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A note on definitions (定義について） 

• There is no consensus on what 
terms such as kokusaika mean: 
they are interpreted in different 
ways by different people 

• Goodman argues that kokusaika 
is a multivocal symbol: it is 
interpreted in multiple ways by 
different actors – the same term 
can be used to describe very 
different processes 

 

Goodman, Roger 
 2007  'The concept of 
Kokusaika and Japanese 
educational reform'. 
Globalisation, Societies and 
Education 5:1, pp.71 - 87. 



1. 国際化のルーツ 

• 1960-1980: The Japanese Miracle (高
度経済成長) 

– Rapid economic development, focus on 
economic diplomacy 

 

• 1980s: Growing criticism of Japan as 
“economic animal” – Japan as a threat 
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“Japan embarked on kokusaika in 
the 1980's primarily to alleviate the 
foreign pressure to open up its 
markets to foreign goods and 
services. Former prime-minister 
Yasuhiro Nakasone made kokusaika 
an official policy when he declared 
the creation of a kokusai kokka 
nihon ('an international country 
Japan') at the ninety-seventh 
session of the Japanese Parliament 
in 1984” 
    (Itoh 1998: 6). 
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国際化の推進者、
中曽根首相
（1982-87) 



Nakasone: A Nationalist AND an 
Internationalist?!? 

• Nakasone was a conservative LDP 
politician known for privatisation (民営
化) and reviving Japanese nationalism 
(保守革命) 

 

• 1986年の単一民族発言で有名 

 

• Both a cultural nationalist AND an 
internationalist?!? 

PM 1982-1987 



So what is Kokusaika? 

• On the surface, it implies both a physical and 
psychological opening up (like the English) 

 

• In practice, in its dominant conservative 
manifestation at least, kokusaika is 
characterised less as an opening up and more 
as neo-nationalist defensive closing in to 
protect and maintain national identity 

表  

裏 



• “[Kokusaika] is a conservative policy 
that reflects the other side of a 
renewed sense of Japanese national 
pride, if not nationalism ... instead of 
opening up Japan to the struggle of 
different nationalities and ethnicities, 
the policy of internationalization 
implies the opposite: the thorough 
domestication of the foreign and the 
dissemination of Japanese culture 
throughout the world.” 

                                                (Ivy 1995: 3). 
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that reflects the other side of a 
renewed sense of Japanese national 
pride, if not nationalism ... instead of 
opening up Japan to the struggle of 
different nationalities and ethnicities, 
the policy of internationalization 
implies the opposite: the thorough (1) 
domestication of the foreign and (2) 
the dissemination of Japanese culture 
throughout the world.” 

                                                (Ivy 1995: 3). 

国際化は、国を開くより、むしろ。。。 
（１）フィルターとして日本を外国のものから守っていく 
（２）世界について日本の「正しい理解」を普及させる 

ものである 



国際化  内なる国際化  多文化共生 

• 国際化は主に、国外の外国人（脅威）に対応
するイデオロギー（対策） 

• しかし、（増加している）国内の外国人人口に
対応するために、同時に「内なる国際化」も 
推進された 

–内なる国際化は、地方自治体支援プログラムで、
外国人に住みやすい環境を作ったり・国際交流  
イベントなどをおこなったりするもの 

• 現代の日本では、これを「多文化共生」と言う 

国際化の延長
線上にある 
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2. 多文化（共生）の発展 
• 1990s 

–地域レベルで使われ始めた（自治体・市民団体） 

–例：「多文化共生センター」（神戸） 

• 2001 
– ５月：「外国人集住都市会議」 設立 

– １１月：政府に「浜松宣言及び提言」の申し入れ 

 

 

• 2000年後半 

–総務省(‘06)：「地域における多文化共生推進プラン」 

–内閣府(‘09): 「定住外国人施策ポータルサイト」 

–内閣官房(‘12): 「外国人との共生社会実現検討会議」 
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他者 

自己・ 
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下位 
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違いを強調すると、その違いを維持し、
確実なものにしてしまう 

 
上位 

下位 

永吉希久子（東北大学）の研究によると、
日本人にとって、多文化共生は 
「単一民族」を維持・強化するもの 

 



• “the Japanese do not regard 
multiculturalism as antithetical 
to the maintenance of ethnic 
homogeneity within a ‘nation’; 
rather, the endorsement of 
multiculturalism stems from 
belief in the uniqueness of 
‘Japaneseness’” (2011:561) 

 
Nagayoshi, Kikuko 
 2011  Support of 
Multiculturalism, but for 
Whom? : Effects of Ethno-
National Identity on the 
Endorsement of 
Multiculturalism in Japan'. 
Ethnic and Migration 
Studies 37:4, pp.561 -78. 

In other words, multiculturalism 
does not oppose ethno-national 
identity; rather it is compatible 
with strong ethno-national identity! 
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例：移民にとって、社会的移動 
（つまり日本人になるのは） 
どのぐらい難しいのか？ 

• 日本滞在長い（２５年間） 

• 家族、子ども、仕事（税を払う）、住宅ローン 

• 日本語を話せる 

• 日本文化を詳しい 

• 日本好き・誇りをもっている 

• 日本代表を応援する 

• （日本の国籍を持つ） 

Ｑ．私を、日本人として認めてくれますか？ 



Conclusion: Reproducing Boundaries 

• 国際化も多文化共生も、実際には「日本人」   
というカテゴリーを強化し、（日本にいる）外国人は
日本社会の一員ではないことを再確認している 

Suzuki, Nobue (2000:160) 

‘multiculturalism 
as reproducing 
boundaries that 
reaffirm 
foreigners’ non-
membership of 
Japanese society’ 
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3. Opening up or Closing in? 

• 問題：「日本人」カテゴリーは固定されている 

–我々「日本人」 ｖｓ. 他者「外国人」 

  （開国）                  （鎖国） 
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• こうしたことは既に起こっている。例えば。。。 

  （開国）                  （鎖国） 



 



ミス・ユニバース・ジャパン 
2015年度日本代表  
宮本エリアナさん 

母親が日本人で、父親がアフリカ系アメ
リカ人。長崎県の佐世保市で育った。 

  「日本人ではない」との批判も。。。 

 

ミス・ワールド・ジャパン 
2016年度日本代表  
吉川プリアンカさん 

母親が日本人で、父親がインド人。東京
都東久留米市出身 



開国を選ぶなら。。。例えば、実際にできることは？ 

１）二重国籍を認める 
  韓国やドイツを倣う 

２）留学生の就職支援（国に帰らないように） 
  留学＞特定活動ビザ変更不要・永住権優先など 

３）永住権者に参政権 
  日本社会に積極的に参加・貢献をやりやすく 

４）「移民」という言葉を正式に使いはじめる 
  「入国者」等の婉曲表現をやめる・ちゃんとした「移民対策」 

 日本に定住している外国出身の人を「外国人」と呼ばない 

５）「韓国系日本人」などという二重       
アイデンティティを認める 

 

決めるのはみなさん！ 
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