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がきかない状況にある。成長産業が大都市に集

中し、地方には農林業やアジア新興国との競争

に晒されている工業や工程が残されているとい

うことにも起因している。よって税収や公共投

資が大都市圏に集中するのである。大都市圏に

おいても、大企業とその従業員と、周辺的な労

働を営む中小零細企業とその従業員の間には大

きな格差がある。

こうした地域間格差、企業間格差、労働者の

雇用形態における格差は、今全世界が対峙して

いる COVID-19 の感染拡大という危機におい
てさらに露呈されている。命を守るための経済

自粛の影で、自活が成り立たない事業者や困窮

する世帯が増大している。他方で、政府や企業

は事態の収束とともに、「これまでの経済活動

にもどること＝正常化」を目指している。しか

し、これでは現にあるグローバル市場に連携し

た経済、大都市集中型の経済構造がもたらした

社会の脆弱性を払拭することにはならない。今

こそ、経済のあり方、生活様式、価値観を根本

から見直すときであろう。この試練を乗り越え

るために、連帯経済の実践から学ぶところは大

きいと確信している。 □■

『国境を越えるラテンアメリカの女性たち ジ

ェンダーの視点から見た国際労働移動の諸相』

（晃洋書房、2019年）-同志社大学・松久玲子

はじめに

本書は、ラテンアメリカ地域における南から

北への域外移動と南から南の域内移動を含めた

国際労働移動とそれにともなう国際分業体制の

比較をつうじて、ジェンダーによる国際分業の

再配置化と複層化するグローバリゼーションの

実態を明らかにすることを目的とした。本書の

表紙に描かれたオオカバマダラ蝶は、海を渡り

国境を越えて働く女性たちの姿をイメージした

ものである。本書では、ラテンアメリカの域外

労働移動の事例として、メキシコ、中米からア

メリカ合衆国へ、コロンビアとキューバからス

ペインへ、そしてラテンアメリカ地域内移動と

しては中米からメキシコへ、ニカラグアからコ

スタリカへ、コロンビアからチリへ、南米周辺

国からアルゼンチンへの労働移動を取り上げ、

脆弱な環境に置かれた女性移民が労働市場に組

み込まれるプロセスとその中で直面する様々な

問題をもとに、ジェンダーが国際労働移動にお

いてどのように作動するのかを現地調査により

明らかにしようとしたものである。

出版の経緯

本書は、2013年から 2019年まで同志社大学
人文科学研究所の二期にわたる 6年間の部門研
究会「ラテンアメリカにおける国際労働移動の

比較研究」の成果が基礎となっている。研究会

発足にあたりアメリカ大陸全体を俯瞰した国際

労働移動の実態を解明したいと思ったため、研

究会のメンバーは北米研究者とラテンアメリカ

研究者の両方から構成した。発足当時の移民研

究は、移民受け入れ側からの、すなわちアメリ

カ合衆国における「不法移民」問題や送り出し

側からの地域コミュニティの抱える問題などが、

個々に別々の地域研究の枠内で取り扱われてい

ることが多かったが、国際労働移動の研究には

受け入れ国と送り出し国の双方向の議論が必要

だと考えた。それまでの私の経験では、北米研

究者とラテンアメリカ研究者が学会や講演会で

接する機会はあっても、研究会はほぼ別々に組

織されていた。このような形で定期的に集まり、

情報交換する機会はあまりなかったと思う。

多少の変動はあったが、研究会のメンバーは

約 20名で構成され、関西圏を中心に東京圏か
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らの研究者が参加した。研究者の年齢層も若手

から名誉教授まで幅広く集まった。前半の 3年
間は、ほぼ毎月、後半は隔月で研究会を行い、

研究会が終了した時点でメンバーの間から「研

究会ロス」という言葉が出るほどだった。しか

し、研究会の初期には、二つの地域研究者が、

お互いが知っていて当然と思っていたことが共

通認識としてなかったり、自明と思っていたこ

とを質問されたりして、互いにとまどったり議

論したことを懐かしく思い出す。

一期目の研究会最終年に、研究会メンバーを

中心に科研基盤研究（B）に応募し、採択された。
科研のテーマは、「ラテンアメリカにおける国際

労働移動におけるジェンダーとエスニシティに

よる国際分業の変容」である。最終的に、研究会

のメンバーのほぼ全員が論文を寄稿したが、残念

ながらすべての論文を本書に収録することはで

きなかった。そのため、エスニシティを分析軸

にした研究およびアメリカ合衆国での移民政策、

移民組織をテーマとした 5本の論文は、同志社大
学人文研紀要『社会科学』第 49巻第 1号（2019
年 5月 1－ 113ページ）に特集「ラテンアメリ
カからアメリカ合衆国への移民とエスニシティ」

