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世界を飛び回るグローバル・エリートがいる一方で、

とりわけグローバル化以降の国際移民は次のように

命がけで国境を越えようとする者もいるように、出生

特徴づけられるだろう。第1に、全般的な増加傾向で

国以外の国に居住する国際移民には様々な人々が含ま

ある。第2に、移動の方向性の多様化である。移民は

れる。長期間滞在する低技能移民と、対照的に期間限

貧しい「南」の開発途上国から豊かな「北」の先進国

定の高技能移民、正規に入国したものの査証の有効期

へ移動すると考えられがちだ。しかし実際には、2015

限を超えて滞在する非正規移民、そして難民や亡命希

年の国際移民のうち37％が「南南」の移動であり、「南

望者も含む強制移民、家族の呼び寄せによる家族移民、

北」の移民比率35％を上回った。同年、「北北」の先

さらには一定期間海外に居住した後に出身国に戻る帰

進国間の移民は23％、「北南」の移民も6％あった（参

還移民など、実に多様な形態で人は移動している。

考文献①）。さらに特徴の第3に、移民の女性化が挙げ
られる。そして第4に、これらの特徴の基底となって

●地域再編と人の流れ

いるグローバル化の影響がある。

まず、過去半世紀あまりの国際移民の動向を振り
返ってみよう。1973年のオイルショック以降の景気後

●移民の女性化が意味するもの

退と労働移民の大量雇用の打ち切りを反映すれば国際

―介護・家事労働の市場化―

移民は減少しそうなものだが、実際には増加した。国

近年の国際移民の特徴の1つである移民の女性化に

連経済社会局人口部（UNDESA）によれば、国際的

ついてアジアを事例に見てみよう。アジア地域全体で

な移民人口（ストック）は1980年に1億200万人（世界

みると地域内に送出国と受入国が混在するため、2015

人口比2.3％）
、2000年に1億7300万人（同2.8％）、2015

年の女性移民比率は42％と均されてしまうが、代表的

年に2億4400万人（同3.3％）と増加している（参考文

な受入地域である香港では60.5％に上る。さらに香港

献①）
。こうした国際移民には東西冷戦終結後に頻発

の女性移民の内訳を年齢集団別にみると1990年時点で

した紛争による難民も含まれるが、以下、本稿では、

は25～29歳の女性率が最も高く53.0％であったが、

労働移民を中心に扱う 。

2015年には年齢集団が30～34歳に移り、その比率は

⑴

国際移民が増加した背景には、雇用を失った労働移

75.9％にまで増加している（参考文献②）。

民が帰国するのではなく、家族を呼び寄せる再統合や

現代の女性移民は、しばしば受入国社会の少子高齢

連鎖移住があった。また、東西冷戦後の地域再編によっ

化や女性の「社会進出」によって不足しがちな介護福

て旧ソ連圏の国々がEUに加盟し、東欧から西欧への

祉分野および家事代行サービスなどの労働を担ってい

移民も増加した。さらに、グローバル化にともなって

る（参考文献③）。移民の女性化と介護・家事労働へ

米国が1990年代に新たに技能移民を受け入れた。この

の集中の傾向は日本にも当てはまる。1990年時点、バ

ような多面的な変化を受け、2015年時点では移民を抱

ブル末期の日本では興行ビザで入国する20～24歳の年

える国の上位5カ国およびその規模は、アメリカ合衆

齢集団が最多で50.6％であった。しかし2008年・09年

国（4660万人）
、
ドイツ（1200万人）、ロシア連邦（1160

には日本でのインドネシア、フィリピンからの看護

万人）、サウジアラビア（1020万人）
、イギリス（850

師・介護福祉士候補者の受入れを挟んで、2015年時点

万人）となっている。

で女性比率が高いのは44～49歳の年齢集団に移り、そ
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の比率は62.9％に増加している（参考文献②）。
人材が不足する医療・介護労働をめぐる国際移動は

《注》
⑴ UNDESAは各国の国勢調査、住民票などから国際

アジアに限らず世界中で起きている。インドからアメ

移 民 を 集 計 し、 そ の 統 計 は 難 民 も 含 む。 な お、

リカへ、あるいは英語圏アフリカ諸国からイギリスへ

UNHCRによれば2016年には難民や亡命希望者、飢

の「南北」移動が生じ、その穴埋めをすべくアフリカ

餓や自然災害からの避難者を含む6550万人が移住

内部での「南南」移動が発生した（参考文献④）。こ

を強いられた強制移民となった。そのうち、2250

うした移民が受入国の政策の変化に翻弄される一方で、

万人が難民であり、2011年から65％増加している。

その移動性を最大限に活用して社会的上昇を遂げる主
体が女性化していることも確かだ（参考文献⑤）。
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