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現代アメリカにおける移民政策と排外主義

南　川　文　里
立命館大学国際関係学部教授

　本日の講演では、ドナルド・トランプ政権が誕生する前後の移民の問題に焦点を当てて、いま

アメリカで何が起きているのかを、「移民国家」あるいは「移民の国」としての思想と制度の視点

から、お話しをさせていただきます。移民国家としてのアメリカの在り方、そもそも移民国家と

はどういうものなのかということから、現在アメリカで顕著になっている、移民や外国人を排除

すべきであるという「排外主義」と呼ばれる考え方について考えたいと思います。排外主義は、

いまやアメリカだけでなく、ヨーロッパの難民問題や日本でのヘイトスピーチ問題など、世界的

な問題になっています。そのようななかで、移民によって成り立ってきた国であるアメリカにお

いて、移民に対して敵対的・差別的な言葉を繰り返していたドナルド・トランプという政治家が

大統領に当選したことが、何を意味しているのか、ということを考えたいと思います。

　移民をめぐる問題というのは、おそらくニュースなどで、トランプ氏がこんなことを言ってい

るらしいとか、こんな事件がアメリカで起きたとか、こんなデモが起きているとか、断片として

は、いろいろご覧になっていると思います。しかし、アメリカという国の成り立ちや、とくに最

近 50 年間の移民をめぐる大きな変化の中で、いま起きていることを考える機会というのは、新聞

やテレビニュースだけでは難しいのではないかと思います。きょうは、そうした長いスパンの中

で、今アメリカで起きていることを考えてみようということで、お話をさせていただこうと思い

ます。

1．トランプ現象と移民問題

　まず、お話ししたいのは、大統領候補としてのドナルド・トランプの登場です。テレビのリア

リティ・ショーでも有名だった実業家のドナルド・トランプは、2015 年 6 月 16 日に、メディア

を集め、2016 年大統領選挙に共和党候補として出馬することを表明しました。実はその出馬宣言

のなかでメディアに最も注目された一節が以下のものです。

アメリカは今や他の国の問題のごみ捨て場となっています。本当です。メキシコが移民を送

ってくるとき、最も優れた人たちを送ってくるわけではありません。彼らが送ってくるのは、

多くの問題を抱えた人たち、問題をアメリカに持ち込む人たちです。移民たちは麻薬を持ち
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込みます。彼らは犯罪を持ち込みます。彼らはレイプ犯です。もちろん良い人もいるとは思

