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〈書評論文〉

グ ローバ リゼ ー シ ョ ン と国際移 動 す る女性

台湾系アメリカ人の トランスナショナルな家族を例 として

Maria W. L. Chee,

Taiwanese American Transnational Fami lies:

Women and Kin Work. 
(Routledge, 2005) ""

松 谷 実の り

1は じめに

グローバ リゼーションの進展に伴 う国際移動の活性化 と多様化を受け、近年の移民研究

は様々な観点か ら行われている。台湾 一アメ リカ合衆国間の国際移動を扱 う本書 もその一

つであるが、最初に本書の特徴について二点挙げたい。

まず、本書で取 り上 げられる国際移動 は従来研究対象 となって きた移動 とは異なった特

徴 を有 してお り、それが本書 を大 きく特徴づ けている。それは、家族成員の配置 と送金の

方向の特殊性 にある。従来の多 くの移民研究では、稼 ぎ手 として男性が受け入れ国に渡 り、

送 り出 し国に残 った家族に送金す るというケースが一般的であった。 これに対 し、著者が

注 目す るのは台湾の非労働 階級の家族である。彼 らは、夫が台湾に残 り妻子が アメリカ合

衆国に移住する形で トランスナ ショナルな家族 を形成す るという、従来の研究対象とは逆

転 した特徴 をもつ。

もう一点 は、女性 に焦点 を当てていることである。移住の意思決定プロセスへの女性の

q,本 書 はFranklinNgを 総 編 集 者 とす る

and Politics

Asian Americans Reconceptualizing Culture, History,

の シ リーズの一冊 として、著者の博士論 文を もとに刊 行 された。著者 は自身がハ ワイ、 アメ リ

力合衆 国、オース トラ リア、 カナダに またが る五 世代 にわたる トラ ンスナシ ョナ ルな中国系 拡大家族 の一

員であ る。
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関わ りや移住が女性 に与えた影響が、女性へのイ ンタビューをもとに考察 されている。従

