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はじめに　―高まった「移民／難民」への注目―

　本稿は、2015年夏に世界の注目を集めたヨーロッパ諸国への難民の移動（「難
民危機」）について、地域情勢やそれ以前の人の流れの変動の中に位置づけ、移
動するアラブ系「移民／難民」自身の意識を聞き取り調査に基づき明らかにし、
移動の体系的な分析を行なうものである。以下ではまず、「難民危機」が注目さ
れた経緯、中東系移民の歴史、その中で欧米諸国をめざす人の流れの背景につい
て概観する。その上で、筆者自身が2015年以降にレバノンおよびスウェーデンで
行った聞き取り調査に基づくいくつかの事例を分析することで、人々の移動に対
する意識や、移動のモデル化を試みる。
　2011年に始まった「アラブの春」と呼ばれる政治動乱は、中東諸国において政
治的混乱から内戦状態を招き、多くの難民と国内避難民を生むに至った。とりわ
けリビアやシリアなどでは多くの人々が住処を追われ、安全な地を求めて移住を
繰り返すことになった。こうした人々は当初、ヨルダンやトルコなど周辺諸国へ
避難し、難民として受け入れられ支援を受けた。しかし2015年夏に入ると、ヨー
ロッパ諸国に向かう難民の移動が脚光を浴び始める。海路で地中海を渡ろうとす
る難民の乗った船が難破し多数の死者を出す例が、相次いで報道され始めたから
だ。
　2015年9月初めに、トルコの海岸に打ち上げられた3歳のシリア人の子どもアイ
ラン・クルディーの写真は世界各国で報道され、難民の窮状を印象づけた。クル
ディー親子はトルコとの国境に近いシリアのアイン・アル＝アラブ（トルコ名称
コバニ）から戦闘を逃れ、トルコのビーチリゾートであるボドルムからギリシア
のコス島へ向かう途中だった。赤いＴシャツを着て砂浜に横たわる遺体が報じら
れた子どもの他に、5歳の兄と母も同じ水難事故で亡くなり、父のアブドゥッラー
は埋葬のためアイン・アル＝アラブへ戻った1。後の報道で、この家族が親類を
通じて既にカナダへの難民申請を検討していたことが分かると、市民からは難民
の救援に消極的だとして先進国へと怒りの矛先が向けられることになった。
　それより2か月前、ドイツでは国外退去を迫られたパレスチナ難民の少女リー
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ムが、メルケル首相に涙ながらに訴える様子が広く報じられた。少女の訴えに応
じるメルケル首相の態度は、ドイツ国内で賛否両論を呼んだ。「全員を引き受け
ることはできない」という彼女の答えは政治家として責任ある立場だと評価する
声もあったが、冷淡だとの批判も上がった2。4年前にレバノンからドイツへ来た
というこの14歳の少女は、その後「人道的理由」により2016年3月までの一時滞
在を許可される3。とはいえ彼女の住むロストック（Rostock）副市長のクリス・ミュ
ラーが言うように「リームはこの町への統合の成功例」であったとしても、それ
により彼女がドイツでの永住権を得られたわけではない。
　このように、「難民危機」の報道は、中東からヨーロッパ諸国へ向かう人の流
れに国際的な関心を集めた。リスクの高い海路での移動は、そうした非人道的な
境遇に身を委ねざるを得ない人々の追い込まれた立場を見る者につきつけた。ま
たリームのように滞在国の言語を習得し、普通の生活を望む少女の存在は、彼ら
を阻む滞在許可や国籍などの法的規制の存在や、受け入れ国としての移民統合問
題の難しさなどを改めて想起させた。だが悲惨な姿を映す映像は注目を集めやす
いものの、彼らは、紛争を逃れ、よりよい生活場所を求めて家族で移動する数多
くの移民や難民のうちの一例に過ぎない。
　UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）によると、2016年11月7日付で、ヨーロッ
パ諸国へ逃れたシリア難民は約117万人であり、それよりはるかに多い約276万人
がトルコで、約101万人がレバノンで、約65万人がヨルダンで庇護申請をしてい
る4。難民支援については関連組織により最新情報が配信され、受け入れ国の支
援と政策の関係など研究が進み始めている5。シリア難民の他にも、中東では歴
史の長い大規模難民として、パレスチナ難民の問題がある。紛争が終結のめども
なく長期化する中、これらの難民を取り巻く状況は悪化こそすれ、改善のめどは
立たない。
　今回国際的な関心を集めた欧州へ向けた移動は、これら中東域内にとどまる難
民問題とどう違うのか。とりわけ、難民自身の立場から、欧州への移動はどう選
択されるのか。また国際的な人の移動の流れの中で、中東アラブ諸国からの人の
移動はどのように位置づけられるのか。本稿ではこのような問いに答えることを
目指し、移動のモデル構築を試みる。

