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During the run up to the 2012 London Olympics a new term started to impress itself upon the 
minds of the nation; the idea of an Olympic legacy. This meant not just having the games, but to 
create a permanent change to inspire a generation, for the Legacy Trust UK this meant to make a 
difference to all involved and to have ‘grassroots projects […] and unite communities of interest at 
local and regional level.’1 From the London 2012 Organising Committee there is mention of part 
of the legacy being to change attitudes while Boris Johnson, the Mayor of London, aims for the 
Olympics to ‘deliver lasting benefits to London and Londoners for generations to come.’2 This is 
the British perspective of what the Olympics should mean beyond a month of sport, it is a time to 
change, to promote, to inspire and create a New Britain for the next generation. Whether Tokyo 
wins their Olympic bid for 2020 or not there is an opportunity for Tokyo, and Japan, to announce 
the beginning of their own new legacy which would tackle the problems of depopulation, and have 
positive benefits on the economy and education. Within the concept of a lasting legacy there are a 
number of British policies, perspectives and initiatives which Japan could adapt in order to arrive 
at a new future for its population and society. This is the platform which Japan needs to launch 
itself from, a new future which would mean a new country with dramatic consequences for social 
attitudes. However, without internal change and strong leadership there can’t be a Japanese 
legacy.  

 

Fertility Rates 

Britain is currently experiencing a new phenomenon, in the space of a few years the average 
children per woman, or fertility rate, has jumped from 1.64 in 20013 to 1.91 today,4 this is not 
quite the replacement rate needed to maintain the population, yet the population still grows at an 

                                            
1  Legacy Trust UK. About Legacy Trust UK. 2008. http://www.legacytrustuk.org/info/About/ (8 Sep 2012) 

2  London 2012 Olympics. Mayor of London. 2012. http http://www.london2012.com/about‐us/the‐people‐delivering‐the‐games/stakeholders/the‐mayor‐of‐london/ (8 Sep 2012) 

3  Easton, M. Britain's mysterious baby boom. 2011. http://www.bbc.co.uk/news/uk‐13809280 (8 Sep 2012) 

4  Central Intelligence Agency. The World Factbook: UK. 2012. https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/uk.html (8 Sep 2012) 
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“人口減少社会・日本への処方箋”英国型モデルと新しい日本の遺産の創出 

（仮訳） 
 
2012 年ロンドン・オリンピック大会に向けた準備が進む中で、この大会が英国国民の心に深く刻み込まれる、すなわちオ

リンピック・レガシー（遺産）が創出される新たな時代が始まって行った。オリンピックの「遺産」とは、単に大会を開催

することに留まらず、世代を超えたインスピレーションのための、永続的な変化を創造することである。また、レガシー・

トラスト UK（ロンドン五輪に向けて地域活性化を支援する非営利団体）にとっては、すべての関係者に変化をもたらし、

草の根のプロジェクトを推進し、…そして大会に関心を持つコミュニティを地域や地方毎に一つにまとめ上げることを意味

する1。ロンドン大会組織委員会は、「遺産」の例として大会を通じて人々の姿勢が変化することを挙げており、ボリス・ジ

ョンソン・ロンドン市長も、大会が「ロンドン市およびこれからの世代のロンドン市民に、永続的な恩恵を提供するものと

なる」ことを目標に掲げている2。英国民は、オリンピックには 1 カ月にわたるスポーツの祭典ということを超えた意義が

あることを理解しており、自らが変化を遂げ、新たな動きを推進し、様々な刺激を受け、これからの世代のための新しい英

国を創出する時が来たことを認識している。東京都による2020年オリンピック大会の招致は、その成否に関わらず、独自

の新たな「遺産」の創出が始まることを東京都や日本全体が発信できる一つの機会となる。こうした動きが人口減少問題へ

の取り組みを前進させ、経済や教育にプラスの効果をもたらすものと期待される。永続的な「遺産」という概念の中には、

英国の政策、展望、イニシアティブが多数含まれており、日本が国民や社会のための新しい未来に進む上で参考になるもの

と考えられる。これが、日本を再始動させるために必要なプラットフォームであり、新たな未来とは、社会の姿勢が劇的な

変化を遂げた新しい国によって築かれるものである。ただし、日本がこのような「遺産」を創出するために、内側からの変

化と強いリーダーシップが不可欠である。 
 

出生率 
現在、英国ではかつてない現象が進行中である。一人の女性が一生の間に生む子供の数、つまり出生率が、2001年の1.64
から3、今日の 1.91 へと4、短期間に大幅に上昇している。この出生率は、現在の人口を維持するには不十分であるが、英

国の人口は年間0.553％増加し、0歳から14歳までの人口が全体の17.3％に達している5。子供の増加に関するこうした現

状に加え、もう一つの重要な要素が移民の流入である。2010年6月から2011年6月までの間における英国への移民は59
万3,000人、英国からの移民は34万3,000人であり、純移民流入数は25万人となっている6。特筆すべきは、英国移住の

最大の目的が留学という点である。これに対し日本では、出生率は 1.39、子供が人口に占める比率は 13.1％で、人口増加

率は－0.077％であり7、平均純移民流入率はゼロ％である8。したがって、こうした状況にある日本が将来世代に向けて新

                                            
1 レガシー･トラストUK公式サイト――レガシー･トラストUKについてhttp://www.legacytrustuk.org/info/About/（2012年9月8日現在） 

2 2012年ロンドンオリンピック公式サイト――ロンドン市長挨拶 http://www.london2012.com/about-us/the-people-delivering-the-games/stakeholders/the-mayor-of-london/（2012

年9月8日現在） 

3 BBCニュース――マーク･イーストン氏コラム「英国ベビーブームの神秘」http://www.bbc.co.uk/news/uk-13809280（2012年9月8日現在） 

4 アメリカ中央情報局（CIA）『ザ･ワールド･ファクトブック』ウェブサイト版――2012年 イギリス国情報

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html（2012年9月8日現在） 

5 アメリカ中央情報局（CIA）『ザ･ワールド･ファクトブック』――イギリス国情報 

6 国家統計局（NSO）人口移動統計四半期報告書http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/february-2012/index.html （2012

年9月8日現在） 

7 アメリカ中央情報局（CIA）『ザ･ワールド･ファクトブック』ウェブサイト版――2012年 日本国情報 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html（2012年9月8日現在） 



