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移民政策におけるリベラリズムの二律背反― 
統一ドイツの事例

柏崎　正憲
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おわりに

はじめに

今日、国境をこえる人の移動が、厄介な問題、不安の種、リスク、さらには脅威として、ま

すます見なされるようになっている。2011 年以降、中東・北アフリカ情勢の混迷により欧州

への難民は増加の一途を辿っており、2015 年には欧州に到達した難民数が年間で 100 万人を

超え、欧州のメディアでは「難民危機」の語が飛び交った。難民保護を訴える人道的な呼びか

けも比較的活発におこなわれているものの、欧州諸国の政策や世論はますます制限的・排除的

な方向へと傾いている。2015 年 9 月以降、シェンゲン圏における国境の自由往来は停止され

ており、オーストリア、ドイツ、フランスなどが相次いで国境検査を再開したほか、ハンガリー、

スロヴェニア、チェコなどは国境の一部をフェンスや検問所などによって封鎖している。世論

においても防衛的、排斥的なムードは強まる一方であり、移民流入を国家への脅威と見なし、

国内社会の保護強化のために欧州連合からの脱退を訴える右翼ポピュリズムが、どの国でも支

持を拡大している。11 月のパリや 2016 年 3 月のブリュッセルでの同時多発テロ事件は、こう

した動きに拍車をかけたであろうが、この動きそのものはテロ以前から、難民の大量流入への

反応としてすでにはじまっていた。

このような移民にたいする制限や排除は、文化的な他者への蔑視や敵意の反映として説明さ

れることが多いが、しかし少なくとも、もっぱら
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文化的な先入観だけに問題を還元することは
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できない。難民や移民が「違法」に入国、在留ないし就労することを、受入国の警戒や敵意の