いますが。

最後に少しだけフォローはしていますが、明らかにこの話のメインは、移民たちが、たくさんの

問題をアメリカに持ち込んでいるということです。

　この言葉が注目を集めた理由の一つは、メキシコからやってくる移民に対して差別的と言って

もいいような非常に偏った見方を、トランプが臆面もなく出馬宣言の中で述べたことでした。実

は、共和党の他の大統領候補たちは、当時、移民問題についてはトランプのように厳しいことを

言っていませんでした。なぜなら、前回の 2012 年大統領選挙で、共和党候補のミット・ロムニー

が、ヒスパニックや黒人などマイノリティから支持を集めたオバマに惨敗したからです。その後

の共和党では、マイノリティ票が選挙のゆくえを左右するという考えが共有されていました。そ

のため、2016 年大統領選挙の共和党の有力候補だったテッド・クルスやマルコ・ルビオはキュー

バ系の政治家でしたし、ジェブ・ブッシュ候補もフロリダ州知事としてヒスパニックに近い立場

で政治を行ってきた人物でした。移民の敵視はヒスパニック票を失うから避けるべきという認識

が党内に共有されていたはずだったのに、それに真っ向から逆らうような形で、トランプは突然

登場してきたわけです。

　トランプの登場によって、大統領選挙のムードが一気に変わってしまいました。先ほど挙げた

共和党の有力候補たちが残った場合、ヒラリー・クリントンとの選挙戦では移民問題は大きな争

点にならないと予想されていました。ところが、トランプが、移民を敵視する発言を繰り返すの

で、移民問題へのスタンスが選挙の争点になってしまいました。少なくとも、第二次世界大戦後

の大統領選挙で、移民問題がトップイシューになったことは一度もなかったと思います。移民問

題は争点になりにくいというか、アメリカは一応、「移民の国」として移民を受け入れるという物

語を持った国ですから、はっきりと移民を蔑視する発言を繰り返す政治家が本当に選挙で勝てる

のかという、そういう問題もありました。当然ながらトランプは、メディアからものすごく批判

されるんですが、彼は結局このスタンスを全く変えることなく、次々と移民を制限する公約を出

していくことになるわけです。

　選挙期間中にトランプが発表した選挙公約を見れば、現在トランプ政権下で行われている移民

政策の原型が見られます。例えば、移民を保護することを宣言する聖域都市への連邦補助金の停

止、テロ多発地域、要するに中東からの移民の停止、壁を建設してメキシコがこのお金を支払う

べきだという提案、強制送還の強化、薬物・犯罪対策の強化といったことを掲げて、移民に対し

て厳しい姿勢で臨むということをかなり明確にしてきました。

　ここまで見てきたように、やはりこのドナルド・トランプという人は、アメリカにやってくる

移民を蔑視し、その排除も厭わないというスタンスでずっと戦い、その結果、大統領に当選しま

した。「トランプ現象」と呼ばれた一連の出来事は、当然ながら移民国家としてのアメリカの在り
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方に対して、さまざまな挑戦を投げかけるものでした。きょうは、歴史的な観点からアメリカ社

会の変化を見ながら、このトランプの掲げる反移民というスタンスが、アメリカ社会の中ではど

ういうふうに位置付けることができるのかということを、考えていきたいと思います。トランプ

の政策、トランプの考え方が、アメリカの理想や理念に対して、明らかに反したものであると言

えるのかどうか、考えてみましょう。

2．「移民の国」の歴史と現在

　では、「移民の国（a nation of immigrants）」とは、一体どういうものなのでしょうか。アメリ

カの制度的な話をすれば、「移民（immigrants）」とは、「グリーンカード」すなわちアメリカへ

の永住権を与えられる人たちのことを指します。ですから、留学生のように、学校で勉強するな

どの目的を終えたら帰国する人々は、制度的には移民とは呼びません。これは「非移民（non-

immigrants）」とか「一時滞在者（temporary visitor）」などと呼びます。アメリカにおける「移

民」とは、アメリカに永住する人々であると言えます。

　もう一つ大事な点は、アメリカでは、国籍を出生地主義という考え方に基づいて定めていると

いうことです。アメリカに移民をして、家族をつくって子どもが生まれると、その子どもは自動

的にアメリカの国籍を得ることができます。そうすると、移民に期待されるのは、将来「アメリ

カ人」になる子どもたちを育てる「親」としての役割も含まれるわけです。ここから、移民とは、

アメリカ社会にとって単なる「よそ者」「外人」ではなく、将来のアメリカを支える大事な役割を

担った人たちだという、そういう見方が導かれます。

　そのため、移民はアメリカを語る上でも中心的な物語になります。たとえば、建国の父の 1 人

に挙げられるベンジャミン・フランクリンは、建国直後の時期に、アメリカへの移民を考えてい

るヨーロッパの人々に向けて、次のように説明しています。「ヨーロッパでは、どこの生まれか、

誰の子どもか、どういう家の子どもかということは、大いに価値を持つだろう。しかしそれは、

アメリカに持ち込んで来ても大した力にはならない。アメリカでは、新参者には『あの人には何

ができるのか』と聞く。つまり、その人がどんな生まれだろうが、どこの出身だろうが、何人だ

ろうが関係ない。その人に、何ができるのか、その人が何を成し遂げたかによってその人は判断

されるのだ。」とフランクリンは言っています。これは、現代でいえば「アメリカン・ドリーム」

の物語とも言えるでしょう。フランクリンは、このような物語を掲げて、移民を呼びかけました。

アメリカでは、建国期の時点から、外からやってくる人々を、その能力や努力に応じて、受け入

れる態度があったと言えるでしょう。

　20 世紀半ばには、移民の物語はますます重要性を増していきます。ジョン・F・ケネディが大

統領になる直前に出版した『移民の国（A Nation of Immigrants）』というタイトルの小さい冊

子があります。このなかで、ケネディは、イギリス系の白人だけが頑張ってアメリカをつくった

わけではない、と言います。むしろ、アメリカにいる人というのは、本人が移民であるか、ある
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いはかつて移民としてアメリカに来た人の子孫であり、あらゆる出身の、あらゆる移民たちがア

