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１．はじめに（日本の状況の変化）
今や移民法学は、アメリカ法学で（そして比較法学的にも）最も活況
を呈している重要分野であるが、それなのに日本では（それに対応する）
国際私法ないし国籍法・国際民事訴訟法は、法学教育システム上は、周
縁化していてその日本特殊性が目につくところである。民法が専門の私
が論ずることを奇異に思う読者も多かろう。この分野の勉強を始めたの
は、数年前からであるが1、ロースクールでの科目としては、確かに《行
政法の一分野》としての性格も強く法技術的な細かい議論も多いが、他
面で、「国家とは何ぞや？」などの根本的な原理的課題とも密接不可分
であることも魅力であり、かつ難民問題などは、21世紀で重要な世界的
法現象として、法社会学的にも、考察を余儀なくされると言って良い。
「住所」が海外になったときに、どのような居住・消費・職業などが

＊

本稿は、北大法理論研究会（基礎法学の教員を中心とする研究会）
（同民法理

論研究会（210回）と共催）で、2020年２月21日に報告したものである。わが法
学では「日陰の分野」として、あっという間に終わるかと思いきや、基礎法学
教員の関心は思いのほか高く（他方で、国際私法・国籍法の担当者も含めて、
民事法教員の参加者は皆無であり、近時の民事法学の萎縮化・分断化現象を思
い知らされた）
、研究会時間は３時間半に及ぶ充実したものだった。出席し、
積極的に議論してくださったすべての方にお礼申し上げる。
1

移民法学の研究は、前々回のマイアミ大学ロースクールでの長期海外出張時

（2012年８月～ 2013年９月）に開始した。批判法学の拠点などの同大学の特色
は、吉田邦彦「何故マイアミ大学ロースクールなのか？」J-mail（北大高等法政
教育研究センター報）41号（2013）同・東アジア民法学と居住・災害・民族補
償問題（前編）──総論、アイヌ民族補償、臨床法学研究（民法理論研究５巻）
（信山社、2015）311頁以下参照。マイアミは、
《ラテンアメリカのゲートウェイ》
と言われるが、移民問題の宝庫であり、それを反映してか、本稿でも注目する
D・エイブラハム教授をはじめとして、数名の移民法学の専門家がおり、同ロー
スクールの強みとなっており、そのリーガルクリニックでは、移民問題が前面
に出ている。既に移民法学はアメリカ法学の注目分野となっており、同教授の
講義やゼミ（米移民・通関実施局・クローム拘束施設（Krome ICE Detention
Center）
（住所は、18201 SW 12th St, Miami, FL 33194）など訪問した）に参加
することは至極自然なことであった。
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（北大法理論研究会にて）
（2020年２月）

展開されて、
いかなる日常生活（の法律関係）になるか等ということは、
グローバル化時代が説かれて久しい昨今、民法学研究者（さらに労働法
研究者）は当然考察対象として広めなければいけないことなのである。
私としては従来進めてきた所有論の最終局面としての思いでもいる。そ
れでは、本稿の皮切りとして、議論の低調な日本でも、どのようなめぼ
しい動きがあるのだろうかというところから論じてみよう。
（１）入管法改正──外国人労働者問題2
入管法の正式名は、
「出入国管理及び難民認定法」で、1951年（昭和26
年）にポツダム政令として制定されたものに由来するが、近時（とくに
2018年暮れ）のその改正による外国人労働者問題は、昨今議論が多いと
ころである。外国人の入国管理は、同法２条の２が規定する「在留資格」
を通じてなされており、これが充分に学理的に詰められているというよ
うには思われない（つまりこの解釈が、挙げて法務省の関係官僚の運用
に委ねられているという状況で、未だ法学者間で学問的に議論されてい

2

これについては、例えば、内藤正典・外国人労働者・移民・難民って誰のこと？

（集英社、2019）94頁以下（
「内なるグローバル化はひどく遅れる」とされる（123
頁）
）
。ヨリ本格的なものとして、坂中英徳ほか・出入国管理及び難民認定法逐
条解説（改訂４版）
（日本加除出版、2012）120頁以下など参照。
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（北大法理論研究会に参加の面々）
（左から順に、菅原寧格教授
（法哲学）
（北
海学園大学）、鈴木敬夫教授（中国法）
（札幌学院大学）
、尾崎一郎教授（法
社会学）
（北大）、一人挟んで、森悠一郎准教授（法哲学）
（北大）など）
（撮
影筆者。以下同じ）

る風ではなく、それは恰度、一世代前に、医療保障法が厚労省（当時厚
生省）官僚に委ねられていたのと類似する）
。
わが国では、移民政策は採らないというのが、かねての日本政府の立
場であり、外国人労働者は例えば、
「技能の研修・実習」という形で、
国際貢献・協力の体裁で、外国人労働者（その数は、目下146万人を超
えている3）を受け入れている（そのような移民に対する消極的な捉え方

3

厚労省・
「外国人の雇用状況」の届出状況まとめ（2018）によると、平成20年

（2008年）
には48万6398人、
100万人を超えたのは同28年
（2016年）
で108万3769人、
また同30年（2018年）10月末段階で、146万463人で、その構成は、①身分に基
づく在留者（定住者、永住者、日本人の配偶者など）
（49万5668人）
、②技能実
習生（30万8489人）
、
③専門的・技術的分野（弁護士、
会計士など）
（27万6770人）
、
④資格外活動（留学生のアルバイトなど）
（週28時間以内）
（29万8461人）
、⑤「特
定活動」
（EPA（経済連携協定）に基づく外国人看護師、介護福祉士候補生（こ
れについては、インドネシアとの間では、2008年度から、フィリピンとの間で
は2009年度から、ベトナムとの間では2014年度からなされている）
、ワーキン
グホリデー、外国人建設労働者、造船労働者など）
（３万5615人）である。さら
に、
永吉希久子・移民と日本社会──データで読み解く実態と将来像（中公新書）
（中央公論新社、2020）30頁以下も参照。
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が何に由来するのか不明だが、隣国からの強制連行・労働に由来する、
。すなわ
外国人労働者・居住者に対する差別思想もあるのではないか4）
ち、1989年の入管法改正で、
「研修」枠ができて、1990年から研修生制
度が始まり、1991年には、JITCO（公益財団法人・国際研修能力機構）
が設立され、
1993年から技能実習制度となっている（当初は最長１年間。
1997年４月から３年となり、2015年３月からは５年となっている）
。
2009年の入管法改正で、ようやく「技能実習」の在留資格が創設され（そ
れまでは「特定活動」だった。技能実習１号では１年、技能実習２号で
は２年）
、さらに、翌2010年から労働基準法など労働関係法令が適用さ
れることとなった。
技能実習の中身としては、かまぼこ製造、干し物製造、漁業、板金、
塗装、ビル清掃、家具製作、織物・カーペット製造など多様であり、外
国人技能実習機構（OTIT）
（Organization for Technical Intern Training）
（2017年１月設立）はあるが、送り出し国側のブローカーによる搾取、受
入れ側（日本の各地）の企業による劣悪労働、賃金の不充分さ等から、多
くの失踪者もいて、待遇の悪さなどは問題とされているところである5。
そこで、2018年12月の入管法改正（2019年４月施行）により、新たに
も受けられる外国人労働者受入れ制度である、
「特定技能制度」である
が、①「特定技能１号」は特定産業分野で、
「相当程度の知識・経験を必
要とする技能」を要する業種に従事するものであり、期間は１年で（６ヶ

4

札幌地方自治法研究会（2020年１月25日）での吉田博氏（長年札幌市役所に勤

務。目下札幌学院大学）の「多文化共生の法と政策、そして地方自治について」
と題する報告では、行政実務では、移民政策をあからさまにすると、右翼団体
からの威嚇に接するとのことである。さらに、高谷幸編著・移民政策とは何か
──日本の現実から考える（人文書院、2019）も参照。
5

法務省・技能実習生の現状（不正行為、失踪）
（2018）によると、例えば、

2012年2005人、2013年3566人、2014年4847人、2015年5803人、2016年5053人、
2017年7089人という具合である。その待遇問題については、例えば、安田浩一・
ルポ差別と貧困の外国人労働者（光文社新書）
（光文社、2010）
、傳松佐一・外
国人実習生「SNS 相談室」より（風媒社、2017）
、巣内尚子・奴隷労働──ベト
ナム人技能実習生の実態（花伝社、2019）
、指宿昭一・使い捨て外国人──人
権なき移民国家、日本（朝陽会、2020）参照。
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月、４ヶ月毎の更新が認められ、上限は５年までである）
、家族の帯同
は認められない。他方で、②「特定技能２号」は、特定産業分野で、「熟
練した技能」を要する業務に従事するもので、期間は３年で（１年、６ヶ
月毎の更新が認められ、上限はない）
、家族帯同はできる。日本語能力
については、特定技能２号の場合には、試験などによる確認は不要とさ
れるが、同１号の場合には、試験による確認が求められる（技能実習２
号終了の場合には、免除される）
。
以上が、法務省系列の外国人労働者制度であるが、他方で、総務省系
列では、2006年の「地域における多文化共生推進プラン」の策定がなさ
れているが、その前提として、例えば、2001年５月の浜松市の提唱にか
かる「外国人集住都市会議」が結成され（さらに、同年10月には、首長
会議で外国人住民との共生の都市作り、外国人の定住化を前提とする体
制整備を国に求める「浜松宣言・提言」が発表された）、2005年には、川
崎市の「多文化共生社会推進指針」
（さらに同市では、（2016年の国のヘ
イトスピーチ対策法対策法を受けて）ヘイトスピーチ禁止条例〔差別の
ない人権尊重のまちづくり条例〕
可決
（2019年12月）
（2020年７月に施行））
及び立川市の「多文化共生推進プラン」が出されていた（2015年から第
３次プランである）
。また、2007年７月には、宮城県で全国初の多文化
共生社会の形成推進に関する条例が施行され、2008年12月には静岡県で
も多文化共生推進基本条例が施行された。
これらの動きの背後には、日本における人口減少社会・少子高齢化社
会の進行、第１次産業や介護などの人材不足の実情、反面で、人材活用
のグローバル化の経済界からの要請もあり、
この点で、日本は遅れをとっ
ているとの指摘があることである。しかし他方で、外国人労働者の処遇
には問題があり、人権問題として介在すべきところが多く、冒頭に述べ
たように、わが国では、外国人労働者への排外主義的なヘイトクライム
6
に繋がる抑圧思潮が未だに根強いとの構造的問題があるわけである 。

「入管法改正」にしても、
「多文化共生」にしても、移民法学の原理的課
題の方向性が見えてこなければ、問題解決にはならないだろう。
6

この点で、例えば、外国人人権法連絡会編・日本における外国人・民族的マ

イノリティ人権白書（同連絡会、2019）参照
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（２）難民受入れの恐るべき少なさ
難民に関しては、1951年の難民条約（Refugee Convention: Convention
relating to the Status of Refugees）による法的規律が図られるが、日本
が批准したのは、
1981年のことである。そして同条約では、
「難民」とは、
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団であること又は政治的意
見を理由に、迫害を受けるおそれがある充分に理由がある恐怖を有する
ため、国籍国の外にいる者で、その国籍国の保護を受けられない又はそ
のような恐怖を有するから国籍国の保護を受けることを望まない者」で
あり（１条）
、重要なのは、同条約33条の「難民を彼らの生命や自由が脅
威にさらされる恐れのある国に強制的に追放したり、帰還させたりして
はいけない」というノン・ルフールマン（non-refoulement［no return］）
原則である。
実態としては後にもまた触れるが、世界には、約7950万人の難民（こ
の内、
国際難民は約2600万人）
（庇護請求者は420万人）及び国内避難民（約
4570万人）
（2019年の数値）がおり、
「国連難民高等弁務官」
（UNHCR:
United Nations High Commissioner for Refugees）が 管 掌 す る こ と に
なっている。
これに対して、日本での難民認定は、2011年21人、2012年18人、2017
年でも20人（認定率0.2％）
、2018年42人（申請者は１万493人なので、認
定率0.4％）にとどまるのである。この恐るべき少なさに対しては、
「難
7