来のパター ンとは異なった家族成員の配置を見せ る台湾の非労働階級 の国際移動が女性 に

与える影響は どの ようなものとなっているのかが本書の主要なテーマである。

本書の特徴について説明 した ところで、分析枠組 と調査方法、構成について簡潔に述べ

る。著者は本書の中で、19世 紀以降の中国 ・台湾か らの国際移動 についての歴史的な分析

と、1970年 代以降の台湾系移民の特徴の分析 という、大 きく分けて2つ の観点からの説明

を試みている。 とりわけ近年の台湾か らの国際移動をめ ぐる政治経済的な状況を説明す る

にあたっては、ウォーラーステ インの世界 システム論 を適用 し、台湾の経済的な発展 を半

周辺の地域の歴史的経緯 として示 している。一方、具体的な事例の分析 に関 しては、著者

の調査 に基づいてなされている。調査は質問紙調査 と半構造化イ ンタビューによって行わ

れた。質問紙調査で162の 回答が集め られ、カ リフォルニア州 にて女性35名 に、台湾 にて

男性12名 にインタビューがなされた。女性 は教育水準が高 く、ほとんどが台湾で専門職に

従事 した経験があ り、主に中産階級出身である。男性 も高学歴で、熟練専 門職か、企業主

として働いていた。 これは数の限られた質的調査であ り、即座に一般化することには危険

性があるが、得 られた知見は十分に示唆的だ と思われる。

構成は、序章 と終章 を除 くと10章 によって成っている。 まず先行研究 と研究の方法論 を

概括 し(第1章)、 中国か らの国際移動の歴 史を下敷 きに(第2章)、 現在の台湾系移民の

成立過程 を論 じ(第3章)、 彼 らとローカルコ ミュニティとの関係に言及 し(第4章)、 移

住の 目的 を家族の視点か ら明らかにした上で(第5章)グ ローバ ルな文脈の中に置 き直 し

(第6章)、 国際移動が女性 に与 える影響 について、移住の意思決定 プロセス(第7章)、

労働者や母 としての役割 と個人の意思(第8章)、 夫婦関係(第9章)の 観点か ら論 じ、

最後に結論 を述べている(第10章)。

以下、 まず第2節 において通時的な観点をもって中国 ・台湾か らの国際移動の歴史と近

年の台湾系移民の生成過程を、第3節 で近年の台湾系移民 の特徴 につ いて、国際移動 を取

り巻 く状 況と移住 という選択が女性に与える影響 を、それぞれまとめることで本書の内容

を要約 し、最終節にて本書の貢献 と疑問点について述べる。女性 に着 目しなが ら、台湾系

移民の独 自性 とその意味を、世界 システム論の枠組の 中で問い直すのが本稿の 目的であ

る。

2中 国 ・台湾からの国際移動の歴史と近年の台湾系移民の生成過程

この節では著者の歴 史的な分析 に注 目し、主に第2～3章 について概説する。まず初
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期の中国か らの国際移動 について述べ、次 に台湾か らの国際移動 に話題を移す。両者 には

出身階層 に違いが見 られる。また台湾か らの移住 も時間経過に伴って方法 と質が変化する。

この変化 について著者は調査に基づいた分析を行 って経緯 を推察 してお り、 これは本書の

功績の一つ と考えられる。

2-1中 国からの国際移動の歴史

著者によれば、中国人は19世 紀に北米をは じめ世界各地に移住 したが、それは主に労働

階級の男性 によるものであ り、多 くの夫は妻を中国に残 して分離家族を形成 していた。 ま

た、何年間かの出稼 ぎの後帰国する一時的な滞在を目してお り、運賃の高 さや、女性を家

庭 に留める儒教道徳、アメリカ合衆国における人種的な対立 と階級差別、排斥的な立法12,

等の理由で妻は中国に残 ったと述べ る。

この トランスナショナルな家族配置は、女性の経済的地位 に影響 を与 えた と著者は主張

する。遺棄や一夫多妻が起 こることがあ り、夫に遺棄 された女性の中には実家の助けに頼

る者 も、夫の家族の同意を得て再婚する者 もいた。仕送 りや家族の援助がない女性は、社

会的制裁の リスクを犯 しなが ら不倫に頼った とい う。

2-2台 湾からの国際移動の歴史とその性質の変容

19世紀の中国か らの国際移動 と異な り、1950年 代以降始 まる台湾からの移住では、初期

の移民の多 くが大学院生 だった。著者は まず彼 らの入国を容易に した立法上の規制緩和を

取 り上げる。1965年 の移民国籍法の改正 は国ごとに入国者数を制限す る出身国別割 当方式

を廃止 し、家族再統合、専門職 ・熟練労働者への優遇措置 を採った。 これによ り台湾を含

むアジアからの移民 は急増 した。

この立法 を背景に1980年 代以降生 じた急速な移民数の増加の説明要因の一つ として、著

者は初期移民による親族 スポンサー シップを挙げる。アメリカ合衆国の大学院を出て仕事

を得た初期の台湾系移民は1965年 の移民国籍法の規定により永住権 を獲得 し、つ いで市民

権(=親 戚がアメリカ合衆国に合法的に移住す るためのスポ ンサー となる資格)を 得た。

i31立法に よる移民 の締 め出 しにつ いて
、著者 は特 に3つ の法律 を挙げ ている。1790年 の帰化 法は帰

化 の権利 を白人に制限 し、 中国人は市民権 を得 られ なか った。1875年 のペー ジ法 はア ジア系売春婦等 の入

国を禁 じ、 中国 人女性 の入国が著 しく制 限された。1882年 の中国 人排 斥法 とその修正 に よって移住労動 者

は家 族との別離 を強要 され、一度出国する と再入国が禁止 された(Chee2005:31-2)。
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このため初期の移民の多 くはスポ ンサー となって家族成員のアメリカ合衆国への移住を援

