
 
  
以下は Simposio internacional "Mujeres por la igualdad, la liberación y el empoderamiento en 

México y Japón, 1888-2018"（メキシコと日本における女性の平等、解放、エンパワメントへ向けた

国際会議）2018年 11月 21-23日に El Colegio de Mexicoで行われたシンポジウムに参加した井

上輝子、上野千鶴子、田中道子の鼎談である。 

 

上野：2018年11月21-23日の3日間にわたって、日墨友好130周年を記念して、メキシコ大

学院大学（El Colegio de Mexico以下コレヒオと略称）のアジアアフリカ研究センタ

ーと社会学研究センターとの主催で国際会議が開催されました。メキシコは日本と友

好的な国で、欧米諸国との不平等条約を最初に解消した相手国がメキシコ、その1988

年からちょうど130年経ったということです。開会式には日本大使も来られました

し、メキシコ側ではコレヒオのみならずメキシコ自治大学UNAMなど、多くの大学関係

者や研究者のバックアップで実現しました。この会議を組織したのが、コレヒオの日

本学科教授、田中道子さんです。その会議に日本から招待を受けたのが、井上輝子さ

んと上野千鶴子の二人でした。井上さんは？年に、上野は1995年に、コレヒオで客員

教授として教えた経験があります。ふたりにとっては、今回のメキシコ訪問はノスタ

ルジックツアーの側面がありました。 

 今日は24日、3日間にわたる濃密な会議が終わったところで、それに参加した日本

側の参加者として、井上さんと上野に加えて、会議全体のオーガナイザーである。 

コレヒオの日本研究科教授を長年やってこられた田中道子さんを迎えて、3人で鼎談

をしようということになりました。 

まず最初に田中さんの方からオーガナイザーとしてこの会議で何を意図したのか、３

日間の会議を終了して、どんな成果が得られたかについて、話していただければと思

います。 

 



田中：はい。 

そもそもこの会議の前に、もうひとつ別のプロジェクトがありまして、それは日本の

フェミニズムの歴史資料集をスペイン語訳で刊行するというものでした。当初から井

上さんと上野さんには相談に載っていただいて、今回もおふたりに解説を書いていた

だいています。明治以来150年間の日本の女性解放の行動と思想の資料集を編んで、

スペイン語版を刊行したら、記念に国際会議をやりたいと想っていましたが、想った

より時間がかかって、この会議に間に合いませんでした。この会議では、その翻訳プ

ロジェクトに参加してる人たちと、日本研究を長年やってるけれども女性の視点から

はまだこれまで研究したことが無いような人たち、その二種類の人を参加者として日

本側の報告者になってもらって、それにそれぞれ対応するような同じテーマ、例えば

女性と権力というようなテーマで、今第一線でメキシコを対象に研究してる人をお呼

びして、ある意味ではメキシコの女性学あるいはジェンダー研究の現時点での到達点

みたいなものがわかると同時に、日本研究の分野の研究者がジェンダー視点を獲得し

てもらおうと、お互いの対話で今後、比較研究なり、共同研究なりができる可能性が

拓かれればいいのじゃないかと企画しました。そこまでいかなくても、これから連絡

して活動ができるように、お互いに研究者を受け入れ合ったりすることができるよう

に。まあ他にもありますけど、例えば女性運動やその他のテーマの映画などの価値の

あるものをお互いに紹介していくとか、そういうことも派生できればいいということ

でやったものなんですね。 

 

上野：参考までに、3日間のプログラムの構成をご紹介しますね。歴史的な視座から見た日

本のフェミニズムとメキシコのフェミニズムから始まって、権力、家庭、仕事、性、暴

力、芸術、最後にフェミニズムの課題と挑戦、という盛りだくさんの構成になってまし

た。井上さんが冒頭の「歴史的な視座から見た日本のフェミニズム」、上野が最後の「日

本のフェミニズムの課題と挑戦」を報告しました。それにそれぞれメキシコ側から同じ

テーマの講演が対応するという、三日間、朝から晩まで長くて大変充実した会議でし

た。 

 

田中：はい。ちゃんと、ずっと通して聞いてくれたのが、日本からの参加者お二人でした。 

 

上野：確かに意図はとてもよくわかります。地域研究だと、言語の制約がありますから、例え

ばメキシコの日本研究者が接点を持ちやすいのは、日本のラテンアメリカ研究者で、日本の日

本研究者ではありません。反対に日本から来るラテンアメリカ研究者は、ラテンアメリカの日

本研究者とはあまり交流がないので、分野をこえた交流は、思いのほか地域研究の中ではでき

ないんですね。 

そういう意味では田中さんが素晴らしいオーガナイズの能力を発揮してくださって、日本

研究以外の分野の方たちを、会議の報告者に取り込んでいただいて、これだけのプログラ

ムを作ってくださったのはとても良かったと思います。 

 

田中：それが実現した一つのきっかけになったのは。今、コレヒオの社会学センター長のカリ

ネ・ティナットさんのおかげです。コレヒオと東京大学など世界のいくつかの大学の交換

プログラムが数年前から動いていて、その一環としてカリネさんたちが、第 1 回のセミナ

ーに日本に呼ばれて行ったんですね。そのときに、カリネさんは上野千鶴子さんにインタ



ビューをした。それで非常に感銘を受けて、帰ってきてから、私に、こういう人に会った

って話をして、この人をぜひ呼びたいって、言ってたんです。初めから。 

 

上野：それはうれしいです。 

 

