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1. はじめに 

 

筆者は 80 年代後半に社会的注目を集めた「ムラの国際結婚」を、皆婚社会から

結婚が個人の人生の選択肢に変わる移行期に生じた地方・農村の多様化の一側面

と捉えている。国際結婚件数は 2006 年のピーク時（44,701 件、婚姻件数の 6.1％）

に比べて半減したが、1987 年以降に国際結婚の夫婦から生まれた子どもは 60 万

人を超えた 1)。本稿では家族の多文化・多民族化が、今後の日本社会のあり方と

どのように関わっていくのかを、日本人の夫からの聞き取りデータを中心に考察

する。 

これまでの国際結婚研究の多くは移住女性からの聞き取りと統計データをもと

に、女性たちを越境させる社会的経済的要因の分析と移住後の適応過程に焦点が

当てられ、夫たちについては等閑視されてきた（伊藤・足立編 2008）。1980 年代

から 1990 年代半ばに地方・農村で国際結婚した男性の多くは 1950 年代生まれで

当時 30 代後半から 40 代後半であった。この世代を国際結婚第一世代（以下、第

一世代）と呼ぶ。この世代が物心つく 1960 年代から 70 年代にかけて日本社会は

高度経済成長に伴う劇的な社会変動を体験した。「ムラの国際結婚」現象を再考す

るには、この変動がどのように家族形成に影響を与えたのかを振り返っておく必

要があるだろう。 

布施晶子（1988）は、1970 年代に入ると「過疎地や都会の谷間における独居老

人世帯、妻・母の賃労働者化に伴う共働き世帯、離婚の増加に伴う単身、交通事

故遺族世帯の増加、さらには家庭内暴力や非行に悩む家庭の増加」（同上：154）

特集論文（『社会分析』 46号 , 2019, 43～ 61頁）
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という家族問題が出そろっていたと指摘する。これらは解決されることなく現在

に至っている。女性は、結婚により定位家族から生殖家族に所属先を変えること

で実家の負担を軽減し、同時に自らの生活保障を得た。女性が自立して経済的基

盤を築く条件がない時代の結婚は、女性にとってほぼ唯一の生きる手段だったと

いってよい。1970 年代半ば以降、女性就業率が上昇し、女性にも結婚以外の方法

で生きる道が開かれた。恋愛結婚が見合い結婚の割合を上回ったのは 1960 年代

半ばである。 

農村で暮らす第一世代の母親の多くは、娘が農家ではなく給与所得者と結婚す

ることを願った（新潟日報社編 1989）。娘には農作業の苦労をさせたくなかった

からだ。しかし家業である農業を継承し、自分の老後を見てもらう長男には家に

残ってもらわなければならない。介護保険制度が施行されたのは 2000 年のこと

である。「ムラの国際結婚」はこのような「家族」をめぐる変動期に生じた現象で

あった。批判は次世代を生み育てる人間としての根源的な営みを阻むまでに劣化

した政治や社会構造に向けられるべきであった。しかし批判の矛先は、憲法が規

定する「両性の合意」に基づく結婚から逸脱しているのではないか、あるいは、

経済格差を利用した売買婚ではないか、といった外形的問題に終始した。 

行政が「ムラの国際結婚」から手を引いた後に残された結婚仲介のニーズは民

間業者に引き継がれた（武田 2009）。国内の結婚仲介に比べて破格の成婚手数料

が得られる国際結婚仲介は、業者にとって新たな収益源とみなされたためである

（武田 2011：179-181）。加えて 1993 年から始まる外国人技能実習制度と結びつ

くことで、問題は複雑化していった 2)。結婚移住女性で専業主婦になった者は少

ない。外国人労働者でもある女性たちの一部はカトリック教会や外国人支援ネッ

トワークにつながったが（武田 2019）、もう一方の当事者である日本人男性は孤

立無援の中にいた。 

本稿の目的は、地方・農村の国際結婚家族の 30 年に渡る生活実践の中から浮か

び上がってきた課題を多文化社会の議論につなぐことである。議論は次のように

進める。はじめに徳野貞雄（2014）をもとに、地方・農村の人口減少の議論で見

落とされてきた論点を整理する。つぎに「ムラの国際結婚」現象を生み出した社

会的背景を振り返り、異なる文化背景をもつ配偶者と懸命に家族をつくってきた

男性側の思いに焦点を当てながら、先行研究で語られてきた女性たちの思いとの

ずれを整理する。最後に地方・農村の国際結婚家族の営みを通じて得られた示唆

についてまとめたい。 

 

２．調査データ 

 

筆者は 2003 年から 2010 年まで新潟県魚沼地域で国際結婚調査を行ない、その

成果を『ムラの国際結婚再考』（2011）にまとめた。魚沼調査と並行して 2007 年

以降は東京及びその周辺、2013 年以降は長野県飯田市へと調査地を広げてきた。

家族の調査はある時点の現象をスポット的に切り取って分析する手法では実態に

迫るうえで限界がある。子どもの成長や親世代の高齢化、さらに途中で主な稼ぎ

手が夫から妻へと変化することから、ある程度の通時的調査が欠かせない。本稿

では集中的に実施した調査のあとも関係を維持している被調査者から子どもの進

学や就職などの連絡を受けた際の会話も含めて考察した。 

表 1 は考察対象とした被調査家族の概要である。データの選択には男性被調査

者の多様性に配慮し、家族形成を中断せざるを得なかったケースも含めた。そう

したケースには日本社会だけでなく、女性たちの出身国社会の問題も凝縮する形

で現れている。 

 