助 し、彼 らが市民権を得る と今度は彼 らが自分たちの家族成員のスポ ンサーとなった とい

うのである。

こうして台湾からの移民 は増加 したが、やがて南 カリフォルニアが移住先 と して好 まれ

るようになった。それはなぜか。先駆 的な移民に続 く移民はソーシャルネッ トワークを媒

介に移動するという移民研究の知見 を受け、著者は、経済的機会を求めてやって きた先駆

的な移民に比べて移住の性 質が変化 し、ソーシャルネッ トワークが台湾系ニューカマーを

南 カリフォルニアに方向づけるようになったと説明す る。

著者の インタビューへの回答者を到着年で分類 した表1か らは、到着年が下るほ ど親族

の存在が南カリフォルニアを移住先 として選んだ理 由となっていることがわかる。 これは

親族スポンサーシップに基づ く連鎖移民が形成されたことを示 している。

表1南 カ リフォルニアを移住先 として選んだ理由

到着年 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 †雪
ロ

親族がいたため

気候

友人がいたため

台湾との近接

アジア人/中 国人/台 湾人が多いため

交通の便

ビジネスの機会

夫の仕事先

言語上の都合のよさ

多文化的な環境

1

1

1

1

1

1

1

1

9
臼

3

2

1

1

だ
U

2

-

1

Q
ゾ

ρ0

4

F
O

ワ
臼

4

1

1

18

11

7

7

5

4

2

2

2

1

サ ンプ ル数=35.複 数 回答 のた め、 合計 は35に な らない。

出所:Chee,M.(2005:55)

著者はこの結果をもとに、南カリフォルニアへの集住の経緯を以下の ように推測する。

1960～70年 代 は、大学院生 と事業家が就職 とビジネスの機会を求めて到着する。80年 代

にも大学院生 と事業家は流入す るが、同時に、他の人々が親族や友人を頼って来始める。

1980年 代後半～90年 代 に、大学院生の流れは大幅 に減少する。90年 代の多 くの移住は親族

スポ ンサー シップによるものとなったという。

こうして増加 した台湾からの移民は独 自の コミュニティを形成 し、店舗の出店や住居の

新築 を通 して都市 を作 り変 えてい く。以前か らの住民であるヨーロッパ系移民が、中国 ・

台湾系移民の数の増加 と地域への影響の大 きさに脅かされ、反発 と摩擦が起 こる過程につ

いては第4章 に詳 しいが、ここでは割愛す る。
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3近 年の台湾からの国際移動をめぐる状況と移住という選択が女性に与える影響

