
9 中東協力センターニュース　2019・9

はじめに
　2015年に起きた難民のヨーロッパへの大移動から４年が経ち，庇護申請者たちの間で
は，移動先で滞在許可を得て定住を始めた者と，難民申請が却下されて帰国せざるを得な
くなった者との明暗がわかれた。筆者が2016年から調査を継続しているノルウェーにおい
ても，母国への帰国を余儀なくされた人もいたが，難民受け入れセンターを出て，自立し
た生活に向けた準備を始めた人もいる。本稿では，難民受け入れセンターでの滞在を終え
たアラブ系難民の定住過程と生計活動について，あるパレスチナ人女性とその家族を事例
としてとりあげ，ジェンダーの視点から考察する。
　なお，ノルウェーは，難民受け入れ数はヨーロッパの中で決して多いわけではない。国
連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によると，2017年にノルウェーに到着した庇護申請
者は3350人であったが，隣国スウェーデンでは２万2190人であった。庇護申請が受け入
れられたケースもスウェーデン２万6775人に対して3430人であった⑴。

なぜ難民の生計活動なのか
　本稿がジェンダーの視点から難民の定住過程と生計活動に着目する背景には，以下のよ
うな問題意識がある。社会学者として，またユネスコ・ジェンダー平等専門家として移民・
難民問題に取り組む J. フリードマンによれば，難民受け入れ国政府は，性暴力を理由に庇
護を希望する女性を排除する傾向があるという。なぜなら，紛争地ではジェンダーに関す
る迫害が蔓延していることが多く，性暴力を難民認定の根拠と認めれば，女性による庇護
申請の「氾濫」が起こりうるからだという。ジェンダーを特定の社会集団とみなすことに
よって，より多くの難民を受け入れなければならない「リスク」を，受け入れ国政府は冒
したがらないというのである。だが，フリードマンは，ジェンダーを社会的集団とみなす
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⑴　UNHCR. Overview Northern Europe. May 18, 2018.
　　https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63732
　　（最終閲覧日：2019年９月６日）
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ことによって，別の問題も生じうるという。
それは，「難民女性を『野蛮』な第三世界文化
の犠牲者として描き出⑵」し，ひいては「『他
者の女性たち』と『西洋の女性たち』の対立
を揺るぎないものとしてしまう⑶」という危惧
である。つまり，ジェンダーを特定の社会集
団とみなすことで，一方では，これまで私的
な領域で起きたために迫害の根拠としては不
十分と考えられてきた性暴力を難民認定の根
拠として「格上げ」することには役立つかも
しれない。だが他方で，紛争地帯の女性を一
括りにし，彼女らに付与されたイメージを硬直化させてしまうという意味で，そのような
認識が諸刃の剣となりかねない問題を内包しているのである。このような問題を踏まえて，
フリードマンは，「ジェンダーに関わる強制移住の原因を真に理解するには，逃れてきた女
性たちの声と視点を考慮し，固有の経験と国家およびローカルそれぞれの文脈に保護のた
めの解決策を合わせる必要がある⑷」と訴える。筆者のこれまでの研究も，この立場を踏襲
している。たとえば1980年代のアフガニスタンの難民女性を代表する役割を担わされたア
フガン・ガールを取り上げ，難民女性が「難民」と「女性」という二重の意味で従属的地
位に置かれ，注目を浴びることでかえって他者化される問題を指摘した⑸。また「ノルウ
ェーにおけるアラブ人庇護申請女性らの戦略」では，長期的視点から個々の難民の生活や
語りに着目することの重要性を確認した⑹。
　ところで，このような視点に基づく研究のなかに難民の生計活動（livelihoods）に着目
する研究がある。「生計活動」は，開発経済学や開発人類学において研究されてきた概念で
あるが，難民研究を行うK.ヤコブセンらによって難民にも導入されるようになった。ヤコ
ブセンは，難民を救援物資が届くことだけを待ち，受け入れ国にトラブルのみを持ち込む
消極的な犠牲者とのみみなすような視点では，難民が生計活動を追求する複数の可能性を
見過ごしてしまうとの立場に立って，生計活動を，生命を維持・持続するための手段と定

⑵　 フリードマン，ジェーン「迫害と保護――EUにおけるジェンダーと庇護」『難民研究ジャーナル』No. ２，
2012年，p. 98.

