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1. はじめに 

 

ベトナム・ハノイ市は高層ビルの建設ラッシュである。そのもとで、バイクがひしめき

あい、騒音をたてながら排気ガスをまきちらす。道路のみならず、市場
いちば

でもバイクは疾走

する。湖畔の街ハノイをあるくと、湖畔のほとりでアオザイ姿のベトナム美人をみかける。

そのいっぽう、ジーンズ姿の現代っ子はスマートフォンを片手に友人たちとおしゃべりを

たのしむ。路上では、おじさんたちが暇つぶしにベトナム囲碁に興じる。大衆食堂の前を

とおると、香ばしいにおいがたちこめ、ムシ料理をみつけた。食すれば、たいへんおいし

い。ベトナムを旅すれば、前ページにかかげた写真の光景にかならず出あうだろう。 

 

 わたしはしかし、旅行者むけの観光地にはおとずれず、特殊な場所にでかけ、ベトナム

青年たちにであった。技能実習生の送りだし団体の事務所および元技能実習生たちである。

くわえて、ベトナムの医療機関をたずね、医療事情をさぐった。それは、元技能実習生た

ちが日本にいるあいだ病気となり、帰国後に彼らの病状がどのように対応されているのか、

それをたしかめるためである。 

 

元技能実習生の聞きとり、そして送りだし団体および医療機関の訪問をとおして、ベト

ナム社会の一端を垣間みるおもいがした。と同時に、現代ベトナムの若者の意識と感性を

多少とも理解できるようになった。特殊な状況における当事者の情報をつかむことで、そ

の社会をふかくしることができたのである。これらは、書物などからはけっして得られな

い内容である。それらをここにしるす。 
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2. 元技能実習生への聞きとり 

 

共通する問題点 

 ベトナムに帰国した元技能実習生 4人、および来日予定の技能実習生 2人に来日前後の

状況、そして現在の状況をきいてみた。それを一覧表にする（表 1）。 

 

                    表 1 元/新技能実習生たちの属性・背景・経過 

 グエン ラン フオン チュー マイ   ティ 

 性別 男性 女性 女性 男性 女性 女性 

年齢 24歳 27歳 21歳 24歳 20代前半 20代前半 

学歴 高卒 短大卒 中卒 高卒 大卒 高卒 

出身地 ハンズオン省 タイホアン省 ダクラク省 ハンズオン省   

実家 
農業 

米や果物 

農業 

米 

農業 

コーヒー 

農業 

米 
 

農業 

 

仲介者 有 友達の紹介 友達の紹介 有   

送りだし団体-頭文字 ST HL TX CO HL HL 

申し込み料（ドル）  300  500   

手続き料（ドル） 1万 5500 5000 6000 5000 3500 

保証金（ドル） 5000 2000 1000 3000 なし 1000 

料金調達方法 銀行からの借金 銀行からの借金 銀行からの借金 銀行からの借金   

 来日 2014年 5月 2014年 8月 2017年 3月 2014年 7月 2017年 6月 2017年中予定 

日本での問題点 

労災によって 

左眼失明 

ほぼ強制帰国 

実習先での 

暴言と暴行 

賃金未払い 

事前通告なしの

強制帰国 

実習先での 

暴言と暴行 

技術・人文知識・

国際業務のビザ延

長は不確実 

 

帰国日 2016年 4月 2016年 11月 2017年 5月 2016年 4月 未定 ― 

 帰国後の状況 

後遺症あり 

近所の店で 

はたらく 

会社勤務 

日本語学校 

通学中 

実家での 

手伝い 

日本語学校 

通学中 

― ― 
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技能実習生の過程で生じる問題点は、これまで弁護団・労働組合・支援団体などによっ

て指摘されたとおりである。 

 

送りだし団体の問題点としては、高額な手続き費用と保証金、契約書類のコピーをわた

していないことである。保証金はすくなくなっているが、その分手続き料のなかに上乗せ

されるようになっている。それぞれの送りだし団体の競争が、はげしくなっているようだ。 

 

受けいれ団体の問題点としては、 契約書類のコピーをわたしていない、実習先で問題

が生じてもまったく対応せず、むしろ強制帰国によって実習先の問題を隠蔽してしまうこ

とである。実習中のパスポート・在留カード・健康保険証のとりあげはなかったものの、

グエンさんは、労働災害後にパスポートと在留カードを帰国日までとりあげられていた。 

 

実習先での問題点としては、暴言と暴力、賃金未払い、突然の強制帰国である。 

 

上記の問題は、技能実習生が日本国内にいるあいだ、弁護士団体および支援団体がかか

わり、そこではじめて解決する。問題をかかえたまま、だれにも相談できず、帰国した場

合はどうなるのだろうか。元技能実習生 4人のうち 3人は、それらの問題をかかえていた。 

 

労働災害後の不透明な補償手続き 

特殊な例として、労働災害（労災）に遭った元技能実習生グエンさんがあげられる。彼

は仕事中に左眼にクギが刺さり、失明してしまった。そして、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た。帰国後、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。 

 

日本にいるあいだ、労災の手続きはなされ、傷害補償一時金は支給されたものの、休業

補償が不明である。強制帰国までの 4ヶ月間、パスポートと在留カードを受けいれ団体が

保管していたのも問題である。しかも「帰国しないと、保証金がもどらない」という脅し、

帰国後には「社長への借金をかえさないと、労災補償がおりない」という脅しもかけられ

ていた。 
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ベトナムに帰国後、左眼の障害にたいする病院への紹介はなされなかった。かりに紹介

されたとしても、経済的に、また交通の便がわるいため、通院できない（「4.ハノイ市の

病院めぐり」参照）。 

 

わたしの日本帰国後、日本でグエンさんの労災補償がどのようになされているのかをさ

ぐった。休業補償は受傷日から 3 週間たらずで、強制帰国までの 11 ヶ月間は休業補償は

なされていなかった。しかもグエンさんの右腕のシビレや筋力低下は、労災としてあつか

われていなかったようだ。今後、あらたな労災再申請をおこなう予定である。 

 

外国人は、危険な仕事に就かされことがおおい。それだけに労災に遭う危険度がたかい。

とりわけ、技能実習生にその傾向がみられる（図 1）。 

 

図 1 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」より山村作成  

 

脅しと強制帰国 

暴力的な脅しをかけられ、実習先からのがれざるをえなかったランさんには、賃金未払

いがあった。そこで、わたしの帰国後、支援者をかいして、労働組合と弁護士に相談し、

手続きをとることにした。 
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来日後たったの 2ヶ月で強制帰国させられたフオンさんは、ハノイ市の送りだし団体と

