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Ⅰ．はじめに

　ウイルスとイェオが指摘するように、移民研究にジェンダーの視点が導入されるようになったの

は、1980年代初め頃からである。それ以前はジェンダーに留意されることなく、すべての移民が同

じ経験をするものとされていた。ジェンダーの重要性が認識されて以降、男性中心の研究に代わっ

て、女性の移住に伴う経験に焦点を当てた研究が数多くされるようになった。そして女性に焦点

を当てることによって、労働市場や経済的領域に重点を置いた構造論的アプローチから、コミュニ

ティのジェンダー規範や世帯内のジェンダー関係を扱ったミクロな研究へと、研究の関心分野が拡

大していったことが指摘されている(Willis,K. & Yeoh,B.  2000:ⅵ)。また伊藤は、それまでおおむね

個人、国家、国際的な分業構造の三つの水準で進められてきた国際移動研究に対して、ジェンダー

の視点からの研究は、移動主体の性別に注目するということだけでなく、移動過程における世帯や
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家族の役割、より正確にはそのなかでのジェンダー秩序の作用に注目してきたと述べている（伊藤

1998：61）。

　本論は、イギリスにおける中国系女性移民が、移住の経験を経て世代を重なることによって、

ジェンダーがどのように再編されたかを明らかにすることを目的とする。特にイギリスの中国系移

民第二世代である20歳代から30歳代の女性７名へのインタビュー調査（表１　参照）によって得ら

れた資料を中心的に用いて、夫婦、親子、兄弟姉妹などの家族内人間関係の日常的せめぎ合いの中

でのジェンダーの再編を明らかにする。第一世代女性は、1970年代後半に主に香港からイギリスに

いる夫の元に結婚によって移住し、第二世代女性はイギリスで生まれ教育を受けている。本論では、

中国系女性移民が主に香港からイギリスへの移住に始まり、ホスト社会であるイギリスにおいて家

庭を作り生活していく日常生活の中で、ジェンダーがどのように再編されてきたのかをミクロな視

点から明らかにしたい。そして、第二世代女性へのインタビューによって得られた資料を中心的に

用いることによって、女性の従属か解放かという二者択一的視点(1)では見落とされてしまう、家族

内人間関係の日常的せめぎ合いの中で生み出されるジェンダー関係を第二世代女性の視点から捉え

たい。

　具体的には、第一にイギリスで育った第二世代女性が移民コミュニティにおけるジェンダー規範

とホスト社会のジェンダー規範の板ばさみになるという「二重のジェンダー規範」による葛藤や衝

突を経験したかどうかという視点から、親子関係や兄弟姉妹の関係の中で紡ぎだされるジェンダー

関係を明らかにする。第二に、第一世代女性と第二世代女性それぞれの夫との関係を検討する。そ

して、第三に、第二世代である娘が母親の人生を自分と比べてどのように捉えているのという視点

から検討する。以上三つの視点から、夫婦、親子、兄弟姉妹などの家族内の人間関係における日常

的せめぎ合いのなかでジェンダーがいかに紡ぎ出されているのかを明らかにする。

　なお、筆者は、イギリスのロンドンにおいて、1989年から1990年までの1年間の現地調査後、現在

に至るまで短期的調査を断続的に積み重ねてきた。特に本論は、2004年8月に行った第二世代女性へ

のインタビュー調査から得られた結果を中心に、それ以前の調査結果も踏まえて検討する。インタ

ビュー対象者である第二世代女性とは2004年の調査における一度限りの関わりではなく、付き合い

の一番長いインフォーマントとは、現在に至るまで約12年間もの付き合いがあり数回に渡るインタ

ビューをしている。例えば最初に会った時に大学生であった女性が結婚をしていたり、あるいは独

身で働いていた人が二人の子供の母親になっている。このような数年に渡る継続的調査によって、

10歳代後半から20歳代あるいは30歳代の第二世代女性の人生をプロセスとして捉えることが可能で

ある。本論では、第二世代女性の人生のプロセスを、彼女達の語る第一世代女性のそれに重ね合わ

せて、ジェンダーの世代間再編を検討したい。

　分析の手順としては、まず初めに次章では文献資料から、イギリスにおける中国系移民の移住の

推移を確認することによって、中国系女性の歴史的背景を明らかにする。次に第一世代女性と第二

世代女性のそれぞれの特徴を比較検討する。その上で、筆者による第二世代女性へのインタビュー

調査から得られた資料を用いて、ジェンダーの世代間再編を検討する。
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表１　インタビュー対象者の属性表

第二世代女性 年齢 職業 2004年時の
同居家族 兄弟の数 インタビュー年

A 26歳(1996年時） 服飾メーカー社員 なし（1996年時） 兄、弟、妹二人 　1996年

B 36歳（2004年時） 主婦 夫、子供二人 妹(C)、弟二人 1995年、1997年、
2004年

C 32歳（2004年時） 公務員 夫 姉(B)、弟二人
1993年、1995年、
1996年、1997年、

2003年、2004年

D 25歳（2004年時） 会社員 両親、妹、弟 妹、弟 1996年、1997年、
2003年、2004年

E 30歳（2004年時） 主婦 夫、子供一人 姉、弟、妹二人 1996年、1997年、
2003年、2004年

F 26歳（2004年時） 会計事務所社員 両親、弟 弟 1997年、2003年、
2004年

G 25歳（2004年時） 会社員 両親、妹、弟 姉、妹、弟 1997年、2003年、
2004年

Ⅱ．イギリスにおける中国系女性移民の歴史的背景(2)

