7

2012.3

ジェンダーと多文化の狭間で
―東北農村の結婚移民女性をめぐる諸問題―

李

善姫

結婚移民を選択する背景とそれに関わる先行研究を整

Ⅰ . はじめに

理し、2 節では日本における「多文化共生」政策の背
景と地域の中で結婚移民女性達に対する支援の実態を

現在アジア全域に広がっている女性の結婚移民は、

宮城県の事例から考察する。3 節では、東北農村の結

「望ましい移動」と「望ましくない移動」の両面性を

婚移民女性達のライフ・ヒストリーから彼女らの生活

兼ね備えている。結婚移民が論じられる時には、必ず

の中でどのような社会的障害があるのかを分析し、4

グローバルな経済的格差や家父長制の中の犠牲者とし

節で現在の「多文化共生」施策だけではなく、社会的・

ての結婚移民女性像を浮かび上がらせ、仲介型の「国

制度的ジェンダー平等への必要性とそのための対策を

際結婚」を人身売買として定義する見方も少なくない。

提示する。

しかし一方では、仲介型とはいえ、経済後進国又は中

なお、本稿で使用する結婚移民という用語は、移住

進国の女性達が新たな生活の機会として自己選択した

を目的とする「国際結婚」全般を称する。今まで日本

結婚であるという肯定的側面も認めなければならない

の農村の男性とアジア系の外国人女性との異文化間結

側面もあり、一概に批判的立場を取ることは難しい。

婚は「国際結婚」と称され、その女性達を「農村花嫁」

ましてや、受け入れ社会の立場から考えると、自国内

「外国人花嫁」などと表記してきた。ここでは、
「花嫁」

の結婚市場に参入できない男性達の救済や、社会的に

という言葉が「日本人の配偶者」としての彼女らの存

不足している再生産労働分野 の担い手としても結婚

在だけを表していることを反省し、女性当事者の主体

移民女性達の流入を「望ましくない移動」とばかりす

性を表すため結婚移民女性という言葉を使用する。な

ることはできない。

お、結婚そのものについては、仲介による国際結婚で
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本稿は、筆者が 2009 年の冬から現在まで日本の東

あることが確実なケースに関しては「仲介型国際結婚」

北農村部で行っているフィールドワークで収集した韓

という用語を使用し、その区別がつかない資料の引用

国出身の結婚移民女性に対する実地調査のデータを中

においては国際結婚という言葉をそのまま使用する。

心に、結婚移民女性の生活実態の多様化を明らかにし、
それに伴ってどのような社会的対策が必要なのかを論
じることを目的とする。それは、現在結婚移民女性に
対する行政的アプローチが「多文化共生」という定住
外国人対策の一環とされているのに対して、結婚移民
女性は、日本社会の中でジェンダー役割を担う女性と
いうもう一つの側面への重大さを指摘し、結婚移民女
性達のエンパワーメントのためには、「多文化共生」

Ⅱ . 広がる結婚移民と結婚移民の先
行研究
1. アジアに広がる女性達の結婚移民
現在、アジアにおいて女性の結婚移民は広がりつつ

と「ジェンダー平等」という両イシューへのアプロー

ある。90 年代始め頃には、主に日本と台湾が受け入

チが必要であることを明確にするためである。

れ国として、フィリピンや韓国、中国、ベトナムが結

そのため本稿では、まず 1 節で、アジアの女性達が
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婚移民女性の送出国となっていたが、90 年代末には

韓国も受け入れ国と転じ、中国の朝鮮族や東南アジア

までの間、国際結婚によって台湾に移住した外国籍

からの結婚移民女性を受け入れ始めた。同時に、結婚

配偶者は累計 40 万人以上であるとされている（奥島

移民女性を送り出す国も増え、今では東南アジアだけ

2008：23）。

ではなく、モンゴルなどの北アジアやウズベキスタン

このような、結婚移民は今に始まったものではない。

といった中央アジアの女性達も結婚移民を行ってい

結婚移民は、「戦争花嫁」や「写真花嫁」、「メール・

る。

オーダー・ブライド」のように、時代時代において様々

日本の場合、農村地域の嫁不足を解決するために、

なかたちで行われてきた。「戦争花嫁」は、駐留して

1985 年から始まった「ムラの国際結婚 」をきっかけ
に、国際結婚が増加した。1985 年の国際結婚は、全
国 で 1 万 2,181 件 あ り、 そ の う ち 夫 日 本 人・ 妻 外 国
人のカップルは 7 千 738 件、妻日本人・夫外国人カ
ップルは 4 千 443 件であった。それが 1990 年には全
2 万 5626 件に増え、夫日本人・妻外国人カップルは
20,026 件、妻日本人・夫外国人は 5,600 件と、いわば
「外国人花嫁」が急増していることがわかる。2000 年
には、全体の国際結婚件数が 3 万 6263 件（夫日本人・
妻外国人：28,326 ／妻日本人・夫外国人 7,937）となり、
2006 年には 4 万 4701 カップル（夫日本人・妻外国人：
35,993 ／妻日本人・夫外国人 8,708）が国際結婚であ
った。2008 年には多少減少し、
3 万 6969 件（夫日本人・
妻外国人：28,720 ／妻日本人・夫外国人 8,249）が国

いた戦勝国の軍人男性と駐留地の女性が結婚をし、終
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戦後その軍人を頼って移民する形態の結婚移民であ
り、「写真花嫁」とは、移住した男性が本国の女性と
写真だけでお見合いをして、男性がいる国に女性が渡
っていくことであった。「メール・オーダー・ブライ
ド」は、結婚業者が初めて国際結婚を仲介した事例で
ある。シドニー、メルボルンなどの結婚業者がオース
トラリアなどの男性にフィリピンやインドネシアの女
性リストを見せ、選ばせる。マニラやバリの事務所に
オーダーをして、女性が連絡を受ける。男性が現地を
訪れ、女性に会い、結婚を申し込んで帰国し、女性の
入国を待つというものであった。ところが、男性の中
には女性が気にいらないと一方的に暴力を振い、離婚
し、そしてまた別な女性の呼びよせをくりかえす人も

