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災害と外国人女性達
―ジェンダー平等と多文化共生の主流化をめざして―

Ⅰ. はじめに

災害は、新たな問題を引き起こすのではなく、その社会が抱えている問題を新たに可視化すると言われて
いる。17年前の阪神大震災は、当時の外国人の孤立状態と日本人の地震被災者同士のトラブルなどが問題
になった。そこでは、滞在外国人の「言語の壁」が問題化するなかで、市民団体と自治体が外国人に対する
多言語支援を実施するなど、多文化共生の必要性が明らかになっていた。実際に日本の市民社会の中で「多
文化共生」という言葉が拡散したのも、阪神大震災後のことである。
東日本大震災における外国人死者は、警視庁の2011年4月30日の発表によると、総23人となっている 1。

阪神大震災の当時、全体の死亡者6,433人のうち外国人死亡者が174人だったことを考えると、東日本大震
災の全体死亡数15,848人中23人という数字は高いとは言えない。それゆえ、東日本大震災の場合は、災害
地域の外国人問題はそれほど大きな社会問題にはならなかった。災害直後、避難所での放火など外国人犯罪
を吹聴するようなデマはあったが、それが事実ではないことはすぐに確認されていたし、避難所の中でも目
に見える外国人差別や孤立はほとんど報告されていない。むしろ、外国人研修生を避難させて自分自身は津
波で亡くなった女川の佐藤水産の専務の話などは、今回の災害の美談として世界中に知れ渡っている。
このように、今回の災害で外国人に対する差別と孤立の問題があまりなかったのは、津波被害地域の沿岸
部に滞在している外国人の殆どが、日本人の配偶者を持つ結婚移住女性か、あるいは産業研修のために集団
生活をする研修生であったからと言える。すなわち、彼らの殆どは日本での生活において日本人の家族ある
いは管理者がいて、災害時には直ちに周辺の日本人からの助けを受けることができていたと思われるのであ
る。
しかし、問題が全くないとは言い難い。筆者は、表には現れることのない、被災地域の外国人が抱えてい

る様々な問題と困難を明らかにするため震災直後から聞き取り調査を行っている。本稿では、その調査過程
で収集したいくつかの事例を紹介し、被災地域となった東北日本での多文化共生の課題を提示する 2。阪神
大震災とは異なる地域的背景と時代背景の中で、今回の災害では定住外国人と関連してどのような動きがあ
り、どのような問題があったのかを考察したい。本調査は現在も進行中であり、本稿はその中間報告として
の研究ノートであることを付け加えて置く。また、今回の調査においては、被害地域に住む定住外国人の多
くが結婚移住女性であることから、考察の主な対象を外国人女性とする。

Ⅱ. 被災地域の外国人と多文化共生施策

まず、被災地域の外国人の現況とそこで行われてきた外国人支援体制を整理する必要がある。これについ
ては、すでに別稿で整理しているため、当該地域の震災前の多文化共生施策については、概観のみを簡略に
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紹介する 3。
被災以前の平成22年12月現在、最も震災による被害が大きかった被災3県（岩手、宮城、福島）の外国
人登録者数は、全部で3万3623人である。そのうち永住者（特別永住者を含む）が9433人で最も多く、そ
の他に日本人の配偶者が3947人、定住者が1372人、留学が4411人、機能実習が3061人などとなっている。
各地域の外国人が占める人口比率は、宮城県が0.69％、福島は0.56％、岩手は0.47％となっている 4。これは、
日本の総人口に対する国内外国人登録者数の比率が、1.7％弱であることに比べると、顕著に低い比率と言
える【表1参照】。つまり、東北地域は日本全国の中でも、定住している外国人の数が少なく、しかも農漁
村においては、広く散在しているのが特徴と言える。
例えば、より具体的な沿岸部の滞在外国人の構成状況を宮城県の事例から説明する。平成21年11月に宮
城県経済商工観光部国際政策課がまとめた資料によると、2008年現在、宮城県内で最も外国人が多く集住
しているのは、女川町で、外国人比率が町人口の2.16％を占めていた。その次が仙台市で0.98％、その次が
南三陸町で0.86％、次が七ヶ宿町0.74％、そして気仙沼市0.68％となっている。女川の外国人の約75％は
機能実習生（滞在資格別としては特定活動に該当）が占めており、残りの25％は永住者、特別永住者、日
本人配偶者、定住者、その他となっている。南三陸や気仙沼でも半数以上は機能実習生が占め、その他が永
住や日本人の配偶者などとなっている。七ヶ宿町の場合は、機能実習生はいなく、殆どが永住（特別永住者
もいない）と日本人配偶者となっている 5。つまり震災の被害が大きかった沿岸部においては、定住外国人
の多くが機能実習生と日本人の配偶者、そして日本人の配偶者から永住者に転じた外国人女性であることが
言える。
当該地域で、国際結婚の斡旋業が本格化する90年代からであるが、それ以前から、稀ではあるが、遠洋