 

表 1 被調査家族の概要 
日本人夫 

生年 
外国人妻

生年 妻の国籍 結婚 婚姻歴 夫職業（結婚時・現在） 
子ども（年齢 18 年時） 

A 
（47 年） 

杏 
（75 年）

中国 05 年 
 

夫：初婚 
妻：再婚 

自動車整備工→定年 
12 歳＋連れ子 20 歳 

B 
（58 年） 

マリー 
（67 年）

フィリ 
ピン 

99 年 
 

夫：初婚 
妻：再婚 

会社員（調理師） 
15 歳＋連れ子 28 歳／30 歳 

C 
（57 年） カレン 

（78 年）

フィリ 
ピン 

04 年 
 

夫：初婚 
妻：再婚 
離婚 10 年

会社員（建設業）→定年 
14 歳（親権：妻） 

D 
（54 年） 

紅花 
（61 年）

中国 03 年 
 

夫：再婚 
妻：再婚 

農業・ボイラー技士 
先妻の子 2 人／連れ子 30 歳 

E 
（54 年） 

雪梅 
（68 年）

中国 01 年 
 

夫：初婚 
妻：初婚 

銀行員→定年 
16 歳 

F 
（54 年） 

ジョアンナ

（61 年）

フィリ 
ピン 

91 年 
 

夫：初婚 
妻：再婚 

会社員（建設業）→定年 
連れ子 30 歳・29 歳 
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G 
（57 年） 香月 

（82 年）

中国 03 年 
 

夫：初婚 
妻：初婚 
離婚 13 年

会社員→非正規 
 

H 
（75 年） 

フック 
（82 年）

ベトナム 
 

10 年 
 

夫：初婚 
妻：初婚 

会社員（調理師） 
7 歳・4 歳 

I 
（68 年） 

ジョイス

（73 年）

フィリ 
ピン 

90 年 
 

夫：初婚 
妻：再婚 

都市自営業者（花屋） 
27 歳 

J 
（57 年）     青年団団長経験者。妻の連

れ子がラオス人と結婚。 
注）外国人妻の名前は全て仮名。A～G は第一世代、H は第二世代、I は都市自営業者である。

H は第一世代の結婚事情を語った日本人夫婦である。 

 

３ 社会変動と地方・農村の家族 

 

行政主導による国際結婚が山形県から始まったことや、その後のマスコミ報道

の影響から、東北 6 県と新潟県に「ムラの国際結婚」が多いであろうと推測され

ていた。データでそれを裏づけたのが石川義孝（2007）である。石川は 2000 年国

勢調査データをもとに、1995 年から 2000 年に新規に日本に流入した結婚移住女

性を、配偶関係から「妻」と「嫁」（世帯主の息子の妻）に分け、外国人登録者の

わずか 3.2％が暮らす東北 6 県と新潟県に「嫁」の 28.7％が暮らしていることを

明らかにした。この地帯は高度経済成長期に都市部や工業地帯に多くの若年労働

者を送り出している。 

戦後の日本社会は、近代家族 3)を参照しながら、家制度が残る地方・農村の家

族を民主化のために克服すべき対象としてきた。1960 年代から 1970 年代にかけ

て生じた地方・農村の結婚事情の変化を J 夫妻の語りを通して確認しておこう。 

 

3.1 青年団長でも結婚できない 

J は 1956 年生まれ。地元の高校を卒業し、家業の農業を継いだのは 1974 年で

ある 4)。当時はすでに米の生産調整が始まっていたため稲作と酪農の複合経営に

活路を求めた。J は地域では農業の若手後継者として期待され、農協青年部や青

年団や消防団でも活躍した。「俺の上の代までは青年団の団長やったらいい子と

結婚できたんだよね。それが当たり前だったんだ。俺も青年団長やったんだよ。

でもぜんぜん彼女ができないわけ。農家に来てくれる女の人はいなかった。」 

時代が変化していた。J は 30 代後半に、娘 2 人を連れて離婚した女性と再婚し

た。年少の妹はすぐに J になついたが、姉は母親にも J にも反発し続けた。その

娘がラオスからの留学生と結婚すると言い出した時には母親が猛反対した。「よ

その国の人のところに嫁に行くってことは、失敗して帰って来ても、うちの墓に

は入れないってことだからね。」 

これは母親が娘を説得するときに使った反対理由だった。母親も 50 年代生ま

れ。「墓に入る／入れない」が結婚を断念させる理由に使われた。2000 年代半ば

のことである。娘には全くといってよいほど何の効果もなかったが、この女性の

中では家規範はしっかりと内面化されているようだった。とはいえ、残った妹も

他出して結婚したので「家」意識を内面化させつつも、子どもの意思を尊重する

時代になっていることも理解している。第一世代はこのように家族規範が揺らぐ

中を生きた世代であった。 

 