この節 では1970年 代以降の台湾か らの国際移動について論 じた部分、主に第5～8章 を、

国際移動をめ ぐる状 況と移住の女性へ の影響 とい う2つ の観点か らまとめる。著者 は国際

移動を家族のユ ニッ トとしての戦略 と見ている。台湾からの移住に独特の家族成員の配置

や送金の方向の原因が、政治経済的な背景か ら明かされる。

3-1台 湾からの国際移動の目的と家族成員の配置の要因

著者はインタビューをもとに移住 を選択 した理由を分類 した。理由には、外省人 と内省

人(3[の 民族 的緊張、 中国か らの政治的脅威、 ビジネスの機会、 自分の教育、台湾の社

会 ・自然環境の悪化、息子の兵役の回避、姻戚問題の回避等が挙げ られたが、35人 中21人

が言及 した最大の理 由は子 どもの教育{の であった。

教育は台湾 において職業や給与を決定する最重要要素であると著者はいう。社会移動の

ための決定的な手段が教育であるため、子 どもに対 して地位の上昇か、少なくとも現在の

地位の再生産を望む両親は、教育上の戦略 として移住を用いるのだ と著者は分析する。

これに対 し、夫が台湾 に残るという家族成員の配置 について、著者は2つ の側面か ら説

明す る。 まず、アメリカ合衆国で大学院生 とな り専門職 となった台湾系アメリカ人男性は

資格の非互換性、言語の壁、人脈の欠如等か ら生 じる昇進の困難、いわゆるガラスの天井

現象 に直面する。それに対 し、グローバル化 した世界経済の中で台湾は相対的に優位 に立

っているため、夫は台湾で仕事 をする方が都合がいい。著者は、台湾か らの移住 に特有の

家族配置は最大の見返 りを得るための経済的戦略であるとす る。

台湾の経済的な優位を説明す るため に著者はウォーラーステインの世界システム論の知

見を適用 し、1950年 代以降の台湾の歴史的経過 を描 き直 している。以下に簡潔に著者 によ

る歴史傭鰍をまとめよう。

l」1外省人 とは、1945年 以 降中国本土か ら移住 して きた人 々とそ の子 孫を指す。内 省人 とは、土着の

アウス トロネシア系の諸民族 、閾南語 を話 し17世 紀 初頭 に福建省か ら来た 闘南、客 家語 を話 し17世 紀初頭

に広東 省か ら来 た客家 を指 す。 近年 は婚 姻 に よる混血 も進 んでい る こ とを著 者 は指摘 して い る(Chee

2005:81-2,87-8)a
l4'著者は インタビューで得 られ たア メリカ合衆国 の教 育上の優位 を主に2点 に まとめ る

。 第一に暗

記 が多 く、競争の激 しい台湾 の教育 よ りも自由な アメ リカ合衆国の教 育が望 ま しいこ と。第二 に受験 シス

テムの問題があ り、9年 間の義 務教育後の 一斉試験で学術 教育 と職業 訓練 教育の2つ の コー スに分 け られ

て しまうため、職 業訓練 コース に選 別 された子 どもに第二 の機会 を与 える ことで あ る(Chee2005:95-

100)。
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まず、 日本による占領 と植民地支配によって、台湾 は日本(=中 核)に 対する周辺 とな

り、大東亜共栄圏(=東 アジアの世界システム)に 取 り込まれた。冷戦時代、台湾はアメ

リカ合衆国か ら経済的援助 を受け、1950年 代に輸入代替工業化が進んだ。1960年 代には政

府主導で経済特 区や多国籍企業を利用 し、産業化が進展 した。この過程でアメリカ合衆国

や 日本は賃金の低い台湾(;周 辺)に 製造過程を移 し、米 日の大企業 による台湾への投資

が進んだ。また、コンピュータ産業における国際的下請によっても台湾の中小企業は成長、

60年 代以降の台湾は飛躍的な経済発展 を見せる(%

著者の説明は台湾の周辺 として受けた搾取 と経済的発展 とを交互に並べる形でなされ

てお り、世界 システム論を どの ように適用 しているのかがわか りにくい印象を受けるが、

周辺 としてアメリカ合衆 国や 日本 といった中核 に搾取 され なが らも経済成長を遂げ、半周

辺となるに至 った流れを説明 しているもの と思われ る(6)。

3-2国 際移動の女性への影響

は じめに述べた ように、女性 と国際移動の関係 は本書の主要テーマである。台湾の女性

は移住の意思決定プロセスや移住後の生活 において、女性 であるがゆえの どの ような経験

をしたのだろうか。 また、その経験は他国 と比較 して普遍的であるのだろ うか。以下はす

べて1970年 代以降に移住 したインタビュー回答者の事例の分析である。

国際移動の過程の中で葛藤が現れやすいのは、移住の意思決定プロセスにおいてである。

著者の収集 した事例の多 くでは夫が決断 し、妻はそれに従 う形 を取 った。家父長制、儒教

道徳の残存によるものだろうと著者 は指摘する。ただし説得によって女性が決定に影響 を

与えることはままあ り、妻単独 による決定の例 も1例 あった。移住後 も、女性 は様々な形

の困難を経験す ると述べ られているが、その うち大 きい と思われ る二点を挙げよう。 まず

自分のキャリアを諦 め、母役割 に専念する場合の困難がある。ケアの負担 は重 く、夫 と子

どもの面倒 をみるために米台 を往復 している女性 もいた。次 に、移住後 も米台を往復 しな

が ら仕事 を続ける女性 にかかる、賃金労働 と家事労働の二重負担がある。この ように移住

(5)Sassen(1988)は 生産の国際化 と国際 労働力移動の 関係 について、主 にアメ リカ合衆国 を焦点

に分析 してい る。1965年 の移民 国籍法改正 を契機 とする アメ リカ合衆国への大規 模 な労働力流 入について

見 る一 方、1960年 代以降の 国際 的下請 による第三世界での輸 出向け産業の進展 について も論 じる。 これ は

生 産立 地の国際化 であ り、 アメ リカ合衆国へ の移 民 と第三世界 での工業の発展 には生産の 国際 化 と国際労

働 力移 動の交錯が 見 られ る。 さ らに 日本語版 の序 文におい てア メリカ合衆 国 と比 較 して 日本 一ア ジア(台

湾 を含 む)間 の移民 や国際 的下請について言及 している(Sassel11988ニ1992:5-10)。

(6)ArrighiandDrangel(1986)は 台湾の周辺か ら半周辺への上昇を示唆 している(Giovanniand

Drangel1986:44=2001:51-2)

