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1. はじめに 

 

わたしがベトナムの技能実習生にかかわりはじめたのは、2016年からである。現場をみな

いと、なにごとも理解できないため、2017年にベトナムにいき、実態をつかもうとした。そ

のときの調査は、帰国した元技能実習生の聞きとりをハノイ市近辺中心におこなった。2018

年の 2回目はハノイ市にとどまらず、ベトナムの北部と中部をまわり、元技能実習生から聞

きとった。2 回目の調査のきっかけとなったのは、あまりにも多発する技能実習生の死亡と

労災、そして強制帰国である。 

 

日本にやってくる技能実習生および語学留学生のおおくは、ベトナム北部や中部の地方出

身の青年たちである。ベトナムの若者の現状をすこしでも理解するには、彼/彼女らのふるさ

とを肌でかんじなければならない。そのようにおもったのである。 

 

2018年 3月初旬からハノイ市での調査をおこない、それと並行しつつ、ベトナムの南北を

つらぬく国道 1号線を北東にのぼり、バクニン省をまわり、その後国道 1号線をくだり、ゲ

アン省とハティン省をたずねた（図 1）。 

図 1 ベトナム北部と中北部   
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2. 亡くなった技能実習生 

 

まず、日本で亡くなった二人の技能実習生についてしるす（表 1）。あらかじめ遺族に面会

の了解を得たえうで、それぞれの実家にむかった。 

 

表 1 亡くなったベトナム人 

 

フイさんとその家族 

フイさんは、2017年 9月来日し、建築の技能実習生として愛知県ではたらいていた。2018

年 2月に作業現場でショベルカーにひかれ、亡くなった。技能実習期間は、わずか 5ヶ月で

ある。日本での葬儀に、送りだし機関の責任者も参加したという。労災手続きは、おこなわ

れているようだ。ただし、2018年 3月現在で手続きが適切かどうかは不明である。 

フイさんの実家はハティン省のある町の郊外にあった。家は小さなたたずまいである。あ

らかじめ連絡をうけたご両親がでむかえてくれた。わたしがフイさんの遺影に手をあわせ冥

福をいのるあいだ、母親は嗚咽し泣きつづけていた。 

 フイさんの遺影 

 家の玄関先でみおくるご両親 

仮名 性 年齢 出身 居住地 死亡年月 死因 

フイ 男 20代 ハティン省 愛知県 2018年 2月 労働災害 

チャン  男 20代 バクニン省 宮城県 2017年 12月 不明 
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居間にうつると、父親は亡くなった息子フイさんについてかたった。 

 

「3人兄弟の長男で、いい子でした。以前は公安（警察）ではたらいていました」 

 

「わたしたち家族を楽にさせるため、息子は日本行きをきめました。ブローカーから紹介さ

れた送りだし機関に手続き料 80万円（日本円に換算）、保証金 10万円をしはらいました」 

 

「最初、電話で死亡の知らせをうけたとき、しんじられませんでした。日本で火葬し、いと

こが遺骨をもってきました。子どもがいなくなって、かなしいです。いまなお、心がいた

みます」 

 

チャンさんとその家族 

チャンさんは、2015年 5月に来日し、宮城県ではたらいていた。2017年 12月、急に体調

をくずし、病院を受診したが、亡くなった。死因は不明である。職場のベトナム人同僚にた

ずねても、わからないという。同僚はおなじ地域の出身者で、チャンさんの件は内緒にして

ほしいと、送りだし機関の職員にいわれたという。 

 

チャンさんの実家はバクニン省の村にある。村の入り口の伝統的な門をくぐり、小道をあ

るくと、数分のところに彼の実家はあった。質素な家で、ベトナム北部の典型的な農家であ

る。チャンさんの遺影を前にして、父親はかたった。 

「日本にいるいとこが火葬して遺骨をもってきました。かなしかった。おくりだし団体の代

表がきて、心臓の病気で亡くなったとの説明をうけました。代表は今後の手続きについて

約束しました」 

 

「家族のため、そして結婚する予定だったので、その資金をかせぐため、日本にいきました」 

 

「ブローカーをとおして、送りだし機関に手続きをしました。手続き料 90 万円、保証金 30

万円でした。家を担保にし、銀行から借りました。利息は月に 1％です」 

 

「日本で苦労をしていたようでしたが、生活はたのしそうでした。借金は支払いおえました。

しかし、ベトナムにかえるほどのお金はない、といっていました」 
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「タバコも吸わず、酒も飲まない、やさしくていい子でした。学校からかえると、いつも農

作業を手伝ってくれ、弟と一緒に野菜・ブロッコリー・米などをつくっていました」 

 

「日本ゆきの送別会を家でひらきました。それが、最後の思い出となりました」 

 

 仲のよかった弟 

 息子愛用のバイクをみつめる父親 

 

チャンさんの家族に、村についてたずねた。 

「村には、およそ 180の家族がくらしています」 

 

「一家族につき 1～2人は、海外に出稼ぎにいっています。手数料がすくなくてすむので、

台湾や韓国は人気があります」 

 

「あの子の姉も台湾にでかけ、電気製品工場の仕事で、1日 16時間はたらきました」 

 

「村には農業以外めぼしい産業がありません。高校を卒業して短大にいくか、それとも海

外にでかけるか、選択肢はかぎられています」 
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3. 強制帰国させられた二人 

 

日本からベトナムへの強制帰国は、だれにもしらされず、突然おこなわれる。年間何件あ

るのか、またその理由もなにもわからず、闇のなかである。彼/彼女らと連絡をとるにも、日

本とベトナムの距離が障壁となる。詳細を聞くには、じかに会うしかない。ちょうど調査前

に、強制的に帰国させられた二人と連絡がついた（表 2）。 

 

表 2 強制帰国の技能実習生 

 

フーさんの労災と強制帰国 

フーさんの労災と強制帰国（変形型）の経過は、以下のとおりである。 

 

2014年 5月 技能実習生として来日する。 

2015年 5月作業中にクギが左目にあたり、ちかくの病院に緊急入院した。クギは脳までた

っしており、脳外科でクギをとりだした。左目は失明した。 

2015年 7月に退院する。以降、東京都葛飾区のアパートで暮らす。仕事はしていない。病

院には、退院後 1週間ごとに、その後 1ヶ月ごとにかよう。 

2015 年 11 月ごろ「ビザ更新のため」といわれたので、パスポートと在留カードを監理団

体にあずける。かわりとして、在留カードの白黒コピーがわたされる（写真）。強制帰国まで

の 4ヶ月間、パスポートと在留カードを管理団体が保管していた。 

 

 

仮名 性 年齢 出身 居住地 強制帰国年月 理由 

フー 男 20代 ハンズオン省 東京都 2016年 4月 労災？ 

ドク 男 20代 ゲアン省 神奈川県 2018年 2月 おおすぎる希望？ 
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2016年 4月初旬ごろ、送りだし機関の職員から 

「入管でビザ不許可なら、ベトナムに帰国しなければならない」 

「帰国しなければ、50万円の保証金はもどらない」 

と突然いわれる。 

 

2016 年 4 月入管での帰国手続き中、フーさんは入管職員に「帰国したくない」といって、

ビザ延長を申し出た。しかし不許可であった。ベトナムの送りだし機関にあずけている 50

万円の保証金がもどらないという脅しにより、労災補償不明のまま、帰国させられた。 

さらに帰国後には、監理団体から「社長への借金をかえさないと、労災補償がおりない」

といわれた。 

 

実際には、日本にいるあいだに労災の手続きがなされ、帰国後に傷害補償一時金は支給さ

れたものの、休業補償は受傷日から 3週間たらずの分のみで、強制帰国までの 11ヶ月間の休

業補償はされなかった。 

 

また、事故直後あるいは手術後に右腕のシビレや筋力低下があらわれ、現在もつづいてい

る。それらの症状は、労災としてあつかわれていなかった。 

 

正常な右眼の視力はしだいに低下している。それらの障害によって、現在の仕事に支障を

きたしている。アイロンかけの仕事は、月給 1万 5千円でしかない。 

 日本でフーさんがはたらいていた建築現場 
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ドクさんの強制帰国 

ドクさんの強制帰国の経過は、以下のとおりである。 

実習 1年経ったので、監理団体の通訳者が 3人のベトナム人に今後の希望をきいた。その

なかのひとりドクさんは、三つの希望をだした。 

 

・ アパートから会社まで自転車で 40分かかるので、会社のちかくにすみたい。 

・ 1年間たったので、有給休暇がほしい。 

・ 結婚するかもしれない。カトリック信者であり、結婚やこころの準備のため、土曜日と

日曜日をやすませてほしい。 

技能実習生のパスポートと在留カードは、2 年目の更新にあたるため、監理団体があずか

っていた。 

 

2018年 2月のある日の明け方、監理団体の 4人（日本人 3人、ベトナム人通訳 1人）が突

然アパートにやってきて、部屋のカギをつかい、ドアを勝手にあけた。通訳から 

「要望がおおいので、ドクさんはベトナムにかえってもらいます」 

といわれ、車のなかにいれられた。通訳が部屋の荷物などをかたづけた。空港にむかう途中

の車のなかでは、なにもはなさなかった。 

 

午前 12時ごろに成田空港につき、監理団体の人がチケットカウンターで搭乗手続きをすま

せた。出国ゲートにはいる手前で、監理団体の人からパスポートと在留カードと残りの給料

約 11万円、そして荷物をわたされた。 

 

出国手続きでは、入管職員からは、なにもきかれず、書類もわたされなかった1。飛行機は

片道切符のキャセイパシフィックで、マカオ経由で、午後 10時にハノイについた。ハノイの

友達の家に 1泊し、つぎの日にゲアン省の実家にもどった。 

 

送りだし機関 にでむくと、 

「自分の都合でかえってきた、そして訴えないという書類にサインしないと、保証金はか

えさない」 

という。彼はサインをしなかったため、あずけた保証金 20万円はもどらない。 

                                                   
1入管職員は、強制帰国かもしれない技能実習生にたいして、出国時に強制帰国か否かの意思確認をしなければならない。 



9 

 

 強制帰国当日は、頭が混乱し、ショックで、体がふるえたという。両親が 100万円をかり

て、ドクさんは技能実習生として日本にきた。 

 

「両親にもうしわけなく、合わせる顔がありません」 

「もっとも心配しているのは、両親が大金を借金していることです。借金をかえすには、

日本ではたらかなければなりません」 

「2月 18日（ベトナムの旧正月）は、本来であれば盛大にいわうのですが、今年はなにも

しませんでした」 

 

 ゲアン省の教会を案内するドクさん。 

彼は敬虔なキリスト信者である。 
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4. 送りだし機関めぐり 

 

ベトナム側の送りだし機関は、技能実習生をどのようにあつかっているのだろうか。送り

だし機関の実態をしるには、直接たずねる以外にない。ハノイに事務所をかまえる 4ヶ所の

送りだし機関に正面からはいり、あらかじめ用意した質問のこたえをもとめた。 

 

ほとんどの団体は、ほぼおなじ内容であった。彼/彼女らもまた、回答を「あらかじめ用意」

していたのだろう。まとめると、以下のようになる。 

 

 質問にこたえるベトナムの 

送りだし機関の責任者 

 