１．「移民／難民」の歴史とアラブ系住民の移動の概要

　中東からヨーロッパ諸国をめざす人の流れは、人の移動の歴史の中でどのよう
に位置づけられるのか。ここではまずその前史を振り返ってみたい。
　難民の歴史は、17世紀フランスから逃れたユグノーを皮切りとされ、その態様
はロシア革命やナチス・ドイツによる迫害、戦後のユダヤ難民、冷戦下の動乱か
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ら逃れたハンガリー難民、冷戦崩壊後の国内紛争による難民・避難民など、時代
の特色を帯びながら次第に多様化してきた。西欧では1970年代初期までは、これ
らの難民は不足する労働力を補充するものとして、歓迎される傾向があった。だ
が国際的な不況や失業率の上昇に伴い、難民の入国には規制がかけられ始めた6。
　国連は第二次世界大戦後、特にユダヤ難民や共産圏からの政治亡命への対応と
して「国際難民機関（IRO）」を設置した。その後これを常設化した機関として
1951年に UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）が創設された。UNHCRは国連
総会の直下にある組織で、その活動資金を構成国からの拠出金に依拠している。
1960年代まではほぼ例外的であった非欧州から西欧への難民の移動が、その後急
増すると、組織の活動対象も大きく変化した。アフガニスタンやイラクでの紛争
は大規模な難民の流れを生んだ。また移動形態が多様化するにつれて、支援を受
けるのは、狭義の難民から、国内避難民、帰還難民などへと多様化することとなっ
た。2015年末の時点では、UNHCRが支援する約6391万人のうち、難民は約1612
万人、国内避難民は約3749万人、帰還難民が約251万人、無国籍が368万人、庇護
申請者は約321万人、その他が約87万人となっている7。
　中東アラブ地域から第二次世界大戦後、最初の大規模な難民が発生したのは、
イスラエル建国に伴うパレスチナ難民であった。1948年の建国をめぐる戦争（第
一次中東戦争）時に生まれた約70万人の難民に対しては8、UNHCR以前に設置さ
れていた UNRWA（国連パレスチナ難民救済事業機関）が、現在に至るまで対応
にあたっている9。
　だが多くのパレスチナ難民は、一度の避難により安定した定住先を得られたわ
けではない。続く1967年のイスラエルとの戦争（第三次中東戦争）でヨルダン川
西岸やガザ地区から再び逃れたり、避難先のレバノンやシリアで紛争に巻き込ま
れて、難民キャンプを追われる人々の数は数万～数十万人に上った。難民キャン
プはホスト国政府による統制が及びきらない場合が多く、武装勢力の拠点となり
やすい10。そのため必ずしも居住者を代表する組織ばかりではない多様な勢力の
間の戦闘に巻き込まれ、再度居場所を追われることとなる。これらの動きを本稿
では「再難民化」と呼ぶ11。
　また難民となったパレスチナ人の中には、自らよりよい定住先を求めて再度移
民したり、難民申請を行いながら他国で就学や就労の機会を求める場合もあった。
ヨルダンを例外とし、周辺アラブ諸国でパレスチナ人は大半の場合、国籍を与え
られていない。無国籍状態では就業や移動など、日常生活の多くの側面で制約が
伴う。なおかつ長期化した難民状態では、UNRWAからの支援の受給者は特に生
活が困難なケース（Special Hardship Cases）に限られ、一般の難民は支援を頼っ
た生活を送ることができない12。こうした状況下では難民自身も生活水準の向上
を求め、更なる移動を自主的に行う必要があった。移住先には経済水準の高い欧
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米先進国の他、湾岸諸国のように単純労働者を多く受け入れ、出稼ぎ労働での高
収入が期待できる地域が選ばれた。
　移動を強いられてきたのは、パレスチナ難民ばかりではない。イラクでは2003
年にアメリカ主導の多国籍軍による攻撃が開始され、サッダーム・フセイン政権
が崩壊した。そのイラク戦争による混乱の渦中で生まれた難民の他、イラクでは
とりわけ2007年以降、国内での宗派対立が内戦状態を導き、さらに多くの難民と
国内避難民が生じることとなった13。選挙を経て成立したマーリキー政権下で、
イラクはいったん安定を取り戻すものの、2014年にはイスラーム過激派組織「イ
スラーム国」による突然の進撃を受けて、宗教マイノリティを中心に再び難民が
生じることとなる14。
　昨今、注目を集めているシリアでは、2011年の「アラブの春」以降、多くの難
民と国内避難民が生まれた。主な周辺国への移動先の一つはレバノンだが、これ
には戦災以前の段階で、両国間の頻繁な往来の歴史があった背景に留意が必要で
ある。中東に国民国家が導入される以前、シリアとレバノンはともに同一の地域
（シャーム地方）を形成していた。建国後、レバノンではシリアやイスラエルの
介入する内戦が20年余りにわたり続いたが、それを終わらせる1989年10月の国民
和解憲章（ターイフ合意）締結を受けて、両国間ではレバノン・シリア同胞協力
協調条約やレバノン・シリア防衛安全保障合意など密接な政治的関係が取り結ば
れた。こうした緊密な関係の下、シリアからレバノンへは、高い賃金を求めて、
多くシリア人労働者が頻繁に往来するようになった。一部のシリア人労働者は「帰
化条例」（＝国籍付与条例）によりレバノン国籍を取得し、シリアによるレバノン
の「準植民地化」の一端を担ったともされる15。シリア人出入国記録を基にした
計算からは、在レバノン・シリア人の数は「1993年以来の滞在で143万5991人」16

とも報じられた。これはすなわち、レバノン人口の約3人に1人がシリア人という
ことを意味したため、レバノン国内では大きな論争が起きた17。いずれにせよ、
シリアとレバノンの間で労働移民としての人の流れが恒常化していたことは事実
であり、これが2011年以降の難民流入の背景となった。シリア・レバノン間では
移動にビザが不要であったため、両国間では農場での季節労働や、ホテルなどで
の清掃労働者、建設現場の工事など出稼ぎのための頻繁な人々の往来がみられ
た。
　シリアとヨルダンの間でも、ビザの事前取得はやはり不要であり、移動は容易
であった。またシリアとイラク、トルコの国境線は長く砂漠地帯に伸びるため、
徹底した国境管理は困難で、自由な移動が行われており、現地の部族などを仲介
とした密売も行われていた18。こうした開放的な国境は、2011年夏以降にシリア
内戦が国際紛争と化し、戦闘の規模が拡大した後、多くの難民がシリアから隣国
に逃げ込むことを容易にさせた。
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　以上は本稿で主に扱うパレスチナ、イラク、シリア出身者および国境地帯での
移動の歴史の概略である。移動の背景は、個々の政治動向により異なるが、共通
して指摘される点は、難民、移民、国内避難民、再難民といった様々な呼称で呼
ばれる人々が、いずれも元の居住地で、同様の政治不安と、治安の悪化、経済的
貧困などの状況を抱えているという事実だ。また難民であるがために、法的・経
済的に厳しい立場におかれ、再度の移民を余儀なくされるパターンも見出される。
　言い換えるなら、受入国や支援機関内での細かな法的地位の差異や制度上の扱
いの違いに関わらず、移動を試みる人々が抱える困難や生活上の問題には共通性
がある。一般に難民は「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団
に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れ
があるために他国に逃れた」と定義されるが、その迫害状況は国際法上の条約難
民に限られない。法や制度による位置づけに関わらず、人々は共通の問題に直面
したことにより移動を決定してきたと考えられる。そのため筆者はこうした人々
を同一のカテゴリーと捉え、従来の法的地位を横断する含意を込めた呼称として
「移民／難民」を用いる19。
　同様の指摘としては近年、UNHCRや IOMが「混合移民（mixed migration）」
という単語を用い始めている20。そこでは「ニーズに応じた保護アプローチ
（needs-based protection approach）」の重要性が指摘され、支援対象に様々な法的
地位におかれた人々を含め、危機に際して移動する人々に対する新たな取り組み
が始まっている。「移民／難民」と混合移民はこれと類似のカテゴリーの人々を
指すが、注目の視点がやや異なる。前者は人々の移動の動機の類似性に着目し、
後者は保護する立場からの視点が重視される。本稿では主に人々が移動する動機
を分析の対象とするため、以下では「移民／難民」の呼称を用いることとする。