民鎖国」だと批判されているが（根本かおる氏）、日本の国際法に関する
遵法精神の希薄さを如実に示すものであろう。さらに、難民申請者の処
遇の悪さについても、
指摘されて久しいところである8。わが国が敢えて、
7

根本かおる・日本と出会った難民たち──生き抜くチカラ、支えるチカラ（英

治出版、2013）36頁。根本氏は、元国連 UNHCR 協会事務局長である。さらに、
坂元茂樹「日本の難民認定における現状と課題──難民該当性の立証をめぐっ
て」松井芳郎ほか編・グローバル化する世界と法の課題（東信堂、2006）389頁
以下も参照。
8

これについては、村上正直「難民認定申請者の収容」浅田正彦編・21世紀国

際法の課題（有信堂高文社、2006）125頁以下、樫田秀樹「
（ルポ）人権非常事態
──死に追いやられる難民申請」世界927号（2019）181－183頁、小坂田裕子「入
管収容の現在」法時92巻２号（2020）58頁以下等参照。
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この方面で誇れるのは、故緒方貞子氏（第８代国連難民高等弁務官）が
職務に就いていた1991年に、イラク紛争でのクルド難民、またユーゴ紛
争 で、 ボ ス ニ ア 人 虐 殺 を 前 に し て、
「 国 内 避 難 民（IDPs）
（Internally
Displaced Persons）
」
に対する UNHCR の救済を開始したことであろう9。
（３）家族法上の国籍絡みの紛争
民法（家族法）との関係でも、移民の問題（わが国では移民法はない
ので、国籍法（昭和25年（1950年）法律147号）が、前述入管法以外の重
要分野である）絡みの事例が増えていることも、近時のグローバル化の
動きの反映として、注目されるところである10。わが国では、ヨーロッ
パ諸国同様に、
「血統主義（jus sanguinis）
」であり（しかもかつては、父
系主義であったが、父母系主義に変わっている（昭和59年（1984年）国
籍法改正））、これに対して、アメリカ合衆国とカナダでは、「出生地主
義（jus soli）」である（なお、フランスは、出生地主義と説かれることが
あるが、ヨーロッパではローマの頃から「血統主義」の基盤があり、そ
れに出生地主義の要素（選択肢）があるということであり、米・加とは
意味合いが異なる（もっとも、カナダでも血統主義を併用している）
。
ドイツは、従来フランスよりも血縁主義的色彩が強く、日本と類似して
いたが、
それでも近時出生地主義の要素が加味されたことは後述する）。
関連するのは、国籍法２条、３条であるが、問題となる第１は、「国
籍の生来的取得」
（同法２条１号）であり、嫡出子の出生及び胎児認知の
場合に限定している。つまり、次述の「事後的取得（第２の場合）」の場
9

これについては、さしあたり、緒方貞子・私の仕事（草思社、2002）111頁以下、

同・紛争と難民──緒方貞子の回想（集英社、2006）など参照。
10

もっとも、近時の家族法の教科書類で、この点に触れるものは多くない（例

えば、窪田充見・家族法（民法を学ぶ）
（４版）
（有斐閣、2019）など）
。こうし
た中で指摘しているのは、大村敦志・家族法（３版）
（有斐閣、2010）322頁以下、
さらに、吉田邦彦・家族法講義録（信山社、2007）185頁以下、同・民法学と公
共政策講義録（信山社、2018）147頁以下も参照。なおこれは既に、石黒一憲・
国際家族法入門──家族生活の国際化と法（有斐閣選書）
（有斐閣、1981）
、奥
田安弘・家族と国籍──国際化の進むなかで（有斐閣選書）
（有斐閣、1996）な
どが論じていた視角である。
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合に問題となる認知は、国籍との関係で、不遡及である（だからこのカ
テゴリーではない）ことが謳われる（同法３条）
。しかし「特段の事情」
があれば、認知不遡及の例外を認め微調整を認めて、２条問題として、
日本国籍を取得することを認めているのが、判例である（最判平成９年
10月17日民集51巻９号3925頁〔出生後３ヶ月で法的手続きがとられた事
例〕
、同平成15年６月12日判時1833号37頁〔婚姻関係がある夫とは、２
年以前から別居しその後協議離婚・同人の所在不明。親子関係不存在確
認訴訟が子の出生後８ヶ月余り後だった事例についても、「特段の事情」
肯定。横尾裁判官は反対〕
）
。本来ならば、認知による事後的な国籍取得
を認めれば良いのだが、３条には次述の制約が従来あったために、２条
に問題が持ち込まれていたという経緯があるわけである。
そこで問題の第２は、
「認知による国籍取得」
（３条）であるが、その
場合には、
（婚姻）準正子であることが要求されていたために（当該カッ
プルが婚姻していることが要求されたわけである）
、その点が、非嫡出
子にとって差別（不平等）ではないかと問題したのが、平成20年大法廷
判決（最大判平成20.6.4民集62巻６号1367頁）だったわけである（事案は、
日本人父とフィリピン人の母との間の出生子が、父から認知を受けたこ
とを理由に、日本国籍取得を申請したもの。国籍要件を欠くとされ、日
本国籍確認、退去強制処分取消し請求）
。本判決では、国籍法３条は、
平成15年当時に、憲法14条違反としたが、非嫡出子の差別的取り扱い（親
子関係（血縁主義）に加えて、婚姻によるわが国との密接な結びつきの
一定の要件として要求する）につき、立法目的との間に合理的関連性を
欠くとして違憲とした（なお、藤田意見は、非準正子でも、同法３条の
要件を満たすという拡充解釈を示唆する）
。
他方で、認知者が血縁上の父子関係がないことを理由とする認知無効
請求を認めたものが判決も出て（最判平成26.1.14民集68巻１号１頁〔認
知当時、血縁上の父子関係がないことを知る事例（子どもが８歳時に認
知し
（認知準正）
、
その後の認知無効請求時には当該子どもは中学生）で、
11

同判決では、民法785条（撤回禁止を規定する） との齟齬を孕む形で、
11

梅謙次郎・民法要義巻之四親族編（有斐閣、1912）
（復刻1984）267頁。なお、

水野紀子「認知無効について（2）
」法学64巻２号（2000）154頁以下では、準正
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撤回を認めて、認知無効請求を認容したのである12〕
）
、これも同じく母
親がフィリピン人、父親が日本人の事例で（もっとも婚姻しており国籍
取得の点では、平成20年大法廷判決による必要はない）、国籍法上の帰
結がでかねないので留意しておく必要がある。すなわち、家族法学上の
多数説は従来実体法的無効説であるので、認知無効には遡及効が認めら
れ、当該子どもは国籍を失いかねないのであるから、深刻であろう（もっ
とも訴訟法的な通説のように、形成的無効と考えれば、このような不都
合は避けられる）
。
（４）問題意識──考察の機縁
それではここで、以上に瞥見した日本の移民問題の現状を機縁にここ
でその検討をする際の問題意識を論じておこう。
第１に、移民問題は、世界のグローバル化の反映として、人々の越境
現象の増大に関わる問題を扱う分野である。グローバル化の裏面として
の貧富の格差の増大・資源の偏在も益々顕著になり、それに直面して何
らかのコミットをしなくて良いのか否かを道義的に問題にすることが背
後にあると言ってよい（このことは、シリア難民、ソマリア難民、ロヒ
ンギャ難民などの難民・庇護請求者の処遇のあり方を考えればすぐに分
る）。私は既に、ハイチ地震やネパール震災などの災害復興のあり方と
して、既に国家レベルの災害復興では無理があり、別次元のグローバル
な対応、
つまりグローバルな正義論が求められることを論じているが13、

子などの地位の安定に配慮し、母法フ民339条では、肯定する立場から出発し
ながら、1972年１月３日法で、身分占有による制限を設け（同条３項）
、更に
テリー報告書（最大６ヶ月の期間制限の提案）から、消極的見解を示す。
12

なお、寺田逸郎裁判官意見では多数意見の理由付けに反対するが（認知者の

翻意を肯定する積極的な理由はないとする。同様の見地から反対意見を述べる
のは、大橋正春裁判官である）
、フィリピン法上血縁上の父との間に当然の父
子関係が認められるから、本件認知には二重の父子関係をもたらし、無効・取
消し原因があるとして、本件結論に賛成する（水野解説はこの同国法理解に反
対）
。しかし、私は、日本法解釈で無造作にフィリピン法解釈してよいか疑問
を持つ。
13

吉田邦彦・東アジア民法学と災害・居住・民族補償（後編）──災害・環境・
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今後21世紀社会で、地球温暖化による災害の広域化が進むとこの問題は
いよいよ切実なものとなるであろう。移民法学の基本的な考量軸の一つ
はこれに関わるであろう。
それに関連して、アメリカ合衆国では、トランプ政権になって以降、
メキシコとの国境の政治的争点となり（その他、ヨーロッパ諸国では、
シリア難民を巡る国境の意味、さらに中東では、イスラエルではユダヤ
人とパレスチナとの壁作り（ないしイスラエル国内のアラブ人に対する
「国境」を巡る議論は、法学界にとどまらず大
不正義14）が問題となり、
変盛んとなり、
とくに哲学領域で議論の蓄積も近時見られるようになり、
それを本稿でも紹介・検討することとしたい。すなわち、《移民の自由
な移動》が国際人権法上求められる一方で、
《
「国境」の存在》は、従来
当然のものとして措定されるが、それは原理的に何に由来し、移民コン
トロールはどのように根拠づけられ、両者の鬩ぎ合いにどう対処するか
ということが切実な原理的課題として、前面に出る（しかも実践的に重
要な課題が従来詰められていない）ことがすぐに分るであろう。
第２に、移民法学はアメリカ法学において、もっとも活況を呈してい
る領域であり、日本の法学界、少なくとも法学教育上周縁化されている
のとは対蹠的である。既に少し見たように、日本社会の移民・難民・外
国人労働者に対する見方も、諸外国とは著しく立ち後れていることの反
映と言ってよいかも知れない。
民法との関わりという角度から見ても、移民問題は住所・居所の移動
であり、その所有法学上の問題は民法問題といっておかしくない。アメ
リカ法学については、
（本稿でも示すように）私は所有法学・労働法学
の延長線上で、移民法学を手がけている研究者から、この分野の手ほど
きを受けて、この分野の研究を開始したが、今でも民法学の延長線上の
つもりである。本稿の副題で、
「所有法・民法との関連で」と記してい

居住福祉破壊現場発信集（信山社、2019）274頁以下、とくに、285頁以下、307
頁以下など参照（初出、
法時86巻１号、
２号（2014）
、
居住福祉研究25号（2018）
）
。
14

