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はじめに 

現在、世界には約 1,950万人の難民がいる。これは第二次世界大戦以来最大の規模である。

さらに、ISが台頭して、国内での紛争が今も続くシリアでは国内避難民を含め多数のシリ

ア難民が発生している。そして、欧州や周辺諸国、さらにその他の先進国が難民を自国へ

受け入れる中、日本政府は難民受け入れには消極的な姿勢である。安倍首相も日本に難民

を受け入れるのではなく、日本国内の女性や高齢者の活用を促進させるという判断を下し

ている。ジャパンバッシングという言葉を知っているだろうか？この言葉はもともと、１

９８０年代の日米で貿易摩擦が起きていたときに、日本に向けられた言葉である。しかし、

現在この言葉は日本の難民に対する姿勢を欧米が批判するときに使われている。日本は移

民を受け入れてないこと、そして難民に対する対応が金銭的支援のみであることに対して

欧米から非難を受けている。日本はジャパンバッシングを受けることで、政治的に非難さ

れている。そのため、ジャパンバッシングは日本の政治に影響を与えていると言える。そ

して、そこで我々が考えるのは、日本の難民に対する対応はこのままでよいのか、という

ことである。この論文の問題意識は、ジャパンバッシングを受ける日本の難民政策を考え

ることである。この論文では難民は保護される存在であると考え、その根拠を人権と人間

の安全保障の面から論じていく。そして、現在多くのシリア難民が流入する欧州とシリア

周辺諸国の受け入れの現状況を考察することで、日本国内への難民受け入れの可能性の考

察へと続ける。そして、政策提言では欧州とシリア周辺諸国、そして日本国内への難民受

け入れの可能性の考察を通じて現状では日本国内に難民を受け入れるのは難しいとし、企

業が既に難民を多数受け入れている欧州やシリア周辺国で難民を現地で雇用する、という

ことが日本の世界の難民政策に対する貢献になり、企業の CSRや CSVの促進にも繋がるた

め、日本の難民政策として有効だということを述べる。 

 

 

軸となる考え方・この論文の観点 

この論文では、「難民は受け入れられる・保護されるべきだ」という考えを前提に議論

を進めていく。そのため、この節では、この論文の主旨である「難民を受け入れる・保

護するべきである」という主張の正当性を、人権（世界人権宣言・国際人権規約）、人

間の安全保障の２つの考えから見ていく。 
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1.1 人権 

 現在、「人権」という概念に基づく社会の枠組みの中で世界は機能している。すべての

人間は権利、人権を持っており、それを侵害されてはならない。国連は「世界人権宣言」、

及びそれに基づく「国際人権規約」を採択しており、したがって加盟国はこれらが規定す

る人権を尊重しながら各国の運営を行うことが期待されている。例えば、日本国憲法・合

衆国憲法・ドイツ憲法・フランス憲法・イギリス憲法においても、これらは自国民は人権

によって保護されることを明記している。ここでは、世界的な人権に対する具体的な姿勢

を世界人権宣言、国際人権規約に見ていく。 

 

1.2 国連設立の経緯とその役割 

 国連総会において宣言・採択された世界人権宣言、国際人権規約を見ていく前に、国連

について少し見ていく。 

 国際連合は、「われらの一生のうちに２度まで言語に絶する悲哀を人類に与え多戦争の

惨害から将来世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権と

に関する信念」（国際連合憲章前文）に基づいて１９４５年に設立された。 

 国際連合の基本法ともいうべき国際連合憲章は、第 1条３で、「人権及び基本的自由を

尊重するよう助長推奨することについて、国際協力を達成すること」を目的のひとつとし

て掲げるとともに、第五十五条及び第五十六条で「人権及び日本的自由の普遍的な尊重及

び尊守」のためにすべての加盟国が「共同及び個別の行動をとることを誓約する」旨規定

している。 

 

1.3 世界人権宣言 

「世界人権宣言」は、人権尊重における「すべての人民とすべての国とが達成すべき基準

として」、１９４８年１２月１０日、第３回国連総会の決議として宣言された。それは、

法的拘束力はないが、すべての国の人々がもっている市民的、政治的、経済的、社会的、

文化的分野にわたる権利を内容としており、各国政府が達成すべき共通の基準と考えられ

ている。 

 「世界人権宣言」は前文及び本文三十条で構成されている。「世界人権宣言」では具体

的に何がどのように規定されているのだろうか？ 
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1. 前文 

前文では、世界人権宣言の趣旨、背景、目的などを述べている。 

まず、世界人権宣言の趣旨として、第一に、「人類社会すべての構成員の固有の尊厳と

平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の

基礎」1であり、第二に、「人類の無視及び軽蔑が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をも

たらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々

の最高の願望として宣言され」1、第三に、「人間が専制と圧迫とに対する最後の手段とし

て反逆に訴えることがないようにするためには方の支配によって人権を保護することが肝

要である」1と述べている。 

つづいて、この宣言の背景及び目的は第一に、「国際連合の諸国民は、国際連合憲章に

おいて、基本的人権、人間の尊厳及び価値ならびに男女の同権についての信念を再確認し、

かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意」1し、

第二に、「加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

の促進を達成することを誓約」1し、第三に、「これらの権利及び自由に対する共通の理解

は、この誓約を完全にするために最も重要であるので社会の各個人及び各機関が「これら

の権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進することならびにそれらの普遍的かつ

効果的な承認と遵守とを国内的および国際的な斬進的措置によって確保することに努力す

るように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」1となることであると述

べている。 

 