3.2 拡大修正家族／世帯連合の形成 

徳野貞雄（2014）の論点は、過疎農山村の家族を論じる際に、研究者にもマス

メディアにも「家族」と「世帯」の混同があるということである。徳野は国勢調

査の世帯分析では現実の家族の変容を捉えることができないと主張し、独自に開

発した「T 型集落点検」5)の手法を使って、現代の家族は「修正拡大家族」ともい

うべき「世帯連合」として相互に連絡を取り合い、日々助け合っていることを明

らかにした。 

また生活居住空間は「三層構造」になっているという。25％は実家のある農山

村に高齢者を軸とする住民が住み、35％は車で 30～40 分の中距離のマチに子ど

もたちが近距離他出者として居住し、25％は車で 1 時間半程度の県庁所在地に暮

らしている。この三層圏は車社会の地方・農村では日常的な交流空間である。高

齢化率 50％を超える集落で高齢者が暮らし続けることができるのは、この世帯連

合が機能しているからである。 

また世帯連合が機能する上で重要な役割を果たしているのは「娘」たちである。

一般的に息子よりも娘の方が情報収集力と情報拡散力が優れている。娘たちが他

家に嫁いでも、気兼ねなく実家との関係を維持できるような結婚観の変化が生じ

たということでもある。少子化により長男・長女の結婚も珍しくなくなったこと
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による、家族の現実的対応ということもできるだろう。 

 

3.3 トランスナショナルな親族ネットワーク 

徳野の世帯連合論を国際結婚家族に応用すると、国際結婚家族は三層構造の外

に四層目となる外国人配偶者の出身家族とのつながりをもっていることが分かる。

結婚移住しているのは息子よりも娘の割合の方がはるかに高い。外国人の娘たち

も日本の娘たちも同じように家族とのつながりを大切にしている。格安航空券が

手軽に入手できるようになり、また情報通信機器の技術革新によって、この四層

目を活用できる条件が整ってきたのだ。 

加えて 1990 年代以降、結婚移住女性の出身国が経済成長軌道に入り、日本との

格差が縮小した効果もある。1995 年と 2015 年で一人当たり GDP を比較すると、

日本が 2 割減少したのに対して、中国は 13.5 倍、フィリピンは 2.5 倍に伸びた。

しかし経済成長に伴い各国とも国内で格差が拡大していることも見落としてはな

らない。結婚移住女性が背負っている娘としての役割には同じ国の出身でも軽重

差は大きく、それが日本での家族形成に影響を与えている場合があるからだ。 

 

４ 「移民政策」をとらない日本で暮らす結婚移住女性 

 

2017 年末に在留外国人は 256 万人となり初めて総人口の 2％を超え、外国人労

働者も 128 万人と過去最高を記録した。日本政府は 2018 年 6 月 15 日に閣議決定

した「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（骨太の方針）により、人手不足の

分野に外国人労働者を受け入れるために新たな在留資格を創設することを決めた。

しかしこれは「移民政策ではない」という。この主張は国際社会では通らない。

経済協力開発機構（OECD）は、加盟 35 カ国の外国人移住者統計（2015 年）で日

本への外国人流入者は約 39 万人となり、韓国を抜いて第 4 位に上昇したと発表

した。日本はまぎれもなく移民国家とみなされている 6)。 

労働力だけを都合よく利用しようとする外国人政策は、国際人権概念が広く共

有されている今日では批判を免れない。結婚移住女性は、日本社会の外国人政策

が生み出す周縁化された外国人労働者の親族や知人友人である場合も多く、政策

の矛盾をホスト社会の側から冷静に観察する存在でもある。移民政策はとらない

という建前があるために、日本で生活する上で不可欠な日本語の習得も適応課題

の克服もすべて自己責任に帰せられてしまう。筆者が実施した調査では、日本国

籍の取得を希望する結婚移住女性の割合は 31％であった（武田 2011：138）。 

 

4.1 地方・農村の強み 

2011 年 3 月に起きた東日本大震災が浮かび上がらせたもののひとつが、結婚移

住女性の存在だった（武田 2013）。地方・農村の多文化共生の実情を明らかにす

る調査研究の蓄積も進み始めている（武田 2011；李ら編 2012；徳田・二階堂・魁

生 2016；徳田・二階堂・魁生編 2019）。地方・農村には外国人支援を担う人材や

組織は少ないが、だからといってそれが結婚移住女性やその子どもたちの生きに

くさへと直結しているわけでもない（武田 2019）。 

たとえば、筆者が 10 数年かかわっている南魚沼市の集落のひとつでは、今年中

学に進学した生徒 9 人のうちのひとりは国際結婚家庭の子どもである。外国人母

は日常会話に困ることはないが読み書きはまだかなり難しい。ところがくじ引き

で外国人母が保護者代表に選出された。他の保護者は阿吽の呼吸で会計係に面倒

見のよい母親を選び、運営に支障が生じないように対処した。とはいえ日常的な

行き違いはよくおこる。保護者間のちょっとした会話が誤解を生み、ウェブの翻

訳ソフトを使った意味不明の、しかしかなり怒っていると分かる LINE メッセー

ジが一斉配信されることもある。母親たちはそういう場合には LINE で返しては

ならないことを、経験を通じて学んでいる。必ず複数で会って話し誤解を解く。

なぜかといえば、たった 9 人の子どもたちの関係を壊さないためである。「顔の見

える関係」の中で、一人ひとりが代替不能な存在であることを日々の接触を通じ

て理解できること。ここに地方・農村の多文化社会に向けた可能性の一端をみる

ことができる。 

土地に根ざして生きる人びとは簡単に移動することができない。ゆえに排除で

はなく「ギャップ越しの対話」7)を模索する。人間にとって感受性は絶対なものだ

が、その直感にはもともと根拠はない。それゆえに人間関係において「その関係

が何らかの点で大事であり必要なもの」だと認識できれば、感受性を相対化させ

る動機が生まれる（竹田 1993：156-157）。これが異なる価値観を持った人びとと

の間で共通了解を探る手がかりになる。 
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５. 家族は矛盾の総体 