　中国人がイギリスに移住するようになったのは、19世紀の半ば頃で、中国の南部（特に広東、福

建両地域）から、または後には香港の新界からやってきた農夫出身の船員であった。1834年に広

東での東インド会社の独占が終り、イギリスと中国との間でのアヘンやコカインの取引の競争が

増加したことによって、安く手軽に雇える労働力が必要になり、中国人が定期的に雇われた(Jones 

1979:397)。19世紀の終り頃には、ロンドン、リバプール、カーディフ等に小規模であるがドックの

近くに中国人によるコミュニティができた。ロンドンの場合、1851年には78人であった中国人人口は、

1911年には1,319人になった(Ng 1968:6)。

　初期の中国人によるコミュニティは男性だけにより構成され、中国人船員の多くは白人女性と結

婚した。しかし、イギリス人船員とは緊張関係にあり、しばしば暴動も起きていたので(3)、中国人

船員が白人女性との結婚によってイギリス社会に馴染んでいたとはいえない。

　第一次世界大戦後になると、船によるアヘンの取引も衰退し、移民制限政策(4)も影響し、中国人

コミュニティは拡大しなかった。この頃になると多くの中国人は、少ない資金で開業できる洗濯業

に従事するようになった。1920年代には、東ロンドンに約30軒の中国人による洗濯店が開店した。

1921年のロンドンにおける中国人の職業は、船員が23％に減少し、洗濯業に携わる者が27％に増加

している(Ng 1968:12)。

　第二次大戦以前にイギリスに移住した中国人は、人口も少なく、現在の中国系コミュニティの構

成員との繋がりはほとんどない。第二次大戦中から第二次大戦後になると、中国人人口は増加し続

け現在に至っている。1951年には約２万人であった中国系人口は、2001年センサスでは、約25万人
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である(Office for National Statistics,2001)(5)。戦前は中国大陸南部の出身者が多かったが、戦後は

イギリスの植民地であった香港の出身者が最も多くなり、次いでマレーシア、シンガポール出身の

中国系が多い(6)。香港出身者とシンガポールやマレーシア出身の中国系移民とは、同じ中国系とい

うカテゴリーで括られているが、その違いは大きい。前者は、主流は香港の新界の田舎出身の農夫

で教育水準は低く、多くの者が中国料理に関わる飲食業に携わっている。これに対して後者は、留

学生や医者や看護婦のような専門職に携わる者が主流で、留学や専門技術を磨く為にイギリスに来

て、一定期間滞在後帰国する者も多い。両者にはいわば階級の違いがあるといえる。本論のインタ

ビュー対象者は前者に属する人々である。

　このような戦後の中国人人口の増加の原因としては、大きく二つが考えられる。一つは、押し要

因として、1949年に中国が共産党に引き渡されたことによって、多くの中国人が共産圏を逃れて中

国との境界にある香港の新界に逃れたことによる新界の人口増加が引き金となったことである。新

界土着の広東語を話す「圍頭人」と新界土着の客家を話す「本地客家」が新しく流入した者によっ

てイギリスへ押し出されたのである(7)。

　もう一つは引き要因として、戦後イギリスには植民地や英連邦諸国からの移民の制限がほとんど

なく、1948年のイギリス国籍法のもと、香港市民はイギリスへの入国と居住の権利を持っていたこ

とが挙げられる。また、イギリスでは戦後景気がよく、イギリス人がよりよい食生活を求めるのと

マッチして中国料理がブームになり、その需要が高まったことも要因となっている。中国料理ブー

ムは、ロンドンに始まりイギリスのほとんどの小さな街にまで広がった。1945年から1970年の間に、

イギリスにおける中国料理店は、約100店から1,000店に増加した（Watson 1975:73）。

　1960年代半ばぐらいまでは、中国系移民のほとんどは男性だけで、妻や子供を伴っている人はほ

んの数人にすぎなかった。彼らは、同族組織のつてを頼ってイギリスへ移住しレストランのウェイ

ターやコックの職を得、寄宿舎に住んで、稼いだお金を故郷の家族に定期的に仕送りをしていた(8)。

この時期の女性達は、故郷で夫の仕送りによって親や子供の世話をして暮らしていたのである。

　イギリスにおける男性だけの中国系コミュニティに妻や子供が流入するようになるのは1960年代

後半になってからである(9)。その背景として、一つには、1960年代後半から、より安い手軽な中国

料理の持ち帰り店（テークアウェイ・ショップ）が現れて、家族の労働力が必要になったことであ

る。二つには、1960年代から次第に移民の制限が厳しくなり、遅くなりすぎない前に家族を呼び寄

せようとしたからである。初期に移住してきた単身男性は、故郷に帰ることを夢見ていたのに対し

て、妻や子供もイギリスに住むようになると、家族でイギリス社会に根をはって生きるように変化

してきた。男性が単身で渡英し、家族呼び寄せによって女性が60年代後半から70年代にかけて合流

するというパターンは、中国系移民に限らず、パキスタン、バングラディッシュやインドからイギ

リスに移住した南アジア系移民についても指摘されている（笠間　1993:111）。

　以上から60年代後半からの中国系コミュニティは、女性が増え、男性が多かったコミュニティの

男女比が次第に半々に近づいていった。第一世代女性は、当初は香港で生み育てた子供を伴って移

住していたが、70年代後半からはイギリスで子供を産み育てることが主流となった。本論のインタ
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ビュー対象者は、1970年代から1980年代にかけてイギリスで生まれている。また1980年代頃までは、