直接交渉した。送りだし団体は、はじめ強制帰国の非をみとめなかった。ところが、日本

の弁護士団体や労働組合がフオンさんの件にかかわっていることを知ると、すばやく態度

をかえた。その場で、保障金の全額と手続き料の半額、そして 1ヶ月分の給料を約束した

のである。実際に、1ヶ月後にそれらは支払われた。 

 

技能実習生が帰国してからでは、問題解決は不可能である。事情をきくにも、連絡がと

れない。とれたとしても、時間がかかる。しかも、彼/彼女らは関係書類をあたえられて

おらず、証拠をしめす書類のいっさいをもっていない。帰国してから対応するのでは、あ

まりにもおそすぎる。 

 

問題をかかえた元技能実習生 3人は、わたしがハノイ市滞在中にたまたま相談にのった

にすぎない。それでも、解決の過程で労力を要した。とくに、労災のグエンさんには時間

がかかっている。彼の場合はまだ、その処理が進行中である。グエンさんが日本にいるあ

いだ相談していれば、すぐに処理できただろう。 

 

その点、暴力と暴言の被害に遭った元技能実習生チューさんは、日本にいるあいだ弁護

士団体や労働組合に相談した。実習先会社などとの交渉の結果、ある程度の時間を要した

ものの、解決へとみちびくことができた。 

 

あらたな問題、ビザ更新手続き 

送りだし団体 HL で研修をうけたという新技能実習生たちに出あった。彼女たちのビザ

の種類は、技術・人文知識・国際業務である。技能実習生ビザではない。大学・短大の卒

業生は、技術・人文知識・国際業務のビザとなるようだ。それらのビザは、ここ最近のあ

いだ、頻繁にだされている。 

 

ところが、それは 1 年間のビザしかあたえられない。ビザ更新時に、実習先の会社が、

技能実習生ビザにすると、入国管理局でビザ延長ができず、帰国させられる可能性がある。

実際に、その問題に直面した技能実習生がいた。新技能実習生は、3 年間は日本に滞在で

きるとおもっているが、現実はちがっている。 
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3. 送りだし団体めぐり 

 

送りだし団体での応募 

送りだし団体は、どのように技能実習生たちを募集しているのだろうか。それをたしか

めるため、20代前半のベトナム男女 2人とともに、送りだし団体をまわった。2人は応募

者として、手続き料・保証金・研修内容などをたずねた。‘偽装’応募者たちが職員に質

問しているあいだ、怪しまれないように、わたしは事務所の外でひかえることにした。 

 

彼/彼女らがききだした結果を表にまとめる（表 2）。また 8～10ページに、各団体が入

居しているビルおよび事務所などの写真をかかげる。 

 

                           表 2 送りだし団体一覧 

 

 JS GT* JV CO H L TX 

 事務所の場所 
ハノイ中心街

のビル内 

下町の庶民的

な通り 

ハノイ中心街

のビル内  

ハノイ中心街

のビル内 

ハノイ市 

北部  

ハノイ市 

北部   

申し込み料（ドル）  200 200～500** 500 300  

手続き料（ドル）   6000 6000 3500～5500 5000 

保証金（ドル）   なし 言及なし 1000～2000 1000 

 研修内容 日本語学習    日本語学習  日本語学習 日本語学習  日本語学習  

研修所 

日本人むけパ

ンフレットに

よれば、ハノ

イ市郊外の 4

階建てのビル   

ハノイ市から

西へ 10km に

位置し、工場

の跡地かのよ

うである。 

広々とした敷

地内に事務所

と研修所とホ

テルをかまえ

る。 

事務所のとな

りのビル 

 勧誘方法 口頭 口頭 口頭 口頭 口頭 口頭 

*  GTでは、留学生のみを募集しており、その手続き料は 2500ドルである。技能実習生については、

申し込み料を支払えば、手続き料その他をおしえるとのことであった。 
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**  JVでは、ほかに預かり金 500ドルをとっている。 

JS事務所が入居するロッテセンタービル。ビジネス街にそびえたつ。 

 

応募者たちはロッテセンタービル 1階にある窓口で身分証を提示し、入館カードを発行し

てもらい、中にはいる。かなり厳重である。 

 

GTの事務所は、下町風情の通りに面した質素なかまえである。なぜか親しみをおぼえてし

まった。事務員は、しきりに応募者たちに日本への留学をすすめていた。 
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JVの事務所がはいっている高層ビル。最上階のレストランから道路をはさんで、ホーチミ

ン関連の施設がみえる。まるでホーおじさんを見下しているかのようだ。 

 

 

ビジネス街に CO は自社ビルをたてている。ベトナムのこの地は、本当に人びとの平等を

うたう社会主義の国かしら、とうたがってしまう。 

 

COビル 5階の一室に、送りだし団体の事務所がある。「日本」をアピールしている。 
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HLの事務所入り口は、みた目はきれいである。中身はというと・・・（後述）。 

 

HL構内で、日本へと出発する新技能実習生たちにはなしかけてみる。 

日本行きが、うれしくてたまらない様子であった。 

 

 

TXの事務所は、庶民的な通りに面している。ずいぶんと開放的な事務所である。日本行き

をめざす新技能実習生たちは、たくさんの荷物をかかえていた。 
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送りだし団体の研修所訪問 

まず、CO運営の研修所をおとずれた。もちろん、正式な訪問ではない。ハノイ市郊外に

研修所がある。豪勢な COビルとうらはらに、ふるびた工場跡地かのようである。 

 

ハノイ市郊外にある CO の技能実習生用の研修所  

 

 

 

 

実際に研修をうけたグエンさんによれば、研修所では軍隊式のきつい集団生活を強いら

れていた。彼は実情をかたる。 

「研修所で 3ヶ月間日本語の勉強をします。寝泊まりする場所は、おおきな部屋ひとつ

しかありません。そこで、研修生 200人全員が寝起きをともにしました」 

 

「月に 1度しか外出できませんでした」 
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「日本人が見学にきた時だけ、建築関係や工事現場などの訓練をやっているかのように

みせかけていました」 

 

さらに、グエンさんはインターネットから下記の写真をとりだし、研修所でのヤラセを

かたった。 

 

「研修中にケーキや清涼飲料水は、だされるはずもありません」 

 

 

「日本人がくると、おそろいの服に着替えさせられたうえ、まじめに勉強しているかのよ

うに演技をさせられます」 
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つぎにおとずれたのは、HL運営の研修所である。ハノイ市北部に位置する研修所は、学

