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難民セクション総括論文要旨

冷戦終結とグローバル化により、難民は質的・量的に変化した。多様な背景や異なる文化を持つ現代
の難民に対し、国際社会はうまく対処できておらず、それにより難民はあらゆる段階で人権を守られて
いない。われわれはそこに問題意識を持った。そこで現在、国際社会による解決ができていない難民と
してシリア難民を例にとって、この問題が空間を越境して広まり、結果として既存の多国間主義による
解決が困難となった過程を分析した。そして解決策として、国家だけではなく多様なアクターを引き込
んだ取り組みを、人権保護の観点から補いつつ提示することにした。
まず第１章では、シリア難民の発生と、周辺国が大量のシリア難民の流入に対処できなかったために
彼らがおかれた劣悪な環境、そしてそれに対する国際社会の対応について述べた。そこから「なぜシリ
ア難民は欧州を目指したのか」という問いに対して「国際社会の支援が不十分であり、適切な対処がで
きていなかったためだ」という仮説を検証した。
第２章では、欧州を始めとする国々において自国中心主義が広まり、シリア難民を含む難民全般をデ
メリットと捉える風潮が広まったことで、多国間主義によるシリア難民問題の解決が困難となっている
ことを論じた。
第３章では、国際レベルにおいても解決できなくなってしまったグローバルイシューであるシリア難
民問題を解決するために民間アクターと国家・国連が連携した支援方法であるグローバル・コンパクト
と経済特区を取り入れた難民支援に、足りない視点を独自に補足した。また、それらを融合した新しい
シリア難民の支援方法を提案した。
最終的には、シリア難民問題解決のためには国家だけでなく民間アクターも巻き込み、より多元的な
新しい国際協調体制が必要であり、それに実効力を持たせて進めることで最終的に全ての難民の人権を
守ることができるのではないかと結論づけた。
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難民の人権を守る
～負の連鎖に立ち向かう新たな国際協調～

序章

冷静終結後、難民は質的・量的に変化した。冷戦期、国際社会が東西に二分されていた頃に生じた難
民は、政治的色合いが濃く、比較的少数で、民族的にも同質性が高かったため、受け入れに関しても寛
容な態度がとられた。その後、冷戦終結により、イデオロギー対立によって抑圧されていたエスニック
グループ間の対立が噴出し、民族紛争が多発するようになった。紛争によって生じた難民は、以前ほど
の政治的価値を持たなくなり、その数も膨大なものとなった。また、グローバル化に伴って人の移動が
容易になったことで、異なる文化圏への移動も起こるようになった。つまり、庇護を求めてやってくる
のは、以前のような民族的同質性が高い人々ではなく、
「異質な他者」であり、その分、受け入れにも一
種の「壁」が立ちはだかるようになったのだ。
そのような中、難民は内戦が続く出身国、逃れた先の周辺国やキャンプ、自力での危険な渡航を経て
やっとの思いで辿り着いた第三国、どの段階においても居住、生存、社会で生活していくための様々な
権利が保障されていないのだ。このような現代における難民は、現行の難民条約1では定義しきれなくな
っており、この条約に当てはまらない難民を国際社会がどのように包摂していくかが課題となっている。
そこでわれわれは難民の定義を「恐怖、欠乏からの自由、言論、表現、宗教の自由が脅かされるような
外的要因により移動を強いられ、国籍国の保護を受けることができない又は保護を受けることを望まな
い者」とした。そして、現代の難民問題に対して国際社会が適切に対処できておらず、難民の人権が脅
かされていることに問題意識を持った。この問題を分析するために、現代における難民の特性に当ては
まっており多国間主義による解決の困難さが顕著に表れている事例として、シリア難民問題を取り上げ
分析していく。
まず、1 章では、主にシリア周辺国においての事象を扱う。はじめにシリア内戦が長期化している現状
とそれにより難民が発生し続けていることを述べる。そして、シリア難民がシリア周辺国(トルコ・レバ
ノン・ヨルダン)に流入した当時の様子について触れ、その状況に対して当時の国際社会がどのような反
応を示し、どのような支援を行っていたのかについても詳しく見ていく。
次に 2 章では、欧州での事象を扱い、前半でシリア難民が周辺国から出て欧州を目指すようになった
理由を欧州の難民保護制度がプル要因になっていたことに触れつつ示していく。そして、時間が経つに
つれ、当初の積極的受け入れ姿勢が消極的になっていったことについて欧州内の各国の状況を整理しな
がら述べていく。後半では、欧州内での難民に対する消極的姿勢が世界レベルにまで広がるに至った経
緯を述べる
1

1951 年「難民の地位に関する条約」と 1967 年「難民の地位に関する議定書」を合わせたものを指す。

1

2018 年 6 月 23 日
文責：難民セクション一同
最後に 3 章では、多国間主義の枠組みにおいて解決が困難になっているシリア難民問題に対して既存
の方法を利用しつつ新たなアプローチを提示する。

第 1 章 シリア難民の発生と周辺国の対応

第 1 節 シリア難民の流出と内戦の長期化
「これが運命です」
2018 年 3 月、シリア北部の街からトルコ南東部アンタキヤに逃れた 24 歳の女性は、寂しげにこうつ
ぶやいた。2
シリアでは 2011 年から現在まで 7 年以上に亘って内戦が続いている。戦火に追われた人々は、命をつ
なぐため、安定した生活を得るために危難を知って今日も国境を越えていく。解決の糸口を見出すため
にも、時代に即した新たな解決策を示し人々の権利を守る義務が国際社会にはあるが、21 世紀最大の人
道危機の内実が複雑さを極めていることも、また事実である。
シリアでは内戦発生からこれまで、
UNHCR に登録されているだけでも約 560 万人3の難民が発生した。
2013 年 1 月には約 120 万人4であったが、内戦の長期化でここまでの数に膨れ上がった。難民の中には
危険が伴うゴムボートでの避難も増加し、特に 2015 年にトルコの浜辺に打ち上げられたアラン君の写真
は世界に難民問題を考えさせる大きなきっかけとなった。また避難先でも支援体制の整った難民キャン
プで生活できているのは約 40 万人に対し、残るほとんどの人々は避難国の都市部やその近郊などでホー
ムレス同然の暮らしを強いられているのが実情である。
2015 年頃から欧州への流入が起こるが、これらの難民のうち欧州まで到達できたのは全体の１割程で
ある。しかし、欧州ではこれまで経験したことのない数の難民が領域内に押し寄せ、国内の政治経済に
とどまらず、多国間主義に裏付けされた EU という共同体そのものをも揺るがす事態となった。
それでは、なぜシリア難民は周辺国にとどまらず欧州にまで広まることになったのか。大きなプッシ
ュ要因のひとつであるシリア内戦の様相、そして飽和状態に達した周辺国の状況からみていく。
図表 1-1 シリア難民の推移
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『毎日新聞』2018.3.27 朝刊 より筆者作成
UNHCR「OPARATIONAL PORTAL――REFUGEE SITIATION」(ttp://data2.unhcr.org/en/situations/syria）(2018
年 6 月 23 日。)
UNHCR 同上
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(出典：https://data2.unhcr.org/en/situations/syria より筆者作成)
シリア内戦のきっかけは、2011 年頃から中東で広がりつつあったアラブの春である。
シリアは「反体制勢力のスンニ派が全体の 7 割強、アサド政権のアラウィー派が 1 割、その他少数民
族で構成されている5」
。そのシリア国内でアサド政権と反政府軍という構図で内戦が勃発した。アサド大
統領はアラウィー派で、政権の主要ポストもアラウィー派で占められているため政策もアラウィー派を
優遇していた。上記のようにシリア国民の大多数はスンニ派であるため、アラウィー派のアサド政権に
不満を爆発させ内戦が勃発した。シリア空軍による無差別爆撃を受けた住民らが周辺国に流出するなど、
内戦の激化により生活を営めない人々が難民・国内避難民として発生した。そのような中、統治が及ば
なくなった地域へのイスラム国の進出も起こっている。またシリア内戦は宗派対立の要素ももつことか
ら、中東各地で地域的な優位を求め周辺国の介入がおこった。加えて覇権を握ろうと考える大国も介入
し、イラン、中国、ロシアなどのアサド政権を支持する国とアメリカ、トルコ、フランス、サウジアラ
ビアなどの反政府軍を支持する国との代理戦争の様相を呈している。介入している 2 つのグループの利
害の対立や矛盾が発生しているため統制できていない状況があり、シリア内戦が終結する見通しは未だ
立っていない。
第 2 節 シリア難民が流入する周辺国の劣悪な環境
ここから、シリアと国境を接し、第一庇護国となっているレバノン、ヨルダン、トルコについて難民
流入の規模、またその深刻な状況について述べる。レバノン、ヨルダンは国土面積が非常に狭いにもか
かわらず 2011 年のシリア危機以降難民が流入し続けており、現在その国の持つ難民受け入れの許容量は

