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アメリカのジレンマ
― 移民制限強化論の高まりとその背景 ―
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はじめに

　2006年5月1日のメーデー。全米の主要都市で移民制限強化に抗議する

デモと職場放棄などのボイコット運動が繰り広げられた。マスコミは「不

法移民規制反対100万人デモ」などと伝えた。デモに参加したのは主にラ

テンアメリカ諸国からのヒスパニック系移民で、40万人が参加したシカ

ゴのデモにはアラブ系移民の姿も目立った 1）。デモは、2005年12月にア

メリカ下院で不法移民を狙い撃ちにした法案が可決されたことに危機感

を抱いた主にヒスパニック系移民が2006年3月のデモに続いて組織した

もので、法案の行方に影響を与えることが狙いであった。

　1990年代の大量移民は19世紀末から20世紀初頭の大量移民の規模に肩

を並べた。21世紀に入り、その規模はさらに拡大し続けている。とりわけ

目立つのはヒスパニック系移民の増大で、入国ビザを持たない不法移民の

規模も膨らむ一方である。不法移民に向けるアメリカ国民の視線は厳しさ

を増しており、下院で可決された法案のような移民制限強化論につながっ

ている。議論を複雑にしているのは2001年9月の9・11事件以降のテロ対

策強化の動きである。アラブ系、イスラム系の人々に対する移民規制がテ

ロ対策の名の下、強化された。2004年1月にブッシュ大統領はヒスパニッ

ク系移民を念頭に置いた新しい移民政策の構想を打ち出したが、移民、ア

メリカ国民の双方から批判を受け具体化に向けた動きは進んでいない。

　リンカン、フランクリン・ローズベルト、ジョン・F・ケネディなど歴

代のアメリカ大統領はアメリカを「移民の国」と呼び、移民が発展の基礎

を作ったとの信念を表明してきた。しかし、新たな大量移民の前にたじ

ろぎ、国民が内向きになった中で打ち出されようとしている新たな移民

制限の考え方と、「移民が作る国」との信念とは、そうたやすく調和する

ものではない。それに「すべての移民制限等は必ずなんらかの差別をと

もなうものであり、民主主義的良心を傷つけることのない差別制度など

というものが存在したためしはない」 2）。それは新たな「アメリカのジレ

ンマ」である。本稿は、近年の移民制限論の特徴とその論議を導き出した

背景を探る。



アメリカのジレンマ

－ 215 －

Ⅰ、急増する移民

（1） アメリカ史上最高水準の移民流入

　移民制限論が強まる背景に移民の急増がある。米商務省国勢調査局

（U.S.Census Bureau）の2000年国勢調査によれば、1990年代の10年間に

アメリカの外国生まれの市民（移民）総数は1130万人増加し、3110万人

に達した。1990年に比べ57％もの急激な増加で、アメリカ史上前例の

ない規模で移民流入が続いている。2004年国勢調査では3424万人とさ

らに増えている。アメリカへの移民流入が過去に最高潮に達したのは19

世紀末から20世紀に入って第一次世界大戦の頃までであり、ピークは
1900-1910年の10年間であった。移民総数は1900年の1030万人から1910

年には1350万人へと320万人増えた。当時のアメリカの総人口を考えれ

ば、これは異常に高い流入水準だが、1990年以降の伸びも100年前に比べ

決して引けをとらない。

　その結果、アメリカの総人口に占める外国生まれの人々の人口（移民

人口）の割合も高まった。1990年の7.9％が2000年には11.1％に、さら

に2004年には11.7％に達した。移民研究センター（Center for Immigration 

Studies 、 C I S）は、この傾向が続けば、2010年には、過去最高だった1890

年の移民人口比率14.8％を抜くのは間違いないとしている。C I S 研究理

事スティーブン・カマロータは2002年6月4日付レポートで「現在の移民

制度が変わらなければ、今後10年間に不法移民を含め、少なくとも1300

万人以上の移民がアメリカに流入する」と予測する。C I S は1990年代の

移民数が不法移民を含めると1320万人に達したと試算している 3）。

（2） 中心はヒスパニック系、アジア系