田中：それで、その時点で、あの資料集がずっと 25 年ぐらいかかったまま、お蔵になってい

て、気になっていたんだけど。私だけじゃなくて三浦先生とか、ビルヒニア・メサ先生と

か、会議に協力してくださった鈴木さんもそのメンバーなんですけど、その人たちが、あ

れあのままじゃどうするのって言って。それの担当者だった人がちょっと尻込みして、も

うできないっていうことだったので、それじゃあみんなでやりますかって言ったら、やり

ますっていうので、それをやるためにまあいろいろと計画をたてました。その時に、アド

バイザーをカリネさんにお願いしたんですよ。でカリンさんはもちろん喜んでやりますっ

ていうことで。あの資料集のアドバイザーとして、全部翻訳ができたときに通して読んで、

いろんな意見を出してもらって、それを参考に解説などをいろいろ付け加えたり、フット

ノートを付けたりすることになってるんですね。日本側のアドバイザーは他に二人いるん

ですけども、メキシコ側の人にも読んでもらうというのが、資料集翻訳出版の一つの条件。

いつもそういうふうにしてるんですけども。 

そういう前提があったところに、今年が日墨友好 130 周年に当たりますので、私たちのセ

ンターに何かやってほしいということを、在日メキシコ大使から言われたんです。２年前

にね。日本研究科の学生を連れて大使館を訪問したら、再来年はその 130 周年で、ぜひ記

念事業をやりたいから、コレヒオも何かしてほしいといわれたんで。帰ってきて、三浦さ

んが、ちょうどセンターの企画担当になったばかりだったので、その提案をしたら、それ

じゃあ、あなたやってください、と言われたので、私がやるんだったら、今やってること

じゃなきゃできませんから、フェミニズムでやりましょうと。130 周年とは日墨の間で不

平等条約を解消して欧米諸国とのあいだで初めての平等条約の締結から 130年たったとい

うことだから、男女の平等も、その間にどういうふうに進んできたか、見ましょう、とい

う、それはまあ、こじつけですね（笑）。 

 

上野：ちょっと説明してください。日墨友好 130 周年というのは、不平等条約を、平等化して

から 130 周年という意味ですか？ 

 

田中：日本が、世界の国々と最初に締結した条約はペルーやスペインなんかも含めてみな不平

等条約だったのです。イギリスやアメリカ並みに、他の国も一斉に並びますからね。それ

をその当時の日本の外務大臣がー初めにこれ始めたのは大隈重信だったのかな、最終的に

サインをしたのは榎本武揚だけどもーそういう人たちが、日本が外国と平等条約を結ぶた

めにいろいろと奔走していて、それで、当時ワシントンに駐在していたメキシコ大使―マ

ティアス・ロメロという、非常に有能な有名な外交官ですけどもーこの人と交渉して、平

等条約にこぎつけたわけですね。だから日本が、世界で初めて平等条約を結んだのが、メ

キシコとであったと。その 130 周年です。 

 

上野：なるほど、日墨間の平等が成立した記念日だから、男女平等をテーマにしようと。 

 

田中：そういうこじつけでやったわけね。 

 

上野：こじつけじゃなくて、ちゃんとした理由がある（笑）。 



 

田中：実はそういうことになった理由は、今月 30 日で、任期を終えてこちらに帰ってくる大使

の奥さんが、フランシスコ・マデロっていうメキシコ史上の英雄のお孫さんで、日本とご

縁があるのです。メキシコ革命を開始した人で、再選挙、ポルフィオ・ディアスの再選を

阻止して、メキシコ革命ののろしをあげた、そして大統領になった最初の人です。それが

フランシスコ・マデロなんですけども、1913 年にその人が暗殺されるんですけど、その時

にその家族をメキシコの日本大使館が保護したんです。暗殺をした、ウエルタという将軍

の兵士たちが、家族を引き渡せと要求したときに、日本の国旗を入り口に広げて、これを

踏んで渡ってくるんだったら、ていうことで...。 

 

上野：カッコいい！ 

 

田中：本当、歌舞伎か新劇ののシーンみたいですから、ほんとかどうか知らないですけど。そ

ういうふうな、伝説があって。現大使の奥さんが、そのマデロのお孫さんなんです。 

 

上野：二年間準備なさったわけですね。 

 

田中：実際に準備したのは一年くらいですけどね。資金的に苦労してフェミニズム公開講座を

したり、当地にある春日文化財団の援助を受けて実現しました。 

 

上野：では三日間の会議を終えてみて、オーガナイザーとしての評価はいかがでしょうか。 

 

田中：実は、少し心配だったんですよ。それぞれのセッションで同じテーマを巡って、日本に

ついて一人、メキシコについて一人話すわけですね、お互いに前もって論文を読んだこと

のないような人たちを集めて、コメンテーターは日本のことについては全然知らない人が

なるわけでね、どんなふうにうまく噛み合うかどうか。とんちんかんになるんじゃないか

心配だったんですけど。ふたを開けてみたらそんなことはなくて、割合順調に、前のセッ

ションや、例えば井上先生の日本のフェミニズムの歴史の講演が、次のセッションの手掛

かりになるような感じで、わりあいにうまく噛み合ったような気がしました。例えば性暴

力のテーマ、その前にあった家庭内の DV とつながったり。だから私が、心配したような

ことはおこらなかった。わりあいに、参加者もコメンテーターも、非常に満足してたよう

なので、私としては上出来だったんじゃないかと。それだけじゃなくて、これからも続け

たいっていう意見が相当でてきたので、これからもこれを手がかりにやっていったらいい

んじゃないか。それに結構聴衆に若い人たちが来ていたんですね。論文のテーマを探して

いる人たちもいたし、それから必ずしも自分の研究のテーマじゃなくても、女性としての

自分の生き方やなんかを、探したりなんかしてる人も来てたりしたんで、非常にうれしか

ったです。後でもみんな、連絡取りたいって言ってる人たちもいましたから。 

 