2. 本文 

本文は基本原則（第一条、第二条）、市民的・政治的権利に関する権利（第三条から第

二十一条）、経済的・社会的及び文化的権利に関する権利（第二十二条から第二十七条）、

人権保障一般に関するもの（第二十八条から第三十条）に分けることができる。その中で

この論文において重要な宣言を見ていく。 

 

 

(1) 基本原則 

基本原則では「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と

について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもっ

                                                 
1
 国際連合広報センター 世界人権宣言テキスト 

http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/ 

http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/
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て行動しなければならない」（第一条）1とし、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、

宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこ

れに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利

と自由とを享有することができる。さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、

信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあると

を問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もし

てはならない」（第二条１、２）1として、人間の平等かつ無差別の基本原則を述べている。 

 

(2) 市民的及び政治的権利に関するもの 

第三条から第二十一条にわたる各宣言はすべての人間が自然に与えられる市民的及び

政治的権利について述べている。 

① 生命、身体及び司法手続きに関する保障 

まず一般的な宣言として「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有

する」（第三条）1と述べている。そしてさらに具体的に「何人も、奴隷にされ、または苦

役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する」(第四

条) 1、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受け

ることはない」（第五条）1、「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかな

る差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反す

るいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、

平等な保護を受ける権利を有する」（第七条）1、「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又

は追放されることはない」（第九条）1と述べている。 

② 自由権的権利に関するもの 

第十三条１で「すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有

する」1と、２で「すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利

を有する」1と述べている。 

③ 他国へ避難する権利及び国政を持つ権利に関するもの 

「すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利

を有」し、「この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為

を原因とする訴追の場合には、援用することはできない」（第十四条１、２）1と述べ、「す

べて人は、国籍をもつ権利を有」し、「何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はそ

の国籍を変更する権利を否認されることはない」（第十五条）1と述べている。 

 

(3) 社会的・経済的及び文化的権利に関するもの 
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第二十二条から第二十七条にわたる各宣言は、社会的・経済的及び文化的権利に関す

るものである。まず第二十二条において「すべて人は、社会の一員として、社会保障を受

ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に

応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及

び文化的権利を実現する権利を有する」1と一般的な宣言を述べている。 

① 社会保障に関するもの 

社会保障に関して「すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己

及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、

配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する」

（第二十五条１）1と述べている。 

② 教育及び文化に関するもの 

教育に関して「すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の

及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければ

ならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高

等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない」とし、「教

育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければなら

ない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好

関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければなら

ない」（第二十六条１、２）1と述べている。 

 

(4) その他 

第二十八条は、すべての人がこの宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会

的及び国際的秩序に対する権利を有するとしている。第二十九条は、すべて人は、その人

格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負うとし、

さらに、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認

及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当

な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみに服し、こ

れらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使しては

ならないる。最後に、第三十条は、この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は

個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事する権利を

認めるものと解釈してはならないと述べている。 
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1.3 国際人権規約 

 国際人権規約は１９６６年１２月１６日、第２１回国連総会において採択された「経済

的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」（以下、「社会権規約」と略称）、「市民

的及び政治的権利に関する国際規約」（以下、「自由権規約」と略称）、「市民的及び政

治的権利に関する国際規約の選択議定書」及び１９８９年１２月１５日、第４４回国連総

会において採択された「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書」の４

つから成り立っている。 

 国際人権規約は、世界人権宣言に示された諸権利の大半を承認し、それらをより詳細に

規定しており、また、この宣言にない若干の権利も規定している。国際人権は条約であり、

締結国は規約に規定している権利を尊重し、確保しあるいはその完全な実施のための措置

を取ることを約束しており、この点、法的拘束力を持たない世界人権宣言とは相違してい

る。世界人権宣言と同じように、この論文で重要になる国際人権規約の規定を見ていく。 

 

社会権規約 

先にも述べたように、国際人権規約は世界人権宣言に示された諸権利の大半を承認し規定

している。例えば社会保障（第９条）、教育（第１３条）、科学及びに文化（第１５条）

といったものに対する権利は社会権規約でも規定されている。従って、社会権規約では世

界人権宣言でうたわれなかったこと、うたわれていたが先の世界人権宣言で言及しなかっ

たことを見ていく。 

 

前文 

前文では国連憲章と世界人権宣言における「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び

平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、 正義及び平和の基礎をなす」

2、「自由な人間は恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想」２といった考え

方を踏襲した上で、「この規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する

責任」２があるとされている。 

 

第１部 人民の自決の権利  

                                                 
2
 神戸大学 国際人権規約【社会権規約】(抄)  

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-A.html 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-A.html
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第１条で、「すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、 

その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求」

（第１条 １）２し、「この規約の締約国 (非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有

する国を含む。) は、 国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し

及び自決の権利を尊重する」（第１条 ３）２と規定されている。 

第２部 実施国の義務 

第２条で、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権

利の完全な実現を漸進的に達成するため、 自国における利用可能な手段を最大限に用いる

ことにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、 経済上及び技術上の援助及び協力

を通じて、行動をとること」（第２条 １）２、「この規約に規定する権利が人種、皮膚の

色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、 国民的若しくは社会的出身、財産、出生

又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障すること」（第２条 ２）

２を約束することが述べられている。 

 

第３部 労働の権利 

第６条で、「この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するた

め適当な措置を」（第６条 １）２とり、「この権利には、 すべての者が自由に選択し又

は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含」（第６条 １）２み、「この規

約の締約国が 1 の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、 個人に対して基本的

な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、 社会的及び文化的発展を実

現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する

計画、 政策及び方法を含む」（第６条 ２）２ことが規定されている。 

 