 
 

annual rate of 0.553% with 17.3% of the population being between the age of 0-14.5 Besides this 
information on children there is another important factor, immigration. Between June 2010 and 
June 2011 593,000 people immigrated to Britain and 343,000 people emigrated with a net 
immigration total of 250,000.6 Significantly, the most common reason for immigrating was for the 
purpose of study. In comparison Japan has a fertility rate of 1.39, child population percentage of 
13.1%, a population growth rate of -0.077%7 and an average net immigration rate of zero.8 This 
being the case Japan’s new legacy for future generations could include learning from the UK to 
achieve a rebound in the number of children. However, this is a complicated issue. Rand Europe 
researchers found that although a number of factors can affect fertility rates, such as the economy, 
decline in marriage, higher female education,  etc; these were unlikely to be responsible for the 
UK’s rate jump. However they did find that immigration can boost total births ‘but not 
necessarily fertility rates,’9 while more importantly that government policy since 1997 ‘probably 
caused net increase in fertility.’10 With the aim of tackling child poverty the New Labour 
government began a series of policy changes which aimed to get parents back into employment. 
For example, according to the Rand Europe researchers the ‘New Deal ‘Welfare to Work’ 
programme’11 created the opportunity to give  training or subsidised employment to unemployed 
people while making claiming benefits more difficult to those who turned it down, Working 
Family Tax Credits encouraged low income parents to work even at low paid jobs, benefits were 
cut for single mothers and a national minimum wage was introduced in 1999. With fewer 
incentives to stay unemployed combined with a strategy at making employment more beneficial 
for both mother and father there was an unexpected side effect that families were in a better 
financial position to have more children. This was complemented by strong laws that ensured 
that working parents expecting children were entitled to time off, job protection during and after 
pregnancy ,and even a more recent change allowing fathers to have up to 26 weeks paternity 

                                            
5  Central Intelligence Agency. The World Factbook: UK. 

6  Office for National Statistics. Migration Statistics Quarterly Report, February 2012. 2012. 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration‐statistics‐quarterly‐report/february‐2012/index.html (8 Sep 2012) 

7  Central Intelligence Agency. The World Factbook: Japan. 2012. https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/ja.html (8 Sep 2012) 

8  OECD ilibrary. OECD Factbook 2011‐2012: Economic, Environmental and Social Statistics, Trends in migration. 2012. 

http://www.oecd‐ilibrary.org/sites/factbook‐2011‐en/02/02/02/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook‐2011‐14‐en&containerItemId=/content/serial/1814

7364&accessItemIds=&mimeType=text/h (8 Sep 2012) 
9  Rand Corporation. Low fertility in Europe: Is there still reason to worry? 2011. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1080.pdf (8 Sep 2012) 

p. 65. 

10  Rand Corporation. p.66. 

11  Rand Corporation. p.66. 
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たな「遺産」を創出するためには、子供の数が増加に転じた英国の経験が参考になるものと考えられる。しかし、これは複

雑な問題である。ランド研究所欧州支社の研究者は、出生率に影響を与える因は、経済、結婚率の減少、女性の教育水準の

向上など多岐にわたるにしても、英国の出生率を大幅に引き上げたのはこうした要因ではないとの見解を示している。移民

が増加したことが出生数を押し上げた可能性はあるものの、「必ずしも出生率を上昇させたわけではない」とし9、さらに重

要なポイントとして、1997 年以降の政府の政策が、「出生率の上昇をもたらした可能性が高い」と指摘している10。New 
Labour（新生労働党）を標榜して政権の座に就いた労働党は、子供の貧困解消策として様々な政策の転換に着手したが、

その中で目指したのが親たちの仕事復帰であった。例えば、同研究所の研究者によると、「ニューディール：福祉から雇用

へプログラム」では11、失業者に対する職業訓練や雇用助成を行う一方で、これらを拒否した者に対しては社会保障の受給

申請を厳格化した。また、勤労世帯税額控除制度では、低所得の親たちに対して、たとえ低賃金のであっても就労するよう

奨励し、シングルマザーに対する給付金は削減され、1999 年には、全国一律の最低賃金が導入された。失業状態にあるこ

とのインセンティブを減らし、父親と母親の双方が職に就いたほうが、各家庭が得られるメリットが大きくなるという戦略

を同時に進めたことによって想定外の好ましい効果が生じた。つまり、各家庭の経済状況が改善し、子供の数を増やす余裕

が生じたのである。この状況を支えたのが強力な法令の整備である。例えば、働く親が妊娠した場合には休息や休日が付与

され、妊娠中および出産後の雇用が確保され、最近の法改正により、父親に対しても26週間の産休が認められるようにな

ったのである12。日本における高齢化の進行は、労働可能人口の減少を意味しているが、現在8,000 万人を超える 15 歳か

ら64歳までの人口のうち13、2012年1月時点の就労者数と完全失業者数の合計は6,502万人である14。2011年における男

女別雇用状況の調査によると、15歳以上の男性約5,100万人のうちの1,500万人弱が、そして5,400万人超の女性のうち

2,800万人以上が労働市場に参加していない15。 
 

親たちの仕事復帰 
日本でも、働く母親に産休を付与し、子育て支援なども行っているが16、こうした対策の実施における優先順位に問題があ

る。つまり、支援を受けられるのが出産の前後の時期に限られるため、若者世帯が子供を増やすことにつながっていない。

英国における出生率の増加には、両親、すなわち父親と母親の双方に対して、子供の年齢に関わらず仕事に就くことを奨励

することで、子供の貧困を解消しようとした取り組みが寄与しているものと見られる。英国の政策をそのまま導入しても日

本で同様の成果が得られるとは限らないが、こうしたアイデアが機能する可能性はある。このアイデアとは、親たちの就労

を支援することが生活を安定させ、経済状況の改善が子供を持つことにつながり、その子供が就労可能な大人に成長するま

                                                                                                                                                           
8 経済協力開発機構（OECD）オンライン･ライブラリー『OECDファクトブック（2011～2012年版）』経済、環境、社会に関する統計資料―人口と移民

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/02/02/02/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-14-en&containerItemId=/content/se

rial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/h（2012年9月8日現在） 

9 ランド研究所 2011年調査報告書PDF 、65頁――欧州の低出生率：イギリスのケーススタディ―憂慮すべきか？

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1080.pdf（2012年9月8日現在） 

10 同上 PDF 、66頁 

11 同上 PDF 、66頁 

12 イギリス政府による公式サービスウェブサイト――2012年 産前産後の雇用確保

http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Moneyandworkentitlements/WorkAndFamilies/Pregnancyandmaternityrights/index.htm （2012年9月8日現在）  