5

NHK News Web「中東はどのように今に至ったのか」
(https://www3.nhk.or.jp/news/special/new-middle-east/how-we-got-here/) (2018 年 6 月 23 日。)
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既に限界に達している。65

万人6を超える難民を抱えるヨルダンはザータリ、アズラックの２つの巨大難

民キャンプを開設しているが、これらの難民キャンプ内での生活の過酷さからそこで暮らす難民の割合
は 15％にとどまり、残り 85％がアンマンを中心に都市部で生活をしている。だが、都市部での生活も困
難が待ち受けている。難民は労働許可証を取ることが難しく経済的に困窮してしまい、報告書7によると
10 人中 9 人が借金をしているという。その結果、子どもを学校に通わせることや医療を受けることが困
難となっている。ヨルダンの難民受け入れ状況を知るには難民キャンプの現状だけでなく、都市に散ら
ばった難民の状況を把握することも忘れてはならない。
一方、レバノンでは、国土面積の狭さ、難民受け入れによる経済圧迫などの理由から国連機関による
難民の定住キャンプを建設することが認められておらず、難民は自力でのシェルター建設、仮住まい探
しをすることを余儀なくされている。その結果、非正規難民キャンプで暮らすシリア難民の数は 20 万人
を超え、十分でない設備による健康被害などが生じている。また、残りの難民も過密状態の集合住宅や
立ち退きの可能性がある中での生活状況に置かれている。レバノンは人口に占める難民の数が最も多く、
人口約 600 万人8に対して難民が約 98 万人を占め、約 6 人に 1 人が難民である。
次に、2011 年の紛争発生当初から比較的寛容に難民を受け入れているトルコについて述べる。紛争直
後の 2012 年の時点では、約 49 万人9いたシリア難民のうち 2 万人弱をトルコ政府が管理する 7 つの難民
キャンプで受け入れていたが、2018 年 6 月現在シリア難民の数は 560 万人を超えた10。そのうち 350 万
人強がトルコ国内に流入していて、
約 27 万人が国内にある 2611の難民キャンプで生活している。
しかし、
この数は総数の約 1 割に満たず、残りの約 9 割がキャンプ外で厳しい生活を送っているのが現状だ。ト
ルコ首相府災害危機管理庁(AFAD)とトルコ赤新月社が設立した難民キャンプは、公共施設や市場に恵ま
れ、政府や UNHCR など国際アクターから生活必需品や食料を支給されるなど手厚いサポートを受けら
れる。その一方、都市部から離れていて常に飽和状態にあり自由度が少なくプライバシーの確保が困難
なことから、大半の難民がキャンプ外での生活を余儀なくされている。一度キャンプの外に出てしまう
と政府の目が届きにくくなり、住居はもちろん食料までも自分たちで手に入れなければならない。加え
て、難民の半数が子供といわれる中で噴出している教育問題や、言語の違いによる就労の困難さもある。
またトルコ人の失業率が深刻な問題となっている国内状況とも相まってシリア難民の貧困が進むのは当
然ともいえる。また、2014 年頃からは紛争の長期化によってより良い条件の雇用やインフラ整備を求め
て都市へ進出する難民も目立つようになってきた。主に大都市イスタンブール、ギリシャのレスボス島
やヒオス島に近いイズミール県のようなバルカンルートの入り口に集中するが、彼らは地元住民に隠れ
て住むためデータが少なく行政サービスは十分に受けられていない。欧州を目指すシリア難民の通過国
トルコは今、逼迫した状況にある。

UNHCR 前掲 URL
ReliefWeb「VASYR 2017: Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon」
(https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2017-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon) (2018 年 6 月
23 日。)
8 外務省「レバノン共和国」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/lebanon/index.html)
(2018 年 6 月 23 日。)
9 UNHCR Japan「シリア難民保護に向け、地域調整官を任命」
(http://www.unhcr.org/jp/10712-ws-120313.html) (2018 年 6 月 23 日。)
10 UNHCR 前掲 URL
11 伊吹裕美(2017)「シリア内戦勃発後のトルコの状況」
『専修大学人文科学研究所月報』292,1-27.
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第 3 節 国際社会の対応
ここまでで述べたように、シリア難民問題はもはや当事国と周辺国だけでは対処しきれない状況にな
っている。ではこの問題に対して、国際社会はどのような認識を持ち、どのような支援を行ってきたの
か。難民の国際的な支援体制として国連関連機関を例にとり、その取り組みに対する各国の協力状況を
調べることで、欧州流入前の時期(2011～15 年)においての動向を分析していく。
第 1 項 国連機関の対応
2014 年 12 月、国連機関とパートナー団体はシリア難民に対する支援計画 3RP(シリア周辺地域難民回
復計画)を発表した。この計画は、周辺国に逃れたシリア難民を対象としている。3RP は、食糧、住居支
援や生活物資、現金給付などの各難民世帯のニーズにあった支援や難民登録などが主な支援であり、そ
れらに加えインフラ整備や支援者側のトレーニングや受け入れ国への政策・運営のサポートも含まれて
いる。
しかし、この計画は 2015 年 12 月に約 45.3 億ドルの資金援助の緊急要請を国際社会へ行ったにもかか
わらず、2016 年 5 月までに約 10.6 億ドルしか集まらなかった。
約 34.7 億ドルの大幅な資金不足により、
160 万人の食糧提供が困難に陥り、75 万人の子供達が学校に通うことができず、7 万人の妊婦が医療サ
ービスの不足により安全な出産ができなくなったことなど多大なる影響を及ぼした12。つまり、国際社会
のシリア難民に対する危機感や関心の低さにより資金不足が重なりこのような結果を招いてしまったと
言える。
第 2 項 UNHCR への拠出金
図表 1-2 UNHCR の予算額、余財、不足額

(出典：UNHCR Global Report http://www.unhcr.org/the-global-report.html )
UNHCR 自体も資金不足に悩まされている。下のグラフを見ると、2015 年には必要な予算の約半分し
12

UNHCR 「シリア難民、400 万人を突破」(http://www.unhcr.org/jp/11444-pr-150709.html)
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か集まっていないことがわかる。
では資金不足はなぜ起こったのか。下のグラフは各国の UNHCR への拠出金の推移である。拠出金の
額は 2015 年、つまり欧州難民危機の年を境に大幅に増えており、難民が自国に来る前と後ではこの問題
に対する姿勢にかなりの違いがあったことがわかる。
図表 1-3 各国の UNHCR への拠出金

単位：USD
(出典：UNHCR Global Report (http://www.unhcr.org/the-global-report.html )より筆者作成)
第 3 項 難民受け入れ
次に受け入れについて見ていく。第三国定住は難民が一時庇護国においてもなお危険な状況にあり対
応できないような場合に、より環境のよい第三国に再定住するという解決策であり、UNHCR によって
進められている。下図は第三国定住をしたシリア難民の数の推移である。
図表 1-4 再定住したシリア難民の数