際結婚をしている。少し減少しているものの以然とし

いた。それが知られたことによって、女性の人権を完

て約 3 万人以上のカップルが、国際結婚をしている。

全に無視した結婚として、大問題となった。オースト

国際結婚の離婚率も年々増えており、2000 年には 1

ラリア政府もこの問題提起を受け入れて、入管法を改

万 2367 件だった離婚が、2008 年には 1 万 8774 件と増

正し、海外から配偶者を呼べるのは最大 2 回までとし、

加している 。離婚後、同じ外国人が日本人と再婚や

二人目を呼べるのは前の配偶者との離婚や婚約破棄か

再再婚をするケースもあるので、正確な数値を出すこ

ら 5 年がたってからとした（佐竹・メアリー、2006：
67）。

3

とは困難であるが、1975 年からの国際結婚件数の統
計を参考にすると、現在までに日本国内には延べ 40

「メール・オーダー・ブライド」は、国境を超えて、

万人以上の外国人女性が結婚移民をしていると言え

文化的・社会的背景を異にした見知らぬ男女が仲介業

る 4。

者の紹介によって結婚し、女性が男性の国に渡って生

韓国においても、国際結婚の増加現象は同じであ

活するという点で、現在の「仲介型国際結婚」と同じ

る。韓国の場合、韓国行政安全部の 2011 年 1 月の統

形態の結婚移民とみることができる。しかし、
「メール・

計によると、90 日以上国内に滞在している外国人住

オーダー・ブライド」を仲介する業者のマーケットは

民（国籍取得者、不法滞在者を含む）は、1,265,008

西洋の個人男性に向いているが、アジアにおける「仲

名で人口（50,516 千名）の 2.5％に相当する（2007 年

介型国際結婚」のマーケットは、嫁不足に悩む東アジ

に比較すると 23.3％増となっている）。その中で、外

アの国をターゲットにしている点で大きく異なる。そ

国人労働者は 55 万 2946 名と、全外国人住民の 43.7％

こでは、人権問題が問われながらも厳しく取り締まる

で、2007 年の 35.9％に比べると大幅に増加している。

ことができない。暗黙の承認の中で仲介が行われてい

同時期の結婚移民者（国際結婚移民者及び婚姻帰化者）

るのである。

は 21 万 1458 名で、全外国人住民の 11.2 ％に相当し、

勿論、このような東南アジアや東アジア地域におけ

前年度に比べ 13.3％増加している。また、国際結婚家

る人々の移動は、仲介型国際結婚だけの現象ではない。

庭の子供は 15 万 1154 名で、全外国人住民の 11.9％を

仲介による国際結婚よりも遥かに多い女性達が、家事

占めている。国際結婚家庭の子供は、2006 年の 2 万 5

労働者として、産業研修生として、さらには介護看護

千名から 07 年は 4 万 4 千人、08 年は 5 万 8 千人と毎年

師として海外の出稼ぎ労働に出ている。といっても、

増加しつつある 5。

それぞれが全く異なるカテゴリー上にあるわけではな

台湾も日本と同じ時期から、中国本土やベトナム

い。興行ビザで働きにきた多くのフィリピン女性がパ

から結婚移民を受け入れている。1987 年から 2007 年

ブで出会った日本人男性と結婚する例や、産業研修生

ジェンダーと多文化の狭間で
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表1

2012.3

日本の国際結婚数の推移

年度

結婚総数

国際結婚件数

夫日本人・妻外国人

妻日本人・夫外国人

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

799,999
757,331
740,191
720,417
714,265
730,971
719,822
726,106
707,734
700,214

39,727
35,879
36,039
39,511
41,481
44,701
40,272
36,969
34,393
30,207

31,972
27,957
27,881
30,907
33,116
35,993
31,807
28,720
26,747
22,843

6,188
5,353
5,318
5,730
6,066
6,041
5,606
4,558
4,113
3,664

の中国人女性が結婚で日本に留まる例など、労働移住

た人々の関与があったのである。

者が結婚移民者になるケース、結婚移民者が今度は離

日本におけるアジアの女性と農村の男性とのお見合

婚によって労働移住者になるケースなど、いずれも相

い結婚―筆者が言う、いわば結婚移民―に関する研究

手国の入国制度の中で流動している。結婚移民女性と

は、1980 年代後半から 1990 年代後半までの第 1 次ブ

他の再生産労働分野の女性と異なる点は、結婚には社

ームと 2005 年以降現在までの第 2 次ブームとに分類

会文化的資本はあまり必要としない事と、さらに移住

できる。第 1 次ブームの時には、嫁不足が深刻な日本

国において長く安定的な滞在資格を簡単に得られると

の農村問題を指摘した研究や、「ムラの国際結婚」を

いう点にある。しかし、その代わり、彼女らは「受け

斡旋する行政に対する批判的視点の研究が多かったと

入れ先の男性の配偶者」として、イエの者として、他

言える。宿谷は、当時の行政による国際結婚斡旋の裏

の移住よりもより不可視化される存在となっているの

を暴き、結婚移民女性本人から苦境を聞きつけて記録

である。

し、その中でアジアの女性を犠牲にし、利用している
日本のエゴイズムを批判している（宿谷 1988）。また、

2. 結婚移民に対する議論と日本での先行研究

本来の姿とは異なる不自然な結婚に行政が関わること
に対する批判（佐藤 1989）や、国際結婚女性を地域

上述した「戦争花嫁」や 「メール・オーダー・ブ

の国際化のシンボルとして利用する行政を非難するな

ライド」に続くアジアにおける結婚移民現象は、それ

ど（仲野 1998）、当時の多くの研究は「ムラの国際結

こそアジア諸国におけるグローバリゼーションの産物

婚」を否定的に捉える研究が多かったと言える。その

と言えよう。すでに知られた話であるが、日本におけ

一方、当時山形で精神科医であると同時に、NPO の

る行政主導的結婚移民―アジアの女性と農村の男性と

メンバーとして結婚移民女性への支援活動をしていた

のお見合い結婚―の始まりは、1985 年山形県の朝日

桑山（1995）の結婚移民女性のストレスに関する研

町からであった。これは、行政が当時問題となってい

究は、現在でも結婚移民女性の研究において数多く引

た農村の嫁不足の問題を解決するために始めたもので

用される文献となっている。桑山の研究は、当時結婚

あり、朝日町での成功は、その後嫁不足で悩んでいた

移民女性の支援体制が充分ではない山形の地域状況の

多くの自治体でも行政主導の国際結婚の斡旋に広がる

中で、異文化生活や家族生活に外国人女性が経験する

結果となった。しかし宿谷が明らかにしているよう

ストレスの類型を詳しく分析し、地域の中での彼女ら

に、朝日町の最初の国際結婚の背後には、民間の国際

のケアの必要性を主張したと点で、現在の状況とも通

結婚斡旋業者 JPM（ジャパン・フィリピン・マリッ

じる論点が多い。

ジ）の存在があった。JPM は、カラオケ・ゲーム機

「ムラの国際結婚」研究の第 1 次ブームが過ぎると、

のリース業者とゴルフ用品や事務用品販売業者、そし

2000 年から 2004 年の間、結婚移民の研究は著しく減

て元中学校教頭の 3 人が始めた組織で、フィリピンで

少し、研究の空白期間となる。筆者はこの期間を、結

エビの仲買をしていた教頭の友人がフィリピンの駐在

婚移民研究のパラダイム変換期と見ている。この空白

役をしていた（宿谷 1988：44）。東北の農村発信の国

の時期に発刊されたコンスタブルの論文は、経済格差

際結婚の背後には、グローバルな市場を相手にしてい

やハイパガミー（上昇婚）論が、結果的に結婚移民女
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性に対して先進国の男に自分の運命を受動的に託す可

このプランは、これまで在日韓国・朝鮮人の人権問題

哀そうな女性という誤った固定観念を作ってしまっ

に取り組んできた特定の自治体と 90 年代以降日系の

たと指摘し（コンスタブル 2005）、ナカマツも「アジ

外国人労働者を多く受け入れていた一部の地域の他に

アの花嫁さんを母国の犠牲者として描いたことは日本

も、日本全土に外国人と共生する仕組みを作る必要が

における生活に対する彼女らの自己決定能力、チャ

あることを認識させたきっかけとなった。施策の対象

レンジ精神、希望を軽視していた」と指摘している

となる外国人には、どのような人々がいるのか。現在

（Nakamatsu 2002：52 ＝佐竹 2011：258 〜259 再引用）。

の日本の外国人状況を簡単に紹介する。

この時期、ジェンダー研究の中で結婚移民女性を捉え

日 本 の 外 国 人 登 録 者 数 は、2010 年 末 現 在 213 万

る見方が、経済システムやジェンダー構造の中で犠牲

国内でも結婚移民当事者達の主体性に着目している研

4151 人で、日本の総人口の約 1.67 ％を占める。1999
年末の外国人登録者数が 155 万 6113 人だったことに
比べると、およそ 40％増加したことになる。しかし、
滞在外国人の数がピークだった 2008 年度末の 221 万
7426 人と比べると、その数は 2 年間で 8 万人ほど減っ
ていることになる。それは、2008 年度のリーマンシ

究が圧倒的に増えた 6。ムラの中で「ワタシ」ではなく、

ョック以降、日本の景気が回復していないため、多数

あえて「ヨメ」を振る舞うことで地域に上手く溶け込

の外国人労働者が日本を離れたからである。国籍別に

む結婚移民女性のストラテジーの事例を発表した藤田

は、中国が約 69 万人、韓国・朝鮮が約 57 万人、ブラ

の論文や（藤田 2005）、保守的でジェンダー秩序に厳

ジルが約 23 万人、フィリピンが約 21 万人ほどである。

しい夫の家族と世代間交渉を行うことで、最終的に主

戦後、日本に滞在する外国人は、その殆どがいわばオ

導権を獲得する結婚移民女性の事例を書いた柳の論文

ールド・カマーと呼ばれる特別永住者の韓国・朝鮮の

は（柳 2006）、いずれも女性達の主体性を強調したも

人々だったが、90 年以降、中国人の数が徐々に増え

のである。しかし、主体性だけを論じることは、やは

て 2007 年にはその数が 60 万人を超えるようになり、

り限界がある。当事者に着目するという視点は、文化

ついに韓国・朝鮮人の数を超えることになった。

者となっている女性から、自分で結婚移民を選択し、
新たな道を開こうとする彼女らの主体性（agency）に
注目が集まるようになったと言える。
その影響から、日本においても 2005 年以降、日本

人類学者の筆者としては、大いに賛成であるし、本稿

滞在資格別に見た場合、2010 年末現在、日本の居

での考察も当事者の視点からである。しかし、当事者

住する外国人の 45% に相当する約 95 万人は永住資格

の主体性だけではどうにも解決できない問題が多いの

を持っており、そのうち 40 万人弱は特別永住者であ

も事実である。多くの結婚移民女性は、確かに自分の

る。特別永住者は、高齢化と帰化などでその数が毎年

生活の中で奮闘し続けているが、いざその奮闘に力尽

減少している反面、一般永住者は毎年 4~5 万人増えて

きた時には、手助けをしてくれる社会的装置を必要と

いる。それは、日本人の配偶者と定住者などが、時間

している。現在、東北の地域社会には、彼女らをバッ

が経つにつれて永住許可を得るケースが増えているか

クアップすることができるコミュニティやネットワー

らである。永住者の次に、日本には約 20 万人の留学

クが非常に限られている。当事者の主体性だけでなく、

者がいて、また、同じぐらいの数の日本人の配偶者が

当事者をめぐる社会環境の諸問題に対する解決への議

いる（19 万 6348 人）。定住者は、19 万 4602 人いるが、

論を進めていくことも大事なのではないだろうか。こ

その 40 ％は日系ブラジル人である。これら、就労に

の問題に関しては、後ほど事例分析の後にまた言及す

制限がない永住資格と定住資格の他、日本で合法的に

る。

就労している外国人は約 9% に過ぎない。その中で専
門職 / 技術的分野は約 15 万 6 千人、産業研修生・機能

Ⅲ . 「多文化共生」プランの波及と
東北地域における「多文化共生」
1. 日本の外国人現況と「多文化共生」
日本には、国家政策としての移民政策はなく、自治

実習生及び特定活動に該当する外国人が約 9 万 5 千人
程度である。その他、興行や永住者の配偶者、家族滞
在などの資格がある 7。
これらの外国人の多くは、東京、愛知、大阪、神奈
川、埼玉のような大都市地域や、工業団地が集中して
いる関東・東海地域に集住している。例えば、2008
年度末現在、東京都の外国人人口は全体人口の 18.1％、