― なぜ、ベトナムの若者は海外ではたらくのでしょうか？ 

ベトナムの人口年齢層はわかい世代がおおく、労働者平均年齢がひくいです。ところが、

失業率はたかく、ほかのアジア諸国にくらべると、賃金もひくいです。そこで、若者のお

おくは、よりよい労働環境で、たかい給料を保障する海外にいきたがります。 

 

― 日本をえらぶ理由はなんでしょうか？ 

科学技術が発展し、平均給与もたかいからです。日本ではたらけば、たくさんのお金を

貯金できます。 

ベトナム日本両国が法律をまもり、技能実習生プログラムの各権利について保障されて

います。日本の監理団体も、もちろん法律をまもっています。 

ベトナム人は日本人・日本の文化・景色・品物が大好きです。日本で、日本語・日本人

のマナー・日本の技術の知識を身につけて帰国すれば、ベトナム人の能力、言語、マナー

の質の向上に役立てられます。 
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― 帰国した元技能実習生は、どうしているのでしょうか？ 

専門技術・日本語・日本人のマナーを熟知しているので、ベトナムでも仕事の選択肢が

ふえ、よりよい生活や仕事にめぐまれます。技能実習生・留学生・エンジニアの送りだし

機関などでもはたらけます。なかには日本ではたらいた経験を活かし、自ら企業を起業す

ることもあります。 

 

 

手数料や保証金についても、彼/彼女らはこたえたが、日本人のわたしに説明した金額が本

当かどうか、それはわからない。そこで前回と同様に、わかいベトナム人と協力し、彼らを

技能実習生応募者としておくりこみ、各団体の費用金額などをしらべた（表 3）。 

 

 技能実習生・留学生の応募者としておくりこ

み、手数料や保証金などをたずねた。 

                 表 3 送りだし機関による説明  

 

送りだし機関 項目 
日本人（山村）への 

説明金額（万円） 

技能実習生応募者への 

説明金額（万円）2 

Polimex 

 

  

  

  

  

  

  

監理団体を設立すれば 

くわしく説明するとのこと 

 

申込み料  5 

学費・生活費  25 

契約金  30 

保証金  なし 

違約金  なし 

                                                   
2 技能実習生応募者への説明金額は上記のとおりだが、実際にはらう金額はもっとおおくなるだろう。それには、現在技

能実習生として日本ではたらいているベトナム人にたずねるのが確実である。 
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Hoang Long
3
 

 

  

  

  

  

  

  

   

申込み料 ― 2.5 

手続き料 3 7.5 

手数料 
1200ドル（1年間） 

3600ドル（3年間） 
45～50 

保証金 なし なし 

違約金 なし － 

日本での給料 ― 9.5～11 

CEO  

  

  

  

  

  

  

  

   

申込み料 ― 5 

手続き料 3 7.5（寮で日本語学習 4～6ヶ月） 

手数料 3600ドル 45～55 

日本企業への紹介料 ― 10 

保証金 なし 15 

違約金 なし － 

日本での給料 ― 9.5～11 

 Airseco  

 

  

  

  

  

  

   

申込み料 ―  

手続き料 ―  

手数料 ビザ取得後に 3600ドル  

保証金 なし  

違約金 回答をさける  

   

Kaizen(ゲアン省)    

 手数料 5 60（ブローカーによれば） 

 保証金 なし 30（ブローカーによれば） 

 

 

 

                                                   
3 わたしにも、ベトナム人技能実習生応募者にも、Hoang Longは「保証金はなし」とこたえていた。ところが、2017年

9月来日の技能実習生は 10万円を保証金として Hoang Long にあずけていた。それは、亡くなったフイさんの場合であ

る（2ページ）。2015年時点では、30万円であった。亡くなったチャンさんの場合である（3～4ページ） 
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5. 送りだし機関の研修センターめぐり 

  

前項の送りだし機関の事務所をたずねると、ありがたいことに機関の運営する研修センタ

ーを紹介された。願ってもないチャンスである。そのいくつかを訪問した。 

 

研修センターでは、技能実習候補生たちは寮で規則ただしい生活をおくっている。日本語

を毎日熱心に勉強している。日本人のわたしをみると、腰をおおきくまげながら、「こんにち

は！」とおおきな声であいさつをする。順序よく整列し、一糸みだれぬうごきでラジオ体操

をする。組立作業の実技では、監督のきびしい指導のもとでおこなわれている。 

日本の監理団体や会社の人からすれば、技能実習生候補生たちは日本にくる前にしっかり

と訓練しているとおもうだろう。わたしはしかし、不思議な印象をもった（後述）。 

 寮にはいる準備をする技能実習候補生 

 書類に記入する技能実習生候補生 

 教室にはりだされる渡日前の生活規範 



14 

 

「ウソをつかない」「ものを盗まない」と書かれてある。当りまえなのだが・・・。 

 日本人のわたしでさえしらなかった 

5Sや「ほう・れん・そう」をベトナム人はしつけられていた。 

 研修センターで日本語をまなぶ 

 運動場でのラジオ体操 

日本のラジオ体操の音楽とかけ声にあわせて、からだをうごかす。介護職を希望する技能実習候補生は、介

護師の服装をしている。 

 

 赤旗とともに鎮座するホー・チ・ミンの銅像 
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6. 日越大学周辺の日本語学校めぐり 

 

日越大学は、JICA が音頭をとり、日本の政界・官界・経済界・大学などが協力し、「オー

ルジャパン」体制のもと、2016年に設立された。ハノイ市ミンディン地区の大学校舎の数階

をつかっている。 

 

ここで日越大学を紹介したのは、この大学と技能実習生とにつながりがあるからではない。

日越大学周辺に語学留学のための日本語学校が 4校もあり、その実情をしらべるためである。

ついでにいうと、CEO という有名な技能実習生送りだし機関の支部も、日越大学ちかくで偶

然目にした。 

 

日本語学校の実情をしらべる方法は、送りだし機関の調査とおなじである。日本人である

わたしが訪問し、正面から聞きとる。その後、留学生応募者による質問でこたえをさぐる。 

 

日本語学校も、技能実習生の送りだし機関とたいしてかわりない。金額は送りだし機関ほ

どでないにしろ、サギ的手法で留学希望者からお金をまきあげているようだ。 

 

ただし、日本語学校 PTMは印刷された一覧表をしめしながら、留学生応募生に説明した。

これまで訪問した団体のなかで、もっともまともな説明方法であった。日本ではそれがあた

りまえなのだが、ベトナムではめずらしい。 

 

表 4 日本語学校による説明  

日本語学校 項目 
日本人（山村）への 

説明金額（万円） 

留学応募者への 

説明金額（万円） 

Vietscc 

 

 

  

   

手続き料 2～3 30（日本語学習費用ふくむ？） 

日本の学校入学金 回答をさける 日本の学校に直接 70～80 

アルバイト ― 9.5～11 

Naganuma 

 

  

  

 

最初の訪問で、インタビューの

内容と日程を指示された。だ

が、指定した日時は断られた。 

朝日新聞配達の奨学金との

ふれこみである。それでも

手続き料 40万円を支払う。 

手続き料  40 
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  日本の学校入学金  80～90 

アルバイト  新聞配達 11万円/月 

Hikari 

  

 

  

  

   

手続き料 10～20 32 

日本語学習費用 1万円/月 1万円/月 

日本の学校入学金 日本の学校に直接振り込む 日本の学校に直接 70～80 

アルバイト ― ― 

Viettri 

  

  

  

   

手続き料 5  

日本の学校入学金 日本の学校に直接振り込む  

アルバイト ―  

 PTM 

 

 

  

  

   

手続き料 
内容と金額の一覧表が明確

に記載され、右記とおなじ 

11（ビザ申請などの書類手

続きなど、チケットは別） 

日本語学習費用 右記とおなじ 1万円/月(寮生活もふくめる) 

日本の学校入学金 右記とおなじ 70～80 

 ハノイ市内に乱立する日本語学校 

 教材「みんなの日本語」をつかい、日本語

学校前の路上で学生は日本語を熱心に勉強していた。ベトナムの学校では、日本語は第 2外国語となり、日

本語学習はいまやブームとなっている。 
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7. 送りだし機関の日本人への一問一答 

 

 ベトナム滞在中、送りだし機関ではたらく日本人職員にあった。彼にいくつかの疑問をな

げかけたところ、本音でこたえてくれた。送りだし機関に所属しているものの、彼自身は技

能実習生制度の闇（不正や腐敗）をあきらかにしたかったようである。それこそ、わたしが

さぐろうとしている点でもあった。 

 

― 保証金や違約金はあるのでしょうか？ 

2014年ごろ、送りだし機関は保証金をとってはダメというお達しがベトナム政府からあ

りました。ところが、いまでも保証金はあって当たり前です。 

違約金はきいたことはありませんが、あってもおかしくありません。違約金はおそらく、

日本の監理団体から失踪したら賠償しろ、といわれている場合に発生するのでしょう。 

実習生が失踪しても、送りだし機関はそんなにダメージをうけません。手数料をかえす

必要もないからです。だけど、日本の監理団体から、失踪したら 1人 20万円を賠償しろ、

といわれたら、保証金（あるいは違約金）がそのまま補填にあてられます。実習生がにげ

て、送りだし機関と無関係なのに、どうしてわたしたちが 20万円支払わなければならない

の？となります。 

  送りだし機関全体で、保証金がきまっているわけではなく、日本の監理団体によってち

がいます。監理団体 Aには保証金がありますが、監理団体 Bには保証金がないこともあり

ます。 

保証金がなければ、担保はなにもありません。だから、表にでない契約書をつくってい

ます。実習生が日本へ行くとき、家族も同席して、契約の話をします。そのときに、表に

出ない書類をつくります。息子が逃げたらあなたたちが支払ってくださいね、という契約

書です。 

 

― つまり、契約書を二つ作成している？ 

日本の監理団体にたいしても、ウラの契約書もつくっています。オモテの契約書は形式

がきまっています。ウラの契約書は覚え書きとして、日本のほとんどの会社や監理団体が

そうしています。 

覚え書きに、管理費や飛行機代などのお金について書いてあります。ベトナム側で日本

語を勉強させる場合、日本側が 1人当たり 1万 5千円支払うことになっています。そのお

金を支払わないとか、失踪したらいくら支払うとか。オモテの書類に書けない内容です。 
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― 手数料は、実際にはいくらなのですか？ 

  2016年ごろベトナム政府の海外労働管理局（DOLAB ドラブ）からお達しがでて、手数料

は 3千 600ドル、学費は 590万ドン（約 3万円）と決められました。ところが、ほぼどこ

もまもっていません。基本的に、5千～6千ドルが相場となっています。 

ただ、日本での仕事とか監理団体によって手数料は一律ではありません。工場とか農業

は 5千ドルですが、建設は 4千ドル。建築がひくいのは、建設だと天候に左右されるし、

残業も少ないから人気はありません。 

縫製もやすいです。ベトナム側で縫製をやっている人がいないからです。縫製よりもか

せげる仕事は、おおいです。最近、ビルクリーニングなどのあたらしい職種ができて、女

性の仕事がふえているので、手数料はやすくなってきています。ベトナムもうるさくなっ

ているし、日本側も法律ができたし（2017年 11月の新法）、すこしずつきびしくなってい

ます。 

 