⑶　Ibid.
⑷　Ibid, p. 100.
⑸　 辻上奈美江「『アフガン・ガール』をめぐる眼差しの暴力：主体・表象・交差性（特集ムスリム社会にお

ける名誉に基づく暴力）」『文化人類学』82巻３号 , 日本文化人類学会，2017年，pp. 386－394.
⑹　 辻上奈美江「ノルウェーにおけるアラブ人庇護申請女性らの戦略」『中東協力センターニュース』第43

巻12号，2019年３月号，pp. 18－25.
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義する。その手段とは，家計資産，資本，社会制度およびネットワークを含む資源を意味
するという⑺。ヤコブセンの生計活動の概念に基づきウガンダにおける南スーダン難民の事
例を研究した村橋は，配給された援助食糧の転売を含む難民のインフォーマルな商業活動
を明らかにするとともに，サンプルは少ないものの難民個人あるいは世帯に着目し，収入
や支出について明らかにしている⑻。
　本稿では，これらの先行研究を参照しながら，ノルウェーに密入国し，難民受け入れセ
ンターでの滞在を経て，ノルウェーにおける滞在許可証を獲得したあるパレスチナ女性と
その家族の生計活動とジェンダー関係を明らかにする。ただし，個人の収入や支出は極め
てプライバシーの高い情報であり，抽出できた情報には限界がある。また，本研究に協力
してくれた人物名は，かれらが出身国での迫害を受けた可能性を考慮し，すべて仮名を使
用することとした。また聞き取り調査についても，場所や時期をあえて記載しないことと
した事例もある。

難民申請の明暗
　パレスチナ出身のマイは，2017年８月，念願の滞在許可を得てオスロ市内の次男宅の近
くにアパートを借りることができた。マイは，パレスチナ人の親を持つが，自身はナクバ

（「大破局」と訳される。1948年のイスラエル建国により多くのパレスチナ人が難民となっ
た）後に生まれ，パレスチナでの生活経験はない。シリアに生まれ，イラクで結婚して長
年過ごしたマイは，イラク情勢が変化した1990年代に子どもらとシリアに戻った。だが，
2011年以降のシリア情勢悪化により再びシリア出国を余儀なくされ，約３年間のトルコ生
活を経て2015年にノルウェーに密入国した。「再難民化」は多くのパレスチナ人の運命と
も言えるが⑼，マイの人生はまさに国際情勢に翻弄されてきた。ノルウェーでの滞在許可の
取得は，将来的には市民権獲得の可能性を示すものでもあり，生まれてこのかた国籍を持
ったことのない彼女には，特別な意味を有する。
　マイが借りているアパートはオスロ中心地から２キロほどのところにある。近くには路
面電車の駅，公園，飲食店があり，利便性も高い。アパートは，50平米ほどの１LDKで，
同じ建物にはノルウェー人も居住している。家賃や光熱費は，地方自治体から支払われる
支給金でまかなうことができるという。現在は食費などの生活費の一部は自分でまかなわ

⑺　 Jacobsen, Karen. “Livelihoods in Conflict: The Pursuit of Livelihood by Refugees and the 
Impact on the Human Security of Host Communities” International Migration. Vol. 40（5）, 
2002, pp98.

⑻　 村橋勲「南スーダン難民の生計活動と対処戦略――ウガンダ，キリヤドンゴ難民居住地の事例」『難民研
究ジャーナル』No. ６，2016年，p. 163－179.

