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小特集②

ドイツによるシリア難民受け入れ
―矜持と打算、そして混乱と文化摩擦―
2015 年 9 月上旬にドイツのメルケル首相は難民を人道的例外措置として受け入れる意向を
示し、 同年、 ドイツに難民申請のために入国した人は 100 万人を超えた。 内訳はシリアから
が 42 万 8 千人で最多、 アフガニスタン 15 万 4 千人、 イラク 12 万 2 千人がこれに続く （東
京 1/7）。
2016 年に入り、 難民申請者による犯罪や難民を装うテロリストの存在などが指摘されるよう
になり、 彼らに向けられるドイツ社会のまなざしは厳しくなりつつある。 本稿では、 難民受け
入れの姿勢に見え隠れするドイツの矜持と打算の背景にあるもの、 そして文化 ・ 宗教を異に
する人々との間に生じている軋轢とその解決策などについて概観する。

１． ドイツが難民を 「歓迎」 する理由
第二次世界大戦終戦時、 欧州には 6 千万人の避難民が溢れていたと言われるが、 その内
1,200 万人が、 終戦に伴い旧東欧地域から追放されたドイツ人であったことから、 ドイツ人の
避難民への共感は高いとされる （毎日 1/5）。
また、 難民受け入れによる経済的なメリットを挙げる声も聞かれる。 難民収容施設の建設、
運営のための投資や雇用が見込まれ、 給付金の大半が即、 消費に回ることから、 短期的に
経済の起爆剤になるとする指摘がある （AERA1/18）。 長期的視点からも、少子高齢化が進み、
労働力不足が懸念される状況下で、 「若い人が大勢やってくることはチャンス」 と言われるな
ど労働力としての期待は大きい。 背景には、 1970 年代にトルコからイスラム教徒の移民を大
量に受け入れ、 試行錯誤を繰り返しながらも、 社会統合のメソッドを確立してきたことから来る
自信があるとみられる （読売 1/4 ほか）。
２． 避難民による犯罪と避難民に対する犯罪
（１） 大みそかの難民申請者による婦女暴行事件
年末年始を挟み、 ドイツ国内のこのような雰囲気は一転した。 2015 年の大みそか、 西部
の都市ケルンの中央駅前に集まり、 酔ってお祭り騒ぎをしていた 1 千人の内の一部が、 通り
がかった女性を集団で取り囲み、 金品を奪ったり、 暴行 ・ 痴漢行為を行ったとして 170 件の
被害届が出されたことが 1 月 8 日に発表された （朝日 1/11 ほか）。 被害届は、 翌 9 日には
379 件に （産経 1/11）、 10 日には 516 件に急増する （読売 1/12）。 連邦警察は 1 月 8 日、
容疑者 32 人を逮捕したところ、 2 人がドイツ国籍を持つほかはアルジェリア人 9 人、 モロッコ
人 8 人、 イラン人 5 人、 シリア人 4 人など、 大半が北アフリカや中東出身であり、 内 22 人が
難民申請者であったと発表した （読売 1/11 ほか）。
同様の出来事はフランクフルト、 ハンブルク、 シュトゥットガルトでも起きたほか、 スウェーデ
ン南部のカルマルでは 15 人の女性が、 スイスでは 6 人の女性が体を触られるなどの被害が
あり、 カルマルでは容疑者の内 2 人が難民申請者だった （東京 1/10 ほか）。
与党キリスト教民主同盟 （CDU） のタウバー事務局長は 「与えられた機会の意味をはき
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違えている者がいる」 などと容疑者を批判。 現行の規定では 3 年以上の実刑判決を受けた
難民申請者を国外退去させることになっているが、 メルケル首相は執行猶予付きであっても、
刑が確定した段階で難民認定を受ける資格を剥奪する制度改正を急ぐ構えを見せた （朝日
1/11 ほか）。 政府当局は、 「昨年ドイツに入国した難民による犯行」 という憶測は控えるよう
に要請しているが、 大みそかの事件がインターネット上では 1 月 1 日から騒動になっていた