船に乗る船乗りが現地で出会った外国人女性を連れて来るケース、出稼ぎに行った都会で外国人女性と結婚
し故郷に戻ったケースなどがあったという 6。90年代以降、斡旋業者による国際結婚が少しずつ行われるこ
とになり、2004年には500件を超える国際結婚が県内で行われた。ところが、当該地域の「国際結婚」は、
全くの行政主導ではないので、いわば「ムラの国際結婚」ではなく、「個人の国際結婚」にすぎなかった 7。
つけ加えて説明すると、85年から山形や新潟を中心として行われる「ムラの国際結婚」の場合は、行政が
結婚相手を斡旋し、日本語の学習や就労、家庭生活にまでアフターケアを手掛けていた 8。しかし、太平洋
側の「個人の国際結婚」の場合は、行政が全面的に国際結婚家庭をアフターケアすることはなく、その分、
国際結婚に対する十分な社会的認知もされていないと言える。もちろん、地域の中では外国人花嫁をより早
く地域の暮らしに適応させるために、地域住民らが日本語教室を立ち上げていた地域もあるが、殆どの自治
体で、地域内の外国人花嫁を支援する動きが、本格化するのは、総務省が、「多文化共生マスタプラン」を
発表した2006年からとなる。あまりなかったのが事実である。
ところが総務省の発表によって各自治体がようやく地域内の外国人との共生のための施策を行い始めたと
は言え、外国人が一番多い宮城県においても、仙台市以外の34市町村の中で日本語教室が開設されている
市町村は13ヵ所に止まっているなど、未だ定住外国人に対する日本語教育の体制さえも十分に整っている
とは言えない。県や市レベルの国際交流協会が外国人相談や外国にルーツを持つ子どもの学習支援などを行
っているが、東北地域には外国人に対する支援や人権問題に対応する民間のNPOやNGO組織が殆ど存在し
ていないことから、外国人問題が社会の水面上に上がった事例は殆どない。このような中で、2011年3月
11日に東日本大震災が起きたのである。
次に、東日本大震災発生後、災害地域では外国人、特に結婚移住女性と関連してどのような問題が起きた
のかについて紹介する。