メリカという社会をつくっているのだと、述べています。つまり、このような考え方が背景にあ

って、海外からやってくる移民を、アメリカをつくる重要なメンバー、仲間として考えていこう

という見方を、彼は強調しているのです。

　では、実際に、どのくらいの規模で、どのような人たちがアメリカに移民していたのでしょう

か。植民地時代から 19 世紀はじめまでは、イギリス、ドイツ、アイルランドなどを出身とする移

民が多数を占めていました。アメリカの人口も少なく、移民の規模も決して大きいわけではあり

ません。最初の大量移民の時代は、建国から 100 年あまりがたった 19 世紀の終わりから 20 世紀

のはじめにかけての時代でした。この時代、アメリカの産業化・工業化が進み、工業や建設業で

働く安い労働力を、ヨーロッパからやってくる移民たちが担っていました。ただ、同じヨーロッ

パでも、この時代の移民は、イタリア、オーストリア＝ハンガリー、ロシア、ポーランドなど東

欧・南欧出身の人々が多数を占めるようになります。この人々は、労働者階級、カトリック、ロ

シア正教徒、ユダヤ教徒のなどの非プロテスタントが多く、アメリカの大都市部に集中して住む

ようになります。

　このような新しい背景を持つ移民に対する反発も登場します。それが「ネイティヴィズム」と

呼ばれる考え方で、ここでの「ネイティヴ」とは、「アメリカ生まれの人」という意味で、アメリ

カで生まれ育った人たちを、後からやってくる移民よりも優先すべきという移民排斥の考え方が

広まります。これは、先ほど挙げたベンジャミン・フランクリンのどこの生まれかは関係ないと

いう主張とは、かなり異なったものであることがわかるでしょう。このころから、移民は、ボロ

ボロの身なりでアメリカにやってきて、貧困、疫病、迷信、飲酒、犯罪、無政府主義などを持ち

込むという考えが広がります。ここで挙げた問題の多くは、実際には産業化や都市化によって生

まれたものでした。しかし、これらを、移民によって持ち込まれたと考えるのが、ネイティヴィ

ズムなのです。結局、20 世紀のはじめにネイティヴィズムが大きな力を持った結果、移民の流れ

そのものが止まってしまいます。1924 年に移民法が改正され、出身国別に移民できる人数を決め

る国別割当制が導入され、東ヨーロッパや南ヨーロッパ出身の移民を大幅に制限しました。その

結果、1930 年代以降 1960 年代まで移民制限の時代をむかえます。

　しかし、その後、1965 年に国別割当制が廃止されて、移民の数はどんどん増えていきます。1965

年移民法では新しいルールが 2 つ設定されます。一つ目は、能力主義です。つまり、アメリカに

とって必要な能力、専門的な知識、資格などを持っている人を優先的に受け入れようという考え

方です。それからもう一つが権利です。移住する人たちの権利を尊重しようということで、家族

が一緒に暮らす権利を保障して、家族移民を認めるということですね。あるいは難民の受け入れ

ということもこの時代からはじまるようになります。ですから、一種の能力主義と、権利の尊重

という二つの観点から新しいルールを作って、それで新しく移民を受け入れるということをはじ

めたわけです。
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　その結果、どうなったか。ヨーロッパ出身の移民はむしろ停滞し、増えたのはメキシコ、キュ