２．欧米諸国へ向かうアラブ系「移民／難民」

　紛争や経済的困難により移動を強いられた中東アラブ系の人々は、通常は周辺
のアラブ諸国へまず移動する。そこでは言語や衣食住などの環境が比較的近く、
また移動も容易だからである。しかし、ときに彼らは、好条件を求めて、より遠
くの目的地へ移動を試みることもある。その対象には、言語も生活習慣も異なる
欧米諸国が含まれる。本節ではアラブ系住民によるこれらの目的地への移動の実
態を、欧米諸国での「移民／難民」受け入れの全体像の中から概観する。
　移動先の国として、特に「移民／難民」の間で強い希望を集めてきたのは、ア
メリカやカナダ、オーストラリアなど英語圏の国々である。これらの国々は「移
民／難民」に対して比較的寛容な政策をとるとして知られ、中東アラブ地域から
も早い時期から移住の動きがみられた。とはいえ2001年にアメリカで起きた
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「9.11」事件以後は、入国管理政策や中東イスラーム系移民に対する社会の対応
にも変化が起こり、彼らにとって必ずしも滞在しやすい環境ではなくなってきた。
また空路でしか移動ができないため、移住は富裕層に限られる傾向がある21。
　他方で、中東からの移動の目的地として同様に人気が高いのは、ヨーロッパ諸
国である。湾岸地域を除けば、一般の中東諸国より格段に高い賃金水準の他に、
空路を用いずとも移動できる地理的な近接性や、EU圏内での移動の自由などが
強い魅力となる。EUの中では歴史的にも現状においても、ドイツが最も多くの
移民を受け入れてきた。その背景には、ドイツが EU諸国の中でも経済的に豊か
な国として、労働移民を惹きつけてきたことや、旧西ドイツの憲法が難民により
寛大な定義を与え、積極的に受け入れていたことなどが挙げられる22。図1から
は近年の移民受入数において、第1位のドイツと第2位のイギリスの数値が突出し
ていることが分かる。

　同じ統計上によると、両国の後には、フランス、イタリア、スペインが受け入
れ人数の多さで続いている。だが中東アラブ諸国において、国の規模や経済力に
対して比較的多くの難民を受け入れることで知られているのは、むしろスウェー
デンやノルウェーなどの北欧諸国である。密航による移動も多いため正確な数を
捉えることは難しいが、筆者が長年レバノンのパレスチナ難民キャンプで実施し
てきた聞き取り調査では、希望する移住先や親族の居住地として、ドイツやカナ
ダなどと並びこれらの北欧諸国の名前が頻繁に挙げられていた24。
　パレスチナ難民の間では、ノルウェー、スウェーデン、デンマークなど北欧諸
国が中東諸国に対して積極的な人道支援で関与していることは、広く知られてい
る。とりわけパレスチナ難民の多いレバノン南部では、兵力引き離し任務にあた
る（UNIFIL）国連レバノン暫定駐留車への参加や地雷撤去活動への支援などで

図１　EU諸国内での移民受け入れ人数

（出典：2013年度 eurostat 統計）23
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ノルウェーの活躍が知られる。また2012年秋の国連総会でのパレスチナ国家のオ
ブザーバー参加承認決議後、公式にパレスチナを国家承認して大使館を開いた最
初の国はスウェーデンであった25。これらの国々が地域の平和と安定の維持に対し
て積極的な貢献をしているとの評価は、世論調査の結果からもうかがうことがで
きる26。こうしたプラスのイメージは、居住地や「移民／難民」の移動目的地と
して、それらの国の魅力を高める方向で作用すると考えられる。
　それではこうしたイメージは、具体的に人々の移動にどうつながっていくのか。
次項では具体的に送り出し国であるレバノンでの聞き取り調査の事例を取り上げ
ながら考察を深めたい。

３．レバノンからスウェーデンへ　―送り出し国側での記録―

　レバノン在住のパレスチナ難民は、1948年のイスラエル建国を受けて陸路や海
路でこの国に逃れた人々の子孫である。レバノン領内への退避以来、既に60余年
が経つが、大半のパレスチナ人には国籍が与えられていない27。彼らは無国籍で、
レバノン市民用の IDカードとは異なるパレスチナ難民用 IDカードを与えられ
る。法的には外国人に近い位置づけであるため、彼らには厳しい就労規制が課せ
られている28。またパレスチナ難民キャンプ内は、レバノン行政府の公共サービ
スが及ばず、水や電気など基礎インフラの整備が著しく遅れている。そのため電
力需要の多い時期には停電が多く、キャンプ内での盗電や、自家発電による電力
の闇市場での売買など、様々な形で自活の努力がなされている。
　法的・社会的に厳しい生活条件に加えて、パレスチナ難民は1975～1989年とい
う長期にわたったレバノン内戦に、直接巻き込まれた経緯がある。一部の難民キャ
ンプは戦場となり、キャンプそのものが壊滅したり、軍事包囲されて多くの死者
を出したところもある。筆者はそのひとつであるシャティーラ難民キャンプで
2015年3月、聞き取り調査を行った29。