― ブローカーは、どのようにかかわっているのでしょうか？ 

  日本人、ベトナム人、どっちもブローカーはいます。送りだし機関を紹介するベトナム

人に、送りだし機関に合格したら支払っています。日本人のブローカーは、日本の監理団

体や会社を送りだし機関に紹介します。1人日本に行ったら、500～2千ドルを成功報酬と

してもらっています。 

  ブローカーの報酬も実習生の手数料に上乗せします。送りだし機関に払う手数料が 5千

ドルだったとしても、ブローカーをつかっていれば、そこに 2千ドルしはらうとすれば、5

千ドルに 2千ドルをのせます。 

実習生たちは金額の内訳はしらないので、そういうものだとおもって支払います。ベト

ナム人は親戚がおおく、顔のひろい人から、学校の先生とか、村の村長みたいな人が送り

だし機関に人を紹介して、本人と送りだし機関から報酬をもらいます。 

 

 送りだし機関のまわりをうろつくブローカー 
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― 飛行機代は、だれが払っているのでしょうか？ 

  日本の実習生制度の法律によれば、往復とも受けいれ会社が支払うことになっています。

実際には、支払っていることもあるし、片道だけの場合もあるし。送りだし機関によって

は二重取りしていることもあります。日本の会社からもらっていながら、実習生からもと

っています。そういうのは、ウラの覚え書きにすべて記載されています。 

 

― 日本側はどのように面接するのでしょうか？ 

建設の場合は体力試験と実技と口頭試験です。体力試験ははしったり、腕立てふせをし

たりします。日本語は、ほとんどの人は審査できるレベルになっていないので、審査基準

にはいりません。 

 

 

日本からの監理団体や会社の人から面接をうける技能実習生候補生たち（品定め？） 

 

― 日本にいけるか、いけないかは、誰がきめるのですか？ 

  入管がビザをだせば、日本へいけます。 

 

― 日本でトラブルがおきたとき、ベトナムの送りだし機関はどのような対応をとるのでし

ょうか？ 

日本の会社から監理団体にクレームがいき、監理団体がベトナムの送りだし機関にクレ

ームにいきます。ちゃんと解決してくれないと、次の面接は別の送りだし機関にしますよ、

と言われます。 
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― 技能実習生と留学生、ベトナム人にとって、どちらが人気あるのでしょうか？ 

  一長一短です。収入が安定しているのは実習生ですが、職種選択の自由があるのは留学

生です。週 28時間の規定は、あってないようなもの。どこまでもかけもちすれば、実習生

よりもかせげます。あとは日本の滞在期間がながいです。日本語学校が 2年、専門学校が

3年。その後就職できることもあります。 

ただ、実習生の方は費用負担がすくないです。留学生は行くまでに 100万円はかかりま

すし、行ってからも、かなりの学費が発生します。 

 

― 日本での過酷な状況は、ベトナムではつたわっているのでしょうか？ 

そのような情報をしらべられるベトナム人はいません。田舎の子たちは情報弱者です。

日本のブランドイメージがつよいです。3 年たって帰ったら何したいか、と実習生にきく

と、日本の会社ではたらきたい、という。ただただ日本へ行けば金が稼げる、3 年後には

日系企業ではたらける、とおもっています。 

 

― ベトナム政府や共産党は、どのように対応しているのでしょうか？ 

ドラブ（DOLAB 海外労働管理局）が担当官庁で、そのドラブの親元は労働・傷病軍人・

社会事業省です。どの団体を送りだし機関として認定するかの権限はドラブか社会福祉省

にあります。ときどき、監査にやってきて、ワイロをわたして、それでおわりです。ベト

ナムの年末 2月初め（旧正月）になると、彼らは‘お年玉’の回収にいそがしくなる、と

いうのです。 

  

― 2017年 6月にかわされた 2国間の協力覚書については？ 

  努力規定なので、ベトナムではなんの意味もありません。誰もしらないし、役人のだれ

かがしっていても、ながし読みするだけです。2017 年 11 月から新法によってあたらしい

システムとなり、書類が面倒くさいなというぐらいでしょう。しょせんは他国の法律だし、

こちらでは影響はまったくありません。 

 

― 日本は外国人介護師をふやそうとしています。 

介護職はトラブルがかならず予想されます。介護職は日本語検定のＮ4 のレベル以上と

介護の専門知識が必要になります。時間がかかるから、うまく教育する施設はほとんどあ

りません。 
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4月以降（2018年）、介護の技能実習生第一陣がいきますが、Ｎ3レベルがとるのがむつ

かしく、3年後に半分ぐらいはかえってくるでしょう。最悪の場合、3～4割ぐらいしかの

こらない、とみています。 

 

 ベトナム航空の機内にそなえつけられた冊子

「Heritage Japan」に、介護職を送りだすベトナムの送りだし機関の宣伝が載っていた。 

 

日本の介護施設が、就業後ベトナム人に日本語教育の責任をもてるわけがありません。

個人まかせにしたら、もうおわり。はたらきながら 8 カ月でＮ3 レベルに到達するのは、

とうてい無理です。Ｎ4 レベルでおくりだせば、大変なことになります。最初の 3 カ月で

日本語の勉強をする仕組みを、日本側でつくらないとダメです。 

 

― どこに問題があるのでしょうか？ 

  ベトナムの送りだし機関と日本の監理団体の双方の悪質さです。それと、どちらも数が

おおすぎます。いまは 240の送りだし機関が日本の 2000の監理団体をとりあっています。 

ベトナム全土で一番おおきいのは、ホーチミン市の ESUHAI。ESUHAI の研修センターが

KAIZEN吉田スクールで、日本の ODAによってつくられた。法律をまもっているかどうか分

かりませんが。ハノイ市では LODが大きいです。CEOはベスト 5にははいっています。300

～500人規模の送りだし機関がほとんどです。 

 

― 日本政府は、技能実習生制度を技術移転の ‘国際貢献’として胸をはっています。 

日本の技術をベトナムに活かす場所は、どこにもありません。水産加工をどうやって活

かすのでしょうか。建設にしたって、いまだに木で足場をくんでいるベトナムでどうやっ

て活かすのでしょうか。機械も、まったくちがいます。 
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日本で実習した仕事と同系統の仕事についている可能性は、ほぼありません。企業型は

企業内転勤だから別としても、団体管理型で、ベトナムで日本とおなじ仕事する元技能実

習生は 99.9％いません。 

送りだし機関の「日本語教師」は、ほとんどが元技能実習生です。日本語ができるから、

日本にいったことがあるというだけで、日本語をおしえています。日本むけの事務スタッ

フや営業職は、ほぼ元実習生でしめられています。送りだし機関の職員は、元実習生ばか

りです。 

 

 JITCO（国際研修協力機構）の冊子のなかにある 

「技能実習生とは何ですか」の質問項目 
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8. ベトナムのしられざる一面 

 

日本とベトナムでおきている技能実習生の現実について、ベトナム政府やマスメディアに

とりあげてもらうことはできるのだろうか。そうすれば、送りだし機関や監理団体は不正行

為やサギ行為をひかえるのではないか。そんな素朴な疑問をベトナム通の日本人たちになげ

かけてみた。すると、彼らは即座にこたえた。 

「まず無理！」 

ベトナムの実情をしる彼らは、ベトナム社会で不正をただす行為にまったく期待をいだい

ていない。調査中に、わたしはベトナムのある漁村をおとずれた。そこでおきた出来事をし

るにつれ、彼らの断言をある程度まで理解できた。 

 

カトリック信者 100％の漁村 

亡くなった技能実習生（2ページ参照）の実家は、ハティン市（HaTinh）のちかくにある。

ハノイから車で 6時間以上のところまで足をのばした。ついでにベトナムで最悪の公害とい

われた被害の村をたずねることにした。 

  赤印がドンイェン(Dong Yen)村 

 

  村ではベトナム国旗と共産党旗がたなびく 
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ハティン省南端に位置するキアン町（Ky Anh）から東海岸へとむかう。10数分車でとばす

と、ひっそりとたたずんでいるドンイェン（Dong Yen）村がみえた。 

集落の一本筋の道をとおると、家々の玄関先で旗がたなびいている。ベトナム国旗と共産

党の旗である。さらに道なりにあるくと、左右ところどころにガレキの山をみつけた。2011

年、住民が立ち退きさせられ後、重機によってとりこわされた家々の残骸である。 

 ガレキの山々。とおくに教会の塔がみえる 

こわされていない家もある。そこに住んでいる人にきいてみた。2011年ごろ台湾企業フォ

ルモサ社がドンイェン村の土地を買収し、そこに工場をたてようとした。ところが、立ち退

きに応じなかった住民もいたので、フォルモサ社が途中で土地買収をあきらめたとのことだ

った。立ち退きと工場建設に反対した人たちの家がのこっているのである。7 年後の現在

（2018年 3月）にいたっても、ガレキは撤去されていない。ほったらかしのままである。 

この立ち退きによって、ふるくからきずかれてきたドンイェン村のコミュニティもまた、

破壊されてしまった。しかも、立ち退きに応じなかった住民の子どもたちは、学校への入学

がゆるされなかった。これらが、ドンイェン村にふりかかった災難の第一波である。その後

に、おおきな第二波の災難がまちかまえていた。 

  村の丘にたつキリスト像  

フォルモサ社は近隣の海岸に製鉄工場をたてた。2016年 4月、70トンもの死んだ大量の魚

が海岸にうちあげられた。製鉄工場から流出した有毒化学物質によって海が汚染されてしま

ったのである4。海洋汚染でハティン省をはじめ、クアンビン省やクアンチ省の海岸一帯が大

                                                   
4 金属メッキの過程で使用する青酸カリなどをふくむシアン化物と推定される。 
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被害をうけた。漁業で生計をたてていた漁民は、生活ができなくなってしまった。 

深刻な事態に住民がたちあがった。地元ハティン省のみならず、各省やハノイ市などベト

ナム北部一帯で、工場閉鎖や原因究明などの抗議活動がおこなわれ、デモがくりひろげられ

た。それを率先したのは、キリスト教関係者たちである。ドンイェン村民すべてが、キリス

ト教信者である。ハティン省やゲアン省では、キリスト教の勢力がつよく、キリスト教信者

や一般住民が抗議活動に共鳴し、たくさんの人びとがデモに参加した。 

 村のおさなきキリスト教信者たち 

大量の死魚事件の数ヶ月後、フォルモサ社は謝罪と同時に、5 億ドルの賠償金支払いを約

束した。ベトナム政府との合意によってである。ところが、これで幕引きとはならなかった。

工場の操業はつづけられ、海洋汚染の実態も不透明のままである。賠償金 5億ドルは、被害

漁民への補償金ではなく、国庫にはいってしまった。 

 現在も稼働中のフォルモサ社工場の入り口。 

厳重なチェックとおもっていたが、そのままはいることができた。ベトナムは、ゆるい。 

 汚染があっても、漁にでるしかない。 
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ベトナムのミナマタ 

村民たちが裁判所に被害をうったえても、証拠不十分を理由に却下された。漁にでても、

魚は以前ほどとれなり、生活はくるしくなった。1 年たっても、なんら解決にいたっていな

い。そこで、2017年 4月に抗議デモがおこなわれた。2016年からの大規模かつ長期にわたる

一連の抗議活動は、1975年ベトナム南北統一はじまって以来のおおきな出来事である。 

 