自由権規約 

自由権規約も先の社会権規約と同じように、生命に対する権利（第６条）、奴隷及び強制

労働の禁止（第８条）、身体の自由（第９条）、移動、居住及び出国の自由（第１２条）

といった世界人権宣言でもうたわれていることが規定されている。そして、自由権規約も

世界人権宣言でうたわれなかったことをみていく。 

第３部  

戦争宣伝及び増悪唱道の禁止 
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第２０条において、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の

唱道は、法律で禁止する」（第２０条 ２）3と規定されている。 

 

少数民族の保護 

第２７条において、「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、 当該少

数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、 自己の宗教を

信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」（第２７条）３ことが規

定されている。 

 

1.4 人間の安全保障 

 次にこの論文で使うもうひとつの考えである「人間の安全保障」について見ていく。 

 「人間の安全保障」という概念は、１９４４年以前にも様々な機会で主張いたとされる

が、冷戦が終焉して従来の国際関係の枠組みが大きく見直されていく過程において、「安

全保障」という概念が広く注目を浴びるようになり、議論の対象になった。そして、１９

９４年の国連開発計画（UNDP）による『人間開発報告書』によって提唱され広く知られる

概念となった。 

 冷戦時代、またはそれ以前の国際社会においては、国家間の対立や紛争という外からの

軍事的脅威に対して国家・領土を守る、という「国家の安全保障」が中心であった。そこ

には「国家を守ることで、国民が守られる」という暗黙の前提が存在した。しかし、冷戦

が終焉してからは、国家間の対立ではなく、宗教や民族に端を発する対立や紛争が勃発し

たり、テロなどの複数国にまたがった事件などが多発したりしていることから、そういっ

たポスト冷戦時代において「安全保障」の概念の限界が露呈され、「安全保障」の概念の

変質が迫られた。 

 では、「安全保障」の概念はどう見直されたれたのだろうか？結論から言えば、「国家

の安全保障」から「人間の安全保障」と見直された。従来の安全保障とは国家を中心とし

た安全保障であったが、「人間の安全保障」では人々人と一人、人間個人を重視し焦点を

当て、一人一人の人間を尊重し、その安全を最優先するとともに、人々と自らが安全と発

展の主体となる保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考えへ

                                                 
3
 神戸大学 国際人権規約【自由権規約】(抄)  

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html
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となった。つまり「人間の安全保障」とは、個人に焦点を当てて、人一人一人を尊重し、

その安全を優先するだけでなく、人々の持続的な人間開発も行なっていく、という考え方

である。「人間を守り、人間を強くし、その人間の力が、より安全な世界を創る」という

発想4である。（国家の安全保障と人間の安全保障の詳しい比較は表１を参照） 

 

表１ 国家の安全保障と人間の安全保障 

 

出典：石井 秀明 教授 平和問題研究所 『「人間の安全保障」の今日的意義ー軍縮・

開発・平和を中心としてー』pg 16 

 

                                                 
4
 石井 秀明 教授 平和問題研究所 『「人間の安全保障」の今日的意義ー軍縮・開発・

平和を中心としてー』 pg 12  
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1.5 なぜ「人権」と「人間の安全保障」なのか 

 この論文で用いる「人権」と「人間の安全保障」という概念は、はどちらも個人に焦点

を当てているという点で類似が見られる。さらに、これら二つの概念の根底には「人間の

尊厳」がある。「人間の尊厳」という概念は先に見た世界人権宣言や国際人権規約でも繰

り返し用いられていた概念である。「人間の尊厳」という概念は、「人間に内在する価値」

5ということができる。このように「人権」と「人間の安全保障」は共通の淵源を持った概

念なのである。 

 そして、この論文においてこの二つの概念を用いるのは、これらには相互補完性がある

からである。もちろんどちらの概念も今日の世界においてとても重要であるが、どちらか

一つでは不十分なのである。そして、アマルティア・センは「人間の安全保障」を人権の

観点からとらえることの利点として、権利は義務と対応しているという点が指摘している。

つまり、「人間の安全保障」に対する義務は、人権を持つ人々の権利と対応するのである。

そして、ラムチャランは、「安全保障」を「安全な状態、安全な感覚」であり、人権条約

等はすべての人間が自由と尊厳において安全であることを目的として、人権の遵守こそが

個人、国家、国際レベルでの安全保障の実現につながるという論理展開を行った6。つまり、

人権の遵守がなければ人間の安全保障は達成できないし、またその逆も然りである。この

二つの概念はお互いに互いを補完し、その重要性を増す働きをするのである。 

 

難民事例 

2.1 インドシナ難民 

1975年、ベトナム、ラオス、カンボジアの三国が社会主義体制に移行したことにより、新

しい体制からの迫害を恐れる人々や体制に不満を持つ人々が国外へ逃れ難民化。 

日本は当初一時的な滞在のみを許可していたが、定住を求める内外の意見により 1978年の

閣議了解により定住を認め、1980年、家族再会を目的とする定住受入れを認めた。 

 

                                                 
5
 松隈 潤 国際法と「人間の安全保障」 国際関係論叢第 1 巻 第 1 号(2012) pg 25 

6
 松隈 潤 国際法と「人間の安全保障」 国際関係論叢第 1 巻 第 1 号(2012) pg 24  
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2.2 パレスチナ難民 