　移民の民族構成も19世紀末―20世紀初頭の大量移民時代に比べ大きく

変わった。中心はヒスパニック系移民とアジア系移民である。1990年国

勢調査で見ると外国生まれのヒスパニック系は841万人で総人口の3.3％、

全外国生まれ市民1977万人の42.5％を占めた。これが2004年国勢調査で

はヒスパニック系移民人口が1831万人と倍増し、総人口比6.2％、外国

生まれ市民全体3424万人に対し53.5％とその比率を高めている。アジア
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系移民は、1990年には498万人で総人口の2.0％、外国生まれ市民全体の
25.2％だったのに対し、2004年国勢調査では、869万人で総人口の3.0％、

外国生まれ市民全体の25.4％を占める。一方、ヨーロッパ系移民は2004年

には外国生まれ人口の13.6％を占めるにとどまっている。19世紀末―20

世紀初頭の大量移民は東ヨーロッパや南ヨーロッパからが中心でロシア

人、ポーランド人、イタリア人、ユダヤ人など“ホワイト・エスニック”
white  ethnic と呼ばれる人々が主役だった。それに比べ様変わりの民族構

成である。

（3） 不法移民　unauthorized  immigrants  4）

　移民に厳しい目が向けられる背景の一つに不法移民の増大がある。
2003年1月、米移民帰化局（I N S）は1990年から2000年1月に至る10年間

の不法移民の動向分析を発表した。それによると2000年1月にアメリカ

国内に留まっている不法移民は700万人で1990年に比べ倍増したと推計

している。1990年から99年までの10年間、年平均では35万人の不法移民

増大があった。アメリカ国内を地域別にみると、2000年1月現在、不法移

民が最も多く住んでいるのはカリフォルニア州で220万人、全不法移民の
32％が滞在している。次いでテキサス、ニューヨーク、イリノイ、アリゾナ、

フロリダが上位を占める。

　不法移民を出身国別にみると、メキシコが481万人で全体の約69％を占

め断然、他の国ぐにを引き離している。1990年の推定不法移民数204万人

に比べ2.4倍と増加数も際立って多い。カリフォルニア大学サンディエゴ

校のゴードン・ハンソンによると、上位17カ国（表1）では、メキシコをは

じめラテンアメリカ諸国が6カ国を占める。アジア諸国もその数が急増す

る傾向にはあるが、ラテンアメリカからのヒスパニック系のほうが圧倒

的に人数は多い。不法移民問題がもっぱらヒスパニック系移民の問題と

して取り上げられるのも理解できるところである。

　ワシントン市内にあり、ヒスパニック問題研究機関として知られる

「ピュー・ヒスパニック・センター」Pew  Hispanic  Centerは2006年4月5日、
2005年3月現在の不法移民推計を発表した。それによると2000年―2005年
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の5年間に不法移民は270万人増加し、総計では1110万人に達した。（図1）

表１：　アメリカの不法移民の出身国（2000年）
  出身地域 人数
  総数 8,705,421
  北米 5,312,990
  南米 624,419
  ヨーロッパ 1,113,683
  アジア 1,363,419
  アフリカ 243,342
  オセアニア 47,568

  出身国 人数
  総　数 8,705,421 
 １ メキシコ 3,871,912 
 ２ （旧ソ連地域） 344,877 
 ３ エルサルバドル 336,717 
 ４ ガテマラ 238,977 
 ５ 中　国（台湾を含む） 226,886 
 ６ キューバ 216,297 
 ７ インド 200,306 
 ８ 韓　国 182,621 
 ９ コロンビア 174,786 
 10 カナダ 156,231 
 11 フィリピン 155,239 
 12 英　国 123,246 
 13 日　本 118,357 
 14 ドイツ 113,327
 15 旧ユーゴスラビア 110,280
 16 エクアドル 105,197
 17 ポーランド 92,684
  その他 1,937,481 

出所：Gordon H. Hanson, 2004.