ベトナム政府と一体化し権力行使するベトナム共産党にとって、抗議活動を由々しき事態

とみたのだろう。反政府活動とみなし、弾圧したのである。これが第三波の災難である。抗

議デモに参加した人びとは、公安によってとらえられ、暴力をうけた。抗議活動のリーダー

のひとりダン・フー・ナン司祭も標的にされた。彼もまた、ベトナム公安につかまり、暴行

をうけた。 

 

以上が、ベトナム北中部のちいさな漁村でおきた、おおきな出来事のあらましである。わ

たしは、抗議活動のリーダー格のダン・フー・ナン司祭の教会をたずねた。彼は 1週間前（2018

年 3月初旬）に、理由なしにいきなり、ゲアン省のカウジアト町からドウルオン町の教会へ

の移動を命じられた、という。あたらしい町で、信者の対応でいそがしい様子であった。そ

れでも、突然の訪問者を歓迎した。大量死魚の公害事件について、ダン司祭はつぎのように

かたった。 

「なによりも被害実態の調査と究明が第一です」 

「工場の有毒化学物質と魚の大量死との因果関係を証明し、つぎに住民の健康被害がどの

程度なのかをしらべなければなりません」 

そして、つづけて強調した。 

「日本のミナマタとおなじです」 

ドンイェン村の人がいっていた。流産や死産が以前とくらべ、おおくなっている、子ども

の成長がおそい、亡くなる人もふえた、という。 

 教会のなかで説明するダン・フー・ナン司祭 
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2年以上前（2016年 4月）におきた工場の排出物と大量死魚との因果関係を証明するのは、

むつかしい。ただ現時点での工場からの排出内容、海水汚染度、そして魚および漁民の体内

にふくまれる化学物質の量をしらべるのは可能である。ところが、それすら実施されていな

い。 

 

一連のながれからいえることは、ベトナム共産党の対応が、なによりも暴力的である。村

の破壊・ガレキ放置・村民へのイヤガラセ・魚の大量死原因究明無し・抗議デモへの弾圧・

訴訟却下などである。 

 

台湾企業からの賠償金 5億ドルのゆくえ、そして企業とベトナム共産党との関係は、言わ

ずもがなである。ベトナム戦争においてベトナム人民をまもるため、外敵のフランスやアメ

リカ合州国を打ち負かしたベトナム共産党の‘正義’をつらぬく姿勢や清貧イメージは、ど

こにもない。 

 

ベトナム共産党とカトリックの関係 

共産党と宗教団体。共産党の理論的支柱をつくりあげたカール・マルクスの有名な言葉「宗

教はアヘン」でしめされるとおり、それぞれ相反する組織である。しかし、実際には権力と

宗教は紙ひとえである。あるいは、紙のウラとオモテの関係である。共産党そのものが、宗

教団体とよく似たヒエラルキ―を形成している。 

 

どの時代でも、どの世界でも、権力と宗教の親和性はたかい。日本でも、歴史的に両者の

つながりは密である。日本の現政権も、世俗政党と宗教政党が完全に融合している。世俗権

力も、神聖なる宗教も、人びとのこころとからだを支配する。両者の組み合わせによって、

国家安定のための最良の統治方法となる。権力同士の融合は、なにも政党と宗教だけとはか

ぎらない。マスメディアや研究者なども、権力の磁力にひきよせられ、国家の広報機関や御

用学者となる。 

  

さて、ベトナムは仏教国である。仏教が宗教の第一勢力の位置をしめる。政権との親密度

は論をまたない。ここで問題なのは、第二勢力のカトリックの立ち位置である。フランス植

民地時代にカトリックの布教はさかんであった。マルクス主義を信奉するベトナム共産党か

らすれば、カトリックはフランス植民地時代に優遇された外敵の宗教であると同時に、「宗教

はアヘン」でもあった。独立した現在、カトリックをどのようにあつかっているのだろうか。 
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政権に従順であれば、生活は保障され、カトリックは安泰である。それがカトリック信者

の大半をしめるだろう。ハノイ市にも、ホーチミン市にも、北中部の田舎ですら、大聖堂が

堂々とそびえたつ。それだけでも、カトリックは共産党と良好な関係をきずきあげているこ

とがわかる。ところが、ひとたび政権にさからえば――少数派だろうが――、報復がまちか

まえている。 

 

 ゲアン省の村にあるキリスト教会と神学校 

 

それは、カトリックだけにかぎらない。ベトナム社会のあらゆるところで、共産党および

党関連団体による支配が網の目のようにおおっている。第一次インドシナ戦争、そしてベト

ナム戦争時代をとおして、軍隊および公安は人びとを監視し、統治するための強固な組織集

団と化した。反政府の芽をすばやくつみとらなければ、将来政権が転覆されるおそれがある

からである。 

 

1975年に戦争はおわり、敵はいなくなった。つよき結束をほこる組織集団は、かつてのよ

うに自身の存在意義や正当性をみいだせなくなったのだろうか。平和になった今、腐敗と汚

職にまみれ、ワイロをむさぼる集団となりはててしまった。 

 

それを批判する勢力は、ほとんどみあたらない。あったとしても、きわめて少数である。

カトリックの少数派がそのうちのひとつであろう。欧米の手先とみられようが、ドンイェン

村の悲劇のように報復されようが、チェック機構として、カトリックは機能しているようだ。 

 

ゲアン省では、カトリックが代々うけつがれている。信者によれば、1954年共産党が政権

について以来、カトリックは迫害をうけつづけてきたという。それが、よりいっそう信仰心

と反抗心をつよめたのかもしれない。 
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9. ベトナムのオモテとウラ 

 

ベトナムのべつの顔 

今回の調査中、ある出来事がおきた。わたしたちは、車のスピード違反で交通公安につか

まってしまったのである。運転手が車両の書類をもっていなかったことも、罰金の追加理由

にされた。交通公安に合計 5000 円（日本円換算）をしはらい、20 分後に解放された。この

後しばらく、運転手は交通公安にたいしていきどおっていた。 

 

やとった運転手は、安全運転をこころがけていた。安心してまかせられるしっかり者であ

る。彼がスピード違反をおかしたのか、じつのところわからない。ただ抗議したくても、だ

まるしかない。抗議すれば、かならず公安による報復がまっているからである。これが、ベ

トナムの日常茶飯事である。 

 

ある日、技能実習生の送りだし機関に技能実習候補者をおくりこみ、外でまつことにした。

路上の小さなイスにすわり、雑多な市場や風景をながめていると、制服を身につけた 10人ほ

どの公安がやってきた。すると突然、かれらは路上販売する人びとを怒鳴りちらした。すさ

まじい勢いの声が十数分もつづき、人びとはおそれおののいた。公安のワイロ要求なのだろ

うか。これもまた、ベトナムの日常風景の一コマである。 

 

 おおきな声を張りあげる公安 

 

つぎの例も参考になるだろう。ドクさん（6～7ページの技能実習生）が強制帰国された際、

彼の親友はいきさつをきいたとたん、おもわず口にした。 

 

「日本の監理団体の人が 5 人も来て、実習生 1人を強制的につれさるなんて、まるでベト

ナムの共産党みたい」 
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彼女自身が共産党によって被害をこうむったわけではない。彼女のような一般ベトナム人

がいだく共産党のイメージがある。日々のベトナム共産党にたいする不満や怒りが、ひょん

なときに表面化したのである。 

 

これまでのベトナムは、ベトナム戦争で欧米の強国に打ち勝ち独立を達成した、という正

のイメージでえがきだされてきた。おおくの識者がそれをかたっている。それは、まちがい

ではない。ただ、わたしは、ドンイェン村の事件をとおして、なおかつ庶民の日常生活にせ

っして、ベトナムにはウラの顔があることをしった。一般外国人の旅行ルートからはずれる

と、そのような光景をいくつも目にする。 

 

冷戦時代に通用したかがやけるベトナムのイメージは、冷戦終結とともに色あせてしまっ

た。現代のベトナム青年たちも、ベトナム共産党の実態を熟知しているだけに、「ベトナムが

アメリカ合州国に勝ったのは、ほんとうに不思議」というまでになっている。 

 

現代ベトナム社会を理解するには、おきている現象を多方面からみてゆかなければならな

い。そうしないと、ものごとの判断をあやまる。どうやら、ベトナムにたいする認識をあら

ためる時期がきているようだ。 

 

自由価格の手数料と保証金 

技能実習生の問題でも、例外ではない。わたしは、ベトナムでは法律がまもられていると

おもっていた。自国民をまもるのは当然だとおもうからである。それはしかし、まったくの

認識不足であった。 

 

送りだし機関ではたらく日本人が告発しているように、ベトナム政府の通達があっても、

それはあまりにも実態とかけはなれている。ベトナムの送りだし機関と技能実習生との契約

書、そして送りだし機関と日本の監理団体との協定書のどちらも、オモテとウラの書類が存

在する。ウラの契約書によって、技能実習生から勝手に保証金をとっている。いくら日本が

法律で禁止しても、ベトナム側にはなんの効力をもたない。日本とベトナムとの二国間協定

は、まったく意味をなさないのである。 

 

それでは、送りだし機関によって手続き料がちがうのは、どうしてだろうか。ブローカー

自身も、「相手によって手数料の値段をきめている」という。ブローカーは、まずしい家であ
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れば、値段をさげる。ある程度の資産があれば、値段をつりあげる。不思議である。ここで

も、オモテとウラの世界があるようだ。 

 

ベトナムでは、品物の値段がきめられていない。ホテルの宿泊料も、正規の料金と値引き

料金が設定されている。だから、ホテルにつくと、つい値引き交渉する癖がついてしまう。

タクシーも、シクロ（人力車）も、以前はドライバーたちと値段交渉しなければならなかっ

た。それが、今ではメーターがつき、値段交渉せずにすむようになった。ただ、ほかは昔の

ままである。 

 

ようするに、自由に値段を設定できる社会なのである。商売での売り買いというのは、ど

の世界でも、もともと値段はきまっていない。売り手と買い手の交渉によって値段が成立す

る5。 

 

ベトナム滞在中、ハノイの郊外商業地域をおとずれた。そこには日系小売業イオンが進出

していた。イオンの各店は価格表示しており、100円ショップにあらず、4万ドン（200円）

ショップをみつけた。品物が中国製であっても、日本からの輸入品のためか、割高となって

いる。値引き交渉はできない。 

 

 ハノイ市のイオンに出店する 4万ドンショップ 

 

タクシーやイオンの店のように、ベトナムでもオモテの正式値段が採用されてゆくだろう。

そのながれの中で、技能実習生の手数料も、表示することで適正価格になってゆくかもしれ

ない。 

 

                                                   
5 むかしの日本でも、医者や医療機関が自由に医療費をきめていた。それが、国民皆保険となり、医療費の値段が一定と
なった。医療をとおして人びとを統制しようと、国家が医療介入したのである。現在の日本社会における、健康保険に

加入してない人（統制する必要のない人、たとえば非正規滞在者/難民申請者など）にたいしての自由診療というのは、

そのなごりである。医療機関が自由に医療費をきめられるのである。 
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研修センターの奇妙な光景 

