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Abstract 

 
In this paper, I reflected upon the selective stigmatization of communities that fall into Denmark’s 

“ghetto” policy from the view point of welcoming immigrants and refugees, i.e. hospitality.  
Hospitality suggests equal and interactive collaboration between different people or communities to 

create new value. In contrast, Denmark has developed a “ghetto” policy, in which the government 
designates and forcibly dismantles areas that have been singled out based on the percentage of 
non-Westerners and poor people that live in them. The stated aim of this policy is to integrate the people 
living in these areas into mainstream Danish society, and not allow them to isolate within enclave 
communities. This is in line with the Danish government’s goal to dissolve “parallel societies” that they 
believe exist within designated ghetto areas. At first glance, this seems to be a hospitable policy designed 
to be inclusive and assist residents of those communities further assimilate into general Danish society. 
However, the desire for “Dannishness” and seeking assimilation may actually hinder diversity and “the 
creation of new values through equal and interactive collaboration between different people”.  
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1.はじめに 

筆者は本稿においてデンマークのゲットー政策につ

いて論じる。その議論の前提として、以下の４点につ

いて述べておく。 

①ソーシャルワーク(社会福祉の専門職による支援)

におけるパラダイム転換 

②日本での移民政策 

③ホスピタリティの定義 

④ゲットー政策の概要 

第 1に、ソーシャルワーク(社会福祉の専門職による

支援)におけるパラダイム転換について、である。筆者

が専門としてきたソーシャルワーク(社会福祉の専門

職による支援)において、パラダイム転換が起きている

と考えられる。多様性の尊重である(1)。そこから多文

化共生という概念も唱えられている。現在、ソーシャ

ルワークにおいて、パラダイム転換が起きていると考

えられる。ワーカー・クライエントの関係も、ソーシ 

ャルワーカーは多文化を排除することなく、クライエ

ントの文化を基盤とした関係作りに移行している。こ

の関係性の変化を Lum (2)は大きなパラダイムシフトと

述べている。日本では、ソーシャルワーカーたちは支

援を必要とする人々を、彼らの文化に配慮しながら支

援することが求められるようになってきた。これまで

同一の文化を有する人々として対応してきたため、こ

の文化性という点については十分に掘り下げて、研究

されてこなかった。しかし、グローバリゼーションに

伴い、多文化共生の視点から福祉を捉えなおすことが

重要となってきた。主流文化が心を尽くしたサービス
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をしてもそれが届かないこと、そして支援が中断する

