、トランプ大統領の今回の大

統領令は、激戦州の中で特に重要なフロリダ州における支持獲得を目指したものではないか
との見方すらある（フロリダ州は上記 6 州のなかで選挙人が最も多い）。
（注 3）米国の大統領選挙は州毎に定められた選挙人を基本的には勝者が総取りする仕組みであり、勝敗の鍵を握るの
は民主党支持が明らかな州（ブルー・ステート）や共和党支持が明らかな州（レッド・ステート）ではなく、両
党の支持が拮抗している幾つかの激戦州（スウィング・ステート）である。
（注 4）内向きな移民政策はその対象で分類すると「米国内の移民に対する政策の厳格化（移民へ付与する権利の縮小、
不法移民の強制送還の拡大等）」と「新たな移民に対する政策の厳格化（受入の制限）」に大別できる。
（注 5）フロリダ州のヒスパニック系移民 にはキューバ系が多い等、他州のヒスパニック系移民とは異なる特徴がある
とされる。

移 民流入の停滞から労働力不足が課題となる可能性も
今後の米国への移民流入動向については、米国における移民政策の厳格化によってではな
く、米国への移民希望者が減少したり米国内の移民が母国へ戻ることで移民のネット増加ペ
ースが抑制される可能性もある。
例えば、今回の未曽有の感染症危機を受けて、母国に家族がいる移民労働者は母国に戻っ
て同居することを選択したり、感染症での死者数が世界最大となった米国に移民として住む
ことを敬遠する可能性等である（但し、人口対比の死者数は米国より欧州各国の方が高い）。
このため労働需給の観点では、短期的には失業率の上昇や高止まりが問題になるとしても、
その先は逆に労働力の不足が問題になる展開にも注意が必要であろう。雇用者に占める移民
（ここでは外国生まれの雇用者）の割合は 17％台と低くなく、近年上昇傾向で推移してきた
（次頁第 1 図）。したがって、移民のネット増加数が抑制されると、経済が正常化に向かう
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なかで人手不足が深刻となる懸念もある。因みに、労働力については、雇用者に占める高齢
者の割合も近年上昇していたことから（第 2 図）、新型コロナウイルス感染症に対して効果
的なワクチンや治療薬が開発されなければ、リスクが大きいとされる高齢者の労働参加率が
低下し、労働供給の制約要因となる可能性が指摘されている。移民のネット増加ペース鈍化
と相俟って人手不足を加速させるシナリオもあり得る点には改めて留意しておきたい。
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（注）季節調整前。
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