を組み、発表した。本書とともに、興味のある方

はご覧いただきたい（同志社大学学術レポジトリ

https://library.doshisha.ac.jp/ir/index.html）で検
索いただければ、それらの論文は閲覧可能であ

る）。

概要

本書は二部構成をとっており、第一部ではラ

テンアメリカからの域外移民を、第二部では域

内移民を取り上げた。各執筆者により方法論や

調査方法はさまざまであるが、最も脆弱な労働

環境におかれた女性移民を取り上げることによ

り、労働のグローバリゼーションにともない生

じている多様な問題点を提示している。目次は

以下のとおりである。

序章　ラテンアメリカにおける国際労働移動

　とジェンダー 松久玲子

第一部ラテンアメリカ域外移民：「南」から

　「北」への労働移動

第 1章　女性が移民を決意するとき：エルサル
　バドル系女性の移民動機と家族

　 中川正紀・中川智彦

第 2章　ニューヨーク大都市圏におけるメキ
　シコ移民女性のアクティビズム：トランスナ

　ショナルな社会空間におけるエンパワーメン

　ト 北條ゆかり

第 3章　メキシコからアメリカ合衆国への「正
　規」国際労働移動の動態 マルタ＝

　 イレネ・アンドラデ＝パラ　額田有美訳

第 4章　「革命の子どもたち」が親になると
　き：バルセロナで生きるキューバ人の戸惑い

田沼幸子

第５章　ラテンアメリカからスペインへ：家事

　労働分野における女性移民労働者　深澤晴奈

第二部　ラテンアメリカ域内移民：「南」から

　「南」への労働移動

第 6章　「トランジット」移民の再定義：遠隔
　母親業と家族再統合のプロセスからの考察

浅倉寛子

第 7章　コスタリカにおけるニカラグア女性
　移民と新自由主義政策 松久玲子

第 8章　南米域内の国際労働移動：コロンビア
　からチリへ 柴田修子

第 9章　アルゼンチンにおける女性移民労働
　者の社会保障：国際人権レジームの観点から

宇佐見耕一

第一部は、移民受け入れ国としてアメリカ合

衆国とスペインを取り上げている。アメリカ合
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衆国への女性移民の移民過程と社会統合の事例、