《事例1》
　アフマド（仮名）は、姉と弟がスウェーデンに住んでいる。姉は1987年、難民
キャンプがシーア派民兵により長期間にわたり包囲され、戦闘状態に陥ったため、
二人の子どもを連れてスウェーデンへ逃れた。現在はスウェーデン国籍を取得し、
現地でさらに4人の子どもが生まれた。弟は2000年に、仕事がなく安全な生活や
家をもてないレバノンを離れて、スウェーデンへ移住した。政治難民として難民
申請し、まだ国籍はとれないが永住権は得ており「あと1～2年で国籍がとれるだ
ろう」とアフマドは話した。
　移動の経路について尋ねると30、弟の場合はレバノンから「スペイン」31へま
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ず移動し、そこから密航を手伝うブローカーを利用してストックホルムへ入り、
後にスウェーデン国内でマルムーへ移動したという。ブローカーへは現金で3千
ドルを払った。だがこれは2000年当時の古い経路で、現在では別のルートが使わ
れているという。
　密航経路の変遷について尋ねると、彼らの説明ではさらに4つの経路が挙げら
れた。最も古いのは、レバノンからロシア、ポーランドを経由しドイツへ入る経
路で、これは現在は使われていない。次に、レバノンからトルコへ空路で入り、
そこから船で対岸のギリシアに渡り、そこからは陸路でマケドニア、ドイツを経
てスウェーデンに入る経路が挙げられた。こちらは後に国際的に大きく報じられ
ることとなるシリア難民の移動経路と類似している。三つ目に挙げられたのは、
レバノンからスーダンへ（おそらく空路で）移動し、そこから陸路でリビアへ、
さらに船でイタリアへ渡り、EU諸国内を通ってスウェーデンに入る経路である。
だがこの経路は途中で武装勢力に騙され連行される場合も多く、船が転覆して溺
死した者も多く発生したため、最近は廃れつつあるという。最後に挙げられたの
は、レバノンからトルコ、リビアへ、そこからイタリア領のランペドゥーザ島へ
船で移動し、EU圏内へ入る経路である。3つ目と4つ目に挙がった経路は、今年
7月頃に犠牲者の多発が報じられたリビアからイタリアへの海路密航を、その一
部に含んでいる32。
　こうした移動を助けるブローカー（仲介業者）はどこの人で、どう知り合うの
か、と尋ねると、アフマドは「国籍はレバノン、シリア、トルコなど様々で、移
住の希望を誰かと話していると、それを聞きつけたブローカーがあちらから寄っ
てくる」と言う。ブローカーは女性の場合もあり、特に女性の密航希望者の場合
はその方が家族に接近しやすいという話であった33。
　スウェーデンへ移住した姉と弟とレバノンに残る家族との間では、スマート
フォン（携帯電話）のアプリケーションであるWhatsAppや Viberなどを使って、
頻繁に連絡を取り合っているという。以前は電話をしていたが、電話代が高いた
め最近では専らインターネット経由で連絡がとられる。後者の手段としては、パ
ソコンの Skypeなども用いられている。実際の往来については、それほど頻繁で
はなく、2年おきくらいにレバノンへ姉が帰ってくるとの話だった。しかしス
ウェーデンへ移住した直後は、レバノンでまだ内戦が続いていたため、姉とは約
10年間会うことができなかった。
　スウェーデンでの生活について、アフマドは親族から聞いた話と、彼自身が送
るレバノンでの生活と比較して、「いい生活だ」と話した。「（スウェーデンでは）
定職を持つことができ、家があり、安定した生活があって、（日々の危険などから）
恐れる心配もない」というのがその理由だった。親族は賃貸住宅に住んでいると
の話で、賃貸料が高くないのか、と筆者が尋ねると、「（賃貸料は）高いが、給与
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も高いので支払える」と言い「レバノンとは違う。こちらでは収入が300ドルで
も家賃が300ドルだ」すなわち全収入を賃貸料に取られてしまい、生活費が残ら
ない、との不満を強く示した。続けてアフマドは「レバノンでは子どもたちが学
校へ通うこともできない。そのため貧富の格差が拡大する」とさらに現状を批判
した。

《事例2》
　また別の回答者であるファーディー（仮名）は、弟がスウェーデンに住んでい
る。8年前の2007年頃に移住し、既にスウェーデン国籍を取得しているという。
弟は母方叔父の娘と結婚し、彼女がスウェーデン国籍をもっていたことから、簡
単に移住することができたという。
　移住した理由について、ファーディーは熱意のこもった調子で語った。直接の
動機は、「レバノンでは（パレスチナ難民には）仕事も保険もないから」であり、
「子どもの（将来の）生活のために」移住したとのことだったが、加えて彼は「自
分も他の兄弟も、機会さえあればここを離れたい」と述べた。「どんな国でもいい。
人権が守られる国なら」というファーディーに、具体的に国名を尋ねると、デン
マーク、スウェーデン、ノルウェーが挙げられた34。移住を望む理由について尋
ねると、「レバノン人やシリア人には（自分らの）国がある。しかしパレスチナ
難民には国がなく、レバノン在住の1948年戦争から来たパレスチナ難民は（パレ
スチナを）訪問することもできないから」と述べた。これは法的・政治的に現在
のパレスチナ難民がおかれた現状への正確な認識を示している。
　弟の妻については、パレスチナの同じ村（アムカー村）の出身者で、1990年頃
から家族とスウェーデンへ移住して国籍を取得し、レバノンに一時帰国して弟と
結婚したという。「パレスチナ女性は夫にパレスチナ男性を探すのだ」と筆者の
調査同行者は説明し、その理由として、イスラーム教徒スンナ派が大半を占める
パレスチナ人女性の場合、結婚相手には同じイスラーム教徒男性しか選べないこ
とを述べた。この話を聞いてファーディーは「（移住するための）偽装結婚では
ない」と強調してみせた。
　移住後の状態について、ファーディーは弟がスウェーデンで怪我をし「障碍者
となった」という点を繰り返し語った。「（弟は）働いていないので、家族を呼び
寄せることができない」と話し、「自分も行くなら、そこに住むために行きたい。
訪問するだけでは嫌だ」と述べた。ここからは、弟が怪我をしていなければ、自
分たち家族もスウェーデンへ移住できると期待し、それができないことへの強い
失望をうかがうことができる。
　またファーディーは、弟自身も移住後数年間は暮らしが大変だったことを語っ
た。「言葉も分からず、知らない場所で、仕事を探したがうまく見つからず、見
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つかった職場も家から遠かった」と最初の3年間程度は弟にとってもスウェーデ
ンでの生活になかなかなじめなかった様子を話した。ファーディーはアフマドと
同様に、インターネット経由で週2回程度連絡をとっており、こうした内容もそ
の際に聞いた話に基づくものと考えられる。
　以上、ふたつの事例では、レバノンからパレスチナ難民がヨーロッパへ移住す
る際の経路について、その変化と困難さを含めて細かく説明されており、興味深
い。また移動の理由がレバノンでの内戦と関係していたことや、国籍保持者との
結婚を通じてさらに移住するという方法が活用されていることが分かる。レバノ
ンに残された家族は、移住した親族と比較的安価なインターネット経由で連絡を
取りあっており、移住先での生活のよさや困難についても伝え聞いている。その
上で、残された人々は、レバノン国内でパレスチナ難民がおかれた状況の酷さか
ら逃れたいと強く望み、自身も移住の機会をうかがっている様子であった。