1948年のイスラエル建国、第 1次中東戦争により 70万以上のパレスチナ人が難民化し、現

在では避難先で三世代、四世代目となり 500万人に達する世界最大の難民グループとなっ

ている。現在でもパレスチナはイスラエルからの空爆やミサイル攻撃などの脅威にさらさ

れている。 

また、シリアへ逃れていたパレスチナ難民がシリアの内戦でさらに難民化する二重難民問

題もある。パレスチナ人は UNHCRではなく国連パレスチナ難民救済事業機関の管轄となる

ため、滞在許可が取れない、緊急支援が少ないなどの苦境に立たされている。 

 

2.3 ダルフール難民 

スーダン政府軍と政府に支援されたアラブ人系民兵組織ジャンジャウィードによる非アラ

ブ系住民への虐殺、破壊活動による難民。30万人以上の民間人が虐殺されたとされている。 

現在でもアラブ系住民と非アラブ系住民との間の衝突は続いており、村落への襲撃が行わ

れいる。 

ダルフール地方はスーダン西部であるが旧スーダン南部である南スーダン共和国でも大統

領派と反政府派との間での武力衝突が起き、多くの市民が犠牲になっている。また、南ス

ーダンでの国連平和維持活動には日本の自衛隊も参加している。 

 

2.4 シリア難民 

2011年に始まったシリア紛争が原因。人口 2200万人のうち 400 万人以上が国外へ避難し、

760万人が国内避難民として避難生活を送っている。トルコ、レバノン、ヨルダンなどの周

辺国へ避難する人々が多かったが、爆発的な難民数の増加により、周辺国の難民キャンプ

に入るのは難しく、生活環境も悪化しているため、欧州を目指す難民も増加した。 

しかし難民排斥デモや受け入れ施設への襲撃、国境をフェンスで封鎖する等、避難先でも

様々な問題が発生している。 

 

2.5 難民条約 

「難民の地位に関する条約」(1951)、「難民の地位に関する議定書」（1967）の 2つを指

して一般に難民条約という。後者は前者の地理的、時間的制約を除いたもの。 
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・背景 

第二次世界大戦前にも難民を保護するための条約や施策は存在したが、対象が限定的であ

り第二次世界大戦の大量の難民を保護するには不十分であった。そのため、より広範な国

際協力によって難民問題を解決すべきであるという機運が国際社会で高まった。 

本条約は難民の地位の問題を解決するために定められた条約である。 

 

・難民の定義 

1951年難民条約の第１条で、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構

成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由の

ある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられな

い者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」

と定義されている。そのため、戦闘に巻き込まれる危険があるというような、迫害ではな

いが十分に理由のある恐怖がある場合や、迫害主体が本国政府ではなく特定の市民団体や

宗教組織、階級であり、本国政府が違法な行為を助長、黙認していると認められない場合

はこの定義にそぐわない。つまり、内戦やテロ、差別の範疇にある人権侵害行為では難民

条約上は難民としては定義されていない。 

・内容 

具体的な保障内容については後で述べられているため、ここでは最も重要な保障について

記述する。 

 

1. 難民を彼らの生命や自由が脅威にさらされるおそれのある国へ強制的に追放したり、

帰還させてはいけない(難民条約第 33条、｢ノン・ルフルマンの原則｣)  

2. 庇護申請国へ不法入国しまた不法にいることを理由として、難民を罰してはいけな

い(難民条約第 31条)  

上記二つの規定は特に保障されるものであるとされている。 

 

難民問題とは- 具体的な問題 

 前節では、どのような難民がいるか、難民の種類について見てきた。同じ難民であって

もそれぞれ異なった背景をもった難民が存在する。そして難民の人数はシリアでの内戦の

影響から近年増加傾向に有る。そんな難民について、この節ではその難民がなぜ国際的な

問題なのかについて考えていく。 
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 具体的に難民の問題について考えるとき２通りの考え方が考えられる。一つは根本的な

問題、つまり難民をなくすために難民発生の原因について考えるもの。そしてもう一つは

発生してしまった難民をどう保護・受け入れることができるのか、ということについて考

えるものである。この論文では後者について考えていく。難民の発生原因を考え、それに

対して対策を講じるということは大切であると考える。しかし、これはさまざまな国家、

民族、宗教の衝突や主張が複雑に絡まった問題であり、一国または一つの主体ではなく複

数の主体で国際的に時間をかけて解決される・しなくてはいけない問題であるためこの論

文で論じるには壮大すぎるテーマであると考える。しかし、発生してしまった難民をどう

保護することができるか、ということは早急な対処が要されるものであり、もちろん国家

間の連携も必要だが、前者に比べ一主体（国家、企業）の取り組みが問題解決に大いに貢

献できる。そのため、この論文では後者について考える。その中でも現在、世界では約 1,950

万人の難民7がいるが、その多くを占めるのがシリア出身の難民である8ため、早急な対策が

必要なシリア難民の保護・受け入れついてこの論文では考えていく。そして、のちに日本

のシリア難民の受け入れに関する政策提言を行っていくそのため、主体は日本であるが、

シリア難民・移民をすでに多数受け入れている欧州、さらにはシリアの周辺国での実情も

日本の政策提言を考える上でとても重要であると考えるため、この節では日本を中心とす

るが欧州やシリア周辺国におけるシリア難民の受け入れに関する現状問題について考えて

いく。 

 

                                                 
7
 この難民の数字は、UNHCR の定義する「難民」によるものだけである。庇護申請者と国

内避難民を合わせると世界に約 5,950万人そういう状況にいる人がいる。 
8
 図１ １２ページ 
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出典：外務省 人道支援  

 