13 アメリカ中央情報局（CIA）『ザ･ワールド･ファクトブック』ウェブサイト版――日本国情報 

14 貿易統計――2012年 日本の失業率 http://www.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate（2012年9月8日現在） 

15 日本国総務省『日本の統計ハンドブック2012』――第12章 労働http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c12cont.htm （2012年9月8日現在） 

16 eHOW――ニコル･クロフォード氏コラム「2010年 産前産後休暇に関する日本の法律」http://www.ehow.com/list_5982920_japan_s-maternity-leave-laws.html 

（2012年9月8日現在） 



 
 

leave.12 An aging Japanese population means a decreasing pool of people able to work, however 
out of a current population of over 80 million between the ages of 15 and 64,13 the January 2012 
figures for employed and unemployed people totalled 65.02 million. 14  A study showing 
employment by gender in 2011 found that of nearly 51 million males over 15 years old fewer than 
15 million were not in the labour force, and out of over 54 million females over 28 million were not 
in the labour force.15 

 

Getting Parents Back Into Work 

Japan has made progress in giving working mothers  maternity leave and childcare help16, 
however this is putting the cart before the horse as young families are not going to have more 
children just because of the help provided before and after pregnancy. The reason the UK has 
managed a turnaround in its fertility rate can be attributed to the fight against child poverty by 
encouraging parents, both mother and father, back to employment regardless of the age of their 
children. While exactly copying UK policies would not have the same effect in Japan, the same 
kind of ideas would. That is to say the idea of making it easier to get parents into work and thus 
putting them into a more secure and financially better position to have children and provide their 
children with the best possible environment until they become working adults themselves. This 
can be achieved by using a carrot and  stick method, for example, decreasing (or freezing) the 
amount of child benefit for families with only one working parent and increasing child benefit for 
those with two. Of course, this would be controversial however the message would be clear – not 
only would a family with two working parents benefit from an increased income from the 
government and a second wage, but also families with one working parent would have to at least 
consider the idea of the other parent returning to the labour force. If this was combined with 
further incentives to improve child care facilities for all children between 1 and 15 as well as free 
training for those who have been out of work for a while, then Japan would inevitably find a large 
pool of people returning to work because it would financially make sense for them to do it. The 
consequences would be enormous; people returning to work would of course demand the jobs to be 
there for them to work thus creating a kick to the economy. The range of possibilities is endless, 
well trained prospective employees can do anything from starting their own companies to running 
                                            
12Directgov. Pregnancy and maternity rights in the workplace. 2012. 

http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Moneyandworkentitlements/WorkAndFamilies/Pregnancyandmaternityrights/index.htm (8 Sep 2012) 

13  Central Intelligence Agency. The World Factbook: Japan 

14  Trading Economics. Japan Unemployment Rate. 2012. http://www.tradingeconomics.com/japan/unemployment‐rate (8 Sep 2012) 

15 Ministry of Internal Affairs and Communications. Statistical Handbook of Japan, chapter 12. 2012. http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c12cont.htm (8 Sep 2012) 

16  Crawford, N. Japan's Maternity Leave Laws. 2010. http://www.ehow.com/list_5982920_japan_s‐maternity‐leave‐laws.html (8 Sep 2012) 
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での間、可能な限り良好な環境を提供するというものである。こうしたアイデアの実現を後押しするのがいわゆる「アメと

ムチ」作戦である。例えば、親のいずれか一方しか就労していない家庭に対する児童手当を減額（または凍結）し、両親が

働く家庭に対しては増額する。もちろん、こうした方法には異論が出ることが予想されるが、そのメッセージは明確である。

両親がともに働く家庭では、国からの給付金の増加に加え、二人分の収入が得られるようになり、また、親の一方のみが働

く家庭でも、もう一方の親が労働市場に戻ることが、少なくとも検討の対象になる。このような仕組みに加え、1 歳から

15 歳までの子供を対象とする子育て施設の充実を促すインセンティブや、一定期間仕事を離れていた人に対する無料の職

業訓練などを合わせて提供することができれば、日本でも必然的に多くの人々が労働市場に戻ることになる。そうした行動

を取ることに経済的合理性があるためである。これらの政策が生み出す効果は絶大である。労働市場に戻った人々は、職を

求めるようになり、そのことが経済にとって刺激となる。彼らの可能性は無限大であり、職業訓練を受けた将来性のある労

働者には、起業から自宅でのビジネスまで、あらゆることが可能である。インターネットビジネスが拡大する今日の世界で

は、必要な訓練を受けることができれば、かりに就職先を見つけることが困難な場合でも、親たちは自らインターネットビ

ジネスを立ち上げることができる。こうした状況が政府の収入源の一つである所得税の増加をもたらし、それが、増加する

児童手当、子育て支援、職業訓練のための財源となり、経済に対しても新たな機動力を提供することが期待される。最も重

要な影響としては、若い家族を経済的に支援することが可能であれば、彼らが子供の数を増やすため、最終的には出生率が

上昇するということである。加えて、両親が働いている家庭では、年齢の近い兄弟姉妹が居る方が遊び相手になったり、ま

た年齢が離れている場合には、上の子供が下の子供の世話をしたりすることができるといった様々な理由から、子供をもう

一人持つことが望ましいと考えるようになる17。さらに、上手に共働きができる母親と父親が増えることは、結婚や子育て

を躊躇している多くの未婚者に模範となる姿を示すことになる。したがって、結婚して子供を持つことが女性のその後の就

労機会を低下させ、あるいは奪ってしまい、若い家族を経済的に危うくするといった考え方を転換すべきである。間違いな

く、新しい日本を創るための日本の「遺産」は子供たち、それも今日の子供ではなく、明日の子供たちのためであり、その

ためには母親を労働市場に復帰させ、単身女性に模範を示すことが求められている。 
 
もちろん、児童手当の支給条件の変更といった単純な「アメとムチ」タイプの政策だけでは、大きな効果につながらないが、

母親や父親の仕事復帰の奨励という共通の目標を持つ他の政策と組み合わせることで、最終的には成果を上げることができ

る。しかし、日本が英国から学ぶことができるのはこれだけではない。日本では、出生率の低下、言い換えると十分な数の

子供が生まれないことが原因で、人口と労働力の減少が進行している。対照的に、英国の出生率は、現在の人口を維持でき

る水準にまでは回復していないものの、人口の増加は続いている。この状況を説明する興味深い統計を英国のデイリーメー

ル紙が紹介している。それによると、英国の年間純移民流入数は20万人を超えるが、2011年に英国で誕生した子供18万

4,000人のうち、英国人以外の母親から生まれた子供は25.5％であった18。このことは、移民と外国人の母親の増加が、必

ずしも人口減少問題を解決する鍵ではないことを示しているが19、一方日本では、移民受入れによるこのようなメリットが

享受されていない。新たな「遺産」を幅広く創出し、明日の子供たちのための新たな日本と組み合わせることで、新たな国

際都市 東京の姿が世界に発信される。東京でのオリンピック開催はそのための理想的なプラットフォームであるが、こう

した変化の推進に、外部からのイベントを活用する必要はない。変化に必要とされるのは、国民の意思とそれを成し遂げる

                                            
17 『人口調査ジャーナル』 2003年3月 第20号 No.1――小川直宏著「変化する日本の少子化構造と政策反応」（89～106頁）http://www.jstor.org/stable/41110761 