ーバやドミニカなどのラテンアメリカからの移民、そして、中国、韓国、フィリピン、インドな

どアジア出身の移民です。なぜ、これらの地域の移民が増えたのか。まずラテンアメリカからの

移民が増えた理由は、家族移民を認めたからです。移民制限の時代から移住していたメキシコ系

の人々は、出身地の家族を呼び寄せることができるようになりました。一方で、アジア系はどう

やって増えたのでしょうか。1970 年代、80 年代に経済成長するなかで、医療や工学などの分野で

高い能力を持ったアジア出身の移民が大量に出てくることになります。たとえば、フィリピン出

身の移民は看護師などの医療専門職として移住しました。さらに 90 年代以降は、コンピュータや

プログラミングなどに優れた移民がインドや中国から移住します。さらに、ヴェトナム系やキュ

ーバ系のように難民をきっかけに増加した移民もいます。そして、これらの移民がいったんアメ

リカに定着すれば、さらに家族呼び寄せで連鎖的に移民の波がつながるようになるのです。さら

に、国境を接するメキシコとの間に、移民の大きな流れができると、移民の資格を持たない人た

ちのなかからも、アメリカに行って自分も稼ぎたいという人が出てきます。彼らは、アメリカに

行こうと思ってもビザが取れないので、そのまま国境を越えたり、観光客や留学生として渡米し

てそのまま残ってしまうわけです。このような人たちが、非合法移民、非正規移民といわれるよ

うになります。

　移民政策の変化によって出身国が変わった結果、アメリカの人口構成も大きく変わります。2010

年に行われた国勢調査（センサス）によれば、いわゆる「白人」を示す非ヒスパニック白人は、

全人口の 3 分の 2 を下回っています。2 番目に大きいのがヒスパニックで 16.3％、黒人が 12.6％

で 3 番目、アジア系が次いで 4.8％を占めていますが、これは今後もっと増えていくでしょう。最

新の統計では、今後は白人人口の割合がどんどん低下し、2045 年には過半数を割るであろうと予

測されています。

　現代の移民はアメリカにとってどのような存在なのでしょうか。新しい移民はたいていアジア

かラテンアメリカ出身者が多いですが、彼らは、現在アメリカ経済を底辺で支える労働力になっ

ています。大都市のレストランや店舗で働くサービス業、中小工場でも多くの移民が働いていま

す。また、国境に近いテキサス、アリゾナ、ニューメキシコなどの巨大な農園で作物を収穫する

のは、ほとんどメキシコ出身の移民労働者たちです。その多くは、非合法に滞在する移民です。

たとえば、テキサスやカリフォルニアの場合、労働力人口の約 1 割を非合法移民が占めています。

ですから、合法移民だけでなく非合法移民たちも、底辺の部分の仕事を支えています。また、季

節労働の側面が強い農業や、景気に左右されやすい中小企業では、必要な時に雇って、不要にな

ると解雇できる柔軟な労働力として非合法移民を活用しているという側面もあります。

　ただ、現代の移民の役割は、底辺の単純労働だけではありません。高度な技術や知識や専門性

を持つ移民たちは、現代アメリカ経済を動かす原動力になっているという部分もあります。最近

の経済誌では、移民出身の企業家や経営者が「アメリカン・ドリーム」として取り上げられてい
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ます。たとえば、『フォーエバー 21』というロサンゼルス発のファストファッションのチェーン

店は、韓国生まれの起業家夫婦が立ち上げたものです。ロシア生まれのセルゲイ・ブリンは、ス

タンフォード大学での研究をベースに、今や世界的企業になった Google を友人らと創業しまし

た。インド出身のバイノット・ダムは、インテルという企業で「ペンティアム」というプロセッ

サを開発して、現在はシリコンバレーの企業家として活躍しています。つまり、IT 革命といわれ

ているようなアメリカ経済の変化の背景には、多様なバックグラウンドを持つ非常に優秀な若い

移民の活躍があったのです。アメリカは、留学生として優秀な学生をアメリカの大学・大学院に

集め、卒業後は H－1B というビザで働かせ、そして永住権を与えて移民として取り込むというよ

うなことを戦略的に行っているのです。

　さらに、移民がもたらす社会的インパクトとしてあげられるのが、少子高齢化をめぐる問題で

す。現在、OECD のほとんどの国が少子高齢化に直面しています。2013 年の日本の合計特殊出生

率は 1.43 ですが、アメリカの場合、1.86 という数値に留まっています。これは、移民のあいだ

の出生率が高いことが影響していると言われています。しかも、移民は若い年齢層が多いので、

高齢化に対してもプラスの影響が見込まれます。日本は、65 歳以上の人口に占める割合が 25.1％

と、OECD の中では最も高くなっていますが、アメリカの場合は 14.5％ということで、若い人た

ちも適正な規模で社会の中にいるという人口構成にもなっています。だから、今ほとんどの先進

国が直面している少子高齢化という問題に対して、多くの移民を受け入れているアメリカ合衆国

は、日本ほど深刻な状況には陥っていません。以上のように、経済の底辺を支え、経済の成長を

生み出し、さらに社会としての安定をつくり出しているという意味でも、アメリカにとって、移

民というのは極めて重要な役割を持っていることがわかります。

3．「移民の国」が直面する課題

　一方で、アメリカ移民政策の課題として長く注目されてきたのが、非合法移民の存在です。ピ

ュー・リサーチ・センターの統計によれば、2012 年のアメリカには、外国生まれの人口が 4200

万人程度います。そのなかで最も大きなグループは、アメリカに帰化をして現在は米国籍を取得

している人々で、1780 万人（41.8％）を占めています。次に多いのが、移民として永住権にもと

づいて居住する合法的永住者たちで、1170 万人（27.4％）にのぼります。そして、正規の資格を

持たずにアメリカに滞在する外国人、いわゆる非合法移民は、1120 万人に達し、実に 26.3％を占

めています。つまり、アメリカの外国生まれ人口の 4 分の 1 以上を非合法移民が占めているとい

う現状があるわけです。

　では、実際にこの非合法移民は、普段どんな生活をしているのでしょうか。実は、ほとんどの

人が、合法的永住者と変わらない生活をしています。日々、どこかで働き、子どもを学校に連れ

て行き、税金を払い、普通の市民として暮らしている人々が、この 1120 万人の中の大部分と考え

てよいでしょう。ただし、非合法移民は、他の移民と変わらないような生活をしていますが、正
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規の資格を持たないので、雇用される際には、弱みにつけこまれて悪い条件で働かされたり、す