４．スウェーデン到着後　―受け入れ国での生活の記録―

　筆者はこれらの「移民／難民」が移住先に到着した後、どのような生活を実際
に送っているのか、確かめるためにスウェーデンで調査を行った。移住先での生
活にはどの程度満足しており、不満などはないのか、具体的に聞き取り調査で明
らかにすることを試みた。調査地にはレバノン国内で移住先として挙げられるこ
とが多く、なおかつ政策としても「移民／難民」の受け入れを積極的に行ってい
るスウェーデンを選択した。調査は2015年9月、スウェーデン南部の移民が最も
多いといわれる町マルムー35で行われた36。

《事例3》
　回答者のひとり、ムハンマド（仮名）は、1991年にスウェーデンへ移住し、既
に国籍を取得している。マルムー市内ではマルムーの駅前と、市の中心部の広場
の脇に2店舗のアラブ料理屋を開いて経営している。6人の子どもは全員スウェー
デンで生まれ育ち、レバノンをともに訪問したことは1度しかない。彼と末の弟
はマルムー市内に住んでいるが、姉と妹は結婚してデンマークのコペンハーゲン
に住んでいる。
　筆者はムハンマドを訪ねる以前に、レバノンのシャティーラ難民キャンプに住
む彼の母と妹を訪問しており、その際にムハンマドを含めた親族の連絡先をもら
い、スウェーデン到着後に連絡を取った。電話を受けて、大型の自家用車で迎え
に現れたムハンマドは、筆者らに対してなんら警戒心を示すことなく、彼の経営
するアラブ料理屋に案内してくれた 。
　ムハンマドは筆者に対してスウェーデンを「自分の国（baladī）」だと述べた。
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「レバノンへ帰って住むのは難しい。特にこちら（スウェーデン）で生まれた世
代にとっては」と語るムハンマドは、その理由としてレバノンの難民キャンプの
居住環境の酷さを挙げた。スウェーデンで育った子どもたちにとって、その環境
はもはや耐え難いだろう、という意味である。
　移住先での生活についてムハンマドがまず指摘したのは、その住民に対する平
等な扱いだった。「スウェーデンは差別がなくていい。パレスチナ人だレバノン
人だ、といって差別をせず、スンナ派だシーア派だキリスト教徒だ、と宗教にも
触れない。番号が与えられたスウェーデン人として皆同様に扱われる」38と言っ
て、彼は筆者らに自分のスウェーデンでの IDカードを見せた。そこに書かれた
ID番号が、彼のスウェーデン人としての平等さを象徴していると捉えているよ
うだった。
　ムハンマドは筆者らと会った後、レバノンから訪ねて来る母親を迎えに行くた
めに、早々に立ち去った。筆者とシャティーラ難民キャンプで会った母親は、エ
ジプト経由で飛行機でコペンハーゲンに到着予定だった。パレスチナ難民用にレ
バノン政府が発行する暫定旅券を使い、子どもからの招待（da‘wa）を受けて在
レバノン・デンマーク大使館からビザを取得すれば、年長者である母親は、経由
地のエジプトでは空港で到着時にビザを取り、子どもたちの住むデンマークとス
ウェーデンに簡単に来ることができた39。ムハンマドは空港まで迎えに行った後、
コペンハーゲンに住む長女のエヴァ宅に母を送り、ともに夕食を食べてその日の
うちにマルムーへ帰ってきた。
　筆者らは2日後、マルムーに来たムハンマドの母親と会い話を聞いた。彼女は
既に20回以上、スウェーデンに来ており、今回も3か月以上滞在する予定だという。
彼女の子どもたちは、一人を除いて皆、マルムーかコペンハーゲンに住んでいる
からだ。なぜ彼女自身がレバノンを離れてこちらに住まないのか、という問いに
対して、母親は「まだ娘一人とその子どもたちがシャティーラに住んでいるから」
と答えた。彼女がこちらに移住すれば「レバノンへは二度と戻らない」と言い切
り、母親はレバノンに対する嫌悪感を示した。レバノンに住むまだ40歳前後の娘
一家が、こちらを訪問するビザを取得することは難しく、一度もスウェーデンに
来たことはないという。娘自身にレバノンで筆者が尋ねた際も「できることなら
行きたいけれど」と手段を探している様子であった。
　仮にパレスチナ国家ができたら、スウェーデンとパレスチナのどちらへ住みた
いか、との問いに対して、母親は「そんなことができるなら（アラビア語で
yārēt）！」と嘆くようにしてしばらく沈黙し「私は歩いてでも（パレスチナに）
帰る」と答えた。彼女は1946年にパレスチナで生まれ、当時の記憶はないものの、
パレスチナの故郷に強い愛着を覚えているようだった。「でも私の息子たちは私
とは違う意見だと思う」と母親は言い、パレスチナ難民の間にも生じている感覚
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の世代差の存在を示唆した。
　姉妹と兄弟がコペンハーゲンとマルムーに分かれて住むのには、移住の過程の
違いが影響している。姉妹は結婚相手がデンマーク国籍保持者であったため、コ
ペンハーゲンに住み、ムハンマドは難民申請をしてスウェーデンへ来た。申請は
なかなか受理されず9年間、無許可のまま滞在したが、その後はスウェーデン国
籍のパレスチナ人と結婚し、一度レバノンへ帰国して招待を待ってから再びス
ウェーデンへ移住した。弟は姉妹の夫が経営する店で働くため短期の労働許可で
マルムーに来て住んでいる。同様に移住を果たしたように見えても、法的な移住
の手続きの違いによって、安易に移動はできない複雑さがこの家族の離散状態か
らは示されている。

　別の回答者には、マルムー市内の SFIと呼ばれるスウェーデン語の語学学校で
聞き取り調査を行なった。SFIは、移住して居住権を取得したばかりの人々など
にスウェーデン語を学ばせる学校である。政府が無料で教育を提供し、基本的に
18歳以上が学生として通っている。マルムー市の学校には、シリアやヨルダン、
レバノンから来た無国籍のパレスチナ人や、シリア人、アフガニスタン人、イラ
ク人、その他にアフリカ大陸の出身者を中心とする人々が通っているという。調
査は SFI校長のイェルク・リーヴェルード氏の許可と協力のもと、調査への協力
を承諾した学生を対象に校舎内で行われた40。