表1　全国と東北6県の外国人登録者数の推移 9

 （人）
年

東北6県の
外国人登録者数

東北6県の
総人口

比率
（％）

全国の
外国人登録者数

日本人人口
比率
（％）

2001 51,898 9,798,224 0.53 1,778,462 127,316,043 1.41

2002 46,998 9,777,446 0.49 1,851,758 127,485,823 1.47

2003 50,273 9,743,462 0.52 1,915,030 127,694,277 1.51

災害と外国人女性達 075



2004 52,720 9,705,434 0.55 1,973,747 127,786,988 1.56

2005 53,399 9,634,917 0.56 2,011,555 127,767,994 1.59

2006 51,836 9,657,597 0.54 2,084,919 127,769,510 1.65

2007 51,701 9,595,721 0.54 2,152,973 127,770,794 1.70

2008 52,044 9,532518 0.55 2,217,426 127,692,273 1.75

2009 51,097 9,384,368 0.54 2,186,121 127,515,379 1.70

2010 48,732 9,335,636 0.52 2,134,151 128,050,903 1.67

Ⅲ. 災害と外国人移住女性

3-1.	災害直後の定住外国人の帰国避難と結婚移住女性達の帰国

周知の通り、今回の災害は、地震、津波、そして放射線のトリプル災害であった。そこで、災害直後、多
くの国々は災害地域内に居住している自国民に帰国避難を勧告し、それによって多くの外国人が先を急いで
本国に帰国避難した。
震災直後の被災3県（岩手、宮城、福島）の外国人登録者数は、平成23年3月末には30,092人（総数2,092,944人）

と減り、同年6月には29,148人（総数2,093,938人）と減少している 10。震災によって、全国の外国人数は、
同一期間（平成22年12月から平成23年6月の間）1.9％減っているが、被災3県の場合は、岩手が－15.9％、
宮城が－12.9％、福島が－12.4％とそれぞれ減少している。震災後、宮城県の外国人登録者数の推移をみると、
主にその数が減少したのは機能実習生と留学生であり、日本人の配偶者、中長期就労の滞在許可者の減少は
それほど多くない。その間、中長期滞在者が永住申請を行うことで、永住資格の数はむしろ増加している【図 1
参照】。

図1　宮城県の滞在資格別外国人数の変動
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これらのデータからもわかるように、マスコミで大きく報道された外国人の帰国は、一時的な動きであり、
その多くはそもそも流動性が高い滞在資格の人々であった。それにも関わらず、実際に今回の震災で最も多
く話題になったのは、結婚移住女性達の帰国であり、そこには、日本人の家族を捨てて帰国避難をした外国
人女性に対する暗黙の非難が存在した 11。結婚移住女性達の帰国をめぐる問題は、帰国避難を勧誘する本国
の家族と、帰国に不満を持つ日本の家族との間で生じた家族間の葛藤が最も多く、事例の中には、帰国した
ことをきっかけに、別居、離婚になったケースもある。ここでAさんの事例を紹介したい。
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Aさんは、帰国避難したことをきっかけに夫婦間に亀裂ができ、今でも別居状態にある。結婚9年目のA
さんには、連れ子の女の子が一人と韓国に成人した息子が一人いる。被災直後は夫と指定避難所に避難した。
その後、仙台の知り合いからの安否を確認する電話のなかで、皆震災後韓国に帰っていると聞いて不安にな
り、自分も帰国を決心した。最初、夫は反対したが、周りの韓国人もその夫を説得して許可をもらった。本
来は6カ月以上滞在するかも知れないということで、娘を韓国の学校に入れていた。しかし、日本の夫の反
応が良くなく、結局避難2か月後に韓国から戻ってきた。震災後は、夫が家の財布の紐を握るなど夫婦間の
亀裂が深化した。Aさんは結局8月末に韓国に再帰国し、今現在も別居中である。

これらの問題の根本的な原因は、東北地域における仲介型国際結婚をする殆どの男性やその家族は従来の
イエ制度の観念の中で国際結婚をしている半面、結婚移住女性達は「トランスナショナル」な家族観と強い
モビリティー性の中で結婚移民を選択していることにある。つまり、結婚観と家族観のズレが原因で、帰国
避難に関する葛藤が生じていたと言える。
ところが、このような避難をめぐる家族観の葛藤は、外国人花嫁と日本人夫だけの問題ではない。特に福
島などでは今でも避難をめぐる家族観の葛藤が続いている。モビリティーに関する夫婦間の葛藤が、結婚移
住女性の場合、より鮮明に問題化されたにすぎないのである。