ぐに解雇されたりということも日々経験しています。教育や福祉などの社会サービスの対象にも

なりますが、非正規であることが発覚するのを恐れて、あまりそういうところに出ていけない。

そのような不安定な条件で生活をしています。

　だから、大量の非合法移民を抱える現状は何とかしたほうがいいだろうというのが、この移民

をめぐる問題の中では必ず出てきます。たとえば、1986 年移民法では、雇用者がいるから非合法

移民が減らないのだということで、非合法滞在者・就労者を雇った人を罰するという形で罰則を

強化しました、しかし、経営者団体からの抵抗もあって抜け道がたくさんできてしまい、結果的

にはほとんど機能しませんでした。その後、さらにこの問題をややこしくしたのが、9.11 の同時

多発テロ事件です。9.11 のテロを起こした犯人らは留学生や正規ビザでアメリカに入国していま

したが、今後、非合法移民のなかにテロリストが潜んでいるのではないかということが問題視さ

れてしまいました。このような実態を十分に把握できていない人たちが多く暮らすという状況は、

社会的安定にとっても、安全保障上の問題としてもまずいのではないかという声が出てくるよう

になります。そこで、9.11 以降のアメリカにおいては、非合法移民に対する取締り、とくに国境

の警備が強化されました。

　連邦政府による国境警備予算の変化を見てみると、21 世紀に入ってから増加が著しくなったこ

とがわかります。2000 年には 10 億ドル程度であったのが、2010 年以降は年間 30 億ドルから 40

億ドルに迫る額の予算が国境警備に使用されています。その予算はどこで使われるかと言えば、

中東の戦場で使われるような装備や装甲車、暗闇の中でも使用できる赤外線カメラ、最新鋭のド

ローンなど、国境を守る国境警備隊自体が、最新鋭の軍隊のように設備強化されています。国境

警備隊員は、軍による訓練も受けています。このように、国境警備があたかも戦場の最前線のよ

うに強化される状況を、われわれは「国境の軍事化」と呼んでいます。実は、トランプ氏は壁を

作ると訴えていますが、アメリカとメキシコの国境の間にはすでに長大なフェンスがあります。

このフェンスは、9.11 の後にブッシュ政権下で導入され、国境沿いの広大な地域に設置されてお

り、現在フェンスがない地域というのは、自然条件によって越境が困難な場所くらいです。トラ

ンプ以前から、アメリカはずっと壁を作り、国境の警備を強化してきたのです。

　もう一つ、近年の国境管理強化の象徴といえるのが、強制送還される人の数です。アメリカは

基本的人権をそれなりに尊重する社会ではあるので、非合法移民を逮捕したら、すぐに強制送還

するということはやりません。一般には、強制送還の対象となるのは、重犯罪を犯した人です。

しかし、この強制送還の件数が、2002 年には 16.5 万人であったのが、2013 年には 43.8 万人と

2000 年代のあいだにどんどん増えているのです。これは移民の犯罪者が増えたということではな

く、取締りの基準が変わったことを意味します。たとえば、麻薬の保持も重罪とされるようにな

り、とくに移民を標的とした「麻薬対策」が集中的に行われることで、移民の強制送還者数も増

加しました。そして、ここで注目したいのが、2009 年以降から 13 年にかけて、強制送還者がピ
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ークを迎えているということです。この時代は、オバマ政権下で、オバマは移民の権利の擁護に