井上：今回見えたのは、メキシコの人が中心ですけども、いろんな国の方がいらっしゃっいま

したよね。メキシコ以外の方は研究者が多かったと思うんですけれども、メキシコの中の

人は、だいたい研究者の人と、それからけっこう、若い方もいらっしゃいましたよね。み

なさん、研究者の卵みたいな方なのでしょうか？ 

 

田中：参加者、つまり聴衆ですか？大部分はやっぱり学生とか。大学院ばかりじゃなくて、学

部生もきてました。どこかで、今、研究をしているような人が大部分だったと思います。やっ



ぱりコレヒオでシンポジウムをすると、あんまり運動家とかそういう人たちには、声がかから

なかったみたいなんですよね。そこはわたくしは、コレヒオだけじゃなく、ＵＮＡＭや、イベ

ロアメリカナ大學の女性学研究、ジェンダー研究の人たちに、プロモーションをしてもらうよ

うにお願いして、プログラムを送って頼んであったんですけども、でもやっぱり、そんなには

来てくれなかった。最後に、メキシコ市のインディオ（先住民）民族省の長官が参加してくだ

さって、その人が、彼女のスタッフとかに声をかけてくれてることを期待したのですけれど、

今彼女たちは政権交代の間際で、ものすごく忙しくって。新政権に政策提言をしなきゃいけな

いわけでしょう。このメキシコ市だけでなく、メキシコ政府全体もインディオ民族あるいは女

性たちについての、方針を変えようとしてるので、そのための提言などで忙しかったので、そ

んなにこちらのことに関わってくださらなかったのと、その人を決めるまでに、すごく時間が

かかったんですね。 

 

上野：今回よかったと思うのは、日本側のジェンダー問題と、メキシコ側のジェンダー問題が、

一対一で各セッションで対応してましたから、メキシコ側のジェンダー問題を話す人がそ

の分野のメキシコ側のスペシャリストでしたから、スペシャリスト同士で話せたというこ

とでした。これまで海外の日本学の研究集会へ行くと、その国から参加する人は、日本学

の研究者ですから、日本のことを知っていても、自分の国のことをあんまり知らないって

いう人が、けっこう多かったりっていうことがあったんですね。そういう意味ではね、分

野を超えた人たちが来て、日本の実情をその場で聞いて帰ってくれたし、それから、先住

民民族省の長官が来てくださったっていうのは、日本学の研究集会では、まずあり得ない

事ですよ。その彼女の発言があったからこそ、聴衆から、日本の先住民問題はどうなって

んだっていう質問が出たりとか。これまでの、狭い日本学の中の研究集会とは、すごく違

った展開があったというのが私の印象です。 

 

田中：そうですね。性や暴力のセッションで出てましたけど、いわゆる、ポストフェニミズム

とかネオフェミニズムとかっていう、若い人たちが、フェミニズムを正面から主張するん

じゃなくて、女性の立場から、医療差別の問題とか、コミュニケーションの問題とか、そ

ういうふうに、メインが女性学じゃないような形のいろんな方に分散してるって言ってる

んですね。それをジェンダースタディーズの人が巻き込んでいってコーディネートができ

れば、例えばクリスティーナ・エレラさんなんかも、ジェンダー研究の課題だって言って

たので、それは確かに出たと思うんですね。だから、私はよかったんじゃないかと思うん

ですね。これまで女性の問題としてずっと取り上げられてきた問題、低賃金だとか、暴力

だとか、そういうものが無くなるかっていうと、メキシコなんか強烈にあるんだけれども、

法律上とか教育上とかは、一応平等が達成していて、特に今回の選挙で一挙に５０パーセ

ントぐらいの女性比率を、達成しちゃったわけでしょう。でもそれが、実質を反映してる

かって問題はあると思うんですね。政治学の研究者が言っていたけれど、法律上あるいは

制度上、建前上平等にはなってるけど、それで選ばれた女性たちが、それをどこまで実質

のものにしていけるかっていうのが、今、大変。 

 

上野：井上さん、ご感想はいかがですか。 

  井上さんは、招待講演者として初日のオープニングの最初のセッションで『日本のフェミ

ニズム：歴史的視座から』という、非常に長いスピーチをなさいました。 

 

井上：そうですね、私も、日本のフェミニズムの歴史を明治維新からこんなにまとめてちゃん



と勉強しなおしたのは、実は今回初めて勉強し直したって感じで。全体をどうやって整理

するかっていうのはかなりいろいろ考えたんですけれども。時期区分をどうするかとかね。

そのこと自体が私には新しい課題であって、日本にいると、戦前と戦後で分けるというの

が普通のやり方だと思うので。それでは、メキシコの人には伝わらないと思うんですよね。

第二次世界大戦というものの持つ意味が全然違うわけだから。そういう意味で時期区分を

どうするかとか、明治から今までのフェミニズムの歴史の全体像をどう伝えるかっていう

ので、いろいろ苦労してテーマを考えたり、それが時期によってどう違うということや、

それは結構考えていたわけですが、時期区分を一応三つに区切ったわけですけれども、そ

の発表についてはまた何かの機会でお話するとして。それで来て見てお話してみたらば。

意外と皆さん日本のことに関心を持ってらっしゃるっていうのが驚きました。多分セミナ

ーの前に何週間ですか、準備なさったんですね。 

 

田中：週に一回七週間、準備講座をしました。 

 

井上：週に一回、公開講座をなさって、歴史と文化における日本のフェミニズムについて、勉

強してらしたわけですよね、皆さん。それもすごく大きかったのかなと思うんですね。そ

こに 22 人の人が集まっている。 

 

田中：それに毎回プラス何人か。 

 