これについて、私自身扱ったものとして、吉田邦彦「イスラエル・ベドウィ

ン先住民族の強制立退き問題と近時の研究への所感」
（瀬川信久＝吉田克己古
稀記念）社会の変容と民法の課題（下巻）
（成文堂、2018）529頁以下がある。
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るのはその趣旨である。
わが民法学を振り返ると、星野英一博士など我々の恩師の民法学への
スタンスは、
「すべての法領域の総元締め」のような感覚で、
「末広がり」
ですべての法領域に繋がっていて、そうあらなければいけないというの
が、先生のメッセージであったと私は受け止めている15（平井宜雄博士
の法政策学16にしてもすべての法領域に関わっている。『法解釈方法論』
の議論を牽引したのも民法研究者であり、そのようなジェネラリスト的
姿勢は健全で、アメリカ法学の状況とも類似するところが多かった。こ
れに対して、ときに『民法帝国主義』などという批判を投ぜられること
があったが、そのようなやっかみは放っておけば良い。各分野の法学研
究者がそうした姿勢を取れば良いだけのことだからである）
。ところが
近時の民法学はどうだろうか。ほんの30年ほどの違いだが、「蛸壺化」
は深く進行し、
法典を軸に
「領域設定」
して内向き志向は高まっている（近
時の民法改正運動はそうした方向付けに拍車をかける如くで、従来の法
解釈論レビューの後ろ向きな『注釈学派』的な色彩が強く、新たな社会
問題に対峙して、創造的な民法学を作っていくという性格のものでもな
く、そうした方向性は感じ取ることは難しく、ここにおいて、日米の懸
隔は益々極まっていると言っても過言ではない）17。本稿はそうした近時
の深刻な状況へのささやかな
「解毒剤」
（antidote）
となればと念じている。
関連して第３に、移民を巡って問題となる概念として、
「市民権ない
18
」なる概念がある。そして欧米では、この概念
し公民権（citizenship）

15

星野博士のそうしたスタンスの関連文献は多数あるが、さしあたり、星野英

一
「民法学の方法に関する覚書──
『実定法学』
について」
民法論集５巻
（有斐閣、
1986）71頁以下（初出、法学協会百周年記念論文集３巻（有斐閣、1983）
）参照。
16

平井宜雄・法政策学初版（有斐閣、1987）
、同第２版（有斐閣、1995）
。

17

近時の日本民法学の変貌ぶりについては、吉田邦彦「日本民法学の近時の

変貌の回顧と将来の方途──『民法理論研究』を求めて」北法70巻２号（2019）
283－314頁、同「民法学と公共政策──近時の日本民法学変貌を踏まえて『債
権法改正』を考える」北法70巻５号（2020）977－1008頁参照。
18

従来の訳としては、
「市民権」が多かったのであろう。しかしこの用語理解

の出発点ともなる影響力の大きい T・H・マーシャル博士（元ロンドン・スクー
ル・オブ・エコノミックスの教授（社会学）
）の理解によるならば、第１に、
「市
北法71（4・54）686

論

説

を巡る相当の議論の積み上げがなされているが、従来の（日本）民法学
はこの点に関する関心も希薄である。この概念は、具体的には、居住権・
所有権なる民法直結の概念以外にも、教育権や医療・福祉を受ける権利
や政治に参加する権利などの権限の束である。また従来は、
「国籍
（nationality）」と密接不可分にも使われることも通例であった。本稿で
は、こうした概念と所有法との関わりなども考察したい。
第 ４ に、 付 随 的 だ が、 筆 者 が 研 究 す る「 先 住 民 族 法（indigenous
peoples’ law）」との関わりも問題としたい。古く地球上には、狩猟・採
集を生業とする先住民族ばかりであったはずだが、文明が誕生し、近代
国家形成後も──この分野の代表的論客である J・アナヤ教授（コロラ
ド大学ロースクール・ディーン）によると19──歴史的に一貫して周縁
化される存在であるが、ようやく21世紀となり、そうした先住民族の復
民的要素」として、身体の自由、表現の自由、思想・信条の自由、所有権、契
約の自由、裁判を受ける権利があり、第２に、
「政治的要素」として、政治権
力への参加の権利、第３に、
「社会的要素」として、社会保障の権利、社会的
遺産への文化的権利が含まれるとされる（T.H. Marshall & Tom Bottomore,
Citizenship

and

Social Class (Pluto Press, 1992) 8 (original, 1950)）
。いわば、

消極的自由のみならず、積極的自由や社会権・文化権も含み込む広汎な概
念であることが分る。他方で、民法学上は市民法と社会法との対置で、
「市
民法」には狭い捉え方があり、アメリカ法学上も「公民権運動（civil rights
movement）
」なる用法があり、そこでは黒人が獲得すべき諸権利という包括的
な意味合いもあり（もっとも、田中英夫編・英米法辞典（東大出版会、1991）
148頁では、これを「市民的権利」と訳していて、ややカオス的だが、一般的に
は圧倒的に「公民権」であろう）
、ここではそれにヒントを得て、本稿では、む
しろ「公民権」なる概念を志向したい。
19

See, e.g., S. James Anaya, Indigenous Peoples

in

International Law (2nd ed.)

(Oxford U.P., 2004) 15-23, 26-48.
なお、私の手になるアイヌ民族ないし諸外国の先住民族問題の包括的なもの
としては、例えば、吉田邦彦・アイヌ民族の先住補償問題──民法学の見地か
ら（さっぽろ自由学校「遊」
、2012）
（同・東アジア民法学と災害・居住・民族
補償（前編）──総論、アイヌ民族補償、臨床法学教育（民法理論研究５巻）
（信
山社、2015）６章として、加筆・所収）
、同「国際人権法実現システム（とくに
米州・アフリカ人権委員会・裁判所）における先住民族の権利保護の状況」
（二
宮正人古稀）日本とブラジルからみた比較法（信山社、
2019）461 ～ 529頁参照。
北法71（4・55）687

移民法の諸問題、基礎理論のディレンマ構造と市民権（公民権）の意義（１）

権の時代となり、2007年には「国連の先住民族権利宣言（UN Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples［UNDRIP］）」も出され、そこで中
心的概念とされる集団的自己決定権を核として、その統治国家的な先住
民族団体の再構築が求められているわけである。従って、多くの先住民
族は、これまでの長年の同化政策の帰結として、各国民国家の中に周縁
化されてしまっている（ときには、恣意的に国境線を引かれて分断化さ
れてしまっていることも多い）のであるが、そうしたウェストファリア
体制が流動化し、移民問題が前面に出て、公民権や国籍の批判的検討を
行う際には、先住民族の復権問題も、それに交錯する形で浮上すると思
われる。

２．移民問題の所在
それでは次に導入をかねて、移民問題で主だったものを幾つかかいつ
まんでみることにしよう。大別して、前半に「移民国家」とも言われる
アメリカ合衆国の移民法の目立った議論を概観し、後半は近時の難民問
題を見てみよう。
２－１．アメリカの移民問題
（１）中国人差別──19世紀後半20
移民法の原理的問題にも繋がる法現象としてまず注目されるのは、中
国からの移民に対する制限的な対処であった。同移民は苦力（クーリー）
と呼ばれて鉄道工事などに多数従事したが、その背景としてあった関連
条約は、1868年の米中間のバーリンゲーム条約（Burlingame Treaty）

20

この関連文献は多数あるが、Gerald Neuman, Strangers

Immigrants, Borders

and

M otomura , A mericans
C itizenship

in the

Constitution:

in

W aiting : T he L ost S tory

of

I mmigration

and

U nited S tates (Oxford U.P., 2005) chap.1,3; D aniel

Kanstroom, Deportation Nation: Outsiders
2007) chap.3 等参照。
北法71（4・56）688

to the

Fundamental Law (Princeton U.P., 1996); Hiroshi

in

American History (Harvard U.P.,

論

説

（中国人移民排除の歴史の展示がある「アメリカ中国歴史協会博物館」
（SF の中華街に所在））

であった（中国人移民労働者の西部への流入を認める互恵条約で、中国
が史上初めて国際法原理を承認したのもこの条約だった。米国外交官
A・バーリンゲーム（Anson Burlingame）
（1820 ～ 1870）
（中国公使（1861
～ 68）
）による協定なのでこう呼ばれる）
。しかし、1870年代には労働市
場での緊張は高まり、1880年の大統領選挙には中国人移民制限が民主・
共和両党の公約目的とされて、その結果としてできたのは、1882年の中
国人排除法（Chinese Exclusion Act）
（22 Stat. 214）であり、その後1888
年法では、さらに制限されて、中国人のアメリカ入国は理由を問わず拒
否されることになった
（そしてその後の1892年ゲアリ法（Geary Act）で、
さらに10年間それは伸長された）
。中国人移民排斥の舞台となったのは、
サンフランシスコ郊外の島のエンジェル島だった（東海岸では、エリス
島が有名だが、その西海岸版である）
。
そしてこうした中国人移民排除の法制度への以降との関連で、幾つか
の著名裁判例が出された。その第１は、
「排除」に関するもので、チェ・
21
であり、統治権内在的に排除できるとされ
チャン・ピン事件（1889年）

21

Chae Chan Ping v. U.S., 130 U.S.581 (1889). 事案は、1875年にアメリカに入国

して、12年後に中国に戻り、帰米の際に証書があったのに、再入国を拒否され
たというもの。
類似の事件として、
Nishimura Ekiu v. U.S., 142 U.S. 651(1892)（横
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（エンジェル島拘留所（現在は博物館になっている）
（2017年１月訪問時）
）

た。これに対して、第２に、
「入国後の送還」に関しては、憲法上の保
護が及ぶとされた。この点で最も著名なのが、ウォン・キム・アルク事
件（1898年）である22。
そしてその背後にあるのは、とくに国境の外にある前者（第１）の場
合には、統治権むき出しの「全権（plenary power）
」法理と言われるも
ので、E・バッテル23を引用し、統治国家の内在的な不可譲の権利として、
外国人の入国を禁ずることができるという論理である（グレイ裁判官）。

浜からの日本人女性（25歳）の入国拒否の事例）がある。
22

U.S. v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898). 本事案では、サンフランシスコ

出身（1873年生まれ）の労働者ウォンさんが、1890年に中国へ一時帰国し、同
年船でアメリカに戻ったところ、阻止・送還されるのかが問われた。判決では、
第14修正（平等条項）が適用されて、彼は保護された。これに対して、Fong
Yue Ting v. U.S., 149 U.S. 698 (1893) は、一般論は認めつつも、送還は刑罰で
はないから、アメリカ憲法の適用はないとしており（事案は、証明書を申請せ
ずに、ニューヨークで逮捕、送還されたというもの）
、Wong Wing v. U.S., 163
U.S. 228 (1896) では、米国の入国が違法と判断された中国市民は、陪審の評決
無しに刑罰に処せられるとの1892年移民法が問題とされた。
23

Emmerich

de

Vattel, Le Droit

des

Gens (Law

ては、Arthur Nussbaum, A Concise History
edition) (Macmillan, 1954) 参照。
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（前記エンジェル島にあるウォン事件の標識）
（屋外展示）

ここには、その是非はともかく、直感的な移民コントロールの根拠があ
るといってよく、とくに国境の内と外とが峻別されて、国境の外では、
憲法分析は放棄されるのである。これに対する対抗議論（反対意見・少
数意見）として、領域内の「非市民」の送還につき、人間としての手続
的保護を認めるべきだとする（ブルーワー裁判官、フラー裁判官、フィー
ルド裁判官）24。
ここには、背後に「黄禍論」と呼ばれる人種差別があったことは否め
ない
（判文に明示的ではないにせよ）
。
そしてこうした中国人差別立法（中
国人排除ないし中国人の帰化禁止）が排されたのは、日米関係が険悪化
してきた1943年のことであり、そのための対中友好策であった。しかし
移民法の人種に関する構造的問題は、基本的には変わっておらず、1924
年の出身国クオーター法（National Origin Quota Act/ Immigration Act
of 1924, 43 Stat. 153）があり、アングロ・サクソンのアメリカ合衆国の
維持が図られた。移民国家アメリカにとっては、移民現象は安定し、
「凪
の時代」であったとされる（もっとも、東部・南部ヨーロッパ及びアジ