(出典：UNHCR Resettlement Data Finder http://rsq.unhcr.org/en/#4mPr より筆者作成)
6

2018 年 6 月 23 日
文責：難民セクション一同
2015 年から 2016 年にかけて 3 倍近く数が増えており、欧州に直接難民が押し寄せた 2015 年以降、
受け入れ国のシリア難民問題に取り組む姿勢が変化したことが伺える。逆に、2015 年以前は第三国定住
に協力的でなかったといえる。
また受け入れにおいては国家によっても差が大きかった。アムネスティ・インターナショナルの報告
書13によると、2014 年までの 3 年間に EU 全体の申請受理総数の 64％にあたる 96,500 人の難民申請を
ドイツとスウェーデンが受理している一方、ドイツを除く EU5 大国のイギリス、フランス、イタリア、
スペイン、ポーランドが表明した受け入れ総数は 2,000 人であり、欧州内でも難民への対応の足並みが
そろっていなかったことがわかる14。またアメリカはシリア難民に対して資金面での協力は継続して行っ
ているものの、2016 年にオバマ大統領が 1 万人のシリア難民受け入れを行う以前はほとんど受け入れを
行っていなかった。
UNHCR ができるのはあくまでもドナー国の斡旋のみであり、受け入れを強制することはできないた
め、第三国定住を許可するかどうかは各国の裁量に任されている。そのため、ドナー国が自ら取り組む
姿勢がなければ実効力を持って進めるのは難しいのが現状だ。
第 4 節 結論
この章では、
「なぜシリア難民は周辺国にとどまらず欧州にまで広まることになったのか」という問い
に対して「国際社会がシリア難民問題を軽視しており危機感を持っていなかったため支援が十分でなく
適切な対処ができなかったためではないか」という仮説を立て、検証してきた。
第 3 節で述べた通り、特に 2015 年以前において、国際社会のシリア難民問題への資金援助や第三国定
住などの取り組みは不十分であった。これは、一部の先進諸国がこの問題を自国と関係ない一地域のも
のとみなしていたことを物語っている。UNHCR の活動も結局は各国の拠出金や受け入れへの協力なし
には行えず、国際社会の支援の足並みが揃わない中、1，2 節で述べたようなシリア難民とその周辺国の
状況を改善することはできなかった。その結果、難民たちは劣悪な環境から脱して教育や就労の機会を
得ることを求め、欧州へと向かいはじめた。中には密航業者に依頼して危険な渡航をしてまで向かい、
それゆえに途中で命を落とす者もいた。しかし難民の移動は止まらず、2015 年には前年の 2 倍以上、100
万人を超える難民が欧州に押し寄せた。シリア難民問題は空間を越境して広がるグローバルイシューで
あるということを、国際社会はようやく認識したのである。

第 2 章 欧州難民危機と世界

13アムネスティ・インターナショナル「見捨てられたシリア難民」

(http://www.amnesty.or.jp/library/report/pdf/syria_report_201412.pdf) (2018 年 6 月 23 日。)
これらの数値には、国連難民高等弁務官（UNHCR)が主導した第三国定住プログラム、人道的配 慮による滞在許可、
資金援助、家族呼び寄せ、シリア難民の第三国への移住を促進するために導 入されたビザプログラムなどを含む
14
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第 1 節 シリア難民問題の広がり
第 1 項 シリア難民が欧州を目指した理由
2015 年、欧州へのシリア難民の流入数は急増した。シリア難民が欧州を目指した主な理由として、1
章で述べたように周辺国において十分な支援が得られなかったことで、より充実した欧州の庇護制度を
享受するため移動したことがあげられる。この庇護制度は難民に対するプル要因となっていたのだ。
プル要因の具体例として共同体レベル(EU)では、欧州共通庇護制度があげられる。欧州共通庇護制度
を構成しているのは、主にダブリン規則、庇護申請者の処遇に関する指令、資格指令、庇護審査手続き
に関する指令、ユーロダック規則15の 5 つである。2011 年に改正された資格指令では「補完的保護」と
いう概念に基づき、難民条約では規定されていない紛争が原因で避難を強いられた人々に対する保護も
規定されている。これはシリア難民の受け入れ根拠にもなっている。ダブリン規則は、EU 領域内におけ
る難民の庇護申請の分担について詳しく規定されており、庇護審査の効率化を図っている。
ダブリン規則
(1)庇護申請者の「家族」が合法的に居住しているか庇護申請をしている国。庇護申請者が未成年の
場合、兄弟姉妹あるいは「親戚」の居住国も考慮
(2)庇護申請者に居住許可証あるいは査証を発行した国
(3)庇護申請者が非合法的に入国した国
(4)庇護申請者が最初に庇護申請を行った国
出典：滝澤三郎,山田満(2017)『難民を知るための基礎知識』明石書店.P215
EU は加盟国間で共通の政策を展開するという基本理念の元に、EU 法では最低基準を示し、その基準
を上回るように国家裁量で国家が国内法に反映するといったことが行われている。このことからも EU
内で統一された制度と認識が大きなプル要因になっていたことが分かる。
国内レベルでは、ドイツやスウェーデンの受け入れ寛容政策があげられる。受け入れの根拠としては
両国ともに人道的見地に基づく第二次世界大戦の反省があげられる。またドイツでは基本法(憲法)に難民
保護に関する記述があるため、異文化受け入れに寛容であったこと、スウェーデンでは元々移民受け入
れに積極的であったことに加え、医療・福祉などの充実した社会保障制度があげられる。シリアから陸
路でこれらの国を目指す場合 EU の域外国境警備は厳しいため大変な困難を伴うが、EU の領域内に入れ
ばシェンゲン協定が適用され、協定締約国間の移動に関しては国境管理がなされないため移動は比較的
容易になる。しかし、欧州難民危機とパリ同時多発テロのあと難民に対してシェンゲン条約適用を停止(国
境管理を再開する)動きもある16。
第 2 項 欧州が受け入れに大きく前進した理由

重複して庇護申請をすることを防ぐために EU 内で税所に入国した国において指紋を採取しデータベースに登録する仕
組みのこと
16 墓田桂(2016)『難民問題――イスラム圏の動揺、EU の苦悩、日本の課題』中央公論新社.
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欧州諸国が受け入れに大きく前進した理由としては、2015 年 9 月 2 日に報道されたアラン君の遺体の
写真があげられる。この写真の衝撃はメディアにより瞬く間に欧州中に広まり、シリア難民問題は人道
的見地から看過できぬレベルに達していたことを示し、各国を受け入れ積極姿勢に導いた。それまで難
民が避難する周辺国への支援を中心に行い第三国の立場であった欧州は、宗教的・民族的に異なる人々
が直接流入し、彼らを受け入れる立場へと変化した。つまり、欧州が「周辺国化」したのだ。これは大
きな転換である。
結論から言うと、ここまで盤石とされた欧州の難民庇護制度は現在機能不全に陥っている。なぜ欧州
においても難民支援の国際社会の足並みが揃わず、難民問題の多国間主義による解決が困難になってい
るのか。EU がどのような政策をとり、それに対して欧州諸国はどのような反応を示したのか、以下で順
に述べていく。
第 2 節 EU による受け入れ政策
2015 年 5 月 13 日、EU の政策執行機関である欧州委員会は欧州諸国に大量流入している難民の受け
入れを推進する「欧州移民・難民アジェンダ」を提示した。これにより定められた EU の難民受け入れ
政策の中で、ここでは EU が国家を超越した権力を持つことが顕著に表れた例として緊急再定住措置に
ついて述べる。
緊急再定住措置とは、シリアから地理的に近い欧州における難民受け入れ最前線の国(イタリア・ギリ
シャ等)での難民受け入れの負担を EU 全体で分担するために定められたもので、各国の人口、GDP、人
口 100 万人に対する庇護申請件数(庇護負担率)、失業率によって各国に受け入れ人数が割り当てられた。
第一パッケージでは 2015 年 5 月 27 日、イタリア・ギリシャにいる 4 万人を、第二パッケージではイタ
リア・ギリシャ・ハンガリーにいる 12 万人を対象として割り当て政策を行うことが欧州委員会によって
提案された。第一パッケージは、同年 9 月 14 日に、第二パッケージは同 22 日に EU 司法・内務理事会
により合意が得られた。しかし、これは一筋縄ではいかなかった。これまで国家裁量により一定の自由
が保たれ、任意であった難民の受け入れを義務化したことは、国家裁量を無視したともとれる。この決
定はチェコ・スロバキアをはじめとする東欧諸国を中心に反対意見も多かった。決定から 2 年経った 2017
年 9 月の時点で受け入れ達成数は計画全体で予定の約 30％にとどまり、成果が出ているとは言い難い。
第 3 節 欧州各国におけるシリア難民流入後の動向と分析
この節において分析に利用する国は、
(1)シリア難民流入最前線だった国
(2)シリア難民通過国
(3)シリア難民が手厚い庇護を求めて申請を行うために目指した国
というように分けて論証していく。