⑼　 錦田愛子「北欧を目指すアラブ系『移民／難民』―再難民化する人々の意識と移動モデル」『広島平和研
究』Vol. ４，2017－03，pp. 13－33.
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なければならない。マイは，パレスチナ関連のイベントには進んで出かけ，「活動家」を自
称するが，人生のほとんどを主婦として過ごしてきた。父親は商店を経営していたが，死
別した夫は単純労働者だったという彼女が，今，どのように生活費を工面しているのかは
不明な点も多い。ただし滞在許可を得ることができたので，３年後の67歳からは年金が受
け取れる予定のようだ。
　難民受け入れセンターには家電品や家具，食器が揃っていたが，センターを出て一人暮
らしを始めるにあたり，家具や家電品が必要になった。マイは，息子らに手伝ってもらっ
て，インターネットや蚤の市でできるだけ安い中古品を探して入手した。一人暮らしのマ
イのことは，次男ワリードがいつも気にかけてくれている。週に何度かはワリードの家で
食事を共にする代わりに，マイが食料品を買ってワリードの家に届けることもある。物価
が高いノルウェーで暮らしていくために，外食を控え，外出時は水筒に飲み物を用意する
などの工夫もしている。日々の食材はクルド系の人々が経営する価格の安いスーパーマー
ケットで購入するようにしている。また月に一度程度は，息子の運転で，ノルウェーより
物価が安いスウェーデンまで出かけて，食材をまとめ買いしている。スウェーデン国境付
近のストロムスタッドには，ノルウェーからの買い物客向けにさまざまな店舗やレストラ
ンが営業しているのだ（写真１，２，および３参照）。

写真１_ノルウェーとスウェーデンの国境付近
　　　 （於ストロムスタッド，2017年８月14日，筆者撮影）
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写真２_アラビア語話者を意識したレストラン。
　　　 アラビア語では「キルクーク・レストラン」と書かれている。
　　　 （於ストロムスタッド，2017年８月14日，筆者撮影）

写真３_スウェーデンからの客のまとめ買いの様子
　　　 （於ストロムスタッド，2017年８月14日，筆者撮影）
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　ところで難民受け入れセンター滞在者のすべてが滞在許可を得られるわけではない。ノ
ルウェーの公式データをまとめた報告書によると，2016年にノルウェーで滞在許可を得た
庇護申請者の割合は30パーセント，2017年には18パーセントであった⑽。難民受け入れセ
ンターでも，滞在許可証を得られる人とそうでない人の間で明暗が分かれた。アラブ人で
は，シリア人やパレスチナ人は滞在許可証を取得するのが比較的容易だったようだが，そ
れ以外の国の出身者には厳しい現実が待っていた。乳がんを患うある高齢のイラク人女性
は，2010年，イラクからノルウェーに渡り，乳房の全摘手術と治療を受けた。その過程で
庇護申請をしたが受け入れられず，2015年に一旦イラクに帰国することを余儀なくされ
た。その後，再度，ノルウェーに渡航し庇護申請したが認められず，2017年の筆者の訪問
時には，ノルウェー政府から再度帰国を促されている状況だった。その後の彼女の足跡を
追うことはできなかったが，おそらく帰国したと考えられる。
　実際に帰国せざるを得なくなった別のイラク人女性もいる。2015年10月，トルコ経由
で単独でノルウェーにたどり着いた40歳代後半のヒバは３年間を難民受け入れセンター
で過ごし，２度の庇護申請を行なったが，いずれも却下された。ヒバはイラクでは教師と
して働き，大きな家に住み，子どもらはアメリカやカナダの大学で学び，恵まれた生活を
していたと語っていた。だが庇護申請が却下された後は，しばしば，難民キャンプで仲良
くなったマイのアパートに身を寄せ，ソファをベッド代わり使わせてもらっていた。イラ
クに戻った彼女は，再び命の危険を感じながら生活していると筆者に連絡してくれた。次
に受け入れてくれそうな国を探しているという。