体による外国人政策のみが一人歩きをしてきた（佐竹

愛知県では人口の 10.3％が外国人で、神奈川の場合 7.8

2011：34 〜37）。その中で、初めて政府レベルで外国
人政策として発表されたのが、2006 年総務省が発表

％、静岡県は 4.7 ％が外国人人口である 8。その反面、

した「地域における多文化共生推進プラン」であった。

過ぎず、その住居形態も全地域に分散していることか

東北 6 県の場合は、外国人人口が全体人口の 0.55％に

ジェンダーと多文化の狭間で
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ら、外国人点在地域、あるいは散在地域と分類されて

を発表したのである。このプランをきっかけに、これ

いる。

まで外国人問題に力を入れていた自治体は勿論、殆ど

日本で「多文化共生」という言葉が初めて使われた

関心を持つことがなかった地域でも、国際交流業務に

のは、
1993 年川崎市の「おおひん地区街づくり協議会」

「多文化共生」に関する施策を追加することになった。

が、当時緑化、環境整備と多文化共生の地域づくりが
必要であることを提案、それが新聞に報道されたのが
初めてと言われている（山脇 2006：11）。その後、阪
神・淡路大震災の時に被害外国人を支援した市民団体
と外国人地震情報センターが、その年の 10 月に「多

2. 東北地方における外国人現況と「多文化共生」
――宮城県を中心に
東北地方においては、80 年代末から結婚移民女性

文化共生センター」を設立、その後に京都、広島、兵庫、

が急激に増えた事をきっかけに、市町村自らが結婚移

東京などの各地でも相次いで「多文化共生センター」

民女性の支援を模索してきた自治体もあったが、多く

が設立されることで、「多文化共生」という言葉が市

の市町村は、上述した総務省の「地域における多文化

民社会に定着する一助となった。塩原によると、
「共生」

共生推進プラン」の公表をきっかけに、今までの国際

という言葉はそもそも、日本社会でのエスニック・マ

交流事業に加えて「多文化共生」の施策を組み込むよ

イノリティへの差別をなくして権利を回復しようとす

うになった。宮城県もその一つと言える。この節では、

る運動のなかで、マイノリティの人々とマジョリティ

宮城県の「多文化共生」施策を中心に、結婚移民女性

の「日本人」との間に対話的なつながりを築きたいと

達を始めとする外国人にどのような支援が行われてい

いう運動家・実践者の願いから生まれ広まっていった

るのかを考察する。

言葉であり、1970 年代の終わりから使用され始めた

2010 年度末の統計によると、宮城県の場合、1 万
6101 人の外国人が定住している。その内、仙台市に
居住している外国人は約 1 万人で、その他約 6 千人ほ
どの外国人は他の 34 市町村に散在している 9。また、
全外国人の内、一般永住者は 3 千 983 人、留学は 3 千
人強、そして、日本人の配偶者は 1 千 587 人となって
いる。日本人の配偶者は結婚後 3 年から 5 年で、滞在

と言う。こうしたマイノリティの人権運動や実践の理
念として使われ始めた「多文化共生」が行政によって
次第に流用され、施策の正当性を担保するためのスロ
ーガンとして領有されつつあるのが現在の状況である
と指摘している（塩原 2010：63）。
一方、これらの市民団体の運動や活動とは別に、外
国人が集住していた自治体が集まって、外国人と地域

資格が日本人の配偶者から永住者に変更できるし、中

住民との共生・共存の在り方を議論する動きが出てき

には帰化者もいることから、当該地域の結婚移民者の

た。それが、「外国人集住都市会議」である。2001 年

数は全体外国人の 25 ％ほどではないかと推定されて

5 月に静岡県の浜松市を中心に、岐阜県、愛知県、群
馬県の 13 の都市が参加して設立されたこの会議は、
2011 年現在 28 の自治体が参加するようになっている。

いる。
初に「多文化共生社会の推進に関する条例」を策定し

当初、この会議は、外国人が地域内の一定地域に集住

た。この条例は、前年度に総務省が発表した「地域に

して、彼らだけのコミュニティを作っていたことに不

おける多文化共生推進プラン」の指針を基盤として、

宮城県は、2007 年 7 月、日本の自治体の中では最

安を覚えた事をきっかけに始まり、外国人を定住地域

地域内の多文化共生事業の形成と推進に関する基本的

の構成員とするためには、必要な権利を付与し、義務

理念を定め、「多文化共生」の実現のために県と事業

を要求する必要があることに同意し、定住外国人の権

者と地域住民に責務があることを明記したものであ

利保障のために必要な教育制度の充実化と医療保険の

る 10。この条例を基に県は、2009 年 3 月に「宮城県多

改善、外国人登録制度の改善を政府に求めたことから

文化共生社会推進計画」を作成した。この計画では、

始まった。これを「浜松宣言」という。

県民の外国人に対する意識の低さや定住外国人のコミ

このように、日本における「多文化共生」は、在日

ュニケーション困難と学習機会の不足、家族問題の増

韓国・朝鮮人を中心とするマイノリティの人権と権利

加と複雑化、活動場所の不足、外国人の一時的増加へ

獲得のために働いていた「市民グループ」と、日系南

の対処などを問題点としてあげ、今後 5 年間取り組む

米人との地域内共生を推進する自治体がそれぞれ「共

べき事業への目標数値を明記している。総務省のプラ

生」を主張して、政府に圧力をかける方法で始まった

ンと比べると、外国人の家族問題を明記し、それに対

のである。これらの動きを看過することができなくな

処するためには外国人だけではなく、その家族全体に

った総務省は、2005 年「多文化共生の推進に関する

対する支援が必要であると指摘している点で、宮城県

研究会」を設置し、研究会で提出された報告書を土台

の外国人の多くが日本人の配偶者という「外国人花嫁」

に、
2006 年 5 月「地域における多文化共生推進プラン」

である現実を反映していると言える。しかし、以下述
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べる実際に施行されている事業の中では、「家族支援」

持つ、地域の年配の女性達であった。日本語のボラン

に当たるものが殆どないのが現状である。

ティアの先生達は、教材の選択から指導に必要な道具

これらの指針の下で、現在県の国際経済・交流課で

制作までを直接行っている。N 市からは、場所の提供

は、災害時外国人サポート・ウェブ・システム（EMIS）

と文房具購入ができるほどの予算を支援してもらうだ

構築事業や多文化共生シンポジウム開催事業、市町村

けだと言う。教室では、年に定期的に花見や芋煮会な

研修会の開催、相談窓口研修事業、審議会・連絡会議

どの野外活動も行い、年末にはパーティーを行う。必

運営事業などを担当している。一方、より外国人住民

要な経費は、受講生から会費をもらうこともあるが、

と直接関わる事業に関しては、県の外郭団体である財

その殆どは、ボランティア達のポケットマネーと地域

団法人の宮城県国際交流協会（MIA）に委託している。

の知り合いからの協賛でまかなっている。

宮城県国際交流協会は、職員と外国人相談員を活用し

各地域の日本語教室は、結婚移民女性の心のより所

て、みやぎ外国人相談センター事業と災害時通訳ボラ

となっていることは確かである。筆者が出会った、結

ンティア事業、外国籍児童生徒サポート事業を運営し

婚移民女性達の多くは、一番信頼できる人として日本

ており、その他に一般の日本人ボランティアの育成と

語教室の先生達をあげているし、2011 年 3 月 11 日の

活用のために、市町村日本語教室ステップアップ支援

東日本大震災の時も地域の日本語の先生に助けてもら

事業や保健・医療・生活通訳サポーター派遣事業など

ったという声が多かった。しかし、日本語教室の役割

を行っている。

は、主にコミュニケーション支援と日本文化を教える

これらの県のサービスは、勿論結婚移民女性だけが

事でとどまっている。確かに来日して 2 〜3 年しか経

対象ではない。特に結婚移民女性と関連が高い事業と

っていない多くの結婚移民女性の場合はコミュニケー

しては、宮城県外国人相談センターや外国籍児童生徒

ションに困難を覚え、日本語教室を訪ねる。しかし、

サポート事業があげられる。その利用件数を見ると、

ある程度日本の生活に慣れると日本語教室には足を運

相談センターの利用は、2006 年には 199 件、2007 年

べなくなる。中には、嫁ぎ先の家族の理解を得ること

には 294 件、2008 年には 330 件になっているが、相談

ができずに、最初から日本語教室にさえ通えない結婚

の内容の殆どは家庭生活や在留資格に関する相談であ

移民女性も多いと言う 13。

ったという。また、外国籍児童生徒サポート事業は

2006 年から 2009 年の間に 74 名の児童に実施されてい
る 11。当該地域の結婚移民女性が約 4000 人だとすると、
その数は決して多くはない 12。
これらの県の動きを基に、石巻市や気仙沼市、登米
市、川崎町などの市町村では、外国人相談窓口や相談
員設置するなどの動きがあるが、実際に市町村で外国
人住民、特に地域の結婚移民女性と一番接しているの