も熱心なリベラルな大統領としても知られていますが、オバマ政権下であっても強制送還者の数

はずっと増え続けてきました。アメリカでは、一方で、新しい活力をもたらす存在として移民を

受け入れながら、他方では、特に非合法移民というような人たちを制限してシャットアウトしよ

うとする、二つの方向性を常にはらんできたわけです。

　この二つの方向性を有する対策として議論されているのが、包括的移民法です。アメリカの移

民法は、1986 年以降ほとんど大きな変化を経ておらず、基本的には 1965 年に設定された古い枠

組みで動いています。これだけ非合法移民の数も増えて国境警備が重要だといわれるようになっ

ても、移民法を大きく改正するということができていないのです。1990 年代から、これではまず

いということでさまざまな改革が検討されます。ジョージ・W・ブッシュ政権期には、移民の活

用促進と国境の管理の強化をセットにした包括的移民法を制定しようという動きが進みました。

ブッシュ政権下では、2006 年に新しい包括的移民法案が成立直前まで行きました。しかし、この

法案では、強制送還の増加、国境警備の強化を進めて、より厳しい取り締まりを中心としたもの

だったので、アメリカ国内の移民やマイノリティがこれに大きく反対しました。法案に反対する

人々は、2006 年 5 月 1 日を「移民のいない日」として、移民に対して、会社も学校も全部休んで

デモに行こうと呼びかけました。その結果、レストランや工場も閉店し、全米 160 以上の都市で

計 500 万人もの人々が抗議デモを行ったと言われています。結局、移民の政治力と世論の反発を

うけて、この法案は見送られることになってしまいました。

　オバマ政権期にも包括的な移民改革を成立させようとします。オバマ政権期は逆に、移民の権

利擁護を進めようというタイプの法案でしたが、今度は連邦議会で多数派だった共和党議員を説

得できず、党派対立を乗り越えることなく、成立には至りませんでした。結局移民政策の健全化・

効率化というのは、全くうまく進んでいないのです。この移民改革が進んでいないことへのフラ

ストレーションも、トランプ現象を生み出す原因の一つになったと言えると思います。

4．トランプ政権の移民政策

　では、トランプ政権における移民政策を見てみましょう。まず、ドナルド・トランプ大統領の

移民と移民政策に対するスタンスですが、これは 2015 年の出馬表明の頃から、あまり変わってな

いと言えるでしょう。それが明確になったのが、彼の大統領就任演説でした。演説を象徴するフ

レーズとしてアメリカのメディアが取り上げたのが、実はここに書いてある「アメリカでの殺り

く（American carnage）」という非常に強い言葉でした。これは、セレモニーのような場面で使

用される言葉ではないので、アメリカのメディアは、結構驚いたようです。どのような文脈でこ

の言葉が使われたかと言うと、アメリカの現実を次のように表現します。

母親と子どもは都市部で貧困に苦しみ、工場はさび付き、アメリカ中に墓石のごとく散らば
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っています。教育は高額で、若く輝かしい生徒たちは知識を習得できていません。そして、

犯罪、ギャング、麻薬が余りにも多くの命を奪い、花開くことのない可能性をこの国から奪

っています。このようなアメリカの殺りくは、今ここで終わります。

トランプは、現在のアメリカを、「暗黒時代」「暗沌」として描いているように見えます。工場が

どんどん国外に移転してしまって、子どもたちは教育にアクセスできず、さらに犯罪やギャング

や麻薬といったものが余りにも多くの命を奪っている、と。この中では、グローバル化が、アメ

リカにとってマイナスのものとして描かれています。グローバル化がもたらす犯罪、ギャング、

麻薬という問題は、出馬表明では、移民によって持ち込まれたものとして語られていました。つ

まり、トランプの反グローバル化の一側面として、移民に対する敵対的な態度をとらえることが

できるのです。

　この一節は、彼のグローバル化というものに対する、ある種の保護主義を表すものとしてよく

取り上げられています。国外に出ていくグローバル企業、不公平な競争を仕掛ける中国や日本だ

けではなく、アメリカ国内に犯罪やギャングや麻薬を持ち込む移民もまた、アメリカの「敵」で

あるというような見方がここで明確に示されています。トランプは、自身の選挙公約の中で、麻

薬やギャングの問題に対して、常に治安を維持する側、法と秩序の側、そして法を執行する側、

つまり警察や移民局の側に立つと宣言しています。すなわち、トランプの移民観というのは、ア

メリカに富をもたらすのではなく、災いをもたらすものだと言うものです。もちろん彼の祖先も

移民ですが、これは、ネイティヴィズムの典型的な語り口でもあります。昔の移民はよかったけ

ど今の移民は駄目だと考えているように思えます。

　では、トランプが行った政策、彼がどんなことをやっているのかを見てみます。アメリカでは、

大統領就任直後に、自分がやろうとしていることを大統領命令という形で進めることがあります。

大統領命令は、署名だけで効力を持つので、自身の政策方針を象徴的に示す役割があります。実

際、トランプも就任翌日から次々と大統領命令を発令しましたが、その中にいくつか重要な移民

政策が含まれていました。

　たとえば、大統領命令 13759 号は、中東 7 カ国からの入国を規制し、難民を停止するというも

のです。これは、就任後に出された大統領命令の中では、最も大きな反響、とくに反発がありま

した。この命令が問題視されたのは、出身国が中東であるという理由で、アメリカへの入国を規

制するという内容が、移民国家としてのアメリカの理念に反しているとされたからでした。特定

の国の出身者の入国を無条件で認めないということは、出身国にもとづく明らかな「差別」であ

ると批判されたのです。この大統領命令は、その後部分的に修正されましたが、その是非をめぐ

る論争は今も続いています。

　それから大統領命令 13767 号は、米墨国境に壁を作ることを命令するものです。このための予

算を議会に請求をしていますが、選挙戦中はメキシコが払うと言っていた建設費をどのように調
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達するのか、簡単に解決しそうにありません。また、ほとんどの移民関係の専門家は、壁を作っ