《事例4》
　パレスチナ出身のヒバ（仮名）は、1948年戦争で難民化し、シリアのダマスカ
ス市内に生活していた。しかし2011年のシリア紛争勃発後、安全な居場所を求め
て「再難民化」した。彼女はまず、レバノンのサイダ市に逃れて1年半居住した。
だがレバノンではパレスチナ難民は滞在許可や援助を得ることができないため、
密航でリビアへ移動した。リビアからはブローカーが用意した20人用くらいの
ボートに300人近くが乗り込み、出港した。幼い子どもを連れていたが、ボート
ではお手洗いにも行けず、食べ物もなかった。兄弟二人と子ども二人を合わせて、
ブローカーには7000ドルを支払ったという。ボートは海上でイタリアの海上警備
艇に救助され、上陸することができた。イタリアには5日間滞在し、列車で北上
した後、ドイツに入った。ドイツではミュンヘン、ベルリン、ハンブルクを経由
してコペンハーゲンからスウェーデンへ入国した。ヒバたちはスウェーデンに到
着してすぐに滞在許可を申請し、移民庁での面接などを経て1週間ほどで滞在許
可を得ることができた。
　スウェーデンに到着したときの気持ちを聞くと、ヒバは「とても嬉しかった。
もう海で怖い思いをしなくて済む」と述べた。ベルリンではヒバの父方叔父の世
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話になったが、ヒバは最終目的地を最初からスウェーデンと定めていたという。
その理由は家族集合権の行使やそのための手続きは、ドイツよりもスウェーデン
の方が早いからだという。またヒバには先に結婚してスウェーデンへ来ていた6
歳下の妹がおり、現在は妹家族と一緒に暮らしているという。とはいえシリアに
はまだ父母と妹が残されているため、彼らのことを案じ、こちらで合流できるこ
とを望んでいた。

《事例5》
　シリアのダマスカス出身のターリク（仮名）は、仕事を失い身の危険を感じ始
めたため、2013年10月にひとりで移動を始めた。アレッポ経由でトルコに入ると
ブローカーに会い、ノルウェーの偽造パスポートをもらい受けた41。トルコとギ
リシアの国境は、船ではなく列車のトイレに隠れて渡り、ギリシアからはドイツ
のデュッセルドルフへ飛行機で移動した。そこからスウェーデンへ移動したとい
う。ターリクには、ドュッセルドルフに母や兄弟が住んでおり、ノルウェーに姉
とその子どもたちが住む。それなのに自身の居住地としてスウェーデンを選んだ
理由を聞くと「以前、難民申請をしたが、拒否された経緯があったため」と答え
た。彼は今回の移動以前の13年前に、シリア政府との間に問題が起こり、ドイツ
とノルウェーへ逃れていた時期があった。ノルウェーでは1年半、洋品店で働い
ていたため、ノルウェー語が少し話せるという。「ノルウェー語とスウェーデン
語は近い。それにスウェーデンは EU諸国の中でも難民に人道的な扱いをしてく
れる」とターリクは話した。
　ターリクは連休になるとドイツへ家族を訪ねて行くという。スウェーデンへは
訪ねて来ないのか、との質問に対して、彼は「ここには家がないから来ない」と
答え、スウェーデン国内で「移民／難民」が直面している住宅難の問題について
語った。スウェーデンでは庇護申請を難民庁に出してから滞在許可を得るまでの
間、政府が家を提供してくれる。だが滞在許可が出た後は、別の家を探して転居
せねばならない。とはいえ、滞在許可の取得直後は SFIでのスウェーデン語の授
業を受ける必要もあり、働いても収入は十分ではない。家族の状況に応じて生活
費が政府から6000～8500クローネ程度支給されるが、生活費だけで最低4000ク
ローネは必要である。学校がありフルタイムで働けないので、家を借りるのは困
難である。また SFIを卒業した後も、順調に仕事が見つかる保証はない。

　これらの事例からは、北欧へ移住を果たした後も、「移民／難民」には生活の
諸側面で制約が存在する様子が分かる。事例3のムハンマドは比較的成功した再
難民の例だが、彼の家族は移住の経緯からスウェーデンとデンマークに別れ住み、
一箇所に集まり住むめどはつかない。レバノンに残された姉妹は、家族集合権を
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行使してもスウェーデンに呼ぶのは困難である。同様の困難には事例4のヒバも
直面していた。また事例5のターリクが語るように、「移民／難民」はスウェーデ
ン国内での住宅難にも苦しんでいた。移住後すぐに仕事を見つけるのは難しく、
正規職につけなければ家を借りて家族を呼ぶのも容易ではない。
　とはいえ、紛争地を逃れて、差別のない安定した国家へ移動してきたことへの
満足感は大きい。シリア出身の別の回答者は、「ヨーロッパへ行くことをシリア
人は皆、夢見ている」とまで語った。移住後の生活については、移動に成功した
者から口コミで情報が回り、その利便性が知識として共有されているという。こ
うした高い期待は、筆者らの調査の限りでは、移住後の「移民／難民」の間でも
あまり裏切られてはいないようだった。