24

とくにこのフィールド裁判官の法理について分析するものとして、Victor

Romero, Elusive Equality: Reflections on Justice Field’s Opinions in Chae Chan
Ping and Fong Yue Ting, 68 Okla. L. Rev. 165 (2015); David Martin, Why
Immigration’s Plenary Power Doctrine Endures, 68 Okla. L. Rev. 29 (2015) 参照。
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アからの移民を封ずるクオーター制度により、1925年以降の移民者数は
30万未満に落ち込み、P・モーザー教授ら（ニューヨーク大学）の同制
度下での移民者動向の研究によると、科学ないし経済的投資活動を低下
させており、それは当時の特許の６－７割低下を招き、知識労働を衰退
。
させたと実証的に指摘する25）
（２）1965年移民法及び一時的労働者受入れ策
今日のアメリカ移民法の基礎をなしているのは、1965年の移民法
（Immigration and Nationality Act of 1965, 79 Stat. 911〔The HartCeller Act〕
）である。本法律により、出身国クオーター制度は廃される
ことになった（もっとも、数による制限は続き、例えば、メキシコ人の
場合には、1968 ～ 80には、毎年２万人とされていた）。そして家族統合
が、米移民法の中核となった。この法律で、７つの優先システムが認め
られたのだが、このシステムで、すべてのビザの74％（移民者全体の
65％）ほどが、
市民ないし永続居住者（legal permanent residents［LPR］）
（グリーンカード取得者）の家族に留保されることになった26。
ここでは、一時的労働者（guest workers）の受入れ策を概観しておき
たい。アメリカ合衆国では、230万6962人のそういう労働者がいて（2015
年）
、その内訳は、特定職業（H-1B ビザ）
、農業労働者（H-2A ビザ）、園
芸・掃除・レストランなどの労働者（H-2B ビザ）に分けられる。M・ウォ
ルザー教授等は、こういうタイプの移民は、
「二流市民」を作ることに
なるとして平等性要請から反対する27のだが、定着していると言えよう
25

Petra Moser & Nber Shmuel San, Immigration, Science,

Evidence

from the

and

Invention:

Quota Acts (2019) (https://econ2017.sites.olt.ubc.ca/

files/2019/09/pdf_seminar-paper_Petra-Moser_20-Sep.pdf). See also, Austn
Goolsbee, Cuts in Immigration Can Threaten U.S. Economy, The New York
Times, International Edition, October 14th, 2019, p.7.
26

近 時（1995 ～ 2014）の 内 訳 の 詳 細 は、 例 え ば、Alexander Aleinikoff,

David Martin, Hiroshi Motomura, Maryellen Fullerton, & Juliet Stumpf,
Immigration and Citizenship: Process and Policy (American Casebook Series) (8th
ed.) (West, 2016) 283参照。
27

Michael Walzer, Spheres
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（なおドイツでは、アメリカよりも古い外国人労働者（トルコ人など）の
歴史があり、その保護は厚い）
。この草分けとなったのは、第２次世界
28
であり、メキシコ農業
大戦中のブラセロ・プログラム（1942 ～ 1964）

労働者プログラムの合意により始められ、1947年には、雇用者に一時労
働者の移入・送還が認められ、今も個別の労働者に固定される形で、一
時労働者は位置づけられている。こうしたブラセロ・ビザによって、20
年 間 で 合 計460万 人 の 労 働 者 が 受 入 れ ら れ、1952年 か ら の 移 民 法
（Immigration and Nationality Act of 1952, 66 Stat.163）では、H カテゴ
リーとなり（毎年17万5000人程）
、近年は、農業労働者のかなりの割合
を占める100万人以上もの非正規移民（後述する）の取り締まり強化にと
もない、季節出稼ぎ労働者（H-2A プログラム）に急速にシフトしてい
る
（2005年の４万8336人に対して、
2019年には、
25万7667人になっている）
。
（３）トランプ政権の反移民政策（それ以前の政策との比較）
①トランプ大統領によるイスラム人排除政策
アメリカ移民法の目立った点の最後として、トランプ政権になってか
らの反移民政策を見ることにする。D・トランプ氏は、大統領就任（2017
年１月）早々に、公約（2015年12月）通りに、イスラム７カ国（イラン、
イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメン）からの米国
入国拒否、また難民受入れ120日間中断の執行命令を打ち出した（2017
年１月27日（Executive Order 13769）及び同年３月６日（Executive Order
13780）の そ れ（ 後 者 は、 イ ラ ク を 除 外 す る ）
（Protecting the Nation
from Foreign Terrorist Entry into the United States, Exec. Order
No.82 F.R.8977; F.R.13209）
（Muslim ban; Trump Travel ban））。その理
由としては、国家安全の脅威だとされた（なお、同年９月24日の大統領

28

ブラセロ・プログラムについては、Ernesto Galarza, Merchants

of

Labor:

M exican B racero S tory (MacNally & Loftin Pub., 1964); do., S piders
the

House

and

Workers

in the

Field (U. Notre Dame P., 1970); Mae Ngai,

Impossible Subject: Illegal Aliens

and the

Making

(Princeton U.P., 2004); K itty C alavita , I nside
Program, Immigration,

and the

in

the

of

Modern America

S tate : T he B racero

I.N.S. (Quid Pro Books, 2010).
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宣言（Presidential Proclamation 9645）により、チャド、北朝鮮、ベネ
ズエラを加え、スーダンを除外した）
。しかし、宗教・人種と公共の安
全とを結びつける合理的理由は怪しく、この命令は混乱をもたらし、司
法的抵抗が見られた（こうした宗教的不寛容・差別は、政治と宗教との
29
。
分離を説く第１修正に違反し、
また大統領の権限踰越だとするとする）

その他、公衆衛生上の排除として、1987年レーガン大統領下での
HIV/AIDS 感染者の排除の例があり（2009年オバマ大統領による解除ま
で続いた）
、近時は2020年１月31日に、コロナウィルス問題との関連で、
トランプ大統領は、２週間以内に中国に滞在した外国人の米入国を拒否
する大統領宣言を出し（Presidential Proclamation 9984）
（市民及び永続
居住者、その配偶者、親、兄弟、子どもは別だとする）、またその措置
をイランに拡張し（同年２月29日）
（Presidential Proclamation 9992）、
更にその範囲を、シェンゲン協定を結んでいるヨーロッパ諸国26カ国に
も及ぼした（同年３月11日）
（Presidential Proclamation 9993）。そして
こ れ を 英 国 及 び ア イ ル ラ ン ド に 及 ぼ し た（ ３ 月14日 ）
（Presidential
Proclamation 9994）
。
②無権限移民（unauthorized/undocumented/illegal migrants）の問題─
─とくにその子ども、親子統合の問題
さらに近時のアメリカ移民法上の喫緊の大きな課題は、メキシコ国境
（米墨国境）を越えて、中央アメリカ諸国からやってきて、所定の移民
手続を経ずに越境してアメリカ移民した人たちの扱いで、既に1100万人
ほどいるとされ（ピークが2007年の1220万人、それに比すると、2017年
30
（立場により、
には1050万人で14％減っており、
米人口の４％とされる）

29

E.g., International Refugee Assistance Project et al. v. Donald Trump, 857 F.

3d 554 (4th Cir., 2017); State of Hawaii and Ismail Elshikh v. Donald Trump, 859
F.3d 741 (9th Cir., 2017).
30

ワシントン DC の非党派的シンクタンクであるプー研究所（Pew Research

Center）
（2004年設立）のデータによると、1990年には350万人、1995年には
570万 人、2000年 に は860万 人、2005年 に は1110万 人、2010年 に は1140万 人、
2015年には1070万人ということで、1990年代から2000年代前半が鰻登りで、オ
バマ政権時には既に横ばいになっていることが分る。Jens Manuel Krogstad
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呼び方が異なり、きちんと移民法上のコントロール・規制を受けるべき
だとする側からは、
「不法移民」とされる）
、トランプ政権はこうした人
に対しても、厳しい目を向ける。
従来の米移民行政は比較的この問題について寛大であったが（例えば、
1980年代のレーガン大統領、G・W・ブッシュ大統領の頃は、無権限移
民の長期居住による適法化立法を制定したりした（Immigration Reform
& Control Act of 1986）
）
、そして今でも移民リベラル派からは引用され
ることが多い、プライラー判決（1982年）は、無権限移民の子どもであっ
ても、公共教育への権利は憲法上保障されるとして、それを差別的に禁
じた（その教育財政支援の否定の措置をとり、年間1000ドルの学費の支
払いを要求した）テキサス州法は、
違憲（第14修正〔平等保護条項〕違反）
としていた31。
しかし、1990年代になり、この問題の前面化とともに、連邦議会は送
還システムの一律化を図り、オバマ政権下では建前的規律は厳しくして
いた。しかし問題は、
子どもの保護は他方で必要ではないかという点で、
プ ラ イ ラ ー 判 決 の 系 譜 の 保 護 で あ り、 既 に2001年 に は、 ド リ ー ム
（Development, Relief and Education for Alien Minors［DREAM］Act）
立法の提案がなされていたが、それが実現したのは、オバマ政権時代の
第１の執行指令（メモランダム）32による2012年からのダッカ（DACA）
（Deferred Action for Childhood Arrivals）プログラムであり（同判決30
周年の日（2012年６月15日）に発表され、その２ヶ月後から申請が受け
付けられた）
、これで約70万ないし80万人の不法（非正規）移民の子ども
が保護される（16歳未満で米国に来た子どもで、一定の教育上・兵役上
の基準を充したものは、
送還を延期できるというものである）ことになっ
et al., 5 Facts about Illegal Immigration in the U.S. (6/12/2019), https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/5-facts-about-illegal-immigration-in-theu-s/
31

Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).

32

執行メモは、大統領宣言（presidential proclamation）の系譜であり、細かく

なるが、執行命令（executive order）との違いは、Federal Register への公表
が義務づけられるか否かの違いであり、あとは事後的変更のし易さの点くらい
であり、実質的相違はあまりない。
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た。
他方で、家族統合に関しては、第２の執行指令（執行メモ）として、
2014年から始められたダッパ（DAPA）
（Deferred Action for Parents of
American Children）プログラムであり、これはアメリカ市民及び永続
居住者でかなり長期間生活した者の非権限移民の親を対象としており、
これで約370万人が保護されることとされた。しかしこれに対しては、
テキサス州その他25州の訴訟で、
ストップがかかり、米連邦最高裁では、
４対４の判決が出されて、連邦地方裁判所のプログラムストップの判決
が維持された33。そしてこれを受けて、2017年６月にトランプ政権は、
このプログラムを取り消したので、親子統合の面での保護は脆弱化して
いる。
因みに、この不法移民（不適法移民）の問題をどう解決するかは、か
ねての立法的課題でもあり、2013年６月27日には上院レベルで、超党派
のその適法化の法案が通過した（その内容は、非権限移民に13年間のプ
ログラムで市民権を取得させる道筋を付け、雇用者の職場確証システム
で不明朗さを避け、
非熟練者の新たな W ビザプログラムを作り（他方で、
熟練の特定職業の H-1B プログラムの濫用防止、若者雇用プログラムな
ども含む）
、世界中の労働者を吸引し（それまでの家族統合中心の移民
法を塗り替えて、雇用ベースに力点を置いた移民法にするとされて、野
心作であった）、他方で、国境の安全を確保すべく予算確保する（４万
34
。オバマ大
人の国境管理員の増強）というものであった（68票対32票）

33

United States v. Texas, 136 S. Ct. 2271 (2016).