3-2.	社会と制度におけるジェンダー差別と外国人排除

もちろん、すべての結婚移住女性が帰国避難をしたわけではない。中には帰りたくても帰れなかった人も
多い。その多くは、嫁ぎ先の家に要介護者がいるなど、嫁としての役割を捨て切れず、帰国避難をあきらめ
た人々である。
ところが、災害直後に帰国避難もせずに頑張ったにも関わらず、その存在を認めてもらえないケースもあ
る。福島に住んでいるN氏は、長男の嫁として、病気の夫と姑の世話のため帰らなかった。昨年末に姑は亡
くなったが、韓国人の嫁には財産相続をしたくないと、姑は亡くなる前にすべての財産を次男の名義に変え
ていたという。一緒に住んでいる舅からも「あなたは、家族ではない」と言われ、彼女は何のために今まで
9年間も頑張ってきたのかと嘆いた。存在が承認されないという東北の結婚移住女性問題はいまだに根強く
残っている。ある意味、前述した結婚移住女性たちの高いモビリティーは、彼女等の社会統合・社会適応の
不安定さを反証するものでもあると言える。
このような結婚移住女性に対するジェンダー役割の押しつけは、制度面からも見ることができる。今回の
震災で夫を亡くした韓国籍のEさんの場合、結婚してちょうど永住申請ができる矢先に震災に遭い、夫を亡
くした。当時、彼女は「日本人の配偶者」の滞在資格であったが、夫との間に子どもがいるわけでもなく、
夫の両親と同居していたわけでもなかったので、滞在許可をもらうことができなかった。彼女が日本に居続
けられるためには、働くか、あるいは別な男性と結婚するという道しかなく、結局彼女は、夫が残してくれ
たお金で商売を始め、それで「定住者資格」をもらうことができた。しかし、彼女の早すぎた社会復帰は、
仮設住宅で仲良くなった同じ被災者との連帯を断ち切るはめになった。商売を始める前までは、毎日のよう
に仮設の住民と様々なイベントに仲良く参加していたので、夫を亡くした寂しさを何とか和らげることがで
きていた。しかし、一人で仙台まで行き来し、店内でも一人でいる時間が多くなるにつれ、彼女の中で寂し
さが耐えられない状況となってしまったのである。おまけに、韓国にいるEさんの母も病気になり、彼女は
店を立ち上げた7か月あまりで店をやめて、韓国に戻ることになった。

3-3.	不可視化される結婚移住女性達

報告者は、以前から東北地域の結婚移住女性達の不可視化を指摘してきた［李善姫　2012a／2012c］。災
害は、この問題の深刻さも改めて浮彫にした。災害以降、各地域の国際交流協会と各国大使館は、自国出身
の人々の安否確認を行った。特に領事館経由の安否確認は、外国人の本名を使う。しかし、東北に住む結婚
移住女性のほとんどは通称名を使っている。親しい関係である外国人同士でさえ、お互いの本名を知らない。
すなわち、本名で外国人女性の安否を確認することは、非常に困難なことだったのである。
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「私の地域に住んでいるということで、領事館から連絡が来て○○の安否を知りたいとの問い合わせが
来たが、我々は普段通称名を使っているので、韓国名を聞かれてもわからなかった」（山元町K氏）

結婚移住女性のこのような不可視化は、特に韓国や中国からの結婚移住女性の場合によく見られる。それ
は、見た目では日本人とほとんど変わらないということで、自分の外国人としてのアイデンティティを隠
し、早く嫁いだ地域に馴染もうとする結婚移住女性たちの「戦略的不可視化」でもある。しかし、このよう
な移住初期における「戦略的不可視化」は、その後外国人としての彼女等のアイデンティティを社会が認め
なくなるなど、新たな問題を生むことになる。それについては、すでに指摘している通りである［李善姫　
2012c］。この結婚移住女性の不可視化は、災害時において彼女等がいかに脆弱な立場に陥りやすいかを物
語っている。