（2012年9月7日現在）  

18 デイ･メール紙（2012年8月30日）――マーティン･ロビンソン氏＆スティーブ･ダウティ共著 「新生児の母親、4分の1が移民」 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195695/Revealed-10-common-nationalities-foreign-born-mothers-gave-birth-NHS-hospitals-2011.html （2012年9月8

日現在）  

19 『人口と環境』 2001年3月 第22号 No.4――レオン･F･ブーヴィエ著 「移民の受け入れは少子高齢化･人口減少問題対策として有効か」（377～381頁）

http://www.jstor.org/stable/27503751 （2012年9月7日現在） 



 
 

their own home business. In today’s world of increasing internet business, and provided the 
correct training was available, mothers and fathers could start their own internet businesses if 
they are having trouble finding employment. This would result in the government finding an 
increase in income taxes to just name one source of money, which incidentally could be fed back 
into paying the costs for increased child benefits, child care and training, and could also provide a 
new impetus to the economy. The most important possible consequence would be an eventual 
increase in the fertility rate because ultimately young families will have more children if it is 
financially possible to support them. There are also social considerations to take into account such 
as that in a family where both parents are working it makes sense to have another child for 
various reasons ranging from companionship for children similar in age to having an unpaid baby 
sitter for children separated in age. Furthermore, an increase in successful working mothers and 
fathers would provide a role model to the large numbers of single adults17 who refrain from 
marriage and children. A reversal in the notion that marriage and children leads to reduced or no 
employment prospects for women and financial insecurity for young families has to be 
undertaken. Undoubtedly Japan’s legacy for creating a new Japan should be about children, not 
today’s children but tomorrow’s children, via the method of enticing mothers back into the labour 
force and providing role models for single women.  

Of course, such a simple carrot and stick policy such as amending how child benefit is paid won’t 
have a large effect on its own, but in combination with other policies which all have the same goal 
as encouraging mothers, or fathers, back into work would eventually bear fruit. However, this 
isn’t the only thing that Japan could learn from the UK. The fact is that Japan is experiencing a 
dwindling population and dwindling labour force due to the low fertility rate, in other words not 
enough children being born. Meanwhile, although the UK fertility rate hasn’t reached the 
population replacement rate yet, the population is still growing. This can be explained by 
interesting statistics provided by the Daily Mail that UK net immigration remains above 200,000 
per year but also that out of 184,000 children 25.5% were born to foreign mothers in the UK in 
2011.18 This isn’t to suggest that net immigration and foreign mothers are the key to solving 
depopulation,19 however this is a tool which Japan is failing to take advantage of. In combination 
with a Japan wide creation of a new legacy and a new Japan for tomorrow’s children there could 
also be the announcement of a new international city, Tokyo. While a Tokyo Olympics would be 

                                            
17  Naohiro Ogawa, ‘Japan's Changing Fertility Mechanisms and its Policy Responses’,    Journal of Population Research, Vol. 20, No. 1 (March 2003), 

<http://www.jstor.org/stable/41110761> [accessed 7 September 2012] (pp. 89‐106). 

18  Doughty, S and Robinson, M. Quarter of Britain's babies are born to foreign mothers ‐ and this is where they all come from. 2012. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article‐2195695/Revealed‐10‐common‐nationalities‐foreign‐born‐mothers‐gave‐birth‐NHS‐hospitals‐2011.html (8 Sep 2012) 
19  Leon F. Bouvier, ‘Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations?’, Population and Environment, Vol. 22, No. 4 (Mar, 2001), 

<http://www.jstor.org/stable/27503751> [accessed 7 September 2012] (pp. 377‐381). 
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リーダーシップのみである。人口減少問題の解決策として移民政策を緩和するよりも、むしろこうした方策を取ることが減

少に歯止めをかけ、社会の変化を促し、縮みゆく世界の中での国際化を進めるのである。日本への移民の流入および社会へ

の統合に伴う課題、例えば日系ブラジル人の帰国問題などについては様々な文献で紹介されているが20、新たな日本を創る

ためには、移民の受入れを緩和すべきである。たとえ日本に移住する若者が年間わずか10万人であっても、人口と労働力

の安定的増加をはじめとする多面的な効果が期待され、さらに彼らは、新たな消費者、新たな納税者、将来の父親や母親と

なる存在でもある。 
 

移民政策 
奥西好夫氏（現法政大学教授）が1995年の研究で指摘しているように、移民政策に対しては様々な議論があり、それらの

多くが今日の状況に当てはまる。主な主張は、景気後退期には外国人労働者の存在が失業者をさらに増加させる、不法就労

者は搾取される、外国人労働者やその家族が日本に定住した場合には社会的経済的問題が生じ、その解決のために税金が投

入される、外国人労働者が増加することで、日本人労働者の給与が下がる、または雇用機会が奪われる、外国人労働者が低

賃金で働くことが、厳しい経営環境にある企業や望ましくない企業の生き残りを助けることになる、国際化とは、必ずしも

日本人と外国人の良好な関係を意味するものではない、といった内容である21。しかし、移民を受け入れることで様々な人々

が日本で暮らすメリットは、予想される課題をはるかに凌ぐものである。米国人ジャーナリストのダグラス・マックグレイ

氏が2002 年に指摘したように、日本はすでにアニメやマンガ、ポピュラー音楽、ゲーム、映画などを輸出してきが22、最

近では日本語の輸出でも目覚ましい成功を収めている。日本語能力試験（JLTP）は年に 2 回実施されており、2012 年 7
月の受験者数は、日本国内が5万5,000人であったのに対し世界各国での合計は20万人を超えている23。これまでに、こ