34

第113回連邦議会で、2013年４月16日に提案され、提案者は、Ch・シュー

マー上院議員（民主、ニューヨーク州出身）を中心とする「８人のギャング」
、
そして R・メネンデス（民主、ニュージャージー州）
、J・マッケイン（共和、
アリゾナ州出身）
、M・ルビオ（共和、フロリダ州出身）らの各上院議員であっ
た。法案名は、
「2013年国境安定・経済機会・移民現代化法」
（Border Security,
Economic Opportunities, and Immigration Modernization Act of 2013）であっ
た。なお、故マッケイン議員は、2005年から法案を出すなどして、この問題に
かねて尽力していた。See, e.g., NYT Editorials, Immigration Reform, Finally:
The Success of an Ambitious Bipartisan Bill in the Senate Puts Pressure on the
House, The New York Times, June 28th, 2013, A24（この30年間でもっとも野心
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統領もこれを支持していたが、下院では結局検討の対象とならず、廃案
的な移民法の改革案が、上院で68対32で通過し、共和党の議事妨害を排除し、
下院に対して、この改革が超党派のもので、迅速に通し、大統領に渡すべき旨
のプレッシャーを与えることとなった。下院議長のベーマー氏は、下院の多数
はこれに関心を持っていないと述べているが、そんなことではいけない。この
移民法改革は、完全ではないにしても、良い面がある。メリットとして、第１
に、不法移民者の逮捕・送還にさいなまれる地位の改善（2011年までに米国に
入ったものについて、10年間の待機期間と３年間の帰化期間で市民権取得。そ
の際に、グリーンカード取得後の約2000ドルの罰金支払い、英語と市民知識の
取得を求める）
、第２に、農業労働者やドリーマー（子どもとして移民した不
法移民者）に簡易な市民権確保の道の付与（５年間での市民権取得）
、第３に、
送還者の家族との再会を認め、第４に、一時労働者の枠の拡大（H-1B ビザ（熟
練労働者）の拡大（６万5000から、11万、さらには18万にする）
、W ビザ（非熟
練労働者）の発足（７万5000人枠）
、
H-2A（農業労働者）の拡大（30万枠）
）がある。
それによる滞貨の減少をはかるが、他方で妥協により、労働者確認システムの
採用、国境警備への予算増強などもなされているし、市民権取得の道や費用も
容易ではない。下院での状況は楽観視できないが、
しかしこの改革案の廃棄は、
大きな打撃となることを認識すべきである）
．See also, L. Gordon Crovitz, The
Economics of Immigration, The Wall Street Journal, February 4th, 2013, A11
（技術に熟達した移民労働者を増やすのが、経済を活気づける最高の早道とす
る。シリコンバレーは、そのイメージキャラクター的なところであり、移民者
が創業者の例も多かったが、その傾向は減り、そこでも外国人が市民権を得
るという例も少なくなった。S・ジョッブズが、この点の改革をしなかったオ
バマ大統領に2011年、怒っていたことも頷ける。移民政策を改革した直近は、
1986年であり、再選されたオバマ大統領は、ロムニー候補とは対照的に、移民
は、
わが労働力を若くするとする。アメリカの移民法の歴史を検討してみると、
その目的は、人種的・民族的な制限を設けるところにあり、世界中から優秀な
人を集めるためではなかった。1899年から移民は、人種・民族ごとに認められ、
1882年の中国人排除法による労働者禁止を別として、1920年代までは、あまり
制限はなかった。しかし1924年移民法で、
アメリカの同質性を保護するために、
プロテスタントのヨーロッパ人を優遇するような民族枠（クオータ制度）がと
られた。それは吸収の経済学とは無縁だった（Mae Ngai, Impossible Subject
(2004)）
。多くの移民システムが、未だクオータ制で、永久的居住者へのビザは、
各国７％までとし、
雇用関連のグリーンカードも、
年間14000件が上限とされる。
だから、ギニアやベルギーなどの小国には好都合だが、中国やインドのような
人口が多い国では、何十年も待たなければいけなくなる。さらにアメリカは、
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とされ、トランプ大統領はもちろん顧みることはない。
先進国の中でも、移民者からの潜在的経済的利益という捉え方は弱かった（Pia
Orrenius）
（ダラスの連邦準備銀行関連の経済学者）
。毎年出される110万のグ
リーンカードの85％は、家族メンバーに対してか、人道的理由によるものであ
る。残りの15％のみが、高技術を有する雇用がらみの移民者である。そしてそ
の半数は、労働者の配偶者ないし子供である。高技術の労働者の移民に関して
は、オーストラリアやイギリス、カナダの方が勝る。1990年にできた H-1B ビ
ザ制度は、年間65000人の高技能の労働者へのビザ発給がなされるが、今はそ
うした労働者への需要が高まり、数時間で発給が終わってしまうほどである。
しかし考えると、移民の拡充により、公共サービスは、230億ドルかかるよう
になるが、今後10年間で、480億ドルをもたらすものである。今や移民者が国
家にもたらす経済的機会を考えるべきときである）
．移民の経済的効果を重視
する経済学的論考である。
もっとも、このように無権限移民を引き受けることの経済的評価は、当時
から分かれていた。E.g., Annie Lowrey, Struggling to Measure An Economic
Impact, The New York Times, June 27th, 2013, A22（移民法改革により、連邦財
政にどのような影響を及ぼすか。この点について、見方が対立している。自由
尊重主義のカトー・インスティチュート、保守的なアメリカン・アクション・
フォーラム、リベラルなアメリカ進歩センターは、財政の不足を緩和するとす
る。しかし他方で、ヘリティッジ財団などは、財政を悪化させるとする。経済
学者は全体として、移民は経済売上げや生産性にとって良く、経済全体に利益
をもたらすとする。近時の議会予算事務所（Congressional Budget Office）が出
した報告書では、予算にもプラスの影響があり、向こう10年間で2000億ドルの
財政不足解消、更にその次の10年間で、7000億ドルの不足解消としている。そ
れは消費や歳入の増大から来ている。もちろん、今後の10年間は、メディケイ
ドの支出など2620億ドルの追加支出があるが、他方で歳入が4590億ドルの増加
があると見通している。さらに重要なこととして、不法入国者の場合に市民権
付与の段階で政府からの福祉上の利益の受領が許されず、その分のコストがか
からないし、労働力の拡充、長期的な賃金の上昇、資本投資の増大、生産性の
向上など経済的なプラスのインパクトが大きいとする。これに対して、保守的
なヘリティッジ財団の報告書では、適法化される不法移民による社会的利益享
受額は、その納入税額を上回り、１年1060億ドルの赤字コストをもたらすし、
彼らが退職するときには、社会保険ないしメディケアには年間1600億ドルの純
負担をもたらすとする。政府の先の報告書は帰結を全体的に分析しているわ
けではない）; Eduardo Porter, Overhaul May Benefit, Not Hurt, U.S. Workers,
The New York Times, June 26th, 2013, A18（改革案は、上院から下院に回され
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③送還システムの強化
非権限移民の送還手続一般については既にオバマ政権から強化されて
いたが、トランプ政権になり、益々強化されている（壁建設動きととも
に）
。近時の実務面での強化でとりわけ注目されているのは、「移民保護
プロトコル」
（Migrant Protection Protocols［M.P.P.］
）として、2019年１
月 下 旬 に 国 土 安 全 省 か ら 打 ち 出 し た、
「 メ キ シ コ 待 機 措 置 」政 策
（“Remain in Mexico”policy）である35。すなわち、中央アメリカからの
約５万5000人の庇護請求者の扱いとして、従来の審理中はアメリカ合衆
国に一時滞在できるというやり方を変更して、審理手続き中もメキシコ
に滞在しなけれればならないという方式とし、そのために、メキシコ滞
在中に誘拐・犯罪に晒されたり、医療不充分であったりすることが報道
されている36。こうした手続の実務上の変化の事実上の効果は大きいが、
るが、
この不法移民者に関わる改革により、
もともとアメリカにいる労働者は、
熟練・非熟練の移民者により影響を受けるのか。しかし、こうした移民者の増
加により、アメリカの労働者の状況はむしろ良くなると思われる。連邦議会
局はその趣旨の報告書をこのほど出し、それによれば、2023年までに労働者は
600万人増え、2033年までに900万人増えるとされる。そして平均賃金は、2023
年までに0.1％低くなるが、その後上昇し（事業がこの拡充労働市場に投資して
くれればそうなる）
、2033年には0.5％上昇すると述べる。米労働者は押し出さ
れるという信念は、使用者が何もしないという前提に立っているが、しかし実
際には会社側は投資してくれるのである。移民者により、生産性及び経済の成
長率は高まる。この点については、経済学者の間でも対立があり、ハーバード
の経済学者は、ニューカマーにより（これまでの）非熟練の労働者は押し出さ
れるとするが、キャリフォーニア大学デイビス校のペリ氏は、アメリカ人労働
者の通信関連のものは継続し、非熟練のものも利益を受けるとする。先の報告
書では労働者の類別により、影響は異なるとみている）
．
35