Ⅳ. 新たな可能性―結婚移住女性たちのエンパワーメントと主体的社会
参画

震災後、災害地域では様々なNPOやNGOが地域復興のために働いている。彼らの介入が、被災地域の人々
における新たな「媒介力」として働いている例も少なくない。結婚移住女性の場合も、今回の震災の経験と
その後の支援者との関わりの中で、新たに地域社会のメンバーとして認められる例が多数見受けられた。

8年前に日本人の夫と結婚して石巻雄勝に住むYさんは、震災前は家族の世話で毎日が精一杯でうつ病を
患っていたが、震災後は自分も何か地域社会のためにできることがあるのではないかと思い、地域の事に積
極的にかかわっている。そのきっかけは、外部から支援活動に来たNPOと関わりであった。
また、被災地のフィリピン人女性たちの自助グループの組織化も活発になっている。全国のフィリピン人
組織が震災後に支援団体を立ち上げ、各地域のフィリピン人に支援物資を届けた。フィリピン人女性たちは、
外部からの支援を受ける受け皿として組織を作ることが必要であると認識し始めるようになった。現在まで
に岩手の大船渡から福島のいわきまで、フィリピン人組織がそれぞれ立ち上がっている。
これらのフィリピン人女性たちのエスニック・グループ結成は、中国人女性たちのネットワークづくりに
も影響を与え、現在、宮城県では定住中国人のネットワークづくりが始められている。今回の災害を通して、
東北の結婚移住女性たちがどのように自助組織を作り、そこからどのようにエンパワーし、市民として社会
参画していくのか。今後も注視していかなければならない。

Ⅴ. 「共生」のためのジェンダー平等と「共生」のための外国人包摂を

女性の全てが弱者ではないのと同じように、外国人だからと言って全てが弱い立場にいるわけではない。
しかし、脆弱性を孕んでいることには変わりがない。今回の震災をきっかけに出会った石巻のある韓国籍の
女性のことを紹介する。

木村さん（偽名・40代後半）の母と父は、彼女が生まれる前にすでに別れていて、彼女は自分の父親
に対する記憶がない。どうもその父親は在日で、認知もしてもらえなかったので、彼女自身は無国籍の
まま生きてきた。自分には戸籍がないことがネックで、社会では何もできないという状況の中、お見合
い結婚をした。38才になってようやく何とか国籍を持たないとだめだと思い、韓国民団に行って韓国
国籍をもらうことができた。国籍をもらっても、彼女には自分が韓国人である意識は全くなかったとい
う。ところで、姑との関係の悪化がきっかけに夫にDVを受けるようになった。警察も呼んで、シェル
ターに逃げた事もあったが、行政はDVの夫から自分を十分に守ってはくれなかった。逃げて、また連
れ戻されての繰り返しだった。夫には何度も離婚を申し込んだが、「別れるならお前を殺し、おれも死ぬ」
という言葉で離婚もできない日々が続いた。ところが、震災をきっかけに夫が離婚に応じてくれた。義
捐金を分けたくないから、離婚してくれたのではないかと彼女は言う。しかし、その後が問題であった。
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彼女には住む場所がないのである。市役所に自分も罹災者であるから、仮設住宅に入れないかと相談し
た。市役所からは、震災当時世帯を共にしていたご主人が、家の応急処置金をもらっているので、仮設
住宅を与えることはできないという回答だった。結局離婚後、友達の家を転々しながら生活した。いわ
ゆるホームレス状態の中、仕事を見つけることもできない、生活保護も受ける事もできないという悪循
環の連続だった。そんな中、市が行った外国人被災状況のアンケートが届き、今まで自分が外国人であ
るアイデンティティも持たなかった彼女は、藁を握る心境で、アンケートに困っていることを書いた。
そのアンケートは市に了解を得て、大学の研究者と支援団体が被災外国人の状況が知りたいということ
で実施したものであった。そこで、ようやく彼女への支援ができたのである。市の担当部署に何度も話
をし、彼女にも仮設住宅を申し込むことができた。その時、彼女の所持金はたった700円だった。