イギリスで子供が生まれると、小学校に上がる５歳頃まで香港に送り祖父母の元で育ててもらい、

再度イギリスの両親の元に戻すというな慣行があった。インタビュー対象者Bさんも、イギリスで生

まれ、５歳まで香港の祖父母に育てられた後、イギリスに再び送られてきている。しかしこのよう

な慣行は、1990年代以降はなくなっている。香港の祖父母をイギリスに呼び寄せるケースが増加し

ている。

Ⅲ．中国系女性の世代別特徴―第一世代女性と第二世代女性

　中国系第一世代女性の主流は、1970年代前半から中頃に、10歳代後半から20歳代前半でイギリス

に移住している。香港の出身者が主流であり、イギリスへ移住して30～ 40年になる。香港で結婚し

第一子出産後、先にイギリスに移住した夫に合流するために移住した者、先に単身イギリスに移住

していた夫が結婚のため香港に戻り、香港で結婚後、夫と一緒にイギリスに移住した者、結婚前に

父親に連れられてイギリスに移住し、イギリスで出会った夫と結婚をした者などがいる。

　共通していえるのは、第一世代女性の結婚相手は、同じ郷里の出身者かあるいは中国本土、シン

ガポール、マレーシアの中国系など、同じ中国系の男性であるということである。彼女達の学歴は、

香港で小学校か中学校を卒業している程度で低い。第一世代女性の夫も、学歴は低く、貧困のため

小学校も卒業していない者もいる。長い年月をイギリスで過ごしているが、英語能力は低く、イギ

リス人の友人はいなく、中国系の友人との付き合いしかない。日常言語として英語を使うことはな

く、広東語か客家語を使用している。地方都市シェフィールドにおける30歳代半ばから40歳代半ば

の中国系女性87名に対して社会的及び健康に関わるニーズについて質問紙調査をしたユーは、言語

的な障害や文化的ギャップから社会福祉や社会問題への理解を欠いていることを中国系女性の抱え

る問題として指摘している。そして中年の中国系女性の抱える問題は、老齢の中国系女性の直面す

る問題と同じであると述べている（Yu 　2000：17）。

　第一世代女性は、結婚前、香港では、縫製工場や小売店などで働いていた者が多い。香港あるい

はイギリスで結婚しイギリスに移住後は、２～５人の子どもを産み育てている。子育て中は、夫の

経営する中華料理レストランやテークアウェイ・ショップを手伝うか、家庭で縫製の内職や子守り

をして生計を助けていた。チャン＆チャンは、1991年のセンサスに基づいて、中国系移民の経済

活動可能な人口の内、男性においてはフルタイムで働く人口がパートで働く人口よりわずかに多

いのに対して、女性においてはフルタイムで働く人口の四倍がパートで働いていると指摘している

（Chan and Chan 1997：129）。 働いている第一世代女性の大部分がパート労働者であることがこの

数字に反映されていると考えられる。子育てがほぼ終了後の現在でも、夫の経営する中華料理レス

トランや中国料理のテークアウェイ・ショップを手伝っているか、子守りや家庭清掃の仕事に携わ

るか、あるいは現在は引退している者もいる。
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　第二世代女性は、イギリスで生まれ育ち、ほとんどが大学レベルの高等教育を受けている。最

新の2001年の統計では、GCSE(10)のエスニック集団別男女別成績は、中国系女子が第一位、中国

系男子が第二位、インド系女子が第三位、インド系男子が第四位、白人女子が第五位、バングラ

ディッシュ系女子が第六位、白人男子が第七位である(11)。さらに飲食業に集中している親とは違っ

て、様々な職種に進出し、ホワイトカラー層が多い。第四次政策研究所の調査に基づいて検討した

マーソンは、専門職や管理職に就いている経済活動の可能な中国系男性は46％であるのに対して白

人男性は30％、中国系女性は30％であるのに対して白人女性は16％であると指摘している（Mason  

2003:74-75）。男性も女性も中国系の方が白人よりも専門職や管理職に就いている割合が高いのは、

中国系第一世代ではなく、中国系第二世代が高学歴でこうした職種に進出していることを示してい

るといえる。中国系男子と中国系女子を比べれば、中国系女子の方が成績が良いにも拘らず、専門

職や管理職に就いている割合が低い。しかし、これは白人女性と白人男性にもいえることであり、

イギリス社会の雇用におけるジェンダーの非対称性を反映していると考えられる。

　第二世代女性は料理レストランやテークアウェイ・ショップで忙しく立ち働く両親の元で育って

いる。散住しているゆえに学校に多くの中国系の子供が集まるような状況はなく、多い学校でも一

校に40人程度である。イギリスの正規の学校に通いながら週末２時間の中国語の補習校で10年間ぐ

らい学んだ者が多いが、第一言語は英語である。母語である広東語か客家語は、親とのコミュニケー

ションができる程度で、補習校に通っていても読み書き能力は低い。幼い頃に親とコミュニケーショ

ン不足だった者は、母語での会話がほとんどできない者もいる。

　また親がレストランやテークアウェイ・ショップを自営している場合は、ほとんど全員が10才頃

から放課後や週末に親の仕事を手伝った経験を持っている。中国系の若者のアイデンティティ形成

について論じているパーカーは、中国系の若者の低賃金労働に支えられて、中国系第一世代の営む

家族経営の事業は生き残っていることを指摘している(Parker 1994:625 )。第二世代女性は、恋愛や

結婚の相手として、家庭的な背景の似ている中国系第二世代男性を選ぶ傾向がる。

Ⅵ．ジェンダーの世代間再編

　本論において中心的資料として用いるインタビュー対象者は、イギリス生まれイギリス育ちの20

歳代から30歳代の第二世代女性７名である。彼女達の母親である第一世代女性６名（７名の内２人

は姉妹である）は、46歳から58歳で、４名は香港の新界出身、１名は香港の九竜出身で、１名はマ

レーシア出身で、イギリスへ移住して30～ 40年になる（表２　参照）。以下、第二世代女性へのイ

ンタビュー調査から得られた資料に基づいて、１．「二重のジェンダー規範」、２．夫との関係、３．

娘からみた母親の人生、という三つの視点から、ジェンダーの世代間再編について検討したい。
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表２　インタビュー対象者の母親の属性表