にもかかわらず、 発表が 8 日まで遅れたことと相まって 「もみ消し」 と受け取られ、 効果は上
がらなかった （Newsweek1/19 ほか）。
ドイツのメディアなどでは、 イスラム教徒やアラブ人には女性に敬意を欠く文化があるとの報
道が多数みられた。 このような報道に対し、 ベルリンのイスラム教団体が 2 月 5 日、 正しいイ
スラム教の知識を普及し、 女性への敬意を示す路上でのパフォーマンスを行った。 ケルンで
逮捕された容疑者らが酒を飲んでいたとみられることなどから、 モスクの指導者らが、 酒や麻
薬を摂取するのは正しいイスラム教徒ではないと説明。 シリア難民の男性 100 人が、 道行く
女性にバラの花を配るなどした （東京 ・ 夕 2/6）。
（２） 難民収容施設におけるテロ企図
1 月 7 日、 パリで警察署襲撃を図って射殺された人物がモロッコ出身で、 ドイツ西部の州の
難民収容施設に滞在していたことが判明した （毎日 1/11 ほか）。 2 月 4 日には、ハノーヴァー
やベルリンなどで難民収容施設を対象とした大規模な捜索が行われ、 過激派組織 「イスラ
ム国 （IS）」 と関係するアルジェリア人グループの内 3 人が逮捕された。 警察当局がさらに 2
人の行方を追っており、 主犯格の男が避難民になりすまして入国したと見られることもあわせ
て報道された （毎日 ・ 夕 2/5 ほか）。
大みそかの騒動とあわせ、 政府はモロッコとアルジェリアを 「安全な国」 と認定し、 同国か
らの難民申請が認可され難くする方針を示したとされる （週刊金曜日 1/22）。 しかし、 1 月
12 日にトルコで発生した自爆テロ事件で多数のドイツ人が犠牲になったことと相まって、 ドイ
ツ人の中には、 ドイツがイスラム教徒の移民 ・ 難民によるテロの標的となり得るという恐怖感が
広がった ［→トルコ参照］。
（３） 避難民を標的にした襲撃事件が多発
1 月 10 日にはケルン駅近くでパキスタン人 6 人が暴徒 20 人に暴行され、 2 人が負傷した
ほか、 シリア人 1 人が 5 人組の男に囲まれて軽傷を負う事件がおきた （読売 1/12）。 1 月
4 日にはヘッセンで難民収容施設が窓から銃撃を受け （東京 1/5）、 13 日には検察当局が、
難民申請者の収容施設への爆破を企てたとして 23 ～ 57 歳から成る 4 人の 「極右テロ集団」
を訴追したと発表した （赤旗 1/15）。
2015 年だけでも難民申請者が居住する住宅や施設への放火事件が 82 件におよび、 投石
などによる嫌がらせは 900 件に達している。 その背景には、 手厚い難民政策への貧困層の
不満が指摘されており、 失業中の女性が、 「難民は住宅や電化製品などをすべてタダでもら
える」 と嫉妬に似た感情を抱いている事例が紹介された。 また、 東欧諸国が難民の受け入
れに不熱心であることも同様の感情があるのではないかとの推論も掲載された （AERA1/18）。
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３． 反イスラム団体、 極右政党の復活
このような状況を受けて、ケルンでは 1 月 9 日、反イスラム団体「ペギーダ」の支持者約 1,700
人が集まり、 避難民の排斥を訴えるデモを行った。 同団体は、 2015 年 1 月に、 当時の代表
者がヒトラーの扮装をしたり、 難民を侮辱する発言をしたりしたことから支持者が激減。 組織も
分裂に追い込まれていた ［→ 『ラーク便り』 66 号 54 頁参照］。 全盛期の 10 分の 1 の参加者に
留まったとはいえ、 ここにきて再び息を吹き返したことになる。 同日、 反ペギーダを訴えるデ
モも行われ、約 1 千人が 「ナチスは出て行け」 などの声を挙げた （朝日 1/11 ほか）。 ペギー
ダは、昨今は海外の反イスラム団体との連携を強める方向で動いており、2 月 6 日には、バー