 

「ムラの国際結婚」の内実に迫るには、布施（1993）の「家族は矛盾にみちた

総体として存在し、その矛盾にみちた総体にあって、つがいとしての夫婦、そし

て親子の間において、それがいかに歪曲化され矮小化される側面をもとうと、性

と生の時間的共有をとおして、人間的な愛の交歓を育んできた歴史的経過に目を

むけるべきだ」（同上：229）との家族観に立つことが有益だろう。日本人の夫も

外国人の妻も共にそれぞれの社会の矛盾を引き受けている。それに気づき、それ

が共感に変わるとき、「愛のようなもの」8)が動き始める。 

中村（1994）は、混乱期にあった「ムラの国際結婚」の問題点を整理し、同時

に家族の多文化・多民族化が農村社会の閉鎖性を打破し、多様な価値が尊重され、

民衆間の交流が盛んになる可能性もあるとの見通しを示した。実ったものもあれ

ば、期待が外れたものも少なくなかった。当然だろう。女性たちは自分たちに「ム

ラやイエの存亡」の期待がかけられていることなどつゆ知らず、自らが置かれた

現状から抜け出し、よりよく生きたいとと願い、越境によって開かれるかもしれ

ない可能性にかけてみただけなのだ。とはいえ、当事者たちの意図とは別に、存

在自体が全体社会に与えた影響も確かにある。一番変わったのは日本人の夫たち

である。 

 

5.1 夫たちが結婚に込めた思い 

日本放送協会（NHK）が実施している世論調査「日本人の意識調査」によると、

「人間は結婚してはじめて一人前になる」との考え方に 1984 年には約 60％の人

が賛成していた。1993 年調査では「人間は結婚するのが当たり前」に表現が変わ

ったが、この考え方に賛成した割合は約 45％である。同じ設問の回答は 2008 年

調査では約 35％に下がり、結婚するかしないかは個人の人生の選択肢の一つと捉

えられるようになってきたことが分かる。第一世代にとって、結婚は社会的に一

人前に扱われるために「すべきもの」であり、また年老いていく親を世話するた

めには切実な問題だった。 

「結婚して一人前」という社会的なプレッシャーについては、A から G が共通

して語っていた。そこには「親を安心させたい」という思いも含まれている。も

うひとつは自分自身がひとりで老いて行くことへの「さびしさ」だった。 

 

A のケース 

A は 4 人きょうだいの長男で自動車整備工として働く兼業農家である。中国東

北部出身の杏と結婚したのは 2005 年。56 歳の時だった。10 年以上も難病の母親

と脳梗塞で倒れた父親の看病をしながら働き、両親を看取ってようやく自分のこ

とが考えられるようになった。無性に家族がほしくなった。同じ集落にいた中国

人女性から杏を紹介してもらった。杏とは年齢差が大きく、交際期間が少なかっ

たためか、配偶者ビザの申請は 2 回不許可になった。入管担当者の口ぶりから交

際期間をつくる必要があるのだと感じて、5 月の連休に有給休暇をつなげて交際

期間の実績を作り 3 度目の申請でようやくビザを取得することができた。 

A は「父が北支（満洲）に出征していたことがあるので縁かなあと思った」、と

結婚を決めたときの心持を語った。同じ町に住む 3 人のきょうだいに結婚の相談

をすると「冗談だろ」と取り合ってくれず、きょうだいたちの口ぶりから中国に

対する偏見も感じた。「最後は相談ではなく決めたよ」、と報告ですませた。結婚

を決めて杏を迎えるまでに田んぼを売って家を新築したことなどもあり、しばら

くはきょうだいとの行き来が途絶えてしまった。 

A は 1 年後に息子が生まれるとすぐに杏が中国の実家に残してきた前夫の子ど

も（9 歳）を呼び寄せ、自分の名前の一字をつけて養子にした。「杏とは歳が離れ

ているし、息子が成人するまで自分が元気でいられるかどうか分からない。だか

ら、もしもの時には杏の連れ子が支えになってくれると思ったんだ」、と将来設計

を語ってくれた。初めての外国人児童だった連れ子は 3 年生に編入され、日本語

教育と学校生活全般の支援を校長が引き受けてくれた。弁当文化のない妻に代わ

り中学と高校の 6 年間は A が子どもの弁当づくりを担当した。 

 

D のケース 

D は婿養子で他所の家の稲作の請負もしながらボイラー技士として働く兼業農

家である。ところが跡取り娘だった妻が 5 年ほど入退院を繰り返した末に亡くな

ってしまった。小学生だった 2 人の子どもの世話をしながらひとりでがんばって

きた。「ふと思ったんだよね。子どもは大きくなったら家を出ていくじゃない。そ
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のあと俺はどうやって生きていくんだろうって。さびしいなって。老後はのんび