Kyoto Journal of Sociology XVI / December 2008



松谷:グ ローバ リゼ ーシ ョンと国際移動す る女性 12]

は女性 に様々な場面で家族のユニ ッ トとしての戦略を自分の意思 より優先 させ、大 きなコ

ス トを要求するのだと著者は分析す る。

しか し同時に女性が得 る利益 もあるという。著者 は、移住後に女性 が経験する利益 を、

女性 にとっての公的領域 と私的領域へ の参与状態 の違いか ら分析 している。 台湾か らの女

性移民の場合、キャリアの中断 と母役割への専念によって一度は私的領域に囲い込 まれる

が、事実上の世帯主 として コミュニテ ィとの交流 における責任 をもち、公的領域へ も乗 り

出 してい く。 これに対 し、ラテ ンアメリカやカリブ諸国の労働階級の女性の場合は、階級

差 によって地理的な配置は逆転 しているが、送 り出し国に残 った女性が事実上の世帯主 と

して コミュニテ ィとの交流を深めることで公的領域 にも進出する とい う構図は同様だ と著

者はいう。 こうして、公私の境 界の溶解 という観点か ら見れば、移住とそれに続 くトラン

スナシ ョナルな家族形成 というプロセスがジェンダーに与える影響は階級を超えて共通で

あることを結論 としている。

しか しなが ら、台湾 とラテンアメリカで示 される移住形態だけで国際移動 と女性の関係

をすべて説明 しきれるのかには疑問が残る。実際、著者は結論 とは別の箇所で、個人の階

級だけでな く出身国の世界経済 における地位が トランスナシ ョナルな家族の母親 を取 り巻

く状況の違いを説明す るとして、 ラテンアメリカや フィリピンの家事労働者 を取 り上げ、

再度世界システム論 を援用 している。そこにはアメリカ合衆国(=中 核)で 働 く母親がラ

テ ンアメリカや フィリピン(=周 辺)に 残 した子 どもを養 うとい う構図がある。 また、台

湾(=相 対的な中核)で 家事労働者と して働 くフィリピン人(=周 辺)に も言及する。こ

こでは母親たる女性 は家族 を代表す る世帯主 とはなっていない。

結論では切 り捨て られて しまったが、この周辺から(相 対的な)中 核へ労働者 として移

動する女性の存在 は、国際移動 と女性を取 り巻 く状況が著者の結論に収まらない多元的な

ものなのではないか という示唆 を与えて くれる。世界 システム論を枠組 に用いて より多元

的に国際移動 と女性 をめ ぐる状況を捉え直す と、台湾の非労働階級の国際移動が もつ別の

意義が見えて くるのではないか。詳 しくは次節にて論 じる。

4お わりに 台湾一アメリカ合衆国間の国際移動の独自性と意義

本書は台湾 一ア メリカ合衆国間の国際移動に関する概括的な入門書 とな りうる特徴 を備

えている。夫が台湾 に、妻がアメリカ合衆国にとい うこれまで注 目されてきた国際移動 と

は家族成員の配置が逆転 しているという、台湾の非労働階級の移住の特殊性は、本書への

強い関心 を引 き起 こすだろう。 この台湾系移民 について説明す るため に、著者はまず本書
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の前半で19世 紀以降の中国 ・台湾か らの国際移動の歴史的な経過 を概観 した。その上で

1970年 代以降の台湾系移民に焦点を絞 り、その移住形態の背景が、子 どもの教育 とい う教

育的戦略 と、夫の収入上の経済的戦略か ら説明された。

前半で台湾か らの移住 におけ る親族のソーシャルネッ トワークを介 した方向づけを確認

し、台湾か ら南 カリフォルニアへの移住の歴史的変遷 を明 らかにした ことは一つの功績で

あろう。それと同時 に後半の要点である移住 とその結果 としての トランスナ ショナルな家

族形成 とい う戦略が、特に女性 に大 きなコス トを強いるという指摘 も重要である。

しか し疑問 も残る。著者 は本書 を貫 く分析の大枠 として世界システム論を提示 してい る

が、それがはっ きりと現れるのは台湾の経済発展の説明においてのみであ り、その適用は

やや中途半端で、本書全体の意識が散漫になっている印象を免れない。実際、Kao(2007)