源泉と見なすことにも、留保が必要である。「不法」な入国や滞在の認定は、他者の権利への

具体的な侵害行為の結果としてではなく、所定の法的手続を満たさないこと自体をもって下さ

れるのであり、ある種の入国者を望ましくないものとして警戒し排除する意図は、この法的手

続にあらかじめ書き込まれていると言えるのだから。つまり、ある国の移民への態度を決定す

る主要因は、移民の側における文化的差異や「違法性」ではなく、結局のところ当該国の政策

なのである。そうだとすれば、ある国の移民政策を左右する内的な論理とは何か。

欧州諸国は一般にリベラルだと言われ、移民にたいしても比較的オープンな国だと見られて

いる。リベラルという語は自由、開放的、包摂的、寛容、進歩的といった意味に解さうるが、

しかしリベラルな政策とは、かならずしも排除や制限の不在を意味しない。ある種の自由や権

利を保護するために、リベラルな国家は、他の種類の自由や権利を制限したり抑圧したりする

こともある。したがって、一方にリベラルで開放的な移民政策があり、他方には制限的で閉鎖

的な政策があると想定するのではなく、包摂と排除、開放と閉鎖が、一つの政策においてどの

ように組み合わされているのかを問う必要がある。

本稿の第一節では、リベラリズムの観点から移民政策を分析している主要な先行研究として、

ヨプケのシティズンシップ論を検討する。第二節では、権利の承認、寛容性、移動の管理とい

う三つの視点を設定し、それぞれにおいてリベラルな移民政策が何を意味するかを考察する。

第三節では、ケース・スタディとして、ドイツの移民政策のリベラル化をとりあげる。再統一

後のドイツにおける移民政策の変化は、ある意味では開放的で包摂的な方向に進んだが、しか

しながらこのリベラル化は、グローバル市場における経済的自由にもっとも高い優先度を置い

たリベラル化の一環として把握される必要がある。

ところで、本稿では移民という語を、自己の生活拠点を無期限または長期的に受入国に置い

ている、または置こうと試みている外国出身者として、ゆるやかに定義しておく。その法的地

位は多様であり、正規移民や永住外国人（デニズン）から非正規移民や難民までが、そしてと

きには、法的には市民だが「移民の背景」をもつ者―2005 年からドイツの統計局が採用し

ている語を使えば―も含まれうる。誰を移民と呼ぶかという問題は、結局のところ、ホスト

国が誰を移民として扱うかに左右される。したがって本稿では移民という語を、ホスト国の移

民政策にかかわる諸分野―高度人材の募集から統合政策まで、入国管理や非正規滞在者への

政策から市民権の取得手続まで―において対象となる人々からなる、一定の可塑性を帯びた

カテゴリーとして使用する。
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１．リベラル化テーゼの検討

クリスチャン・ヨプケによれば、伝統的な移民国である米、加、豪のみならず、20 世紀後

半からの新たな移民国である西欧諸国においても、移民との関係においてシティズンシップの

理念や制度はますますリベラル化している。これらの国のシティズンシップ―本稿では文脈

に応じて市民権または市民性とも訳す―は、彼によれば「異なるやり方で再生産されたり、

世界的に衰退の途をたどったりするのではなく、むしろさらに包摂的で普遍的な方向へと進化

しつづけている」［Joppke 2010：31］。これを本稿では「リベラル化」テーゼと呼んでおく。

移民にたいするシティズンシップのリベラル化は、非リベラルな国籍の観念を保持している

と伝統的に考えられてきた国、たとえばドイツにおいても着実に浸透していると、ヨプケは述

べている。ブルーベイカーはドイツの国籍法を、民族的（エスニック）な血統共同体という固

有の「文化的語彙」の結晶として位置づけ、出生地主義にもとづく公民的（シヴィック）で包

摂的なフランス市民権と対比した［Brubaker 1992］。ところが 1999 年、ドイツは国籍法改定

において移民二世の国籍認定に条件つきの出生地主義を導入することで、ブルーベイカーの見

方を覆した。このことをヨプケは、リベラル化の趨勢が一国の「文化的語彙」を凌駕すること

の主要な一証左として挙げている［Joppke 2010：19-20］。

ヨプケの議論を要約すると、シティズンシップのリベラル化は、地位、権利、アイデンティ

ティという三つの次元において確認されうる。地位としての市民権は、上述のドイツなどの伝

統的に血統主義をとってきた国々における出生地主義の部分的採用や、二重国籍への寛容の広

がりをつうじて、移民にたいしてますます開かれたものへと進化している。さらには、市民権

を取得しようとは考えない場合でさえ、定着した移民は市民とほぼ同程度の社会的権利を享受

しうる。こうした変化のなかで、在来の市民は国民的なアイデンティティや帰属意識のゆらぎ

に直面し、それに否定的に反応する者もいるかもしれない。だがそれでも、リベラル化の成果

は総じて言えば不可逆であり、在来文化の特殊性によって市民的アイデンティティを再定立す

ることは、ますます難しくなっているのである［Joppke 2010：ch. 2, 3, 4］。

以上の絵図は、現在の西洋世界において移民政策や多文化主義がますます非難の的となって

いる状況とは、適合しないようにも見える。だが、そうした排除的、反発的な傾向をもヨプケ

は考慮に含めつつ、自身の立論にニュアンスを加えている。国籍所得要件の厳格化や統合テス

トの導入といった、近年に見られる制限化の動きに言及したうえで、それを彼は、移民の統合

のために必要とされる「道具」から、みずからの努力で統合を達成した移民への「見返り」へと、

シティズンシップが意味変化しつつあることの証左だと指摘する［ibid. 54］。だがそれでもヨ

プケは、リベラル化の成果が決定的である不可逆であることを再三確認している。そのような

確信を彼が維持できるのは、古典的な移民国家（たとえばオーストラリア）の市民権が「今な
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お世界でもっとも開放的かつ包摂的なものとして格づけされる」ものであり、欧州においても

「1980 年代に重大な変化を経験した」すべての国が「リベラルな方向」へと転じているからで

ある［ibid. 67-68］。その反動として、移民にたいする市民的アイデンティティの「格上げ」が

試みられる場合でさえ、リベラル国家が市民性の核心として持ち出すのは、もはや国民文化や

宗教といった特殊な価値ではなく、人権や民主的価値のような、文化的偏向を排したリベラリ

ズムの「普遍主義的な教義」なのである［ibid. 136-137］。

ヨプケが描き出す絵図は、提示される豊富な実例に支えられているだけでなく、単純化を避

けるべく周到に配慮された説明によっても補強されている。だがそれでも、彼のリベラル化テー

ゼを議論の余地なしとするわけにはいかない。まず言えるのは、彼の研究がシティズンシップ

と移民の関係に焦点を絞ったものであり、したがって移民政策にかんする別の分野、とりわけ

入国管理ないし国境政策の分野を、考慮の外に置くことで成り立っているということだ（近年

における移民流入国による国境管理の強化、および国境政策による死者数の増加についてはロ

ジエール［Rosière 2014］を参照）。ただしこれも、ヨプケにとっては織り込み済みの指摘であ

ろう。「押し寄せる群衆を水際で追い払う実効的な入国管理政策があるからこそ、国内での門

番たるシティズンシップは、市民と外国人の境界がますます溶解しているかのようなリベラル

な外観を呈しうるのだ」と述べているのは、ヨプケ自身である［Joppke 2010：150］。ともあれ、

入国管理や国境政策を視野に入れるならば、ヨプケのそれとはかなり異なる絵図が浮かんでく

るだろう。

より根本的な問題は以下である。リベラリズムによる
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排除と呼ぶべき事例、すなわち、リベ

ラルな価値が受入国の主流文化ないしアイデンティティの軸へと格上げされ、これにそぐわな

いとされる移民への圧力として機能することを、どう捉えるべきか。このような排除の事例

をも、ヨプケは抜かりなく視野に収めている―フランスが事実上ムスリムの信仰の自由を制

限するスカーフ禁止法（2004 年）をリベラルな価値（男女平等）によって正当化したことや、

オランダの移民統合政策（1998 年導入の市民化講座制度）が多文化主義的なものから市民的

な価値や規範を強化する方向へと改定されたことなど。こうした政策が、リベラルな市民的素

養を共有しないと見なされる移民（とくにムスリム）を排除する意図を含んでいることは間違

いない［cf. Orgad 2010］。この事態をヨプケは、リベラルな寛容性という「手続的枠組」が移

民の社会統合において限界に直面し、そのかわりに「実質的な生きかたの枠組」としてのリベ

ラリズムが前景に躍り出たのだと説明したうえで、リベラリズムの「潜在的な非リベラル性」

の表出として問題視している［Joppke 2010：139, 142］。しかしながら、彼は自分自身の基本

的見解を再考するのではなく、こうした主流社会の同化圧力にたいする移民の側からの抵抗の

ためにもリベラリズムが役立ちうると示すに留まっている［ibid. 200-201］。
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そうだとすれば、ヨプケの唱えるリベラル化とは、制限的ないし特殊主義的なシティズンシッ