Ⅳ . 妻として外国人として
―韓国出身結婚移民女性の事例か
らみる二つの問題
1. 調査の概要と結婚移民女性の多様化

は、地域の「日本語教室」のボランティア達であると

東北の農村地域における「仲介型国際結婚」が始ま

言える。現在宮城県内には、仙台市以外に 13 の市町

って、もう 25 年が過ぎている。今も絶えず行われて

村で日本語教室が開設されている。その殆どは地域の

いる「仲介型国際結婚」だが、結婚移民を選択した女

ボランティアによって、行政が「多文化共生」施策を

性達の生活はどうであろうか。当事者達のライフ・

始める前から設立されていた。宮城県 N 市の日本語教

ヒストリーから結婚の経緯やその後の生活、そして現

室の場合は、外国での生活経験があった一人の女性が、

在抱えている問題を考察する。筆者がここであげてい

コミュニケーションに困っていた結婚移民女性達を助

る事例は、その殆どが岩手県南部から宮城県に住んで

けるために 1998 年に日本語教室を開設して以来、続

いる韓国出身の結婚移民女性からのインタビューが中

いている。2008 年末、筆者が調査した当時には、10

心となっている。とはいえ、筆者の調査が韓国人女性

人のボランティアの先生が、韓国、中国、フィリピン

に限定しているわけではない。しかし、やはり調査者

から来た結婚移民女性 20 人と、産業研修として滞在

とインフォーマントとの間の使用言語は大変重要であ

している 2 名の中国人、そして、結婚移民女性が本国

り、どうしても同じ母語を使用する間ではラポール（信

から連れてきた中学生となる子供一人の指導をしてい

頼関係）を形成しやすい。そのような関係上、今回取

た。日本語教室は、週一回、午前 10 時から午後 3 時まで、

り上げる結婚移民女性の事例は韓国人女性に限定して

各レベル別に行われており、小さい子供を連れてくる

いる事をご理解いただきたい。

女性達のために託児も並行していた。託児を担当する

＜表 1 ＞は、筆者が調査してきた中で、1 〜 2 年以

ボランティアは、主に託児や保育施設で働いた経験を

上の付き合いを持続しながら、インタビュー調査をし

ジェンダーと多文化の狭間で
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表1

事例

来日年・

妻の婚姻

（当時年齢） 形態

1

2000
（40）

2

2000
（40）

3
4
5

初婚・仲介
業者

子ども
（実父・現在住居）
無

初婚・紹介

有（現・同居）

2001
（43）

再婚・仲介

有（前・一人別

業者

居・一人同居）

2004

初婚・知人

（43）

2006

紹介
初婚・仲介

再婚

無

運転・初婚

有（現・同居）

有（別居）

工場・初婚

有（前・別居）

無

再婚・仲介

7

2008
（44）

再婚・仲介

2008
（39）

初婚・知人

9

2008
（44）

再婚・仲介

娘一人（前・別

業者

居）

10

2010
（45）

有（前・同居）

無

無

有（別居）

有（同居）

再婚（夫も

3 回 目 ）・

不動産業・

無

引退（元公

2006
（46）

紹介

牧畜・初婚

務員）
・初婚

6

8

同居）

結婚歴

現在施設入院

業者

業者

死亡（最初は

夫の仕事・

最初は同居・

無

（39）

業者

親との同居

有（前・別居）

有（別居）

仲介業者

工事現場労
働者・初婚
大工・初婚

水産関係・
初婚

結婚動機
破産・喪失
感
将来・老後
経済・子ど
もの将来

現在
パート・韓国語講師
職探し・離婚考慮
ビジネス模索中

老後の不安

韓国語講師

経済的理由

育児ストレス

経済的理由
経済・子ど
もの将来

介護→夫死亡→相続
問題→一人暮らし

2010 年離婚
2011 年 農 家 の 男 性
と再婚

結婚願望・

病気→夫死亡→相続

日本での新

問題→定住資格→就

生活

労

漁業・初婚

経済

会社員・再

経済・新生

婚

活への期待

水産加工業のパート
タイマー
日本語学校に通学・
ビジネスチャンスを
模索中

ている結婚移民女性達の情報を簡略にまとめたもので

国からの女性は 30 代か時には 40 代の女性が多いとし

ある。彼女らの来日は、10 年を超えている場合から、

ている。また、韓国人女性達に関しては、殆どの女性

来日 3 年目になっているケースまで多様である。女性

がソウル近郊出身で、高学歴とキャリアを有する女性

本人が初婚のケースが 5 件、再婚のケースも 5 件あり、

が多いという。そして、桑山はその理由を、韓国の高

再婚で前の夫との間で生まれた子供を連れてきている

度成長期の中で社会で働いていた女性達が、年をとっ

女性は 2 人、初婚で子供を出産しているケースも 2 人

て会社にいられなくなった時には、すでに婚姻年齢を

いる。日本人の夫側は、初婚が殆どで職業は様々であ

過ぎていることから韓国国内で結婚相手を探すことが

るが、どちらかと言えば一次産業従事者と生産現場労

できなくなっているという社会的原因から説明してい

働者が多いと言える。結婚移民女性の共通点は、来日

る（桑山 1995：69）。

当時の年齢が 30 才後半から 40 代であり、事例にはあ

＜表 1 ＞で見る韓国出身の国際結婚移民女性の年齢

げてないが、中には 50 代で結婚移民をしている場合

層を見ても、桑山の分析と同じように年齢が高い。む

もあった。

しろ、20 年前と比べると韓国出身の結婚移民女性の

先述した桑山は、当時の山形に嫁いだ外国人花嫁達

年齢層は、より高くなっていると見受けられる。初婚

の初婚年齢に言及している。例えばフィリピンの女性

で来日した結婚移民女性の殆どは、韓国国内でキャリ

は概ね 20 代前半で日本人男性と結婚しているが、中

アウーマンとして働いている内に婚期を逃したケース

国の女性は大体が 20 代後半から 30 代前半であり、韓

であり、韓国社会における雇用のジェンダー差は、中
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年の独身女性の将来的経済不安につながり、それが結

事例の殆どが来日 10 年未満であったことから、それ

婚移民を決心する動機となっていることは間違いな

以上の細かい分類はしない（調査は主に 2009 〜2010

い。離婚後の女性の貧困も結婚移民の動機となってい

年に行なっており、そのため 2006 年来日者も初期段

る。事例の 6 と 7 は、いずれも離婚後、前の夫から養

階としてとらえている。）

育費ももらえない状況が続き、その経済的負担で結婚
移民を選択している。しかし、事例 2 と 8、10 の場合

（事例 1）A さん（2006 年来日・初婚・表 1 の 5 番

は、経済的困窮が結婚移民の直接的理由ではなく、む

の事例）

しろ日本文化への接触や知人との関係で純粋に新たな

A さんは 2006 年に結婚を目的に来日した。韓
国では、大学で家政科を卒業した。A さんは、大
学 2 年の時に日本に短期留学に来たことがある。
計画はとりあえず 6 カ月間であったが、場合によ