木村さんの事例は、外国人としての自己アイデンティティもない中、外国人として女性としての二重の苦
の中に生きている事例と言える。そして、外国人女性の制度的な面においても、社会的な面においてもまだ
十分に日本社会に包摂されていない状況を現わす事例でもあり、この社会がなぜ「ジェンダー平等」と「多
文化共生」を同時に主流化しなければならないのかを物語っている。
鈴木恵理子氏は、多文化共生のためには、三つの壁を無くすことが必要であるという［毛受、鈴木

2007］。それは、「言語の壁」「心の壁」「制度の壁」である。阪神・淡路大震災後、定住外国人に対する「言
語の壁」を無くすための努力は、東日本大震災の後、すぐ地元のFMラジオにおける多言語避難勧告放送や
多言語相談窓口設置につながっている。また、被災地の外側からも多言語支援センターがいち早く立ち上が
り、被災地域の行政に対する多言語翻訳の支援を行うなど、少なくとも「言葉の壁」を無くための努力は、
大きな成果を見せたと評価できる。しかし、本稿でとり上げた事例の中からも見えるように「心の壁」や「制
度の壁」の面においては、いまだ大きな課題を残している。特に東北の外国人女性たちの場合には、それら
の壁に「ジェンダー」問題が重くのし掛かっていると言わざるを得ない。

7月9日から施行された日本の新しい入管法では、日本人および永住者の配偶者資格を持つ人が「6か月
以上配偶者としての活動をしていない」場合、法務省がその在留資格の取り消すことができると明記してい
る。特に結婚移住女性たちの立場が、ますます弱くなるのではないかと憂慮される部分である。
震災は、不幸な出来事である。しかし、一度浮き彫りになった社会の脆弱さを放置したまま復興はあり得
ない。今だからこそ、我々は「共生」のためのジェンダー平等と多様性を認め合うコミュニティ建設に正面
から向き合わなければならない。
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  1 2011年4月25日の時事通信社の報道による。その後の正式な集計の報道がないため、この数字がほぼ確定的に使われている。
  2 本研究は、科学研究費補助金（基盤C）「震災後の東北における地域再編と結婚移民女性の社会参画に関する文化人類学的考察」とトヨタ財
団2011年度研究助成プログラム「震災後の東北地域における多文化共生とトランスナショナル・家族の可能性に関する考察」の研究調査とし
て行っている。なお、本稿で書いた一部の事例は、「外国人被災者支援センター」（センター長：佐藤信行）との共同調査によるものである事
を明記しておく。

  3 拙稿2012b, 2012cなどをご参照いただきたい。
  4 法務省統計［表1］と各県の総人口を参照に筆者が計算したもの。
  5 平成21年11月6日宮城県経済商工観光部国際政策課長犬飼章氏が報告した「第2回多文化共生の推進に関する意見交換会―宮城県の取り組
み事例―」による。

  6 2012年5月23日、気仙沼日本語教室の代表千葉氏とのインタビューによる。
  7 いわゆる「ムラの国際結婚」は、山形や新潟で行われた行政主導の国際結婚を称する。「ムラの国際結婚」の場合は、行政が外国人花嫁の結
婚後の現地適応を様々な形で手助けしている。

  8 【日暮1989】、【新潟日報社学芸部編1989】によると、当時の行政は外国人花嫁を斡旋するにあたって、ムラでの歓迎式はもちろん、外国人花
嫁のための日本語教室やお茶会を開く他、就労や家庭訪問など地域社会定着のためのアフターケアについても行っていたと書かれている。

  9 法務省統計局HP　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074828参照
 10 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00011.html
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00021.html閲覧。
 11 筆者は、この問題について別稿でより詳細な事例と分析を行っている。そちらをご参照いただきたい［李善姫　2012b］。