https://www.dhs.gov/news/2019/01/24/migrant-protection-protocols

36

E.g., Miriam Jordan, Ransomed at the Border: Turned Back by the

U.S., Migrants Confront New Dangers in Mexico, The New York Times,
International Edition, December 24th, 2019, p.1, 4（トランプ政権は、庇護請求
審査の裁判所手続の間、メキシコでの待機を要求するようになり、その間の誘
拐犯罪が著増している。2019年１月から626件、
同年11月だけでも293件に及ぶ。
実数はもっと多いのではないかとされる。例えば、ホンヂュラスから逃れて
きたホセさん（28歳）は、３歳の息子と共に、11月25日に誘拐され、暴行を受
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人道上の深刻な問題を抱えていることを見過ごしてはならないだろう。
け、ニュージャージー州に居住する妻に3000ドルが身代金として要求され、彼
女が手持ちのお金がないとなると、借金しても3000ドル払えと供給された。ま
た、エルサルバドルからのノラ（28歳）は、国境付近で２回誘拐されて、強姦
と共に身代金要求され、ヒューストンにいる家族が2200ドルを送ると解放され
た。このように麻薬取引のカルテルメンバーが、移民を襲いだしたのである）;
Stephen Dinan, ‘Remain in Mexico’ Policy Expands after Surge in Arizona, The
Washington Times, January 3rd, 2020, A1, A4（国土安全省は、１月２日にトラ
ンプ大統領の「メキシコへ留め置き」政策は、南アリゾナの違法移民の上昇に
対応し、そこにも拡充すると発表した。MPP は庇護請求が認められるまで、
リオグランデ川の南側に留め置くというものだが、違法移民の押え込みに奏功
している。そして例外であったアリゾナ州で移民が激増し、それに対しても、
同様の対策をとろうとするものである。かくして、アメリカ政府は、ノガレス
の国境の越境についても、MPP に加わる７番目として、メキシコに留め置か
れることになる。MPP のねらいは、妙なアメリカへの足がかりをつかませず
に、とくにインチキの請求者を追い払うところにある。これにより、国境の移
民コントロール業務は、2019年５月ないし６月初めは、毎日4000件ほどあった
のだが、今は1000件あまりに減っている。国境の居住施設は、かつては２万人
近くで溢れかえっていたが、今では4000人くらいに下がっている。MPP によ
り、昨年は、５万6000の移民者が、メキシコに戻されたことになる。しかし他
方で、アリゾナ国境は、抜け道になっていて、違法移民の家庭が144％上昇し
ており、他の場所が平均64％減少であるのと対照的だった。今回はこれに対処
したものである。しかし、正当な庇護請求者まで脅威に晒すものであるとの批
判があり、アリゾナにも適用されることで、請求者は何時間もかけて、裁判所
の聴聞に出てこなければならなくなる。国境管理当局は、メキシコないし国際
的組織と連携しているとするが、怪しい。このプログラムは1996年法に依拠す
るが、連邦裁判所からは、批判的に見られており、正当な庇護請求者の保護と
して充分ではないとされる。MPP がうまく行かないと、国境が人道主義的に
危機におかれるわけで、不幸から利得を得ようとするものが暗躍することに
なる）; Zolan Kanno-Youngs, U.S. Overlooks Ill Asylum Seekers: Advocates Say
Exemptions in ‘Remain in Mexico’ Policy Are Largely Ignored, The New York
Times, International Edition, February 28th, 2020, p.4（米墨国境のメキシコ側
北東部でのマタモロスでは、疾病を抱えた庇護請求者がごった返している。例
えば、グアテマラから逃げてきた M・サムさんは、９歳の息子が屡々発作を
起こし、顔色が紫になっても、アメリカ側のブラウンズウィルの病院に行くこ
とができない。その他、ホンジュラスから来た母子の子どもは自閉症を抱えて
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〔なお、2020年３月後半以降、新型コロナウィルスのパンデミック現象
おり、その近くには７歳の滑沢脳で、もはや余命が３年という子どももいる。
ほんの１年ほど前には、中央アメリカの暴力を避けて国境沿いに来て、庇護請
求するものには、まず「捕らえられるが、その後解放された。
」つまり庇護請求
について審査されている間は、アメリカにとどまり、米病院や収容施設を利用
することができた。しかし移民保護プロトコル（M.P.P.）は移民者をメキシコ
側に追いやり、審理中もメキシコ側で待たせることとなった。国家安全省は、
拷問・迫害の充分な恐れがあり、身体的・精神的医療問題がある場合には、別
だとするが、そうした例外は、約６万人あまりの移民がメキシコ側に追い返さ
れる際に、大体無視される。マタモロス市では、そうしたもの2500人くらいを
収容するテント村が出来ているが、そこにはトレイラーを簡易な医療センター
に作り替え、そこをリードする M・サモン医師（40歳）は、そのチームは大体
１日に40人ほどを診療しているとするが、鎌状赤血球貧血、低酸素症、敗血症、
癲癇、発育不全、HIV、卵巣癌、虫垂炎などの患者がいるとする。これらは、
M.P.P. によって作られたとするのである。メキシコ側の医療は不充分である。
国土安全省は、この新たな「メキシコ居残り」政策により、庇護請求はぐんと
減ったという。６万1097人が移民手続に付されるが、結局米国入国が認められ
たのは、263人であると、国家移動記録情報センター（TRAC）は答える。トラ
ンプ大統領は、８ヶ月連続して、国境付近での逮捕者は減少している（2019年
５月には、14万4100人だったが、2020年１月には、３万6600人である）と成果
を強調する。辛うじてアメリカに入国できたヨデレイさんは、トキソプラスコ
症で、視野が狭まって手遅れだと失明する病気だが、入国できた頃には殆ど
目が見えない状況だった）
．
〔なお、コロナウィルス・パンデミック後の移民・
難民状況の激変を記すものとして、Kirk Semple, Global Migrant Flows Slow
to a Trickle: Virus Outbreak Has People Going Back Home Instead of Seeking
Better Work, The New York Times, May 5th, 2020, A1〔International Edition,
（メキシコの南部グアテマラとの国境沿いのテノシケにある
May 8th, 2020, p.3〕
シェルター“La72”は長らく、中央アメリカからアメリカ合衆国に向かう移民・
難民のなじみのところで、昨年は毎月2000人以上が滞在したが、最近はその数
は殆どいなくなり、逆に逆流現象が見られる。３月後半から、コロナウィルス
のパンデミックのために、100人も利用していない状況である。そのシェルター
の前所長の R・マルケさんは、
「こんな状況はかつて見たことがない」とする。
コロナウィルスのために、
国境が閉じられ、
庇護請求プログラムの中断、
ステイ・
ホームの都市封鎖などで、世界中で移民・難民の数は急激に減り、とくに貧困
国から富裕国への移動がなくなった。ラテンアメリカから、中央アメリカ・メ
キシコ経由で、アメリカ合衆国に行くルートはかつて賑わったが、トランプ政
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が生じてしまい、それは移民・難民の状況を激減させられている。それ
は、ここでのラテンアメリカ・中央アメリカから米への移民・難民ルー
トに限らず、世界的現象であり、コロナウィルス感染防止策の一環で、
世界中が、一層強固な国境封鎖状況に事実上なってしまって、移民・難
民排除の帰結をもたらし、季節出稼ぎ労働者も本国に閉め出される事態
となっており、それは貧困国の更なる貧窮化という経済問題の深刻化の
事態がもたらされている（そして米国は、こうした事態にも拘わらず、
権が、国境を殆ど全ての移民者に封じて、コロナウィルス感染排除しているこ
とから、すっかり静かになっている。問題はここだけではなく、東アフリカか
らアデン湾を越えて、豊かなペルシャ半島に行こうとする移民も落ち込んでい
るし、東ヨーロッパから西ヨーロッパへの出稼ぎ季節労働者も封鎖され、今や
労働者不足である。ワシントン DC の移民政策機構の共同代表（名誉代表）の
D・パパデメトリウ氏は、
「パンデミックにより、国際的移民・移動の殆どが、
封ぜられている」と指摘する。場所によっては、その移民は、U ターンとなっ
ていて、それは本国で政治的混乱があり経済的危機であっても、そうせざるを
えないところがある。例えば、コロンビアからベネズエラに戻る何千もの労働
者、イラン・パキスタンからアフガニスタンへの帰還、ドミニカ共和国からハ
イチへの帰郷などである。国連難民局の高等弁務官補佐の G・トリッグズ氏は、
「大量の労働者の送出国への出戻り現象が見られる。彼らはそうしないと生活
していけないからである」
「何とか海外に踏みとどまった労働者も、同国の社
会のピラミッドの最底辺にいる」という。これまでは、何万もの人が、中央ア
メリカからメキシコ経由で合衆国に、庇護請求や不法移民した。近時は国境で
の不法移民の逮捕例も増えていた。2020年３月の米当局による逮捕者は、２万
9953人であり、その前月から、少し減っていた。それにしても、４月に入った
ら、
それもめっきり減少していると思われる。やはりメキシコ国境沿いの町ティ
ファナにあるシェルター「移民の家（Casa del Migrante）
」の所長の P・マーフィ
牧師は、
「この２週間で寝泊りにやってきたのは、
10人ほどである。その殆どは、
アメリカからの送還者である」という。コロナ感染のために、そうしたシェル
ターは閉じているところも多い。移民者擁護者たちは、
せめてコロナ終息まで、
送還をストップさせるべきだと言うが、トランプ政権は、国境取締りを緩めよ
うとしない。移民・難民の機会はコロナウィルスのために、深刻なまでに世界
中で落ち込んでいるが、
送還手続きは擁護者の反対にもかかわらず続けられて、
それが公衆衛生上の損害ももたらしている。例えば、グアテマラに送還された
もの、ハイチからの移民で2500人ものパナマに足止めされたものなどには、感
染陽性反応が出たりして事態は深刻である）参照。
〕
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いわゆる不法移民の強制送還手続は継続させ、それが感染者増幅の事態
も生んでいる）ことを補足しておきたい。
〕
２－２．難民問題──とくにシリア難民
世界的に、移民・難民現象を見た際に、やはり近時の特筆すべき問題
はシリア難民である。2011年以来の内戦で、
（それ以前のシリアアラブ
共和国の人口は2200万人と推測され）
、そこから国連が（強制移住させ
られ）
難民化して人道支援が必要とされると認識したのは1350万人（2016
年）とされ、その内国内避難民（国内難民）は、600万人以上、国外に出
たシリア難民は1000万人以上で（その内登録されたのが、約560万人。
この内、UNHCR への「転居」申請者は、21万人にとどまる）、世界の難
民2540万人（2017年６月）の実に25％を占めている。そして注意したい
のは、その多くは隣接国に滞在することである（2019年登録者として、
トルコには361万人、レバノンには92万人、ヨルダンには66万人、イラ
クには24万人、エジプトに13万人である。そしてこのような事態は、難
民条約（1950年）
（前述）が予定した難民の配分とはかけ離れていること
は確認しておいてよい）
。
そのピークは2015年であり、100万人以上のシリア人がヨーロッパに
移住を求めて庇護請求し、その64％はドイツ及びスウェーデンとされる
（EU 諸国の難民受け入れの根拠となる国際取決めは、ダブリン規約
（Dublin Convention（1990）その修正が、Dublin Regulation II, III（2003）
（2013））であり、庇護申請国による審理で、たらい回しを認めないもの
だが、2015年５月にヨーロッパ移民・難民アジェンダが出され、割当制
度が公表された。メルケル首相が、シリア難民を引き受ける判断をした
根拠は、基本法16条 a の庇護権である）
（また、2016年３月に EU とト
ルコとの間で、
「難民対策合意」
（トルコ声明）が結ばれ、それを前提に、
同 年11月 に は、
「EU・ ト ル コ 共 同 行 動 計 画 」
（Joint Action Plan with
Turkey）が始動し、第１に、トルコは難民を国外に密航させないこと、
第２に、EU は30億ユーロをトルコに支払い、トルコ国民にシェンゲン
圏内のビザ無し渡航を認めることとしたが、2019年段階で、その支払い
は完全実現していない）
。
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もっとも、2019年の後半からアサド大統領政府軍及びロシア軍は、反
対派の拠点のシリア北西部のイドリブ地方に総攻撃を仕掛け、これによ
り新たに100万人が難民化して、爆撃に晒された野宿生活をしつつトル
コ国境に押し寄せているとの報道がなされており37、その地方の拠点都