9

2018 年 6 月 23 日
文責：難民セクション一同
(1)シリア難民流入最前線だった国（イタリア・ギリシャを例にとって）
図表 2-1 イタリア・ギリシャの難民受け入れ数
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出典：http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly より筆者作成
図表 2-2 イタリア総選挙得票率（下院）
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(出典：朝日新聞記事データベース http://database.asahi.com/library2/main/top.php より筆者作成)

10

2018 年 6 月 23 日
文責：難民セクション一同
図表 2-3 ギリシャ総選挙得票率
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(出典：朝日新聞記事データベース http://database.asahi.com/library2/main/top.php より筆者作成)
イタリアとギリシャは 2014 年まで難民の流入数、受け入れ数が少なかった。しかし、シリア内戦激化
によりシリアから地中海ルートを渡り、それまでの数倍の難民が押し寄せた。そのため両国は難民受け
入れの最前線に立ち、政策を打ち出すことを余儀なくされた。
イタリアは難民の受け入れに慎重であったため、受け入れ態勢が万全でなく、難民の生活環境は劣悪
で、国内の体制と難民の流入が追いつかなくなった。また、2013 年 10 月にシリア難民を乗せた船がイ
タリア沖で沈没した事件を機に、欧州対外国境管理協力機関（FRONTEX）が海上警備を強化した。し
かし相次ぐ海難事故を人道的見地から無視できず、それを悪用し不法入国を助長するブローカーも増加
し、悪循環が生じた。これにより、イタリアは大量に流入する難民と不法入国者に対処できず、イタリ
ア国民の難民・移民に対する不満感情は高まった。
ギリシャは、ドイツやフランスなどに渡る経由国であったが、バルカンルートが封鎖され、多くの難
民が滞留した。また、2010 年の金融危機で国内経済が破綻しているため、難民への衣食住の支援ができ
ず、難民がギリシャから出ようとした。しかし、ダブリン規則により再びギリシャに送還され、北部欧
州を目指す難民の申請を受け付ける負担が押し付けられている。
つまり、イタリアとギリシャは難民が押し寄せたことにより国内に社会的混乱を招き、難民の受け入
れに限界を迎えてしまう結果となった。次第に難民に対する国民の不満が募り、難民排斥を掲げる自国
中心的なポピュリズム政党17を支持する声が高まった。欧州難民危機を境にイタリア、ギリシャの第 1 党
だった政党が得票率を伸ばすことができず、政権交代となった。

17

本論文では反移民・難民政策を掲げる政党をポピュリズム政党と呼ぶ。
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イタリアは 2013 年の総選挙で、
民主党をはじめとする中道左派連合が第 1 党として政権を握っていた。
この時、国民の移民への関心は低かったが、難民の大量流入により失業や貧困など国内の問題解決に手
が回らなくなってしまった。さらに、難民が事件を起こし、治安を悪化させる要因となった。そのため、
2018 年の総選挙では国民の関心が難民・移民問題に集中し、反難民政策を唱える中道右派連合や五つ星
運動が第 1 党、第 2 党に躍進した。この両党による連立政権が発足し、ダブリン規則の根本的な見直し
を掲げ、難民の受け入れを拒否し、EU 内での公平な負担を主張した。
ギリシャは、2012 年の総選挙で中道右派連合が最も多くの得票率を集め、第 1 党となった。しかし、
イタリアと同様に難民によって犯罪が増加したことや国内の金融危機を機に支持率が低下し、2015 年の
総選挙では第 2 党に後退した。ここで台頭する政党が極右政党の黄金の夜明けである。2012 年の選挙で
は 5 番目の得票率であったが、金融危機で行き届かなくなった社会・医療サービスの提供や、貧困世帯
への食料配給など、難民ではなく国民第一の政策を掲げた。この反難民政策が国民の支持を得て、2015
年には第 3 党となった。
このように、イタリアとギリシャは難民の大量流入により、欧州難民危機以前からあった国内問題へ
の対処にも手が回らなくなってしまい、国内の社会的混乱が起こったことで、EU 内での難民支援の分担
の再検討や反難民政策を掲げるポピュリズム政党が台頭した。
(2)シリア難民通過国（ハンガリー・フランスを例にとって）
図表 2-4 ハンガリー・フランスの難民流入数
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(出典：http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly より筆者作成)
図表 2-5 ハンガリーとその周辺国の地図
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(出典：坂口裕彦（2016）
『ルポ 難民追跡 バルカンルートを行く』,岩波新書.P127 より引用)
図表 2-6 ハンガリー選挙得票率
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(出典：朝日新聞データベース http://database.asahi.com/library2/ main/top.php より筆者作成)
図表 2-7 フランス大統領選挙得票率
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ハンガリーへのシリア難民流入数は年々増加を続けていたが、2015 年には 64081 人と突如として大量
の流入が起こるようになった。ハンガリーは EU 加盟国のオーストリアやクロアチアと国境を接してい
る一方、非加盟国のセルビアとも国境を接している。シェンゲン協定によってクロアチアからハンガリ
ーへの移動は容易だが、セルビアからハンガリーへの移動は困難である。まず、ハンガリーは EU への
難民流入を防ぐために、セルビアとの国境にフェンスを設けた。しかし、セルビアとの国境管理をして
も、難民はクロアチアから迂回しハンガリーに流入できるのだ。そこでハンガリーはクロアチアとの国
境にもフェンスを設けた。しかし、この行為はシェンゲン協定に違反しており、ハンガリーが難民流入
に対し不満を感じ、自国中心的政策を行っていることを強く示していると言える。また、大量の難民流
入により国境沿いの南部の 5 つの県において危機的状況による非常事態を宣言し、警察だけでなく、軍
も国境警備を行った。2015 年 9 月にはセルビアを「安全な第三国」に認定し、セルビアから来る難民の
申請を却下した。
このように反難民を掲げるハンガリー政府は EU に所属していながらも連携を避けて、独自の政策路
線を歩んでいる。2015 年 9 月に出された EU の緊急再定住措置の達成率は 2017 年 9 月の時点で 0%と
なっている。この点から見てもハンガリーは難民受け入れに対する不寛容な姿勢は一貫している。2015
年に約 177,000 人が流入する前と比べると、与党のフィデス＝キリスト教民主国民党は反難民・EU・国
連の批判を掲げて、得票率は 15.35%も上昇した。つまり、ハンガリーはポピュリズム政党が存在しない
が、既存政府が世論に押され、政権維持のためにマニュフェストを変えたのである。
フランスは、憲法に定められたライシテ(政教分離政策)があるものの長らく移民を受け入れてきたので、
異文化に寛容な国家であった。そのため、難民の受け入れにも一定の理解を示してきたが、その風潮が
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一変したのが 2015 年にパリ同時多発テロ事件である。実行犯の中には難民に紛れて来た者もおり国民の
難民に対する不安感情は一気に高まった。ここに付け込んだのが、国民戦線である。ライシテを尊重し
ムスリム排除の姿勢を取り、
「難民＝ムスリム」というレッテルを貼り政治戦略として用いたことで国民
の支持を大いに得ることになった。それにより、2012 年の大統領選挙の第 1 回投票で 8%の投票率であ
ったが、パリ同時多発テロ事件後の 2017 年には 21.4%と躍進しているのがわかる。このことから緊急再
定住措置の達成率は 22.7%と低くなっていることももっともだとわかる。
(3)シリア難民が手厚い庇護を求めて申請を行うために目指した国（ドイツ・スウェーデンを例にとって）
図表 2-8 ドイツ・スウェーデンの難民流入数
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図表 2-9