り旅行もしたいし。旅の道連れがほしいって思ったんだ」。 

D は中学生と高校生になった子どもから再婚の了解をもらい、結婚紹介所に登

録した。見合いは 3 回、友人から紹介された女性にも会ってみたが、入婿で思春

期の子どもがいることや、親戚づきあいが難しそうだという理由でまとまらなか

った。最後に仲介業者から国際結婚もあると勧められた。迷った末に肌の色や見

かけが日本人とあまり違わない中国人に会ってみることにした。 

事前に仲介業者には、子どもは欲しくないことと家事を頼みたいと結婚の条件

を伝えた。相手がイメージしやすいように、家の周辺や台所やトイレなどの写真

も送った。見合いの席で相手には連れ子がいて、その子も日本に呼びたいという

希望も聞いた。その子は息子と同い年だったため、呼び寄せるのは高校を卒業し

てからにすることと、できるだけ早く仕事を見つけて独立させることを確認して

結婚した。結婚後に妻が中国側の業者に支払う手数料が負債になっていることを

知った。それは業者から日本側の業者にも夫にも話さないように口止めされてい

る借金だった。D はその返済を肩代わりした。 

 

E のケース 

E は銀行員である。何度か見合いもしたが結婚には至らなかった。「独身の先輩

がいて、その人は映画やいろいろ趣味があるみたいで、ひとりでいることが苦に

ならないタイプだったんですよ。でも自分は打ち込む趣味があるわけじゃないし、

ひとりでいるのは楽だけど、無性にさびしくなる時があってね。そんな時にそば

にいてくれる人がいてほしいなあって」。E は結婚相談所に登録したが、国際結婚

のことはまったく考えていなかった。ある日、結婚相談所から、会いたいと言っ

ている中国人女性がいると連絡が来たときには、「結婚相手は日本人しか考えて

いない」と断った。しかしその後も続いた担当者の説得に負けて、見合いツアー

に参加することになった。 

大変だったのは勤務先から 1 週間の有給休暇をもらうことだった。親に黙って

行くわけにもいかない。しかし親は日本人の嫁しか考えていなかったので相談す

れば反対されると分かっていた。会って話すと面倒になると思い手紙で知らせる

と、案の定、大反対されたが最後には「行くだけ行ってこいや」という感じにな

った。このとき E は 47 歳。親も息子がこの先ひとりで生きていくのかと思うと

無下に反対し続けることはできなかった。 

「ああいう見合いツアーはその間に決めなければならないんですよ。旅行期間

は 1 週間だけど実際に付き合う期間は 2～3 日。ほんとうのところはわかりよう

がない。よく分からなかった。でも感じが良かったんですよ。見合いして、食事

して、観光して…。彼女とは英語で最低限のコミュニケーションがとれたからよ

かったけど、言葉のできない人たちはどうやって決めるんでしょうねぇ」。 

 

5.2 情報とネットワークの非対称性―夫たちの孤立 

孤立という点で際立っていたのが G である。G は正規雇用の会社員であったが、

結婚相手に恵まれなかった。44 歳の時に結婚仲介業者に登録した。登録料は年間

10 万円。4 年間まったく進展がなく焦り始めた時に国際結婚を勧められた。G の

暮らす地域は自治会活動が盛んで、数年ごとに全国的に有名な祭礼も行なわれる。

この祭礼は独身者と既婚者で役割に違いがある。これが結婚して一人前に扱われ

たいという思いを募らせた理由のひとつだった。G は中国人女性との結婚が射程

に入ると市民講座で中国語の勉強も始めた。妻は初婚で 20 歳。年齢差は気になっ

たが日本語での基本的なコミュニケーションがとれたので何とかやっていけるだ

ろうと思った。結婚後は配偶者ビザを取得して来日するまでの生活費を渡し、日

本語学校の授業料も払った。しかし日本語学校にはあまり通わず、生活費は旅行

などで使ってしまったことを後で知らされた。 

「妻の周りには結婚で日本に行った人たちがたくさんいて、結婚で日本に行く

ことは特別なことではなかったんですよ 9)。ここが日本人と違うところです。適

応がよいことなのか、同化がよいことなのかは分かりませんが、来日前に日本の

名前（通名）を決めました。それがビザをもらうときに交際の実績になるからで

す。結婚する前に母と同居していることは伝えておいたんですが、弟が同居して

いることを伝えていなかったことがケンカの原因になって、別居の口実にされま

した。 

中国側の仲介者は日本人と結婚した人で、その人しか知り合いがいない時はよ

かったんですよ。でも日本に来て他の中国人とのつながりができてから問題が起

きるようになりました。妻は雰囲気にのまれやすいタイプなんです。」 
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G が費やした経費は結婚までに約 390 万円。これに G の訪中費用が加わる。G