ミンガム、 アムステルダム、 ワルシャワ、 プラハなど 10 ヶ国の都市で同時デモが行われた ［→
イギリス参照］。 この日の参加人数はドレスデンだけで約 8 千人と伝えられ、 欧州で最大の規
模であった （東京 2/7 ほか）。
また、 2013 年に発足した極右政党 「ドイツのための選択肢 （AfD）」 は、 1 月にペトリ党首
が避難民の入国を 「銃を使ってでも阻止すべき」 と述べるなど、過激さの度合いを増している。
この発言についてはメディア等で厳しい批判を浴び、 同党首は釈明に追われたが、 発言直
後の世論調査では 29％が避難民入国阻止のための銃の使用を 「正当である」 と回答したと
される （毎日 2/23）。 ペトリ党首は、 地方選挙の公約の中に 「ドイツ人とは何か。 その答え
を導き出さないといけない」 とする文言を織り込み、 キリスト教徒と白人を優先する意識を打
ち出しているが （日経 ・ 夕 3/14）、 小柄で笑顔を絶やさない 「4 児の母」 である女性党首
のイメージが、 従来 「こわもて」 だった極右政党のイメージを大きく改善したと言われる （読
売 3/12）。 3 月 13 日に行われた地方選挙では、 排外的な傾向が強い東部のザクセン ・ ア
ンハルト州で第 2 党となる 24％の票を得たほか、 2 つの州で第 3 党となる票を得た。 同党は
これら 3 州で初めての議席を獲得した （東京 ・ 夕 3/14）。
４． 現場の混乱、 文化摩擦も
（１） ドイツ語教師が不足、 解決に乗り出す企業
避難民の急増により、 ドイツ語教師の不足が指摘されている。 難民認定を受けた場合、
600 時間の語学学習と、 生活に必要な知識やドイツの文化 ・ 歴史を学ぶ 60 時間のオリエン
テーション受講が義務付けられているが、 教師が確保できず教室運営が困難になる語学学
校が急増している。 ドイツ国内で職を得るためには、 基礎的なドイツ語の試験に合格する必
要があるため、 難民の早期就労の妨げになるとの懸念もある。 また、 2015 年だけで 1 万人
のアラビア語などを母語とする児童が新たに流入した公立学校でも、 ドイツ語教師の人材確
保が困難だという （毎日 2/18）。
他方、 過疎化の進む地方都市や、 電気工 ・ パン職人など、 賃金が一般事務職を下回る
ため人材が不足している分野の業界団体では、 難民の人材確保を当て込んだ支援の熱が高
まっている。 語学の授業を終えた後、 企業で実習を受けるプログラムを新たに作成し、 1 人
当たり 5 千ユーロ （約 63 万円） が必要とされる人材育成費用も 「未来への投資」 として厭
わない。 自動車大手のダイムラーや電機大手のシーメンスなども、 語学研修と職業訓練を兼
ねたインターンシップを開始しており、 政府系シンクタンクは、 2020 年までに難民 50 万人が
ドイツ国内で職を得る可能性を示唆している （朝日 2/21 ほか）。
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（２） 差別か配慮か
1 月 14 日、 西部ボルンハイムの市当局は、 難民申請者の男性が公営プールに入場するこ
とを 6 日間禁じる措置を取ると発表した。 市は当初、 レクリエーション活動の一環として、 難
民申請者にプールの割引券を配布していたが、 プールで収容者が女性を口説いたとの苦情
が複数寄せられたため、 措置に踏み切った （読売 1/20 ほか）。 市当局は、 「ドイツで水着
姿の男女が楽しそうに遊ぶ様子を見て、 楽しさの中にあるルールが分からない人もいる」 と
説明し、 男女平等の考えや女性が社会で果たす役割について難民申請者に講話を行ったと
する。 講話を聞いた申請者たちに東京新聞記者がインタビューしたところ、 「政治的な話はし
たくない」 と回答を拒絶したり、 差別であるとして憤る声が聞かれたりしたと報じられた （東京
2/10）。
また、 2 月に予定されていた西部ラインベルクのカーニバルは、 仮装パレードのコース近く