3.1 難民が受け入れられていない問題- 日本の難民認定率の低さ 

 この論文では、シリア難民の保護・受け入れについて、現在問題となっていることを二

つに分けて考えた。一つがそもそも保護・受け入れられてない、つまり難民申請した国で

難民として保護されていないという問題である。日本は内外から難民受け入れ数が少ない

と批判を受けており、難民受け入れに消極と見なされ「難民鎖国」と呼ばれてきた。実際

に２０１５年３月１４日のThe Economistには『No entry As the world’s refugee problems grows, 

Japan pulls up the drawbridge』9（『立ち入り禁止  世界の難民問題が拡大する中、日本は

門戸を閉じる』10）、２０１６年２月１２日の The Washington Post には『Japan took in just 27 

refugees last year. Yes, for the entire year』11（『日本、たった２７人の難民の受け入れ。そう、

一年である』12）といった記事が出ている。法務省によると日本は２０１５年、７５８６人

の難民認定申請者のうち、２７人を難民として認定したとする。そして、前年と比べ難民

申請者数は２５８６人、難民認定者数も１６人増加したとしている。（図２） 

                                                 
9
 The economist『No entry  As the world’s refugee problems grows, Japan pulls up the drawbridge』 

http://www.economist.com/news/asia/21646255-worlds-refugee-problem-grows-japan-pulls-up-dra

wbridge-no-entry 
10

 邦題は筆者訳 
11

 The Washington Post 『Japan took in just 27 refugees last year. Yes, for the entire year』
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/12/japan-took-in-just-27-refugees-l

ast-year-yes-for-the-entire-year/ 
12

 邦題は筆者訳 
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http://www.economist.com/news/asia/21646255-worlds-refugee-problem-grows-japan-pulls-up-drawbridge-no-entry
http://www.economist.com/news/asia/21646255-worlds-refugee-problem-grows-japan-pulls-up-drawbridge-no-entry
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/12/japan-took-in-just-27-refugees-last-year-yes-for-the-entire-year/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/12/japan-took-in-just-27-refugees-last-year-yes-for-the-entire-year/
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出典：法務省 平成２７年における難民認定者数等について 

 

しかし、この日本の数字は他国、特に欧州と比べてどれくらい難民を受け入れているのだ

ろうか。図３は２０１５年の欧州各国と日本の難民認定率を比べたものである。グラフを

見てみると、日本の難民認定率がどれほど低いかが一目瞭然である。欧州は２０１５年 EU

２８カ国で 1,321,600 人の難民申請があった。日本の 7,586人とは桁違いの人数である。

その中で欧州各国が人道的な立場から難民を受け入れる中、先進国であり、経済規模的に

欧州各国より大きい日本は 0.4%という低い認定率で推移し続けている。そんな日本の姿勢

が先の記事のように批判されており、ドイツメディア『ドイチェ・ヴェレ』も「人権より

も経済成長を優先してきた結果だ」13と日本を批判している。日本の難民認定率が、このよ

うに低い原因は後の章で見る。 

 

 

                                                 
13

 http://newsphere.jp/politics/20150313-1/ 
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出典：法務省 平成２７年における難民認定者数等について、BBC Migrant crisis: 

Migration to Europe explained in seven charts14,『難民問題』 墓田 桂著 pg 85 

 

3.2 難民受け入れ後の問題- 欧州とシリア周辺諸国での問題 

 確かに日本の難民認定率は明らかに欧州各国と比べて低い。では、日本はもっと難民を

自国に受け入れるべきなのであろうか。そして、国際連合難民高等弁務官フィリッポ・グ

ランディが提言するように、シリアをめぐる難民問題の対策として日本は「第三定住国」

を拡大していくべき15なのであろうか。シリア難民の保護・受け入れについてのもう一つの

問題である、難民受け入れ後の問題を、シリア移民・難民を長年に渡って受け入れている

欧州、そしてシリアの混乱以来シリア難民を大量に受け入れているシリア周辺諸国の現状

問題をみて考える。 

 

3.2.1 欧州 

 欧州とイスラムとの亀裂が深まるばかりである。「ホームグロウン テロ」という言葉

がある。それはそのままの意味で、国内で生まれ育った者が、国外の過激化組織の主張に

共鳴し、自国内で起こすテロ行為のことである。近年、欧州ではこの「ホームグロウン テ

                                                 
14

 http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 

 
15

 http://www.asahi.com/articles/ASJ2976RRJ29UHBI02N.html 

 

0.4 

29.6 

19.8 

35.2 

27.2 

36.6 35.8 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

日本 ドイツ スェーデン イタリア フランス オランダ イギリス 

難
民
認
定
率
（
％
）

 

図３ 欧州各国と日本の２０１５年の難民認定率 
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ロ」が多発している。２０１５年１月７日のシャルリー・エブドー襲撃事件の実行犯であ