夫妻は 4 年後に別居し、香月は東京に転居した。3 年目に「永住者」への在留資

格の変更が完了するのを待っていたかのようなタイミングである。別居中に起き

た東日本大震災の直後に香月は中国に帰国し、3 カ月後に日本に戻ったときは G

が成田空港まで迎えに行った。このときは G のもとに戻ったがそこで離婚を切り

出され、2 年の交渉をへて離婚が成立した。正式に離婚したのは香月が外国人登

録証を在留カードに切り替えた 2013 年である。G はその切り替えに呼び出され、

区役所まで同行した。結婚の実態がないことを指摘された時のために G に同行を

求めたとしか考えられず、香月が 2012 年に施行された「新たな在留管理制度」の

内容をよく理解していたことがうかがわれる。 

1990 年代の日中の国際結婚とはまったく状況が変わっていた。結婚移住女性と

日本人男性との圧倒的な情報の差と、日本人男性が孤立していることによって生

じる問題の一端が浮かび上がってくる。 

 

5.3 「四層目」となる妻方親族との関係 

 「ムラの国際結婚」が始まった当初との決定的な違いは、格安航空券が手軽に

入手できるようになり、無料の通信アプリを使って母国との日常的なコミュニケ

ーションができるようになったことである。これにより、妻方親族が「世帯連合」

として機能する可能性が広がった。国際結婚家族の妻方親族との関係と日本人の

夫たちの思いを中心に事例をみていく。 

 

F のケース 

 F は 2 人兄弟の弟。実家の農業は兄が継いだので、高校を卒業すると近くの建

設会社に勤めた。結婚相手に恵まれず、地元の店でジョアンナに出会ったのは 39

歳の時だった。これが家族をつくる最後のチャンスになるような気がした。「お店

にいたフィリピン女性の中では一番年上で、まとめ役のように見えたんです。し

っかりしていて、優しいところに惹かれた」という。ジョアンナは前夫との間に

できた 2 人の子どもを母親に預けていたので子どもは作らず、子どもが高校を卒

業したら日本に呼び寄せることにした。2 人とも無駄遣いをしないようにして、

フィリピンにいる子どもに会いに行く費用にあてて、ゆっくり家族になった。高

校を卒業して呼び寄せた子どもたちは定時制高校と公文で日本語を学び、日本で

就職した。2 人とも独立しているが家族の誕生日には全員が「実家」に集まる。 

 F との結婚を伝えるとジョアンの母親は「子どものことは心配しなくていいか

ら、私の代わりに F さんのお母さんに尽くしなさい」と言ってくれた。そのせい

もあって、ジョアンナは F の実家を頻繁に訪れていろいろと母の面倒をみてくれ

る。F が気をつけているのは、ジョアンナがやりすぎて兄嫁の機嫌を損ねないよ

うにすることだ。 

 

Ｉのケース 

 Ｉは都市部で自営業（花屋）を営む 3 人兄弟の長男である。父は早くに亡くな

り、母が経営の実権を握っていた。結婚したのは 1990 年で 32 歳だった。年齢的

に焦るほどではなかったが、この時すでに 30 回ほど見合いをし、全て相手方から

断られていた。 

「母に結婚をせかされていたんです。でも自営業の家にきてくれる女性なんて

いませんよ。それで友だちに誘われて結婚ツアーでフィリピンに行くことにした

んです。ジョイスに会っていいなって思ったんですけど、母には言えませんでし

た。母には日本人以外の嫁は想像できないだろうなって思いましたから。」 

I はその後も何度かジョイスに会いにフィリピンに通い、ジョイスは友人から

お金もかかるから結婚したらいいよと言われるようになった。問題はジョイスの

父からどうしたら了解をもらえるかだった。ジョイスの父は戦争中に村の人たち

と隠れていた洞窟に日本兵に手榴弾を投げ込まれ、それを外に投げ出そうとして

右の手先を失っていた。とても日本人と結婚するとは言えなかった。2 人はジョ

イスの父が暴れないようにレストランで会うことにした。人目があれば父親が気

持ちをおさえてくれると思ったからだ。 

 ジョイスによると、まさか結婚相手が日本人だとは思っていなかった父親は、

ショックで倒れそうになったという。I は生活が落ち着くと妻の両親を日本に招

いた。2 週間の滞在予定で航空券を用意したが、ジョイスの父は観光に誘っても

断り、花屋の日常を見守り娘の生活に納得すると、「自分たちがいると商売の迷惑

になる」と、航空券の予約を変更して 1 週間で帰国してしまった。 

 ジョイスは一人娘に幼少の頃から英語を教えてフィリピンの祖父母と電話で話
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せるように育て、フィリピンのいとこたちとは誕生カードや手紙のやりとりをさ

せてきた。そのせいか娘は英語の成績が評価されて国際ビジネスの専門学校に推

薦で入学することができた。 

 

B のケース 

 マリーは 7 人きょうだいの長女。異父きょうだいたちのために興行ビザで働き、

何度目かの来日時に B に出会い結婚した。マリーにはフィリピンに父親が違う子

どもが 2 人いるが、B は近居している両親には内緒にしていた。娘が生まれて生

活が安定すると、B は「そろそろいいんじゃないかな」と、両親にフィリピンに

いる子どもを呼び寄せたいと話してくれた。娘たちは 14 歳と 16 歳。離れていた

期間が長かったためかマリーには反発することが多く、どのように接したらよい

か悩んだ。日本人の友人の協力を得て 2 人とも同じ高校に入学することができた。

次は娘たちの父親を捜して認知してもらわなければと思ったら、娘たちから「い

まのお父さんがいればいい」と言われて面くらった。B は娘たちの言い分をじっ

くり聞いてくれる。いつの間にか「親子」になっていた。 

 マリーの父親は米軍の兵士で小学生の時と高校生の時の 2 回しか会ったことが

ない。そのためマリーには普通の家庭に対する強いあこがれがある。子どもたち

を呼び寄せた後、フィリピンの家族には「これで私の役目を終わりにしてほしい」

と伝えた。「お姉ちゃんは日本人になった」ときょうだいたちに言われると心が痛

むが、いまは自分の家族との生活を守ることを最優先に考えたい。 

 