母親 母親の年齢 母親の出身地 夫の出身地 母親の学歴 母親の職業（移民前） 母親の職業（移民後）

A’ 46歳（1996年時） マレーシア 香港の新界

B’ 58歳（2004年時） 香港の新界 香港の新界

B’ 同上 同上 同上

C’ 46歳（2004年時） 香港の新界 香港の新界

D’ 51歳（2004年時） 香港の新界 中国の上海

E’ 52歳（2004年時） 香港の新界 香港の新界

F’ 54歳2004年時） 香港の九竜 中国

同上 同上 同上

中学中退 なし 主婦

小学校卒 なし 縫製の内職

中学卒 縫製工場工員 縫製の内職,子守

中学卒 工員や店員 中国系コミュニティセン
ターの掃除婦や介護婦

？ ？
中国系コミュニティセン
ターの掃除婦や介護婦

高校卒 縫製工場工員 父親のテークアウェイ・
ショップの手伝い

１．「二重のジェンダー規範」

　イギリスの移民社会におけるジェンダー問題は、主にイスラム教徒の第二世代女性をめぐって論

じられてきたといえる。イギリスのイスラム系移民の最大のグループは、パキスタン、バングラデ

シュ、インドという南アジアの出自をもつ者である。パキスタン系女性について論じた笠間は、イ

スラム社会の父権制的社会構造における男女間の非対称的関係は否定できないとし、そこにおいて

女性は、家庭内領域に本領があるとされ、結果として母や妻という地位を通してのみ自己実現が

でき、社会的参加や個人として生きることへの選択肢が少ないことを指摘している（笠間　1993：

114）。そしてイギリスで生まれ育った第二世代の女性は、移住先社会の西欧的価値も内面化してい

るゆえに、こうした親の背景にあるイスラム的価値に基づくジェンダー規範が家庭教育によって押

し付けられることによって、葛藤や衝突を経験することが指摘されている。

　在日コリアン二世女性について論じた李は、こうした葛藤や衝突を「二重のジェンダー規範」と

いう相反する価値に板ばさみになることによるものと説明している。在日のように移住後の歴史が

長くなり、定住化の傾向が顕著になってきた移民マイノリティの場合、マイノリティ社会が維持し

てきた伝統的なジェンダー規範と、移住先社会において現時点で主導的となっているジェンダー規

範とが、一人の人間のなかにどちらも同じくらい確固として共存すると考えた方がいいとし、「二重

のジェンダー規範」という相反する価値に板ばさみになっている状況こそ、在日二世あるいは三世

の女性が置かれている困難な状況であると述べている（李　2005：303）。イギリスのイスラム系の

第二世代女性も、在日コリアン二世女性と同様に「二重のジェンダー規範」に板ばさみになり葛藤

や衝突を経験していると捉えることができる。

　本論で取り上げているイギリスの中国系女性については、イスラム系女性のようには社会的な関

心を集めてこなかった。筆者が調査でこれまで関わりをもった約30名の中国系第二世代女性の内、「二

重のジェンダー規範」の板ばさみになり世代間の激しい葛藤や衝突を経験していると捉えられる女
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性は２名（ＡさんとＢさん）である。この２名は、「二重のジェンダー規範」の板ばさみ的状況を、

特に10歳代後半における親との激しい葛藤として経験している。Ａさんは、特に父親に「女だから」

外出して遊んだりしてはいけなく家事を押し付けられたことに反発を感じたと以下のように語って

いる。

Ａ「兄弟の中で、私が最も父と言い争って、私は、気難しくて、頑固だけど、父も頑固で、両方と

もそうなので、磁石が反発するように反発した。父は、兄弟とも時々言い争っていたけど、男の子

は外出してもいいけど、女の子にはいけないと言った。女の子が外出して遊んでいるのを他の人に

みられたら、父は自分の面子がつぶれると思っていた。私が夜遅くまで外出したりするのを許さな

かった。この国で自分は育って、この国の人は皆そうしているし、私もその一員なのに、おまえは

女の子だからそんなことはしてはいけないと言われた。だから、私は欲求不満でいつも言い争って

いた。（中略）父が中国文化の伝統をもっているのはわかるけれども、子供達は違う国にいて、違う

文化の中で育っていることを理解しなくてはいけない。父のような考え方をしていては、うまくい

かない。」

　10歳代後半にこのような葛藤を経験したＡさんは、その後親元を離れて大学生活を送る過程で、

親によって押し付けられた「女だから」あるいは「中国人だから」という枷を抜け出し自らを見出

し、自信を回復している。その後自分に合った仕事もみつけることができたＡさんは、26歳のイン

タビュー時において、父親は今でも現在の自分を受け入れてくれないと語っていた。

　Ｂさんも10歳代後半に親、特に父親との葛藤を経験を以下のように語っている。

Ｂ「家にイギリス人の歌手のポスターを貼っただけでとても怒られて、（中略）父がとても厳しくて、

私は自由にさせてほしかったのだけれども、外出することを禁止されて、私は引っ込み思案になっ

ていた。（中略）私は両親とは親密ではない。なぜなら父は、家の支配者のようでとっても厳しかっ

たから。母はいつも父親に従っていて、私が母に何か言うと、母は父に話すのよ。だから、私は母

に何も言うことができない。私は、両親とは親密ではないから、親密になりたいと思う。でも彼ら

の厳しさがそうさせない。」

　以上の語りはBさんが28歳当時（1995年）独身でニットデザイナーとして働いている時に、10歳代

後半を振り返って語ったものである。Bさんは、「10歳代後半にこのまま両親のテークアウェイ・ショッ

プを手伝って自分の人生を終わってしまうのではなく、自分の人生を生きようと決意した。」と語っ

た。自分の好きな美術の勉強をしようと決めて、一所懸命に勉強をして大学に入ったという。Bさん

は28歳であった1995年当時、アイルランド系イギリス人のボーフレンドと同棲して４年が経ってい

た。筆者は、その後1997年10月と2004年８月にBさんにインタビューをした。2004年８月のインタ

ビュー時には37歳になったBさんは、以前同棲していたボーイフレンドと結婚していた。妊娠８ヶ月
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の時に仕事をやめ、６歳と３歳の子どもを育てながら専業主婦をしていた。父親は中国系以外の男