送りだし機関の研修センターでも、オモテの世界があらわれてくる。 

日本人がやってくると、おじぎをして、礼儀ただしく受けこたえする。教室に書かれてあ

る標語には、5S（しつけ、整頓、整理、清潔など）、ほう・れん・そう、万引き窃盗をしない、

ウソをつかない、とある。日本語教育をふくめ、日本人によいイメージをうえつけるため、

はげんでいるようだ。日本の学生が就職試験の際、好印象を試験官にいだかせようと、就活

成功テクニックをとりいれているように、ベトナム技能実習生候補生も、合格するため、精

一杯努力している。 

 送りだし団体の研修所における日本語教室 

 送りだし団体の研修所における 

運動場でのラジオ体操 

 送りだし団体の研修所における食堂での昼食 

日本人に気にいられるため、日本人のえがくイメージどおりにあわせているようだ。わた

しは、研修所でベトナム人技能実習生候補生からあいさつされたとき、ふと似た感覚にとら

われた。 

茨城県の牛久市には外国人収容所がある。そこではビザのない外国人が長期に収容されて

いる。収容所の隣には法務省の研修施設がある。そこで研修する新米の入管職員に、送りだ
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し団体の研修所でまなぶ技能実習候補生とまるでソックリなのである。 

牛久市の外国人収容所の食堂（入管職員や一般来訪者用）で昼食をとるとき、20代の若々

しい大勢の入管職員が食堂に列をなす。外国人収容所とおなじ敷地内にある法務省研修セン

ターにおいて、一定の期間の研修をうける新米入管職員である。わたしが順番で列にならぶ

と、新米職員はていねいにお辞儀をしながら、あいさつをする。しかも、「お先にどうぞ」と

入管職員列の順番をとばすようにうながす。 

彼/彼女らの言動は、ヤラセではない。だが、好意ともいいがたい。おそらく、入管職員の

印象をよくするため、入管上司から指導されたのだろう。‘礼儀ただしい’職員の姿はしかし、

外国人収容所の被収容者にたいする現実の入管職員の姿とは、まったくことなっている。 

  

東日本入国管理センターのパンフレットより  

ベトナムの送りだし機関の研修施設とほとんどかわらない。となると、技能実習生候補生とおなじように、

わかい入管職員もだまされ、洗脳されているのかしら？ 
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うつりかわるベトナム 

ベトナムは外国に侵略された歴史をもつ。欧米の介入をゆるしたことで、痛い目にあって

いる。そこで、20世紀の国家形成期に、ベトナムは他国の介入をゆるさない方針をつらぬい

た。それは、外敵から自国をまもるためである。 

 

と同時に、外国による侵略の恐怖心をあおることで、社会統制をつよめてゆく。そうでな

いと、人びとは勝手な方向にうごいてしまう。現在の西アジアをみてわかるように、他国の

過剰介入によって、分断され、あらそいが生じ、地域が破壊される運命となってしまうので

ある。 

 

しかし、「外敵からまもる」論理はもはや通用しない。台湾企業フォルモサ社を例にだすま

でもなく、日欧米の企業、中国の企業、さらにアメリカ合州国の空母さえもしのびよってい

る。アメリカ合州国大統領も、大衆食堂に顔をだして、ベトナムのブン・チャー（米麺）を

食べ、共産党幹部よりも人気を博している。 

 

 大衆食堂は、米国大統領を写真におさめて商売繁盛する。

米国大統領の大衆食堂訪問は、政治的パフォーマンスだろう。いかにも国際的ペテン師としてふさわしい。 

 

本来であれば、中国と友好関係をきずかなければならない。「中国の脅威に対抗」というの

は、ひょっとして欧米の戦略にまんまとのせられているのかもしれない。 

 

かつての外国軍とたたかった英雄たちは、独立と自由は手にいれた。それから 40年以上経

て、いまはグローバル化の時代になった。ベトナムは、その荒波にもまれている。ベトナム

人は、その波間をどのようにおよぎきるだろうか。 
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有名な言葉「自由と独立ほどたっといものはない」をかかげ、外国軍に抵抗したホー・チ・

ミンに思想というのがあるならば、ゲアン省のダン司祭たちなどの活動こそが、急速にうつ

りかわるベトナムのなかにあっても、ホー・チ・ミンの精神と行動の正統なる後継者ではな

いだろうか。ちなみに、ホー・チ・ミンはゲアン省で生まれた。 

 

ゲアン省ドンイェン村ではベトナムと共産党の赤旗をかかげている。忠誠をちかっている

かのようにみえるが、ベトナム共産党からこれ以上の被害をうけないための村民による防衛

策である。ここにも、オモテとウラがみられる。ベトナムの庶民は、したたかに生きてゆく

知恵を身につけているようだ。 

 

日越大学ふたたび 

わたしはベトナムの田舎をまわり、地方のベトナム人の暮らしぶりをみた。ほんのひと時

をすごすだけで、べつの世界がみええてきた。 

 

となれば、ながくベトナムにかかわっている研究者・ジャーナリスト・援助関係者などは、

ベトナムの現状を、とくに政治家や公安の腐敗や汚職や暴力の実態をよくしっているだろう。

「まるでベトナムの共産党みたい」な暴力的な人に、たくさん出会ったことだろう。 

 

ただ、それをしっているとしても、研究者・ジャーナリスト・援助関係者などは表にださ

ない。ただ、沈黙するのみである。ましてや、公害の被害にあった漁村の調査は、とうてい

不可能である。それを実行すれば、抗議デモの人びとがうけた弾圧のように、まちがいなく

ベトナムからおいだされる。傍観や沈黙することで、彼/彼女らはベトナムの正のイメージ形

成に一役かっているようだ6。 

 

技能実習生の送りだし機関ではたらく日本人によれば、ベトナム最大の送りだし機関は

ESHAIであり、その研修センターが日本の ODAでつくられた、という。日越大学もまた、ESHAI

の研修センターとおなじで、JICAや ODAがふかくからんでいる。ODAというのは、日欧米の

外交政策および経済政策を遂行する手段としてもちいられる。相手からの要求というよりも、

むしろおしつけである。借金まみれにさせたうえで、支配を目的としている。 

 

                                                   
6『原発輸出の欺瞞－日本とベトナム、「友好」関係の舞台裏』（伊藤正子・吉井美知子共編 明石書店 2015）では、そ

のような日本人研究者が登場する。いっぽうで、少数であるが、共産党に異議をとなえるベトナム人の存在も、この本

でつたえられている。 
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前回の報告でも ODAを登場させた。技能実習生制度を‘国際貢献’として、人びとをあざ

むいている点をあきらかにしたうえで、ODA をサギ行為としたのである。前回の報告の一部

を引用しよう。 

 

ベトナム政府も ODAをサギと承知のうえで、浮いた国家予算を軍事費や公安関係費にまわ

し、強力な社会統制を維持する。もちろん、ワイロ要求もわすれていない。そして、ODA に

よる借金をベトナム国民におしつけている。 

 

国家の政府機関は人びとをあざむく。そうでないと、国家というものが機能しなくなる。

人びとにウソをつきながら、国家の体裁をたもつのである。ウソがばれても、強権的な発動

によってウソをおおいかくす。それが、官僚や政治家の役目である。 

 

最初の問いにもどろう。ベトナムにはたらきかけて、技能実習生制度問題を改善してゆく

ことはできるだろうか。 

 

ベトナム側は、技能実習生の送りだし機関にしても、日本の外務省による ODAにしても、

つけくわえれば原発輸入や新幹線整備など、すべて日本からの要求―― その背後にはアメリ

カ合州国がひかえている――にこたえているにすぎない。日本から介護師がほしいと要求す

れば、介護人材を育成する。ベトナムみずからが必要にせまられて、実施しているわけでは

ない。日本からの要求にこたえる過程で、共産党幹部とその寄生虫が、ワイロや多額の利益

をむさぼるのである。 

 

経済力の圧倒的な差によって、日本からベトナムへとおしつけられている面がつよい。と

なると、ベトナム社会よりも日本社会にはたらきかけるほうが、はるかに有効であろう。 

それでは、その日本社会はどうなっているのだろうか。 
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10. 日本における移民・難民の健康 

 

尼僧タムチーさんの話 

わたしは、本報告の冒頭に亡くなったベトナム人技能実習生の話をもってきた。それは、

あまりにもおおくベトナム人が、日本で亡くなっているからである。日本の仏寺・日新窟の

ベトナム人尼僧のタムチーさんはかたる。 

 

「2013 年石川県でおきたベトナム人技能実習生の突然死をかわきりに、岩手や青森など、

日本全国でいつも葬式をしています。荼毘にふし、お寺に埋葬しています。3 年間で位

牌は 50人ちかくにものぼります。毎月 1人の割で亡くなっています。半分以上は技能実

習生で、のこりは留学生です。友人や実習先の会社からの連絡がおおく、なかには、ベ

トナム大使館や警察から連絡がわたしにくることもあります」 

 

「現場に行って、遺体を確認して火葬します。遺族がベトナムからこられないと、委任状

をかいてもらい、私の名前で火葬します。火葬した遺骨は、わたしがベトナムにかえる

とき、もっていきます」 

 

「こんなにおおいのははたらきすぎ、とおもっています。来日前にみんないいことを言わ

れていますが、日本の現実とまったくちがいます。20万円かせいでも、健康保健や税金

などでいろいろとひかれます。本人の手取りは 7～10万円ほどです。半分以上は借金の

返済にあてています。栄養状態がわるいし、ストレスもたくさんあります。精神的にお

いつめられています」 

 

表 5 タムチーさんが供養したベトナム人（2018年 1月のみ） 

仮名 性 
年齢

（歳） 
在留資格 居住地 死亡年月 死因 

グエン  男 25 実習生 埼玉県 2018年 1月 交通事故 

バン 男 25 実習生 長野県 2018年 1月 自殺 

チュー 男 22 実習生 愛知県 2018年 1月 突然死 

フォン 男 32   2018年 1月 交通事故 

ティ 女  留学生 愛知県 2018年 1月 ガン 
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「今年（2018年）の 1月だけで 5人も亡くなりました（表 5）。また、来日の条件に結婚し

てはいけないなどが書いてあるらしく、妊娠して中絶したケースも 10件以上あります。

おおくはさびしさから、ベトナム人同士で付き合いがはじまり、妊娠しています」 

 

 

技能実習生の死亡と労災 

日本の技能実習生（すべての国籍をふくむ）の死亡者数についてみると、04年以降、毎年

20人以上となっている（図 1a）。しかも、20代・30代にもかかわらず、脳疾患および心疾患、

そして自殺でなくなっている（図 1b）。これは、きわめて異常である。技能実習生を死にい

たらしめるほど、過酷な状況におかれている証左なのだろう。 

 

技能実習生は、本国に多額な借金をせおっている。ベトナムでは、銀行から 100～150万円

の大金をかりている。彼/彼女らははたらいて、借金をかえさなければならない。ところが、

低賃金なので、おもうようにかせげない。そこで、労働時間をふやし、睡眠時間をけずり、

休日もはたらき、からだを酷使する。賃金未払い・暴行・性暴力がおきても、ガマンしなけ

ればならない。借金返済するまで、彼/彼女らは職場をはなれられず、帰国できずにいる。 

 

図 1a 技能実習生の死亡数 
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図 1b  脳・心疾患による死亡数および自殺数 
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条件のよい職場にうつろうとしても、技能実習生制度では原則転職がみとめらない。しか

も、はたらけるのは最長 5年である。そこで、非正規滞在者となるか、難民申請するか、そ

れとも多額の借金をのこしたまま帰国するか、彼/彼女らは、どれをとっても「よい結果」を

のぞめない選択にせまられる。 

 