C のケース 

 C の妻だったカレンは 5 人きょうだいの長女。父は早くに亡くなり、3 番目の

妹が興行ビザで日本とフィリピンを往来していた。日本に働きに行っている女性

が回りにたくさんいたので漠然と自分もいつか日本に行きたいと思っていた。知

人の紹介で最初の夫を紹介されるとすぐに結婚を決めた。来日したのは 21 歳。夫

は理学療法士で優しく経済的にも余裕があった。しかし同居していた義父母との

関係が上手くいかず、双子を生んだ後に C と出会い、子どもを身ごもり離婚して

C と再婚した。 

C がカレンと結婚したのは 47 歳の時だ。C の母親は「息子をひとりにしておく

わけにいかないでしょ」と結婚を認めた。しかし C との結婚生活は長く続かなか

った。「普通の暮らし」をしていては母国の家族に十分な送金ができないためだ。

カレンにとって子どもは将来の自分の生活を支えてくれる存在である。カレンが

一度目の離婚で学習したことは、外国人の母親が子どもの親権を得るのは難しい

ということだった。自分の在留資格を「定住者」に切り替えるためにも日本人の

子どもを養育している必要があった。カレンは子どもが小学校に入学する 2 カ月

ほど前に、スーパーに買い物に行くと言って家を出てそのままフィリピンに戻り、

子どもをおいて単身で帰国し C との離婚交渉に臨んだ。C の親族にはフィリピン

に行って子どもを探し出して、連れ帰れる者はいない。C はカレンの要求をのむ

ほかなかった。 

 

H のケース 

 H の妻・フックは年の離れた弟と 2 人きょうだい。2004 年に日本語学校に入学

するために来日し、大学を卒業すると同時に H と結婚した。来日後に父が病気で

亡くなり、フックは学費も生活費もアルバイトで稼ぎ出さなければならなくなっ

た。アルバイト先で知り合った H は公営施設の料理長をしている。フックには「結

婚するために留学したんじゃない」という思いが強い。H のプロポーズを受けた

のは在留資格の問題もあったからだ。卒業前に就職先が決まらなかったフックが

日本に留まるには、日本人の配偶者になるほかに選択肢がなかった。「バスに乗っ

て町を出る夢を見る」ほどの妻の孤独を H も理解しているつもりだが、いまは子

どものために辛抱してほしい。 

 H は妻の出産時には、長女の時も次女の時もベトナムから母親に介助に来ても

らい、妻が安心して出産できるようにできるだけのサポートをした。フックの母

が次女の出産で来日した時には、滞在中に iPad を購入して使い方を教え、ベトナ

ムですぐに使えるように設定して見送った。いまでは iPad を使って毎日ベトナム

の祖母と会話をするのが娘たちの日課になっている。H は 2 年に一度は家族そろ

って里帰りできるように「がんばって働かないと」という。フックも子どもたち

が保育園に行っている間に短時間のアルバイトを始めた。 
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5. まとめ 

 