37

E.g., Carlotta Gall, No Shelter for Fleeing Syrians: Almost a Million People

Are Stranded in the Cold Near the Turkish Border, The New York Times,
International Edition, February 20th, 2020, p.1, 2（何百ものシリア難民がトル
コに逃げようとする中で、ナップサックを背負う痩せた綿のジャケットで身
を包む Y・ジャマル君（21歳）は、数ヶ月前にトルコに逃げたのだが、再度シ
リアに入り、逃げ惑う家族を連れ出そうとしている。シリア政府は、これま
で反対派が押さえてきたイドリブ地方に対して、2019年12月から総攻撃を仕掛
け、そのあたりの90万人の住民（その殆どは女性と子どもである）は逃げ惑い、
2011年からのシリア内戦による難民（亡命者）に加わろうとしている。殆どは
北部に向かい、トルコ国境を目指している。しかしトルコは、既に300万人の
シリア難民を抱え、2015年以来、更なる難民の流入を防ぐために門戸を閉ざす。
トルコの国境の町レイハンリでは、果樹園と綿農場が続く、農業町だが、うね
うねと国境の壁が巡らされている。数台のトラックがシリア支援の衣類やブラ
ンケット、食料を載せて、シリアに向かっている。しかし爆撃の危険を絶えず
気にしながら、青天井のオリーブの木の下などで野宿するほかはない。食糧も
仕事もない。医師のモハメドさんは、１日300人の患者を診ているが、すべて
の医療物資が欠落しているという。トルコ国境への道20マイルは、難民で数珠
つなぎだが、数時間はかかる。シリア＝ロシア連合軍は、アルアタリブまで到
達して、物資の供給網を絶とうとしている。この70万人もの住民は、包囲され
ているのだ。トルコの何百もの軍隊は、トルコ国境を守っており、エルドアン
大統領は、シリア政府に対して、2020年２月末までに元の位置まで撤退するよ
うに申し入れているが、住民たちはそうしてくれるとはトルコ軍隊に期待して
いない。
「アサド大統領は、我々を殺戮している。毎日何百もの住民が死んで
おり、今やアメリカ軍が支援に動き出すべきだ。
」という。３人の子どもの母
親の O・ムスタファさん（26歳）は、故郷のマアラト・アルノアマンから強制
移住を強いられ、国境近くのカフルカルミンに移ってきた。
「あたりの村には
もう誰もおらず、食糧は欠落している。
」と彼女は言う。シリアの救済組織ヴィ
オレットの創設者 F・S・イサさんは、1000人ほどのボランティアを配置し、
例えば、アリバからの１万7000人の住民を救ったが、
「この世の終わりのよう
だ。テントには人が溢れかえり、キャンプが欠落している」という。国連は今
5000のテントしか用意できていないが、
実際にはさらに６万のテントが必要だ。
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市のイドリブ市でも、生死隣り合わせの極度の緊張の高まりが伝えられ
「そして一刻も早くトルコは門戸を開放すべきだ。
」と彼は述べる）; Vivian Yee
& Hwaida Saad, Syrian Children Dying of Cold: Families Who Fled Bombs
toward Turkey’s Border Now Face Intense Suffering, The New York Times,
International Edition, February 28th, 2020, p.1, 4（シリア北西部のイドリブ地
方で、野宿的な生活をしているリーラ家の18 ヶ月の娘のイマン・レイラちゃ
んは、凍える寒さで死亡した。外気温は、華氏20度ちょっとのところまで（摂
氏では、－７度）下がっていた。寒さと風を凌げる窓のついた通常の家は、こ
のあたりでは見込めない。アサド大統領は、シリア内戦の勝利者として、最後
の反対派の拠点のイドリブ地方の攻撃に出ており、ロシアの援軍も得て、100
万人近くのそのあたりの住民は難民化して、トルコ国境に押し寄せている。皆
テント生活、野宿生活をしており、イマンちゃんは、この間に外気温で死んだ
９人の子どもの一人である。この数は、内戦で1300万人を強制移住させ、何十
万人もの死者の中でも最大規模の逃亡者であり、これは2017年のロヒンギャの
難民〔ミャンマーからバングラデシュに65 ～ 70万人の難民が、既にいる30万
人の難民に合流した。さらに国内的難民は、
12万8000人いるとされる〕
に次いで、
二番目のものである。その量はすさまじく、アサド軍は、最前線の病院を攻撃
するから、難民にとって恐怖と不確実な世界が生成される。逃げ惑うシリア難
民は、国境近くのキャンプで安全を求め、辺りの町々は何時砲撃されてもおか
しくない状況である。幸運な人はシェルターにありつけるが、多くは、テント
で寝て、さらには路上ないしはオリーブの木の下で、また枝にビニールを乗せ
て野宿生活をしている。余裕のある人は、暖房の燃料を入手するが、それがな
い場合には、適宜木を燃やし、なくなれば、あり合せの衣類や靴を燃やして暖
をとっている。レイラさんの故郷は、ダマスカスの郊外の東ゴウタだったが、
既に２年前にアサド軍に落ち、
イドリブ地方に逃げてきた。ことほどさように、
イドリブ地方の人口は膨れ上がり、100万人の民間人がそちらに（強制）移住し
ている。ジハード軍や反乱軍がそこに加わると、アサド軍に攻撃の口実を与え
ている。もはやお金があっても、
テントも入手できない状態である。道路はごっ
た返し、支援物資も行き渡らない。2019年春に政府軍が攻撃をするまでは、イ
ドリブ地方は脆弱ながら比較的安定していた。その際には、政府軍を支持する
ロシア軍、反対派を支持するトルコ軍との休戦状態もあった。ロシアが約束に
違反して、民間人の病院を爆撃し、トルコ軍はそれに抵抗する砲撃をしたが、
虐殺が終わるという風ではない。アメリカ軍はシリア南部・東部に500部隊い
るが、北西部の紛争からは手を引いている。トルコ側の国境都市レイハンリ市
にいる A・サラットさん（31歳）は、ここに2014年に逃げてきたが、家族はま
だシリアの故郷ビニッシュにいるという。その兄（32歳）は同市で鍛冶屋をし
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ている38。それとともに、新たな難民がヨーロッパに流れ込もうとして
ているが、家族のことを考えると夜も寝られないという。さらに、I・アロウシュ
さん（47歳）は、結腸癌での化学業法のために、先に同市に来ているが、30マ
イル離れたイドリブにいる家族を連れてきたいと話す。トルコは既に300万人
のシリア難民を抱えており、更なる難民の受け入れは拒絶している。しかし難
民側は、更なる受け入れを願っている。シリア側でのテント生活では、学校も
なく、トイレはバケツである。そして子どもたちが寒さと飢えで泣くのをなだ
めている状況なのである）
．
38

E.g., Carlotta Gall, “The Only Choice Is to Wait for Death”: For Syria’s

Remaining City Held by Rebels, the Worst Appears Yet to Come, The New
York Times, International Edition, March 9th, 2020, p.3（シリア内戦の前は、
イドリブ市は、木々の連なる町並みで、白い石の家屋が軒を連ねる穏やかな地
方都市だった。今日は、内戦で家を追われた家族が溢れかえり、100万人近く
にもなっている。爆撃でやられた建物に退避する者もいれば、サッカー競技場
にテントを張る者もいる。皆食糧支給に行列をなしている。居住者は砲弾に慣
れっこになっているようで、誰も、爆音に尻込みする風でもない。しかしこの
反対派側の拠点のイドリブ市は、さらに状況がひどくなりそうでもある。この
北部には、100万人もの人が、路上ないしオリーブの木の下などで、人道的に
は最悪の状態で暮らしているし、南部・東部には、ロシア軍の指示を受けたア
サド政府軍が５マイルのところまで迫っており、占領されたら、この100万も
の人が北部に逃げ込むことになる。かくして、整形外科医のヒクマト・アルカ
ティブさんは両親にそのように告げたら、母親はそこにとどまるとして、彼女
が述べた言葉、つまり「逃げても死を待つだけだ」との答えに驚かされている。
スタジアムは緊急シェルターとなっていて、100家族ほどが居住している。ア
サド大統領はイドリブ地方を攻撃し続けるとし、反対派は抵抗するとする。競
技場を出ると、生活は戦争と隣り合わせで、車と人々が行き交うが、電気は１
日２時間だけである。イドリブ地方はこれまでのシリア内戦で、アサド政府の
コントロールを免れてきた。警官たちは、反対派に忠実で、政府や警察の建物
の外で、守りを固めている。広告掲示板では、人々に闘いに加わるように求め
ている。
「ジハードなくして我々に誇りはない」という。ジハード反対派（ハヤ
ト・タリール・アルシャム）は国連からはテロリスト集団とされているが、近
時トルコと連携し、反ロシア・シリアの国際的圧力をかけるために、西側ジャー
ナリストをイドリブ市に入れ始めた。その地域の300万の住民は民間人である。
彼らは皆、トルコ軍の反撃が自分たちを助けてくれると考えている。イドリブ
市が攻撃されるようなことになったら、この都市は100万の大都市であり、行
き場所はない。そこから北部に向かうと、
境界地域の岩場ないしオリーブの木々
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おり（まずはギリシアのレスボス島やサモス島に押し寄せるが、2015年
の時のような歓迎ムードはない〔さらに2020年９月には、ヨーロッパ最
大の規模であるレスボス島のモリア難民キャンプでは、
（コロナ感染処
理〔キャンプ毎の隔離政策〕に反発して）キャンプの大火災が生じて、
悲惨なことになっているが、基本的に欧州連合は冷淡な移民政策を採り
39
）
、
「新たな危機」を迎えてい
続け、将来の展望が見えない状況である〕

には、あばた状にキャンプが張られている。そこに何十万もの人々がこの６週
間で加わった。モスクや学校、開いた家屋、工場に寝泊りしている。A・アブ
ラスさん（37歳）は、
「野良犬のようだ」と形容する。
「夫とともに生涯かけて
築いたものはすべて失った。ゼロ状態だ。この二日間路上生活した。瓦礫に中
に、子どもたちとともに死んでしまいたい」と述べている。キャンプ場の余地
もなく、新たに来た者がいる場所は悪臭垂れ込める下水場の傍しかない）
．
39

E.g., Jason Horowitz, A Scenic Isle of Migrant Chaos: Locals and Asylum

Seekers Coexist in Unhappy Limbo amid Greek Olive Groves, The New York
Times, International Edition, February 15th to 16th, 2020, p.1, 2（サモス島は、
ギリシア領のエーゲ海の島だが、
従来は古代からの遺跡、
カラフルな漁師の村、
甘いマスカットワインで有名だったが、今や移民者（庇護請求者）のキャンプ
で溢れかえる状況になっている。約6800人の庇護請求者がキャンプ場に押し寄
せ、その下の古風な港町には、土着の6200人の人が住んでいる。その市長の G・
スタンツォスさんは、熱心なスキューバダイバーでもあるが、2015年の難民危
機の頃は、溺れる人たちを何人も救った。しかし今は広場でうろうろする難民
たちを批判した。難民キャンプが爆発して観光客たちに悪影響を与えないよう
に、ギリシア政府に支援を求めている。キャンプは当初648人収容のために作
られたが、今や3000人以上の人が溢れている。出身は、アフガン、コンゴ、イ
ラクなど様々である。土着の G・メレチュウさん（60歳）は、ジープで丘に登っ
ていき、
難民の子どもたちに会うと、
手を振る。しかし彼の別の近くの廃屋は、
難民たちに適宜燃料などとして持ち去られている。この島は、ギリシア政府
の機能不全、EU の対応の冷たさ、中東の混乱、地政学上のトルコの計算等が
相俟って、コントロールできないまでの難民問題に逢着している。丘には2000
人近くの子どもがいて、その内351人は孤児状態で、子どもの580人ほどは幼児
で、40人くらいしか学校に行けていない。市長たちは別のキャンプへの移送を
目指して尽力している）; Matina Stevis-Gridneff, Greeks Say ‘No More’: Angry
Locals Form Patrols to Repel Asylum Seekers Arriving from Turkey, The New
York Times, International Edition, March 9th, 2020, p1, 2（ギリシアのレスボ
ス島では、トルコからの多くの難民を乗せたボートが、そこには妊婦もいるの
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ると言ってよい。
に、上陸を拒まれている。島民たちは、
「これ以上は駄目だ！」と気勢を上げ
ている。2015年のシリア難民危機のときには、多くのヨーロッパ諸国が反発す
る中で、ギリシアは難民救済に積極的だった。レスボス島民は、ノーベル平和
賞に推薦されるほどだった。ところが今や反応は敵意を帯びている。ギリシア
の中道右派の政権は暫定的に難民の受け入れを中断し、難民問題は各地の住民
の問題とされている。国境住民は、自警団を組織し、移民たちを封じ込め、キャ
ンプに追いやろうとしている。トルコはもう自国に300万人以上のシリア難民
を抱えており、何千もの新たなシリア難民は、ギリシアに送り込み、ヨーロッ
パに圧力をかけようとしている。レスボス島の3000人用の難民キャンプには、
既に１万5000人以上の難民がおり、モリア村にいるフォチニさんは、
「５年間
の連帯はもう限度です。
」という。トルコが EU との合意で、難民の流れを閉
ざしたあとでも、何千もの難民が来ている。暴力的に阻止しようとする動きす
らある。ギリシアとトルコとの間には、長く緊張関係もある。ギリシアの K・
ミツォタキス首相は、
「トルコは、公然と EU 諸国に難民を密輸（密航）させて
いる。こうした事態をギリシアは容認できない」と述べた。今月初めからのト
ルコからギリシアへの移民・難民者の数は数千である。国連の難民局は、昨年
暮れまでに7500人以上が移動しているとする。レスボス島民は、
国際支援者が、
密航を支援していると苦情を述べている）
．
〔さらに、2020年９月のレスボス島モリア難民キャンプでの火災に関しては、
Patrick Kingsley, The Refuge Was Miserable/ Now It’s Destroyed: Arson-set
Blaze Damaged a Camp in Greece Known for its Cramped Condition, The New
York Times, International Edition, September 11th, 2020, p.3（ヨーロッパでの
最大の難民キャンプがある、ギリシア・レスボス島では、もう長い間、間に合
わせの家屋に何千もの難民・移民が住んでいた。トイレ、シャワー、医療提供
もひどいところである。もう何年も、権利擁護グループは、こうしたひどい状
況では、いずれ人道主義上の災害が起きるとしていた。それがまさに2020年９
月８日の夜に起きた。12000人以上が居住するモリア・キャンプで火事があり、
焼け出された。2015年以来、多くがアフガン難民だった。ここには、3000人を
予定するキャンプに２万人以上が詰め込まれ、ひどいテント生活だった。欧州
統合の執行の欧州委員会代表の U・ヴォン・デア・ライアン氏は、
「深い悲しみ」
を表明し、西部ドイツの知事である A・ラッシェット氏は、そこから1000人く
らいの難民を受け容れると述べた。難民キャンプ居住者の幾人かは、島の中心
都市チミレーネに逃れている。火事は、キャンプ居住者で怒りのあまり放火し
たからともされる。島は大混乱状況であり、
何千もの人が路上生活をしている。
ギリシアの移民副大臣の G・コウモウツアコス氏は、居住・災害弱者の3000人
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その他、日本に近いアジア領域で起きている難民問題としてロヒン
ギャ難民（Rohingya Refugee Crisis）がある。ロヒンギャは、ミャンマー
のイスラム教のマイノリティであるが、1970年代から軍部による迫害行
動は始まり、近時では、とくに2012年から虐殺・迫害行為がひどくなり、
2015年にはボートピープルとなり、2017年のミャンマー西部のラキネ州
あまりに移住居所を提供するとしている。モリアには、2015年以来、トルコか
ら85万人の戦争難民・移民が来て、さらに、30万人がその後来ている。2015年
の危機でヨーロッパ諸国が態度を硬化して、その象徴的な存在である。移民た
ちには、カビが生えた食料が与えられ、果てしなく続く、庇護請求手続を待っ
ており、精神医療危機が覆っている。ミツォタキス首相は、放火したものを問
責しているが、他方で、この災害は、生活条件の改善のきっかけになるともい
う）; Matina Stevis-Gridneff & Mauricio Lima, No Place to Live Again: Their
Camp Razed by Fire, Refugees in Greece Fear What May Come Next, The New
York Times, International Edition, September 16th, 2020, p. 1, 4（約4000人の子
供（そこには何百もの乳幼児も含まれる）及び8000人の大人が、ギリシア・レ
スボス島のモリア難民キャンプの火事で焼け出され、1.5マイルの海岸線沿い
の路上などに右往左往している。2015年から16年にかけての移民・難民危機に
続く、
欧州統合の冷徹な移民政策の象徴で人道主義的災害である。欧州統合は、
ここの不潔さ、疾病状況に責任を持とうとしない。資金は提供するが、
「最初
の到達点」で基本的に面倒をみるようにとのスタンスである。しかしギリシア
での庇護請求（庇護申請）のプロセスには、１年以上かかるとのことである。
モリアは当初は3000人収容の予定だったが、ここに２万人以上いた（目下、コ
ロナとの関係で１万2600人になっているが）
。M・アザニさん（15歳）は、
「路
上で寝るのは、辛いけれど、10 ヶ月いたモリア・キャンプはもっとひどい」
「監
獄のようだ」という。ここでの移民・難民者の３分の２は、アフガニスタン出
身である。2020年９月からコロナ感染が広まり（目下少なくとも感染者は35名
である）
、ギリシア側は、個別的隔離ではなく、キャンプまるごとの隔離を主
張し、
それに対する反発もあり、
火事となった。島民も、
かつては親切だったが、
そうした寛大さもなくなった。同政府は、被災者はレスボス島に基本的にとど
め置く予定だ。もちろん、１万2600人のうち、孤児など400人は、ギリシア国
内に移され、さらに1200人は難民としてドイツに行くことになった。しかしそ
れ以外については、公平な処遇の道が見つかっていないようだ。しかし路上生
活をする Y・タヘリ君（16歳）は、教育を受けるために、同島を出たいと言う）
参照。さらに、
朝日新聞2020年９月17日11面
（
「ギリシャ難民キャンプで火災」
〔河
原田慎一＝青田秀樹＝野島淳執筆〕
）も参照。
〕
北法71（4・77）709