ても、移民の流れを管理することは不可能で、また国境警備の予算を増やすだけだろうと指摘し

ています。

　最後に、大統領命令 13768 号は、国内における移民取り締まりの強化を求めるものです。この

命令では、取締り強化の一つとして、聖域都市への連邦補助金の停止を求めています。アメリカ

は、連邦と州という二つの大きな行政単位があり、出入国管理は連邦政府の管轄ですが、警察は

各州の管轄です。そのため、各州の警察は直接的には出入国管理を取り締まる権限はなく、移民

取締りは国境警備隊や移民局など連邦政府の仕事になります。聖域都市とは、非合法移民であっ

てもその権利を保護することを宣言する都市のことです。具体的には、これらの都市では、非合

法移民であっても、その自治体においては他の住民と同等に扱われます。なぜなら、滞在の合法

性・非合法性は連邦法上の都合であって、それは自治体における住民としては関係ないと考える

からです。そのため、たとえば軽犯罪で逮捕された者が非合法移民であっても移民局には通報し

ないということをルール化する聖域都市もあります。しかし、トランプやその支持者は、そのよ

うに対等な住民として非合法移民の権利を守ると宣言している都市というのは、連邦政府の移民

管理に協力せず、それを妨害しているかのように考えます。それで、トランプは、聖域都市に対

しては連邦が関係する補助金を出さないと脅しをかけ、州や地方の警察も非合法移民の取締りに

動員することを大統領命令で認めさせようとしたのです。

　では、このような政策の結果はどうなったのでしょうか。大統領命令による移民政策は、象徴

的な部分も大きく、差し止めによって実行されていないものも多くあります。ただ、実際の数値

を見てみると、いくつかの効果を見ることができます。例えば、国境警備隊による入国拒否・拘

束した件数を見ると、トランプ就任直後に大幅に減少しています。これは、非合法越境を試みよ

うとする移民の数が減ったことが背景にあると言われています。一方で、メキシコへの帰国者の

数も減っています。現在、アメリカに滞在する非合法移民のなかには、米墨国境を何度も往復し

ている人々がいます。しかし、トランプ政権になってからは、一度帰国すると再入国するのが難

しくなるのではないかと考え、帰国を躊躇する人が増えていると言われています。そのため、国

境を往来する活発な移動が阻害されるという効果は、あったのかもしれません。それからもう一

つ、難民の受け入れという点で見ても、今年 2017 年 3 月の難民受け入れ数は、前年 2016 年の 3

分の 1 以下に減っています。現在、難民は世界的な問題となっており、国際的協調が求められて

いますが、アメリカは大幅に難民の受け入れ数を減らしており、トランプ政権の登場が難民受入

におけるアメリカの国際的リーダーシップを大幅に損なっていることがわかります。

　さらに、トランプの難民入国規制政策に対するアメリカ世論の評価もショッキングな結果とな

っています。ピュー・リサーチ・センターは、中東諸国からの新規移民および難民の制限につい

て賛成か反対かを集計しました。その結果、トランプの政策に賛成しているのは全体の 38％でし

た。皆さんは、あまり高くないと思うかもしれません。ただ、トランプが所属する共和党支持者
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のあいだでは、賛成は 81％に達し、逆に民主党支持者の間では 89％が反対と回答しています。す