プから包摂的ないし普遍主義的なそれへの決定的転換としてよりも、むしろ移民への同化圧力

を比較的穏健なものに抑制する、より控え目な傾向として理解すべきかもしれない。そういう

ものとして、移民の地位向上にたいするリベラリズムの貢献を、ヨプケは評価しようとしてい

るのである。彼はカール・シュミット［Schmitt 1932］を逆手にとりながら、リベラリズムの

政治が、国家の成員と部外者とを「友と敵」として分かつ境界線を薄れさせ、そのかわりに政

治権力と個人の権利との対立を前面に押し出していることを強調する。まさにそれゆえに、移

民の法的地位や権利といった問題が「きわめて非シュミット的なしかた」で政治化されうる余

地もまた生じてくるのである［Joppke 2010：2-5］。

ここで、リベラリズムの論理とナショナリズムの論理（友と敵、同国人と外国人）とを、ヨ

プケは外的
3 3

にのみ関連づけている。そのうえで、リベラリズムがナショナリズムを凌駕するか、

あるいは後者への一定の歯止めとして前者が控え目に機能していることを、リベラル化として

扱っているのだと言える。だがこのような見方では、リベラリズムの論理の内部における排除

や抑圧の契機を見落としてしまうことになる。現にヨプケは、リベラリズムの「潜在的な非リ

ベラル性」にまで言及したものの、それを深く掘り下げはしなかった。だからこそ、移民とシ

ティズンシップの関係について彼が描き出す絵図は、楽天的なトーンを保ちえているのだろう。

しかしながら、移民への制限的、排除的なムードが西洋諸国でますます強まっている現状と見

比べると、彼の楽天的トーンにはどうしても違和感が残る。

２．移民政策におけるリベラリズムの諸相

本稿では、ヨプケの言うリベラル化が西欧諸国の移民政策において作用していること自体を

否定はしないものの、それを異なる視点から考察する。すなわち、ある国の移民政策をリベラ

リズムが同時に
3 3 3

包摂的方向にも排除的方向にも推進しうるという、二律背反的な仮説を設定し、

これを論証するつもりである。そのために以下では、権利、寛容性、移動性という三つの次元

を設定し、それぞれにおいて「リベラルな」移民政策が意味するところを考察する。

２．１．権利の承認

個人の自由およびそれに由来する諸権利を、すべての市民にたいして保証することが、リベ

ラルな国家の条件であると一般的に考えられている。だが逆に言うと、リベラル国家は非市民

の権利を保障する責任を原理的にはもたない。定義上、非市民は政府および法に服従する義務

を負わないからだ。このように非市民というカテゴリーと対比することで、個人の権利保障と

いうリベラルな理念が、国家共同体への服従契約にともなう市民の権利義務という、共和主義
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的かつ契約的な理念に結びついている、ということが明確になる。

実際のリベラル国家は、非市民へのいかなる権利保障も否定しているわけでは決してない。

とりわけ、1950 年代から 1970 年代の高度成長期に西欧諸国で定住化した移民は、参政権を

除外するとしても、現在までに市民とほぼ同等の社会的権利を得ている。この点を捉えてソ

イサルは、リベラル国家における権利の基盤が、ナショナルな市民権から「人であること」

（personhood）という普遍的原理へと移行しつつあるという見解を示した［Soysal 1994］。し

かしながらリベラル国家における市民権の理念的根拠は、ナショナルであること、つまり「生

まれ」（その意味が出生地であれ血統であれ）だけではない。上述のような、権利義務関係に

付随する権利保障という契約的論理によっても、リベラル国家における市民と非市民の差異は

支持されているのである。

政治共同体のメンバーシップを契約の理論に根拠づけることは、近代政治思想の伝統に属す

る。個人の自然権に国家の正統性を根拠づけるジョン・ロックの社会契約論では、国家の成員

資格は個人の生まれ（出生地であれ血統であれ）とはまったく関連づけられておらず、成年に

達した個人はどの国家に属するかを自由に選択できる［Locke 1690：II, 118節］。その一方でロッ

クは、リベラルな国家による個人の権利保障を、個人が国家に負う義務との関係において論じ

ている。彼によれば、ある領土内に明示的な宣言によらず居住する者は、現地の法と政府に服

従するかぎりで、基本的な自由と所有権を保障される。だがそのような服従によって法的な成

員資格がおのずと生じるという考えを、彼は否定している。リベラル国家への成員資格を得る

には、現地の法と政府への（居住による）暗黙の承認ではなく「明示的な取り決め」および「明

白な約束と契約」が絶対に必要である［ibid. II, 119-122 節］。こうしてロックは、リベラル国

家の事実上のメンバーシップ（法にしたがって生活していること）と権利上のメンバーシップ

（明示的な契約）とをあくまで区別する。この明示的な契約を、同じ生まれをもつ人々にたい

しては免除し、自動的に市民権を付与するのが、近代国民国家だと言える。だとすれば、シティ

ズンシップの「リベラル化」によって、生まれにもとづく市民権という国民国家の原則が（ソ

イサルの想定するように）弱められたとしても、事実的な所属からの権利上のメンバーシップ

の区別は、いぜんリベラル国家の原則として残るのである。

しかも現実のリベラル国家は、事実上のメンバー（移民）にたいして、ロックの理論よりも

はるかに制限的な態度をとっている。米国でもドイツでも見られるように、1990 年代以降の

リベラル国家では、新規移民への制限の強化が目立った傾向となっており、いわゆるデニズン

と短期滞在者とのあいだに、社会権や在留期間や就労資格において大きく制限された、「グレー

ゾーン」と呼びうるさまざまな法的地位が大きく広がっている［久保山 2003：158-159］。こう

して、事実上のメンバーとしての移民の権利は、いまだ受入国の政策によって多分に制限され
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るものであり、国家への帰属をめぐるリベラルな理論は、このような制限化を決して妨げない