図１：　アメリカの不法移民（推定）
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　さらに2006年3月には1200万人に上ったとみている。また、不法移民が

アメリカ国内で生み、自動的に米国市民権を取得した子供が2005年3月現

在、310万人にも上る、としている。このうち約60万人は2000年以降に不

法入国した移民の子供である。

　ピュー・ヒスパニック・センター・レポートは、不法移民について、こ

のほか次のような特徴を指摘している。

（a） 不法移民のうち約720万人がアメリカ国内で何らかの仕事についてい

る。農場の作業員（不法移民が担う割合は全体の4分の1）、事務所・住

宅クリーニング作業員（同17％）、建設工事作業員（同14％）、食堂・

レストランのウェートレスなど（同12％）が多い。

（b） メキシコ系移民の場合、国境警備が強化されアメリカへの入出国が危

険で費用も高くつくようになったため、不法滞在期間が長期化する傾

向にある。

（c） メキシコ系移民でアメリカ滞在年数が5年以内の場合、メキシコで失

業していた人の割合は比較的少ないが、11-15年の場合は、15.2％も

の人がメキシコで失業していた。

Ⅱ、メキシコ系移民とヒスパニックの挑戦

　移民制限論が強まるもう一つの背景は、前述のように急増する移民の

中でヒスパニック系移民の占める割合が圧倒的に高いことである。移民

制限論とは、言い換えれば、ヒスパニック移民制限論、とりわけメキシコ

系移民制限論である、と言える。

（1）“The  Americano  Dream”論争

　1998年の著書『文明の衝突』で知られるアメリカの政治学者、サミュエ

ル・ハンチントンは、新著『分断されるアメリカ』 5）で次のように述べて

いる。

　「20世紀半ばに、アメリカは多民族、多人種の社会になり、アングロ・プ

ロテスタントの主流文化が多数のサブカルチャーを包含し、その主流文

化の根底に共通した政治的信条を持つ社会となった。20世紀末になると
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新たな展開が見られ、それがつづけば、アメリカは文化的に二分され、二