これでは、精神的においこまれ、心身ともに病
や

んでしまうのは当然だろう。尼僧タムチー

さんがいうように、現実に技能実習生に突然死――おそらく過労死であろう――や自殺など

がおきているのである。 

 

元技能実習生のベトナム人男性は、非正規滞在者となったのち、外国人収容所に収容され

た。収容中にベッドのシーツを撚ってつなぎ、ロープにして首つり自殺をはかろうとした。

さいわいにも、同室者に救助され、一命をとりとめた。これは、わたしが経験した身近な例

である。 

 

制限はあるものの、ビザのない非正規滞在者・難民申請者であったほうが、職業選択の自

由があるだけ、むしろマシである。本国にいるとき、彼/彼女らはこれほどまでおいつめられ

るとは、想像もしなかったという。 
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多発する労働災害と労災隠し 

フーさんの労災補償は、不十分であった（5ページ）。休業補償は受傷日から 3週間たらず

で切られ、強制帰国までの 11ヶ月間は無給であった。しかもフーさんの右腕のシビレや筋力

低下は、労災としてあつかわれていなかった。さらに、彼はなかば強制的に帰国させられた。

これは、あきらかに労災隠しである。 

 

あるビルマ人技能実習生も労災にあった。ジーンズのボタンとりつけ作業で、あやまって

機械に指をはさんで、骨折してしまった。ところが、研修中の出来事なので、労災ではない、

と会社は主張している。これも、労災隠しである。 

 

移民・難民は、危険な仕事につかされることがおおい。それだけに労災にあう危険度がた

かまる。労働者の死傷者数をみると、日本人よりも移民・難民のほうが労働災害にあう確率

はたかく、とりわけ、技能実習生にその傾向がつよい（図 2）。 

 

図 2 労働者の死傷数（休業 4日以上） 労働者 10万人あたり  
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厚生労働省「外国人労働者の死傷災害発生状況」をもとに山村作成 
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移民・難民の社会的医療問題 

労災や労災隠し以外にも、問題がおきている。病気や妊娠がわかった場合、強制帰国させ

られるのである。また、会社が社会保険に加入していないので、国民健康保険に加入せざる

をえない。ところが、たかい保険料を支払わなければならず、途中でやめてしまう。くわえ

て、医療情報にとぼしく、どこの病院にいけばよいのか、わからない。それ以上に問題なの

は、言葉である。日本語が不十分なので、医療関係者との意志疎通がむつかしくなる。 

 

高額医療費・医療情報不足・言葉の壁などは、技能実習生にかぎらず、移民・難民に共通

する問題点である。それは、日本の医療が、移民・難民むけにまったく整備されていないか

らである。 

 

移民・難民の病気 

それでは、技能実習生におおい病気はなんであろうか。これも、技能実習生特有の病気と

いうのはない。移民・難民の病気は、ほとんどが風邪、胃炎、腰痛、便秘、不眠などである。

これらは、日本人とまったくかわりない。ただし、注意しなければならない病気がある。感

染症・精神疾患・重症疾患（脳血管障害・心臓疾患・ガン末期）・労働災害過労死（脳・心疾

患）などである。 

 

感染症は移民・難民の流入によって生じる。日本での結核患者および HIV感染者/エイズ患

者のしめる割合をみると、外国人（移民・難民）は、日本人よりもたかい（図 3、4）。 

図 3  日本における結核罹患率（人口 10万対） 3年区切り 
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厚生労働省「日本における人口動態」、結核予防会「結核統計」、法務省「在留外国人統計」をもとに山村作成  
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図4  日本におけるHIV感染者/エイズ患者の割合（人口10万対） 3年区切り 
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厚生労働省「日本における人口動態」および「エイズ発生動向報告」、法務省「在留外国人統計」をもとに山村作成 

 

 ついでに、日本にくらす国籍別の自殺率をしめす（図5）。おどろいてしまうのは、韓国・

朝鮮の自殺率がつねに日本よりも1.5倍たかいことである。いっぽう、90年代のタイ国籍をの

ぞき、他国籍の自殺率はひくい。ひくい理由のひとつに、日本とことなる文化的気質（南国

気質）があげられるだろう。 

    図5 日本における国籍別の自殺率（人口10万対） 3年区切り  
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厚生労働省「日本における人口動態」、法務省「在留外国人統計」をもとに山村作成  
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だが、ふるくから日本にすんでいる韓国・朝鮮人がきびしい日本の社会環境の影響をこう

むっているとすれば、あらたにやってくる移民・難民のなかから、自殺者がふえることもあ

りうる。 

 

移民・難民は不安定な生活を強いられ、さきの見とおしがたたずにいる。そのため、不眠・

頭痛・不安感などの症状をうったえる。それが、自殺の引き金になるかもしれない。 

 

母と子の健康 

母子の健康にも注意をはらわなくてはならない。高乳児死亡率・予防接種の機会の減少・ 高

死産率・高出産費用・母子手帳未交付・DV（家庭内暴力）などのほかに、仕事や学業をつづ

けるために、中絶しなければならないこともおきている。「人口動態統計」から移民・難民の

乳児死亡率および死産率をしらべてみた（図 6、7）。 

 

注目に値するのは、1995年以降のフィリピン国籍とタイ国籍における、乳児死亡率および

死産率の急激な低下である。1994年以前、死亡した乳児や胎児は母親の国籍としてかぞえら

れていた。1995年以降、父親が日本人であれば、外国籍の母親からうまれた子どもも日本国

籍にいれられるようになった。この変更によって、みかけ上それぞれの率がひくくなったの

である。 

図 6 日本における国籍別の乳児死亡率（出生 1000対） 3年区切り 
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厚生労働省「人口動態統計」をもとに山村作成  
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図 7 日本における国籍別の死産率（出産 1000対） 3年区切り 
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厚生労働省「人口動態統計」をもとに山村作成 

 

1990年代初期のフィリピン人やタイ人は、ビザなしの人が比較的おおかった。医療情報は

圧倒的に不足し、情報源も情報網もほとんど存在しなかった。日本人による支援も、わずか

であった。彼/彼女らは高額医療費を心配し、しかも言葉の壁もあつかった。とりわけビザの

ない非正規滞在者は病院による入管への通報をおそれていたため、医療機関へのつながりは

無きにひとしかった。 

 

1990年代の死産率がたかいのは、上記の負の要因以外に、おそらくのぞまない妊娠、つま

り人工妊娠中絶がおおくをしめていたからだろう。その背景に、離婚や生活苦などがあげら

れる。当時の家庭環境・労働環境・ビザなし状態・医療情報不足などが、胎児を死においや

っていた、とみてよい。 

 

現在でも、社会的な負の要因がなくなっていない。高額医療費や医療情報不足など、移民・

難民にたいする医療保障はととのっていない。通訳制度がわずかにひろがりはじめているも

のの、まだ不十分である。移民・難民にたいする偏見や差別は、いまだに根づよい。ベトナ

ム人尼僧タムチーさんの言葉どおり、「妊娠しておろしたケースも 10件以上」という状況が

つづいている。医療だけで解決するのは、とても無理である。おおもとの原因をさぐったほ

うがよさそうだ。 
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11.日本のいびつな移民・難民政策 

 

 技能実習生にしても、留学生にしても、国籍別でみると、圧倒的におおいのが中国出身者

であった。ところが、最近では横ばい状態となっている。かわりにふえたのが、ベトナム出

身者で、2017年の技能実習生では、中国をぬいてトップとなっている（図 8、9）。 

 

図 8 技能実習生 国籍別 
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図 9 留学生 国籍別 
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2013年から急上昇しており、それに比例するかのように、「2013年石川県でおきたベトナ

ム人技能実習生の突然死をかわきりに」（尼僧タムチーさんの言葉）ベトナム人死亡数もおお

くなっている。 

 

はたらく留学生 

厚生労働省(厚労省)が公表した表がある。これをみると、留学生、とりわけ語学留学生は

外国人労働者としてかぞえられている。しかも、おおきな表題として「留学生の雇用対策」

というのが堂々とのっている。留学生は労働者として日本にきているわけではないのに、不

思議である。じつは、厚労省は、もともと留学生を労働者としてあつかっているのである。 

 

 

厚労省発表の「はたらく」留学生数と法務省・入管発表の留学生数は、それぞれことなる

数値である(図 10a)。さらに出身国別でみると、奇妙な現象がみられる。厚労省発表のベト

ナム人留学生数やネパール人留学生数が、法務省発表のそれよりもおおくなっている（図 10b、

10c）。これをどのように解釈すればよいだろうか。 

 

おそらく、つぎのことが推定される。「はたらく」留学生のほとんどは、仕事をかけもちし

ている。ふたつ、おおいときでみっつも、仕事をかねている。すると、それぞれの事業所で

はたらく留学生が同一人物であっても、ちがう留学生として厚労省にあがってくる。厚生労

働省はしらずにか、それともしっていてなのか、それらをかぞえているのだろう。 
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    図 10a 入管発表と厚労省発表の留学生数 

法務省「在留外国人統計」および厚生労働省「外国人雇用状況」より山村作成
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図 10b 入管発表と厚労省発表の留学生数 ～ ベトナム出身  

法務省「在留外国人統計」および厚生労働省「外国人雇用状況」より山村作成
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図 10c 入管発表と厚労省発表の留学生数 ～ ネパール出身  

法務省「在留外国人統計」および厚生労働省「外国人雇用状況」より山村作成
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技能実習生の実情をしらべてゆくなかで、わたしは語学留学生の問題にでくわした。そし

て、技能実習生と構造的にまったくおなじであることを理解した。むしろ語学留学生のほう

が、より深刻である。留学生のバンさんはかたる。 

 

「留学生ビザをとるためには、滞在学校・住む場所・保証人が必要でした。そのすべてを

ブローカーが手配してくれました。ブローカーに 135万円をはらいました。利子は 20％

で、月に 1万 5千円を支払わねばなりません」 

  

「来日して日本語学校にかよっていますが、1 年 3 か月間たっても、日本語をほとんどは

なせません。教師は中国人がおおく、かつ入れ替わりもはげしいです。基礎的な会話も

文法も、ほとんどおしえられていません。校舎はぼろく、雨漏りがします」 

   

「日本語学校から専門学校や大学にいきたかった。でも、中国人が経営する日本語学校で

は、その道筋をつけてくれません」 

 

日本語学校の実態をなにもしらぬまま、バンさんは日本にきてしまった。現在彼は、ビザ

の期限がせまっているため、ベトナムに帰国するかどうか、まよっている。 

 

  

日本語学校で眠りこけるベトナム人語学留学生（留学生による撮影）  

ねむる時間がないほど、はたらいている。 
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留学生は、1 週間に 28 時間しかはたらけない。しかし、それでは生活できない。そこで、

仕事をかけもちする。1日 20時間はたらく留学生がいれば、3日間でわずか 3時間しか睡眠

をとっていない留学生もいた。ほとんどは、2～3 ヶ所のアルバイトのかけもちをしている。

それは、ベトナムでの借金をかえすためであり、日本語学校や専門学校の入学金や授業代の

ためでもある。 

 

実質的に労働者としてはたらいているにもかかわらず、労働者として法的に保護されてい

ない。技能実習生と同様に、暴言・暴力・低賃金・言葉の問題がおきている。さらに原因不

明の急死がおおい。ベトナム人尼僧のタムチーさんによれば、2018年 1月中だけで 3人もの

わかい留学生がなくなった、という。 

 