土地での新生活を期待して結婚移民を選択した例もあ
った。
この 10 人の事例からもわかるように、現在地域に
おける結婚移民女性は、互いに異なる動機と状況の中

っては長期的に日本で勉強することも考えてい

にいる。20 年前、日本の農村社会が求めていた結婚

た。しかし、日本に来て 3 カ月もならない時に、

移民女性の役割は、一律的に結婚して後継者となる子

韓国から父が亡くなったという連絡を受け、留学

供を出産・養育する外国人嫁とママの役割であったが、

を諦めて帰国した。A さんには兄弟はいない。母

現在はそれに加えて、老父母や家族の介護の担い手と

と子の二人きりの生活が始まった。A さんは、韓

して、あるいは老後の寂しさを分かち合える親密な関

国の地方郵便局に就職し、その後、公務員という

係として「国際結婚」を求める日本人男性が増えてい

安定した職場でコツコツ働く日々だった。そんな

ることが言える。このような多様化は、結婚移民女性

A さんに大きな転機が訪れた。それは、借金だっ

の多様なニーズに繋がる。コミュニケーション支援に

た。とうとう彼女の給料までもが差し押さえにな

重点をおいてきた従来の支援システムだけでは、彼女

る事態になり、そのまま韓国にはいられないと思

らの多様化しているニーズを全部カバーすることはで

い、結婚相談所を訪ねた。

きていない。次に彼女らが生活の中でどのようなニー

結婚相談所では軽く海外旅行の気分でという

ズや悩みを持っているのかをライフ・ヒストリーを中

ことで、日本行きの飛行機に乗った。斡旋所で

心に考察する。

は、飛行機代は勿論、滞在費として 50 万ウォン
も出してくれた。A さんがついたのは、東北の H

2. ライフ・ヒストリーから見る結婚移民女性の
生活

市。3 階建ての建物に女性が何十人もいた。その
時、A さんは自分だけは皆がいる大部屋ではなく、
別な階の小部屋につれて行かれたという。お見合

桑山は、結婚移民女性の適応過程上のストレスを「初

いも 2 日後にさっそく行われた。相手は、初婚で
A さんより三つ上のかなり背が高い、がっちりと

期適応段階の山場」と「中期適応段階の山場」とし、

したハンサムな男性だった。自動車工場で働いて

（1）圧し掛かるジェンダー役割―初期段階の事例

「初期」は来日 1 か月、3 か月、6 か月にそれぞれ、困

いる彼は、年収も悪くない。相手も A さんが気に

惑と不安、適応の疲れが主なストレスとなり、「中期」

いったということで、お見合いは成立。婚姻届も

には 2 年目のホームシックと 5 年目の移住への再考が

さっそく出した。夫の親は県外に住んでおり、同

訪れると言う（桑山 1995：25 〜26）。そして桑山は、

居の心配もなかった。一年後には女の子が生まれ

それを「5 年目の山場」と言っている。結婚移民のス

た。A さんは、日本語を習うために必死に勉強し

トレスを考える際に、来日 5 年は大きな区切りの年と

た。町の日本語講座にも通ったが、他の初級の人

言えるのかも知れない。新潟県の南魚沼地区の「農村

とレベルが合わないので、独学で勉強した。また、

花嫁」と地域社会の変化を調査した武田も、結婚移民

夫が途中で短期間単身赴任に行っていた時期を除

女性の来日時期とライフ・イベントを分析する際に、

き、毎日 3 段弁当を作って夜間作業をする夫の送

彼女等の適応時期を来日 1 年から 5 年目までの第 1 ラ

り・迎えをする。日本人の夫は、そんな A さんを

ウンドと 6 年から 10 年目までの第 2 ラウンド、そして

信頼し、彼の給料の全額を彼女に任せている。A

10 年目以降を第 3 ラウンドとして設定している（武田
2011：193）。

さんは、結婚当時は借家だったが、結婚 1 年後に

本稿では、必ずしもこれらの先行研究の分析結果に
従っているわけではないが、便宜上、結婚移民後、5
年までを初期段階とし、5 年以降を初期以降とする。

は家を建てた。家を建てる時も夫はすべてを任せ
てくれた。
そんな彼女にも悩みはある。韓国で長い間、仕
事をしていたせいなのか、主婦として家にだけい

ジェンダーと多文化の狭間で
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ることには不満がある。常に何かしたい、働きた

を引き払って、保証金をもらい、借金の一部を返

いと思っている。しかし、育児中の外国人に仕事

済した。

はない。大学で取得した栄養士の免許があるが、

しかし、B さんにとってお見合いも簡単に成功

日本ではそれを生かせない。ストレス発散として、

しなかった。日本に 3 カ月滞在している間に相手

よく訪れるのはパチンコである。近所のお婆さん

を見つけられなければ、また韓国に帰るしかない。

たちとの付き合いはあるが、深くはない。友人関

韓国には、もうすでに自分が身を寄せる場所もな

係においても、往来している韓国人の友達がいる

いのだ。三日後には出国しなければならなくなっ

が、性格が合わず、彼女いわくレベルが低いので

た時に、仲人に連れられて会ったのが今の夫であ

あまり付き合いたくはないと言う。

った。すでに日が暮れていたし、お見合いの場所

お小遣いを稼ごうと、近所の人に国際結婚を仲

も暗かった記憶がある。相手の男性は、とても痩

介したが、失敗した経験もあり、今では自分が仲

せて、疲れているように見えた。一瞬、病気があ

介したその男性と会わないように避けているとい

るのではと思ったが、選択の余地はなかった。B

う。

さんは、彼と婚姻の手続きをした。
夫は、工事現場の労働者だった。中学卒業から、

（事例 1）は、結婚後子供を出産、育児中の外国人

真面目にコツコツと働いてきた人であった。しか

ママの事例である。A さん本人も自分のケースを成功

し、最初日本語が全く分からなかった B さんは彼

した「国際結婚」という。夫との関係も良好で、給料

の状況が全然わからなかった。彼の状況がわかり

のやりくりをするのも A さんである。それにしても、

始めたのは 1 〜2 年過ぎた頃からだった。夫はず

育児のストレスがある。A さんが高齢出産だったこと

っと母と住んでいたが、10 年ほど前に彼の母が

もあり、同じ子育てママ達とは少々気が合わない。聞

亡くなり、その後は一人暮らしだった。結婚して

き取り当時は、子育ての情報が充分得られず、悩んで

1 年間の仕事は、10 年間夫が溜めておいたゴミを

いた。たまには、子供を家に置いたままパチンコ屋に

捨てることだった。夫は何も教えてくれなかった

行った事もあったという。仕事をしていないため、子

ので、ゴミを分別しないでそのまま捨ててしまい、

供を保育園にも預けられず、自分一人で一日中子ども

近所の人とトラブルになることもしばしばあっ

の面倒を見ていなければならないという事に大きな負

た。B さんは、その時は自分に嫌がらせをしてい

担を感じていたようであった。幸い、2011 年から幼

ると思い、近所の人と喧嘩ばかりしていたと言う。

稚園に入る事になってからは、少し気が楽になったと

そんな B さんを見て、夫は怒るばかりだった。し

いう。

かし、悪いことだけがあったわけではない、夫は
韓国にまだ残っていた借金を返済してくれた。翌

（事例 2）B さん（2006 年来日・再婚・表 1 の 6 番）

B さんは、韓国南部の中小都市の出身である。
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年には、B さんと一緒に韓国に行って、娘達と会
ってくれた。