ノルウェーにおける難民の定住プログラムと就労
　ノルウェーでは難民の滞在許可が発行されると，希望する自治体の受け入れ可能人数や，
本人の状況に鑑みて居住地が決められる。18－55歳までの難民には義務づけられている，
ノルウェー語研修や職業研修を含む入門プログラムを受講すれば，地方自治体から支給金
が支払われ，通常，この支給金で家賃や光熱費をカバーすることができる⑾。

⑽　 Thorud, Espen. Immigration and Integration 2017－2018: Report for Norway for the OECD. 
P. ６.

　　 https://www.regjeringen.no/contentassets/fe206a22df754b8792740fb81109a761/
immigration-and-integration-2017-2018-report-for-norway.pdf（最終閲覧日：2019年９月３日）

⑾　 アジア福祉教育財団難民事業本部『ノルウェーにおける第三国定住プログラムによって受け入れられた
難民及び庇護（難民認定）申請者等に対する支援状況調査報告』アジア福祉教育財団，2005年。

　　 http://www.rhq.gr.jp/japanese/hotnews/data/pdf/59.pdf（最終閲覧日：2019年９月３日）p. 22．
および地方自治体スタッフへの筆者のインタビュー。2019年２月28日，於，オスロを参考にした。ア
ジア福祉教育財団がオスロ近郊のバールム市において行なった調査によれば，難民は，ノルウェー語な
どを学ぶ入門プログラムを受けることで，居住する地方自治体から一人あたり年間11万7000クローネ

（2019年９月４日の為替レート換算で136万円程度）を２年間にわたって受け取ることができる。家賃
は通常，入門プログラムの支給金から支払われる。また子どもには，居住義援金が支払われる。

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe206a22df754b8792740fb81109a761/immigration-and-integration-2017-2018-report-for-norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fe206a22df754b8792740fb81109a761/immigration-and-integration-2017-2018-report-for-norway.pdf
http://www.rhq.gr.jp/japanese/hotnews/data/pdf/59.pdf
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　ノルウェー政府にとっては受け入れた難民が納税できる市民になることが最終的な目標
であるが⑿，アジア・アフリカ出身の移民の就労率は，それ以外の人々に比べると低く抑え
られている。2017年第４四半期のノルウェーにおける移民全体の就労率は65パーセント
で，全人口の就労率75.3パーセントより10ポイント以上低い。就労率の低さはアジア・ア
フリカ出身者の間で深刻で，アジア出身者が56.1パーセント，アフリカ出身者が48.6パー
セントとなっている⒀。また，ノルウェー中央統計局によれば，2019年第２四半期のイラ
ク出身移民の失業率は9.8パーセント，同じくシリア出身移民の失業率は12.5パーセント
であった⒁。男女別で見た場合の失業率は，イラク出身者は男性が8.1パーセント，女性が
12.3パーセント，シリア出身者で男性11.3パーセント，女性16.9パーセントと，女性の失
業率の高さが際立っている。移民のバックグラウンドを持たないノルウェー人の失業率が
1.5パーセント，移民全体の失業率が5.2パーセントであることを鑑みれば，シリア・イラ
ク出身者およびその女性が労働市場で厳しい状況に置かれていることがわかる。
　EU の報告書では，難民は一度失業すると次に仕事に就くまでに時間がかかる傾向があ
り，結果的に長期間失業状態から抜け出せないことが多いとも指摘されている。さらに難
民女性の失業率の高さは深刻で，教育レベルが低いほど失業率が高いと報告されている⒂。

あるパレスチナ人家族の滞在許可獲得後の生計活動とジェンダー関係
　マイとその家族の置かれた状況は，ノルウェーにおけるアラブ系難民の厳しい労働事情
を反映している。マイの二人の息子は2008年にノルウェーに渡り，すでに市民権を獲得し
ている。40歳代半ばの長男マーヘルは，難民受け入れセンターを出た後，ノルウェー北部
の町の自動車整備工場やパン屋で働いた。いずれも単純労働にあたるものという。マーヘ
ルがシリアに住んでいた2000年前半に結婚したシリア人の妻リマは，マーヘルとは長年離
れて暮らしていたが，2015年の難民大移動の際に義母マイと娘とともにトルコ経由でノル
ウェーに渡り，ようやく家族での生活を取り戻した。しかし，リマが極寒の北部の気候を
嫌がったため，2016年，一家はマーヘルの仕事のあてがないまま，ノルウェー南部の町へ
と引っ越すことを決めた。2017年８月に筆者がマーヘルのもとを訪問した際，彼は失業手