性と結婚することに猛反対して、結婚前に妊娠を告げに実家に帰ったBさんと激しくけんかをした。

結婚式には母親は列席してくれたが、父親は列席してくれなかった。その後両親はBさんに子どもが

生まれても、2年間会いにくることはなかった。でもBさんは、「今では父親は自分達を受け入れよう

としてくれていて、状況は随分良くなった。」と語った。現在は２ヶ月に１回くらいは子どもを連れ

て実家を訪れている。筆者が断続的にインタビューをしてきたBさんのこの10年間は、両親との葛藤

を乗り越えて自分の人生を切り開いてきた軌跡であるといえる。

　筆者のインタビューした事例の内、AさんとBさん以外は「二重のジェンダー規範」に板ばさみに

なって葛藤や衝突を経験したという女性はいない。例えばBさんの妹Cさんは、同じ両親の元で育ち

ながら、姉のように両親と衝突することなく、現在は中国系第二世代の男性と結婚している。産褥

期に両親との関係が悪く、母親の援助を得られなかったBさんを助けたのは、妹のCさんであった。

　イギリスの中国系の若者を対象にしてテークアウェイ・ショップという家族労働の手伝いに焦点

を当てて、兄弟間の家族労働への参加の違いが兄弟間の文化的アイデンティティに違いを生み出す

ことを分析したソンの研究は示唆的である(Song  1997)(12)。家族の結束の強さは、多くの移民家族

の研究で指摘されてきたが、家族経営のビジネスで生計を立てている家族は、特にその結束が重要

となる。イギリスの中国系第二世代の場合、家族経営のテークアウェイ・ショップで親を手伝って

10歳頃から働いた経験を持つ者が多い。ソンは、他の兄弟に比べてテークアウェイ・ショップであ

まり働かない者は、家族内で「悪い」評判を得、逆によく働く者は「良い」評判を得、そうした評

価は、家族内に浸透し兄弟間の文化的アイデンティティ形成に違いをもたらすことを指摘している。

「悪い」評判を得たものは、親との葛藤を経験し、家族よりも個人に価値を置いているとして、家族

内では「だんだんイギリス人になっていく」とみなされる。逆に「良い」評判を得たものは、親と

の葛藤は少なく、家族志向でより「中国人」であるとみなされると述べている（Song  1997:351）。

　BさんとCさんの姉妹もテークアウェイ・ショップで働いた経験を持つ。Bさんはソンの指摘する

ようなテークアウェイ・ショップで働かないことによって「悪い」評判を得ているわけではないが、

両親にBさんは「悪い子」で、Cさんは「良い子」とみなされてきたことを以下のように語っている。

B「Cは両親のお気に入りで、いつも両親を喜ばせて、「良い子」で期待通りの娘。でも私は両親の

目にはそうは映らない。それは私が10歳代の頃、イギリス人的な考えを持っていたからだと思う。

私は外出したかったんだけど、両親は学校から帰ると宿題をしてテレビを見るという生活を強いた

から、誰も友達ができなくて悲しかった。私はこのままでは人生終わってはいけないと思い、外に

出なくてはと思った。学校が終わったら自分の人生を生きようと思ったけど、妹にはそういうこと

はなかったと思う。」

　以上のように同じ両親の元で育った姉妹でも親との葛藤の経験には違いがある。それがなぜなの
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かは、一つの要因によるものではなく、ソンも指摘するように同じ家庭環境で育ってもそれぞれが

エージェンシー (13)として人間関係の網の目の中で日常生活を送っているからであり、様々な要因が

絡み合っていると考えられる。ここではその要因の分析は避けるが、いずれにしろ、中国系第二世

代女性が「二重のジェンダー規範」による葛藤や衝突を経験したかどうかは、姉妹間においても違

いがあり、一括りに論ずることはできないことが指摘できる。

　以下、「二重のジェンダー規範」が亀裂を生む局面として、家族内における男子と女子に対する親

の態度の違い、特に女子が高等教育を受けることに対する親の考え方、そして娘の結婚相手に対す

る親の考え方を取り上げて検討する。

　パーカーは、イギリスの若い中国系女性の調査に基づいて、彼女達は家族労働によって束縛され

てきたと感じていることを指摘している（Parker　1994 :625）。パーカーは、中国系の家族は、伝統

的に娘の教育よりも息子の教育の方により価値を置いてきたが、特に香港では現在変化していると

言われているものの、自らの中国系女性の調査からは男子よりも女子の方が家族労働による束縛を

感じてきたことが指摘できると述べている（Parker　1994 :625）。パーカーの調査対象者の一人の中

国系女性は、人手が足りなくて家族労働が必要になった時、まず手伝わされるのは女性である自分

であって、兄や弟の方がずっと自由であったと述べている（Parker 1994 :625）。筆者のインタビュー

対象者は、一般的には、両親は男子の方に女子よりも勉強をして資格を取ることを望み、女子には

職に就くことよりも結婚することを望むという傾向があると語った。しかし、実際には「女だから」

という理由によって、教育の機会を奪われた事例は少ないといえる。娘が高い学歴を身に就けるこ

とは、中国系の親にとって、「面子」に関わる自慢でもあった。筆者がインタビューをした博士課程

に在籍する第二世代女性は、両親は自分が博士課程で学んでいることによって「面子」が保たれて

いると考えていると語った。前述したように、GCSEの成績は中国系女子が第一位である。実際に

筆者のインタビューをした第二世代女性は、皆大学を卒業しホワイトカラーの職に就いていた。特

に娘しか持たない両親は、自分に学歴がないので、娘に対しても勉強をして学歴をつけて良い職に

就くことに対しては肯定的であった。Dさんは二人姉妹であるが、以下のように語っている。

D「両親は、テークアウェイ・ショップで暇なく一年中働いて、自分達が犠牲になることによって、

子供達は一生懸命に勉強しさえすれば良い職に就けて未来が開けると考えて、子ども（二人姉妹）

に夢を託していた。」

　

　パーカーの指摘するように、幼い頃より家族労働を強いられて束縛を感じてはいても、筆者のイ

ンタビュー対象者である第二世代女性は、「女だから」という枷によって、イギリス社会で教育を受

けて自分のやりたい仕事に就くという個人としての自己実現の道を妨げられてはいないといえる。

イギリスの南アジア系女性について論じたブラーも、多くの南アジア系の親は、娘達が高等教育を

受けることに対して、とても熱心であると指摘している（Brah　1992 :74）。

　では、大学を卒業し就職後、自らも結婚をして親となった第二世代女性は、子供に対して親世代
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と同じような期待をしているのであろうか。例えば、既に結婚をして３歳の息子がいるEさんの場