ことを考えれば、その文化を理解しそれに沿った支援

が求められるのは当然のことと言えよう (3)。Sue(4)は先

住民の宗教や祈りを尊重することが支援に役立つこと

を述べている。 

第 2に日本の移民政策についてである。 

日本も 2019 年に実施された入国管理法の改正によ

り、さらに多くの外国人が日本に入ってくると予想さ

れる。そしてこれは日本に来たいと願っている外国人

当事者たちの強い要望により実現したというよりも、

少子高齢化で介護労働等の人材不足を補うため決断し

たという経過がある。これまでは、外国人技能実習制

度が外国人労働者の主軸となっている。そもそも、外

国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育

成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推

進することを目的としている。この制度で、人権侵害

や労働法令違反が頻発し続けている。外国人労働者の

権利を保障するため、この改正法は、在留資格「特定

技能１号」「特定技能２号」を創設し、出入国在留管理

庁の設置をする等を内容とするものであった。現実的

には、同法の人材確保の中心と位置付けられている特

定技能１号のポイントとして、在留期間通算で上限５

年まで、家族の帯同は基本的に認めない、が挙げられ

る。「特定技能１号」として認定されている 14業種（産

業分野）は下記のとおりである。 

１．介護業 

２．ビルクリーニング業 

３．素形材産業 

４．産業機械製造業 

５．電気・電子情報関連産業 

６．建設業 

７．造船・舶用業 

８．自動車整備業 

９．航空業 

１０．宿泊業 

１１．農業 

１２．漁業 

１３．飲食料品製造業 

１４．外食業 

上記を見れば少子高齢化の中で、本当に人材確保に

日本が外国人に力を注がなければならない状況に追い

詰められていることが良く分かる。 

多文化共生について総務省は「国籍や民族などの異

なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関

係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に

生きていくこと」としている(5)。多文化共生にはホス

ピタリティの理念なくして考えられないであろう。 

第 3に本稿で取り上げるホスピタリティの定義であ

る。 

筆者は別稿(6)においてホスピタリティに関する先行

研究での論述を整理した上で、ホスピタリティを以下

の点を包含する概念として定義した。本論から外れる

ために、根拠資料は掲載せず、要点のみを示す。 

①人間の尊厳を認識し、心からの接遇を行う。  

②自立した人格が自立した人格としての他者をもてな

す、という関係構造となる。  

③ 異質なもの同士の対等でインタラクティブな 共働

が、新たな価値を生み出す。  

④「内面（精神性）と行為」を包含した「機能」であ

る。  

⑤倫理・精神・行為・行動・関係・機能を含む。 

上記の筆者なりの定義を踏まえたうえで、ホスピタ

リティの実現の難しさを象徴するのが、本稿で取り上

げる、デンマークのゲットー政策である。 

第 4にゲットー政策の概要である。 

もともと、ゲットーという言葉は、ヨーロッパ諸都

市内でユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区であ

る。第二次世界大戦時、東欧諸国に侵攻したナチス・

ドイツがユダヤ人絶滅を策して設けた強制収容所がこ

のように呼ばれる。その名称を使用することに違和感

を持つ者もいるであろう。しかし現実的にはアメリカ

やフランスにおいても、社会的に排除された人々が集

住している地域としてゲットーという言葉は用いられ

ている。 

ゲットー政策とはデンマークの非西洋人の率と貧困

であることを条件に選定した地域(ゲットー)を国が指

定して、解体するという政策である。そしてその地域

に住む人々を統合していこうという趣旨である。これ

はパラレルな社会を解消して、統合するという目標の

下に提起されている。一見ホスピタリティのある政策

のように見える。移民が特定の地域に集住することに

より、多数派の国民との交流が少なく、社会の分断と

問題視されることがある(7)、ためである。 

イギリスでの例を挙げればマイノリティの集住地域

で暴動が起きると、複数の文化集団が相互に交流がな

く、各コミュニティが分断されている状況をパラレル

社会と呼び、伝統的には隔離と呼んできた(8)。それに

対して、デンマークのゲットー政策は社会の結束や価

値の共通化を重視していることを標榜し、パラレル社

会や隔離状態の回避をすること自体は極めて意義があ

ると思われる。しかし、他方で現実的にはデンマーク

らしさを強く求める(9)がゆえに、多様性や「異質なも

の同士の対等でインタラクティブな共働が、新たな価

値を生み出す」ということを妨げる可能性がある。ま

たパラレル社会に対して政府が宣言した戦いは、人種

に焦点づけた国家認可のスティグマの作成と伝播に向

けたデンマークの政治と行政の傾向を示している。グ
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ループのゲットー化を避けたいという願望は称賛に値