による本書の書評は、世界システム論について一切触 れず、台湾か らの移住の歴 史と特徴

の紹介に留 まっている。 しか しなが ら世界システム論 は適用次第で本書の枠組 としての機

能をよ り効果的に果たすのではないだろうか。それは、著者 自身が言及 した、アメリカ合

衆国におけるラテンアメリカや フィリピンの家事労働者、台湾におけるフィリピン人家事

労働者の存在をどのように理論的に組み込んでい くかとい う問題で もある。

家事労働者 として移住する女性 は、単純な賃金労働者 として は捉 えられない。それは彼

女たちが生産労働 に従事す る自由賃労働者ではな く、性別 ・人種 ・国籍において制度的 ・

空間的 ・時間的制約 を受 ける 「不 自由賃労働者」 として、再生産労働に従事 しているため

であ る。彼女 たちの置かれた状況をよ り正確 に捉えるためにはフェミニス ト経済学の視点

が必要になるだろう。Fr6bel(1982)ら によって提唱された労働の国際分業やMies(1986)

らの主張する労働力の女性化 といった知見 を下敷 きに、足立(2008)は 、《再生産領域の

グローバ ル化》 という視角か ら女性の労働 を分析することを提起 している。生産労働の新

国際分業 における自由賃労働、不 自由賃労働、非賃金労働 に対 して、再生産労働の国際分

業を考 えるべ きだ とし、中核 における自由賃労働(中 核 の女性エ リー トによる)、 制度的

制限下の不 自由賃労働(移 住女性による)、 周辺 における非賃金労働(周 辺の女性 による)

を対応 させ る。 ラテ ンアメ リカや フィリピンの家事労働者は、 自分の子 どもの世話 を周辺

の非賃金労働者 としての親族 に頼み、中核 の代表であるアメ リカ合衆国、あるいは相対的

に中核の立場 にある台湾 に移動 しているのである。

こうして見た とき、移住 とそれに続 くトランスナショナルな家族形成の三類型が見いだ

せる。第一に、ラテ ンアメ リカやカリブ諸国の事例のように、夫(父)が 中核に(生 産労

働者 として)出 稼 ぎに行 き、妻(母)が 残 るとい う従来研究対象となって きた移住がある。

第二 は、台湾のように、夫(父)が 稼 ぎ手 として送 り出 し国に残 り、妻(母)子 が移動す
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る とい う本書 によって提示 された移住。そ して第三は、妻(母)が 再生産労働 を担 う家事

労働者 として中核、あるいは半周辺に出稼 ぎに行 き、子が残る形の移住である。 このよう

に当てはめる と、第一、続いて第三の類型が注 目されて きた中で、半周辺の移住形態の特

殊性が際立つ。 これまで世界 システム論を労働や移動の問題に適用す る際、中核対周辺/

半周辺 とい う構 図が用い られ、半周辺は相対的な周辺 として処理 されて きた。これに対 し、

台湾 という半周辺の非労働階級 は中核 と半周辺を移住 によって実践的につないでいる。 こ

の人々の移住に着眼点 を置いた考察を加えることは、世界システム論の中で も曖昧にされ

て きた半周辺を国際移動 とい う切 り口か ら捉 え直す きっかけに もなろう。また、半周辺の

国際移動の特徴の精緻化を図れば、世界における国際移動の図全体 を描 き直す ことも可能

になるか もしれない。女性の置かれた状況 も彼女たちの経験 も、もっ と多元的な もの とし

て立ち現れて くるだろう。 よ り包括的 な議論がで きるはずである。

今後の展開については本書ではほ とん ど言及がなかったが、他の国々、特 にアジア諸国

との比較をより具体的 なレベルで行ってい く必要があろう。例えば 「早期留学」、「教育移

民」 とい う言葉 に見て とれるように教育熱の高い韓国は似ているところも多い。台湾 と韓

国は同 じ半周辺の特徴 を備 えていると捉えることが可能なのだろうか。 また、戦略 として

の移住の結果、教育による社会経済的地位 の向上 は本当に果たせ るのかに関するさらなる

調査 と検討 も必要と思 われる。
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