校構内のように広々とした敷地内にある。事務所もその一角をしめている。 

 

ここでも、日本人むけに演出がほどこされている。元技能実習生ランさんが、実情をか

たる。 

 

「1クラス 20名で、合計 18クラスありました。日本人がおとずれると、おそろいの制

服に着替えて、あたかもまじめに日本語を勉強しているかのようにみせかけていまし

た」 

 

HLの日本語研修所  
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送りだし団体による勧誘方法 

送りだし団体は、零細企業様から大企業様までと、はばひろい。ある程度の資金とコネ

と知恵があれば、送りだし団体を設立できるようだ。 

 

その大小にかかわらず、おおくの共通点がみられる。元技能実習生 4人の経験および送

りだし団体での受け付け対応にもとづき、応募から来日までを時系列にしめす。 

  

1. 技能実習生に関する情報は、親族や友人などの口コミでつたわるようになっている。

一部はインターネットで募集をしている。雑誌やテレビでの広告はない。 

 

2. 送りだし団体にたどりつくまで、応募者は仲介者に仲介料 200～500 ドルをはらう。

この仲介者が、送りだし団体の広告塔の役目をはたしている。仲介者は町や村の人で、

問題が発生しても、その地域の共産党幹部や公安とコネがあり、ワイロをわたせば、

簡単にのがれられる。 

 

3. 信頼されるように、事務所の見栄えをよくする。 

 

4. ベトナム人が送り出し団体に応募する際、技能実習生応募用のパンフレットはいっさ

いつかわれない。いっぽう、日本人向けのパンフレットは、よくできたつくりとなっ

ている。 

 

5. 広告やパンフレットのかわりに、送りだし団体の受付では、口頭でうまく勧誘する。

あこがれの日本にいけること、たくさん稼げてすぐに借金をかえせること、3 人に 1

人か 2人に 1人が合格するといって、高倍率を強調しながら、応募者の競争心をかり

たてる。 

 

6. 送りだし団体との契約では、日本語勉強中の休み時間に、突然「合格しました！」と

つたえ、契約書にサインをさせる。本人はあまりのうれしさに、契約書の内容を吟味

せず、しかも領収書も発行されないまま大金をわたしてしまう。契約書のコピーは、

証拠がのこらないように、わたさない。ただし、一部の団体はわたしている。 
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7. 手続き料は、日本語勉強中に分割払いとしている。中途解約できない仕組みを巧妙に

つくりだしている。いったん応募したら、そこからのがれられない。 

 

8. ベトナム人の日本にたいする好印象を利用している。 

 

9. 受け入れ団体・実習先会社・日本語学校の日本人がやってくると、日本語の勉強と実

習の仕事などの演技をほどこしている。日本人むけのパンフレットでは、「わかいう

えに、よくはたらく勤勉なベトナム人」を強調する。 

 

日本の振り込めサギとほとんど似た手口で、純朴なベトナム人から大金をまきあげてい

る。振り込みサギとちがうのは、送りだし団体にあざむいているという自覚がない点であ

ろう。あくまで「人材派遣会社」として就職あっせんしている、とおもっているようだ。 

 

受け入れ団体や実習先会社の日本人もまた、「人材派遣会社」「就職あっせん」という認

識であろう。送りだし団体の偽装を承知のうえで、日本人も演技しているのかもしれない。

そのように体面をつくろわなければ、技能実習生制度の論理がなりたたないからである。 

 

技能実習生制度にかかわる団体は実質的にドレイ商人の末裔であり、それぞれの国の政

府はドレイ商人の元締めである。しかし、その本質をおおやけにかたるわけにはいかない。

そこで、もちだされたのが、日本政府の強調する「技能実習生制度は国際貢献」である。

すりかえの論理によって、自身の行為を正当化している。 

 

技能実習生制度というのは、ベトナム側も、日本側も、みずからをあざむきつつ、ウソ

や偽装行為で成立する制度なのである。 
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4.ハノイ市の病院めぐり 

 

病気をかかえて、帰国を余儀なくさせられた元技能実習生が 2人いた。ひとりは、労働

災害によって左眼失明したトウさん、もうひとりは日本で心臓ペースメーカーを挿入した

患者チューさんである。 

 

ベトナムに帰国したあと、彼らは医療機関にかよっていなかった。むしろ、医療機関を

受診できない、といってよい。ハノイ市の各医療機関をおとずれ、一般庶民から話を聞き

だし、医療制度などをさぐると、彼らの受診できない理由があきらかとなってくる。 

 

バックマイ病院 

フランス植民地時代の 20世紀初頭に設立された由緒ある病院である。2003年の急性呼

吸器感染症の SARS騒動で一躍有名になった。 

 

CT・MRI・PETなどの検査が可能である。ところが、その検査費用が高額である。医療保

険をつかうにしても、その割引率は 10～30％程度にしかならない（表 3）。しかも、日本

のように 70％と一律ではない。 

 

表 3 バックマイ病院の検査費用一覧 （病院内に掲示） 

 

 検査内容 保険あり（円換算） 保険なし（円換算） 保険ありの割引率（%） 

乳房レントゲン写真  455  750 40 

 胸部レントゲン写真  910 1250 27 

 CT 造影なし  2680 3650 27 

CT 造影あり 4850  5500 12 

 冠動脈血管撮影 1万 7715 2万 6500 33 

 脳血管撮影 1万 7715 2万 4000 27 

 PET/CT 10万 5000 12万 5000 16 

 MRI 1万 1680 1万 1680        0 
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病院内に患者がたくさんいるかのようだが、患者の付き添い家族のようである。入院患

者の付き添いは原則一人なので、ほかの家族があぶれてしまう。それで見かけ上、病院内

にたくさん患者がいるかのようにみえる。病院では、家族が日本での看護師の役目を担わ

なければならない。 

 

病院窓口の通路で付き添い家族が眠りこける。通路をふさいでも、だれも文句をいわない。

ベトナム社会のおおらかさが、いたるところでみられる。 

 

病院構内でも、バイクが縦横無尽にはしりまわる。 

 

40℃の気温なのに、ニンジャ姿の患者さん？ 病院においてすら排気ガスになやまされる。 
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国立心臓疾患病院 

診察料は、医師によってことなり、部長などのベテランは 25ドル、新米医師は 15ドル

である。心エコー・心電図・胸部レントゲン写真などの検査は可能である。高額な医療費

は、バックマイ病院とかわらない。 

 

たくさんの患者、あるいは付き添いの家族（？）が受付でまっている。救急車がひんぱ

んにおとずれていた。 

 