そしてスペインにおける女性移民の労働市場、専

門職だったキューバ移民のアイデンティティと

社会統合を論じている。第 1章は、ロサンゼル
スにおけるサルバドル系移民女性を対象に行っ

たインタビュー調査をもとに、さまざまな障害

を乗り越えて国境を越える過程を時系列的に分

析し、男性移民の語りとの対比を通して女性移

民の動機の違いを明らかにしている。第 2章は、
ニューヨーク大都市圏のメキシコ女性移民が政

治的にエンパワーメントしていく社会統合過程

をアクティビズムの側面から論じている。第 3
章は、アメリカ合衆国のカーニバル産業で働く

メキシコからの短期移民労働者が国際分業シス

テムにおいて果たしている役割を分析し、ジェ

ンダーによる労働市場の配置に言及している。

第 4章は、専門職に就くキューバ移民が移民先
であるスペインで向き合うキューバ人としての

アイデンティティの揺らぎを論じている。そし

て第 5章では、スペインにおける南米からの女
性移民の労働状況に関する分析が行われている。

第二部は、ラテンアメリカの域内移民を取り

上げている。第 6章ではメキシコへの中米移民
女性を軸とした家族統合において、母親として 2
つの国にまたがる世帯を支える女性移民が抱え

るスティグマを取り上げている。第 7章では、
ニカラグアからコスタリカへの移民の女性化の

問題を中米地域のグローバリゼーションとの関

係から論じている。第 8章では、コロンビアの
移民の動向とチリに向かう要因としての暴力を

取り上げている。第 9章は、アルゼンチンにお
ける移民の人権保障政策を周辺国からの移民の

事例をもとに分析している。

20世紀初期から始まり現在でも続く期間限定
の国際労働移動、いわゆる季節労働と比較する

と 21世紀にみられる現在の国際労働移動は、空

間的広がりと移動人口の量的な拡大がみられ、

南においても北においても、国籍や居住権、ジェ

ンダーにより分断化された労働市場への組み込

みがなされている。ジェンダーの視点から国際

分業システムを見ると、周辺の女性たちが中心

あるいは半周辺国においてサービス産業を中心

に最底辺の劣悪な労働市場に組み入れられ、国

籍、移民ステイタス、ジェンダーにより労働条

件が細分化され、分断されている。受け入れ社

会において残された家族の面倒を他の女性親族

がみるという再生産労働の連鎖もみられる。送

り出し社会においては、福祉政策の代わりに低

賃金の移民労働者により再生産労働を代替させ

ことにより、女性に不利なジェンダー構造の維

持が行われている。国際労働移動の拡大を受け

て、ラテンアメリカ地域では、国際移動する人々

の労働条件、社会保障、政治参加などを域内で

の条約や二国間協定により改善しようとする動

きがあるが、その運用は各国で多様であり、ど

の程度の実効性があるかを検証することが今後

も必要である。

むすび

コロナウィルスによるエピデミックが、今後

のグローバリズムの行方にどのような影響を与

えるのだろうか、どのような影響にせよ、この

ことが大きな転換期をもたらすと考えられるが、

グローバルに拡大した移民労働者に与える影響

を考えると、暗澹とならざるをえない。すでに

アメリカ合衆国から強制送還されたラテン系の

移民労働者の中でコロナウィルスに感染し、送

還先の国々に感染の脅威を与えていることが報

道されている。送金によって経済的に利益を得

ていた送り出し国は、帰還者をどのように受け

入れるのか、彼らへ偏見が向けられるのか、そ

して帰還後の労働市場への統合は可能なのか、
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どれも悲観的にならざるをえない。受け入れ国

にも送り出し国にも居場所を失う人々が出てこ

よう。パンデミックを機に、脆弱な立場に置か

れた移民労働者、特に本書で取り上げた女性移

民労働者の労働・社会環境に配慮が行われ、改

善される方向に動くとは考えづらい。新自由主

義経済は弱者により多くの負荷をかけ続け、格

差を助長してきた。パンデミックが長期化すれ

ば、それによる産業構造の変化は、こうした移

民労働者の脆弱性にさらに追い打ちをかけるだ

ろう。これまでの国際社会による移民労働者へ

の権利保障がどの程度まで実効性を担保しうる

のか、地道な検証が必要であり、それを今後の

課題としたい。 □■

『同定の政治、転覆する声―アルゼンチンの「失

踪者」と日系人』（春風社、2020年）-早稲田

大学・石田智恵

「アルゼンチンには 3万人の失踪者がいる」と
言われる。不在の人がいる、というとやや転倒し

た言い方にも聞こえるが、アルゼンチンには、失

踪者＝不在者が文字通りいるとしか言いようの

ない現実がある。街を歩いているとき、新聞を読

んでいるとき、テレビを見ているとき、Facebook
や Twitterの画面をぼんやりとスクロールして
いるとき…。日常のそこかしこで、名前や顔と

ともに個々の「失踪者」の存在に出くわす。私

はブエノスアイレスでの調査中にそのことを実

感してきた。強制失踪という国家犯罪が実行に

移されてから 40年余りの間、多くの人々が、「3
万人」の「失踪者」を社会に確かに存在せしめ

てきたのだ。本書はそのことを主題としたもの

で、同時にその「3万人のなかに 17人の日系人
がいた」という、多くのアルゼンチンの人々に

とって「意外」な事実に焦点を当てたものであ

る。17人の日系人が「いる」ではなく「いた」
というのは、長らく周知のことではなかったか

らにほかならない。その事実がいま周知のこと

になりつつあるのもやはり、「日系失踪者」を社

会に存在せしめてきた人々がいるということで

ある。

本書の内容の多くは、アルゼンチン・ブエノ

スアイレスでの調査に基づいている。「日系失

踪者」について調査することは、その 17人それ
ぞれについて、できるだけ多くのことを知ろう

とすることから始まった。その作業は、「失踪」

の前後に何が起こったのか、事実を知ろうとし

てきた各々の家族や友人、近親者たちの半生を

知ることと重なっていった。調査、というのは

私の場合ほとんどが、現地の人々との会話を含

むやりとりや、一緒に過ごした時間のことであ

る。その意味で本書は、ブエノスアイレス滞在

中はもちろん、人によっては私が日本にいると