するが、彼らを他の場所に社会的に統合するために彼

らの家から「非西洋」居住者の強制的な移転を使用す

ることは彼らの疎外感を増やすことにつながる。そこ

に居住している人々をスティグマ化(烙印付け)して、

逆に住民とその他に住む人々を分断してしまうという

指摘がある(10)。そしてそれは 1945年に福祉国家思想が

生まれたときの姿勢と根本的に異なるというものであ

った(11)。 

日本では千葉忠夫(12)が「世界一幸福な国」という本

を著して、高福祉の評価の高いデンマークであるが、

それは 1945 年の福祉国家思想が実現した姿を示した

ものである。デンマークは平等・福祉・多元性という

意味で先駆的であり、移民の受け入れ為率も高い。Ｌ

ＧＢＴなどへの取り組みも多様性尊重で画期的である。

また障害者を地域の中で仲間として受け入れる高福祉

も評価されている(13)。高齢者福祉でも個人の意見を尊

重しつつ全体的最適を探るスタイルは、人生の最後ま

で徹底している。個々が自立した生活を営み、かとい

って決して個人主義に走ったり、競争的であったりも

ない、成熟した社会の形態である、という指摘もある
(14)。それに対して、移民に対して異なる方向の動きが

見られるようになった。 

現在、デンマークではゲットーと指定された地域の

解体を目指そうとしている。ゲットーの条件は、5 つ

の基準のうち 3つ以上を満たしているものである。第

1に、失業率が 40％以上（過去 2カ年）、第 2に非西欧

諸国系移民の割合が 50％以上、第 3に犯罪者数の割合

が 2.7％以上、第 4 に言語教育等の基礎教育を修了し

ていない 30～59 歳以上の住民割合が 50％以上、第 5

に15-64 歳の納税者の平均総収入がゲットー周辺地域

の同じグループの平均所得総額の55％未満となってい

る。この解体を目指す中で、住民は立ち退きを求めら

れる。当然住み慣れた地域から追い立てられるのであ

るから、住民の抵抗も見られる(15)。そしてそれに反対

する訴訟も起きている。 
このような強引な選別的政策は、従来では考えられ

なかったことではないかと思われる。 

そして、ゲットーに住む子どもが 1歳になったら、

週 25 時間の公共教育を受けさせることも義務付けら

れた。イスラム教徒の子どもたちに.デンマークの言葉

や男女平等などの価値観を学ばせる。これには、「ジェ

ンダー平等、コミュニティ、参加、共同責任などのデ

ンマークの価値観のコースが含まれる。クリスマスや

イースターなど、キリスト教の伝統を教えることも含

まれている。義務を果たさない親には児童手当の支給

が停止される。 

本稿では、単純にデンマークの動向を批判するもの

ではなく、きわめて驚いており、その理由について探

求したいということを示すものである。科学的根拠は

乏しくなってしまうが、デンマークに在住している日

本人数名にインタビューした折も、本件に関して彼ら

はさほど驚いていないようである。むしろ、貧困地域

の移民を国は何とかしようと手を差し伸べているのに、

それに自分たちの方法を変えようとせず、同じ文化の

人々だけで固まり、政府の申し出に抵抗する人々がい

る、という認識であった。そして自分たちの移民の文

化やアイデンティティの保持に固執してしまっている、

というものである。また彼らの印象では、ゲットーと

いうことで汚くすさんだという印象ではなく、普通の

町という感じであったというものであった。 

筆者もデンマークにも行き、そのヒュッゲ(16)という

文化(ホッと癒される居心地の良い時間、そのような時

間を作ること)は好きであるし、その王朝文化の伝統も

尊敬している。極めて格式高いと思っている。そして

国民の生活がエコできわめて合理的である。しかし同

時に教会に通うものは僅かであっても、社会的にルタ

ー派の教会文化を強く持っていることを強く感じた。 

なお、近藤(17)は移民性総合政策指標をもとに３つの

類型に分けている。 

① アメリカ、カナダ、オーストラリア、伝統的な

移民国家 

② イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンな

どはヨーロッパの移民国家 

③ 日本、韓国は移民国とは目されていない 

デンマークは第 2の類型に属する。言ってみれば、

長年にかけて独自の文化を作り上げてきた国が、移民

を人道的見地若しくは人手不足解消を理由として、受

け入れるという性格である。第 1の類型のように、国

家自体が移民により形成され、そして現在でも構成さ

れている国とは異なる。 

本稿では直接関係しないにしても、入国管理法改正

以降、移民政策に関しては第 3の類型にあってずっと

関係がないと日本は安閑とするのではなく、移民の宗

教に絡む問題は、無関係でいられなくなるであろうこ

とは認識しておくべきであると考えられる。そして本

稿で取り上げるデンマークの動向は日本の今後の移民

政策にも参考になることがあると考えられる。 

 

２.ゲットー政策の背景と展開 

ここでゲットーの理解を深めるために、デンマーク

以外でゲットーが用いられているアメリカとフランス

の概要を述べる。 

アメリカでは、公民権法が制定されたことにより、

差別撤廃が促進され、黒人を始めとする少数者集団は

積極的に優遇された。一見、奴隷制度のような歴史的

な人種差別がアメリカ社会から少なくなってきたよう

に思われる。実際に法改正による優遇措置の恩恵を受
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けたのは一部の中産階級の黒人に過ぎなかった。公民