「ムラの国際結婚」は、結婚するかしないかが個人の人生の選択肢へと移行す

る中で生じた現象であった。その後の結婚をめぐる状況はどうかといえば、より

悪化しているのではないだろうか。就職氷河期に社会に出た現在の 40 代には国

際結婚の選択も残されていない。たとえ国際結婚を望んだとしても、非正規雇用

者には外国人配偶者を迎えるために必要な在留資格認定証明書を得ることが困難

になっているからだ。最後に国際結婚家族第一世代の考察からから多文化社会に

向けた示唆をまとめたい。 

1 点目は多文化共生施策の射程に日本人配偶者を含めることである。国際結婚

家族の夫婦双方の世代間ギャップは日本人夫婦よりも一般的に大きくなる。マズ

ロー（1987）の欲求 5 段階説によれば、生きていくための生理的欲求や安全欲求

が満たされて、ようやく人は社会的欲求や尊厳欲求、自己実現について考えるこ

とができるようになる。夫たちの結婚に対する情緒的欲求や社会的承認欲求に比

べ、妻たちの結婚観はより現実的な生存戦略としての側面が強い。それらは葛藤

の原因になるが、「親や家族のため」という思いを共有していることに気づくこと

ができれば、「愛のようなもの」を育むきっかけに転換することができる。 

離婚に至ったケースをみると、カレンの場合は母国の家族への責任が重すぎた。

香月の場合は、結婚をより自由に生きるための手段だとする考えに歯止めがかか

らなくなったように見える。G は妻との溝が深まっていく過程で相談する人も組

織も見いだすことができなかった。G のケースは国際結婚者への支援というより

も、社会的孤立の問題として捉えるべきかもしれない。 

2 点目は四層目のトランスナショナルな親族ネットワークが世帯連合として機

能しつつあることだ。子ども世代についての言及は部分的になってしまったが、

子どもたちは外国籍の親の親族や同世代のいとこらとの交流を通じて越境感覚の

自由度を高めている。この可能性を阻害しているのが国籍法である。日本の国籍

法は出生により重国籍になった者に対して、22 歳までにいずれかの国籍を選択す

ることを求めている（第 14 条 1 項）。また日本国籍を取得（帰化）する際の原国

籍離脱要件（第 5 条 1 項 5 号）により結婚移住者の多くは外国籍のまま高齢期を

迎えている 10)。主要先進国の中で現在も「国籍唯一の原則」を掲げているのは日

本だけである 11)。 

3 点目は「顔の見える関係」にある地方・農村の強みである。コミュニティが

小さいがゆえに、一人ひとりを代替不能な存在として認識することができ、それ

が子どもたちの育ちを支えている。地方・農村の国際結婚は、土地への強いこだ

わりをもつ日本人男性と、よりよく生きるために越境もいとわない外国人女性の

組合せである。根を持つがゆえに遠くに飛ぶことができるハイブリッド性が、子

ども世代にどのような現れ方をしているのか。この点に関しては筆者の今後の課

題としたい。 

 

注 

1) 「人口動態調査」によると 1987 年から 2016 年までに生まれた国際結婚者の子ど

もは 592,210 人（父日本×母外国：349,162 人、母日本×父外国：243,058 人）であ

る。 

2) 90 年代前半の日本とアジアとの大きな経済格差の下で、よりよく生きたいと願う

若者にとっては出国のチャンスを得ることが第一で、出国形態が研修生か配偶者か

は仲介業者の判断による。女性で若い候補者に結婚の選択肢が与えられるのは中国

の場合は人材募集企業が研修生と配偶者の双方のリクルートを兼務していたから

である（武田 2011）。 

3) ①家内領域と公的領域の分離、②家族構成員相互の強い情緒的関係、③子ども中心

主義、④性別役割分業、⑤核家族などを特徴とする（落合 1994：103）。 

4) 新潟県の第一世代の青春期は、1972 年に田中角栄が内閣総理大臣に上り詰めてい

く時代と並走していた。地元の田中後援会である越山会で活躍していた者も多い。 

5) 調査対象の夫婦をベースにＴ型に、子ども、孫の構成を書き込み、年齢や居住地、

仕事、どれくらいの割合で帰ってくるかを記入していく。この作業を通じて、単純

な世帯や世帯人数の集計からは見えない他出子と集落で暮らす調査対象の夫婦の

つながりを浮かび上がらせる。世帯は別にしていても、日常的な往来がどれくらい

あるかによって「過疎集落」の様相はまったく別のものになる。 

6) 2018 年 8 月 30 日付西日本新聞朝刊。「連載 新移民時代『移民流入』 日本 4 位に 

15 年 39 万人、5 年で 12 万人増」。国際移住データベースは世界約 200 の出身国・

地域別に 1 年間の OECD 加盟 35 カ国への外国人移住者を集計したもの。 
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7) 保苅実（2004）の用語で、「わかりあえなさ」（共約不可能性）を前提にした上で、

対話を発展させようとするコミュニケーション技法のこと。 

8) これは宮台真司が日比国際結婚（日本人夫・フィリピン人妻）を描いた映画『愛し

のアイリーン』の評論で用いている表現である。映画は「『愛』なき結婚に起因す

る怒涛のトラブルが、『愛のようなもの』を生み出す事態を」描き、「『愛』よりも

『愛のようなもの』の方がはるかに濃密で、登場人物たちに命を懸けさせる」逆転

の面白さを評価している。この評価は筆者が第一世代の男性たちの聞き取りから

感じ取った印象とも共通している。矛盾は矛盾のままカッコに入れて、当事者たち

の 話 を 聞 く と こ ろ か ら 始 め る こ と を 筆 者 は こ の 調 査 か ら 学 ん だ 。

https://realsound.jp/movie/2018/09/post-253379.html（閲覧：2018 年 10 月 1 日） 

9) 天津出身の E の妻雪梅は、「私は友だちの友だちのおじいさんに頼んだ。おじいさ

んの奥さんは満洲のときの日本の軍隊の看護婦さん」。雪梅によれば、日本人と結

婚したいと思えば、2～3 人あいだに人を介せば日本人の結婚相手を紹介してもら

えるという。移民はその国の歴史に起因するとともにその結果でもある。 

10) 2018 年 3 月、スイス居住の男性ら 8 名が原告になり国籍法 11 条 1 項の違憲訴訟

を提訴した。複数国籍の容認については、政府が国会答弁で「国際的な動向」と「国

民的議論」の動向をみていくと繰り返してきた問題である。欧米ではヨーロッパ国

籍条約（1997 年批准）が出生と結婚により得た国籍を締約国は奪ってはならない

と定めたことにより、国際的動向では複数国籍容認国が大勢になった。 

11) 韓国では 2010 年に条件付きながら複数国籍を容認する国籍法改正を行ない（施

行 2011 年 1 月 1 日）、台湾では 2016 年末に、帰化する際の原国籍放棄規程を撤廃

する国籍法改正を行なった。 
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