合、自分の両親は男子でも女子でも一生懸命に勉強をして良い仕事に就くように子供に夢を託した

が、自分は息子に対してはそのような考え方はしていないと以下のように語った。

E「私は、両親が自分達に望んだようには、息子が一生懸命に勉強をして学歴をつけて良い仕事に

就くことを望まない。私は学歴がそれ程重要だとは思わない。経験の方が大切で価値があると思う。

両親は学歴の方が大切だと思っているけど、私は逆だと思う。」

　以上のEさんの語りは、学歴のない第一世代女性は息子でも娘でも子供に学歴による社会的上昇を

望んだが、学歴をつけた第二世代女性は子供に学歴ではなく経験の方が重要であると考えているこ

とを示している。第二世代女性は、自らが親となったとき、子供に期待するものが第一世代とは変

化していることが指摘できる。

　第二世代女性の結婚相手に関しては、英語能力の低い第一世代は、言葉の通じる中国系男性を望

む傾向はある。また南アジア系女性について論じたブラーは、多くの南アジア系の若者は親によっ

てアレンジされたお見合い結婚を望んでいると指摘している(Brah 199 :72)。しかし、中国系女性の

場合、筆者の管見する限り親によってアレンジされたお見合い結婚の慣行はなく、自分達で相手を

探している。中国系第二世代の若者は、恋愛や結婚相手として同じ民族的背景をもち家庭環境の似

ている同じ中国系第二世代を選ぶ傾向があることは指摘できる(14)。中国系第二世代によるインター

ネットのサイトがあり、年に何回も出会いのためのパーティーが催されている(15)。

　Gさんは母親の娘の結婚相手についての考え方について以下にように語っている。

G「母は私が中国人と結婚することにはこだわっていない。父は中国人と結婚することを望んでい

るかな。母は、インド系でも、ブラックでも、イギリス人でもだれでもいいと思っている。私が学

生時代から、友人として私に誠実に接して本当のことを言う人なら、どんな人種でもOKだと言って

いた。ただ、『結婚前の子供はだめ』とはいつも言っているけど。」

　Bさんのように中国系以外の男性と結婚する例もある。しかしBさんのようにそれによって親子関

係が断絶してしまう例は珍しく、中国系以外の男性も親が娘の配偶者として受け入れていくことが

多いといえる。例えばDさんは以下のように語っている。

D「私が幸せであれば、母は私が誰と結婚してもいいと思っている。今の私のボーイフレンドは中

国系だけど、妹のボーイフレンドはイギリス人。妹のことを母はとても心配していた。もう４年前

から付き合っていて、妹が若すぎたこともあって。叔母が母に、妹のボーイフレンドに直接会った

方が娘とけんかしなくてもいいと言ってくれて。実際会ったら、母は妹のボーイフレンドをとても

好きになった。」
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　また，筆者の知る多くの事例において、特に娘の夜の外出や結婚相手の選択に対して、父親より