のである。

２．２．寛容性

リベラルという語には、他者への寛容という意味も含まれている。移民の権利を「人である

こと」に基礎づけることがいまだ不可能だとすれば、定住外国人が享受しうる権利の程度は、

結局のところホスト国の寛容性に左右されることになる。

移民への寛容という主題は、しばしば多文化主義という文脈において取り扱われる。ところ

で多文化主義は、その解釈にもよるが、リベラリズムとの関係において一定の緊張関係にある。

というのも多文化主義には、文化的特殊性の承認を（私的のみならず）公的領域にまで拡張す

べし、という要請が含まれているからだ［cf. Taylor 1994］。このような多文化主義の要請は、

個人の自由をその偶有的な属性とは無関係に承認することという意味でのリベラリズムとは衝

突するだろう。しかしながら、権利ではなく寛容の問題として多文化主義を置きなおすならば、

リベラル国家がマイノリティの文化に特別な配慮を設けるべき理由を導き出すことは可能かも

しれない。

ジョン・グレイの考察は、文化的多様性だけを問題にするものではないが、文化的なものも

含めた価値の多様性という文脈において、寛容としてのリベラリズムにかんする考察を展開し

ている。グレイによれば、寛容とは「最善の生にかんする理性的合意」という目標にいたる手

段であるか、さもなくば、さまざまな生の様式のあいだの「暫定協定」という、目指されるべ

き状態そのものである［Grey 2000：1, 105］。前者のタイプの寛容は、それが「最善の生」へ

の統合を、つまりリベラルな主流文化への統合を、効果的に達成できないと判明されるならば、

たやすく放棄されるだろう。実際、すでに見たように、リベラルな生活態度をホスト国の主流

文化として押し出す試みは、特定のアイデンティティ（ムスリム）にたいする不寛容の高まり

を反映していたのだった。他方で後者の、グレイ自身が支持するタイプの寛容に依拠するなら

ば、高次の価値による統合が放棄されるかわりに、複数の並存する価値のあいだに寛容な妥協

を確立することが至上命題となる。この意味での寛容は、哲学的にはグレイ自身が言うように

価値相対主義であり、また同時に統治のプラグマティックな原則でもあると言える。

しかしながら、グレイの言う「暫定協定」を成立させるためには、当事者たちのうち誰が、

どの程度、寛容さを発揮しなければならないのだろうか。ハージがオーストラリアの多文化主

義について指摘したように、マジョリティの寛容さは「被支配者たちが支配にたいして抵抗し

挑戦する能力を示したために、支配者たちがみずからの支配能力について再検証した結果」に

すぎないかもしれない［Hage 1998：101］。つまり、差異の共存という至上命題のために、あ
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らゆる主体が同程度の寛容さを発揮するという見方は幻想であって、実際には、リベラルな寛

容の適用は、社会的な力関係に制約されているということだ。文化の多様性を社会的な権力や

闘争という次元から切り離しえないかぎり、価値多元主義という哲学的かつプラグマティック

な共存の前提はつねに掘り崩されざるをえない。

２．３．移動の管理

人の移動の国家的管理という次元においてリベラル化とは、出入国の管理が緩和されること

を意味するが、そのような緩和を受入国に促すのは、基本的には受入国の経済的な利害関心で

ある。経済的意味においてリベラルな国家は、自由市場を基盤とする国家であり、したがって

自由市場の動向に左右される人の移動を管理する。

個人にとって市場は、物質的欲求を充足する機会として現れる。物質的欲求とは、一方では、

なんらかの意味で有用な対象（日々の食糧から文化的商品、無形のサービスまで）への欲求で

あり、他方では、そうした対象を入手するための手段への、つまり貨幣への欲求であって、後

者の欲求の充足が前者の前提条件となる。後者の欲求を満たす機会は、みずから事業を興すこ

とで、または事業を運営している他者に雇用されることで得られる。そのような機会が生活範

囲において見出せない場合、またはより有利な機会が生活範囲の外部にある場合、個人は生活

拠点を他の場所に移すだろう。この地理的移動が国境を越えるとき、出発地と到達地（場合

によっては経由地も）の当局による管理に、個人は直面することになる。このような個人本位

の視点において、出入国管理のリベラル化とは、市場における個人の機会追求にたいして政府

が開放的な姿勢をとること（制限の撤廃もしくは緩和）を意味する。現代のリベラル国家は原

則として市民の出国を制限していない（市民へのパスポート支給を拒否しない）が、市民の自

由の保障がリベラリズムの基本条件であることを踏まえれば、これは当然のことだと言える

［Torpey 2000：159 ff.］。その一方で入国の自由は、現在でも査証により制限されることが一般

的である。リベラル国家は非市民における移動の自由を、無条件の権利として認めるわけでは

ない。

自由市場は、国家本位の視点においても、ある種の機会として見なされる。すなわち、市場

における個人の自由を保障することによって、政府は個人のみならず社会の繁栄をも期待する

ことができるのである。アダム・スミスによれば、個人の利己心こそが社会の繁栄のもっとも

合理的な手段である。というのも、利己的な個人は「自分自身の利益」を追求するうちに「お

のずと、むしろ必然的に、この社会にとってもっとも有効な〔資本の〕用途を好むようになる」

からだ［Smith 1776=1950：419］。この利己的かつ合理的な個人が、自国の市民であるかどうかは、

彼ないし彼女が国富を増大させてくれるかぎりは、どうでもいいことだろう。こうして、リベ
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ラル国家による移民の積極的導入の論理が説明可能となる。だが逆に言えば、国益という観点