の試験を受けていない生徒の数を数えたことはないにしても、極めて多くの学生が日本語を学び、日本に対して高い関心が

あることは明らかである。東京での外国人の雇用機会を拡大し、同時に移民政策を緩和することで、こうした資質を持つ多

くの人材に対して働きかけるべきである。具体的方法としては、観光ビザで東京に滞在する外国人が、就職先や入学可能な

大学や短大などを見つけた場合に、日本での就労・就学ビザを容易に取得できるようにすること、永住ビザの取得条件を緩

和すること（現在は、日本在住 10 年以上が申請の条件）、大学卒業生のための卒業後 2 年間の就労ビザの取得を容易にす

ることなどが挙げられる。英国の純移民流入率が現在のように高水準にある背景には移民政策の影響があり、この点におい

ても英国は日本のモデルとなり得る。現在は移民の流入抑制が図られているが、2011年6月までの1年間の移民59万3,000
人のうち、24 万 2,000 人が留学を目的としていることに注目すべきである。明日の子供のための新たな「遺産」の創出を

目指す新たな日本の姿を発信する際には、資質を備えた若い外国人のための雇用機会の拡大、そして教育を重視する東京の

新たなビジョンを併せて伝えるよう計画することが望ましい。 
 

教育 
移民の純増を実現し、東京の国際化を進めるための鍵となるのは教育と考えられる。日本は、文化、特に日本語の輸出に成

功しており、今は日本国内でも「日本語化」を実現する段階にある。日本で最近進められているイニシアティブのおかげで、

                                            
20 『民族学』2003年秋刊、 第42号 No.4――津田岳雪著「移民の日本人化政策と、日系人帰国問題に関するメディア報道」（289～305頁）http://www.jstor.org/stable/3773830 

（2012年9月7日現在） 

21 『ASEAN経済公報』 1995年11月 第12号 No.2「アジアにおける労働移民」――奥西好夫著「日本」（139～162頁）http://www.jstor.org/stable/25770592 （2012

年9月7日現在） 

22 『フォーリン･ポリシー』 2002年5/6月号  No.130――ダグラス・マッグレイ著「日本のグロス･ナショナル･クール」（44～54頁）http://www.jstor.org/stable/3183487 

（2012年9月7日現在） 

23日本語能力試験（JLPT）サイト――お知らせhttp://www.jlpt.jp/e/（2012年9月13日現在） 



 
 

the ideal platform for this, the fact is that change doesn’t have to be promoted by an external 
event; change only needs the internal will and leadership to implement it. Rather than using 
immigration to combat depopulation, it is a tool that can slow it down, inspire social change and 
increase internationalisation in an increasingly small world. Although the problems of 
immigration to Japan and integration in Japan are well documented, such as the return of 
Japanese people from Brazil,20 a new Japan must make it easier for people to immigrate. The 
benefits of attracting even just a hundred thousand young people to Japan every year would be 
manifold, besides stabilising the population and the labour force it would also mean new 
consumers, new tax payers, and new potential mothers and fathers.  

 

Immigration 

It is well known that there are many arguments against immigration, as Yoshio Okunishi 
explained in 1995 – which in many cases is still true today - in a recession foreign workers could 
add to unemployment, illegal workers can face exploitation, if workers and their families settle in 
Japan they can experience socio-economic problems which would require public spending to solve, 
increasing foreign workers could lead to decreased wages or opportunities for Japanese people, 
foreigner workers working for cheap salaries could help sustain marginal and undesirable 
companies, and internationalisation doesn’t necessarily mean a better relationship between the 
Japanese and foreigners.21 However, the benefits of immigration can outweigh the problems by 
attracting the right kind of people. In recent years Japan has been very successful in exporting its 
culture, besides the obvious things such as anime, manga, pop music, games, cinema, etc, as 
mentioned by Douglas McGray in 2002,22 Japan has also been very successful in exporting its 
language. The Japanese Language Proficiency Test (JLPT) is available twice a year; in July 2012 
over 200,000 students worldwide took the test compared to 55,000 within Japan.23 This means at 
any one time, not counting the number of students who didn’t take the test, there is a huge 
number of people learning Japanese and with a clear interest in Japan. This huge pool of talent 
should be tapped into by creating, in Tokyo, increased opportunities for foreigners to work and 
simultaneously making it easier for people to immigrate. This could range from making it easier 
for tourist visa holders staying specifically in Tokyo to obtain a work or student visa within Japan 
                                            
20  Takeyuki "Gaku" Tsuda, ‘Domesticating the Immigrant Other: Japanese Media Images of Nikkeijin Return Migrants’, Ethnology, Vol. 42, No. 4 (Autumn, 2003), 

<http://www.jstor.org/stable/3773830> [accessed 7 September 2012] (pp. 289‐305). 

21  Yoshio Okunishi , ‘Japan’, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 12, No. 2, LABOUR MIGRATION IN ASIA (NOVEMBER1995), <http://www.jstor.org/stable/25770592> [accessed 7 

September 2012] (pp. 139‐162). 

22  Douglas McGray, ‘Japan's Gross National Cool’, Foreign Policy, No. 130 (May ‐ Jun., 2002), <http://www.jstor.org/stable/3183487> [accessed 7 September 2012] (pp. 44‐54). 

23  JLPT. News. 2012. http://www.jlpt.jp/e/ (13 Sep 2012) 
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日本の大学で学ぶ留学生数の増加につながっているが、それは「グローバル 30」と呼ばれるプロジェクトである24。この