彼女は高卒で、結婚も早かった。前の夫は洋服屋

結婚 2 年目に、夫が作業現場で怪我をする事故

を経営していた。娘が三人いる。長女が小学 5 年

があった。その時から仙台の大きな病院に入退院

生の時にソウルに移住した。理由は、子どもの教

を繰り返していた。まだまだ日本語が不充分だっ

育のためであった。しかし、ソウルに移住して以

た B さんにはその全貌が分からなかった。結婚 3

来、夫は殆ど働かず、おまけに浮気をしていた。

年目になり、どうやら彼の病気が癌であることに

B さんは、洋服屋でやっていた裁縫の技術で、ソ

気付いた。

ウルの有名な市場で韓服屋の針仕事をした。夫と

筆者が B さんに初めてあった時に、彼女は夫の

はよりを戻すことなく、結局離婚した。離婚後に

介護をしながら、複雑な自分の心境を現わした。

も、前の夫からは 3 人娘の養育費など一銭ももら

夫が亡くなる前に何をどのように準備すれば良い

えず、針仕事で娘達を育てた。娘達がそれぞれ大

のか。まだ、永住許可をもらっていないのに、い

学や短大に入る頃には、家の借金も雪だるまのよ

きなり明日にでも夫が死んでしまったらどうする

うに増えていた。針仕事では、生活費ぐらいの稼

のか。そう思いながらも、夫があんな状態なので、

ぎしかならなく、学費は借金でまかなっていたの

永住申請など自分の事に専念ができないと言って

である。長年の針仕事で体もボロボロになった B

いた。幸い 2010 年に彼女は永住許可をもらうこ

さんは、日本の男性と国際結婚をすることに期待

とができた。

を寄せることにした。成人した娘達を、社会福祉

介護においても、彼女は文化的差異の中で葛藤

団体などの寮に入れ、唯一の財産であるアパート

していた。病院の説明が殆ど理解できず、もっと

治療を受けさせてほしいと訴える彼女に対して、

（事例 3）E さん（2008 年来日・再婚・表 1 の 7 番）

病院側は受けられる放射線治療は全部終わったの

E さんは、再婚で、前の夫との間に小学生の息

で、病院にいてもこれ以上の治療はできない。こ

子が一人いる。前の夫とは、夫の事業が破産し、

れからは緩和病棟に入ることが最善だが、そこは

多額の借金から逃れるために別れた。前の夫は、

すぐ入れず、申請してから一カ月は待たなければ

刑務所で服役中だという。韓国には、母親と妹達

ならないということだった。筆者が通訳として説

がいるが、頼りにすることはできない。子どもに

明すると、彼女は夫が癌であることは知っていた

も、日本で教育をさせた方が良いと思い、国際結

が、末期癌であることは初めて知ったと言った。

婚を決心した。勿論、日本語は一言も知らなかっ

その後、退院して自宅に戻ったが、 B さんの夫は

た。日本人の夫は、大工であった。背が小さく、

2 カ月も経たないうちに亡くなってしまった。
B さんの場合、同じ地域に夫の叔母の家族が住

可愛い容貌の E さんに、仲人は綺麗な服を着させ
て、お見合いの場所に連れていった。お見合いの

んでいる。彼女は夫が病気となり、何かと親戚の

相手は、E さんと会う前にすでに 3 人の女性とお

助けを求めていたが、韓国での親戚同士とは違っ

見合いをしたと言った。E さんが 4 人目のお見合

て、互いにあまり干渉しないようにしていること

い相手だった。相手は、一目で E さんに惚れたと

にいつも不満を表していた。夫ともその事で何度

言い、OK をした。E さんからの条件は、安定的

も喧嘩をしていた。夫が亡くなってからは、腹違

な収入と彼女の子ども受け入れてくれることであ

いのお姉さんと相続でもめることになった。彼女

った。E さんは、その条件を仲人が相手に話して

が一生懸命に夫の介護をしていたことを知ってい

くれたと信じていた。

る夫の叔母も、その時になるとお姉さんのかたを

お見合いは成功し、さっそく婚姻手続きをし

持つ。結局、彼女は本国の娘と相談し、娘は日本

た。結婚手続きが終わって、子どもがいる韓国に

語通訳をわざわざ韓国から連れてきて、日本の行

戻った。子どもを日本に呼び寄せてくれると待っ

政書士とも相談しながら、事態を収拾した。現在、

ていたが、夫からは子どもの話は出ず、なぜ戻っ

B さんは韓国を行ったり来たりしながら生活して

てこないのか、とだけ質問された。勿論、仲人を

いる。

通じての連絡である。結局、夫は結婚前に子ども
の事は何も聞いていないとのことだった。おそら

B さんの場合、日本語が不充分であることが、様々

く、日本人の夫側は、韓国から一向に戻ってこな

な生活の場面でトラブルとなっていた。勿論日本語教

い韓国人妻に腹を立てていたことだろう。 E さん

室には通っていたが、40 代後半の彼女にとって新た

は、子どもを受け入れてくれないのであれば、も

に言語を習得することは、なかなか難しい。それでも

う日本に戻ることはできないと意地を張った。結

B さんは、インターネットで検索して、介護に利用で

局、夫は子どもを受け入れてくれた。息子と再来

きる制度などを調べていた。ある時、B さんは、夫が

日したのは、入籍してから 7 カ月が過ぎてからだ

加入していた保険の内容がなかなか理解できず、一人

った。10 才になる子どもは、新しい父親になつ

で悩んでいた。夫の手術の時に、保険がおりなかった

いていたと周囲の人達は言う。しかし、この夫婦

ためだ。保険担当者の女性と何度も話をしたが納得で

のギクシャクは終わらなかった。大工の夫は、不

きず、夫は同じ地域に住む保険担当女性とトラブルに

景気であまり稼ぎが良くなく、E さんは、時には

なるのを恐れてはっきりいわない。保健会社に電話し

韓国の家族からお金を送ってもらい、そのお金で

て確かめたいが、彼女の日本語では理解できず筆者が

生活をしていたと言う。日本語を少しずつわかる

その役を引き受け、保険会社に電話をしたが、本人に

ようになってくると、郵便物に税金の督促が多い

しか教えられないという内容が多すぎた。結局、彼女

ことに気付いた。さらに調べたら夫には年金も保

が必要とする情報を得ることができないまま電話を切

険も何もないことがわかった。E さんは「夫は、

るしかなかった。彼女の夫が亡くなって、相続問題が

私を性的道具としか見ていない。なのに、何も保

出てきた時は、コミュニケーションの問題よりも、彼

障もない。夫に未来を託すことはできない」と言

女を家族として認めていない周囲の人々との戦いだっ

った。E さんは、結局離婚を要求した。しかし、

た。B さんは、しっかりと自分の権利を主張すること

夫は応じてくれなかった。離婚してからも日本に

ができたが、結婚移民女性の中では配偶者が亡くなっ

いられるのかどうか、離婚を拒否し続けたら自分

てから、僅かなお金をもらって家を追い出されるケー

はどうすればいいのかなど、様々な情報が彼女の

スも多いと言う。

周りで錯綜していた。彼女は、不安と精神的不安
定が高潮し、家の中で暴れた。その時、夫は力で
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彼女の首を抑えた。その事は、彼女にとって、ま
たもや夫に対する不信感とトラウマとなった。周

離婚を決心し、離婚後の生活を営んだ。
結婚初期段階におけるコミュニケーション支援は、

りの人々を巻き込んでのドタバタの末、結局 E さ

確かに重要であるが、家族間の問題、育児の悩み、介

んは役所に夫を DV で訴え、離婚は成立した。

護のストレスなどこの時期の結婚移民女性が抱えてい
る問題は多様化している。地域の国際交流協会が一つ

当時 E さんは情報を求め、筆者を始め、いろいろな
人々に連絡を取っていた。その中には、離婚すれば、

の窓口でこれらのすべての問題に対処することは限界
があるのが現実であろう。

さっそく新しい男を紹介するといって離婚を煽る同郷
の人もいた。彼女の離婚は、仲介の人々にとっては、

（2）認 めてもらえない外国人としてのアイデンティ

もう一度仲介をして、その謝礼をもらえるチャンスに
繋がるからである。そして、E さん自身もそれをよく

ティ―初期段階以降の事例
言語問題が有る程度クリアできれば、結婚移民女性

知っていて、離婚を決める前に非常に不安がっていた。

の問題は解決できるのだろうか。次に、いわば結婚 5

彼女はまだ永住許可がなく、離婚後自分と子どもがま

年の山場を乗り越えた結婚移民女性のケースを考察す

た韓国に戻ることになるかも知れないという不安と、

る。

離婚後に自分が悪い人達によって利用されるのではな
いかという不安も口にしていた。E さんは、離婚を決
心する前に何度も筆者にメールや電話をし、離婚後、

（事例 4）M さん（2000 年来日・当時 40 代・初婚・
表 1 の 1 番）

自分が日本にいられる方法があるかどうかを知りたが

M さんはソウル出身で、大学ではフランス文学

っていた。筆者は、永住許可がない今離婚すると、仕

を専攻した。大学卒業後に、日系企業のアニメー

事をして就労ビザに変えるか、又は新しい結婚相手と

ションの会社で働き、その後独立して、自分の会

結婚して、日本人の配偶者になるしか道がない事を説

社を設立した。早くして父を亡くし、30 才の時

明した。日本語が不自由な彼女が就労できる可能性は

に母を亡くした。兄弟はいるがそれぞれ結婚して

非常に低い。結局、新たに結婚相手を探すことになる

いるので、未婚の彼女とは関係が薄くなっていた。

ことは自明だった。その場合、今の旦那より良い条件

そんな時、1997 年韓国がアジア通貨危機の影響

の人に会うとは限らないとアドバイスをした。E さん

を受けた。そして、その余波で彼女の会社も倒産

は、「わかっています。また、仲介する彼らがどんな

してしまった。M さんの年はすでに 40 才を目前

人なのかもよく知っています。しかし、今の夫のもと

にしており、新たに別な会社に就職するのも容易

で永住許可をもらうためには、また 4 〜5 年を待たな

ではなかった。未来への道が見えない中、新聞で

ければならない。もし韓国に帰る事になっても、もう

日本の男性と国際結婚を斡旋するという広告を見

3 年も彼と一緒にはいたくないです 。私はもう若く

た。一応、聞いてみたいという軽い気持ちで、斡

ないし、これ以上、年をとってしまうと選ばれるチャ

旋所を訪ねた。斡旋所では、軽く日本観光をする

ンスも無くなるのです」と言った。E さんは、仲介の

という気持ちで行ってみてはと勧められた。気分

世界においては、自分が商品でしかないことをよく認

転換を兼ねてと思い、観光客として来日し、お見

識していたのである。自分の商品価値がまだある時に

合いをした。 M さんは、会社経営の時にも仕事

再チャレンジしたいとの事だった。次の年、彼女は農

の関係上、日本人との接触が結構あったので、日

家の男と再婚した。

本に対して比較的に親近感をもっていたと言う。
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しかし、お見合いの相手の男性は、あまり気に入
結婚初期段階とはいえ、三つのケースはそれぞれ異

らず、結婚までは考えられないと思い、そのまま

なるジェンダー役割が要求されていて、彼女らが抱え

韓国に戻った。ところが、お見合いをした相手は

ている悩みやストレスも異なる。彼女らは、地域の日

諦めきれず、その後韓国にいる M さんに手紙を

本語教室に通っていたし、特に B さんや E さんの場合

送った。持続的に手紙をもらうことで M さんの

は夫の病気や離婚と永住申請の問題で行政に何度も助

気持ちも少しずつ動かされた。再来日にして、彼

けを求めていた。しかし、行政が個々人の相談に何度

と彼の両親と会った。M さんは、その時今の夫

も付き合うことには限界があった。行政に頼るばかり

よりも、義理の母親の印象がよかったという。M

では事が進まないと判断した B さんは、夫が病院に入

さんは、その時に家族を作って一緒に住みたいと

院していた間、仙台にある宗教団体の韓国人と知り合

思ったという。

い、その団体からの協力を得ていたこともあった。E
さんの場合も、結局は周りの韓国人女性達に頼って、
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結婚して、義理の親と同居生活が始まった。結
婚生活初期は田園生活で満足した。大都会のソウ

ル出身の自分には新しい体験だった。しかし、一

現在は、少しずつ韓国語教師としての自分にプライド

年後からは都会に行きたいという気持ちが高まっ

を取り戻している。しかし、一方では、地域の自治組

た。時には、一人で家族にも言わず仙台や東京ま

織への参加と挫折、パートとして働いているスーパー

で行ったこともある。そんな時、M さんの味方

の同僚達との不和など、まだまだ問題はあるようだ。

になってくれたのは姑だった。しかし、姑は癌で

特に彼女の場合、周囲の人に自分が外国人であること

2004 年に 80 才で突然亡くなり、2005 年にたて続
けに義理の父も亡くなった。M さんは、「義理の

を忘れないでほしいと強く主張していた。来日 10 年
もなると、周りの人は自分に日本人と同じ考えと行動

お母さんと一緒に生活した時がここでの生活の中

を要求する。しかし、子供がいない M さんにとって、

で一番幸せな時間だった」と振り返る。

家庭内以外で日本文化に触れる機会はそう多くはなか

8 才年上の夫は、けっして悪い人ではないが、
文化的差異を感じる。M さんはフランスの哲学

ったのである。今になって、M さんは自分が日本名
を使い、外国人という色を消していた事を一番後悔す

者ルソーの言葉を引用しながら、「人を差別する

るという。

ことはいけないが、差異は存在する」「私がまだ、
のは仕方がない」と、夫とはあまり話しが通じな

M さんは、地域社会や職場で自分が外国人である
ことを認めてもらいないケースであるが、表 1 の 2 番
の S さんの場合は、家族から外国人である S さんのア