るクアシ兄弟はフランス国籍のアルジェリア移民二世であった。そして、２０１５年１１

月１３日のパリ同時多発テロ事件では、事件の主犯格とされるアブデルアミド・アバウド

は、ベルギーとモロッコの二重国籍でモロッコの移民二世であった。さらに、欧州では IS

が台頭してから多くの若者がシリアへ外国人戦闘員として参加している。２０１５年１２

月９日の BBC 『Syria conflict: Number of foreign fighters 'doubled in 16 months'』

によると、欧州連盟（EU）加盟国出身の外国人戦闘員は約５０００人で、フランス出身が

約１８００人、英国とドイツがそれぞれ約７６０人、ベルギーが約４７０人になるという16。

この外国人戦闘員も多くの移民二世や三世によるものである。 

 なぜ欧州の移民二世や三世はイスラム過激派の主張に共鳴し、テロ行為をしたり、シリ

アの外国人戦闘員になったりしてしまうのだろうか。それは、彼らが欧州社会の中で疎外

感や閉塞感を覚えたからである。移民二世や三世は移民というレッテルを貼って生きるこ

とで、文化や宗教の違いから雇用差別、社会的な差別、そして貧困状態に置かれている。

フランスの公立学校ではイスラムのスカーフをすることが許されていない。そして、２０

１２年のベルギーのデータによると、ベルギーの完全失業率は 7.6%、そして、それが２５

歳以下の労働力では 19.8%にのぼった。さらにその中で移民とその二世世代では 29.3%と

27.9%とそれぞれ高くなっている17。つまり、移民や移民二世は失業率が高いのである。さ

らに、欧州はもともと移民を、低賃金労働をさせるために受け入れている側面があるため、

仕事につけても低収入のため貧困状態から抜け出せない。こういったことを受けて、移民

二世たちは疎外感や閉塞感を覚えていたため、イスラム過激派の主張に自分たちの居場所

をイスラムの世界に見出し、テロリストや外国人戦闘員になったのである。 

 この移民二世たちの行動が欧州の人々の移民・難民に対するさらなる不寛容を生んだ。

それは欧州の人々の排外主義的な行動である。欧州では以前から移民排泄を訴える政党が

あったが、その政党がテロなどの後に躍進したのである。特にフランスの極右政党の「国

民戦線」、そしてドイツの民族主義政党の「ドイツのための選択肢」が選挙で躍進した。

これらの政党の躍進は、その国の国民が現状の難民受け入れ政策に対する反発として受け

取られる。そして、先に挙げたテロ事件を含む欧州で起こった事件、例えば２０１６年の

大晦日にケルンで起きた難民による女性襲撃事件などでは、テロリストが難民申請をして

                                                 
16

 BBC 『Syria conflict: Number of foreign fighters 'doubled in 16 months'』
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35043939 

 
17

 IMPROVING THE LABOUR MARKET INTEGRATION OF IMMIGRANTS IN BELGIUM 

ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS No. 1195  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2015)13&doc

Language=En 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35043939
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2015)13&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2015)13&docLanguage=En
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欧州域内に入ってテロを起こしたため、欧州の人々にとって難民は受け入れる存在ではな

く、「脅威」、「害悪」となってしまった。このような出来事は移民にさらなる疎外感を

与えテロリスト予備軍を育成し、移民の社会統合を妨げるだけでなく、ハンガリーのよう

に難民の受け入れをも拒むようになってしまい、本来なら助けることができた難民も助け

られなくなってしまう。 

 以上のことから分かるのは、欧州の多文化主義の失敗である。難民を自国に受け入れる

ことは、人権を守り、人間の安全保障にも繋がることだが、難民を文化や宗教、言語など

を含めきちんと一個人として尊重し、社会に統合していく制度や環境がきちんと整ってい

る必要がある。そして、難民の受け入れが一定以上になると、社会や国家の多面的な安全

保障に悪影響を及ぼしかねない。難民個々人は無実であっても、社会として難民問題に対

応できない状態が生じてしまう。難民にとっても受け入れ国にとっても事態が悪化してし

まう。 

 