ベテラン医師診察コース（診察料 25ドル）の待合室 

 

 

 

アオザイ白衣姿の看護師さんたち。ベトナム人女性の美的感覚に感心してしまう。 
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国立眼疾患病院 

病院ちかくにはメガネ屋さんや薬屋さんが併設されている。メガネをかけた若者や子ど

もたちを、たくさんみかける。コンピューターゲームやスマートフォンの画面によって、

視力がおちているという。 

ナースステーション前に、たすきがけの看護師さんがいた。ミス看護師なのかしら？ 

ベトナムではミスコンテストが盛んらしい。ベトナム人の遊び心に、たのしくさせられる。 

 

 

ベトナム日本眼科クリニック 

清潔感をかもしだす眼科クリニックの待合室  

 

個人経営で、医療費もたかい。診察料では、ベトナム人医師 10 ドル、日本人医師 100

～150 ドルとなっている。ここでも、医師のランク別価格差がある。わたしに同行したベ

トナム人はすぐに診察と検査をうけられた。もちろん、ベトナム人医師の診察をえらんだ。 
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一般に、その国の医師免許がなければ、医療行為ができない。ベトナムでは外国人でも

医師免許の取得は可能であり、その際ベトナム語能力証明書が必要となる。ただし、通訳

がつきさえすれば、医療行為は許可されるようだ。通訳料をふくむとしても、日本人医師

の診察料は、あまりにもたかすぎる。 

 

死因と疾病の上位をしめる交通外傷 

ベトナムでの死因についてみると、脳血管疾患を筆頭に、虚血性心疾患・慢性閉塞性疾

患・肺炎・交通外傷・肝ガン・肺ガン・結核・糖尿病とつづいている（2012年 WHO統計）。 

 

平均寿命が 50歳（1970年）から 76歳（2015年）にのびるとともに、慢性疾患やガン

がふえている。三大死因は、日本とかわりない。交通外傷は、ベトナムの交通事情が反映

しているのだろう。バイクのヘルメット無着用・信号無視・スピードの出しすぎである。 

 

疾病では、肺炎・急性喉頭/咽頭炎・急性気管支炎/細気管支炎・下痢と感染性胃腸炎・

本態性高血圧・ウイルス熱/ウイルス出血熱・胃・十二指腸炎・交通事故・急性上気道炎・

骨折などがあげられる（2007年統計）。ここでも、交通事故や骨折が上位に位置する。 

 

たいていはヘルメットを着用しているが、なかには信号無視かつヘルメット無着用の

強者
つわもの

もいる。 

 

 

以前は、疾病の大半を感染症がしめ、結核はその代表であった。罹患率は低下したもの

の、現在でも結核は国民病であり、重要な感染症対策に位置づけられている。 
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なお、2015年時点での HIV感染者は 0.5%で、30万人と報告されている。比較のため、

各国の乳児死亡率や HIV感染率などをかかげる（表 4）。 

 

   表 4 各国の乳児死亡率、妊産婦死亡率、HIV感染率、結核罹患率 

 



22 

 

 

医療の質とその格差 

日本や欧米から保健医療の援助がなされているものの、国際的医療水準に達していない。

近代的な医療設備をもつ医療機関はすくない。かりにそなえていても、高度医療器械をつ

かいこなせない。CTや MRIなどの検査では、どこまで正確な画像診断がなされるのか不明

である。 

 

医師数は人口 10万人あたりわずか 52人である。日本は 193人なので、日本の四分の一

である。医学部を卒業後、病院での研修を終え、申請すれば医師免許を取得できる。日本

のように国家試験はない。看護師の数もすくなく、入院中の患者への看護は、先にのべた

ように家族がおこなっている。 

 

医療の質にあまり期待できないが、それでも都会の病院に患者がたくさんかけつける。

優先的に診てもらうには、「心付け」として医師に 30～50 ドル、看護師に 1～5 ドルをわ

たさなければならないという。 

 

国立系病院では独立採算制がとりいれられ、経営を維持しなければならない。バックマ

イ病院も例外でなく、表にしめした検査費用はかなりの高額である。これらの医療機器は、

日本の ODAによって導入されたようだ。 

 

最近では、個人経営の医療機関がふえつつある。そこでは割高な医療費設定となってい

る。くわえて、患者はたかい薬代をはらわなければならない。これでは経済的に余裕のあ

る人しか、質の保障された医療機関にかかれない。 

 

郡や町での公的医療機関において医療が提供され、保健センターでは、准医師が出産や

予防接種などを担当しているという。しかし、労働災害で失明したトウさんが専門の眼科

医や整形外科医にかかれないように、都会と同レベルの医療を地方でもうけられるとはか

ぎらない。地方と都市との医療水準の差は、ひろがっているのである。 
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医療保険制度の実情 

わたしたちに同行したハノイの大学生ハンさんは、大学の医療保険に加入している。か

つては医療保険で全額カバーされていたが、いまは支払いの 20～30％を自己負担しなけれ

ばならない。それでも、彼女は自分の健康を心配して、定期的に尿や血液検査をおこなっ

ている。被雇用者と学生にたいして、健康診断は法律で義務付けられているそうだ。 

 

公的医療保険制度はもうけられ、2014年時点での医療保険加入者は人口の 7割と報告さ

れている。だが、運用実態は不明である。医療保険には、さまざまな種類があり、それに

よって保険料がちがってくる。病院は指定され、薬もかぎられる。しかも、負担率は医療

内容によってことなり、割引率はひくい。地方出身者は、その地方の医療機関でしか受診

できない。医療保険に加入していても、実際に保険をつかうとはかぎらない。 

 

たまたま昼食でおとずれたフォー料理店で、店を切り盛りするおばさんに聞いてみた。

彼女は 2002 年に子宮ガンの手術をうけた。当時は社会主義政策の時代で、政府が国民の

健康を保障し、12ドルですませられた。現在では、医療保険なしで 1000ドル以上かかる

という。 

 

ベトナムを代表する料理フォーをこしらえるおばさん。 

ベトナム女性は、はたらき者である。 

 

 

妊婦検診や出産も有料となっている。出産のほとんどが、病院である。制度的には、経

済的に困難な少数民族・貧困層・6 歳以下の子どもなどの医療費が無料とされている。そ

の実態はというと、調べてみなければ、わからない。 
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収入にたいする医療費の割合 

これも、たまたま昼食にはいった食堂の店員さん（26歳男性）に給料をきいてみた。彼

はベトナム北部出身で、高卒である。実家は農業をいとなみ、米とココナッツをつくって

いる。両親 2人で 1日 4ドルの収入しかならない。彼自身は食堂で 1日 10ドルをかせい

でいる、という。月にすれば 300ドルである。 

 