井上：それから、メキシコや、それ以外のアルゼンチンとかいろんなラテンアメリカの人たち

の中に日本のことをわりに専門的に研究してらっしゃる方がいらっしゃるということを知

って、それが私にはすごく驚きというか、感心しました。 

それで話が確かにかみ合ってたという気がするんですね。わりに新しいところについて

は共通の課題が見えてきたと思うんです。さっきのポストフェミニズムをどうとらえるか

とかいう問題については共通だし、あるいは性と暴力の問題についても、たぶん似たよう

なことがあったり。それから権力の問題とか、労働の問題とか、かなり共通の問題ってい

うのがあるなっていうのを感じたのと、もちろん歴史がかなり違うので、違いも。やはり

わりに新しい時代、1910 年代にメキシコは革命を経験した。日本にはそれがなくて、占領

によって新しく変わったっていう。それがまた今、なし崩し的に変化に反対して、元に戻

そうとする人たちが出てきてるっていう、そこら辺の歴史の違いっていうものもすごく大

きいと思うんだけれども、共通点も意外にあって、その両方が、わりにくっきり出てきた

なっていう気がして。そういう点では私にはすごく勉強になりました。 

 

上野：まず最初に、今回の会議の参加者が、分野も国籍も所属大学も民族も世代も、もの

すごく多様性があったっていう、それにまず圧倒されましたね。日本の国内で会議やった

ってこうはならないので。 

そもそもコレヒオに来ている教員も学生も、ものすごくマルチナショナルで、マルチディ

シプリナリー。スペイン語圏の多様性と重層性を感じました。しかもジャパン・スペシャ

リストだけの集まりじゃなかったっていうのが。すごく良かった。 

オープニングの講演は二つあって一つが井上さんの『日本のフェミニズム：歴史的視座か

ら』で、もう一つが、メキシコ側の『メキシコのフェミニズムの 130 年』。 

私、聞いてびっくりしたんですよ。130 年分を繋げてフェミニズムの歴史を聞くと、こん

なに印象が違うのかと思ったんです。私の世代の困ったところは、ウーマン・リブこと第



二派フェミニズムの以前と以後ではきっぱり違うって、女性運動の世代間断絶を主張して

きたわけですよね。今回、井上さんの講演を聞いて、第一期、第二期、第三期っていう時

代区分は、すごくユニークだったと思います。第一期は青踏と第一波フェミニズム、第三

期はリブと第二派フェミニズムですが、その間にある第二期を忘れようとしてきたんです

よね。 

でも、外国の人に説明しようと思ったら、その間にだって女の運動が不在だったわけじゃ

ないんだ、ずっと平和運動とか、反核運動とかが続いてきたっていう歴史があって、前史

があるから今と繋がっている。そうやって現在があるんだって。私は今、ＷＡＮで、ミニ

コミアーカイブのプロジェクトをやっているんですが、歴史があって今があるんだってい

うことを、しみじみ感じる。この年齢になって今更言うのもなんですが、この年齢になっ

たおかげで、自分が歴史の繋がりの中にいることを感じます。レイトカマーとしては、自

分たちが先行の世代とは違うんだって言いたてたいところがあるんでしょうが。 

私はこの井上さんの日本のフェミニズムの歴史についての論文は、貴重なものだと思いま

す。この招待がなければ、井上さん、この論文、書かなかったと思うんですよね。 

 

井上：はい、書かなかった。 

 

上野：それを今回書いていただけただけでも収穫でした。 

 

田中：私がピンチヒッターでコメンテーターになったセッションで、経済学分野のメルセデス・

ペドレロさんが報告者でした。統計学のエキスパートで女性労働の分野で、統計のいろい

ろな指数を決める貢献をしてきている人ですけども。130 周年といえば、1888 年という、

ジェンダー研究に特別の意味がある年じゃない年を指定して、それから 2018年でしょう。

それで非常に苦労したわけですね。というのは、統計学がメキシコでちゃんと確立するの

が 1970 年代なんですよ。それ以後は、彼女は統計学者で自分も参加して指数を作ってき

ているからよく知ってるけれど、それ以前は、ほとんど数字がないと。数字がないところ

を、どういうふうに系統だてて論じるかに苦労して。先行の研究者がいますから、そうい

う人たちの本を読んで、それをしたことで、彼女は割合に面白い提言をしたんですよね。

日本の初期の産業革命、第一次産業革命の頃に、女の人たちがたくさん女工さんとして働

いて、それとおなじことがここでもあるんですけど、その日本の女工の体験ていうのが、

どっちかっていうと、監督されて自主的な運動ができないような状況だったと、つまり家

族制度から引き出されても工場という制度的家族制度の中に入って、搾取されたっていう

イメージがありますよね。彼女の考え方は、それまで個々の家庭で仕事をして、社会的生

産に間接的に参加していた人たちが、工場生産の場で共通のスペースにいることによって

共同体が成立して、ストライキに参加したり、文字を書けないような人たちが、代書屋を

使って自分たちの要求を大統領の奥さんに手紙で出すとか、そういう経験があったと。 

男性の労働者の中に労働運動があったときに、女性が多い職場でも同じことが起こった。

そこで例えば出産関係の法や、労働時間の制限を要求したり。メキシコ革命の後に成立し

た 17 年憲法っていうのが社会的な欲求が考慮された世界で初めてぐらいの憲法と言われ

ているんですけど、そこに貢献しているって、彼女は言ったんです。メルセデス・ペドレ

ロさんって、たぶん参加者の中で一番年配だったと思います。彼女が、これまで思っても

みなかったことを勉強しなきゃいけなくなっちゃった。そうして出てきた論文の読みが非

常におもしろかった、私にとってはね。こういう異業種交流の成果もあります。 

 