プロジェクトは、30万人の留学生受入れを目指しており、2011年時点では参加する大学全体で留学生が2万1,429人に達

している25。しかし実施方法には問題があると思われる。このプロジェクトは、学生に対して日本語能力を求めず、学位取

得プログラムを英語で提供しており、こうした方法が全国の大学に広がっている。すでに述べたように、世界各国で非常に

多くの学生が日本語を学んでいることから、試験的取り組みとして、東京の大学は、英国と同様に 1 年間の入学準備プラ

グラムを用意して留学生に提供すべきである。SI-UK（英国の教育機関への出願をサポートする公的機関）の説明に見られ

るように、英国における入学準備プログラムは、「学業面でのギャップの解消に加え、大学入学のための英語能力の向上、

英国での生活や文化に関する知識の習得に対する支援を目的」としている26。これは日本語能力を問わないことで外国人留

学生を集めようとするグローバル30とは対照的である。こうした学生に対応するための新たなタイプの1年間のビザが必

要と思われるが、最も重要なことは、1年間の適切な入学準備プログラムが都内の大学に用意された際に、このプログラム

を受講した学生が国内のいずれの大学に対しても入学を申請できるよう制度を整えることである。現在、大学入学のために

留学生向けコースが数多く用意されているが、その多くは語学学校が運営しており、受講料が高く、日本語の授業が中心で

あり、受講期間は最長で2年間である27。英国が留学生の招致に成功している理由の一つは、大学が運営する1年間の入学

準備コースの中で、英語と合わせて他のテーマについても取り上げ、多くの場合、学位取得コースへの進学が保証されるた

めである。日本への留学を奨励することは、彼らを特別の事例として扱い、英語による学位取得コースを設けることではな

い。大学が入学準備プログラムを実施し、学位を取得した学生を対象とする卒業後の就労ビザを設けるなどのインセンティ

ブやキャンペーンを用意することで、日本語で学位を取得するための適切な道筋を提供すべきである。英国経済では、留学

生産業は400億ポンド規模であり28、日本にとっても、経済的メリットがあることは明らかである。それに加え、優秀な若

者が日本で学び、働くだけでなく、観光客数の増加にもあずかり、ひいては、人口減少の減速に一役買うことも期待される。 

 
これまで見てきたように、英国型モデルには日本が再現する必要がないものもあるが、参考になるものも含まれている。家

庭を経済的に安定させるために女性を仕事に復帰させると共に、新たな教育プログラムやビザの導入を含めた移民政策の緩

和を実施するというアイデアを述べるのは単純なことであるが、実施に移すことはそれほど単純ではない。単純なアイデア

が大きな変革を創出することは可能であるが、社会全体の姿勢は容易に変化するものではない。日本は、総理大臣が頻繁に

交代するという困難な状況が長く続いており、強力なリーダーシップが発揮されない状況にある。2001 年、レオナルド・

J・ショッパ氏（バージニア大学教授）は、「改革嫌いな日本人（Japan, the Reluctant Reformer）」と題する論文の中で29、

日本が抱える課題を取り上げ、政治に対する無関心、無責任な公共支出、働かない、あるいは結婚しないといった未成熟な

大人（adult children）の存在を許してしまう家族の意識などを指摘している。彼の見解の中でさらに重要な点は、日本人

女性が、仕事と子供の両方ではなく、そのいずれかを選択することで諦めてしまい、「両者を実質的に結びつけることを可

能にする社会的政治的な大きな変化のために」闘わないことである30。変化は常に国民の意思や外部からのイベントによっ

て生じるが、いずれの場合でも、政治における強いリーダーがそれを主導する必要があり、その点が最近の日本には欠如し

ている。さらに、日本では、国際化の進行に対する反発があり、これについて杉之原真子氏（東京大学社会科学研究所）は、

                                            
24 グローバル30――グローバル30とは？http://www.uni.international.mext.go.jp/global30/ （2012年9月14日現在） 

25 グローバル30 

26 SI-UK（スタディ インターナショナル株式会社）――入学準備コースhttp://www.studyin-uk.com/e/studyuk-foundation/（2012年9月8日現在）  

27 長沼スクール東京日本語学校 進学コース. http://www.naganuma-school.ac.jp/courses/university.html（2012年9月12日現在） 

28 http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markeaston/2011/03/student_visa_plans_could_cripp.html 

29 『フォーリン･アフェアーズ』 2001年9/10月 第80号 No.5――レオナルド･J･ショッパ著「改革嫌いな日本人」（76～90頁）http://www.jstor.org/stable/20050252. 

（2012年9月7日現在） 

30 同上 88頁 



 
 

if they find a job or attend a school or college, making it easier to get a permanent visa (currently 
applicants must be resident for 10 years), and exploring the possibility of allowing university 
graduates to gain a two year postgraduate work visa. Again, the UK could serve as a model for 
this as UK immigration policies have led to such a high net immigration rate that now there are 
attempts to reduce it, though it is important to note that out of a total of 593,000 immigrants in 
the year to June 2011 242,000 came for the purpose of study. It would make sense to plan 
alongside the announcement of a new Japan, with a new legacy focused on tomorrow’s children, a 
new vision of Tokyo with increased opportunities for young, talented, foreign people and a new 
emphasis on education.  

 

Education 

So perhaps the key to net immigration and internationalisation of Tokyo lies within education. 
Having successfully exported Japanese culture and specifically language abroad, it is now time to 
bring this home. One recent Japanese initiative has been to increase the numbers of international 
students studying at Japanese universities and is known as the ‘Global 30’24 project. It aims to 
have 300,000 students and states that as of 2011 there were ’21,429 in total.’25 However, it 
appears to be taking the wrong approach by not requiring students to have Japanese language 
skills, offering degree programmes in English and spreading this out in universities across Japan. 
As stated there are literally thousands and thousands of students across the world studying 
Japanese, as a preliminary measure Tokyo universities should be encouraged to open up and 
offer one year Foundation programmes as can be seen in the UK. As explained by SI-UK the 
Foundation programmes in the UK ‘are not only designed to bridge academic gaps but also help 
you improve your English, and learn about UK life and culture in preparation for university,’26 
this is in contrast to Global 30 which tries to attract foreign students by waiving a Japanese 
language requirement. There would need to be a new type of one year student visa to 
accommodate these students, but the most important aspect is that once proper one year 
foundation programmes are established at Tokyo universities, that this new breed of Foundation 
student can then go on to apply at any university across Japan. Currently there are university 
preparation courses for foreigners available; however these tend to be run by language schools, 
are costly, mainly focused on Japanese language only and can last up to two years. 27 Part of the 
reason that the UK is so successful in attracting students is through its one year University run 
                                            
24  Global 30. About Global 30. 2012. http://www.uni.international.mext.go.jp/global30/ (14 Sep 2012) 

25  Global 30 

26  SI‐UK. Foundation Courses. 2012. http://www.studyin‐uk.com/e/studyuk‐foundation/ (8 Sep 2012) 

27  The Naganuma School. University Prep. Course. 2012. http://www.naganuma‐school.ac.jp/courses/university.html (12 Sep 2012) 



 
 