も母親の方が理解を示していることが指摘できる。そして、母親が自分の夫を「この国で子供が育っ

ているという事情を理解しないがんこ者」だといっている場面に筆者はしばしば遭遇した。

　以上から、中国系第二世代女性は、「二重のジェンダー規範」の板ばさみになり葛藤や衝突を経験

しているというよりは、彼女達の多くは、「女だから」という枷にそれ程拘束されることなく、イギ

リス社会で高等教育を手段として個人として自己実現する道を探っているといえる。その背景には、

言葉のわからない移住先で重労働を余儀なくされた第一世代が、自分の果たせなかった夢を子ども

達に託し、息子だけではなく娘にも職を持って社会的上昇を果たしてほしいという願望があるので

ある。

２．夫との関係

　次に、夫との関係という視点からジェンダーの変化を検討したい。

　アイルランド系イギリス人と結婚をしているBさんは、自分と夫との関係を両親の関係と比べて以

下のように語っている。

B「母は決して幸せではなく、夫のいうことを聞かなくてはいけなくて、いつも父親に従っていて自

分で決定しない。私は母のように我慢強くない。自分達夫婦は、より平等な関係で、特に子育てに

関しては私が決定権を持っている。なぜなら、私は５人兄弟の一番上で、両親はいつもテークアウェ

イ・ショップで働いていたから、私に妹や弟の面倒をみる責任があった。だから私はいつもリーダー

だった。夫は私がリーダーでないのを望むけど、私はやっぱりだめ。」

　以上のBさんの語りは、母親は父親の決定にいつも従っていて、自分で決定をしないのに対して、

自分達夫婦は妻にも決定権があり、より平等な関係であることを示している。Dさんも両親の関係

をBさんの語りと同じように以下のように語っている。

D「母は、自分で何も決定したことがない。若いときは、彼女の父がすべてを決定し、彼女の父の

元で働き、お金をもらっていた。私の父と結婚してからは、父がすべてを決定した。母は、今まで

自分自身で決定したことがない。だから私は、彼女はとても閉鎖的で、現実の世界がどのように動

いているのか何も知らないと思う。」

　しかし、第一世代女性が皆夫に従って、自己決定をしてこなかったわけではない。Fさんは、家族

の中で父親よりも母親の方が力を持っていて、父親は働いて家にいないので、家庭のことはすべて

母親が決めてきたという。またGさんも、母は支配的なパーソナリティの持ち主で、家庭での決定

権は母が持っていたという。



中国系女性移民にみるジェンダーの再編―イギリスの事例から― ／山本須美子

185

　逆の例もある。香港出身の男性と結婚をしているEさんの場合、自分達夫婦の方が両親の関係に比

べて、夫が支配的であると以下のように語った。

E「父の方が母に任せるところもあるけど、夫はとても伝統的な考え方で、男だからと家計を含めて

すべてを握って仕切ろうとする。夫は古臭い考えで、私はそうではなくモダンだから、少しずつ夫

を変えようとしている。」

　以上から、中国系女性の夫との関係は、世代を重ねることによって変化してきたというよりも、

各個人のパーソナリティが影響しているといえる。

３．娘からみた母親の人生

　ここでは、イギリスで生まれ育った娘が、母親の人生をどのようにみているのかという視点から

検討したい。

　第二世代女性は、共通して、母親の人生と自分の人生は全く違うと述べている。

F「母の人生とは本当に違う。母は小さい頃は農業をして工場で働いていて、まさに労働者であり、

労働者階級で、とても貧しかった。今でも母はきちんとした仕事に就いていない。よその家に掃除

に行ったりとかして低賃金の仕事しかない。私はここで育ってここで教育を受けて大学に行って、

専門職に就いている。でも、母は、家族を作り子供を育てよくやってきたと思う。私も弟も大学を

卒業し働いている。農家の出身で外国に来て家族を養って大変だったと思うけど、その面では彼女

はとても成功したと思う。与えられた環境の中でがんばって生きてきたと思う。」

　以上のFさんの語りは自分の人生と母親の人生を違うとはしながら、母親が主婦として家族のため

にがんばってきたという面においては成功していることを評価している。しかし、Bさんは以下のよ

うに母親の人生を否定的に語っている。

B「母には人生なんてなかったと思う。仕事もなかった。母は父にとても依存し、全く自立していな

い。もし父が母のことを見放したら、母は生きていけない。母は友人とも付き合いはないし、いつ

も家にいて自立していない。私は母のようにはなりたくない。私は自立したい。」

　妹のCさんもBさんと同じように母親の人生を語っている。

C「母は大変な人生を送ってきた。18歳で結婚をしてすぐにロンドンに来て、家族で営んでいたテー

クアウェイ・ショップで働く以外、何も仕事をしていない。私は、もっと自由で自立している。な

ぜなら大学に行って、色々なところを旅したし、友人もいるし。」
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　Dさんも母親は友人もいなく色々なことを知らなく自立していないのに対して、自分はもっと自

立していると語った。またGさんは、母親はお金がなくていつもお金のことを考えてとても大変だっ

たと思うから、自分はいつもお金のことを考えていなくてもいい人生を送りたいと語った。

　以上の語りから、イギリス社会で高い教育を受け、職を持ち、それによって自己実現しようとし

ている第二世代女性は、家庭内で主婦としてしか生きてこなかった母親の人生を、大変であり、自

立していなく、自分とは違うとして、女性としてのモデルとは捉えていないということができる。

　しかし、職を持った第二世代女性もまた結婚をして子育てをすることになる。ほとんどの場合、

中国系第二世代女性は、子育てを自分の母親に手伝ってもらって仕事を続けている。ベビーシッター

を雇うのは料金が高いので、母親を頼っている。それゆえ、第三世代である子ども達は、幼い頃は

祖母に面倒をみてもらう例が多い。第二世代女性は、それを「中国式子育て」と語る。第三世代は

祖母に幼い頃育てられることによって、広東語や客家語を話せるようになっている。

　現在子育て中のEさんは、母親に子供の面倒をみてもらって夫のテークアウェイ・ショップで一緒

に働いている。Eさんの母親は、Eさんの姉二人の子供の面倒もみているので、現在合計８人の孫の

面倒をみている。Eさんは母親について以下のように語っている。

E「母は、まさに主婦であった。他の人と交わろうとしないで、向上心がない。私は今は主婦だけど

も。これからも色々なことを学びたいと思っているし、外の世界にも関心がある。母は子供のこと

を心配して、いつも自分の思うように強いてくるけど、私は子供をもっと自由にさせている。そし

て私はまだ自分のキャリアを諦めたわけではない。」

　Eさんは独身の時は建築士として働いていたが、結婚後は夫のテークアウェイ・ショップを手伝い

子育てしながら、自分の社会的参加を諦めない道を探っている。

　またBさんのように親との関係がうまくいかない場合は、母親に子育てを任せることもできず、子

供が幼い内は専業主婦になり子供の面倒をみている。Bさんの場合、夫もアイルランド系イギリス人

であるため家庭内では英語で会話し、祖父母との交流がほとんどないので、子供は広東語を全くで

きない。第一世代と第二世代の母娘関係が、第三世代の子育てのあり方に反映し、世代間のマイノ

リティ文化の伝達に影響を及ぼしていることが指摘できる。

　以上から、娘からみた母親の人生は、主婦として家庭内領域に閉じ込められてきたと捉えられて

いるのに対して、娘自身は高等教育を受け仕事を持ち、公的領域においても自己実現をしたいと考

えているといえる。しかし、自らも出産し子育てに携わらなくてはいけなくなった時、娘は子育て

を母親に頼っているという事実は、ジェンダーに関わる問題の複雑さを示している。主婦として家

庭内領域に閉じ込められてきた母だからこそ、孫の面倒をみてくれるのである。第二世代女性は、

子育てをしながら仕事をする女性の直面する問題を、夫や社会にではなく、女性のモデルとは考え

られないとしている母を頼って解決しようとしているのである。

　中国系移民女性が香港からイギリスへの移住に始まり、ホスト社会において家庭を形成しイギリ
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ス社会で生活していく過程でのジェンダーの再編は、ホスト社会の教育を通して女性が家庭内領域

から公的領域における存在へと移行したことに顕著に表れている。世代間にみる女性としての生き

方の違いは、移住という経験をしない家族にも見出すことができる。しかし、イギリスの中国系移

民女性にみられるジェンダーの再編は、移住先であるイギリス社会に移民家族が適応しようとした

ことによって、より鮮明に世代間による違いを生み出したといえるのである。

Ⅴ．おわりに

　本論は、イギリスの中国系第二世代女性へのインタビュー調査に基づいて、中国系移民女性にみ

られるジェンダーの再編について検討した。第一世代女性は主婦として息子と娘両方に夢を託しな

がら働き、娘はイギリス社会の教育を社会的上昇の手段として職を得て、公的領域においても個人

として自己実現の道を探っている。今後、イギリスで生まれ育った第二世代女性が結婚をして子供

を育てていく過程において、母の人生への捉え方がどのように変化し、また自らも親として子供に

どのような教育をしていくのか、第三世代も視野に入れた世代的な変遷におけるジェンダーの再編

を注意深く見続けていきたい。

附記：本論は文部科学省科学研究費補助金基盤研究(c)(2)(課題番号17530622)研究課題「EUにおけ

る中国系第二世代の学校適応に関する教育人類学的研究」（研究代表者：山本須美子）の研究

成果である。

【注】

(1)伊藤は、ジェンダーの視点を導入する研究は、多かれ少なかれ女性の従属(subordination of women)との関連
で国際移動を考察してきたのであり、国際移動は女性により大きな自由と解放をもたらすのか、それとも従
属を深化させるのか、という女性解放運動の関心と密接に結びついてきたことを指摘している（伊藤　1998：
61-2）。伊藤の指摘通り、移民女性を扱った研究は、女性による社会運動を取り上げて論じているものも多い。
例えばイギリスのマンチェスターのパキスタン系女性についての笠間（笠間　1993）の研究は、第二世代女性
の参加する反原理主義運動を、またフランスのマグレブ系女性についての伊藤の研究（伊藤　1998）は、第二
世代女性による結社活動の組織化や社会運動の組織化について触れている。しかし、本論で対象とするイギリ
スの中国系女性にはこうした社会運動は活性化していない。