上野：なるほどね。130 年というのはこじつけかもしれないけれど、その分の歴史を繋げて考

えろっていうお題が出たから、それに応えなければいけなかった、その成果ですね。 

 

井上：それは私も本当にそうです。明治維新から本当は始めたかったんだけれども、中島湘煙

とか、福田英子とか、戦後の日本の中では井上清ふうの日本の伝統的な女性史って言う

とそこから始まるわけですよね。今回はそれはやらなかったわけです。それは彼女たち

の歴史とか実態も非常に曖昧で、井上清とかその前の人たちが、作り上げたイメージが

未だに残っていて、それが変えられてないってことがあるんで、あんまりつっこみたく

なかったていうことも正直言うとあるんですけど、そこからはじめると、今までの展開

がうまく説明できないんですよね。やっぱり、組織として運動がいつから始まってそれ

がどういうふうに展開してきたか、テーマはどう変わってきたかっていう形で考えない

と、この 1888 年から、2018 年の 130 年間は説明できないなって思って。で結局、矯風

会から始めたわけなんですけど。やっぱりテーマが与えられたんで、考えたっていうと

こが正直言ってありますね。 

 

上野：お題の効果は、ありますね。私のもうひとつの印象は、前に来たときは、２０年以上前

なんですが、その時もペソはだいぶ切り下げられていましたけど、メキシコの歴史を振

り返ってみると、1950 年代のメキシコってアメリカに非常に近くてとても豊かな国でし

たよね。ペソとドルの換算率だって、2 対 1 くらいとか、かなり高かった。それが私が

いる間にも、通貨価値がどんどん切り下がっていって。今回ちょっとびっくりしたのが、

セックスとバイオレンスの話が出たときに、若い女の人たちがメキシコはものすごく危

険な社会だと。強姦は多いし、一日に何人も女が殺されてるしって。以前も治安は悪か

ったけれど、20 年前と比べてももっと治安が悪くなっていますね。本当に女にとって危

険な社会になってきてるんだなあって。どうかすると日本人のおごり高ぶりでメキシコ

は発展途上国かと思うけど、とんでもない、50 年代は敗戦後の日本が貧しくて、メキシ

コは日本より豊かだったはずが、どんどん国力が低下してきた。２０年前に来たときも

つくづく思ったけど。あ、政治は人災だっという気持ちをメキシコで強烈に感じたんで

す。私がいた 90 年代から 20 年間の変化って、麻薬マフィアを巡る国際的な環境のもと

での治安の悪化がものすごい、本当に人災です。ああ、国家っていうのは政治のハンド

リングを誤ると、こんなふうになるのかって、20 年前も感じましたが、今回も強く感じ

ました。女にとって、以前よりもっと危険な社会に変わったって、メキシコの若い女の

人たちがこんなに感じているのか。じゃあ日本だって政治の舵取り次第でどうなるかわ

かったもんじゃないよねって、ここに来る度に感じますね。今回もやっぱりセックスと

バイオレンスの話は深刻で、それを強く感じましたね。 

 

田中：そこで、日本とつながっているのは、日本は人身売買受入国ですよね。ここは、ものす

ごい輸出国なわけですよ。しかも弱者のね、インディオのコミュニティの中にも、性差

別とかいろいろあるわけだから、それを利用して、幼児の売買ができるわけですね、一

応妻にすることで村から連れ出すというような。だから、制度の不備な点が重なって、

海外に女子が流れてしまうような、そういう国になってしまっている。それが今、麻薬

のネットワークだけじゃなくて、それこそ人さらいが、セックス労働への輸出産業とし

て、すごく需要があったり、そういう事態にどんどんなってきているんですよね。私が

思うのは、人災であるんだけれども、その人災の前提条件はネオリベラリズムだと思う

んですよ。メキシコだって、80 年代に本格的にネオリベラリズム施策に切り替わって、



その立役者みたいな大統領として登場したのが、カルロス・サリーナ・デ・ゴルダリと

いう人で、彼は 1988 年に大統領になったんですけども、その時に、対立候補の票を操

作して勝ったんだといわれているわけですね。少なくともメキシコ市とか特定の所では

彼は圧倒的に負けたはずなのに。そういうように、お金と権力が全く一致して何でもや

ると。契約ではとても許されないというような枠が全部取り外されてしまって、幼児を

誘拐して、セックス労働に輸出するっていうようなことがどんどん許されるような状況

に、なってしまった。その体制を維持するために、選挙の度に、あるいは選挙以外でも、

汚職、賄賂、あらゆる方法で、政権をずっと保持してきた。そのツケが、今の状況。そ

れに対して、だれもが、もうこれはたまらないという声をあげたために、今回の選挙で

政権交代が起こったんだけれども、その政権が掲げている公約を本当に実現できるのか

どうか、未知数です。あるいは、その人たち自身が、またこれまでのとおり、元の木阿

弥になってしまわないような、どんな裏付けがあるのか、それが今の問題なんです。 

 

上野：そういう人身売買の話を日本の人が聞けば、どこの発展途上国の話だっていうふうに思

うかもしれないけど、今回、性と暴力のセッションで、報告者が人身売買では日本が加害

国だってはっきり言いましたね。日本人に自覚がないだけで、需要と供給が両方あるから

成り立っているわけで。 

 

井上：そういうことになりますよね。 

 

田中：だから日本の中でも、いろんな社会的心理的ないろんな問題があるわけでしょう？みん

な必ずしも幸福じゃなくて、人間としての再生産がフィジカルにも、メンタルにも非常に

危険な状態になってるっていう、日本の社会の病みたいなものと、メキシコの非常事態と

が、裏腹になってるんだと思うんですよね。 

 