つの公用語をもつアングロ＝ヒスパニックの社会へと変貌する可能性が

出てきた」

　ハンチントンは、アメリカ社会の文化的二分化傾向が進んでいるとと

らえ、その原動力となっているのがラテンアメリカからの移民、とりわけ

メキシコからの移住者だとする。

　「メキシコからの移民は、アメリカが1830年代と1840年代にメキシコか

ら武力で奪った土地を、人口学的に再征服（reconquista）する方向へと進

んでおり、フロリダ南部で起きているキューバ化とは異なるが、それに匹

敵するかたちでこの地域をメキシコ化している」

　ハンチントンが“メキシコ化”という意味は、メキシコ系移民がアメ

リカに入り込み両国の国境線をあいまいなものにし、その上、居住地域で

アメリカとメキシコの「混合社会」「混合文化」を出現させていると考え

るからである。メキシコ系移民ばかりでなく他のラテンアメリカ諸国か

らのヒスパニック系移民もアメリカ各地の“ヒスパニック化”を促し、

「アングロ＝ヒスパニックの社会」を作り出している、と言う 6）。

　ハンチントンは、また、メキシコ系移民はアメリカに対する帰属意識

が希薄だと指摘する。その証拠として、1992年に南カリフォルニアと

南フロリダの移民の子供を対象にした調査を紹介している。この調査で

「自分は本来どこの国の人間だと思うか？つまりどんな民族だと考える

か？」という質問がある。メキシコ生まれの子供は41.2％が自分を「ヒ

スパニック」と見なし、32.6％が「メキシコ人」を選んだ。アメリカ生ま

れのメキシコ系アメリカ人の子供の答えは、「メキシコ系アメリカ人」が
38.8％、「チカ―ノChicano」24.6％、「ヒスパニック」20.6％であった 7）。

これらからメキシコ系アメリカ人は「数世代にわたってアメリカの価値

観との一体化を高められずにいる」、つまり、容易に同化しないとの結論

を導き出している。

　1994年にカリフォルニア州で不法移民の子供への社会保障給付を制限

する住民の提案187号が審議されたとき、メキシコ系アメリカ人が提案反
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対デモを行い、メキシコの国旗を振り、アメリカの国旗を上下逆さまにし

ながら、ロサンゼルスの通りを練り歩いた。これもハンチントンは、メキ

シコ系移民がアメリカ社会に同化しないことを示す一例として取り上げ

ている。

　ハンチントンは、さらにメキシコ系移民は過去のヨーロッパからの移

民や現代のアジアなどからの移民に比べてアメリカ社会への同化が遅い

ことを示す基準として、かたくなにスペイン語を守り、積極的に英語を学

ぼうとしない点を指摘する。

　米国勢調査局が全米の家族で5歳以上の人々が話す言葉を調べた結果を

見ると、英語が80.6％なのに対して、スペイン語は12.0％（英語以外の言

語に占める割合は62・0％と他を圧倒している。2位は中国語で同4.4％）、
3220万人が使っている 8）。

　さらにメキシコ移民が大部分を占める大量移民流入の波は今のところ

変わる兆しが見えず、大規模な戦争や大恐慌のような景気後退がない限

り、しばらく続くと予想される。ハンチントンは、大量移民の波がアメリ

カ社会にとって三つの重大な結果を招くと予測する。第一は移民が友人・

親戚を呼び寄せ移民を生み出す、つまり「移民の連鎖」を生み出すこと。

第二に長期に流入が続けば、政治的に流入阻止は難しくなること。第三に、

大量の移民流入が継続すれば、移民の同化が遅れる可能性があること。

　ハンチントンは、以上の考察の結論として次のように述べている。「メ

キシコおよびヒスパニックの移民が大量に流入し続けたうえ、これらの

移民がアメリカ社会に同化する割合が低ければ、アメリカはいずれ二つ

の言語と二つの文化、二つの民族の国に変わるだろう」。その上で、メキ

シコ系移民にとって「Americano  Dream　などというものは存在しない。

あるのはアングロ＝プロテスタント社会によって生み出されたAmerican  

Dream　だけだ。メキシコ系アメリカ人もその夢とその社会を共有でき

る。だが、それは彼らが英語で夢をみればの話である」と厳しい 9）。
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（2）世論も不法移民増大に不満