⑿　Thorud. Immigration and Integration 2017－2018, p. 42.
⒀　 たとえばドイツでは，イラク，シリア，アフガニスタンなど出身の，2008－12年に難民認定された人の

うち，就労状態にあるのは３－４割にとどまると指摘されている。久保山亮「ドイツにおける難民の社会
統合――労働市場統合と自治体の役割に焦点をあてて」『難民研究ジャーナル』No. ６，2016．pp. 100－
134.

⒁　Statistisk Sentralbyrå.
　　https://www.ssb.no/（最終閲覧日：2019年９月５日）
⒂　 European Union. “How Are refugees Faring on the Labour Market in Europe?: A First 

Evaluation Based on the 2014 EU Labour Force Survey Ad Hoc Module”, Working Paper . 
1/2016, p. 18.

https://www.ssb.no/
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当を受け取りながら生活していると語っていた。彼は英語もノルウェー語も少し話せるの
で，観光客のツアー関連のビジネスで起業したいと語っていたが，2019年２－３月の筆者
の再訪時にも起業しておらず，依然として失業状態だった。
　妻のリマは入門プログラムを受けているため支給金を受け取っているほか，３人の子ど
もには居住義援金が支給されると考えられる。また，マーヘルが失業中のため月々の保育
料は２人で150米ドル程度に抑えられているという。マーヘルに正確な収入額を聞くこと
はできなかった。また支出を抑えるための工夫や努力を知れるほどの時間を共有できてい
ない。だがマーヘルの自宅を訪問させてもらったところ，彼らの生活は一見するとそれほ
ど困窮しているようには見えなかった。たとえば，ノルウェーはガソリンの価格が高いこ
とで知られているが，移動は基本的に自動車を利用している。またタバコもマールボロ１
箱122クローネ（約1400円）と高額に設定されているが，マーヘルはヘビースモーカーで
ある。タバコはスウェーデンのストロムスタッドまで出かけていって購入しているが，そ
れでも少なくとも嗜好品の支出を抑える節約をしているようには見えない。だが，筆者が
経済状況を聞くために金銭の話題を持ち出すと，夫婦の間でいさかいに発展しそうな場面
も見られた。リマは保育料について筆者に説明するとき，あえて夫が働いていないから収
入が限られている，とマーヘルの前ではっきりと発言したのだった。
　次男ワリードも，長い間定職に就けないでいる。ワリードは，シリアでは大学に在籍し
ていたこともあるが，卒業はしなかったようだ。おとなしい性格のワリードは，ノルウェー
語も英語も得意ではない。彼は，繁忙期にスーパーマーケットの荷出し作業を手伝ってい
るが，仕事は定期的にあるわけではなく，呼び出されたら出勤する程度である。ワリード
は，母マイがトルコ滞在中に見つけた，遠縁にあたるライラと結婚し，2018年に子どもを
授かった。ワリードとライラは，オスロ中心地から２キロ程度の比較的便利な場所にアパー
トを借りている。リビングに置くソファやダイニングテーブルは，知り合いやインターネ
ットを駆使して安く調達することができたという。長男マーヘルとは異なり，ワリードは
公共の交通機関が充実しているオスロに住むが，移動は基本的に自動車である。彼も，兄
に劣らないヘビースモーカーで，日々の支出がかさみそうな生活スタイルは兄同様である。
　トルコで義母マイに見初められ，マイとともにノルウェーに移動してきたライラは，難
民受け入れセンターでの滞在期間を終えて滞在許可を得，入門プログラムを受け始めると
妊娠が発覚し，2018年に出産した。2019年８月に筆者がライラのもとを訪問すると，ラ
イラは入門プログラムを中断していたが，子どもが１歳半になる翌月から保育園を開始し，
入門プログラムに復帰するという。アパートの郵便受けの名前を見ると，ライラの名前が
書かれている。アパートは，おそらく入門プログラムを受けて支給金を受け取れるライラ
の名義で借りているのだろう。
　筆者がライラに会うときは，たいてい義母のマイと一緒なので，年長者に遠慮してか，
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彼女が自らについて話すことはない。だが，マイによれば，ライラはこれまで高等教育も
受けておらず，また働いた経験もない。彼女はワリードと結婚しなければノルウェーに住
むことはできなかっただろう。だが，定職のないワリードが，比較的利便性の高い地域に
家族で住める広さのアパートを借りることができたのは，入門プログラムを受けるライラ
がいてこそと思われる。つまり，両者のノルウェーでの生活は，相互依存的な関係性の上
に成り立っていることになる。
　ただし筆者が垣間見た彼らの生活の一端は，ライラが一貫して家父長制における「嫁」
の役割を担うものであった。たとえば，マイはしばしば筆者を招待してくれるのだが，そ
の際に連れて行かれるのは，マイの自宅よりは，ライラとワリードの家であることのほう
が多い。食事を提供してくれる際は，ほとんどがライラたちの家である。ライラは妊娠中
も出産後も，客を迎えるために料理をし，食事が終われば食器を片付けて紅茶を用意して
くれた（写真４参照）。ライラの父はすでに他界し，母はイラクにとどまっているという。
イラクの母親には，１歳になったライラの娘を会わせられない。他方で遠縁でもある義母
マイとは，ともにノルウェーを目指して命がけで渡航し，難民受け入れセンターでは寝食
をともにした。何よりも，マイに見初められたからこそ，ライラはノルウェーに来ること
ができたのである。筆者がマイにライラの働きぶりをねぎらうと，アラブの女性が家でよ
く働くのは当然だとマイは答えた。