上野：ネオリベラリズムについてですが、日本も同じように 80 年代から始まっています。私の

報告ではネオリベ改革のジェンダーへの影響を主として論じました。私と組んだ社会学者

のクリステイーナ・エレーラさん、彼女の話を聞いて、すごくオプティミスティックに聞

こえたのは、女性の代表性の達成は大事であるとか、女性の地位が何位かっていうふうに

言うから、世界中のどこにでもいるリベラルフェミニストの言う、国連フェミニズムの目

標と一致した話だったんで、ちょっとがっかりして後でコメントしました。私自身は自分

のペーパーで、ネオリベラリズムとフェミニズムは、絶対に両立できないって言ったら、

彼女も自分も全くそのように思ってるってはっきり言ったから、そこはちゃんとわかって

もらったと思います。 

  それと、女性と家庭のセッションで、パチェコさんが、男女別の家事労働時間とケアの時

間の違いを指摘してましたね。でもメキシコって、日本以上にクラスギャップが大きいで

しょう？階級差に加えて、民族差も大きい。この会議に来た人たちは、ほとんどの人がミ

ドルクラスで、おうちにシルビエンタ（家事奉公人）が来てない人はいないでしょう。 

 

井上：そうそう、お手伝いさんの問題よね。 

 

上野：メキシコ側の報告に、統計がでてきますが、その都度すごく疑い深い気分になるのは、

この社会で平均に何の意味があるの、って。アメリカ社会で平均に意味がないのと似てる

んですよね。 

輝子さんがパチェコさんに、シルビエンタがいたら、ケア労働のジェンダー間の平等分配



なんて問題にならなくなるんじゃないのって質問したときに、パチェコさんがすごい理想

主義的な答えを言ったんですね。私はやっぱり男女間のケアの分配は大事だと思っている、

みたいなこと言って。それはあなたの信念かもしれないけど、事実を反映しているわけじ

ゃないでしょ。彼らは、あまりに自明だから触れないのか、それとも触れたくないのか。

どうなんでしょうね。 

 

田中：そこは、メルセデスさんならこう言うんじゃないですか。ペイドワーク、要するに仕事

はみんなしているわけだから、雇用される収入を女性が受ける形態の最初のものが、シル

ビエンタなわけですね。それでドメスティックワークに従事するために女性が農村部から

都市に出てくる。そのことが、マイナスの面もあるけれども、自分で自分のお金を持つ女

性たちが出てくる。さらにドメスティックワークに似た作業に女性たちが出てくるわけで

すね、教育とか、看護とか、あるいは工場労働でも、どっちかっていうと食品加工とか、

繊維労働とかね。女性の労働のその中に、セックスワークもすごく大きいと思うんですよ

ね。 

 

上野： たしかに家事労働の商品化は、女性が収入を得る機会を拡大したっていう点では意味が

あるけど、使ってる側のことを言ってるんです、私は。彼女の報告では、家庭内における

不払い労働とか家事労働の夫婦間の分担って話のなかで、シルビエンタの存在は、全く不

問に付されてたんですよね。だからちょっとびっくりしたんです。 

井上：夫婦間の家事労働時間とか、ペイドワークの時間の比較だけが出てるから、調査対象っ

てどのへんなのかな。そこらへんは、あまり信用できない。 

 

田中：シルビエンタがやる作業で軽減される部分がどこかっていうと、女性がやる部分だから

女中さんなどの給料が、少なくとも自分が稼ぐ給料よりも低くないと、やる意味がないわ

けでしょう。そういうことは報告の中に出てきてましたけどね。 

 

上野：あの会議に来てる人たちは、ほとんどが中間階級ですよね。 

 

田中：どういうことですか、そういうふうな状況だと、問題を議論する権利がないってことで

すか。 

 

上野：そうじゃないです。なぜその条件をカウントして、議論の中に組み込んでやらないのか

っていうのがわからない。 

 

田中：家事労働ということから言ったらですね。 

 

上野：私の報告では国際比較をしました。なんで日本の女はこんなに大変な目にあってるのか

と言ったら、つまり家事労働の利用可能なアウトソーシングの選択肢がないからだと。ア

ウトソーシングの選択肢のうちの一つは、公共的なケアサービスの提供、これはスカンジ

ナビア・モデル。もう一つの選択肢は、市場における家事労働の購入、これはアングロサ

クソン・モデルです。第 1 の選択肢のコストは、高い国民負担率で、第 2 の方のコストは、

低賃金の移民労働者の存在。そのどちらの選択肢も日本にない。だから私はいつも外国で

説明するときに、日本社会の労働市場において、ジェンダーは人種と階級の機能的代替物

として作用している、と説明しています。そう言うとよくわかってもらえる。それは私か

らの意図的なメキシコの人に対するアピールでした。あなたたちにはちゃんと家事労働の



アウトソーシングの選択肢があるじゃないか。それを何でカウントして議論しないんだっ

ていうのが。議論に出てきませんでしたから。 

 

田中：ドメスティックワークっていうのは、非常に重要な女性の労働形態なんですよね。それ

で働けなくなると、要するに売春とかいうふうなことになるわけで、だからそういうふう

な労働をどういうふうに労働者としての権利を保障するかっていう… 

 

上野：すみません、そっちの話じゃないんです。 

サービスを提供する側じゃなくて、サービスを購入してる側の問題。 

 

田中：購入してはいけなくて、みんな自分でやるってことですか？ 

 

井上：そういう意味ではなくて、家事労働者を雇っているっていうことを議論にきちんとカウ

ントしなきゃいけないってことです。80 年代初めに私がメキシコに初めて来たときに、いろん

なフェミニストの人に聞いた時には、それはすごく大きな問題で、これから考えなくちゃいけ

ないって、皆さんおっしゃってたんですよ。すごく自覚的だったと思う、家事労働者を雇って

いるということについて。ところが今回は当然視してるのか、全然出てこなかった。 

 