権改革は、公民権計画で与えられた好機を利用できな

かった膨大な数の底辺層の黒人を残してしまった。黒

人問題の中核とされているのは、こういった底辺層の

人々がスラム化した中心市街地に集中して社会のメイ

ンストリームから孤立するゲットー社会である。公民

権法制定をはじめとする少数民族優遇措置としての法

改正は、黒人社会を分割させた。状況は良くなるどこ

ろか、多くの大都市における黒人コミュニティの荒廃

化は拡大、進行している。これは、奴隷制度時代の黒

人・白人間における差別とは異なっており、現在の黒

人社会の両極化は、黒人人種内での両極化である。そ

して、人種内両極化により、黒人社会の階級構造に変

化が生じてアメリカ経済構造の変化の流れから溢れて

しまった黒人底辺層が底流化することとなった。 

フランスにおいても、第二次大戦後にゲットーの

語が転じて、移民あるいは移民系の出自を持つ住民

(アフリカ系やヒスパニック系住民)が集中してすむ

地域が、ゲットーの名で呼ばれることがある(18)。ゲ

ットーはフランスでは他国以上に敬遠される傾向が

あり、きわめてスティグマ化された表現である(19)。

そして困難を抱えた人々のセグリゲーションをなく

し、周辺から孤立した「ゲットー」を再び地域社会

に統合させることを目的とした都市政策が重要な役

割を担うようになっている(20)。 
今村(21)は、この語が社会学における概念としての

使用に耐えないと主張する社会学者もいることに対

して、この語の使用について異なる見方をしている、

と述べている。すなわち、「フランスの移民問題は、 
日本において主に人種差別の問題、異文化摩擦の問

題として検討される傾向にある。しかし、他方で、

そこには日本社会で言われる地域格差・教育格差、

さらには若年層の雇用問題（失業問題）も係わって

いる。移民系の出自を持つなど相対的に社会的弱者

にならざるを得ない人々が被っている問題であり、

そうした人々を隔離し閉じこめているが故に起きて

いる問題なのだ。件の問題の こうした「隔離」され、

「閉じこめ」られているという側面を明示するとい

う点で、この「ゲットー」という語は、問題の本質

を検討するための有効な手段を我々に与えてくれる

だろう。」    
デンマーク統計局によると、2019年には、非西欧移

民と非西欧諸国からの移民の子孫が、国の 580万人の

人口の 8.9％を占めた。日本の約 2%という受け入れ率

とは格段のちがいがあることは認識しておきたい。デ

ンマークでは、1951年の国連難民憲章に則って、翌年 

に受け入れに当たっては難民のみならず移民に対す 

る法制(外国人法)を整え、寛容な移民・難民政策を実

施してきたとされる。人道的見地から受け入れをする

とともに、福祉制度を利用できるようにしているため、

相応の努力が積み重ねられている。そのうえで、1980

年代からデンマーク国民が急速に移民・難民に対して

非寛容な姿勢となったことを考えていく必要があろう。 

非寛容となった理由として①失業率の増加、②メデ

ィアによる取扱記事の増加による複合的な要因があげ

られる。ここでのメディアの記事とは、移民・難民が

働くこともデンマーク語も学ばずに、公的扶助や失業 

給付を受け取って生活しているというステレオタイプ

を喧伝している傾向にあったという。また失業率が高

く経済不況が続く中、彼 らの次世代が生まれることで、

学ばず働かない「デンマーク人らしくない」国民が福

祉を享受し、自分たちの払っている税金が使われてい

るのではないかとい疑義が国民の中に膨らんだとされ

る。こうしたメディア等による社会的な認識は、デン

マークで出生した第 2・3世代の社会的孤立感を深める

だけでなく、第 1世代との対立を煽る結果も誘発して

いると考えられる(22)。 

特にそのような不寛容にはデンマークのアクティベ

ーション政策が手伝っている。今や失業保険加入者で

あれ公的扶助受給者であれ、男性であれ女性であれ、

福祉の条件として労働市場への復帰に繋がる活動に参

加しなければならない。この場合の労働はフルタイム

かパートタイムかは問わない。とにかく労働市場に参

加する、あるいは積極的に参加する姿勢を示さなけれ

ばならない。その表れとして，失業者はアクティベー

ション（行動計画，教育，職業訓練）の参加を通して，

自己の福祉の管理に積極的にかかわることを課される

ようになった。有給労働への参加を福祉請求者の規範

にさせ，雇用への参加こそが自己発展や福祉国家のメ

ンバーシップの鍵となった。行動計画はクライアント

と行政側の契約によって成立し、クライアント自身が

ソーシャルワーカーとの対話を通して，積極的に作成

に関わっていくことが求められている。このように自

律と選択を与えられた失業者は職業訓練・教育を通し

て労働市場に積極的に参加していく市民として想定さ

れる。そのような風潮にあって、自分たちの作り上げ

てきた高福祉・高負担の社会福祉システムにただ乗り

しているという批判が生じてきたのであろう。国民の

経済的・精神的な余裕がなくなってくる中で、その強

い批判の目が向けられてしまうのである。ソーシャル

ワーカーからすれば、個々のアク ティベーションの

プログラムを組む過程で、当然 のことながら、その

時々の地域の労働市場状況や、それらによって規定

される現場実習や職業訓練などをプログラムとして

構成していかざるを得ない。こうした制約が、個別

行動計画の選択の幅を狭め、受給者のニーズに寄り

添えない原因となり、双方の信頼関係を損ねている

可能性を彼ら自身も認識している(23)。 
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別の視点からデンマークの文化への同化への圧力は

見逃せない。2000 年代前後から，研究者や教育関係

者、ソー シャルワーカーの間で、公的扶助世帯の子

どもが成人後も公的扶助を受け続ける世代間継承の

問題も指摘されはじめた。そこで、政府は特にイス

ラム教徒を念頭に置き、移民・難民に対してどのよう

にデンマークらしさの根本にある民主主義概念を植え

付けるかに腐心している(24)。ここには、デンマーク社

会への適応を促すという側面がある。小林(25)はデンマ

ークにおける自身のインタビュー調査より、「国内で移

民に対する同化への無言の圧力を感じてきた」と述べ

ている。しかしイスラム教徒にしても「ホスト国のル

ールというのはもちろん基本である。しかし、法を順

守しながら、異なる意見、価値観を維持する権利は移

民側にもある」(26)という声がある。要はどこかで適応

の必要性を認識しながらも、自分たちの特有文化を捨

てきれないというものである。 

ゲットー政策の展開経過として整理すると下記の通

りになる。 

そもそもデンマークでは、移民 ・難民が集住した社

会住宅地区で社会問題として顕在化した。社会住宅建

設を推進してきた中道左派政権は、1990年代に住民へ

のエンパワーメントによる社会統合アプローチで問題

を解決しようとした。1993年に社会民主党を中心とし

た中道左派政権が樹立すると、オイルショックより続

いてきた慢性的な失業問題を解消すべく、積極的労働

市場政策を導入し、公的扶助や失業給付を受ける移民

に対しても職業訓練やデンマーク語学習が義務化され

た。とはいえ中道左派政権は受給条件を厳しくしなが

らも「教育」を中心とした普遍主義的なアプローチを

もって移民・難民の社会統合に取り組んだといえる。

長期不況を抜け出し多くの雇用創出に成功していた中

道左派政権であったが、9.11テロ直後に行われた 2001

年の国政選挙では移民問題を第一の選挙争点に掲げた

自由党を中心とする中道右派陣営に敗北した。中でも

デンマーク国民党は,移民の排除と減税によって、低所

得層や高齢者に対する福祉を充実させることを訴えた
(27)。 

2000年に中道右派政権はゼロ・トレランス・アプロ

ーチへと転換した。高層住宅建築の解体や、民間住宅

への移行を推進したい中道右派政権は、移民・難民へ

の厳格な姿勢を挺に国民の支持を得ながら、トップダ

ウン型の大型再開発計画を進めてきた。これにより非

営利住宅協会が提供できる、低額の住宅供給のストッ

クは減少する。 

2010 年 10 月に、自由党を中核とする中道右派政権

のラース・ルッケ・ラスムセン首相(当時)が、非西洋

圏移民の居住率が 50%を超え、生産者人口(18～65 歳)