 6

「東京のビジネス街では、日本経済が外国人に乗っ取られると警告する書籍が山積みである」と指摘している31。こうした

状況を見ると、政治における幅広い変革と社会の変動のいずれに対しても根強い抵抗のある国に対しては、これらを訴える

以外に一体どのような選択肢が有効であるかという問が残ったままとなる。 
 

結論 
この 1 年、英国経済は停滞していたが、国民は新たに手にした「遺産」の波及効果を実感してきた。国民は、自らの国、

王室、スポーツ選手や彼らの業績に対する誇りを再認識し、新たな未来に期待を寄せている。国民の姿勢にも変化が生じて

いる。国民は世界に対して新たな目を向けるようになり、それに呼応して世界も我々を新たな目で見ている。このように考

えると、日本には、自らの国が新しく素晴らしい国に変わっていくとの期待が持てるような、国民の意識を動かす新たなメ

カニズムが必要である。日本人は、自国の文化や歴史の重要性を再認識し、同時に変化を強く求めなければならない。さら

に、こうした動きを支えるためには、政府による実質的な改革が不可欠である。そうした理由から、国民の意識の中に新た

な理想、つまり新たな日本のための新たな「遺産」を創出することを、公的支援を通じて奨励する必要がある。すでに述べ

たように、この新たな「遺産」は、明日の子供たち、そして新たな国際都市 東京に資するものでなければならない。母親

になっても働き続けることが否定されるような従来の固定的観念を打破することは極めて困難であるが、言うまでもなく、

夫、父親、企業の姿勢が変わらなければならない。メリハリの効いた経済政策で女性を就労の場に復帰させるだけでは不十

分であり、母親は未来の子供たちのために働くべきであって、それは恥ずべきことではないという新たな認識の形成が一体

となって進められる必要がある。プライドよりも現実的な思考が優先されるべきである。仕事に成功している模範的な女性

像を作り上げ、しかも、できるだけ多くの子供を持ちたいという希望やその実現を支援する必要がある。最善の母親は専業

主婦であるという時代遅れの考え方については、自分の子供のため、これから生まれてくる子供のため、そして自身の未来

のために働くのが最善の母親であると考える新たな「遺産」を認識した上で論じるべきである。政府は、そのためにあらゆ

る可能な対策を講じる必要があり、仕事と子供の双方を選択することが容易になるよう環境を整備すること、経済的インセ

ンティブや仕事を離れた母親に対する無料の職業訓練の提供、さらには雇用を守るための法整備などを図るべきである。日

本には潜在的労働者と母親が数百万人も存在する。新たな日本のための新たな「遺産」の創出においては、こうした人材の

重要性に注目すべきである。次世代の日本人をこの世界に連れてくることができるのは彼女らだけである。 
 
このような「遺産」と国際都市 東京という将来計画を組み合わせるには、既述のような課題がある。国際化への国民の抵

抗感が強く、外国人の日本社会への統合においてはトラブルの発生が予想されることから、現在では厳しい入国管理が行わ

れ、ビザ取得にも制約がある。そのため、教育における改革が必要となっている。例えばグローバル30は、素晴らしい企

画ではあるが方向性に誤りがある。重要なことは、日本の大学の英語志向ではなく、留学生の日本語志向を高めることであ

る。現在の方法を続けることは、いわば英国の大学が日本人学生に対して英語の能力を求めず、日本語のみによる学位を授

与するようなものである。これは能力のある日本人の若者に英国で学び、生活してもらうという本来の目的を無にするもの

であり、他の学生や地元住民から、なぜ英語を解さない者がここで学ぶのかという反発を買うおそれがある。日本が文化や

言語の輸出に目覚ましい成功を収め、日本語能力検定試験の1回の受験者数が世界全体で20万人を超えるという事実を踏

まえると、この状況はかなり不可解である。2012 年7 月と2011 年12 月の2 回のJLPT 受験者数に日本での受験者数を

合わせると、その数は60万4,846人に上る32。代表的な英語能力試験の一つである IELSTの場合、2011年には日本語検

定の3倍をやや下回る170万人が受験しており33、また留学生の数についても、英国では42万8,225人であるのに対して

                                            
31 『アジア調査』 2008年9/10月 第48号 No.5――杉之原真子著「経済ナショナリズムの日本政治：内向き外国直接投資への反発」（839頁）

http://www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.839 （2012年9月7日現在） 
32 日本語能力試験（JLPT）サイト――お知らせ http://www.jlpt.jp/e/（2012年9月13日現在） 

33 IELTS公式サイト――メディアセンター http://www.ielts.org/media_centre.aspx（2012年9月11日現在） 



 
 

Foundation courses that mix English with other subjects and in many cases offer a guaranteed 
place onto a degree course. Encouraging students to Japan isn’t just about making a special case 
for them and creating English language degrees, it is about giving them proper access to 
Japanese degrees via incentives and campaigns such as proper university Foundation 
programmes and creating a postgraduate work visa for those who complete their degrees. The 
foreign student industry is worth £40 billion to the UK economy28 which for Japan is clearly an 
advantage besides other benefits of encouraging talented young people to study and work in 
Japan, the increased number of tourists it would create and helping slow down the rate of 
depopulation.  

As can be seen there is a British model which Japan doesn’t have to replicate, but can be inspired 
by. However, as simple as it is to state ideas such as enticing women back into employment to 
create more financially stable families and combining a relaxation in immigration controls with 
new education programmes and visa types, it isn’t so simple to put them into practise. Simple 
ideas can create huge upheaval while social attitudes are not easy to overturn; meanwhile Japan 
has been stuck in a long quagmire of ever changing Prime Ministers which forbids the 
development of strong leadership. In 2001 Leonard J. Schoppa commented on some of the 
problems of Japan under the title of ‘Japan, the Reluctant Reformer,’29 which included political 
apathy, irresponsible public spending and family attitudes which allow adult children to not work 
or marry. More importantly he comments that Japanese women end up choosing between a 
career or children rather than both, and don’t fight ‘for the kind of far-reaching social and political 
changes that would make combining them more practical.’30 Change is always caused by internal 
will or external events, but in either case it has to be guided by strong political leaders which 
Japan seems to currently lack. Furthermore, increased internationalisation already faces a 
backlash in Japan as Masako Suginohara has found ‘in the business districts of Tokyo, there are 
piles of books warning that the Japanese economy is being taken over by foreigners.’31 This leaves 
the question of what choices are viable besides advocating widespread political change and social 
upheaval in a country resistant to both. 

 

 
                                            
28  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markeaston/2011/03/student_visa_plans_could_cripp.html 
29  Leonard J. Schoppa , ‘Japan, the Reluctant Reformer’, Foreign Affairs, Vol. 80, No. 5 (Sep ‐ Oct, 2001), <http://www.jstor.org/stable/20050252> [accessed 7 September 2012]    (pp. 