上野：全く出てこなかった。びっくりするくらい。質問で一回出てきたくらい。 

 

田中：多分、貧富の差、格差が、猛烈に進んでいるんですよね。家事労働にもつけないでセッ

クスワークに行くような、心配な対象になったりする状況が生まれて、もっと危機的な問

題にみんな関心が集中してるっていうのがひとつある。だけども、家事労働の統計、つま

り女性の仕事のうちの、ペイドワーク、アンペイドワークの区別を構造的にきちんととら

えて、それを数量化できるよううな、そういう研究っていうのを、誰かがしてるかどうか

ですね。 

 

上野：世界各地で生活時間調査をやっています。メキシコだって、できると思います。パチェ

コさんのデータでは、一番時間数が少なかったのは高齢者介護でした。つまり子育ては自

分たちの手でやっても、年寄りはきっと外注に委ねてるんだろうなということを、予想さ

せる数字でした。子供は大事だけど、年寄りには冷淡だから。高齢者介護を子どもに代わ

って誰がやってるのかっていう統計をとろうと思ったら、カテゴリーを作ればいくらでも

できるはずなんです。パチェコさんの報告を聞いて、サンプリングどうやったの？どうい

うカテゴリーで調査したのってわかんなかった。あんまり自明に夫婦間だけで調査がなさ

れてるから。このメキシコのデータを国際比較に使えるかと言ったら、使えないと思う。 

 

田中：ケアも含めて、お互いの子供の育て方も、家族や隣人など、つまり、インフォーマルな

ネットワークがすごく重要だと思うんですね。だからそれは統計的には多分把握されない

と思いますね。統計的に、だれが見てますかってことで、出るのかもしれないけれども、

あまり数量化されない部分ですごく支えられてるような気がするんですね。 

 

井上：私も、メキシコって統計をとるのが、とっても難しい社会なんだなとは思いました。だ

からアンケートとるっていったら、個人的なつながりとか、あるいは同僚とか大学なら大

学の中で調査をして、その範囲の人の中での傾向性ってのはわかるけれど、国民全体とい

うのは十分把握されにくいってのがあるんだろうなって思います。 



 

田中：例えば、地域によっても、相当違うんですね。 

 

上野：把握しにくいという点では、アメリカもすごく似ています。地域や階級や民族があれだ

け多様なところで平均をとっても、平均に何の意味があるのって。 

 

田中：そういう意味では、セックスワーカーについての研究の方法を、数字じゃ出ないのだか

ら人類学的なフィールドワークでやるしかないんだって。それに似たことが、家事労働や、

ケア労働が、実際どういうふうに行われてるかっていう実態を、もし、我々にリアルに把

握できるとしたら、いくつか違った階層や、違った地域、違った民族文化のところで、比

較フィールドワークを同じような効果の質問表を使ってやってみないとできない。そうい

うことがあるかもしれない。 

 

井上：それが自覚化されていれば、もうちょっと方法が考えられると思うんですね。 

 

上野：報告では自覚されてる感じがしなかったですね。アメリカの例ですでにわかっているの

は、中産階級家庭の中の男女平等は、かなりな程度に達成されているが、それは移民労働

者のチープレイバーのおかげなんですよ。 

 

田中：そうですね。 

 

上野：同じ人種グループのなかでは平等は高まっているけれど、人種間の格差は大きいように

想います。 

 

田中：アメリカは確実ですよ。メキシコの場合は国境を超える移民労働者ばかりじゃなくて、

田舎から都市への移民ですよね。その送り出し地域がどんどんと広がってって、今はイン

ディオ語の地域の人たちが一番搾取や、マージナライゼーションの対象になってる。先住

民民族省のラリーさんが報告してくれたように、メキシコ市はもう 20％が先住民アイデン

ティティを持った人で占められています。 

 

上野：６％って言ってましたが。 

 

田中：いや、言語でいうと 6％だけども、セルフアイデンティティでいくと 20％っていう。私

はびっくりしたの。それに対してそういうふうな先住民民族省を作ったのは、意味がある

んだけども、それにどれだけ予算がいくとか、ことによっては、かえって、フタをするよ

うな感じにならなくもない、と思う。 

 

上野：家事労働者の問題についていうと、日本の女性は大変だ大変だって言いながら、これま

で手を汚さないで来れたのは、家事労働者の国際人口移動を、阻止してきたからですよね。

労働鎖国をしてきたからです。ところがいま政府が移民解禁に向けて、議論やってる最中

で、家事労働者やケアワーカーを入れると。家事労働者を入れる経済特区が、もう東京と

大阪に生まれています。そうなるとアジア圏における国際通貨格差が大きいから、アジア

から女性が入ってきて、日本の女性にとってもシルビエンタが利用可能になるわけでしょ

う。そうなったとき、何がおきるか。 

 



田中：日本人の、ゼノフォビックっていうか、場合によって非常に冷酷になれるわけですよね。

だから、そういうことは過去にあるわけだし。 

 

上野：自分の家庭内のケア労働を、アジアからの移民女性にアウトソーシングする選択肢が生

まれます。それを日本女性が選ぶかどうか、ですね。 

 

田中：でなかったらロボットとかね。 

 

上野：いや、ロボットにケアはできません。無理です。特に子育ては。私は、介護ロボットの

話を聞くたびにほんとに頭に血が上るのね。ロボットに子育てさせようって人は、誰一人

いないのに、年寄りの介護はロボットでいいと思ってる。 

 

田中：でも最近その子育てロボットってのが… 

 