の 40%以上が失業し、18歳 以上の地区住民の犯罪率が

2.7%を超える 29 か所の社会住宅地を、ゲットー

(Ghetto)」と定義し、「ゲットーリスト(Ghettolisten)」
として公表し議論となった。その後、ゲットーリスト

は毎年公表され、2018年 3月 には 同じく中道右派政

権によって政府戦略として 2030 年までにゲットーを

なくす「ゲットープラン(Ghettoplanen)」が表明され

た。「2030年にゲットーなし」というイニシアチブの

目標の下で、「ゲットー」地区の非営利住宅組合は住

宅を再開発でき、すべての「重篤なゲットー」地区の

住宅組合は、家族住宅を 40％に削減する計画を提出す

る必要がある。2030年再開発が現実的でない場合、「ゲ

ットー」地域の住宅が取り壊され、居住者が強制的に

移転される可能性がある。 

「ゲットーパッケージ」は 2018 年に採択された 20

以上の異なる法令で構成されたものである。「ゲット

ーパッケージ」という法制度のパッケージの下で、政

府は「非西洋」移民と子孫の割合に基づいて、特定の

地域を「ゲットー」または「重篤なゲットー」として

指定する。この「ゲットーパッケージ」は、「非西洋」

地域を対象としたデンマークの「パラレル社会

(Parallel-samfund)の解消された 1 つのデンマーク— 

2030年にはゲットーなし」を目標として掲げたイニシ

アチブの一部である。この文書にはゲットーはデンマ

ーク国内にあって、デンマークの価値観にそぐわない

「パラレル社会(Parallel-samfund)」が存在していると

いう見解が示されていて、議論を巻き起こしている。
(28)加えてデンマークではもともと移民・難民が集中す

る地区に対して、統合政策が展開されてきたが、2000 

年代以降は、1990 年代と対照的に雇用支援や居住者配

置の管理、監視カメラ設置などによって問題を起こす

移民に対する厳格なアプローチが前面化していった(29)。

前述した通り、ゲットープランの指定の下で、低所得

の、主にイスラム教徒の地域の性格を変えるために建

物を取り壊すことができる。移民が最も集中するゲッ

トー地区でミョルナパーケン（Mjølnerparken）地区

（コペンハーゲン市）では、地区内に国際色豊かなア

ートが設置されるなど、多文化共生を意識した地域づ

くりが行われていた。また、これまで政府やコペンハ

ーゲン市等の都市部の自治体は、ゲットー地区内の再

開発を行い、地域外からの交流を増やし、社会統合を

図る取り組みを行っている(30。このような背景から社

会民主党政権は、地区間での国民と移民の分断を解消

するため、ゲットー地区内のデンマーク国民居住者の

割合を増やすことを試みている。しかし、この試みが

非西洋諸国をバックボーンに持つ移民を現実的には立

ち退かせることになり、国内で物議を醸すことになる
(31)。 

特にゲットーを焦点化して解体し、インテグレーシ

ョンを唱えることが逆にデンマークらしさを押し付け
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る危険性が指摘されている (32)。加えてそこに住んでい

る人々をスティグマ化(烙印化)してしまう懸念がある
(33)。計画には以下の二点が含まれている。 

①建物の解体と再開発。 

②個人投資家のためのスペースを確保し、より強い

社会的プロファイルを持つ人々を引き付けるために、

特定の居住者、主に家族を強制的に排除する。現在

のテナントには代替の宿泊施設が提供されるが、そ

の場所、品質、費用については何も言えない。 

住み慣れた地域を追われるうえに、良好な住宅の転

居先が保証されていない中で、インテグレーションを

標榜した政策が歓迎されるわけではない。前述した通

り当該地域の住民の反対は起きている。デンマーク政

府によって「重篤なゲットー」とラベル付けされた住

宅プロジェクトの 1 つに住む住民のグループが、民族

差別を理由に政府を訴えている。 

他方で、繰り返しになるが、デンマークの計画の鍵

は、移民の子供たちをデンマークの文化と公的生活に

同化させようとする幼児期の発達対策である。提案に

は 、25 の住宅地の 1つに住む 6歳までの子供のため

の、週 25時間以上の義務的なデイケアが含まれている。

「ゲットーパッケージ」の下では、警察は「ゲットー」

と「重篤なゲットー」の地域を選択的に取り締まるこ

とができ、そこで犯罪で有罪判決を受けた人々は、一

般に、他の場所で同じ罪を犯した個人の 2倍の刑に処

せられる。 

ここまで「非西洋」という言葉を用いてきたが、政

策文書で「非西洋」を具体的に定義していない。デン

マーク統計局は、デンマーク経済内務省の下で、アン

ドラ、オーストラリア、カナダ、アイスランド、リヒ

テンシュタイン、モナコ、ニュージーランド、ノルウ

ェー、サンマリノ、スイス、米国、およびバチカン州

以外ということになり、その結果、実態として、「非

西洋」とは、デンマークの非白人、非ヨーロッパの民

族集団を不釣り合いに意味している。 

2019年 6月、デンマークでは社会民主党の新政権が

成立し、Dybvadが住宅大臣に就任した。Dybvadは、

疎外された地域に言及して「ゲットー」という言葉を

公式に使用することは「軽蔑的」であり、地域に汚名

を着せないために、この言葉の政治的使用に終止符を

打ちたいと述べたものの、現実的に変化はない。 
上記のような状況にあっても、鈴木(34)は現在デンマ

ーク外の若い女性が教育を受けて政治家などに社会進

出している状況があり、少しずつ変化していくだろう、

と述べている。「後から来た人々」が国の力関係を変え

る可能性があるという意味である。 

 