５．聞き取り調査の分析とモデル化

　以上、前項で取り上げた事例などを踏まえて、本項では、中東から北欧へのア
ラブ系「移民／難民」の移動について、その特徴をいくつか列挙し、モデル化を
試みたい。
　まず移動の理由だが、これについては戦闘の激化などで現居住地での生活状況
が著しく悪化したこと、法的差別による貧富の格差といった環境のため将来の生
活に希望を見出せないこと、などが主に挙げられている。パレスチナ人にとって
レバノンは、難民として長年住み慣れた地ではあるが、これらの状況から限界を
感じた場合に「再難民化」が生じることとなる。だが欧州への移動はリスクも高
く、ブローカーへの支払などコストも高いため、ある程度の準備と覚悟が必要と
なる。
　次に移動の経路についてだが、こちらは人により差があり、また事例1のアフ
マドが語ったように、その時々の政治情勢により変化している。とはいえ密航の
場合、EU圏内に入るための越境ポイントとしては主に、ギリシアからトルコ、
リビアからイタリアの海路が挙げられていた。これは UNHCRによる近年の移動
の状況を示す数値とほぼ合致する（図2参照）。
　密航の際にはほぼ例外なく、ブローカーが関与している。ブローカーへ支払う
金額は人によって異なるが、他の聞き取り調査での例をあわせると、概ね3000～
7000米ドル、または3000ユーロを支払ったという例もあった43。移動には陸路、
海路の他に空路も使われ、空路の場合は航空券代や偽造パスポート代が、仲介料
に含まれる44。これらの金額の支出元は不明だが、あるシリア人は「自分はシリ
アで働いていたから」その収入を貯めたと話していた。
　ブローカーと出会う場所としては、レバノン、トルコ、リビアなどが挙げられ
た。本稿で挙げた例では一度で渡航が可能だった例ばかりであるが、他の聞き取
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り調査事例からは、偽造旅券が見つかったり、船が転覆するなどして密航に失敗
し、何度も同じルートを試みたというケースもあった45。
　とはいえこれらはあくまで成功事例であり、レバノンで筆者がこれまで行って
きた聞き取り調査では、ブローカーに仲介費用を支払ったものの、お金を持ち逃
げされて移動の途中で放置されたり、密航の途中で警察に拘束されて強制送還さ
れた、といった事例をいくつも耳にした。スウェーデンに到着した移動成功者の
話では、こうした事故を防ぐために、仲介料を最初に払うのではなく、到着後に
支払うための保証人も存在するという。こうした保証人制度がどこまで利用され
ているのかは定かではないが、ブローカーの定着を受けた更なるサイドビジネス
として、こうした業種が成長してきた可能性はある。
　2015年夏のシリア難民の大量移動の報道からは、こうしたブローカー経由の移
動が急増したことが予測される。その理由としては、同年に入ってシリア政府が
難民に大量にパスポートの発行を始めたことや、トルコが難民の受入に限界をき
たし、ビザなしでの国内通過を認めたことの影響などが指摘されている46。だが
本研究で筆者が調査したレバノンのパレスチナ難民や、スウェーデンで聞き取り
を行った対象の人々は、これらのカテゴリーの人々とは異なる。彼らはもっと早
い時期に移動・到着しており、移動手段としても、密航ではなく、戦争中に政治
難民として庇護申請をしたり、既にスウェーデンやデンマーク国籍をもつ者との
婚姻などを利用する例が目立った。
　移動の経路としては、陸路（車、バス、列車）と海路（漁船による密航、途中
で救助された場合は沿岸警備隊の大型船）、空路（ブローカーを通した航空券の
購入）が併用されている。またお金や旅券など移動資源を豊富に持ち合わせてい

図２　海を渡り移動する「移民／難民」数の推移42
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る場合には、密航ではなく正規の旅券を使用し移動が行われた場合もある。
　欧州に既に親族が先に住んでいる場合は、彼らからの招待（da‘wa）をもとに
大使館でビザを申請し、長期・短期で移動することが可能である。ただし親族が
いるといっても家族集合権（lam shamel）が常に使用可能とは限らない。法的に
家族集合権が使えるのは親や子どもなど1親等内に限られ、多くの国では兄弟や
姉妹など2親等は呼び寄せることができない。
　移動には婚姻も利用される。アラブ系イスラーム教徒の間では故郷の近い同じ
イスラーム教徒との婚姻が好まれる傾向があるためで、欧州で国籍を取得しても、
結婚相手を探しに短期的に生まれ育った場所へ戻る場合が多い。一方で、移住を
望む人々の間では、こうした有国籍者は移動の手段を与えてくれる相手として、
非常に強く好まれる。とはいえ筆者が聞いた範囲では、偽装結婚の例はなく実際
の婚姻で、移住後も家族として生活が営まれていた。これら親族や婚姻を利用し
た移動は、連鎖移動（chain migration）の一環と位置づけることができるだろう47。
　こうした移動の経路は、下図のようにモデル化することができる48。

　希望の移動先としては、レバノンでの調査では、具体的にはスウェーデン、デ
ンマーク、ノルウェーなどが挙げられた。ここでは「人権が守られる国」が重視
されている様子がうかがわれる。筆者の聞き取り調査の限りでは、同じ北欧諸国
でも難民の受入数が少ないフィンランドの名が移動先候補地として上がることは
なく、彼らが相互の情報交換により、「移民／難民」の受入状況や近年の動向を
情報として把握している様子がうかがわれた。こうした情報交換は、すでに移動
した親族との間の頻繁なコミュニケーションを通して実際の状況を把握する他
に、各国政府が難民の受入に関して出す声明についても、新聞やテレビなどの報
道で頻繁にチェックされていた49。
　移住後の状況と生活への満足度については、スウェーデンの場合、送り出し国

図３　移動のモデル
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で親族から聞いた内容と、到着後の本人から聞いた内容との間で大きな違いはな
かった。安定した生活で、日々の生活上の危険や人権侵害がなく、家や仕事を得
ることができるという期待はあまり裏切られていない。事例3のムハンマドのよ
うに事業にも成功した例では「レバノンへは二度と戻らない」と言い切る場面も
見られた。とはいえ家と仕事に関しては、移住後すぐに好条件の状態を確保する
のは難しく、事例5のターリクのように住宅難を強調してみせる例もあった。また、
本稿では触れなかったが、長年スウェーデンに住んでも永住権を得ることができ
ず、移民庁の前で座り込みの抗議運動を行っている人々もいた 。加えて彼らの
間で共有されている問題は、家族の離散である。状況の悪い故郷や生育地を離れ
て移住したものの、家族集合権を行使できる範囲は限られる。また移動の経緯に
よって別れ住むこととなり、親と子ども、姉妹兄弟が同じ場所に集まり住むこと
は法的に困難な状況におかれる場合もあった。特にシリア国内など治安状況の悪
い地域に親族を残してきた場合、それは移住後も大きな不安とストレスの原因と
なっている様子がうかがわれた。