　ハンチントンの議論は現在のアメリカ社会では、決して特異なものでは

ない。各種世論調査がそのことを示している。2006年3月末、ロサンゼル

スなど全米各都市で5月の100万人デモに先立っての下院移民法改正案反

対デモが行われた直後、週刊誌『タイム』は移民に関する世論調査を2006

年3月29、30日に成人1004人を対象に実施した 10）。それによると、68％

の人が不法移民は米国にとって「きわめて深刻（extremely / very）」な問題

ととらえており、82％と大多数の人が国境警備は不十分と答えていた。

　しかし、不法移民への対応については、下院法案（後述）のように重罪と

して処罰し、不法入国、米国での就労を認めないという厳しい立場を取る

人は25％と少数にとどまり、72％の人がブッシュ大統領の提案しているよ

うな「一時就労ビザ」Temporary  Work  Visaを与える考え方に賛成している。

　また、不法移民でも英語を学び、すでにアメリカ国内で就職しており納

税もしている人には、米国市民権を与えることに賛成する人が78％を占

めた。不法移民に厳しい目を向けても、「移民の国」という自負と後から

来る移民たちへの寛容さは、まだ、残っているということか。不法移民増

大を懸念する材料としては、次の項目が挙げられた。

①アメリカの一般国民にとって医療費補助や教育費負担が重い（61％）

②テロ事件を起こす心配がある（44％）③アメリカの労働者の賃金を引

き下げる要因になる（43％）④犯罪が増える（40％）⑤アメリカ人の仕

事を奪う（35％）⑥移民者数が多すぎる（33％）⑦豊かな「アメリカ的

生活」を脅かす存在である（29％）。

（3） 移民がもたらす利益と移民受け入れの国民負担

　ヒスパニック系移民を中心とする移民増大が続くことはアメリカに

とってプラスかマイナスか。

（a）移民の技術・技能水準

　感情的反発を別にすれば、一般に、移民つまりヒトの国際間の移動は

モノの国際間移動（国際貿易）やカネの国際間移動（国際投融資）と同

様、各国経済の繁栄に寄与するはずである。低賃金国から高賃金国への
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労働力移動はグローバルな生産性を高めると考えられる。特に高い技

術力・専門性を持った移民は移民受入国に大きなプラスをもたらす。ア

メリカは第二次大戦時、ヨーロッパから亡命してきた科学者、技術者な

どを多く受け入れたが、物理学、化学の進歩につながった。その影響は

第二次大戦後も続き技術革新を進める原動力になった。

　最近でも技術水準の高い労働者への需要は強い。シリコンバレーでは

インド系、台湾系のコンピュータ技術者は多くの企業の奪い合いになっ

ている。その多くはアメリカの大学院に学びPh.Dをとってアメリカに

留まり市民権を取得した人々である。「世界最高水準のアメリカ大学院

留学はアメリカ移民の近道である」 11）。「頭脳流出」は留学生を送り出す

側の国ぐににとっては頭が痛い問題である。しかし、送り出す側の国ぐ

に（多くの場合、開発途上国）は高度の専門知識・技術を持つプロフェッ

ショナルに満足できる報酬や地位を約束することが難しく、引き留め

られないのが実情である。アメリカは、その多くを引きつける。

　一方、技術水準の低い移民の場合は、概してアメリカ人に比べ教育水

準が低い。ハンソンによれば、2003年の段階で25歳以上の移民の場合、
33％が高校卒と同水準の教育すら身につけていない 12）。（図2）
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図２：　移民とアメリカ市民の学歴比較（2003 年 3月）
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　アメリカ市民の場合、高校すら卒業していない低学歴者は13％とは