3.2.2 シリア周辺諸国 

 シリア情勢の悪化は、多くの難民を流出させる結果となり、トルコ（2,541,352人）、ヨ

ルダン（664,118人）、レバノン（1,070,854人）といった近隣諸国が難民受け入れを引き

受けることとなった。シリア難民に関しては、国連機関が中心となって「シリア周辺地域

における難民・回復計画（３RP）」を策定し、周辺諸国で支援を展開している。２０１６

年に必要とされる予算は５７億７９００万ドルだが、充足率は２０１６年５月時点で３

５％にとどまっている18。周辺諸国は欧州向かう以外の大多数のシリア難民にとって庇護を

求める国々で、周辺諸国は約３８０万人もの難民を受け入れてきている。ここではトルコ

とレバノンについて見ていく。 

 現在、トルコはシリア難民の最大の受け入れ国となっている。（2,541,352 人）流入した

難民の多くが差し迫った状況下にある。国内には整備された難民キャンプが２２ヶ所設置

されており、２２万人を超える難民を収容している。そこでは食料や医療など最低限必要

な物やサービスを受けることができる。しかし、難民キャンプの収容能力が限界であり、

わずかな人数の難民（１２％）19しかそういったところで生活できていない。それ以外の大

多数の難民はキャンプ、市中で生活している。多数の難民のトルコ市中の流入は、トルコ

の地元社会の負担を増している。具体的には労働市場での競合、家賃の上昇、行政サービ

スの逼迫である。そういった中で、流入した難民は困窮生活に置かれている。少数を除い

                                                 
18

 『難民問題』 墓田 桂著 pg70 
19
 『難民問題』 墓田 桂著 pg72 



 21 

て、難民には合法的な労働許可が与えられず、生きていくのに必要な公共サービスを公的

機関から受け入れることができない。そのため難民は不法に働かなければならず、雇用者

による搾取の対象となっている。そのため、トルコに流入した多くのシリア難民が住居や

教育、医療、仕事などの基本的な権利を受けられていないのである。 

 レバノンではシリア人の難民が、人口の４分 1に達した。レバノンは多額の政府債務残

高（対 GDP比）を抱え、世界でも上位に入る。世界銀行も、膨大な数のシリア難民の流入

で、貧困・失業は悪化すると予測している。シリアからの難民は、レバノンではさまざま

な不安定な法的地位におかれての生活を余儀なくされている。まず、法的地位がないと強

制送還される恐れがあり、生活に必要なサービスの利用などの公的支援も制約される。

UNHCR は２０１４年９月、シリア難民の３０％近くが有効な滞在所を所持してないと推定

した。レバノンでは、シリア難民は 1,700ヶ所以上の地域に分散されており、専用の難民

キャンプを設けていない。４０％以上のシリア難民は仮設住宅（車庫、仕事場、未完成の

家）や非公認の居留地などの生活には不向きな場所で暮らしていると UNHCR は２０１４

年７月に推定した。その他の難民は危険な場所や過密状態の集合住宅で暮らしている。教

育に関する調査でも、シリア難民の就学率は２０％と低い。就学を妨げているのは、飽和

状態の教育施設、通学費用の負担、貧困などとされている。さらに労働について２０１４

年４月、国際労働機構（ILO）は、シリア難民の約３分の 1が無職であり、職を得ても最低

賃金を約４０％下回る、と発表した。シリア難民がレバノン人よりも低賃金で長時間働く

場合には雇用される可能性があるため、レバノン人とシリア難民の労働市場で競合してい

る。そしてシリア難民は厳しい条件下での労働を余儀なくされ、多くのものが貧困に苦し

んでいる。また中には児童労働や児童婚といった人権に影響のある方法によって貧困に対

応している難民もいる。 

 周辺諸国でも、欧州のように難民は厳しい生活を余儀なくされている。しかし、欧州の

諸国と比べて経済的に小規模であるシリアの周辺諸国においてこの難民問題はより深刻で

ある。難民の人権や労働、教育における負担が大きく、ただでさえ国内経済基盤は脆弱で

ある中で大規模の流入により、国全体の経済状況に悪影響をあたえている。 

 

難民の受け入れの理想像 

世界人権宣言、国連人権規約及び国連難民条約が定める人権とはいかなるものであるのか。

第一節で触れたように世界人権宣言は「すべて人はいかなる差別をも受けない」という基

本原則、市民的・政治的な権利、経済・社会及び文化に関する権利、及び人権保証につい

て定められている。世界人権宣言によれば、すべて人はいかなる差別をも受けず、難民と
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して避難する権利及び国籍を変更する権利を持ち、社会保障・初等義務教育を受ける権利

を有する。 

 また国際人権規約及び難民条約が定めるところによれば、 

難民は避難する権利、 

宗教的自由権「締約国は、その領域内の難民に対し、宗教を実践する自由及び子の宗教的

教育についての自由に関し、自国民に与える待遇と少なくとも同等の好意的待遇を与える。

（第４条）」、 

国籍を変更する権利「締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り

容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びに

この手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。（第

３４条）」、 

社会保障を受ける権利「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、次の事項

に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。B，社会保障（業務災害、職業病、母

性、疾病、廃疾、老齢、死亡、失業、家族的責任その他国内法令により社会保障制度の対

象とされている給付事由に関する法規）。（第２４条）」、 

初等義務教育を受ける権利「締約国は、難民に対し、初等教育に関し、自国民に与える待

遇と同一の待遇を与える。（第２２条）」、 

同一の条件下では他の外国人よりも有利な条件で労働契約を結ぶことができる権利「締約

国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、賃金が支払われる職業に従事する権利

に関し、同一の事情のもとで外国の国民に与える待遇のうち最も有利な待遇を与える（第

１７条）」、 

居住地選択の自由権 

を有するとした上で、これらは他人の権利と公共の福祉とを害さない範囲で守られる。属

人法は住所を有する国の法とし住所を有しないケースは居住する国の法とし「難民につい

ては、その属人法は住所を有する国の法律とし、住所を有しないときは、居所を有する国

の法律とするものとする。(第１２条)」、国防、公共の秩序のためであれば追放可「1,締約

国は、国の安全または公の秩序を理由とする場合を除くほか、合法的にその領域内にいる

難民を追放してはならない。2,1 の規定による難民の追放は、法律の定める手続に従って行

われた決定によってのみ行う。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、

1 に規定する難民は、追放される理由がないことを明らかにする証拠の提出並びに権限のあ

る機関またはその機関が特に指名する者に対する不服の申立て及びこのための代理人の出

頭を認められる。第３２条」」。すなわち難民は避難国の国民と同等かつその国における

他の外国人に優越した権利を持つことができるということが規定されている。 
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政策提言 