2014 年スウェーデン選挙得票率
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(出典：朝日新聞データベース http://database.asahi.com/library2/ main/top.php より筆者作成)
図表 2-10 ドイツ総選挙得票率
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(出典：朝日新聞データベース http://database.asahi.com/library2/ main/top.php より筆者作成)
スウェーデンは、積極的な難民受け入れを行っており、人口 100 万人あたり 5700 人もの難民を受け入
れ、人口比の面では欧州において最も難民を受け入れている国となっている。それはスウェーデンが福
祉政策による高い経済力によって、難民に対して安定した支援金を提供できることが背景となっている。
しかし、大量の庇護申請により負担が増加したため 2016 年 1 月より入国審査を再開した。その反面、
EU の緊急再定住措置の達成率は 60.4％と高い水準になっている。これは、永住ではなく一時的滞在を
許可しているからである。
現在、ステファン・ローペンによる左派政党が政権を握っている。2018 年に選挙が行われるので、ポ
ピュリズム政党の動きに注目していきたい。
ドイツは難民に対して寛容な態度を示すべく、2015 年にドイツ国境を開放し、大量に押し寄せた難民
の受け入れを行ってきた。この背景にあるのがナチスドイツ時代の反省から、憲法第十六条 a 項の「政
治的に迫害を受けた者は、庇護権を享受する」に基づき、難民は見捨ててはいけないという意識だ。し
かし、2015 年大晦日に起こったケルン大晦日集団性暴行事件によってその風潮は一変した。容疑者 30
人は全員移民系で、そのうち 15 人は難民申請者であったことにより、国民の難民に対する排斥感情が高
まった。緊急再定住措置の達成率が 30.8％にとどまっていることからも明らかである。また、国内政治
においては欧州で相次ぐテロ事件によってポピュリズム政党である AfD の勢いが強まった。2015 年の党
首選で党首に選ばれたペトリは、特にイスラム教徒に対する強固な排斥を掲げており、「イスラム教徒
はドイツに属さない」と主張している。ドイツがイスラム化することはドイツの民主主義が脅かされる
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危険性があると訴えている。この主張はドイツ国民の同感を次第に得ることとなる。2013 年のドイツ連
邦議会選挙では AfD の得票率は、4.7％という低い数値であったが、2017 年には 12．6％の得票率を獲
得し、2013 年と比べると倍以上の得票率を得ていることから、AfD が掲げている難民排斥に対して、ド
イツ国民が同意し始めていると言えるだろう。
以上のことより、それまでも存在していた国内問題とシリア難民問題が結びついたことで、欧州にお
いて難民受け入れ最前線の国だけでなく、それまで難民に対して寛容な政策をとってきた国においても
難民に対して世論から不満の声が上がり国内政治にもそれが色濃く反映されていったことがわかる。ま
た、EU による難民割り当て政策は適切に機能せず、トップダウン式で難民の受け入れを行っていくこと
が困難だとわかった。そして、それまで一国において起こっていた自国中心的な動きは、ついに EU と
いう多国間の協調枠組みにまで影響を及ぼすことになった。
第 4 節 ダブリン・シェンゲンの崩壊＝EU 基本理念の崩壊
第 3 節で述べられているように欧州各国がシリア難民の受け入れに難色を示し始めた。
まずイタリア、
ギリシャ等 EU 域外と国境を接する国に大量の難民が押し寄せた。これらの当該国では負担が重すぎて
対処しきれなかったことや庇護審査作業の義務を負いたくないことを理由にダブリン規則を機能させる
ための大前提であるユーロダック規則の履行を放棄し始めた。これにより、ダブリン規則の(3)に定めら
れた「非合法的に入国した国」がわからなくなってしまうため、ダブリン規則が正しく機能しなくなっ
た。さらにシリア難民が EU 域内で北を目指したため、大量の難民流入を恐れたハンガリー、ドイツ、
スウェーデンが国境管理を再開し始めた。本来シェンゲン協定に参加している国は国境管理をしないは
ずだが、国境管理が緊急措置として再開され「EU 域内での人の移動の自由」という EU の基本理念の一
部が崩壊したと考えられる。このようにシリア難民の大量流入によって国ごとの受け入れができなくな
り、ダブリン規則、緊急再定住措置が機能不全に陥り、EU 内での対応、解決もできなくなった。そこで
EU は、トルコから EU 加盟国であるギリシャに非合法的に入国し庇護申請を行おうとするシリア難民を
トルコに送還し、その代わりにトルコで難民認定を受けた人の EU 圏内での第三国定住を推進する EU=
トルコ合意を結んだ。しかし、これは難民を政治利用しており、難民の人権を侵害していると言える。
第 5 節 自国中心主義の世界への波及
ここまで EU 内に流入したシリア難民とそれに対する EU 諸国の対応を示してきた。今まで示したよ
うな状況ではもはや、EU 諸国だけでシリア難民問題を解決するのは困難だと言えるだろう。そうなると、
EU 以外の国々のシリア難民に対する何かしらの救いの手も必要になってくる。しかし、シリア難民に対
する自国中心主義の高まりは、EU の外側、とりわけ先進国18の間でも見て取れるようになっている。そ
の中でもわれわれは、シリア難民問題の顕在化以降に国内で大きな政治的変化が起こったイギリスとア
メリカにおける自国中心主義の高まりに着目した。5 節ではまず、難民に紛れたテロリストが欧州で起こ
した大きなテロとその影響について触れる。その後、EU の外側でも高まる自国中心主義について、アメ
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リカとイギリスを例に論証する。
第 1 項 難民に紛れたテロリスト
2015 年 11 月 13 日、フランス、パリ市街と郊外のサン＝ドニ地区の商業施設で、イスラム国の戦闘員
と見られる複数のジハーディストグループがパリ同時多発テロを起こした。死者は 130 名、負傷者は 350
名以上19にのぼり、フランス全土で非常事態宣言が出される事態となった。実行犯はギリシャから欧州に
入り、難民に紛れてフランスに侵入したと見られている20。当時のオランド大統領は実行犯グループに対
して強固な対応を誓った。それに加え、ポピュリズム政党の国民戦線(Front National)党首マリーヌ・ル・
ペン氏はフランスの国境管理の強化と過激派モスクの取り締まりを呼びかけた。国民戦線は「反 EU・反
移民」を主張し、同時多発テロ直後に実施されたフランスの州議会議員選挙では、国民のテロへの不安
を背景に支持を得て、第一党に躍進しそうな勢いを見せた。また 2017 年の大統領選挙でパリ同時多発テ
ロ以前に比べ多くの票を獲得したことで、フランス国民の中に移民のみならず難民を含む外からやって
来るものを拒む排外的な感情が高まっていることが示されたと考察できる。
次いで 2016 年 3 月 22 日にベルギーの首都ブリュッセルのブリュッセル空港及びマールベーク駅で起
きたブリュッセル連続テロ事件では死者 28 名、負傷者は 340 名以上21に上り、IS が犯行声明を出した。
ベルギー政府は国内全土におけるテロ警戒レベルを最大に引き上げた。また今回のテロも、テロリスト
が難民に紛れ欧州に入りこんでいた可能性が指摘された。
以上二つのテロ事件はヨーロッパ全土だけに留まらず世界へ大きな衝撃を与えた。また EU 最大の特
徴である国境を超えた人の移動や、移民難民や多文化共生といったものへの寛容な姿勢は自国の安全保
障のリスクを深刻化させるという事実が明白となった。そしてフランスにおけるポピュリズム政党の印
象的操作や、二つのテロ事件がメディアによって大々的に世界に報道されたことにより、人々に「難民
＝脅威」というイメージを植え付ける結果となった。それは今回のテロ事件の当事国であるフランス、
ベルギーのみに留まらず、ヨーロッパ全土、そして直接シリア難民を受け入れない第三国へと広がって
いった。
第 2 項 イギリスでの自国中心主義の高まり
イギリスでは 2016 年 3 月に国民投票の結果、EU 離脱が決定した。EU 離脱派が最も重視した要因の
1 つとして、離脱すればイギリスが移民や国境管理を取り戻せるというものがある。この要因の背景には、
移民に職を奪われた人々の反移民感情と、その感情を煽った英国独立党による印象操作があった。
ブレア政権が 2004 年の EU 東方拡大の際に東欧移民に制限をかけなかったことが一因でイギリスに大
量の移民が流入し、現在の移民の数は 300 万人以上に上る22。2016 年のイギリスでは、ポーランドやリ