３. 国連高等弁務官事務所の声明 

ゲットーリストに上がった前述のミョルナパーケン

（Mjølnerparken）について、その解体を政府は予定

されていたが、国連高等弁務官事務所(35)は 2020年 10

月 23 日に特別報告者がコメントを出した旨を発表し

た。内容は後述する。特別報告者は、国際連合人権理

事会から任命され、特定の国における人権状況や主題

別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う

専門家である。政府や組織から独立した個人の資格で

任務に就くものであり、中立的に職務を遂行できるよ

う給与その他の金銭的報酬を受けない。特別報告者は、

人権侵害の申し立てを調査するために、国に対して事

実調査ミッションを実施することがある。彼らは彼ら

を招待することに同意した国だけを訪問することがで

きる。事実調査の任務とは別に、報告者は人権侵害の

被害者とされる人々からの苦情を定期的に評価および

検証する。苦情が正当であると確認されると、違反を

犯したとされる政府に緊急の手紙または上訴が送られ

る。 

 

「国際連合人権委員会#特別報告者」も参照人権理事

会の特別手続システムとして知られているものの一部

である。国連人権システムの独立した専門家の最大の

組織である特別手続システムは、特定の国の状況また

は世界のすべての地域の主題の問題に対処する理事会

の独立した事実調査および監視メカニズムの総称であ

る。特別手続きシステムの専門家は自主的に活動する。

彼らは国連職員ではなく、彼らの仕事に対する給料も

受け取っていない。彼らはいかなる政府や組織からも

独立しており、それぞれの立場で奉仕している。コメ

ントは下記のとおりである。 

  

「ゲットーパッケージ」政策の下で、Mjølnerparken
の建物の売却を進めてはならない。現在「重篤なゲッ

トー」に分類されているMjølnerparkenの建物の売却

により、居住者が適切な住宅の権利を侵害して、強制

退去のリスクが高くなることを特に懸念している。所

有するか賃貸するかは関係ない。すべての居住者は、

強制退去、嫌がらせ、その他の脅威からの法的な保護

を保証するような、ある程度の在職期間の安全を確保

する必要がある。人種的、民族的、宗教的マイノリテ

ィを対象とした、これらの法律の適用は、法の下の平

等の権利と法廷の前での平等な扱いの権利の明らかな

違反である。」  

  

Mjølnerparkenは、デンマークの首都のコペンハーゲ

ンNørrebro地区にある住宅プロジェクトである。そ

こには約 2,500人の居住者が住んでおり、その 98％は

移民であるか、移民から生まれており、その多くはア

フリカや中東から来ている。加えて、彼らは(36)は、次

のようにも述べている。 

https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/obligatorisk-dagtilbud-skal-sikre-bedre-danskkundskaber-inden-skolestart/


                 日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 32 号 
 

109 
 

 

「無差別、平等、適切な住宅への権利に関して、社会

住宅に影響を与える再開発、解体、強制移転のこの政

策に懸念を抱いている。デンマークの政策は、民族、

出身国、人種的マイノリティの集中に着目して「ゲッ

トー」を定義しているため、「ゲットー」近隣の再開

発を可能にする政策は、必然的にこれらのマイノリテ

ィに不釣り合いに高い割合で影響を及ぼす。これらの

変化は、所有権の確保と十分な生活水準を享受する際

の人種的不平等を増大させる。「非西洋」移民と子孫

の割合に基づいて地域に「ゲットー」と「重篤なゲッ

トー」のラベルを付けると、人種、民族、出身国、お

よびその他の保護された理由に基づく差別が生じるの

ではないかという、深刻な懸念が生じる。」 

 