76‐90). 

30  Leonard J. Schoppa, p. 88. 

31 Masako Suginohara, ‘The Politics of Economic Nationalism in Japan: Backlash against Inward Foreign Direct Investment?’, Asian Survey, Vol. 48, No. 5 (September/October 2008), 

<http://www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.839> [accessed 7 September 2012], p. 839. 
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34、日本ではわずか2万人程度と、その差は95％にも及ぶ。 

 
東京都は、各大学による新たな 1 年間の入学準備プログラムの実施を率先して進めるべきである。日本語能力に優れた学

生は日本社会に適応できる可能性が極めて高く、就職することができれば、永住もあり得る。そのためには、入学前ビザや

卒業後の就労ビザの発行による新たな支援・保証が必要である。また、留学生が学業修了後に帰国した場合でも、それぞれ

の国の中で彼らが日本のための「大使」となることが期待される。彼らの姿を通じて、日本が身近な国であり、日本語は学

習可能な言語であって日本文化を伝えるのに有用であることが理解される。 
また、国際化に向けた前進とは日本人が英国人化することではない。こうした方向性は、人々を離反させ、克服できない誤

解や敵意を生み出すものとなる。真の前進とは、世界の人々に対して日本語による教育を提供することである。世界で日本

語を学ぶ多くの人々、そして学びたいと希望する人々が、新たな出入国管理制度、例えば入学準備コースや学位課程を専攻

する学生、および日本語をすでに習得し、機会があれば日本で働きたいと考えている若者などを対象とする優遇措置などを

活用して日本に集まることが望ましい。経済への恩恵は明らかであり、純移民数の増加により人口減少に対する短期的な効

果が現れることが期待される。また、将来親となる世代が増えることは確実であることから、教育を通じての国際化という

新たな方向性を模索することは極めて重要である。以上の理由から、今こそ日本は、新たな日本、新たな東京、そしてこれ

から生まれてくる子供たちの新たな明日のために独自の「遺産」を創出すべきである。 

                                            
34英国留学生問題協議会（UKCISA）公式サイト――英国高等教育機関における海外留学生数：2010年度基本統計 http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_he.php 2012年

9月8日現在） 



 
 

Conclusion 

Despite a stuttering economy, the British public this year have been galvanised by the ripple 
effect of a new legacy being handed to us. We have been reminded to be proud of our country, our 
Royal Family, our athletes and our achievements while looking forward to a new future. Attitudes 
have changed, people have looked with new eyes upon the world and in return the world has 
looked upon us with new eyes. In this regard Japan needs a mechanism by which it can mobilise 
the public’s feelings with the promise of a Japan that is new and great; people must be reminded 
of the importance of their culture and history yet at the same time made to aspire to change. 
Furthermore, this has to be supported by real reforms enacted by the government. For this reason 
public support has to be found and encouraged to form a new ideal within public awareness: a 
new legacy for a new Japan. As stated this new legacy should be about tomorrow’s children 
alongside a new international Tokyo. It is extremely hard to break entrenched views which 
currently destroy the employment prospects of married mothers; it goes without saying that the 
attitudes of husbands, fathers and companies have to change. A carrot and stick financial policy 
to attract women back into work is not enough, it has to be combined with a new perspective that 
mothers should work for the sake of future children and that there is no shame in this. Pride has 
to give way to pragmatics; role models of successful working women have to be promoted as well 
as the desire to have and the capability to have as many children as possible. Old fashioned views 
of the best mother being a housemother have to be tackled within a new legacy that the best 
mother works for her children, her future children and her own future. The government should do 
everything possible to follow up on this by making it easier to have a career and children, financial 
incentives, free training for mothers out of work and enacting job protection laws. There are 
millions of potential workers and mothers in Japan; a new legacy for a new Japan has to focus on 
their importance because only they can bring into this world the next generation of Japanese 
citizens.  

Combining this legacy with a new blueprint for an international Tokyo has its own problems as 
stated before, besides resistance to internationalisation and the trouble of integrating foreigners 
into the normal population there are currently strict immigration controls and restrictive visas. 
For this reason a revolution in education is needed, the Global 30 project is laudable but 
misguided, the key isn’t in making Japanese universities more English language orientated but 
in making foreign students more Japanese. To put this into perspective, it is akin to British 
universities offering Japanese only degrees with no requirement to know any English – it defeats 
the purpose of attracting young, talented Japanese  people to study and stay in the UK and 
causes resentment from other students and local people who have to wonder why non-English 
speakers are coming to study here. It is even more baffling when we consider the fact that Japan 
has achieved tremendous success in exporting its culture and language abroad, worldwide over 
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200,000 people took a JLPT exam in one session alone. If we add together the two sessions that 
took place in July 2012 and December 2011, and including people who took it in Japan, we find a 
grand total of 604,846 test takers.32 In comparison one of the main English language exams is the 
IELTS test and in 2011 more than 1.7 million tests33 were undertaken, just under three times as 
many as Japanese test takers, yet the UK had 428,22534 foreign students to Japan’s just over 
20,000 foreign students – a difference of about 95%.  

Tokyo should lead the way with new one year Foundation programmes being offered at its 
universities, foreign students with advanced Japanese skills have a greater chance of integrating 
into the population, better job prospects and are more likely to settle permanently. This would 
need to be supported by new pre-university visas and guaranteed post-graduate work visas, or 
even if students returned to their countries after the completion of their studies they would still 
become ambassadors for Japan in their home countries. They would show that Japan is accessible 
as well as that Japanese is learnable and help spread Japanese culture. Furthermore, the way 
forward for internationalisation isn’t the anglicisation of the Japanese population, which alienates 
people and creates insurmountable misunderstandings and resentment, the way forward is to 
educate the world in Japanese. The hundreds of thousands of Japanese learners in the world, and 
prospective learners have to be attracted to Tokyo via new immigration controls that favour 
Foundation and degree students as well as talented young people who have already got Japanese 
skills and would like to work in Japan if the opportunities and accessibility were there. The 
benefits for the economy are clear, the short term effects of combating depopulation through net 
immigration and with the presence of new prospective parents are evident and a new direction for 
internationalisation through education is of utmost importance. For this reason Japan must 
create its own legacy now for a new Japan, a new Tokyo and a new tomorrow for the children yet 
to be born. 
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34  International students in UK higher education: key statistics. 2012. http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_he.php (8 Sep 2012) 
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