19
20
21
22

公安調査庁「世界のテロ等発生状況」(www.moj.go.jp/psia/terrorism/index.html)
遠藤 乾(2016)『欧州複合危機』中公新書.
公安調査庁、前掲 URL
遠藤、前掲書、2016、P121．
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トアニアからの移民が雇用の不安定化、実質賃金の低迷の原因と目され、EU 移民によって自分たちの職
や生活が脅かされているというイメージが作られた23。
一方で移民があまり多くない地域では、実際に移民・難民が流入して何らかの被害を蒙るのではない
かという「おそれ」や「不安」による投票行動が見受けられた。EU 離脱を訴えていた英国独立党の難民
に対する印象操作によって、何十万の中東出身者とみられる者がこちらに向かって押し寄せてきている
様子を写した写真が拡散され、民衆の反移民・難民感情を煽りたてたのだ。この出来事はポピュリズム
的な政党が難民を悪用した顕著な例と言えよう。
また、イギリスのパリ同時多発テロ直後の世論調査では約 80％の投票者がテロの心配をしていると回
答した24。このことから、EU を横断してやってくるテロリストに対する恐怖心も離脱派に投票してしま
った一因だと考えられる。
以上のことから、難民発生国から地理的に離れているイギリスにおいても移民・難民＝デメリットと
いう考えが広まり、
「実際に押し寄せてきているわけではないものに対して拒否反応を起こす25」という
現象が、離脱派・残留派の投票行動に如実に現れてしまったのだ。
第 3 項 アメリカでの自国中心主義の高まり
アメリカでは長い間米国移民法において移民と難民の区別がされず同一視されてきた。1980 年、難民
について定義26したが米国政府による難民政策実施過程ではこの定義が度々軽視、無視されている。その
ため定義で難民に当てはまる人であっても難民と認められず、難民は非合法移民あるいは27経済難民とみ
なされ保護の対象外となる場合もある。実際に 2013 年から 2015 年にかけてメキシコとアメリカの国境
を越えアメリカに入国する中米諸国の人々が急増した。彼らの多くは中米諸国において身の危険を感じ
避難を強いられた「難民」であったがメディアや国内では非合法移民、経済難民として認識されている。
アメリカはこれまで、経済発展を成し遂げるための労働力として外国人労働者を移民28として受け入れ
てきた。しかし移民だけでなく、不法に入国してくる非合法移民、経済難民が増え、アメリカ人の雇用
が脅かされるようになった。そして移民に対し排斥主義的な動きや従来の移民法の見直しが行われてき
た。多くはアジアや中南米からの移民でありその数が増えたことで 1960 年に 85%だった白人は 2050 年
には 50%を下回ると言われている。(中南米系の白人は除く)マイノリティであるアジア系や中南米系の
人々は労働力が安いことから自分たちの仕事が奪われる懸念や伝統的に保守的な地域による今後自分た
ちがマイノリティになるのではないかという懸念が反移民感情を広げてきた。そしてさらに反移民感情
を広げるきっかけとなったのがイスラム過激派によるテロである。2015 年のパリでのテロは犯人が難民
に紛れて国に入ったイスラム過激派組織によるものであることから、アメリカでのテロへの恐怖から一
23
24

25
26

27
28

同上 P121．
The UK in a Changing Europe「What effect might terrorist atrocities in Paris have on UK’s EU referendum?」
(http://ukandeu.ac.uk/what-effect-might-the-terrorist-atrocities-in-paris-have-on-uks-eu-referendum/) (2018 年
6 月 23 日。)
人見泰弘編著(2017)「難民問題と人権理念の危機――国民国家体制の矛盾」明石書店.P181．
1980 年、米国議会での難民法制定で『人種、宗教、国籍、あるいは社会集団への所属、あるいは政治意見のために迫
害への根拠ある恐れあるいは迫害のために、期間できないあるいは望まない者』と定義
経済難民はアメリカにおいて非合法移民と同じように捉えられている。
難民も移民に含まれる
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層移民への取り締まりが厳しくなり反移民感情も増加した。これを受け、アメリカの 30 を超える州がシ
リア難民を州に入れることを拒否している。
2016 年、アメリカの大統領にドナルド・トランプが当選した。彼の「米国第一主義」は移民による雇
用問題に対し反感を持っていた人々やテロを恐れた人々に支持された。不法移民を阻止するためのメキ
シコとの国境に建設した 1600 キロの壁や雇用の国内回帰、治安の強化の政策はアメリカを守るための自
国中心的な政策であったが反移民感情を持つ人々の代弁者として支持されている。2017 年 3 月、トラン
プ大統領は 2015 年のパリのテロを受け対策として新たにシリアを含める 6 カ国からの人々の入国を 90
日間禁止、またすべての難民の受け入れを 120 日間停止する内容の大統領令に署名した。さらに 2017
年 12 月アメリカは国連の「ニューヨーク宣言」からの離脱29を表明した。こうしてアメリカは自国の利
益と安全を守る自国中心的な政策を進め、世界に向け自国中心主義の印象を与えるようになった。
第 6 節 まとめ
ここでは 1 章と 2 章の要点を整理する。1 章で示したように、シリア難民が周辺国に流入したときに
国際社会は適切な対処をしなかったと言える。また、2 章ではシリア難民の予想外の数に起因する、欧州
諸国の難民受け入れの態度の変化と自国中心主義の高まり、更に、その高まりが海を越えて直接シリア
難民が流入していない世界中の国へ波及した過程を示してきた。以上の過程をわれわれは、シリア難民
問題における「負の連鎖」だと捉えた。そして、この「負の連鎖」を通して生まれた「なぜ、シリア難
民支援の国際社会の足並みは揃わず、シリア難民問題の多国間主義による解決が困難になっているのか」
という問いに対して、われわれは「難民をデメリットと捉える風潮が広まり国際協調が難しくなってい
るからだ」という仮説を考察した。自国中心主義が世界の、とりわけ国際社会を主導していくような先
進国30の中でも高まりを見せているような現在の状況では、もはや国家と国家の協調だけでは、シリア難
民に対して効果的な対応をするのは不可能に近い。そこでわれわれは、非国家アクターが近年、国際社
会において果たしている役割の大きさに着目した。企業や NGO をはじめとした非国家アクターならば、
シリア難民問題の解決にも大きな役割を果たせるのではないか。以上の点を踏まえ 3 章では、非国家ア
クターのシリア難民問題において担いうる役割について具体的に提言する。

第 3 章 GC と経済特区

これまで第 1 章ではシリア難民発生と国際社会の対応を、第 2 章では欧州におけるシリア難民問題に
ついて述べてきた。そこで、第 3 章においては、シリア難民問題における課題解決のための手段の提案

ニューヨーク宣言は「難民や移民の権利を守り、定住を支援し、教育や雇用を保証する目的」で 2016 年にまとまった
宣言であったがアメリカは 1986 年に制定された移民改革統制法（『主にメキシコ国境から流入する米国への大量の不法移
民に歯止めをかけ、国境地帯の白人労働者の利益を守る事を目指した法律』
）より『自国の移民法を執行して国境を守る米
国の主権を侵害するようなプロセスは、良心に照らして単純に支持できない』とし、離脱を決断した。
30 脚注 18 同様、G7 参加国のことを指す。
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を行う。第 1 節で、国家主導の支援では限界があるため、国家以外のアクターによる支援方法の例とし
て国連グローバル・コンパクト(GC)を挙げ、その有益性について述べる。第 2 節では、周辺国で難民の
ニーズに合った支援方法として経済特区を例に挙げ、その有益性について述べる。第 3 節では、GC と経
済特区の両者において難民支援方法に足りない視点を補い、われわれの考えるシリア難民問題解決の 1
つの手段について述べる。
第1節