るかに低い。1960年代―70年代までの移民の場合、就学歴はアメリカ

市民の水準に近かった。それが30-40年の間に大きな開きとなったのは、

就学期間がアメリカに近いヨーロッパからの移民中心であったのが、就

学期間が相対的に短いアジア、ラテンアメリカからの移民中心に変わっ

たことが大きい、と考えられる。就学期間が短いことは身につけた技能

水準が低いことにつながる。

　低技能水準に英語理解力の貧弱さが加わると多くの移民は高賃金の

仕事につけない。フルタイム・常用労働者の2003年の年収をみるとア

メリカ市民権のない移民の場合2万5000ドル未満の人びとが45％と極

めて高い。移民、特に不法移民を低賃金で雇用できることは、移民制限

強化論の高まりの中で経済界が反対に回っている一つの理由と考えら

れる。しかし、技能水準の低いアメリカ市民の労働者は自分たちの職が

奪われ、賃金が下がると主張して移民制限を支持する。ハーバード大学

のジョージ・J・ボージャス（2003）は、1980年から2000年までの期間に、

移民流入によってアメリカの平均賃金は3％低下したと主張している。

とりわけ高卒未満の就学歴しかないアメリカ人労働者の場合は平均賃

金が9％低下した、とする。

（b）移民の所得向上と本国送金

　移民たちの多くは、豊かになることを夢見てアメリカにやってくる。

ハンソンはメキシコ系移民の場合、アメリカで働くことによって賃金

が時給換算で平均2.50ドルー 4.00ドル増えると試算している 13）。年収

に換算すると実質で5000ドルー 8000ドルの収入増になるという。これ

はメキシコの一人当たりGDPの1.5倍ないし2倍に相当する。

　また、移民たちはメキシコにとって貴重なドルを本国送金している。

メキシコはアメリカへの大量移民によって2000年までに16％相当の労

働力を失った。これはGDPの0.5％に相当する損失をもたらした。しか

し、本国の家族宛の送金額はGDPの1.1％（2000年）、1.5％（2002年）に

相当し労働力流失の損失を補って余りがある。
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　他のラテンアメリカ諸国にとって移民送金の経済効果はもっと大き

い。2003年には、ドミニカ、エルサルヴァドル、ハイチ、ホンデュラス、

ジャマイカ、ニカラグアでは送金額がGDPの10％を上回っている。同

年、ラテンアメリカ諸国へのアメリカからの本国送金額は全体で310億

ドル（地域のGDPの1.4％相当）に上った 14）。

　移民の本国送金がラテンアメリカ諸国の経済を支える効果があると

すれば、アメリカにとっても大きな利益となる。「メキシコ人にアメリ

カ移民の機会を提供することはメキシコに国内危機回避の安全弁を提

供することにつながる。1980年代、90年代に深刻な経済危機に見舞わ

れたとき、この安全弁が大きな政治的混乱の回避につながったと考え

られる」 15）。メキシコの1982年、87年、95年の経済危機では失業者が

増大し実質賃金が低下した。このとき、メキシコーアメリカ国境を越え

不法入国する移民が急増した。とりわけ、1994年1月1日発効した北米

自由貿易協定（NAFTA）によって主力作物メイズが輸入トウモロコシ

に押され打撃を受けた農民がメキシコ国内に職を得られず大量にアメ

リカに向かい、不法移民増大を加速した 16）。

（c）移民受け入れの国民負担

　技能水準の低い労働者の移民増加をこのまま容認したとき、第一に

問題となるのはアメリカの福祉体系を悪化させる懸念である。

　アメリカ人に比べ総じて教育水準が低く、技能水準の低いメキシコ

系の移民は賃金水準も低く、家族で貧困にあえぐ人たちが多い。このた

めアメリカ政府によるTANF（補助の必要な子供のいる家族への一時的

扶助）などの現金給付、メディケイド（貧困者向け医療援助）、フードス

タンプ、家賃補助、学校給食などの援助を受ける移民は多い。1994年に

は移民家庭の25％が何らかの公的扶助を受けていた。1996年には自己

責任・勤労機会調和法（通称1996年福祉改革法）が成立、自助努力で働

くことを給付の条件とするなど福祉受給の要件を厳しくした。それで

も2003年には24％の移民（一般アメリカ市民は15％）が公的扶助を受

けている。移民への公的扶助供与はアメリカ国民の負担を重くする。カ
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リフォルニアでは1994年、住民提案187号により不法移民への医療提供