技能実習生も、留学生も、おかれる状況にかわりない。両者とも、多額の借金、低賃金、

劣悪な労働環境、しかも健康を害する点で、線引きできない。 

 

このような状況にあっても、留学生には相談できる人がまったくいない。たてまえでは週 28

時間以上の労働は禁止されているので、違法労働がばれてしまうからである。技能実習生のよう

に支援者や労働組合がまったくかかわっていないため、人生設計をくるわせられた留学生たちの

問題は、なかなか表面化しない。 

 

技能実習生・留学生から非正規滞在者・難民申請者へ 

あまりにもきびしい労働現場からのがれ、あるいは入学金や学費が支払えず日本語学校・

専門学校を中途退学し、オーバーステイとなる技能実習生や留学生がふえてくる。 

 

外国人収容所に収容されている元留学生に面会したことがあった。彼はベトナムで 160～

170万円の借金をし、2013年に来日した。日本語学校をへて、専門学校に合格したが、学費

がたかく、入学できなかった。本国に借金がのこっているため、ビザの期限がきれても、工

場ではたらいていた。その仕事先で、彼は入管につかまってしまった。 

 

非正規滞在者の国籍をみると、ベトナム人がふえている（図 11）。なかには難民申請する

人もいる（図 12）。そのあいだ借金をかえすため、はたらく。難民申請者の資格別でみると、

短期滞在者・留学生・技能実習生などがふえている（図 13）。 
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図 11 非正規滞在者 国籍別 
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図 12 難民申請者 国籍別 
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図 13 難民申請における在留資格別の推移 
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以前は非正規滞在者からの難民申請が大半であった。2010年以降、ビザが有効なうちに難

民申請すると、特定活動ビザがあたえられ、就労も可能となった。すると、短期滞在者・技

能実習生・留学生などが難民申請しはじめるようになった7(図 14)。 

 

  図 14 非正規滞在者、難民申請者、技能実習生/留学性との関係の模式図 

 

      過去（2010年以前）              現在 

技 能 実 習 生

留 学 生

非 正 規 滞 在
者

難 民 申 請 者

技 能 実 習 生

留 学 生

非 正 規 滞 在
者

難 民 申 請 者

 

 

だが、彼/彼女らが難民申請したところで、数年後に不認定となるのはあきらかである。

0.2％の難民認定率が、それを証明している。技能実習生や留学生が、非正規滞在者や難民申

請者にうつったとしても、難民不認定となり、最終的に非正規滞在者となる。彼/彼女らは、

ビザなし予備軍なのである。 

 

非正規滞在者の場合、制限はあるにしても、職場をある程度自由に選択できる。技能実習

生/留学生としてはたらいているときより、表情はあかるくなる。あたかもドレイ状態から

解放されたかのようである。ところが、それがみつかれば、収容され、本国に強制送還され

てしまう。そして、ふたたびこころの負担をかかえ、自殺しようとする人もでてくる。この

点も、技能実習生と留学生とのちがいはない。 

 

                                                   
7 そもそも、ビザが有効なうちに難民申請すれば、特定活動ビザをあたえはじめたのは、入管である。そこで、難民性が
なくても、これまで非正規滞在者とされていた人びとが難民申請するようになった。きびしい管理のなか、おもわぬ抜

け道がつくられてしまったのである。難民申請者の急増をまったく予想しなかった入管は、失態を演じたことになる。

ところが、入管は自身の失態をおおいかくすため、責任を難民申請者に転嫁した。‘偽装難民’として、マスメディア

に登場させたのである。 
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労働力不足におちいった日本 

このような出来事が、なぜおきるのだろうか。 

農業・水産業・建設業・製造業などの労働現場から日本の若者がいなくなりつつある。外か

らの労働力をとりいれなければ、日本社会はなりたたない。移民・難民の労働力を必要とする

きざしが、すでに 90年代初頭からあらわれていた。その労働力として、現在は技能実習生およ

び留学生がつかわれているのである。 

 

90 年代初頭には、非正規滞在者によって単純作業労働がまかなわれていた。入管は、その状

況を黙認していた。そして、需要がへるとともに、非正規滞在者をとりしまって、強制送還し

た。ところが、それから 30年ちかくへた現在も、労働人口がへっているにもかかわらず、日本

は単純作業をおこなう労働者を正式にうけいれていない。かわりに、非正規滞在者（難民申請

者もふくむ）、つぎに日系南米人、現在では技能実習生がつかわれている。その隊列に、留学生

がくわわる。 

 

単純作業労働者を非正規滞在者および日系南米人から技能実習生および留学生へとうつしか

えた理由が、もうひとつある。移民・難民が日本にすみつかないようにするためである。非定

住化方針の循環型労働力受け入れは、中間搾取する仲介団体の存在をゆるし、いびつな仕組み

となっている。そのしわ寄せが、当の技能実習生や留学生におしよせている。 

 

この状態を解消する方法として、韓国のこころみが参考になる。1993年、日本の研修技能

実習制度とほぼおなじ内容の産業研修制度が韓国で開始された。ところが日本と同様、問題

が多発した。高額な借金・過酷な労働状況・労災・解雇・暴力などである。 

 

そこで産業研修制度は廃止され、2004年に雇用許可制が導入された。国と国の行政機関が

技能実習生などの外国人労働者に責任をもつことになった。仲介（搾取）団体の介在する余

地をなくしたのである。ただ、短期間の循環型労働力受けいれは維持されるため、定住や家

族呼び寄せはできない。そのため、現在ではおおよそ 20万人の非正規滞在者が存在する。 

 

韓国の雇用許可制は参考になるものの、もともとの日本の技能実習生制度が粗悪なため、

小手先で部分的に手なおししても、根本的な解決にいたらない。日本の難民認定制度をみる

までもなく、基本的な点をなおざりにしたまま、法務省・入管による「改善」だけでは、問

題がより複雑になるだけである。 
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官僚のつぎはぎ作業 

日本は過去にも似た状況におちいり、おなじような出来事があった。日本の若者がいなく

なり、外からの労働者でおぎなおうとした。外からの労働者は、深刻な被害をこうむった。

1940年代のアジア太平洋戦争中における朝鮮および中国から人びとを強制連行し、過酷な労

働を強いた歴史である。 

 

強制連行と技能実習生制度をくらべると、おどろくほど類似する。ウソの勧誘・仲介団体

の搾取・期間限定の過酷労働・低賃金・劣悪な生活・暴行・死傷者多発・無責任官庁などで

ある。過去の出来事は、すぎさった現象ではない。現代において、そして将来においても、

べつの形でかならずあらわれる。過去の歴史的事実を、技能実習生をとおして、わたしたち

は今ここにまなぶことができる。 

 

となると、過去と現在の状況を正確につかみ、それらを整理し、問題の根源をつきとめ、

体系的な予防策をかんがえる。そのうえで、健全な社会の将来像をえがき、それを実行にう

つす。これが、まっとうな思考と行動である。 

 

ところが、日本社会の中枢とされる官僚・政治家・財界人・司法関係者・マスメディア人

などは、それが大のニガテである。かわりとして、その瞬間でのその場しのぎが得意である。

せっぱつまった出来事がおきてはじめて、すばやく対応する。その際、つぎはぎ作業がじつ

にうまい。 

 

しかし、つぎはぎ作業は根本的な解決につながらない。けっして長つづきせず、いずれ、

ほころびが生じる。そのほころびをまた、とりつくろう。そのくりかえしである。べつの大

事件を例にあげれば、福島県の原発事故の対応が、それにあたる。 

 

技能実習生制度の 源
みなもと

 

 ところで、技能実習生制度の原型はどこにもとめられるのだろうか。 

定住化を阻止しつつ、出かせぎ労働者の受けいれを制度化した最初の国は、1960年代のア

パルトヘイトが存在した南アフリカ共和国である。南アフリカ共和国は近隣諸国との労働協

定をむすび、南アフリカ共和国の政府機関が近隣諸国の労働者を募集する。二年間の雇用期

間が終了すると、被雇用者は帰国させられる。還流型出かせぎ労働者制度を維持できたのは、

南アフリカ共和国の人種隔離政策が徹底していたからである。 
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還流型出かせぎ労働者の類似形として、19世紀後半の年季契約労働者があげられる。アジ

アから植民地および新大陸への労働力移動である。名称がかわっても、彼/彼女らは過酷な労

働を強いられ、ドレイにちかい状態におかれていた。 

 

年季契約労働者があらわれたのは、西アフリカからのドレイよりも安あがりだったからで

ある。力づくでつれてくるよりも、だましたうえで本人がきてくれるほうが、手間がはぶけ

る。しかも、ドレイや船員の死亡率がたかくなり、ドレイ貿易はわりにあわず、もうけにな

らなくなったからでもある。 

 

そのドレイは、強制移住労働の最初の労働力搾取被害者である。この労働力移動搾取形態

が、現在にいたるまでの基本形となる（図 15）。年季契約労働者は、ドレイと南アフリカで

はじめられた還流型出稼ぎ労働者との中間に位置する。 

 

図 15 西アフリカから新大陸に強制的につれさられたドレイ 

 

映像「だまされるな！技能実習生 ビルマ編」より 

 

巧妙に変身するドレイ貿易と制度 

さて、そのドレイ貿易はなにをもたらしたのだろうか。 

 

ドレイ貿易によって、イギリスは巨万の富と資本の蓄積をえた。富の一部が動力機関の開

発資金へとながれ、動力機関を発展させた。それが、18世紀中ごろからの産業革命をおこす
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要因となる。動力機関による物資の大量生産と大量輸送が可能となり、それがさらなる富と

資本の蓄積と成長をうながした。あたらしい発明品である動力機関をも商品化し、産業資本

を成長させていった。いわゆる資本主義経済のはじまりである。 

 

経済力と技術力を背景に軍事力が強化された。ほかを圧倒する産業と軍事力によって、イ

ギリスはアジアをひざまずかせ、植民地化し、植民地から原産物および労働力を収奪してい

った。並行して、イギリスの国民の統合をはかり、国民国家を創出しはじめた。労働力と兵

力などの国力をつけるため、総動員体制をはかったのである。 

 

産業革命はまた、イギリスの工業化をおしすすめ、世界の工場といわしめるほどになった。

工業化は、都市への人口集中や大気汚染などの環境破壊をもたらす。そして資本主義化によ

って富の一極集中がおこり、貧富の格差がひろがった。農村や貧民街のまずしい人びとは、

新天地をもとめ、新大陸にむかった。あたらしい土地においても、大英帝国臣民の意識は不

可欠である。 

 

近代以降の日本は、西洋のイギリスやドイツなどの先輩たちをみならい、工業化を促進し、

経済力と軍事力をつよめながら、近隣諸国を植民地化していった。あからさまなドレイ貿易

はないものの――かわりに大陸からの強制連行があった――、資本主義拡大・工業化・国民

国家形成・富国強兵・植民地への移民などを同時並行ですすめ、イギリスとおなじ道をたど

ろうとした。資本主義による貧富の格差、工業化による都市への人口集中と大気汚染、そし

て大日本帝国臣民意識をかたちづくることまでも西洋の先輩たちのあとをおった。 

 