おわりに

　リビアからイタリア、またはトルコ、マルタ島への「移民／難民」の密航につ
いては、彼らが乗る漁船の転覆事故が相次ぎ、数百名規模での死者が出る事態が
報じられたことから、国際的な注目を集めた。これら、たまたま現場に居合わせ
た国際メディアにより報じられた象徴的な事例は、実際の移動の規模からすると
氷山の一角に過ぎない。とはいえ、これらは EU各国へ難民受け入れの圧力を強
める影響力をもった。
　EUは2015年以降、これらの「移民／難民」への対応をめぐり、何度も協議を
繰り返した。欧州委員会は9月9日、難民12万人の加盟国への割り当て案を発表し
たが、同月14日の緊急会合では、受け入れに積極的な独仏などに対し、経済負担
などを嫌う中東欧が強硬に反対し、合意に至らなかった。9月22日の内相理事会
では、これらの反対を押し切り、今後2年で難民12万人の受け入れを加盟国で分
担することが採決されたが、実際の難民の移動はそれをはるかに上回る規模となっ
た51。また移民／難民が関与するテロ事件が相次いだため、ヨーロッパ諸国は受
入方針を転換する。2016年2月には EU-トルコ協定が結ばれ、移民／難民はむし
ろ中東域内にとどめて、中東域内の受入国を支援する方向性が打ち出された。
　一方の「移民／難民」の側では、これらの受入国側の対応を注意深く見守りな
がら、様々な手段で安定した国家への移動を試みてきた。その歴史は今回のシリ
ア紛争よりはるか前に遡り、移動に際しては様々なルートが時代状況に応じて使
われてきた。そうした蓄積から移動の際にはブローカーの利用が定着している。
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　移動する者の中には、既に一度ならず故郷を追われた経験をもつ再難民も多く
含まれる。彼らは現在の居住環境の劣悪さを受けて、条件のよい場所を求め、様々
な経路から情報を入手し移動先を選択する。難民の受け入れ体制に関する情報も、
先に移住した者からの情報が、家族や隣人などの間で共有されていた。移動先で
の生活は、必ずしも全ての要求が即座に満たされるものではない。住宅や仕事探
しなどの点で困難がつきまとうが、それによって移動そのものの価値が否定され
たり、移住先国が低く評価されることはないようである。
　本論では「移民／難民」の移動の実態について、概況を踏まえた上で個別の事
例の位置づけを試みた。また報道で伝えられることも多い個人の移動過程につい
て、限られた事例に基づきつつも体系的にデータを集積してモデル化を試みたこ
とはひとつの貢献といえよう。移動過程の詳細についてはまだ不明な点も多いも
のの、「移民／難民」の移動への期待と戦略、適応についてはその流れの一端を
明らかにすることができたと考えられる。
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中3位であった。（科学研究費若手 B（研究代表者：錦田愛子）課題番号：23681052「パ
レスチナ人の越境移動をめぐる意識と動態の総合的アプローチによる研究」）
27　例外の事例としては、裁判や特別な布告等を通したレバノン国籍の「回復」、レバノン
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錦田愛子2011.「レバノン政治とパレスチナ人の就労問題―2010年の法規制緩和と帰化を
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29　使用言語は彼らの母語であるアラビア語のパレスチナ方言を使用し、通訳を介さずに



32　広島平和研究：Hiroshima Peace Research Journal, Volume 4

インタビューを行った。回答者の選択と難民キャンプ内の案内には、レバノン在住のパ
レスチナ人の調査同行者を依頼した。調査同行者は難民キャンプの住民ではないが、フ
リージャーナリストとして働き、シャティーラ難民キャンプ内の人脈がある人物である。
30　経路の説明については、アフマドだけでなく筆者の調査同行者であるハサン（仮名）
も加わり解説がなされた。

31　筆者の聞き取りの記録では「クーバ」（キューバ）となっているが、後の他の聞き取り
調査の中でもこの地名が挙がることはなく、またその経路は「スペイン経由」とムハン
マドが言い添えていることから、実際にはキューバではなく、より知名度の低い地中海
南岸の地名である可能性が高いと考えられる。

32　2015年4月19日、リビア沖で多数の難民が乗っていた漁船が転覆し、700人以上の死者
が出た事故は、その人道的被害の大きさから国際的に広く報道された。EU各国は翌20日、
ルクセンブルクで内相・外相の合同会議を開き、外交安全保障上級代表のフェデリカ・
モゲリーニは難民危機に対処する行動計画を発表した。（「EU、難民問題で行動計画発表、
23日に緊急首脳会議」AFP、2015年4月21日　http://www.afpbb.com/articles/-/3045933/ 
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33　これはパレスチナ難民の多くを占めるのが、男女の生活空間が区分されるイスラーム
教徒であるためであると推察される。

34　これらはいずれも人権擁護意識が高いとされる北欧諸国だが、同じ北欧でも近年は移
民／難民をほとんど受け入れていないフィンランドへの言及が全くなかった点は、注目
に値する。移住を希望する難民たちは、相互の情報交換で移民／難民の受け入れ状況を
常に確認している様子がここからは伺われる。

35　日本語では「マルメ」と呼ばれることが多いが、スウェーデン語の発音に沿った、よ
り正確な表記として本稿では「マルムー」を用いる。

36　本調査は、科学研究費基盤 B（研究代表者：錦田愛子、課題番号：26283003「アラブ
系移民／難民の越境移動をめぐる動態と意識：中東と欧州における比較研究」）に基づき
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氏に多大なるご協力を頂いたことに、ここに感謝を表したい。

37　スウェーデンでの現地調査は上記科研費の研究者グループ4名で行われた。シャティー
ラ難民キャンプでの調査は筆者が単独で行ったものであり、ムハンマドにとって他の3名
の男性研究者は、まったくの初対面ということになる。聞き取り調査はすべてアラビア
語パレスチナ方言で、通訳を介さず行われた。

38　ここで指摘されている差別とは、レバノン国内でパレスチナ人が国籍を得ることがで
きず、差別的な扱いを受けていることを指す。また宗教に対する言及は、レバノン国内
で宗派の違いを基盤とした政治対立が建国以来続いていることを示唆している。レバノ
ン国内でのパレスチナ難民に対する法的差別については（al-Natour, Souheil. 1997. “Legal 
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39　他方でレバノン在住のパレスチナ難民の若い男性は、同じ旅券を使っても、アラブ諸
国であるエジプトを含め、渡航の際のビザを取得するのには困難を伴う。

40　筆者ら4名に対して回答者4名が同席するグループ・インタビューの形式をとり、ひと
りにつき15分程度の質問を、録音なし、匿名で、通訳を介さずアラビア語で行なった。

41　聞き取り調査の回答者によると、偽造パスポートの大半は欧州のもので、本人に似た
写真のものを利用するという。目的地への到着後、ブローカーに取り上げられる場合も
あれば、自分で破棄したという例もあった。

42　出典：Asylum and Migration (UNHCR)（2015年9月4日最終閲覧）をもとに筆者作成。こ
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レバノンの現地通貨で金額が挙げられることはなかった。これは通貨の信用度の高さが
関係し、ブローカーへの支払いがドルまたはユーロで行なわれることを意味すると考え
られる。

44　偽造パスポートは既述のように欧州のパスポートが使われる場合が多いが、中にはパ
レスチナ難民でシリアの身分証明書を偽造して持たされたという例もあった。これは昨
今のシリア難民への同情や受入柔軟化がその理由として考えられる。なかには欧州偽造
パスポートの使用が発覚したものの、自分がもつ本物のシリア・パスポートを見せたと
ころ罪には問われず釈放されたという例も、他の聞き取り調査事例の中ではあった。
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