写真４_妊娠中にライラが用意してくれたイラク料理
　　　 （於オスロ，2017年８月12日，筆者撮影）
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まとめにかえて
　本稿では，パレスチナ人女性マイとその家族のノルウェーでの定住過程と生計活動の一
端を紹介した。長男と次男はノルウェーにおいて市民権を，それ以外の家族は滞在許可を
得ることができ，ノルウェーでの生活を開始した。だがマイを含めた家族に大学を卒業し
た者はおらず，英語が少し話せるのは長男のマーヘルのみである。専門的な技術や知識を
持つ者はおらず，女性は皆，働いた経験がない。息子らは，少なくとも過去２－３年間，定
職に就いていない。妻たちはノルウェー語の学校に通っているが，家事や育児に加えて新
たに仕事ができるかどうかは，現状では予測できない。彼女らが働いて家計を助け，ある
いは主な稼ぎ手となる日が来れば，夫婦間，親族間のジェンダー関係は確実に変化するだ
ろうが，現状では女性らは，時には自ら進んで，家父長制を強化する役割を担っており，
そのような価値観を有しているようには見えない。
　生計活動とは，家計資産や資本といった経済的資源に加えて，社会制度およびネットワー
クを含む資源と定義されている。これを踏まえて本稿から明らかになったことは，親族間
の相互扶助関係の強さである。マイらは常に連絡を取り合い，食事をともにし，経済的に
もある程度の依存関係にあることがうかがえる。別の視点から見れば，親族以外のネット
ワークは，活動家を自称するマイ以外は，希薄にも見えるのである。かれらは個人主義的
性格の強い北欧社会での生活を始めたのだが，互いに独立できるほどの経済的資源を持ち
合わせていないということの証左なのかもしれない。だからこそ，より助け合い，寄り添
い合う必要があるのではないだろうか。
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