のほかには、リベラル国家において移民の入国を正当化する根拠（たとえば個人の権利のよう

な）は存在しないということでもある。

個人本位の視点、国益本位の視点とならんで、階級本位の視点も設定する必要がある。この

視点において自由市場は、支配階級の特殊な
3 3 3

利益の表現として見なされる。経済的リベラリズ

ムは、自由市場が経済主体間の競争へと開かれていることを前提とする。ところがカール・マ

ルクスは、市場競争をつうじて富の拡散よりもむしろ資本の集中が進行し、ますます多くの人

口が資本の歯車たる賃労働の地位へと転落していくと指摘している。マルクスによれば、市場

における自由とは何よりも資本の自由であって、自由市場は資本による賃労働の支配によって

支えられており、かつこの支配をますます拡大していく［Marx 1867=1962］。ここで重要なのは、

資本の自由な活動が、モノやヒトの移動の強力な統制をともなうということだ。資本の集中と

は、相互に離れた場所に位置する諸要素（資源、生産設備、輸送手段、そして労働力）を関連

づけ、生産と流通の循環として現れる秩序立った運動に服させること意味する。しかも、生産

の合理化および収益の最大化への必要性によって、諸要素の配列は不断に再編される。このよ

うな条件において、資本の自由、企業が利潤を得ることの自由は、時間的にも空間的にもより

柔軟なしかたで労働力を活用でき、より容易に搾取度を強めたり解雇したりできるところで、

より増大する。労働者にとってこのことは、低賃金や重労働により自己の生活向上の機会が制

限され、より不安定な生活にさらされることを意味するだろう。さらに、この労働者が移民で

ある場合、低賃金や重労働だけでなく、解雇の結果として、いつ当局に在留資格を取り消され

るかもしれない、法的にも不安定な地位に追いやられることにもつながる。

こうして個人本位、国益本位、階級本位という三種類の視点から経済的リベラリズムと移民

の関係を見たが、どの視点から見ても、経済的リベラリズムは移民にとってあまりリベラルと

は言えない（リベラルなシティズンシップや、寛容としてのリベラリズムと同様に）。歴史的

に見れば、自由市場システムの発展にそって西欧諸国の移民政策が比較的リベラルになって

いったと主張することも可能だ。しかしながら、ナショナリズムやレイシズムといった文化的、

特殊主義的な動機づけによってではなく、経済的リベラリズムの論理にもとづいて、移民への

排除や制限が機能する瞬間を見逃してはならない。

資本主義的な市場システムが世界的に拡張していったのは 19 世紀においてである。この時

期に進んだ人間の地理的移動の自由化は、他方における国境管理体制の構築と表裏一体であっ

た。産業化を推進する当時の西欧諸国は、国内移動の伝統的な障壁（地方的で、かつ身分や職

業ごとに階層化された法的規制）を撤廃していったが、そのかわりに規制線を国家の境界に置

きなおした。この境界は、トーピーが説明しているように、国境規制が確立された当時の国内
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労働市場の状態に応じて、入移民への制限と出移民への開放（英国）のためにも、あるいは逆

に、出移民への制限と入移民への開放（ドイツ）のためにも機能した［Torpey 2000：66-71］。

20 世紀になると、産業国では賃労働関係が隅々に貫徹し、組織労働者の運動が強まったた

めに、政策決定において労働者大衆の利益が反映されるようになった。それに対応して、ヒル

シュの言う「経済過程」の「国民化」が進み、信用通貨システムにもとづく独立した経済政

策、労使関係の妥協的調整、社会保障の拡充といった、一連の制度的枠組が整えられていっ

た［Hirsch 1995：80-81］。国民的な経済体制の存在感がもっとも高まったのは、先進諸国が米

国を中心とする多国間的な通貨・貿易体制に組み込まれつつも、賃金上昇による国内市場の拡

大をともなう内需志向の成長を軌道に乗せた、第二次大戦後から 1960 年代までの時期だった。

ただし、この時期はまた、経済成長にともなう労働力の不足を解決するために、西欧諸国が労

働移民を大量に募集した局面でもあったということも、見逃してはならない。

1970 年代の世界的恐慌をはさみ、1980 年代から、資本取引の自由化、国家横断的な事業展開、

および金融主導の蓄積が、収益性回復の手段として世界的に促進されるようになると、市場経

済はいわゆるグローバル化の局面に突入する。これは、たんなる経済自由化であるに留まらず、

組織労働者にたいする資本の攻勢や、社会保障方面の財源縮小をつうじて、資本の階級的権力

の再確立が進められていく過程でもある［cf. Harvey 2005］。とはいえ、このグローバルな自

由化の潮流においては、労働市場だけが「大きく抜け落ちている」［Hirsch 1995：103］。たと

え移民への厳格な制限が経済グローバリズムとは矛盾するように見えるとしても、ヒルシュが

指摘しているように、この制限をグローバル市場の異物ではなく、むしろその構成要素として

見なすべきである。多国籍企業にとっては、国家ごとに断片化され差別化された賃労働環境が、

資本蓄積の「決定的基礎」をなしている。それにくわえて、社会インフラ、交通網、市場の性

格、法的規制、天然資源へのアクセス、労働力の質、下請けやサービス企業の存在、政治的安

定度といった、国ごとの「社会文化的」条件も、企業が生産要素の国境横断的な最適配置を追

求するための環境となる。他方で、政府は「他国と競合しつつ」グローバル資本のために「有

利な価値増殖条件を整備すること」にますます専心するようになり、ヒルシュが呼ぶところの

「国民的競争国家」へと自国を再編する［ibid. 103-104］。その一方で西欧諸国は、1970 年代の

恐慌以来とってきた、限定的なケース（定住移民の家族呼び寄せや、季節労働、一部の例外的

な職種など）以外での「ゼロ移民政策」を見直し、1990 年代以降、グローバルな経済競争の

一環として、高度技能移民の選別的受入を相次いで推進している［久保山 2005］。

このように歴史的見取図を描いてみると、西欧の「リベラルな」国々においても、移民政策

の「リベラル化」を単線的な傾向としては語れないことが分かる。市場経済のナショナルな調

整が強まった時期に、むしろ移民は多く受け入れられたのであり、経済的リベラリズムが再強
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化される時期においては、特定のカテゴリー（高度技能移民）以外の移民は拒否されている。

そして、より具体的な包摂と排除の様相は、やはり国別に研究を進めることでしか見えてこな

いだろう。

３．ドイツの移民政策

移民政策のリベラル化における包摂と排除の二律背反的な進行が観察される事例として、本

節ではドイツの移民政策を考察する。東西再統一までに、ドイツ連邦共和国は有力な移民受入

国へと成長していたが、この事実を政府が追認し、移民への統合政策を公式に採用するように

なるのは、21 世紀に入ってからである。この展開をつうじて、移民にたいするドイツ国家の

態度はリベラル化しているように見える。そうした見方は、ある程度までは正しい。しかしな

がら、まさにこのリベラル化と足並みを揃えて、移民の制限、管理、排除のシステムもまた整

備されていったことを、説明しなければならない。

なお以下では、ドイツが移民という用語を公式に用いていない場合にも、移民性のある外国

人を対象とした政策全般にたいして「移民」政策という語を用いている。

３．１．ドイツの「移民国家」化？

2004 年、移民法―従来の外国人法に代わる滞在法および EU 自由移動法と、同時に改定さ

れた国籍法、庇護手続法、庇護申請者給付法、連邦追放者法からなる法律パッケージ―が可

決されるまで、ドイツ連邦共和国は、トレンハルトの表現を借りれば「宣言なき移民国」で

あった。つまり、高度成長期に大量の外国人労働者を導入しながらも、移民という呼称を避

け、外国人や「ガストアルバイター＝客人労働者」など、移住の一時的性格を強調する他の言

い回しを用い、また政策上も移民の定住化を防ごうと試みつづけてきたのである［Thränhardt 

1992］。移民法（Zuwanderungsgesetz）という名称は、そのような姿勢からの転換を、たしか

に印象づけるものではある。

近藤潤三［2013：5］は、この移民法を、政策上の「時期を画す頂点」として位置づけ、再

統一後のドイツの移民政策における到達点として、総じて肯定的に捉えている。これを「移民

国家」アプローチと呼んでおく。だがその一方で、矢野久［2010：250］は、ヴァイマール期、

ナチス期そして戦後にわたって持続する、外国人にたいする「秩序維持政策」のまなざしを強

調し、2004 年移民法にもそれが維持、強化されていると指摘する。これを「秩序優位」アプロー

チと呼ぶ。昔農英明［2014：21］は、移民現象が国民国家にもたらす影響の重要性を認めつつ

も、今日の西欧諸国における、難民や非正規移民への取締強化をともなう「再国家化」の進行

にも目を向けるべきと強調し、そのような観点からドイツの移民および難民政策を考察してい
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る。この見方を「政策再編」アプローチと呼ぶことにする。