元技能実習生トウさんは、クリーニング店でアイロンかけの仕事をしており、月に 150

ドルの給料である。一般工員の給料は、おおよそ 300 ドルである。彼/彼女らの賃金から

すると、病院での診察料や検査料はかなりの高額となる。 

  

物価上昇も、彼/彼女らの生活を直撃している。元技能実習生マイさんは、現在の給料

が 500ドルである。それでも、自炊では食材をおもうように買えず、外食をするにしても、

フォーかラーメンしか食べられない。そのフォーは 1.5～2 ドルである。日本人の感覚か

らすれば安いのだが、ランさんの収入の 0.3％以上となる。かりに給料が 20万円とすれば、

600円以上のフォーである。新米医師の診察代は 6000円となる。 

 

得られる収入にたいして、医療費や生活必需品（食材・バイクのガソリン代・電話代）

などの支出の割合を差し引いてかんがえなくてはならない。一人あたりの医療費は年々増

加し、20ドル（2000年）から 111ドル（2013年）、家計に占める医療費の割合は 5.8%（2000

年）から 16.4％（2013年）へと上昇している。 

 

物価がたかくなり、よりおおくの収入をえなければ、現在の生活レベルを維持できない。

そのような仕組みが、すこしずつベトナム社会に浸透しつつある。 

 

自前の社会保障 

医療などの社会保障は、どうやら十分に機能していないようだ。そのかわり、コネとカ

ネが幅をきかせている（「5.ベトナム社会の一断面」参照）。それすら持ちえない一般庶民

は、生活保障にどう対応するのだろうか。 
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日本でベトナム人が不慮の事故で亡くなった。相手に非があり、損害賠償請求が可能で

ある。ところが、日本にくらすベトナム人が断言した。 

 

「ベトナムの遺族は、それで終わりにしたい、と言うだろう」 

 

ベトナムに住む遺族に直接あって話をしたところ、まさに彼の言うとおりであった。 

 

ベトナムでは、交通事故が死因や疾病の上位をしめる。交通事故により、亡くなったり、

後遺障害がのこったりしたとき、加害者や被害者、そして警察や裁判はどのように解決す

るのだろうか。現地のベトナム人にきいてみた。 

 

「事故にあっても、そのままにするか、わずかなお金ですませる」 

 

病気になっても、体がうごかなくなるまで、病院を受診しないという。医療費はたかく、

住んでいる町や村から医療機関まではとおく、受診したとしても、医療費とはべつに、現

金のはいった封筒「心付け」をわたさなければ、すぐに診てくれないからである。 

 

ベトナムは社会主義を標榜し、建て前として国民の生活を保障している。しかし、医療・

年金・労災などの社会保障制度が適切に運用されているかというと、現実にあやしい。医

療費増大にたいして、ベトナムの国家予算が追いついていないのである。むしろ軍事費や

公安関係費を優先し、社会保障費にたいしてはつめたい。 

 

一般庶民は、共産党や政府にまったく期待していない。亡くなったら、それでおしまい。

事故がおきても、あきらめるしかない。じつにあっさりとしている。たよれるのは、親族

やコミュニティである。だから、ほとんどは親族や地域のつながりを大切にする。それが

彼/彼女ら自前の社会保障なのである。 
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5.ベトナム社会の一断面 

 

急成長する産業 

交通大渋滞のとき、庶民の足としてスマートフォンを利用したバイクタクシーが急速に

普及している。以前は、道路で運転手をさがさなければならなかった。値段交渉もわずら

わしい。今ではそれが解消している。スマートフォン片手の人びとを、いたるところでみ

かける。ビジネス姿のサラリーマンたち、スマートフォンをかざしながらバイクを疾走す

る若者たち、そして路上でコンピューターゲームに没頭する子どもたち。 

 

固定電話の時代はなく、テレックスや FAXの時代をへず、コンピューターによるインタ

ーネットをわずかに経験した時期があっただけで、いっきにスマートフォンが普及した。

口コミのベトナム社会に、先端情報機器が突如あらわれたのである。いまやスマートフォ

ンは、ベトナム全国民の生活に欠かせない必需品となっている。 

 

タクシーでハノイ市をまわると、立ちならぶ高層ビル群をみかける。ベトナムは経済発

展しているのが、よくわかる。タクシー運転手に聞くと、高層ビルやスマートフォンの光

景は 10年前（2007年）ごろからみられるという。1990年代以降、ベトナム投資ブームに

のって、外資系企業が進出しはじめた。2007 年 WTO（世界貿易機構）加盟をきっかけに、

製造業・流通業・サービス業など外資系企業による投資がおしよせている。 

 

経済成長するにつれ、べつの現象が生じる。物価はたかくなり、お金がなければ生活を

維持できなくなっている。医療費さえも、はらえない。社会主義政策を維持していたころ

は、医療費や生活必需品にそれほど心配なく、すまされた。今では、自分で稼いで生活費

や医療費を工面しなければならない。資本主義経済が、ベトナム社会のあらゆる場面で、

ふかく浸透した結果である。 

 

バックマイ病院での検査費用でしめすように、国立心臓疾患病院での医師診察料の差が

ついているように、経済的余裕のある人しか医療をうけられない。医療産業が急成長し、

医療は金もうけの手段となりつつある。その成長過程での犠牲者は、経済的にまずしい人

びとである。 
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モノだけでなく、ヒトのながれもさかんとなった。技能実習生の人材派遣会社など労働

力輸出産業が急成長しはじめるのは、2007年の WTO加盟以降のようだ。医療産業と同様、

拝金主義となり、人びとをあざむきつつ、金もうけにいそしむ。その成長過程での犠牲者

は、地方の農家の人びとである。 

 

じつは、ベトナム人の労働力輸出は 1980 年代から国策として実施されてきた。国家機

関が担い、おもな輸出先は東欧であった。借金返済のため、これらの国々と労働協力協定

をむすび、ベトナム人労働者の賃金の 60％を借金の返済にあてていた。 

 

90年代になると、国有企業と特定の私企業が、国家機関にとってかわる。当時の労働力

輸出人数は、それほどおおくない。1999 年は合計 2 万人ほどで、そのうち日本へは 2530

人であった1。2006年でも、日本のベトナム人技能実習生は約 5000人にすぎなかった。 

 