に難民申請者の収容施設があることから、「パレードについて知識のない難民申請者が、誤っ
た振る舞いをする可能性がある」 としてこれを中止し、 代わりに 「難民も参加できるイベント」
を開くと発表された （読売 1/20）。 行政のこれらの取り組みは、 配慮なのだろうか、 差別な
のだろうか。
英国のシンクタンク 「クィリアム財団」 で働くイスラム教専門家ファハナ ・ メイヤー上級研究
員は、 イスラム教特有のものではないとしながらも、 中東にも男性上位の考え方は確かにある
とし、 一例として、 エジプトなどで、 ヒジャブなどを被らない 「だらしのない」 格好をした女性を、
原理主義的なイスラム観を持つ男性が取り囲み、「懲らしめ」 のために性的嫌がらせを行う 「タ
ハラシュ」 という行為を挙げた。 もちろん、 これは過激な思想で一般的ではなく、 近年イスラ
ム社会の内部からもそのような嫌がらせを許容しない動きが広がっているという。 メイヤー研究
員は、 ヒジャブを抑圧的と考えたり、 ミニスカートをみっともないと考えたりする文化 ・ 宗教的
差異があったとしても、 いずれも言葉や暴力で女性を傷つける権利はない点を強調すべきと
主張する。 そして、 このような文化 ・ 宗教上の摩擦の解決方法として、 「難民らに対し、 言
語とともに人権の尊重について教育をし、 同時に、 受け入れる側の欧州市民にも難民らの文
化や規範を教える必要がある」 と述べた （東京 2/10）。
（３） 受洗者急増のキリスト教会も
難民認定の厳格化が見込まれる中、 キリスト教に改宗する難民申請者が続出しているプロ
テスタント教会 （独立系） がある。 動機について、 大多数は厳格なイスラムの戒律から解放
されたいと答えているとされ、 「キリスト教は愛の宗教。 厳罰で脅すイスラムにはうんざりだ」 と
話すイラン出身者の声が紹介されているが、 一部には、 改宗によって滞在資格が容易に得
られることを期待する声も聞かれる。 改宗者の 8 割がイラン人、 2 割がアフガン人だというが、
両国とも、 改宗は死刑が適用される重罪であるため、 強制送還を避けられる可能性が高まる
（毎日 ・ 夕 3/4）。
異なる文化や宗教を持つ難民申請者同士がトラブルをおこし、 頻繁に警察が出動している
収容所もある中 （朝日 1/11）、 ベルリンでは、 2 月中旬に施設内で改宗者が 「裏切り者」 と
して十字架のネックレスを引きちぎられるトラブルもおきている。 また、 教会の内部でも、 改宗
に熱心な牧師に対して、 難民を宣教の手段に利用してはならないとの批判があがっていると
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いう。 牧師の側では、 難民認定された後も 9 割が教会に通い続けているとして、 これに反論し
ている （毎日 ・ 夕 3/4）。

５． おわりに
ドイツでは、 シリア難民のフォトビデオジャーナリストのフィラス ・ アルシャテルさん （25） が
1 月 28 日に投稿した 3 分の動画が話題を呼んでいる。 目隠しをしたフィラスさんが、 「私はシ
リア人難民です。 あなたを信用します。 あなたは私を信用しますか？ハグしてください」 と書
いたボードを置いて、 両手を広げて道に立つ。 遠巻きに眺める通行人。 しかし、 1 時間半後、
旅行者と思しき男性が近寄り、 フィラスさんと肩を組むと、 老若男女が次々と近寄ってハグし始
めた。 この動画のタイトルは、 「ドイツ人っていったい何だ？」 （東京 ・ 夕 3/28）。 極右政党
AfD が白人でキリスト教徒であることを示唆した選挙公約の文言 「ドイツ人とは何か」 （日経 ・
夕 3/14） と同じ問いだが、 フィラスさんは動画の中で 「最初は時間がかかるかもしれない。 で
も、 ドイツ人は一度始めたことを、 決してやめない」 という答えを出している （東京 ・ 夕 3/28）。
［文責 ： 加藤久子］
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