近藤の「移民国家」アプローチにおいては、1990 年の再統一が、ドイツの移民政策の新た

な時代への画期として位置づけられる。その理由を、近藤は三つ挙げている。第一の理由とし

て、冷戦終結を背景として急拡大した国際移民の影響を「とりわけドイツは」強く受けた。第

二に、東独からの移住者（ユーバージードラー）がいまや国内移住者となっている。第三の理

由は、1990 年における外国人法の「大幅」改定である。これらの条件を彼は、2004 年の移民

法によるドイツの転換の前提条件と見なしている。ただし近藤によれば、再統一直後は、庇護

申請者や東独からの新たな移住者の急増が混乱をもたらしたために、長期的展望に立った冷静

な政策議論は不可能であった。ようやく 2000 年ごろから、移民政策転換への本格的な準備が

可能になったのである［近藤 2013：224-233］。

東西再統一がドイツ政治上の画期であることは疑いを容れないが、しかし移民政策という文

脈においては、近藤が説明したものとは別の側面のほうが重要であるように思える。移民政策

と国民国家の関係に焦点を当てた研究においてヨプケは、再統一を境としたドイツの国民意識

の変化に注意を促している。1990 年までの西独は、第二次大戦の結果として離散した、また

は社会主義化した東独および東欧に以前から暮らしている、すべての民族的ドイツ人の「祖国」

であることを、国家の正統性の基礎としていた。したがって、国内の外国人にたいする西独の

制限的姿勢は、国外の民族的ドイツ人にたいする包摂的態度と表裏一体であった。ところが再

統一により、この二重の態度を維持する必然性は消失したのである［Joppke 1999：261］。再

統一にともなうドイツの国民意識の変化は、ドイツの移民政策そのものに影響を与えたと言え

るだろう。すなわち「ドイツはドイツ民族の国」という、エスニックで特殊主義的なアイデン

ティティ意識から、政策決定過程をある程度は自由にしたと言えるだろう。しかしながら、こ

のエスニックな国民意識の相対的低下が、包摂的な移民政策への転換を積極的に後押ししたと

まで主張することは難しい。後で見るように、移民への制限的、防衛的な態度は、以後もほぼ

そのまま引き継がれ、むしろ強化されていくからである。ところが近藤は、このような統一後

ドイツの「移民国家」化の多義性にじゅうぶんな注意を払わずに、包摂的、開放的な移民政策

が外的障害にぶつかりつつも進展していくという、一面的な描き方をしている。

このような一面的理解を避けるためには、矢野の「秩序優位」アプローチを参考にするこ

とが役に立つ。矢野はドイツの移民政策を、就労許可にかかわる「労働力政策」（労働省労働

局の管轄）と、滞在許可にかかわる「秩序維持政策」（内務省外国人局の管轄）とに区別した

うえで、前者が景気循環との関連で前進または後退するのにたいして、後者への配慮が一貫し

て優位であることを強調している。滞在資格の管理における西独国家の当初の法的根拠とし

て、1951 年に内務省回状は、ナチス期の外国人警察令（1938 年制定）にしたがうよう指示し
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た。その後、1965 年に制定された外国人法は、西独国家の「利益」を損なう外国人を国外追