それが、いまや中国を追いこし、2016年 12月現在 9万人ちかくのベトナム人技能実習

生が日本にやってくる。技能実習生の‘労働力輸入’が、中国から東南アジアにシフトし

た結果である（図 2）。技能実習生だけではない。ベトナム人留学生の急増も目立つ（図 3）。 

 

 図 2 技能実習生数 - 国籍別 
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1 駒井洋『移民社会学研究』（2016年 明石書店） 
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図 3 留学生数 - 国籍別 
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出所：法務省「在留外国人統計」より山村作成  

 

コネとワイロの世界 

成長産業は、医療産業や労働力輸出産業以外にもみられる。ワイロ産業である。 

 

わたしに同行したベトナム青年は、バイクの逆走で公安にみつかってしまった。25ドル

のワイロを公安にわたして、それですんだ。あるベトナムによると、土地の購入で持ち主

が立ち退きに応じないので、公安に多額のワイロをわたし、強制退去にちかい形で解決さ

せた、という。 

 

こんなこともある。ある人が清涼飲料水に虫がはいっているのをみつけ、それを清涼飲

料水の会社に指摘した。すると、会社は彼にお金をあたえ、内密にしようとした。彼は金

額がすくないと文句をいったので、さらにお金をわたした。数日経った。公安が彼を脅迫

の罪で逮捕したのである。 

 

べつの例をあげよう。汚職事件が発覚し、政府高官が逮捕された。新聞やインターネッ

トによって、党幹部や政府高官などが批判された。それにもかかわらず、最高検察院は彼

を不起訴にし、反対に汚職事件を報道した記者たちを公安が逮捕したのである。そして、

記者たちは人民裁判所によって実刑判決をうけてしまった。 
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権力と権威とカネのある者がのさばるベトナム社会の一断面である。ロシア映画『裁か

れるは善人のみ』（2014 年、アンドレイ・ズビャギンツェフ監督）でえがかれたロシア社

会の暗部に、そっくりである。公安や司法にうったえたところで、むしろ逆におとしめら

れてしまう。 

 

技能実習生の送りだし団体の仲介者は、地元の町や村の出身である。かりに、元技能実

習生がだまされたと仲介者をうったえたところで、仲介者はその地域の共産党幹部や公安

とつながっており、ワイロをわたせば、のがれられる。不正をうったえると、共産党幹部

や公安からにらまれ、むしろ元技能実習生自身や家族の立場があやうくなる。いきおい、

被害者は沈黙せざるをえない。 

 

社会主義経済政策をすすめていたころも、もちろんワイロとコネで「解決」していただ

ろう。ただ当時は、相手からとりあげる額はすくなかった。ベトナム社会全体が、経済的

にまずしかったからである。 

 

ドイモイ政策によって社会主義経済から資本主義経済に移行し、たくさんのお金がベト

ナムに流入しはじめた。その途端、ワイロの額と回数は、それに比例するかのように急増

するようになった。そこに暗躍するのが、共産党幹部や公安にコネをもつ仲介業者のワイ

ロ関連業界である。ちなみに日本の ODAにからむワイロ額は、約 82万ドルだった。 

 

対外戦争によってつよまった統制 

コネによる社会体制と統制は、フランス・アメリカ合州国・中国などを相手に国をあげ

てたたかうなかで、つよまったのではないだろうか。とくに北部は、共産党支配のもと、

強固にかたちづけられている。 

 

その点を東南アジアの国々と比較してみよう。フィリピン・インドネシア・タイ・ビル

マなどは、大国相手に戦争しても、簡単に負けてしまった。あるいは、大国に領土を分譲

していった。しかし、国内の軍事独裁政権に抵抗する歴史が、かならず存在する。フィリ

ピンのエドュサ革命、タイの学生革命、ビルマの民主化運動である。マレーシアやシンガ

ポールにおいて、指導層は一党独裁体制を敷いても、反対政党は許容されている。 
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かの国々では、軍事クーデターも発生している。それは、国内における政権交代の代替

としてとらえられるだろう。政権へのチェック機能の役目をはたし、自国社会をつぎの段

階へとうつるための、つまり近代化促進の一過程といえる。 

 

いっぽうベトナムは、中国の千年の支配と抵抗、フランスの植民地からの独立闘争、ア

メリカ合州国との抗米救国戦争、中国やカンボジアとの紛争に明け暮れていた。対外戦争

は、国内の人びとを一致団結させ、統率力をつよめる。戦後に平和となったものの、巨大

な権力をほこる公安にとって、批判勢力の封じこめは、いとも簡単である。強固な一党（軍

事）独裁のもと、民主化運動も、クーデターも、発生する余地はない。 

 

 ただし、ベトナム戦争および中越戦争後の平和以降、ベトナムでは権力への抵抗によっ

て血がながされることはなく、きびしい弾圧にさらされることもない。一党（軍事）独裁

というものの、恐怖政治にほどとおい。公安のおかげなのか、殺傷事件はほとんど聞かれ

ない。そのかわり、ワイロで物事が「解決」してしまう。ワイロといっても、社会の潤滑

油の役目をはたしているのだろう。たおやかな社会かもしれない。  

 

ほかの東南アジアやアジアの国々では、権力闘争や政党同士の争いの過程で、そして政

権に反旗をひるがえせば、それだけに弾圧がはげしくなり、暗殺や殺傷事件が頻繁におき

ている。いずれの国も、暴力的弾圧によって、国家の安定化をはかっている。 

 

技能実習生の調査をひととおり終えたあと、ハノイ公安博物館をたずねた。中心街にあ

る真新しい建物である。内部は、近代的な装置で工夫されている。ベトナム戦争で活躍し

た公安の歴史が、たくさん展示されていた。それとともに、摸造品・交通違反・凶器・麻

薬など社会の不正をきびしく取りしまる場面のビデオを、くりかえしながしていた。 

 

公安は不正にたいして果敢にたたかっている。映像は、そのようにうつしだしている。

わたしはそれをながめながら、すべてとはおもわないが、ベトナムのどの世界でも偽装は

おこなわれている、とおもったのである。 
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近代的な装いのハノイ公安博物館では、見学者はわたし以外に 2人しかいなかった。その

2人は早々と退散した。 

 

 

ホーチミン廟も、見栄えをよくしたひとつである。1990年代にホーチミン思想をかかげ

たのは、冷戦崩壊によって旧ソ連の後ろ盾をうしない、国家の思想的・精神的支柱を必要

としたからだろう。 

 