移民法の諸問題、基礎理論のディレンマ構造と市民権（公民権）の意義（１）

での殲滅作戦が激しく（このときだけでも70万人以上もの難民が生まれ
た）
、周辺国各地に逃亡し40、とくにバングラディッシュ（とくにそのコッ

40

ミャンマーにおけるロヒンギャ民族への不正義・虐殺については、Azeem

Jbrahim, The Rohingyas: Inside Myanmar’s Genocide (Hurst & Co., 2016; 2018
(revised version)) 参照。なお、2017年から19年にかけてのミャンマー軍部によ
るロヒンギャ迫害につき、最近加害者側からの証言が始まろうとしていること
に関しては、例えば、Hannah Beech, Saw Nang & Marlise Simons, Myanmar
Soldiers Tell of Rohingya Slaughter, The New York Times, International
Edition, September 10th, 2020, p.3（元ミャンマー軍隊の兵士二人（ミオ・ウィン・
ツンとザオ・ナイン・ツン）が、2017年８月の命令で、
『ともかく目に入った
ロヒンギャ村民はすべて殺せ』と言うことで、殺戮、大量死体埋葬、村落殲滅、
強姦などを行った旨証言している。これはタトマダウといわれるミャンマー軍
隊の集団殺戮の一環でなされたものである。この兵士は、
先月
〔2020年８月〕
ミャ
ンマーから脱出したが、2020年９月７日には、国際刑事裁判所のあるヘーグに
移送されて、司法手続を受けることになる。
『権利強化』という人権ワッチ団
体の代表役員の M・スミス氏は、
「これはミャンマー市民の正義を求める闘争
で、記念碑的なことで、初めての犯罪者の側からの証言だ」とする。2017年の
ミャンマーのロヒンギャ殺戮は、数週間の間で75万もの国籍のない人々が、ミャ
ンマー西部のラキネ州から生まれた。同州では、武装隊が、銃、斧及び付け火
で荒らし回った。国境なき医師団によると、2017年８月下旬から９月下旬にか
けて少なくとも子供730人を含めた6700人が殺戮され、2017年から2019年にか
けて、ロヒンギャの村落は殲滅されたと国連は報告している。しかし、ノーベ
ル平和賞受賞者のアウン・サン・スーチー氏は、ミャンマーを擁護していた。
今回の二人の兵士の証言は、こうした公的な見方を打ち砕くものと思われる）
参照。また2020年の国連地図からミャンマーのラキネ州からロヒンギャ村が
抹殺されていることの問題については、Poppy McPherson, Rohingya Villages
Erased from Myanmar Maps: U.N. Mapping Agency, Which Says It Relies on
Government Data, Also Removes Targeted Sites, The Japan Times, September
15th, 2020, p.6（2017年にミャンマー軍が73万人のロヒンギャの人々を追い払う
（国連が「民族的浄化の典型例」とする事例）前には、カンキャ村〔ミャンマー
のラキネ州とバングラデシュの国境沿いのナフ川から約５キロ〕はロヒンギャ
の人の村落だった。しかしミャンマー軍は、民族虐殺との問責に対して、暴徒
の掃討作業だったとし、今やそこには、ミャンマー政府及び軍の建物が建ち並
び、2020年の国連の地図によると、モーンドー・タウンの一部とされている。
カンキャ村は、2017年にミャンマー軍により破壊された400ほどの村落の一つ
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クスバザール半島）には、86万人もの（100万人近くとも）ロヒンギャ難
民がいるとされ、地球温暖化とともに劣悪な居住環境を強いられてい
る41。

である。カンキャ村の傍の村落の元議長（宗教的リーダー）の M・ロフィオさ
んは、今は、バングラディッシュの難民キャンプで暮らしているが、
「ミャン
マー軍の意図は、
我々を帰還できなくさせるところにある」という。ミャンマー
の社会福祉省は、この村落名抹消についてコメントしないし、問題を移送され
た、一般行政省（GAD）のスーチー代表も、返答をしない。国連の地図からも
ミャンマー政府に依拠して、ロヒンギャの村は消されており、英国に拠点があ
るアラカン・ロヒンギャ全国組織（ロヒンギャ権利擁護組織）の不服申し立て
により、
その意味を検討中である。元国連人権高等弁務官でミャンマー公使だっ
リ ヤ ン ヒ

（1956 ～）は、
「ミャンマー政府は意図的に難民
た李亮喜氏（成均館大学教授）
の帰還を難しくしようとしている。アンデンティティ殲滅のやり方だ。地図に
関して、国連もこれに加担している。
」と述べる。仏教徒が多数派のミャンマー
では、イスラム教徒のロヒンギャの市民権は否定され、バングラディッシュか
らの侵入者と捉えられる。同国は2017年の迫害から逃れた難民の帰還にはオー
プンだとするが、それには適正な手続が必要だとする。ミャンマーとバングラ
ディッシュとの交渉は頓挫し、帰還した難民は違法な入国を理由に逮捕されて
いる。2019年に GAD の指令により、殆どがロヒンギャの16の村落だったとこ
ろの再編成がなされ、
モーンドー・タウンの区とされ、
６つの村の名前は存続し、
10の村の名前は消されている。ロヒンギャは、
「バングラディッシュからの外
国人」とされ、2017年の迫害前には93％だったのが、今では60％となっている）
参照。
41

E.g., Bhadra Sharma & Mike Ives, Water Rise Across South Asia, Causing

Dozens of Deaths in Region: Floods and Mudslides Force Tens of Thousands to
Flee Their Homes, The New York Times, July 16th, 2019, A7（世界最大の難民
キャンプである南西部バングラディッシュでは、50万人のロヒンギャの人が暮
らしているが、
そこも洪水被害を受けている。毎年、
モンスーンシーズンには、
豪雨による南アジアの被害はあり、2017年には、1000人以上が水害で死亡し、
何千もの家が破壊され、数十名の者が流された。しかし今年（2019年）は、と
くに被害は厳しい。インドでは７月初めの段階で32人が死亡し、南部バングラ
ディッシュでは、４万5000人以上の難民が、４月末から水害絡みで影響を受け、
ネパールでも水害は地球温暖化、インド国境の道路・インフラ建設、チュア山
脈での自然資源の鉱業の影響で、被害は悪化していると懸念されている。水力
発電ダムの影響も懸念材料である。中国でも、水資源省は377の河川で洪水が
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２－３．問題の所在
こうした諸問題を前に、本稿で検討したい理論的問題の所在を論じて
おこう。すなわち、これらの諸事例を見ると、移民・難民を受け付ける
ことについて、規範的コンセンサスを得られそうであるが実はそう単純
ではない。例えば、シリア難民の EU 受け入れについても、「現実」は
筋書き通りにはならず、バックラッシュが起きており、
《建前と現実（本
音）とのズレ・緊張関係》は、移民法学の世界では、遍在している。む
しろそれがこの領域の法学の本質的・核心的な問題としてあるのではな
いか。
ヨリ具体的には、例えば、
《移民を受入れた場合の国内労働者との緊
張関係》がそれであり、まさにその点を衝いたのがトランプ大統領であ
る。私は彼の後押しする方向性など持ち合わせてはいないが、彼がこう
したロジックで大統領にのし上がってしまったことはこの緊張関係が閑
却できない《強靱なもの》であることを示しているし、それに対する「対
抗議論」を民主党側（進歩派側）は説得的に論じていないと説くのは、
この分野の論客の一人であるイェール大学ロースクール（難民法）の P・
シャック教授である42ことも興味深い。
ことほどさように、移民法学の核心的ディレンマを踏まえた反論を意
識した「対抗議論」の彫琢無しになかなか方向性が見いだせないであろ
う（この点で、ようやく政治哲学領域でこの素材でごく最近ようやく賛
否の議論をかみ合わせる論議が始まったことも示唆的で、後に紹介分析
したい）
。そもそも、ディレンマの根源をなす「境界」
（border）の意味、
移民排除の根拠、ないしそれへの対抗議論も従来詰められてこなかった
といっても過言ではないのである。世界中で喫緊の課題、しかも21世紀
的なテーマであるのに、この学問的詰めの欠落は驚くべきことで、本稿
執筆の一端もそこにある。

あるとした）
．
42

See, Peter Schuck, Playing Trump’s Immigration Game: Democrats Are

Mostly Responding to His Outrages with Empty Rhetoric, The New York
Times, August 17th, 2019, A23.
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