Comments

樺島　博志

李の報告は、震災における外国人女性の状況について、言語、心の問題、それから制度といった角度から
検討しており、キーワードとして、「結婚移住女性」という言葉を使っている。日本で結婚して滞在してい
る外国人の女性が、この震災という危機において大変な困難を経験しているという、実地調査に基づく実証
的な研究成果である。
震災復興関係の公共政策の研究では、震災復興集団移転といった問題が、いま盛んに論じられている。け
れども、公共政策の議論においては、外国人女性などのマイノリティー（minority）に属する人々について、
どのような震災復興策が現に必要とされているのか、ということについて、非常に重要かつ本質的な問題で
あるにもかかわらず、焦点が向けられていない。それどころか、公共政策の研究では、そもそもそこに向け
られる眼差しが欠けている、ということを李の報告は気付かせてくれる。
さらに、李の報告は、法理学の見地からも興味深いものである。李の実証研究で明らかにされているのは、
結婚により日本に居住している外国人の女性が、伝統的な言葉を使えば、非常に社会的に疎外されている、
ということである。疎外（Entfremdung, alienation）というのは、マルクス（Karl Marx）によって有名にな
った言葉である。李は、マルクスの分析とは異なり、疎外を経済的な現象としてではなく、社会文化的現象
として把握している。このような把握は、非常に的確なアプローチであると考えられる。スティールの議論
も同じようなフレームワークであったが、下部構造からではなくて、ある種の社会文化的な問題として、外
国人女性の社会における疎外の問題は把握されなければならない。そういう意味では、マルクスではなくて
ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）の精神現象学を出発点として、承認をめぐる闘争（Kampf um 
die Anerkennung）という定式でアクセル・ホネット（Axel Honneth）が強調した観点と、通底する問題関
心ではないだろうか。すなわち、外国人女性などの社会的マイノリティーの問題は、どのようにすれば社会
的にその存在を承認されるのか、どのようにして社会のマジョリティからレコグニション（recognition）を
得ることができるのか、という問題なのである。
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李の論文の最後では、日本社会にいまエスニック・グループが形成されつつあることを指摘しており、彼
らが社会的な承認を得る可能性が示唆されている。では、日本社会というのは、本当に、多文化的に把握で
きるのか。スティールは、マルチカルチュアル・コンビビアリティ（Multicultural Conviviality、多文化共生）
の条件として、こうしたエスニック・グループの形成ということを指摘している。しかしながら、現在の法
理学・社会哲学の研究においては、むしろ事態は逆のほうに進んでいるという、極めて悲観的な見方が提起
されている。つまり、社会はコンヴィヴィアリティ（conviviality）、あるいはダイバーシティー（diversity）
という方向ではなくて、むしろフラット化しつつあると法理学・社会哲学では言われている。ニナ・パウワ
ー（Nina Power）は、ワン・ディメイショナル・ウーマン（one-dimensional woman）という言葉を使って
いる。要するに女性の生のあり方が、多様性にではなく、均一化する方向に向かっている、ということをパ
ウワーは指摘している。このような事態は、とりわけ外国人女性のようなマイノリティー・グループにとっ
ては、非常に厳しい状況に物事が進んでいるということではないだろうか。このことは、資本主義の進行に
伴い一切が商品化され均一化する方向に向かうというマルクスの分析と符合しており、そういった社会のフ
ラット化、あるいはワン・ディメンショナル化という事態は、マイノリティーにとっては非常に克服するこ
との難しいチャレンジングな状況であるということなのである。
李の報告から、現在の震災復興の状況において、グラスルーツ（grass roots）的に外国人女性などのマイ

ノリティー・グループ、エスニック・グループが社会的に承認を得ようとする際に、フラット化、ワン・デ
ィメンショナル化という現代の社会状況が大変な障害となり得るのではないか、という危惧すべき事態が明
らかになった。だからこそ、このような社会構造を実地調査にもとづき実証的に分析するという李の課題は、
法理学に携わる者にとって、非常に重要な意義と問題提起をはらんでいるのである。
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