いと言った。

イデンティティを認めてもらえないケースである。

未熟なだけかもしれないが、やはり差異を感じる

3 年前からは、地域の人々とも交流をしたいと
思い、近年は町の婦人会にも参加した。しかし、
来日 10 年にもなると地域の人々は M さんを日本

（事例 5）S さん（2000 年来日・50 代・初婚・表 1
の 2 番）

人と同じように扱う。M さんは、「いくら長く住

S さんも、2000 年に結婚移民した。結婚後 1 年

んでいても、私は外国人である。彼らは何もかも

後には子どもが生まれ、現在は夫と娘の 3 人暮ら

当然と祭りの準備をさせて役割を決めていくが、

しである。10 才も年の差がある夫は、妻の出身

私にとっては、やったことがないものばかり。地

国である韓国を認めていない。韓国の話になると、

域の人々と付き合うのも少々疲れてしまった」と

いつも無視され、家の中で韓国料理も殆ど口にし

言い、今年からは婦人会を休んでいると言ってい

ない。彼女が作るキムチは、自分だけがこっそり

た。

食べるか、近所の知り合いに配る。娘が大きくな

今、M さんの生きがいは、町で韓国語教室の先

ったら、今度は娘までもが食卓にキムチが上がる

生をやっていることである。韓国ドラマが大流行

のを嫌がり、母親を無視するようになった。S さ

した後から、たびたび個人的に韓国語を教えてほ

んは、子供に韓国語を覚えさせたいと思ったが、

しいという依頼を受けていたが、他国の言葉をそ

自我が強くなった娘はもう言う事をきかなくなっ

う軽い気持ちで習うことができるのかと思い、最

た。S さんは、家の中で孤立感を感じ、それを無

初は断っていたという。しかし、夫と友人とも死

くすために子供の PTA の活動に積極的に参加し

別してうつ病になっていたある隣のお婆さんが、

ている。しかし、50 代となった彼女には PTA の

「冬のソナタ」を見て生きる力を戻していく姿を

活動も大変で、PTA の仲間から心を許す親しい友

見て、何か自分が他の人々の生き甲斐の原動力に

人を見つけることは出来ていない。S さんは、夫

なればと思い、 2005 年から引き受けてやってい

が子供に悪影響を与えていると考え、もう離婚し

るとのことである。

たいと思っている。

もうひとつ付け加えると、彼女の日本名は自分
でつけたと言う。本名の発音が難しく、家族が呼

一方、M さんや S さんとは違って、結婚当時から自

びにくかったので、自分でつけた。当時は日本の

分の本名を使いながら、地域社会の中で活躍している

名前をつけたことだけで、姑がとても喜んでいた。

ケースもいる。

しかし、今は通名をつけたことを一番後悔してい
ると言う。現在は、韓国語教室をはじめることで、

（事例 6）Y さん（2004 年来日・50 代・初婚・表

少しずつ自分の名前を使用するようにしている。
上述した、来日 5 年以下のケースと比べると、M さ

1 の 4 番）
Y さんは、2004 年に知人の紹介で今の夫と結
婚した。Y さんは、韓国の釜山出身で、大学では

んの現在は、ある程度地域社会に溶け込んでいるよう

日本語日本文学を専攻し、卒業後学校で日本語の

に思える。義理の両親の介護などいろいろあったが、

先生をしていた。Y さんの結婚動機は、純粋に老

ジェンダーと多文化の狭間で
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後の心配だった。学校の先生とは言え、常勤の仕

中国からの結婚移民女性は、来日当初から通称名を使

事ではなく、年を取るにつれて仕事が持続できる

う事で自分の外国人色を消そうとする。自分自身を不

かどうか、心配になった。しかし、すでに 40 歳

可視化することで、差別の目から少しでも逃れようと

を過ぎた自分には、良い結婚相手は見つからない

する戦略的選択とも言えよう。しかし、その事によっ

と思い、国際結婚を決心した。Y さんには、母親

て、逆に自分の外国人としてのアイデンティティを表

と兄弟がいる。特に女兄弟が多いので、一人くら

出しにくくなっているのも事実である。結婚移民初期

い海外に出ても良いと思った。日本人の夫は、当

には気にしていなかった外国人としてのアイデンティ

時定年退職を目前にしていた公務員であった。

ティが、移住先で長年にわたる文化摩擦を経験するこ

勿論、最初から夫を 100% 気にいっていたわけ

とによって、再び自分のアイデンティティを取り戻し

ではなかった。「僕を貴方の老後保険にしてくれ」

たケースは非常に多い。ホスト側には外国人である自

という言葉に応じた形となった。夫婦間の言語障

分を受け止めてほしいと思う。M さんは、自ら外国

害はなかったものの、結婚生活が何でもうまくい

人色を消して、日本名を使用したことが一番の失敗だ

ったわけではなかった。一番大変だったのは、夫

ったと後悔する。実際に今でもほとんどの結婚移民女

の家族との付き合いだった。目に見えるイジメな

性は通名を使用しており、同じ結婚移民女性同士でも

どはないものの、今まで家族の中で存在感が大き

本名を知らない場合が多い。日本名を使用したのが、

かった夫の姉との付き合いは本当に大変だった。

最大の失敗だったと言う M さんの気持ちを重んじる

Y さん自身、長男の嫁としての覚悟の上での結婚

必要がある。

であったが、義理の姉は彼女に「長男の嫁」の座
を許さなかった。親戚の中で、誰かが、家のこ
とに関して義理の姉を通さずに Y さんと話をす
ると、義理の姉の嫉妬が始まる。しかし、Y さん
はそんな姉と対立するより、近隣の付き合いや冠

Ⅴ . 終わりに―ジェンダー平等と
多文化共生を目指して

婚葬祭の仕切りなど外国人として対処し難い問題

ここまで筆者は、日本における結婚移民女性に関す

を、義理の姉に相談するなどし、徐々に良い関係

る現況と先行研究を整理し、東北の地域社会における

を築いてきた。今は、親戚も Y さんを信頼して、

多文化共生への取り組みを説明した後、フィールドワ

頼りにして来ると言う。ちなみに、Y さんの義理

ークをして得られた結婚移民女性の状況と悩みを提示

の母は、今老人性疾患のため、施設に入院してい

した。事例の分析から言えることは、現在の結婚移民

る。

女性は滞在期間から年齢、そして遭遇している状況ま

Y さんは、元々日本語が堪能である自分の文化

で実に多様なジェンダー役割の中で奮闘しており、そ

資本をうまく使い、来日の初期から地域の婦人達

の上外国人としてのアイデンティティの維持に葛藤し

の集まりにも積極的に参加していた。そして、そ

ている事である。そのため、結婚移民初期段階の女性

れらの活動はホスト側の日本人達の目に留まり、

達には、言語疎通の問題への解決だけではなく、それ

地域の国際交流事業の一員として活動する機会が

ぞれが請け負っているジェンダー役割とそれに付随す

与えられた。 Y さんは、以後地域の国際交流の文

る問題に対するケアが必要であり、同時に初期段階か

化活動や外国人相談員などを経て、市が地域の多

ら可視化された外国人としてあり続ける事が大事であ

文化共生のモデル事業として施行している、市の

ると言える。しかし、現在の「多文化共生」の施策で

外国人臨時職員として働いた。関係者は、Y さん

は、日本のジェンダー構造に悩む個々人のニーズまで

の性格の穏和さや協調性を高く評価し、地域外国

をカバーする能力はない。

人女性の見本としているという。

次に紹介する I さんの事例は、日本の「多文化共生」
施策の限界をよく示すものである。

事例 4 の M さんと事例 5 の S さんとは違って、Y さ
んは最初から日本語能力に問題がなく、そのために、

I さん（40 代）は、2007 年前に仲介結婚で日本

わざわざ自分を不可視化する必要がなかった。しかし

に来日した結婚移民女性である。初婚で子どもは

M さんと S さんの場合は、言葉ができないというコン
プレックスを隠すため、または 1 日も早く日本に馴染

いない。I さんは、2011 年の 3 月 11 日の東日本大

むために本名ではなく、通名を使用してきた。その事

波で浸水し、5 月から仮設住宅で独り暮らしをし

によって、彼女らは自然と不可視化される存在となっ

ている。義理の父母とは、結婚当初は同居してい

たのである。日本人と見た目では識別が難しい韓国や

たが、あまり上手くいかず、夫と独立して生活
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震災で、夫を亡くした。住んでいたアパートも津