放できる規定を含んでいたが、この規定の根拠もまたナチス期の外国人取扱令（1939 年制定）

に求められた［矢野：54-55］。その後、1990 年制定の改定外国人法では、定住外国人の法的地

位は安定化したものの、ニューカマーには新たな滞在資格が設けられ、永住権への回路は旧ガ

ストアルバイターとその家族、および難民だけに閉ざされた。また諸権限が地方から連邦レベ

ルへと移され、さらには入国「前」の移民にたいする管理強化が図られた［久保山 2003：133-

134］。2004 年制定の移民法は、滞在資格や手続の簡素化―期限つきか無期限かの二つの滞在

資格への集約、また滞在許可と就労許可の一本化―にくわえて、社会統合の諸規定を盛り込

み、さらには統合講習の受講を義務づけるものとなった［昔農 2014：134-135］。しかも同法の

眼目の一つとして、連邦内務省は「治安対策」を公式に掲げている［小林 2009：123］。以上

を踏まえると、改定外国人法から移民法にいたる過程において、外国人を「危険性の予防」の

ために監視対象とする「秩序維持政策の観点」が「存続し強化している」という矢野の指摘［2010：

250］は、的確だと言える。

その一方で、移民との関係において維持されるべき「秩序」の構想や、適用される手段にお

いては、比較的リベラルな社会統合の理念がドイツにも浸透してきている。再統一にともない

ドイツのエスニックな国民意識が後退した一方で、公民的（シヴィック）な国民性という理念

が浮上してきた。本稿第一節でも触れた 1999 年の改定国籍法にさいして、出生地主義の補完

的導入をめぐる連邦の審議過程においては、社会民主党（SPD）のシリー内務大臣と、野党キ

リスト教民主同盟（CDU）の党首ショイブレが、新国籍法と移民の社会統合という目標との

関連性を議論するなかで、ともに
3 3 3

フランス風の公民的ナショナリズムの語彙を採用したのだっ

た［佐藤 2009：102-104］。2004 年移民法によって設けられた統合講座においても、内容とし

てはドイツ語のほかに「オリエンテーション講座」と名づけられた市民的教養のプログラムを

含んでいる。こうした点に、エスニックで特殊主義的な国民意識から、普遍主義的ないし包摂

的な市民意識への、相対的な接近の傾向を見てとることができる。

矢野の「秩序優位」アプローチによって、ドイツの移民政策のリベラル化という見取図が修

正され、補完されるべきではあるものの、リベラル化という視点そのものを完全に否定する必

要はない。昔農の「政策再編」アプローチにおける「再国家化」という見方が示唆しているよ

うに、ドイツにおける国家的管理の再強化は、経済的グローバリズムからの自己防衛というよ

りも、この動きへの自己適応の手段として見ることができる。経済システムの主要な調整枠組

が国家であり、また国家体制が自由民主主義であるところでは、移民の導入は、在来の国民一

般にとっての利益として、あるいは少なくとも、在来の国民の一部に不利益を与える恐れを与

えないかぎりで、正当化されるだろう。ドイツにおいても、グローバル競争への自己適応と、
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在来の国民への配慮という、潜在的に矛盾する二つの要請が、移民法をめぐる審議において戦

わされた。その最終的な決着として、高度技能人材の選別的受入にかんする制度が整えられた

のである［cf. 昔農 2014：137-138］。

要するに、統一ドイツにおける「移民国家」化の展開は、グローバルな市場競争に国内環境

を適応させるための戦略をめぐる政治プロセスの一環として見ることが、もっとも妥当である

ように思える。従来からの「秩序優位」は維持されているとしても、それはドイツ国家が新し

い状況と要請に対応するうえで同時に必要となる、在来国民への必要な配慮というかたちで、

公式化された移民政策においても維持され、ある面では強化されるのだと言える。

３．２．リベラル化への自己制限―ドイツの自縄自縛

この「移民国家」戦略は、一定の限度内であれ、ドイツの移民政策をリベラル化したかもし

れない。しかしながら、それが市民社会の次元においてはどこまでリベラル化を浸透させたか

という問題については、別の考察が必要となる。

ドイツではナチス期への反省ゆえに移民排斥運動が極右として徹底的に周縁化されている、

といった説明がよくなされる。だがそのような想定とは異なり、最近のドイツでは、従来の極

右とは異なる風貌をもった、市民運動型の右翼ポピュリズムも出現している（PEGIDA：西洋

のイスラム化に反対する欧州愛国者）。少なくとも短いスパンで見れば、今日のドイツにおい

て移民への不寛容や敵意は市民社会レベルで着実に拡がっている。

この点にかんして、以下のことに留意する必要がある。たしかにドイツは、移民排斥運動の

担い手となる極右の政治活動を、他の欧州諸国（たとえばルペンの国民戦線を抱えるフランス）

よりも強く押さえ込んできた。だがその一方で、移民への敵意の火は、他の西欧諸国にも増し

て、政界の中心部から煽り立てられてきたのである。

第二次オイルショックによる不況の後遺症からドイツが抜け切っていない 1981 年、まだ革

新政権であった時期に、SPD は移民の帰国奨励や家族呼び寄せ限定など、一連の制限化を進

めた。だがそうした制限を進めた結果として、移民問題は後景に退くよりも、かえって政党政

治における「権力闘争の手段」として活用されるようになっていった［矢野 2010：40-43］。移

民をめぐる政争は、いわゆる「庇護権論争」（Asyldebatte）において最高潮に達する。自国の

不安定な政治的、社会的環境からの脱出を試みる人々は、法律上の難民の基準を満たすにせよ

満たさないにせよ、1973 年以前であれば、移民の枠でドイツに移住の機会を求めることがで

きた。しかし同年、政府が労働移民の募集を停止してからは、こうした人々にとって残る手段

は庇護申請制度だけとなる。1970 年代のあいだにドイツへの庇護申請者は増加し、非欧州出

身の申請者が全申請の 4 分の 3 を占めるようになった。1980 年代なかばに、ふたたび申請者
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が増加すると、コール率いる政権与党 CDU/CSU は、基本法の庇護権規定の改定を主張しは