ホーチミンは、ベトナム社会の象徴である。ベトナム統一の 証
あかし

でもある。その後につ

づく指導者は、ホーチミンほどの強烈なインパクトをあたえていない。ベトナムのヒーロ

ーは死んでも、国家統制をはかるため、廟で生きつづけなければならない。ほかの東南ア

ジア諸国では、国家事業としてヒーローを奉る宗教的現象はおきていない。ホーチミン思

想は、いわば国家的宗教の‘おしえ’となりつつある。 

 

偽装する国家 

偽装といえば、日本はベトナムの上手をゆく。わたしは今回ベトナムへでかけるのに羽

田発ハノイ行きの便、帰りはハノイ発羽田行きの便にのった。そこで気づいたのは、ノイ

バイ国際空港の構造が羽田国際空港に似ていることである。あとでしらべてみると、日本

のおなじ建設会社が請け負っていた。 

 

紅河にかかるニャッタン橋（日越友好橋）も ODAによる純日本製である。ノイバイ国際

空港とハノイ市をむすぶ橋である。あらたな病院建設や医療機器提供は、日本の ODAによ

る。建設会社も、医療機器も、純日本製である。 
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ノイバイ国際空港は、羽田国際空港にそっくりである。 

日本の ODAによる援助として、空港内に誇らしげにかかげてある。 

 

 

紅河にかかるニャッタン橋（日越友好橋）は、夜になるとライトアップされる。 

 

 

ベトナムでの日本人むけ小冊子では、日系工業団地への誘致がさかんに宣伝されている。 

 

ハノイには日系の工業団地が進出している。現地を効率的に利用するには、インフラが

十分ととのっていなければならない。工業団地でやすい製品がつくられ、Made in Vietnam
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として、日本むけに輸出される。Made in Vietnam の技能実習生は、安価な‘労働力商品’

として、日本におくられる。モノとヒトの流通に、ニャッタン橋とノイバイ国際空港が利

用される。ODAによって、日本企業に還元できるように、巧妙に仕組まれるのである。 

 

インフラ整備の建設費用は、すべてベトナムへの借金となる。外務省は借款というむつ

かしい言葉をつかうけれど、それは借金のことである。最新鋭の医療機器は無償提供とし

ても―― それは日本の医療機器メーカーの利益となる ――、バックマイ病院をはじめと

する医療機関の検査費用がおしあげられ、医療費高騰の一因となる。すると、日本などの

外資保険会社がはいりこみ、健康への不安をかりたてながら、個人保険料として人びとか

らお金をまきあげるかもしれない。医療機器を提供する側は、そこまで意図していたわけ

ではないだろうが、資金や物品をあたえることによって、かならず利害関係が生じる。 

 

地元民が生活するうえで、インフラ整備や医療機器提供は、なくても困らない。しかし、

それをあからさまに言うわけにはいかない。そこで外務省は、「国際貢献」「開発援助」と

いう美しい響きの表現へと、おきかえてゆく。近代化のため、経済発展するためにも、ベ

トナムはそれらを受けいれる。技能実習生がだまされて、借金地獄におちいっているよう

に、ベトナムは ODAによって借金地獄化しつつある。ベトナム政府は、日本政府の洗練さ

れた大規模な国家的サギによって、あざむかれている。 

 

イヤ、じつはそうではない。ベトナム政府もサギを承知のうえで、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。80～90 年代には、

国策としてベトナム人労働者を東欧へおくりだしていた。それは借金返済のためである。

それが今は形をかえ、地元民および技能実習生の安価な労働力を日本などの外資企業に提

供しつつ、自国民からお金をしぼりとっている。 

 

技能実習生制度問題をとおして、ベトナムと日本の国家、そして両国の関係をみると、

ひとつの仮説がうかぶ。国家というのは、国民にウソをつく、あるいは偽装してはじめて

成立する。逆もまた、真なり。ウソをつかない、あるいは偽装しない国家は成立しない。 
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6.わかきベトナム人のおもい 

 

日本をめざす若者 

日本で、技能実習生は「出稼ぎ労働者」というイメージでとらえられている。ところが、

ベトナムで元/新技能実習生や留学予定者にあって話をきくと、わたしの印象はずいぶん

とちがった。日本のどこにでもいる若者と、たいしてかわりないのである。 

 

一度でいいから、ベトナム以外の国にでかけたい。日本がどんなところなのか、自分の

目でたしかめたい。わかいうちに、たくさんの経験をつみたい。ベトナムの若者には、好

奇心がいっぱいつまっている。 

 

技能実習生たちの来日前の日本のイメージは、親切な人びと・きれいな四季・安定した

仕事・魅せられる風景・安心した暮らしなどである。ベトナムに山とあるクルマやバイク

などの日本製品ではなかった。インターネット・テレビ・雑誌・友達をかいして、彼/彼

女らは日本にかんする情報をたくさん仕入れている。 

 

日本ではたらくのは、借金をかえすためである。技能実習生というのを、彼/彼女らは

海外において自分の望みをかなえる手段としてとらえている。ベトナム版ワーキングホリ

デイ、といいかえてもよい。就職活動する、あるいは海外留学やワーキングホリデイをめ

ざす日本の学生とおなじ感性なのだ。技能実習生に「合格」すれば、よろこぶ。それは、

就職試験や入学試験の合格によろこぶ日本の若者の姿とかさなる。 

 

ベトナムの家族は、子ども二人しかいなくなってきている。ベトナム社会も、少子高齢

化が目前にせまる。しかも、資本主義経済が急速に浸透するなか、農業だけでは生活維持

できない。夫婦二人で 1日中はたらいても、4ドルの収入でしかない。 

 

技能実習生の親の世代は、わかいころに過酷なベトナム戦争を経験している。苦労する

のは自分たちの代で、たくさんである。土地や家を担保に銀行から借金をしてでも、子ど

もの夢をかなえさせ、より安定した社会的地位につかせたい。それが親心であろう。日本

の親が、わが子を留学させるため、資金提供するのとまったくかわりない。 
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かつては、一部の特権階級でしか、海外での就職や留学はかなえられなかった。それが

地方の青年男女にもひらかれ、ベトナム全土にひろがり、大衆化しつつある。 

 

ほかの世界を一度でも体験すれば、ベトナム社会の負の面がみえてくるだろう。ワイ

ロ・交通渋滞・環境汚染・サギ・腐敗・不自由・不便、そして能力があっても自分の力で

は上昇できないコネ社会。ひょっとして彼/彼女らは、ベトナムに自身の将来像をえがい

ていないのかもしれない。 

 

「自由と独立ほど尊いものはない」というホーチミンの有名な言葉がある。国の独立か

ら 40 年へた現代ベトナムの若者は、国から個の「独立」と「自由」をのぞんでいるよう

だ。 

 