４.北欧スウェーデンとの比較 

ここでスウェーデンとの比較(37)を述べておく。スウ

ェーデンではデンマークと正反対の対応をしている。

共に北欧型福祉国家デモクラシーと呼ばれながらも、

スウェーデンとデンマークは、移民の包摂や「福祉排

外主義」の定着において異なる姿を示している。スウ

ェーデンは包摂的であり続けようとしている。むろん、

それに異議を唱える右派政党も存在しており、その動

向は注目されている(38)。さて、この両国の差異は、民

主的な福祉国家に至るレジーム形成局面に遡って分析

することができる。すなわち、デンマークの場合、ナ

ショナル・レジーム(自国主義)の問題が繰り返し政治

化し、小国」としての民主的なナショナル・レジーム

が確立した。それは国民国家の枠組みを強調するリベ

ラル・ナショナリズム的な性格を有するものとなった
(39)。言ってみれば同族の者に対しては、極めて寛大だ

が、そうでないものには残酷になりうるということで

ある。これはその用語でイメージを悪くしてしまうゲ

ットー政策(貧困な移民地区への強制政策)と軌を一に

しているかもしれない。 

小川(40)の整理では下記のとおりである。スウェーデ

ンでは、移民政策が「政治化」せずに制度化されて

きた。社会の諸集団の政治的・社会的権利が制度化

されているという意味で、社会包摂ステイテイズム

は移民をも包摂する。ただし、実質的には (とりわ

け非欧米系の)移民が政党や市民社会組織に参画し

ている割合は低いと指摘される。逆にデンマークで

は非西欧出身移民の就労率が改善し、移民の社会的

排除は進んでいないという指摘もあり、政策の実効

性以上に「政治化」されてしまったとみることもで

きる。デンマークの移民問題の「政治化」について

は、右翼政党のポピュリズム的主張も無視できない

が、政府による政策言説も無視できない。すなわち、

政策の規範の重点が社会的包摂から個人の自由と義

務に移っていったのである。その流れの中で、移民

が福祉国家とナショナル・アイデンテイテイを揺る

がすというフレーミングも生じた。 

近年、強制同化政策を採用している国はデンマーク

だけではないと思われる(41)。しかし、ほとんどのヨー

ロッパ諸国の移民政策は、デンマークよりも同化の対

象として明確に子供を対象とするほど露骨ではない。

それがデンマーク政府の新しい提案を非常に際立たせ

ている理由の一部である。 
 

５.考察 

一つ明らかなことは、デンマークの新しい政策は、

同化を義務化するために法律を使用しようとするヨー

ロッパのより広範な傾向の一部であるということでる。

ゲットーを取り上げて問題視する政策は、一般に、イ

ンテグレーションを強調しつつ、社会的分裂を狭め、

統合を支援するプログラムの作成を奨励しているが、

現実的には「デンマークの価値観」とデンマーク語の

義務的な指導は、文化的権利の享受における人種的平

等と両立しないという見解もある(42)。 

ヨーロッパではイスラム圏に出自を持つトルコ系ア

ラブ系などの住民が「ムスリム」としてひとくくりに

されたうえで問題視され、西洋文明やヨーロッパ的価

値に適合しない他者としての排外主義の対象となった
(43)。 

確かに、移民の中にも自分たちからデンマーク社会

に溶け込む努力をするべきだとして政策を支持する

人々もいる。祖国とのつながりやイスラムの教えを厳

格に守るだけでは社会から孤立するだけだと言う。 

「出身国の文化とデンマークの文化の両方を持つこ

とは可能だ。」というものである。確かに多くの移民は

自分たちの文化に誇りを持ちながらも、その国の文化

に適応できるように変容させてきた(44)。驚くべきこと

に、フランスでも公立学校で女性がヒジャーブを着用

することは許されないという措置が取られたが、ムス

リムの人々も必ずしもこれに反対するわけではなく、

彼らの宗教も多様化していて生活の中で非宗教性・政

教分離の原則に沿おうとするものも多い。それと同様

に適応する方向に動く人々も多いということであろう
(45)。そして、デンマークにおいても自治体に雇用され

たソーシャルワーカーは政府の方針に従い、同時にス

ティグマ化された住人たちの社会的問題を批判的にと

らえつつも、住民に寄り添った支援を展開している(46)。

具体的には転居のための住宅手当を獲得できるように

支援したり、就労できるように支援したりしている。 

改めて、ホスピタリティを考えていく上で、デンマ

ークのゲットー政策から示唆されることは、以下の 3

点が挙げられよう。 

５．１ 社会的構造の認識 
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統合という言葉はひびきが良いが、異文化間の対

話だけではマイノリティが直面している構造的差別

は解消しないという指摘もある(47)。ホスピタリティ

を考える際に、多文化共生という概念を安易なこと

と考えず、社会的抑圧の危険性から考える必要があ

る。他文化の理解という皮相的な次元で取り扱うの

ではなく、主流文化による抑圧の構造を深く認識す

るが求められよう。特にゲットーと呼ばれる地域に

住んでいるのが非西洋の低所得者であることに注目

したい。Abrams(48)は多文化理解や共生に関して、

その概念が普及したことにより、多くの人々から多

様性の促進の概念が受け入れられるようになった。

しかし、現実的には文化的交流という皮相的なもの

となり、人種差別による抑圧の概念が乏しく認識さ

れていることを批判している。しかもその差別は根

強く残っており、コミュニティの悪循環から抜け出

すことができない閉塞感ある。その点に関する認識

が乏しいと述べている。なぜその地域に集まるのか

という側面が見逃せないのではないか。重要なポイ

ントとして、デンマークの国家はデンマークらしさ

いというアイデンティティに焦点づけた政治に固執

しているが、それは実の問題から注意をそらしてい

くことになる。マイノリティのゲットーが存在する

主な理由は、社会経済的疎外である。これはフラン

スやアメリカにも共通する。移民は一般に、これら

の地域に住みたいという理由ではなく、他に選択肢

がほとんどないため、特定の地域に集中する傾向が

ある。言葉などの問題から、職業の選択幅が限られ、

低所得しか得られずにいる人々がこの地域に集まら

ざるを得ないのである。隔離しておきながら、「隔離

地区を生み出している」と批判するダブルスタンダ

ードである(49)。この現実は、例えば、より繁栄し成

功する移民がしばしば自分の意志から抜け出す方法

に反映されている。 

加藤たち(50)は自身のインタビューから次のよ

うに述べている。 
「入国前は特にイスラム教に熱心であったわ 

けでなく、入 国当初も宗教的な行為はなかったが、

デンマーク社会との接点がない中で、自身のイデ 
ンティティ模索のための伝統回帰や「宗教」への 
目覚めがあった人間が多かったとも語られてい 
る。彼らに育てられた2世への複数のヒアリング