していた。亡くなった夫は、年の差（13 才年上）

そして、そのような日本側の助けは、彼女にとって新

はあったものの、穏やかな性格で I さんの良き理

たな「共生」への気持ちとして表れ、震災前には考え

解者だった。昨年は、夫と一緒に韓国旅行にも行

られなかった地域住民との積極的な交わりにつながっ

った。I さんは、姑とのトラブルはあったが、夫

ているのである。しかし、問題は制度的な差別であっ

とは殆どトラブルがなかったと言う。彼女は、津

た。外国人が受ける制度的差別の前では、
「多文化共生」

波で夫の死亡が確認された後、様々な難関にたた

は無力に等しい。2 節で説明したように、日本の「多

されていた。遺体の処理や労災処理など、まだ日

文化共生」はあくまでも地域内での共存・共生を美し

本語が不充分な I さんにとっては、一人で解決で

く語るだけで、外国人一人一人の人権問題に踏み込む

きない問題が山積していた。県の国際交流協会と

ことはない。いや、そもそも行政がそこまで外国人一

市の日本語教室の関係者の助けを貰えなかった

人一人の問題や要求に対応する必要性はないはずであ

ら、解決はできなかっただろうと言う。外国人で

る。

あることから労災処理をしてくれない会社、保険

それでは、結婚移民女性の問題にどのようにアプロ

の受取人としての自分の存在を認めない夫の家族

ーチすべきだろうか。それは、「多文化共生」の事業

に立ち向かいながら、涙を流す暇もなかった。夫

内容を、短期的な支援ではなく、長期的に彼女等のエ

が亡くなってから I さんの日本への滞在許可は、

ンパワーメントを向上させる取り組みに変える必要で

日本人の配偶者から定住者に変わった。夫が生き

ある。またそれを担う主体は、行政ではなく、彼女等

ていれば、普通に永住資格をもらうはずだった。

自身によるものであることが望ましい。つまり「自助

しかし、予期しなかった震災で夫を亡くしてしま

グループ」が必要なのである。関係のない第 3 者が可

ったことも悔しいのに、不安定な滞在資格である

哀そうな女性達を助けるために、というスタンスには、

定住者になってしまった。彼女がもし夫の親と同

限界がある。当事者が自ら参加することが必要で、地

居をして、彼らの介護をしているのであれば永住

域社会の中で自ら居場所を作り、相互助け合う必要が

資格はもらえたのかも知れない。しかし、I さん

あるのである。

は自分を嫁として認めてくれない義理の親とは同
居したくないと言う。
或る人は、I さんの話を聞くと、なぜ韓国に戻

東北の結婚移民女性は、長い間自助グループを作る
ことがなかった。それは、結婚移民女性に対する周辺
の否定的視線や、上述したように自ら外国人としての

らないのかと言う。しかし、I さんにとって韓国

色を消して日本人社会に適応しようとする意図から、

に戻ることは、また一からのやり直しを意味する。

なかなか同郷同士での助け合いの組織は生まれること

少なくとも日本では、夫が残した年金などで少な

がなかったのである。しかし、全然その希望の陽射し

くとも最低限の生活は可能であり、やはりここが

がないわけではない。

自分の居場所だと思っている。I さんは、わざわ

今回の震災を受け、宮城県北部と岩手県南部のフィ

ざ以前住んでいた地区とは離れた仮設住宅に入居

リピン女性達の組織化が進んでいるからである。津波

し、元気に過ごしている。仮設住宅では、NGO

で、行政も被災し、町全体が無くなるほどの甚大な被

で物資配りに来ていた韓国人のボランティアとも

害を受けた当地域では、フィリピン女性のキーパーソ

仲良くなり、隣近所とも積極的に付き合っている。

ンが彼女らを助け、また全国の NPO の支援を繋いで

夏の間、彼女の家の玄関は開けっぱなしだった。

いた。30 年前に結婚移民で当地域に嫁いだ R さん（57

近所の子どもやお婆さん達にいつでも声をかけら

才）がその人物である。R さんは、地域で子どものた

れるようにした。自分で情報を収集して、近所の

めの英語教室を運営するなど、地域社会の中でもちょ

人々の物資までもらってきて配るなど、今までは

っとした有名人であった。R さんは、震災前から「フ

考えられなかった近所付き合いをしている。この

ィリピン人妻の会」を作り、仙北地域のフィリピン人

ように前向きに生きようと考えている I さんであ

女性をまとめてきた。今回の震災では、震災直後から

るが、滞在資格の関係上、早く仕事を見つければ

地域でボランティア活動をしながら、地域のフィリピ

ならないと焦る気持ちは仕方がない。

ン女性を支えてきた。震災後ボランティア先で出会っ
た人々の仲介で、後に彼女のところには様々な全国の

I さんの場合、災害時においては、確かに行政やボ

支援団体から連絡が来ていて、物資が届いた。届いた

ランティアの手厚い協力を得て、様々な困難を乗り越

支援物資をフィリピン人女性だけではなく、地域の

えることができた。それは、外国人が言語の障害によ

人々にも配った。6 月からは、地域の津波被害で仕事

って差別を受けることがないようにという県が試行し

を失ってしまったフィリピン女性達の就業支援とし

てきた「多文化共生」の理念に則っての支援だった。

て、東京からの NPO の協力で介護師資格のための教
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室が開かれることになり、現在まで南三陸、気仙沼な

宿谷京子 1988『アジアからの花嫁―迎える側の論理』明石書店

どで教室が運営されている。

仲野誠

そもそも、フィリピン女性の場合は、見た目からも
可視化されやすい結婚移民女性であり、韓国出身や中
国出身の結婚移民女性達とは状況が異なる点はある
が、今回の震災で初めて自助組織の働きが、それぞれ

日暮高則 1989『
「むら」と「おれ」の国際結婚学』情報企画出版
藤田結子 2008『文化移民』新曜社
藤田美佳 2005「農村に投げかけた『外国人花嫁』の波紋―生活
者としての再発見」佐藤郡衛、吉谷武志編『ひとを分けるもの、

の自立に役に立っていることから、その波及効果が期
待される。実際に気仙沼地域では、彼女等が主体とな
っている介護資格のための日本語教室に中国や韓国出
身の女性も参加するようになってきた。長年、市で結

つなぐもの―異文化間教育からの挑戦』ナカニシャ出版
武者小路公秀監修

行政の「多文化共生」施策に頼るだけでは、結婚移
民女性達の主体性は向上されにくい。行政は、長期的
に結婚移民女性のエンパワーメントを養成する事業に

会変容』国際書院
ランスナショナリズムをめぐる論争を中心に」村井忠政編『ト
ランスナショナル・アイデンティティと多文化共生』明石出版
西井涼子、田村繫治 2006『社会空間の人類学―マテリアリティ・
主体・モダニティ』世界思想社
李善姫 2012「
『多文化ファミリー』における震災体験と新たな課題
―結婚移民女性のトランスナショナル性をどう捉えるか」
、駒

取り組み、結婚移民女性達は、自助組織であれ、共助

井洋監修、鈴木恵理子編『移民・ディアスポラ研究 2

組織であれ、彼女等が遭遇している様々な問題を当事
者自らが助け会い、社会に働きかける仕組みを作る必

浜邦彦・早尾貴紀編 2008『ディアスポラと社

村井忠政 2007「アメリカ合衆国における移民研究の新動向―ト

婚移民女性達に日本語を教えてきた日本人の職員も、
新たな動きに期待を寄せている。

『外国人妻』と地域社会―山形県における『ムラ
1998「

の国際結婚』を事例として」
『移民研究年報』92-109 頁

東日本

大震災と外国人移住者たち』明石出版
―

要がある。震災は、東北に危機的状況をもたらしたが、

2011「韓国における『多文化主義』の背景と地域社会の対

応」
『GEMC journal no. 5』7~19 頁

一方で新たな「共生」の可能性を提示できるきっかけ

柳蓮淑 2006「外国人妻の世帯内ジェンダー関係の再編と交渉―

になるのかも知れない。今後の推移に注目する必要が

農村部在住韓国人妻の事例を中心に」
『お茶の水女子大学大学

ある。

院人間文化研究科人間文化論叢』第 8 巻
山口考子 2007「過疎の農村を甦らせた外国人花嫁」
（毛受敏浩、鈴
木恵理子編『多文化共生パワー社会―多文化共生を超えて』
明石書店）
山脇啓造 2006「多文化共生社会の形成に向けて」日本移民政策学
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お見合いをして、結婚するという新たな形の「国際結婚」をい
わば、
「ムラの国際結婚」という。
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4 佐竹・メアリー『フィリピン ‐ 日本国際結婚―多文化共生と
移住』2006：32 頁に収録されている表「日本における婚姻件数、
年次×夫妻の国籍別（1975 〜2006 年）
」を参照。

5 韓国統計庁の資料より。
、柳蓮淑（2006）
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6 藤田美佳（2005）
がある。

7 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074828 法
務省出入国管理局における外国人登録者数の統計を参照。

8 法務省報道発表資料 平成 20 年末現在における外国人登録者統
計について「都道府県別外国人登録者数の推移」http://www.

moj.go.jp/content/000008048.pdf 参照。
9 宮城県国際経済・交流課ホームページ http://www.pref.miyagi.
jp/kokusai/data/index.htm より。
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12 永住者、帰化者を含めた場合の推定数。
13 2011 年 9 月 8 日に行った T 市の日本語教室、K 先生とのインタビ
ューから。

14 E さんは、離婚の前の結婚 3 年目の時に永住許可を申請した。し
かし、許可は下りなかった。不許可の理由は、彼女が入籍後 7
カ月も韓国に滞在した事と夫の税金未納入が問題となった。彼
女がもう一度永住許可申請をするためには、2 〜3 年後に生活の
実績を入管に見せなければならない。しかし、彼女は夫が税金
を未納入していることは、自分の永住許可を邪魔するための手
段であると言っていた。夫に対する不信感はすでに極に達して
いるように見えた。
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