21世紀の現代においても、世界のいたるところで、これら類似現象がみられる。16世紀か

らのながれは、現代社会を形成する基盤となっている。この存在があるからこそ、ドレイか

ら年季契約労働者、還流型出かせぎ労働者、技能実習生へと形をかえながら、人の商品化お

よびその売買は、より巧妙になってゆくのである。 
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12.ベトナムと日本とのあらたな関係  

 

日本政府のオモテとウラ 

2018年 3月中旬、ベトナムから帰国すると、官界や政界ではスキャンダラスな事件があい

ついだ。現首相による友人への国有地提供にともなう不正行為、官僚によるウソの供述およ

び公的文書の隠ぺい工作、さらには財務省トップによる女性記者へのセクハラなどである。

セクハラは、財務官僚によってあやうくにぎりつぶされそうになった。 

 

識者は官僚や政治家の質の低下をなげくけれど、そうではない。官僚や政治家による人を

あざむく行為は、今にはじまったことではなく、むかしからみられる現象である。これまで、

表面化されなかっただけにすぎない。 

 

日本官僚型政府は、ベトナム共産党政府と似たりよったりである。ただ、前者のほうがは

るかに巧妙である。くわえて、日本官僚型政府にもオモテとウラがある。これまで本報告で

のべた事柄について、それを表にしてみよう（表 6）。 

 

            表 6 日本政府のオモテとウラ 

 

 

 

行政機関 項目 オモテ ウラ 

法務省・入管    

 技能実習生制度 国際貢献 変形ドレイ制度 

  研修生・技能実習生 労働者 

 移民 
移民政策にあらず 

あくまで出入国管理政策 

非定住の循環型労働者出入の

移民政策 

  難民 難民条約加入 難民認定 0.2% 

厚生労働省     

  留学生受けいれ 留学生 労働者 

外務省    

 ODA 開発途上国の援助 支配の一環 
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形をかえた植民地支配 

前ページ表の項目 ODAについて、いくらかの説明が必要だろう。 

1990年代、わたしは海外で医療救援活動に従事していた。その経験にもとづき、話をすす

めたい。 

 

途上国の地方病院には日本製のレントゲン装置がそなえられていた。90年代当時フィリピ

ンに滞在していたわたしは、その地方病院で撮影されたレントゲン写真の‘よみ’をたのま

れた。病院には写真をよみとく医師（放射線科専門医）はおらず、レントゲン装置が日本か

らおくられても、地元の医療関係者はつかいこなせなかったのである。 

 

フィリピンのほかの地方病院にいくと、超音波検査の機械がほこりをかぶっていた。高度

医療機器を提供したところで、修理技術や修理代金があるはずもなく、医療機器の維持はと

ても無理であった。地元の医療関係者がつかわなければ、無用の長物となる。そのような高

価な医療機器が、医療援助として提供されつづけられている。これは、なにもわたしの経験

だけでなく、ODAをとおしての無意味な‘人道支援’が、たびたび現地から報告されている8。 

 

最初のうち、日本の外務省はすこし知恵がたりないのではないかとおもった。ところが、

とんでもないおもいちがいであることに、あとで気づいた。たしかに知恵はじゅうぶんはた

らいていた。それは、ワル知恵だったのである。 

 

レントゲン装置や超音波検査機械、そして医薬品などは、日本企業からの購入である。支

援といっても、それは日本企業のもうけとなるのである。ODA は、自国の企業利益にかなっ

ているのである。 

 

難民キャンプで活動しているときも、キャンプ周辺をはしりまわるトヨタのランドクルー

ザーの姿をよくみかけた。前回の報告でもしるしたように、ODA による道路・橋・空港・港

など交通網の整備は、日本の土建業界をうるおわせている。 

 

ODA の‘利点’でもうひとつあげられるのは、途上国への援助が、先進国の経済のみなら

ず、政治的利益にもつながることである。ここでも医療を一例にあげよう。 

 

                                                   
8 アフガニスタン支援でカレッド・レシャード医師の経験では、17億円分相当がアフガニスタンにおくられたが、医療

器具や機器はほこりをかぶったままだった、という。 
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19～20世紀の植民地統治者は、権威と資金と医療知識と医療技術をしのびこませつつ、現

地の人びとをしたがわせた。医療――ここでは国際保健――というのは、統治をより円滑に

すすめるため、統治技術の一環として発展してきた歴史がある。ODA や国際保健の成立背景

には、過去の植民地支配と切っても切りはなせない関係がみてとれる。 

 

第 2次世界大戦後は、冷戦時代の幕あけとなる。宗主国から変身をとげた先進国は、植民

地から独立国となったアジアやアフリカ、そして中南米での共産主義革命思想の勢力をふせ

ぐ対抗策として、援助による外交戦略をあみだした。教師・宗教者・技術者・医療従事者・

経済学者を旧植民地に派遣したのである。 

 

1960年代に創設されたアメリカ合州国の平和部隊の隊員は、侵略の先兵となったかつての

宣教師の生まれかわりである。平和部隊がモデルとなり、その後日本の青年海外協力隊がつ

くられた。ODA は、世界戦略(支配)の一環としてとらえられる。日本の ODA の背後には、ア

メリカ合州国の思惑がひそんでいる。アメリカ合州国の援助(支配)の肩代わり、という政策

である。 

 

日本の外務省は、国際協力の名のもと、JICA 専門家や青年海外協力隊などをおくりこみ、

ベトナムの情報を手にいれる。それは、ベトナムをコントロールするためである（図 16）。

アメリカ合州国政府は、日本のあらゆるところで、CIA 関係者をもぐりこませている。それ

は、日本をコントロールするためである。 

 

       図 16 ODAの意図は？ 
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19世紀後半から、欧米はアジア大陸を植民地化しようとした。利益をあげうる最大の目的

は、中国である。その近場に前線基地をきずきたかった。それにえらばれたのが、日本であ

る。欧米は中国を食いものにするため、日本を利用するのが一番の得策とかんがえたのであ

ろう。日本はその手にまんまとのってしまい、現在にいたる。 

 

公害としての技能実習生制度 

それでは、ODA の援助によって、なにがおきるのだろうか。人間の生活や自然が破壊され

るのである。先進国のある技術が浸透し、先進国からの政治的・経済的・暴力的介入によっ

て、その地に公害をもたらす。ダム建設によって、あるいは原発輸出によって、住民の暮ら

しがおびやかされるのである。 

 

かつてドレイ貿易によって、はたらき盛りの、しかも文化を伝承する青年たちがつれさら

れた。アフリカ大陸西一帯の地域は、壊滅的なダメージをこうむり、社会が崩壊していった。

援助や技術ではないものの、「他国からの政治的・経済的・暴力的介入によって、その地に公

害をもたらす」点において、かわりない。 

 

ドレイ貿易がもたらしたもののなかで、産業革命や資本主義経済などのほか、イギリス人

の生活の変化があげられる。紅茶や砂糖などが大量生産され、ドレイ貿易でうるおい、それ

によってゆたかな生活を享受したのである。紅茶や砂糖などは、くらしにうるおいをあたえ

るだろうが、人間とって生存不可欠なものではない。 

 

現代版ドレイ制度における技能実習生のはたらきによって、日本社会の快適でゆたかな暮

らしがささえられている。縫製工場での衣、農業・水産加工業・弁当工場での食、建築現場

での住などである。フャッションや 24時間のコンビニや宅配は、なくてはならないものでは

ない。それらは、意図的に需要をつくりだされているのかもしれない。 

 

技能実習生制度を維持する条件は、経済力の差である。経済格差によって押しつけられた

制度である。技能実習生制度は、ODAとともに途上国にふりかかった公害といえよう（図17）。 

 

技術や制度というのは、人を傷つけながら、発展する。人間の文明社会というのは、ほか

の社会や人びとを犠牲にしてはじめて成立する。 

それでは、ほかを犠牲にしない社会というのは、成り立つのだろうか。 
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図 17 技能実習生（労働力商品）の輸出入～日本の変形ドレイ貿易 

•輸出
政府機関

送り出し団体 •帰国

政府機関

受け入れ団体

ドレイ商人 ドレイ商人

元締め 元締め

 

 

 

市井の人びととのつながり 

ベトナム事情通の日本人たちは口をそろえて、「技能実習生の問題解決にむけてベトナム政

府にはたらきかけるのは無理である」とこたえた。そのとおりである。 

 

しかし、いっぽうで海洋汚染事件での抗議デモでみられるように、ベトナム共産党政府に

異をとなえる人びとは、かならず存在する。圧倒的な力の差があっても、官僚によるつぎは

ぎ作業に風穴をあけようとする市井の人びとがいる。国家のほころびを指摘し、官僚的つぎ

はぎでない方向へと社会を軌道修正する人びとは、いつの世にも一定数存在する。 

 

ベトナムにふかくかかわっているだけに、事情通はオモテではいいづらい。ただ、ベトナ

ムにほとんどかかわりのない日本人であれば、なんでもいえる。ベトナムから追いだされて

も、かまわない。事情通はオモテでかたらないだけであって、ウラではわたしにつたえてい

た。わたしはそれを文章化した（7項 17～22ページ参照）。 

 

わたしのまわりには、ベトナム関係者がたくさんいる。移民・難民の研究者もいる。支援

者や弁護士もいる。マスメディア関係者もいる。ウラ事情に精通する人もいる。日本のベト

ナム人 1世、2世、カトリックの人びとも、たのもしい存在である。彼/彼女らの手助けがな

ければ、今回のようなベトナム調査は、とてもできなかった。 
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いまや、ベトナム人が日本のあらゆる場面で、わたしたちの生活をささえている。力や数

はくらべものにならないが、相手と手をつなぐ点において、統治する側とおなじである。わ

たしたちもまた、植民地支配のテクニックをみならおうではないか。それは、人と人との関

係を重視するのである。 

 

その際こころしておかなければならないことがある。植民地経営のながれのなかで、おお

きな役割を果たしたのは、キリスト教系団体である。いまでは WHOや世界銀行などの国際機

関、USAIDSや JICAなどの国家援助機関、企業化する国際 NGOが、それにとってかわってい

る。 

 

かつては「文明の使者」、いまでは「人間の安全保障」「人権」といった響きのよい言葉を

ちりばめ、途上国の劣悪な状況をなげき――その行動と意識は、先進国に責任の大半がある

にもかかわらず、それを覆いかくす役目をする――、技術や医療や文明化のすばらしさを強

調し、おくれた意識とおもわれている人びとを ODAやマスメディアによって洗脳し、現地の

団体を資金提供によって従属化させている。 

 

現場ではたらく国際機関・国家援助機関・国際医療 NGOの人たちの善意はうたがいをいれ

ない。ただ、彼/彼女らをみるにつけ、イタリアのことわざをおもいだす。 

 

「地獄への道は善意で舗そうされている」 

 

それでは、そのような‘善意’でない具体的な行動とは、いったいなんだろうか。国際機

関・国家援助機関・国際医療 NGOとは正反対の方向、つまりお金をかけず、権威や支配とは

無縁となるように、おたがいの知恵のやりとりを活かすことである。 

 

技能実習生の問題にたずさわった者として、できるだけ彼/彼女らの声をひろいあげ、おお

やけにしめす。日本社会の中枢に異をとなえつつ、チェック機能をはたす。それが、非人間

的な状況をすこしでも良くするのではないだろうか。犠牲を最小限にくいとめることにもつ

ながる。そのような言動によって、ベトナム人とのあらたな歴史の 1ページがかきくわえら

れるだろう。 

 