では、2 世がデンマークに対してのみならず 、
親の出身国に対してもアイデンティティを感じて

いないことが語られている。彼らの多くが、自分

たちが一般 社会や公共の場所、労働市場、警察、

メディアなどから差別されていると感じている。

また時折犯罪行為に走る若い男性の中には、自身

の文化的背景にある価値観に基づく行為が、しば

しば自由主義的なデンマーク社会になじまないこ

とから心理的葛藤が生じるという」 

   ゲットーを個人の問題と認識してしまうと、実際に

起きている差別を認識せずに隠ぺいしてしまい、結

果的に差別に対する抵抗を抑圧するだけではなく、

被差別者の困難の原因を被差別者自身のみに帰する

ということになる(51)。 

５．２ 「危害を加えないこと」と「多様性の尊重」

が対立し、競合する状況 

  これはわかりにくいかもしれないが、国際ソーシ

ャルワーカー連盟(52)がソーシャルワークのグローバ

ル定義の注釈で述べていることである。ソーシャル

ワークの支援を行う上で、多様性を尊重することは

当然のことであるが、それが自分や他者を傷つける

ような場合、ジレンマに陥る可能性を示唆している。

ジレンマとは二つ以上の正当な方向性の間に立ち、

いずれを取るべきかについてソーシャルワーカーが

板挟みになることである。前述の国連特別報告者の

メッセージにある通り、この政策が多様性の尊重の

観点から適切でないことを指摘している。ここで多

様性を尊重できていないことが、人権の侵害に至る

可能性があると認識されたためである。それに対し

て、デンマークではイスラム教徒は、男女差別が激

しいと認識されている。だからこそデンマークの文

化に同化することが必要と認識されている。しかし、

果たしてイスラム文化に関して事実としてどうなの

だろうか、事実関係の精査が今後とも必要となるで

あろう。特にイスラム教徒の女性進出が見られる中

で(53)、差別というものが現実的にどこまで深刻なの

かを探っていく必要がある。 

５．３ 異なる文化における価値と信条の葛藤(譲れな

い基準) 

ウォルツァーは(54)、「原理主義的な正統派は自分た

ちの宗教文化についてのより自由主義的な教義や形式

にとらわれない見方に与する理由となると、こうした

一般的な寛容を退ける点で際立っている。時には正統

派の主導者は移民社会の寛容体制に反対する」と述べ

ている。 

デンマークでは、イスラム文化に対して異なる文化

における価値と信条の葛藤(譲れない基準)が強く存在

している。特に自国の文化に対するプライドが強けれ

ばその調整は至難のこととなろう。前述した通り、デ

ンマークでは教会に通うものは僅かであっても、社会

的にルター派の教会文化が深く浸透していることを強

く感じた。さらに、アメリカ同時多発テロの 9.11の事

件以降の嫌悪感がそれを助長することになっているで

あろう。改めて前述したようにデンマークは移民受け

入れの第 2の類型に属するために、自国の文化が確立

し、他の文化を受け入れることは難しくなっていると
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考えられる。 

しかし、そのような主流文化とマイノリティの力関

係が静態的であるとは限らない。同化政策に反対しつ

つ多様な文化が伝わり、交流し、変化を起こす可能性

も、鈴木の「現在デンマーク外の若い女性が教育を受

けて政治家などに社会進出している状況があり、少し

ずつ変化していくだろう」という指摘からかすかに感

じられる。 

 

６. おわりに 

 本稿では筆者なりに整理したホスピタリティの概念

から、デンマークのゲットー政策について述べてきた。

前述したように本稿では、単純にデンマークの動向を

批判するものではなく、きわめて驚いており、その理

由について探索していきたいということを示すもので

ある。またここにはその問題の深さがあることを認識

したということを示している。本稿で述べてきたこと

は、決してデンマークのみに見られることではない。

どの国にでも起こりうることである(現実的に起きて

いる)。そして日本でも同様である。日本ではまだ移民

の受け入れ率が低いので、日本ではまだ切実にとらえ

られていないかもしれない。しかし、ヨーロッパの右

翼ポピュリズムに対して日本のメディアの注目度も高

い。これは彼らがイシューとして掲げる移民問題やグ

ローバル化が日本にとっては決して他人事ではないた

めである(55)。いずれ移民の集住地区から顕在化する社

会問題について考えていかなければならなくなる時が

来ると思われる。前述した総務省の理念に従い、果た

してホスピタリティのある移民政策を展開することが

出来るのか、問われることになろう。 

なお、本稿は限られた資料によるものであり、限界

がある。今後もこのテーマで調査をしていきたい。そ

してデンマークと日本の今後の変化が起きるであろう

ことに鑑みて、その変化に関しても注目をしていきた

い。 
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