拒否に動いたが、連邦最高裁判所は緊急医療拒否は憲法違反と退けた。

（d）アメリカ経済への移民の寄与

　ハンソンは移民増加による賃金変化率、移民増加による労働力変化

率、国民所得における勤労所得比率をもとにアメリカ国民所得に対す

る移民の寄与Immigration Surplusの比率を推計している。それによると
2000年にはアメリカGDPを0.12％上昇させるにとどまった。つまり、

アメリカの国民所得の増加への寄与は1％に満たず、「大きいとは言え

ない」と結論づけている 17）。

　ハンソンは自身の推計とともに、全米科学アカデミーの一部門であ

る全米研究評議会（NRC）が1997年に推計した移民のアメリカ経済へ

の寄与度も示している 18）。NRCによると短期的には移民はアメリカ国

民所得を0.1％減少させる。移民の平均年齢は若く納税額も少ない。そ

の子供たちの教育への財政負担を考えると移民が入国してから25年間、

財政収支はアメリカ政府の持ち出しになる。超長期でみると、向こう
300年で移民1人当たり8万ドルの財政貢献が見込まれる。しかし、あま

りにも長期であるとハンソンは指摘する。ハンソンは、問題が受益者と

負担者が同じではないところにある、と主張する。雇用主、不動産業者、

金融機関は利益を享受するが、移民の多い州（カリフォルニアやニュー

ジャージーなど）は住民の負担が重い。アメリカの政治や世論が短期の

経済効果の低さと負担感の重さを考え移民規制強化に動くのはやむを

えない、とする。

Ⅲ、移民法改正の焦点

（1）移民制限と移民法の歩み

　現在の移民法は1965年のハート・セラー移民法Hart－Celler 　
Immigration Billが確立した割り当て制度に基づいている。この法は二つ

の点で画期的であった。第一に、アメリカの移民立法から人種差別の影を

取り除いたことである。第二に、家族の再結合を移民査証発給の最優先原
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則としたことである。これによりアメリカ市民および永住権を持つ外国

人の親族に優先権が与えられ、特にアメリカ市民の直接親族はすべての

人数制限から除外された。

　この法改正によってラテンアメリカやアジアからの移民が急増する道

が開かれた。しかし、1968年以降、合衆国政府がラテンアメリカからの移

民を厳正に規制したため不法移民の大量増加が始まった。第二次大戦後、

アメリカ生まれの労働者は黒人・白人を問わずレストラン、ホテル、洗濯

業、病院、低賃金工場を敬遠する傾向が出て来ていた。このため不法移民

がこうした分野で就労するようになるのは自然の流れであった。

　不法移民制限を視野に入れた新しい移民法案をつくる動きは1970年代、

カーター政権のときに始まり、レーガン政権期に1986年移民改革・規制

法が成立した。この移民法には、①合法資格を持っていないことを知りな

がら、不法移民を雇う企業主に罰則を設ける②不法移民に恩赦を与え、法

的地位と市民権取得への道を開く―ことが盛り込まれた。

　1990年代に入ると不法移民制限の世論の高まりと好況に湧く経済界か

らの専門技術を持つ移民受け入れ増大を求める声に押されてクリントン

政権期の1996年9月に不法移民改革・移民責任法（1996年移民法）Illegal 

Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996が成立した。96

年移民法はアメリカで罪を犯した移民の即時本国送還、国境警備強化な

ども盛り込んだ。

（2）ブッシュ大統領提案と議会の新しい法案

　ブッシュ大統領は2004年1月、不法移民抑制を狙いとして「一時就労計

画」Temporary  Worker  Program  （TWP）を発表した。TWPは、不法移民に

合法的地位を与え、3年間はアメリカ国内で就労することを認めるが、そ

の後は本国に帰国させる、という内容である。この案は、不法移民制限強

硬派からは、不法入国者に恩赦を与えるものと厳しい批判を受ける一方、

アメリカ国内で5年、10年と働いて一定の地位を築いている不法移民には

退去を迫るものとヒスパニック系団体から批判され、進展していない。

　ブッシュ大統領は2006年5月15日、新たな移民政策構想を発表した。こ
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の構想では、2004年のTWPへの支持、法案成立を議会に強く呼びかける