5.1 日本の難民受け入れの問題点 

ここで現在日本において、難民に規定される人権を認めるためには数多くの政策が必要と

なることについて言及する。大きな問題の一つは難民認定に関わる法改正である。まず日

本が難民と認定する際の審査に３年と長い時間を要する。日本では他国と比べて国連難民

条約の難民定義を厳密に取り扱っており、迫害があった証拠などを日本語化した文章の提

出などを求めていることが主な理由とされている。これは日本への難民避難が出稼ぎ目的

であるものが多く、「偽装難民」が多く存在していることを受けた日本政府の対応である。

これについて定めているのが「出入国管理及び難民認定法」である。この法律では外国人

が日本に入国するさいの審査及び難民の認定にまつわる事柄が定められているのであるが、

難民の認定に関しては入国審査のような一定基準が明確ではない。例えば難民認定に際し

ては国連難民条約に準ずる旨の記述があるが、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理

由のあるという恐怖——『国連難民条約』」という記述は曖昧である。これは申請者一人ひ

とりに異なる迫害の理由があるために、一概には難民と認定することができず個々人それ

ぞれに異なる審査の対応を取らなければならないためであり、したがって曖昧な表現を取

らざるを得ず、そのため難民認定に時間がかかってしまっているのだ。これに対しドイツ

では、ユダヤ迫害の歴史を受けてドイツ連邦共和国基本法において「政治的に迫害される

ものは庇護権を有する」としており、難民認定は迅速に行われており、事実２０１５年に

は１００万人以上の難民を受け入れているしかし問題はこれだけではない。難民を受け入

れるだけでは難民に規定される人権を認めたということにはならないのだ。雇用・教育の

提供がなされればならない。日本では難民認定されると永住許可要件の一部緩和、難民旅

行証明書の発行、難民条約に定められる各種の権利が認められることとなっている。しか

し難民条約に定められる各種の権利を日本国が認めるためには、言語・文化の差異を埋め

るための支援が必要である。 

では、ここで先に行った欧州とシリア周辺諸国での考察を用いて、日本が日本国内に難民

を受け入れることの可能性を考えてみたい。シリア周辺諸国での考察では、大量の難民の

流入がその国の経済に悪影響を与えていることを述べた。その原因はシリア周辺諸国の経

済規模の小ささとそれからの難民と現地民との仕事の競合である。では日本はどうだろう

か？日本経済の GDP は世界第３であり大きく、人口が減少傾向にあるため仕事の競合とい
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うこともないだろう。つまり、日本は経済規模的な面から見れば難民の受け入れは可能で

ある、ということができるのではないだろうか。次に、欧州での考察について考えてみた

い。欧州での考察では、ある一定以上の難民が流入してしまうと社会や国家の多面的な安

全保障に悪影響を及ぼしかねない、というものであった。そして、難民を自国に受け入れ

ることは、人権を守り、人間の安全保障にも繋がることだが、難民を文化や宗教、言語な

どを含めきちんと一個人として尊重し、社会に統合していく制度や環境がきちんと整って

いる必要がある、という教訓を与える。日本はどうなのであろうか？まず、現在日本には

難民の権利を保障する公的制度はなく、認定 NPO 法人による支援に頼り切っているのが現

状である。さらに、日本で生活する上で習得が難しい日本語の習得や、彼らとはまったく

違った宗教観、倫理観、価値観の元での生活が余儀なくされる。しかし、これは簡単なこ

とではない。そして、日本人も多人種との共生について否定的なのではないだろうか。価

値観や倫理観などの対立は受け入れが少ない現在でも多く見られるのに人数を増やしたら

より対立が増え、日本人にとっても難民にとっても生活しにくくなってしまう。以上から

日本国内において難民を受け入れることは大規模な改革が必要であり、現状では困難であ

るといえる。 

 

5.2 企業の活動 

日本国内に難民を受け入れることは、文化的障壁を含めこれほどの障壁があるということ

がわかる。また現在日本では年間３０人を難民の受け入れ枠として設置し、基本的には日

本国内に受け入れず、他の受け入れ国の開発支援という形で資金援助を行っている。しか

しそうした資金が直接難民に投入されないという問題がある。そこで提言する政策は以下

の通りである。日本国内に受け入れないケースにおける企業による難民支援の補助である。

日本国内に難民を受け入れないケースにおける企業による難民支援の補助として具体的に

はユニクロの例があげられる。(株)ファーストリテイリングは２００６年から UNHCR と連

携し難民支援を行ってきており、これまでに世界３７カ国に１０００万店以上のリサイク

ル衣料を届けてきた。さらに２０１１年からはアジア企業として UNHCR とグローバルパ

ートナーシップを結び難民雇用を進めてきた。現在では国内外合わせ１００人の雇用を目

標としており、そうした雇用をすすめるためのインターンシップも実施している。 
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5.3 政策提言 

このように日本が国内に難民を受け入れることなく難民を支援することは、企業による難

民支援を補助し、難民に直接的に雇用や教育、食事や医療的支援の提供によって可能であ

ることがいえる。そこで改めて提言する政策は「一定条件下における企業の難民雇用にイ

ンセンティブを与える」というものである。より具体的にはすでに難民が大量に流入して

いる欧州やシリア周辺諸国において、日本の企業が流入した難民を雇用し、教育や食事、

住居、医療支援などを提供する、というものである。金銭的インセンティブの与え方につ

いてはいくつか考えられうる。例えば安倍首相は向こう 3 年間において 2800 億円を難民支

援に拠出するとしているが、この金額をそのままこの政策に使うのだとすれば、かなりの

数の人数に支援が直接行き渡ることになる。ここから賃金の全額保証ではなく民間との折

半にし、住居や教育を提供することも考えられうる。 

この政策では難民、日本、企業、難民を受け入れる国のすべてに利益が発生すると考えら

れる。まず難民は、従来の難民受け入れ環境に比べ、より整った環境で生活できるように

なるといえる。日本にとっては、難民に対する消極的な姿勢に対する国際的な批判を退け、

他国との関係がより良くなることが予想される。そして、先進各国が行っている難民政策

において日本も貢献できる。企業にとっては、海外進出、海外拠点の拡大の機会となり、

また、安価な労働力を得ることによって生産力の拡大も可能である。そして難民を受け入

れる国は日本からの投資を得ることができること、日本との関係が深くなること、また難

民によって国内消費が拡大し、国内景気の改善の可能性も見込める。そして何より、今日

投資家は企業を分析するとき、企業の ROE だけを見るのではなく、企業の CSR・CSV 活動

をも重視するようになってきている。そのため、難民の雇用は企業価値の増加をもたらす

という効果も生み出す。そのため、我々は日本企業がすでに難民が大量に流入している欧

州やシリア周辺諸国で難民を雇用することを、また政府がその支援をすることをこの論文

において政策として提言する。 
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