上野：ロボット研究者だって、そんなことは言わない。年寄はロボット任せでも。井上さんに

今日聞きたいんだけど、アメリカの有料老人ホームなんかにいくと、ほんと色分けで、白

い人を黒い人と黄色い人が世話してる。メキシコだって、白っぽい人を、インディオに近

い黄色い人や黒い人がお世話してる。顔の色で、世話されてる人が識別できるみたいな関

係が、日本でも起きるのかって。 

 

田中：その人たちは、有限ビザなわけでしょう。働いてもらったら帰ってくださいっていうこ

となわけだから。だから、今アメリカもそうなってきてますけど。かつてアメリカは、我

慢すればそのうち住民権がとれて、子供達が生まれるわけで、それがアメリカンドリーム

だった。だから今、ホンジュラスから人が流れてきたりしてるわけだけど、それをアメリ

カは今切り捨てようとしているわけですよね。 

 

上野：日本の移民研究によると、日本に来る移民は、日本に定住志向がすこぶる低いって言い

ます。出稼ぎ意識で、金稼ぐにはいいが、住むにはよくないと思っている傾向があるとい

うことが分かってます。 

 

田中：やっぱりそれ、そういうふうに思われるに値する待遇があるでしょう。 

 

井上：日本は、今、安い労働力として、海外から人を入ようとしているわけでしょう。 

だけれども、その人たちが定住するっていうことについて、全然対策を考えてないわけよ

ね、子どもの教育から、健康の維持とか、経済力をもつとか、そういうことについて一切

考えてない。 

 

上野：いつも言うのは、男は別だけど、女性の移民は子宮を持って移住してくる。そうすれば、

妊娠も出産もあるじゃないですか。妊娠したら国外に送り返すのかって。EPA で、すでに、

年間５００人規模でインドネシアと、フィリピンから入ってきてるんですが、妊娠したら

どうなるんですかって聞いてみたら、そんな人権侵害は契約書には書いてない。でも実際

には、妊娠したら働けなくなったっていうことを理由に、別な口実をつけて、送り返して

いるそうです。だから、基本、外国人労働者には日本国内では家族形成をさせないように

してる。 

 



田中：だから要するに、人としてじゃなくて、労働力としてしか見てないっていう。それが資

本主義ですけども、ネオリベラリズムはよりそれがあからさまになるわけでしょう。例え

ば日本の雇用の形態として最近増えてきた、派遣や契約などの非正規雇用もそうですね。 

 

上野：ネオリベラリズムと排外主義と保守ナショナリズムってのが、奇妙な連合を結んでるん

ですね。ネオリベラリズムは、合理主義の徹底追及という側面があります。だから一時期、

ネオリベラリズムが登場した時期には、今でも覚えているけど、日本のフェミニストの間

にも一部の人が、情報資本主義が進めば、ジェンダー差は解消されて、男女平等な社会が

くるだろうと、だから、情報資本主義は、女性にフレンドリーだっていうことを言う人た

ちがいたんです。そうなると、機会均等の競争が激化すれば、性別は関係なくなるはずな

んだけど、そのネオリベラリズムは、やっぱり上手に、人種とか国籍とかを利用してるん

ですよね。ネオリベ改革の結果わかったのは、ネオリベはジェンダーを解体したのではな

く、再編しただけだということ。そしてネオリベラリズムが一方で壊したコミュニティを、

今度は保守主義が補修しようとして、論理的にはあり得ないような政治的結託をするとか、

そういうねじれた組み合わせが各地で起きています。 

 

田中：ここもそうですよね。カトリック右翼が家族とか、生命の保持とかいうことで堕胎を禁

止するとかね。それから、そのためには女性は家にいなきゃいけないとか。そういった、

だから、日本の反動的な宗教団体や人たちが主張していくことと、ここのカトリックの右

翼と、ほとんどスローガンが似てるんですよね。 

 

上野：日本会議と同じです。そういう点でも、それがグローバルトレンドです。 

 

井上：メキシコの映画を見せていただいたでしょ。 

 

田中;一本目はメキシコ市に家事奉公人に雇われていく友達に同行して、当てもないまま村をで

て来た娘が、バスターミナルで一見世話好きなおばさん風で、実は売春婦を泊めその斡旋

をする女の家に、家事手伝いとして住み込み、女の借金のかたにその金主に強姦された上、

女の息子の一緒に所帯を持つためにという誘いは退けるものの、お腹に出来た子供のため

に街頭に立つという、多くの実話に裏づけられるストーリー。メキシコ女性機構制作。二

本目は、「法の下に」というサブタイトル付の「パウリナ」という骸骨と鳩社制作の短編で、

自宅で寝ているところを襲われた少女が、両親や兄弟に支えられて、警察や病院に避妊処

置を求めるものの、役所・病院の部局を盥回しにさせられたり、教会の神父の説教を受け

ている内に、法廷避妊手術適応期間が過ぎ、結局出産にいたるストーリー。 

 

井上: これなんか見ると、教会っていうのはかなり。 

 

田中：教会もそうです。だけども教会よりも、ま、教会のメンタリティを今でも持っている役

人達や、男たちがそういうすごいサボタージュをする。それから医者ね。医者。医療機関

と、役人、判事。みんなが一体になって、妊娠した少女の訴えをボイコットして、産ませ

ちゃう。産んだ後、どうなるかというと、結局、貧しい人が再生される。そういうことで

しょう。日本でも、シングルマザーが一番貧しくって、その子供たちはさらに、貧困層に

再生産されるっていうのと同じだと思います。 

 

上野：こうやって見ると、ジェンダー問題は世界共通の課題が多いですね。またこの続きをや



れたらうれしいです。 