じめる。この改定を成功させるために、CDU/CSU は難民問題を選挙戦の争点として押し出し、

偽装難民や経済難民への非難を煽った。そうすることで、第二党 SPD に圧力をかけ、基本権

改定に必要な票数を満たそうとしたのである。結果として、1993 年には庇護権規定の改定―

「安全な第三国」経由で入国した者から庇護申請権を剥奪する規定を含んだ―が達成された。

それだけでなく、すでに見た 1990 年の外国人法改定にはじまる他の政策変更も、この論争に

よって方向づけられたのである［昔農 2014：42-52］。

このような上からの難民バッシングに煽られるかたちで、1991 年のホイヤスヴェルダや翌

年のロストックでの極右による難民収容所襲撃に代表される、一連の暴力事件もまた起きた。

この「庇護権論争」をつうじて形成された、移民にたいする抑圧的な共通認識は、カナンクラ

ムが指摘しているように、それ以降のドイツ社会にも濃い影を落としている。2004 年の移民

法をめぐる議論など、移民の「有用性の検討」が持ち出される機会においては、かならずや市

民社会から、そうした議論を制限しようとする強い抵抗が生じてくるのである［Kannankulam 

2014：105-106, 111-112］。好条件の労働力が不足する部門で移民を導入したい財界や、それと

結びついた議員にとっては、これは歯がゆい状況であろう。これはドイツ経済にとって、いわ

ば自縄自縛の事態である。景気循環のサイクルに応じて、好都合な移民の受け入れや不都合な

移民の排除を政府の思い通りにおこなうことは、倫理的にも大いに問題であるし、現実的に考

えても無理な発想だが、それにもかかわらず、政界の中心で大々的な難民排斥キャンペーンが

おこなわれた。その結果としてドイツは、政府にとって好都合な時期にすら移民導入への大き

な抵抗を作り出してしまうようなムードを、国内に根づかせてしまったのである。

2004 年の移民法には、移民への同化圧力を強め、かつ在来の国民に感じさせる負担を少な

くしたいという思惑が見てとれる。同法にもとづいて開始された統合講座は、建前としては移

民への機会平等の保障を謳っている。しかし実際には、それは主流社会への適応責任を移民自

身に極力押しつけるようなプログラム構成となっている。逆に言えば、この講座を運営するこ

とによる在来の国民への負担は、最小限に抑えられている。だが、時間的にも学習内容として

も重い負担を強いるプログラムにおいて、自己責任で成果を出せというのは、あまりに過大な

要求である。実際、統合講座がうまく機能しないことは、制度創設から数年で、早くも明らか

になっている。だがマスメディアでは、これがただちに「多文化主義の失敗」として喧伝され、

失敗の責任は受講者のモチベーションの低さに帰されたのだった［小林 2009：123 以下］。こ

のように、市民の警戒的、排外的な心情（かつて政治エリートが煽ったものであるが）への配

慮は、移民政策そのものを機能不全に陥らせ、それがさらに移民政策への社会的な不信を強め

るという、悪循環をもたらしている。
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こうした矛盾を取り繕う試みとして、最近では、2010 年代に入って多くの政治家が飛びつ

いた「歓迎文化」（Willkommenskultur）という語の流行がある。しかしながらバーデが指摘

しているように、この語はむしろ、ドイツ社会の移民への不寛容性や敵意を覆い隠すために

持ち出されている「不適切ワード」（Unwort）にすぎない（実際には、ドイツではなくオース

トリアで、2015 年の「今年の不適切ワード」ではなく「今年の一語 Wort des Jahres」として、

この語が選ばれたのだが）。この「歓迎文化」の唱導者の一人であるメルケル首相は「われわ

れの評判はまったくもって悪い」ということを、よく自覚している。とはいえ、結局のところ

「歓迎文化」は、相手を選んで―たとえばブルガリアやルーマニア出身の、とくにロマの「貧

しい移動者」は避けながら―使われる語でしかなく、かえって主流社会の不寛容性を示して

しまう［Bade 2016：70-72］。2015 年のいわゆる「難民危機」のさいにも、難民の積極的受入

を喚起する政界やメディアのキャンペーンにおいて、この語はしばしば用いられた。だがその

ようなキャンペーンは、11 月のパリの同時多発テロ事件がなかったとしても、遅かれ早かれ

破綻したのではないだろうか。

おわりに

本稿では、移民政策のリベラル化が移民の包摂のみならず排除をも推進するものであること

を明らかにするために、まず理論的な視点を提示し、つぎにドイツの事例においてリベラルな

移民政策における排除の論理の分析を試みた。ドイツの事例において指摘したことのいくつか

は、他のリベラルな移民受入国にも当てはまるだろうが、他国の事例の研究は、機会を改めて

おこなう必要がある。

ただし、本稿は次のことを主張するものではない。すなわち、リベラリズムとは区別される

べき別種の理念や運動（ナショナリズム、レイシズム、等）が、今日ではリベラリズムにたい

してまったく従属的な役割しか果たしていない、と言いたいわけではない。そうではなくて、

リベラリズムと非リベラルな理念や運動とを、たがいに反発しあう別個の力学として理解する

ことを避け、どこで両者が結びつくのかを理解可能にしようと試みたのである。言い換えれば、

ナショナリズムは、リベラリズムを押しのけて純粋に作動するというよりも、リベラルな諸制

約のもとで、とりわけ自由市場の運動に対応するようなリベラルな諸理念に沿いつつ展開して

いるということだ。

本稿においては扱わなかった移民受入国、たとえば日本の場合には、人権や寛容性の次元に

おけるリベラリズムは、国籍や入管政策の分野にはほとんど影響をもっていない。しかしなが

ら、現代のグローバルな自由市場が国家や個人に及ぼす競争圧力に促されつつ、日本において

も公式の移民政策を導入すべきとする議論が、近年にわかに活発化している。こうしたしかた
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で作用するリベラリズムは、しかしながら、人間の本来的な自由や平等といった普遍的な価値

観には必ずしも訴えないし、国内社会の倫理的な進歩にも貢献しないだろう。そのことは、本

稿で分析したドイツの事例からも言える。あるいはむしろ、グローバル市場における「国民的

競争」の時代には、もはや進歩的、解放的なリベラリズムはありえないと、きっぱり考えたほ

うがいいのかもしれない。いずれにせよ、保守的な入管政策にたいして「リベラルな」移民受

入を擁護し促進することは、当のリベラルな価値とはますます矛盾する選択肢となっていくだ

ろう。
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The Antinomy of Liberalism in German Migration 
Policy

KASHIWAZAKI Masanori

This paper investigates the contradictory nature of liberal migration and integration policy. 

In order to explain the oscillation of contemporary liberal countries between the perception of 

immigrants as human resources and the one as the threats to the society, it is supposed to be 

fruitful to focus on how the dual character of liberalism, inclusionary and exclusionary, affects 

migration and integration policies.

Chapter 1 examines Christian Joppke’s vision on liberal evolution of citizenship in the context 

of migrant integration policy in contemporary western countries. Although he has made clear the 

liberal convergence of western countries in citizenship policy, status and rights of immigrants, 

and national identity, he fails to explain the illiberal aspect of western countries in the field of 

border and immigration control.

Chapter 2 offers theoretical frameworks to analyze the antinomic nature of liberal migration 

and integration policy: rights, tolerance, and mobility. Liberalism has its own limit in each 

framework, and beyond this limit, it demands illiberal measures against migrants. Economic 

perspective allows to obtain the historical perspective on the liberalization of migration policy in 

western countries in order to understand how free market system affects the determination of 

migration and integration policy.

Chapter 3 analyzes German migration and integration policy in order to confirm the antinomic 

functions of liberalism. The nature of German nationhood and policies has been certainly 

changed after the reintegration, but the liberal shift of German migration policy, climaxed in the 

enactment of Zuwanderungsgesetz in 2004, is to be seen as consistent with the shift of German 

state to the competition state form which is supposed to be necessary in order to adapt itself to 

globalized market economy. The liberalization of German migration policy subordinates therefore 

the rule of competition in global market economy.