GC の有益性

今回は難民問題解決に向けての手段として GC を取り扱うため、はじめに GC について説明する。
GC とは、人権、労働基準、環境、腐敗防止の 4 分野 10 原則を核とした、社会的課題の解決に向けて
企業、国連機関、市民社会など様々なステークホルダーが関わる包括的な取り組みである。
また難民を対象としたグローバル・コンパクト(GCR)も存在する。現在草案の段階であるが、2 章で触
れたニューヨーク宣言に基づいて作成される予定である。GCR 原案は 2018 年 1 月に UNHCR から公表
され、国連加盟国は今年度中に策定すると決定している。
以上をふまえ、今回われわれは GC に基づいてシリア難民問題への解決の有益性について考える。
現在、国家や国連だけでは解決できない多様化、複雑化したグローバルイシューに対し GC に参加し
ている民間アクターと国家、国連が連携して解決に取り組んでいこうとしている。具体的に GC の有益
性として２つ、企業が GC に参加する有益性として１つの例を挙げる。
まず GC の有益性について述べる。1 つ目は、人権、労働基準、環境、腐敗防止というグローバルイシ
ューに取り組むために、守らなければいけない共通の規範が存在する点だ。共通規範が定められている
ことで、企業の行動が明確になり、効果的に作用する。GC は国連という場で設定されたものであり、
「GC10 原則」は、
「世界人権宣言」
、
「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」、
「環境と開
発に関するリオ宣言」
、
「腐敗の防止に関する国際連合条約」など、各国政府がすでに合意した世界共通
で守られるべきである基準を基に作られていることが挙げられる。
2 つ目は参加企業の増加とアクターの多様性という点である。2000 年 7 月の発足当時は、50 社の企業
が参加することを表明する形で始まった GC であるが、現在は 12,530 社・団体（企業が 9,478、団体が
3,056）31が参加している。具体的なアクターとしては、企業、学術研究機関、NGO、労働組合、経済団
体、国連、国連諸機関などが参加している。UNGC の中心アクターが企業であることに変わりはないが、
発足当時と比べて、NGO や労働組合だけでなく学術団体、自治体、公的機関など多様化が進んでいる。
現在、国連は企業が「パートナー」であるという認識を強め、より柔軟で、従来と違った視点から対応
ができるアクターとも連携してグローバルイシュー解決に取り組んでいる。具体的に国連が企業をパー
トナーとし、活動したものとして「ミレニアム開発目標(MDGs)」が挙げられる。MDGs への民間投資が
積極的におこなわれたことにより国連が企業との「パートナーシップ」を通じ解決を目指した。様々な
レベルのアクターがそれぞれの特性を活かしあい、お互いに補完しあっている。
31

ヒューライツ大阪「国連グローバル・コンパクト概要」
(https://www.hurights.or.jp/japan/aside/business-and-human-rights/2013/06/global-compact.html)
23 日。)
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次に企業が GC に参加する有益性として１つの例を挙げる。それは企業の社会的責任（CSR）に熱心
な企業として評価が向上し、経済的利益も期待できる点だ。上記で挙げた GC の 2 つの有益性が生み出
されるためには、企業や様々なアクターが GC に参加しないことには始まらない。現代社会では、グロ
ーバル化、情報社会の進展、またこれらによる企業、消費者、投資家の意識の変化によって CSR への関
心が高まっている。そのため、企業は経済的成果を上げることに加え、グローバルイシューへの取り組
みが求められるようになっている。難民支援などの社会的課題に取り組むことは、企業の社会的価値、
経済的価値の創出につながる。
第 2 節 経済特区の有益性
1・2 章において、シリア難民が周辺国に収まらず欧州にまで到達し混乱を招いたことを確認した。こ
れ以上の混乱を抑えるためには周辺国に難民を留めておくことが必要である。また、民間アクターの可
能性に注目するため、われわれは A.ベッツと P.コリアーの「経済特区モデル」を取り上げた。彼らは効
果的な難民政策を「短期的に難民の生活レベルを改善し、長期的には地域全体の繁栄を強化し、難民受
け入れ国の改善、安全保障利益を高めるもの32」としており、その立場から「大多数のシリア難民が滞在
するトルコ、レバノン、ヨルダンといった周辺諸国において、難民の就労を一時的に許可するべきであ
る33」と提唱している。経済特区の利点は以下の 4 つが考えられる。
1.経済特区は周辺国民と難民の両者が雇用を得る場であり、また経済発展の可能性があること
2.難民が就労によって自立し、負担ではなくなること、
3.低コストで利益が得られること
4.異文化間の軋轢防止
1 に関しては、難民が雇用に対する脅威になることを防げるため、ドナー国が難民に対する就労の規制
を緩和しやすい。経済特区による雇用の創出はドナー国の経済発展にも寄与しうる。2 は就労の機会がほ
とんどなく、支援に依存するだけの難民キャンプとの違いを表している。経済特区で就労という選択肢
を提供することはキャンプの膠着性を理由に身売りする少女や武装勢力に参加する若者を減少させるこ
とができる。また、特区という難民の雇用場が整備されれば、難民の都市部への流入による人口過密が
防がれ、それは物価の上昇と公共サービスの混乱を無くせるだろう。3 と 4 はドナー国以外の国家にとっ
ての利点である。周辺国は物価が低いため、難民一人当たりに対する支援額を抑えることができる。ま
た、周辺国は文化的差異が小さいため、欧州など異文化圏で起きた差別や排斥運動が起きにくいと考え
る。
難民を労働力として自立させるこの構想の実験として、UNHCR 主導のパイロットプロジェクトがヨ
ルダンで実施されている。海外に輸出するアパレル産業の生産過程に男女問わず難民が従事している。
参加する企業は政府による労働基準審査をクリアしたものである。人道面から経済特区に参加する企業
には難民を経済発展の道具にしないことが求められる。しかし、参加する基準を高く定めることは企業