なわち、移民政策への評価は、支持政党によって真っ二つに分かれています。このことは、移民

政策が、トランプの登場以降、人工妊娠中絶問題、同性婚問題、銃規制問題のように、米国社会

を二分する道徳的価値観の問題として政治問題化されつつあることを示していると言えるでしょ

う。

5．移民政策の長期的趨勢とトランプ現象

　それでは、移民政策の長期的趨勢から見て、トランプ政権による移民政策をどのように評価す

ることができるでしょうか。もしかしたらメディアで言われていることとは逆のことを言うかも

しれませんが、私は、やはりトランプの移民政策そのものは、9.11 以降にアメリカが進めてきた

ある種の方向性と連続したものと見るべきではないかと考えています。すなわち、トランプが大

統領になったから、急に変な移民政策をやり始めたのではなく、トランプは確かに極端な形でや

っているところはありますが、彼が目指している方向性というのは、実は 21 世紀になってからア

メリカの移民政策が目指してきた方向性とほぼ一致しているのではないかということです。

　たとえば、アメリカ国内の移民の取り締まりを強化して、非合法移民を強制送還させようとす

る動きがあります。ブッシュ政権からオバマ政権にかけて強制送還件数は増えており、トランプ

政権もその流れの中で捉えることができると思います。州や市の警察に移民取締りに協力させる

ことも、すでに 1996 年「非合法移民改革法」で法的枠組としては実現しており、2000 年代以降

は実際に警察が移民取締りの役割を担うことも増えています。さらに世論を二分している中東 7

カ国からの入国規制についても、実は 7 カ国を指定したのは、オバマ政権下でのビザ規制政策で

した。オバマ政権は、中東 7 カ国を指定し、この 7 カ国から米国へ移動する人に対して、事前の

ビザ取得を義務づけました。このように出発国を指定して、そこからの移動を規制するという枠

組自体は、オバマ政権下で整備されており、トランプ政権はその枠組を、より厳格な方向で活用

したと言えるでしょう。そして、先にも述べたように、国境警備予算をどんどん増額し、国境の

軍事化を進めてきたのも、ブッシュ政権以降の傾向であり、トランプの「壁」もその延長線上に

位置づけることができます。

　だから、この国境管理と移動規制の動き自体は、21 世紀のアメリカが共有する潮流であったと

言えるでしょう。たしかにトランプはちょっとやり方が過激なので、世論の反発を招いたり、裁

判所から差し止めを命じられたりするのですが、トランプのやろうとしていることを実行可能な

ラインに乗せようとすると、それは、ブッシュ政権、オバマ政権から続いてきた流れをそのまま

引き継ぐ形になるのであろうと思われます。トランプは、しばしばアメリカ移民政策をメチャク

チャにしたと非難されていますが、それはミスリードな指摘で、21 世紀の移民政策の方向性を過

激化したというべきなのかもしれません。

　むしろ、トランプ現象の最大のポイントは、移民政策を、国論を二分するような政治問題化さ
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せたという点にあるのかもしれません。トランプの登場は、「移民の国」として共有されていた物

語を問いなおし、移民排除や排外主義がもつ政治的な磁力を再確認させたと思います。

　その一方で、トランプ現象では、「移民の国」の物語の強さも、また表面化しました。ギャラッ

プ社による世論調査によれば、現在は、21 世紀に入ってから最も移民に対するポジティヴなイメ

ージが共有されている時代と言えます。「アメリカにとって移民はよいものか、悪いものか」とい

う質問に対して、2016 年に「よい」と答えた割合は 72％となっており最も高い水準を維持してい

ます。この値が、もっとも低かったのは、9.11 直後の 2002 年で 52％でした。ですから、その後、

政策としては移民に対する管理を強化しながらも、世論としては移民に対する寛容なムードを培

ってきたということが分かります。

　もう一点、CNN などの調査によれば、非合法移民問題に対して優先すべき政策として、トラン

プが言うように強制送還を行うことや入国規制を行うべきを挙げているのは全体の 3 分の 1 程度

に留まっています。一方で、アメリカで働く非合法移民の滞在の合法化を進める政策を優先する

と答えた人が全体の 60％に達しました。だから、アメリカの世論としては非合法移民対策として

強制送還や壁を造ることよりも、今アメリカで働いて、普通に生活している人たちを合法化して、

要するにわれわれのメンバーに、正式なメンバーにするべきだという考え方のほうが有力なので

す。そして、合法化政策への支持は、2015 年から現在にかけて高まっています。アメリカ世論の

一般的な動向としては、移民に対して寛容で、非合法移民の合法化を許容しようという方向を向

いているのです。

　ということは、移民を敵視し、その徹底的な規制と送還を求めるというトランプ政権の姿勢は、

世論全体の動向からもずれています。むしろ、現在のトランプ政権を見ると、世論全体の動向に

目を配るよりも、排外主義的な傾向の強い支持層の声を強く反映した政策実施にこだわっている

ように思います。強制送還や入国規制を支持する人々の比率と、トランプ政権の支持率はほぼ同

じです。しかし、それは結局は、移民政策をめぐる意見の分断を深め、移民問題への対応を困難

にしているように思えてなりません。

　アメリカの移民をめぐる状況の複雑さを、ご理解いただけたと思います。アメリカは、歴史的

に、移民を自分たちの社会のメンバーとして受け入れ、彼らに活躍の場を与えようとする、そう

いう流れが一方にありました。その反面、移民を追い返すべきだ、管理を強化するべきだ、これ

以上移民は入れないほうがいいという流れも存在してきました。トランプ政権は、今のところ、

後者の排他的な流れを色濃く反映しています。ここまでのトランプの移民政策というのは、完全

に自身の支持層の要求だけを聞いている状態です。それは、党派を越えた合意形成という、大統

領の本来の役割からはほど遠いものではありますが、改善する兆しがあまり見えないというのが

正直なところです。トランプ現象が示しているのは、グローバル化の不安のなかで「移民の国」

アメリカが築き上げてきた共通の土台が見失われつつあることなのかもしれません。
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