とともに大統領任期終了時の2008年末までにメキシコとの国境の警備隊

を倍増させ1万2000人にすると発表した。ブッシュ大統領は「我々は移民

国家でありこの伝統は堅持しなければならない」と述べると共に「我々は

法治国家である。法は強化しなければならない」 19）と強調した。ここにブッ

シュ大統領の苦悩がうかがわれる。テキサス知事時代から移民問題に関

わり、夫人もヒスパニックでメキシコ系移民への理解があるとみなされ

ている。演説でも「不法移民は我々の社会の陰の中に生きている。不法移

民の大多数は勤勉で、家族を養い、信仰心篤く、責任ある生活を送る立派

な人たちである。彼らも我々の生活の一部を占める人々である。しかし、

法的保護も受けられないでいる」 20）と述べている。しかし、不法移民防止

壁建設に同意したのは、不法移民が公立学校、病院経営を圧迫し、地元自

治体の予算に負担をかけ、一部で犯罪増加につながっているとの声を無

視できなかったと考えられる。

　2006年5月のブッシュ演説に先立ってアメリカ議会では不法移民法案

の審議が続いていた。下院では、2005年に①不法入国者は犯罪者とみな

し、刑罰を課す②700マイルの国境に沿って二重の柵を建設すると共に照

明、監視カメラ、センサーを強化する③国境警備員と入国管理官を強化す

る④雇用主の不正雇用を防ぐため電子式就業資格証を導入する――との

法案（HR4437）が可決された。2006年3月と5月の移民デモはこの法案へ

の反発であった。

　一方、上院では、①外国人労働者に永住権取得への道を開く「一時労働

者計画」（TWP）を設ける②入国5年以上、その間3年以上就業した移民に

は永住権取得への道を開く③不法移民に罰則は適用するが、他の移民に

医療、住宅補助など“人道支援”を行った者は例外とする④老巧化した国

境柵のみ修理する――という内容の法案（S.26.11）が審議されている。中

間選挙前の2006年10月現在、法案審議は進んでいないが、ブッシュ大統

領は2006年10月4日、メキシコとの国境に全長700マイル（約1120キロ）

の国境柵を建設する国土安全保障関連法案に署名した。
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おわりに

　経済学者ポール・クルーグマンは米ニューヨーク・タイムズ紙上の自身

のコラム 21）で「私はアメリカの移民の歴史を誇りに思う。祖父がロシアか

ら移民したとき、アメリカは寛容だった。心情的には移民受入れ論者であ

る」と心中を示すとともに、現実的にみると、「アメリカ経済が移民から

受けとる利益は小さいし、多くのアメリカ人の生活が圧迫されている。そ

の上、アメリカの福祉制度を脅かしている」と述べている。移民に理解あ

る人びとが、移民制度強化論に耳を傾けざるをえないのは大きなジレン

マ―アメリカのジレンマである。

　一方で、同じニューヨーク・タイムズ紙上、コラムニストのディビッド・

ブルックスは、ハンチントンのAmericano Dreamはない、との議論に反論

し、「メキシコ系移民でも教育水準の高い人々は同化が早い。メキシコの

農村から来た人びとは同化が遅いが、同化を目ざしている。ハンチントン

はメキシコ系の子供たちが学校では授業についていけないと言うが、そ

れは我々の側が悪いのである。同化を促す仕組みが壊れてしまっている

からである」と述べている 22）。

　自身もバングラディシュ出身でアメリカに移民したバグワティは「国

境管理は不能だ」という 23）。アメリカ自身がグローバリゼーションを推進

し、世界的な規模でのモノ、カネ、ヒトの自由な行き来を促してきた以上、

アメリカの移民規制強化は自己矛盾とも言えるし、大国のエゴイズムで

あるともいえる。バグワティの言うように不法移民規制も難しいかもし

れない。

　ニューヨーク・タイムズ紙社説は、ブッシュの構想を「方向は正しい」

と評価し、ブッシュが「任期中に包括的な移民法改正をまとめ上げること

ができれば、ブッシュ政権の最大の功績になる」とブッシュ構想を後押し

する 24）。ブッシュ構想のTWPにはタイム誌の世論調査（前出）でも72％

と高い支持率を集めている。アメリカの理念と矛盾しない当面の解決策

は、このあたりにあるのかもしれない。
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