32

33

A.ベッツ/P.コリア―(2015)「難民の自立を助けよ――難民危機への経済開発アプローチを」
『フォーリンアフェアーズジ
ャパン』12,P50.
小池克憲(2017)「難民問題解決としての労働について」
『難民研究ジャーナル』7,37
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の参加数を減らす懸念がある。難民の人権を守るのか特区に企業を斡旋することを選ぶのか、このジレ
ンマを改善する方法として先に述べた GC の有効性で補完できるのではないかと次節で考察する。
第 3 節 シリア難民問題解決への融合モデルの新提案
上で述べた GC と経済特区という構想は有益性から考える限り難民問題を解決するために効果的であ
るといえるだろう。しかしこの 2 つの考え方は難民の「恐怖と欠乏からの自由」と「言論、表現、宗教
の自由」
、ひいては難民の人権を完全に守れていると言えるのだろうか。経済特区はあくまで難民の自立
と社会統合のためのものであって、経済特区に参入する企業が難民の人権を守る保証はない。現在、あ
るヨルダンの経済特区ではシリア難民が身分証明書や社会保障を有さないため、安い労働力として働く
しか方法がない。この問題の解決策の手段の 1 つとして GC の概念に基づく企業を誘致することで、経
済特区において難民の人権を守ることが可能になると考えた。そこから経済特区と GC をより実効性を
持って進めるために、経済特区と GC の課題に対して補完的措置を行えば難民の人権を守ることができ
るのではないだろうか。以下では、経済特区と GC の課題をあげつつ、それを改善、補完的な関係にす
ることでより実効性を持ち、難民の人権を守る、ひいては難民問題解決の前進になるということを述べ
ていく。
われわれは以下の 2 つが経済特区の課題だと考えた。1 つ目は難民が経済発展の道具にされないかとい
う問題だ。難民は経済特区の存在する国の国民ではないために、労働法に当たるものが適用されない。
多くの難民は正規の雇用につけず、そのために非正規の劣悪な低賃金労働に甘んじることが多い。例え
ば、リベリアの避難民キャンプの近くに、ファイアーストーンというタイヤメーカーの世界最大級のゴ
ム農園があり、そこでは 2~3 週間、1 日 50 セント(約 50 円)という低賃金と世界食糧計画(WFP)からの食
糧提供で 15～30 歳の男性が奴隷労働させられていた。このように特区内においても企業が難民の賃金を
あまりにも低く設定し、安価な労働力として難民が経済発展の道具として搾取される可能性があり、そ
のため難民の人権が守られる保障はない。
2 つ目としては、経済特区でどのように難民やその家族の教育、ヘルスケア、住宅などの享受すべき包
括的な権利が保障するかという問題である。
以上で述べたような経済特区の課題に対して GC では補完的措置を行うことが可能である。GC に署名
する企業はその軸である人権、労働、環境、腐敗防止の 4 分野 10 原則を軸に各企業、団体が社会の一員
として行動することで持続可能な成長を実現するため世界的な枠組みづくりに参加する自発的な取り組
みである。GC に署名している企業をシリア周辺国の経済特区に誘致することで、その企業が難民の人権
を保障し、低賃金の問題は解決できるのではないかと考えた。また GC の主なアクターに国際機関の存
在も挙げられる。その国際機関の 1 つに国際労働機関（ILO）がある。そして ILO は既にヨルダンでシ
リア難民の働く権利を擁護する活動を実施しており、具体的には ILO が掲げるディーセント・ワーク（働
きがいのある人間らしい仕事）の戦略目標である、仕事の創出、社会的保護の拡充、社会対話の促進、
仕事における権利の保障の 4 つを中心に活動を行っている。この ILO が掲げるディーセント・ワークを
介せば経済特区の課題は解決することができると考える。難民が経済発展の道具にされ人権が守られて
いないという問題に関して、ディーセント・ワークの戦略目標を実現させるための手段の 1 つに基本的
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人権の推進、労働・生活条件の向上というものがある。この手段を適応することでシリア難民が経済特
区で働く上で不当な扱いを受けることはなくなるであろう。次に労働法が適用できないという問題に関
しては ILO の主要戦略目標の 4 つ目である仕事における権利の保障で補うことが可能だ。具体的には不
利な立場に置かれて働く人々をなくすために労働者の権利を保障し、尊重することで難民に労働法が適
用されなくても低賃金で危険な仕事といった過酷な条件下で働かされるといった問題はなくなるだろう。
2 つ目の課題の難民の教育、ヘルスケア、住宅などの難民が享受すべき包括的な権利については、経済
特区に参入した企業がある程度保障をしてもらうこと、難民支援に力を入れている NGO に協力してもら
うことも可能であると言える。
具体的には、特定非営利法人のワールド・ビジョン・ジャパンが 2014 年からヨルダンで教育支援の事業
を立ち上げ、実施した。ヨルダンの教育レベルに追いつけるよう、補習授業を行っており、教育という
分野での社会統合をしようとしている。
ヘルスケアでは世界各国で医療支援を行う、国境なき医師団がヨルダンにシリア難民を対象とする母
子保健病院を設立している。地域社会で暮らすシリア難民に対し、医療が受けられる環境を提供すると
ともに、難民を多く抱えている周辺国の公共サービスの負担軽減にも貢献している。このように、水、
食糧、生活物資などの最低限の生活を送るレベルから、医療、教育などのレベルまで専門的な NGO が協
力、役割分担をして支援をすることで、難民の包括的な権利を守ることができるといえる。それらの NGO
が役割分担をし、シリア周辺国の経済特区で活動してもらうことで難民の享受すべき包括的な権利は担
保されるのではないか。以上で述べたように、GC を通じて様々なステークホルダーが協力し難民へ支援
することが難民問題解決の 1 つの手段として有益である。
しかし GC にも課題点はある。それは実効性と強制力だ。GC には信頼性を確保するための措置は幾つ
かある。その具体例として年次活動報告書（COP）という制度がある。これは毎年 10 原則についてどの
ような活動をしたか報告する制度である。一定期間報告がないと不活発企業リストに入る。しかしフリ
ーライドの問題がなくなってないことから強制力はない。
強制力の面では異なるが、これと似たような制度が難民問題とは直接的に関係していないが、同じグ
ローバルイシューと言えうる気候変動問題で行われた。そして気候変動問題はグローバルイシューに対
して国際協調がうまくいった事例として挙げられる。
そこで定められたパリ協定の中核を成すのは、先進国、途上国が約束草案を持ち寄り、その進歩状況を
報告し、専門家におけるレビューを受けるというボトムアップ型の「プレッジ＆レビュー」の枠組みで
ある。この一連の手続きが法的拘束力の対象になっているため、目標の達成自体に法的義務はないが、
各国に提案した目標を達成しなければならないというある程度の強制力を持たせることが可能であると
考える。
また、目標は各国提案方式なため、枠組み自体は柔軟である。ゆえにより多くの国が参加していった、
グローバルイシューへの実効力の高い合意だと言える。
われわれはこの枠組みを難民問題にも活用することができると考える。例えば、難民の GC に参加して
いる企業が難民の雇用人数の目標を決め、達成状況を報告し、UNHCR からのレビューを受ける。難民
の GC に「プレッジ＆レビュー」の制度を組み込むことで、難民問題に GC にある程度の強制力を持た
せることが可能になる。目標を自主的に決めることで、多くの企業が参加し GC が実効力を持ちやすく
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なる。
われわれが提案する GC と経済特区の融合したモデルが成功することで、難民の人権を守ることがで
きる。さらに、難民問題解決のために経済特区に参加し尽力している企業という社会的評価も上がり、
難民は負担ではなく労働力として貢献できるということから難民評価を上げることができると考えた。
企業の社会的評価と難民の評価が世界的に上がることで EU や世界における難民は脅威、コストという
イメージが排除されていく。それに伴い難民を受け入れていこうという協調が世界で広がり、欧州や世
界の企業も積極的に難民を雇用することが起こるのではないか。また企業から、NGO、国際機関や国と
難民問題解決への国際協調が広がっていくことで、難民の第三国定住数増加や支援の増加が見込めるこ
とができるのではないか。それに伴い、モビリティの低い国内避難民(IDP)の問題に関しても、解決への
糸口を見出すことができるかもしれない。
企業、市民社会、国へと難民問題において協調が広がっていくことが難民の人権を守ることにつなが
り、難民問題の解決の 1 つの手段になるのではないかとわれわれは考える。

終章

本論文では、現代の難民の置かれている状況は人権が守られているとは言えず、かつその問題に対し
て国際社会が適切に対処できていないことに注目し、その原因と解決策についてシリア難民を例にとっ
て考察した。
まず、難民の過酷な状況が生まれた背景として、発生当時、国際社会がこれをグローバルイシューと
認識しておらず適切な支援がなされなかったこと。それゆえ、欧州に大量の人々が押し寄せ混乱が広ま
ったことで反難民感情やナショナリズムの高揚を誘発し、自国中心主義を生み、広げてしまったこと。
それらの結果として、多国間主義による難民問題の解決がより困難になっていることを、総じて「負の
連鎖」として証明してきた。
自国中心主義が台頭し、国家主導による解決がいっそう難しくなる中で、われわれは企業や NGO など
の非国家アクターの可能性に着目した。その具体例として GC と経済特区という 2 つを挙げ、国家だけ
ではなくより市民社会に根差したアクターや台頭する多国籍企業を巻き込み、より多元的で新たな国際
協力体制をもって難民問題を解決すべきであると主張した。また人権保護という視点で考えた際、具体
例に挙げた 2 つでは決して十分であるとはいえず、
より実効力をもって進めていくための考察も行った。
確かに、受け入れなどの方針を決定するのは国家であり、国家の力なしには難民問題の解決は困難で
ある。しかし、欧州において当初難民歓迎の風潮を生みだしたのも、またポピュリズム政党の台頭を許
したのも、国家ではなく国民であった。国家や国際社会を動かすのは本質的には市民社会、つまりわれ
われ一人ひとりの力なのだ。グローバル化に伴い国家の力が相対的に低下する中、これまで議論の中心
ではなかった非国家アクターの存在感は、ますます高まっていくだろう。だからこそ今回われわれが提
示した GC や経済特区のような方法で難民問題に取り組んでいくことは有効である。
時代を読み、多くのアクターを引き入れた解決策は、混迷を極めるグローバルイシューに活路を見出
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し、不条理な運命に翻弄される人々の失われた人権を取り戻せるはずだ。
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