(2)本章の記述は、主にTaylor 1984:30-48と、Jones 1979:55-61の両文献に依拠している。
(3)その一つが、1911年にカーディフで起きた船員ストライキ事件である。
(4)1911年に始まり、1914年には戦時立法の形で外国人制限法が制定される。1919年には1914年法が改正されて、
平時にまで制限が拡大された。

(5) 非白人人口は、全人口の7.9％で、中国系は247,403人で、全人口の0.4％、非白人人口の5.3％を占めている
(Office for National Statistics,2001)。

(6)1990年代から、特に中国本土出身者の流入が増加している（Chan and Chan 1997:126, Figure 2）。
(7)イギリスでの就労のために香港の新界の住人に発行された旅券数は、1960～ 61年には、1,275人分、1961～

62年には2,270人分、1962～ 63年には1,138人分、1963～ 64年には775人分、1964～ 65年には591人分である
（Watson, J.L. 1975, p74 ,Table 6）。
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(8)ワトソンは、1969年から1970年の16ヶ月に及ぶ香港新界の新田（San  Tin）村の調査によって、この村出身
の移民が移民前より宗族組織に頼るようになったと指摘している(Watson 1974、1975)。彼らは、移住に際し
ての渡航費用や手続きを宗族の成員に頼り、宗族の結びつきを利用してイギリスで職を見つけ、同じ宗族の成
員のいるレストランで働いていた。彼らは故郷に帰ることだけを夢見て、イギリス社会にあまり同化すること
もなかった。また、彼らは、外国にいながら故郷の村での自分達の存在を確認するために、多額のお金を故郷
に投資した。ワトソンは、移民がその故郷に近代的な変化をもたらすという通説を否定して、定期的な仕送り
は、逆に伝統的価値を保持させ、強化する役割を果たしていると述べている（Watson 1977:350）。

(9)1970年代に香港からイギリスに移住し住民権を得た人数は、最もピークであった1974年においては2000人。そ
の内、男性は434人（22％）、女性は686人（34％）、子供は880人（44％）であった。(Commission for Racial 
Equality,1978, Ethnic Minorities in Britain: Statistical Background, London: CRE. pp 24-25, Table 25(a)).

(10) G.C.S.E.とは、the General Certificate of Secondary Educationの略であり、1988年夏から全国で実施され
ている公的試験である。通常、中等教育５年修了後に行われる。AからGまでのグレードがあり、グレードA
からCまでは高等教育を受ける資格がある。

(11) 2002年のGCSE（the General Certificate of Secondary Education）において、中国系の生徒がエスニッ
ク集団の中で最も成績が良いことが指摘されている。中国系女子の77％、中国系男子の71％が、GCSEの
A～ Cグレイドを５つ以上取得している（Office for National Statistics, April 2001,Census 2001,Pupils 
achieving 5 or more A-C at GCSE :by sex and ethnic group,2002,England）。

(12)筆者も教育人類学的視点から、中国系第二世代の若者の文化的アイデンティティ形成について現地調査に基
づいてまとめた（山本　2002）

(13)「エージェンシー」いう概念は、構造の優位性に対して、人間が世界に働きかける行為の自発性、変革性、
創造性の側面を指すために用いられるようになった概念である（田辺  1999：65）。しかし、これは、構造
から完全に自由である、自由主義的、主意主義的な個人の主体性を強調するものではないし、またアルチュ
セールやフーコーによって指摘されているような主体（subject）の確立を、権力構造に対する従属を伴うも
のとして捉えるものでもない。エージェンシーという概念は、他とのコミュニケーション能力を強調し、個
人が具体的な人との繋がりの中で他と交渉しながら行為をなしていくなかで、他との関係性をいかに構築
し、変容させていくのかという点に光を当てている点に特徴がある。そして、このようなエージェンシーと
いう概念は、構造から完全に自由でもないし、完全に支配されているのでもないものとして個を捉え、その
個が他と交渉するなかで、その行為の戦略性や自発性や創造性によって自己の置かれた関係性を組み替えて
新たな共同性を生み出す力を捉えることができるのである。（田辺　1999：65）。

(14)中国系第二世代同士の恋愛や結婚が多い傾向については、別稿で論じた（山本　2005）。
(15) これらのサイトは、大学の中国系第二世代によるサークル出身者が中心となって、数年前から作られ始め
た。いくつかサイトはあるが、代表的なものは以下のサイトである。

　　British Chinese Society(http://www.britishchinese.org.uk/)
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【Abstract】

The Reorganization of Gender Relations of Chinese 
Immigrant Women in Britian

Sumiko YAMAMOTO

   The purpose of this study is to examine the reorganization of gender relations in 
the generational changing process of Chinese immigrant women in Britain. Based on 
fieldwork conducted in London which focuses on interviews with 7 Chinese second 
generation women in their twenties and thirties, this study clarify the reorganization 
of gender relations in ordinary negotiations of family members such as parent and 
child, brother and sister , and husband and wife.
   To sum up, second generation women don’t feel conflict because of ‘double gender 
norms’ and they pursue their own carriers as an individual in Britain without a 
restriction of ‘being female’. And they conceive their mother’s life as being restricted 
within domestic domain and not independent. The reorganization of gender relations  
can be pointed out remarkably in women’s transition from domestic domain to public 
domain through their experience of education in the host society.
 
 