ベトナム人にたいするイメージ 

それでは、日本人のベトナム人にたいするイメージはどうだろうか。よくはたらく勤勉

なベトナム人。素直にしたがうベトナム人、根気よく仕事にはげむベトナム人。聡明で向

上心もある。日本人は、そのようなイメージをえがくかもしれない。 

 

実際には、かならずしもイメージどおりではない。ある技能実習生がそうだった。協調

性はなく、おもいこみがはげしく、自分の解釈で行動する。約束や時間をまもらず、責任

をもたない。言われたことしかしない。短期的な利益や目先の都合を優先しがちで、将来

の計画は大のニガテである。 

 

群れをつくりにしても、組織的行動をとらない。おたがい他人をあまり信用しないので、

まとまりに欠ける。よほどの個性的なリーダーがいないかぎり、霧散霧消する。これらの

意識と行動はベトナム人特有とはいえず、日本をふくめ、ほかのアジア諸国の人びとにも

共通するだろう。とはいっても、世の中そのような人ばかりではない。 

 

日本でのおそろしい出来事について、わたしがくわしくたずねるまで、ランさんはだれ

にも相談できず、しかも「自分に非がある」とおもっていた。 
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そこでわたしが、送り出し団体にたいする保証金取り戻し・手続き費用の払い戻し・脅

しの謝罪・賃金未払い・再度のビザ取得などについて、弁護士や支援団体に相談すること

を説明した。それでもランさんは、もう済んでしまったこと、とあきらめの表情であった。 

 

「それを解決するのは、たいへんです。支援してくれる人たちは忙しく、迷惑がかかる

でしょう」 

 

うらみごとは、いっさいない。送りだし団体にたいしての批判もない。悲しみや怨念を

しめすこともなかった。 

 

左眼失明のトウさんもそうだった。わたしがあえて聞かずにいると、みずから口にだそ

うとしない。それを話せば、「みんなに迷惑がかかる」とおもっているフシがある。これ

では謙虚すぎる。彼/彼女らのおかれている立場が、あまりにもよわいからだろうか。 

 

絶対的な権力のある者にたいして、無抵抗となっている。ほとんどが地方の農家出身で、

生まれそだった環境が、純朴な人間にさせているのだろうか。「死んだらおわり」という

死生観で生きるベトナム人だからだろうか。 

 

物事にたいして荒だてない、おとなしいベトナム人も存在する。これは、一面でよい人

間関係を形成するが、他方で今回のように、人をうたがわない性格を送りだし団体や受け

いれ団体に利用され、ひどい目にあってしまう。 

 

 ベトナム戦争において世界最強のアメリカ合州国軍隊を打ち負かしたベトナム人、ねば

り強く抵抗するベトナム人、そのようなイメージをわたしたちはいだいている。それはも

う、あらためたほうがよさそうだ。 

 

ベトナム人の一般化は慎重でなければならない。個々のあたえられた状況や環境によっ

て、ちがう。とくに若者の意識や感性は、日本の、あるいは世界の若者のそれにちかづき

つつある。インターネットによる情報伝達が、意識や感性の世界一体化をひきおこしてい

るようだ。 
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日本移住の波 

ベトナムの、その若者たちの夢に、日本はどう受けとめてきたのだろうか。これまでベ

トナムから日本行きには、三つの波があった。 

 

20世紀はじめ、ベトナム青年たちはフランス植民地からの独立をのぞんでいた。日露戦

争に勝利したアジアの独立国日本をみならおうと、彼らは日本にやってきた。東遊（ドン

ズー）運動の留学生約 200人である。独立運動の闘士たちはしかし、フランスとの関係を

重視した日本から追いだされてしまった。 

 

1980 年代には、いわずとしれたベトナム難民である。これが第二波である。ところが、

日本政府はベトナム難民約 8200 人にきわめて冷淡であった。最初から難民を受けいれた

くなかったのである。アメリカ合州国の圧力のもと、しぶしぶ受けいれたにすぎない。そ

れが支援策にも反映し、ベトナム難民のあいだで、大失敗との評価がくだされている。 

 

第三波は、今回とりあげた技能実習生である。留学生もその隊列にくわわり、おおきな

波となって、おしよせている。すでに在日ベトナム人は 20 万人ちかくとなり、ほかの国

籍出身者とくらべ急上昇をしめし、フィリピンの 24万人にせまる（図 4）。 

図 4 外国人数－国籍別 
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ところが、技能実習生にしても、留学生にしても、3 年間の限定つきである。数はふえ

ているものの、人の入れかわりがはげしい。定住化ではなく、実質的な追いだしである。 

 

ベトナム人はおおいなる希望をいだき日本にやってくるが、どれも、日本にことごとく

裏切られている。 

  

それでも、彼/彼女らはあきらめていない。ランさんは、過去のいまわしい出来事をわ

すれることにした。あくまで自分に責任があるとする。そして、ふたたび日本にいき、日

本語にみがきをかけ、将来は日本でベトナムの食材店をひらく夢をもっている。日本で暴

力・暴言にであったチューさんもまた、日本行きをめざしている。 

 

彼/彼女らは、ベトナムよりも日本に自分の将来をかけている。ここに、ベトナム人の

粘り強さをみてとれる。まさに、イメージどおりのベトナム人である。 

 

日本社会への貢献 

日本は情報化産業社会に移行しつつある。日本人のほとんどの職種が、情報化産業へと

移行している。文明化の進展によって、もはや農業や工業中心の時代ではなくなった。そ

れでも、社会を維持するためには、農産物や工業製品は欠かせない。 

 

工場や農業、そして建築関係では、途上国出身の移民・難民の働きによってささえられ

ている（図 5）。モノをつくるにしても、彼/彼女らの存在がなければ、農産物や工業製品

なにひとつできない。底辺をささえる移民・難民の労働のうえに、日本社会全体がなりた

っている。底辺がくずれたら、その社会はおしまいである。 

 

技能実習生制度は、途上国への「国際貢献」と日本政府はいうけれど、むしろ技能実習

生が日本社会に貢献しているのではないだろうか。一時的にせよ、彼/彼女らは日本社会

の一員であり、日本社会の底辺を手助けしているのである。 
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図 5 国籍別職業別構成比  2010年 
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総務省「国勢調査」2010年より山村作成 

日本人にたいするイメージ 

さいごに、もういちどイメージの話にもどろう。来日後、日本人にたいするイメージが

どのように変化するだろうか。以前わたしが実施した移民・難民のアンケート調査では、

割合はひくくなったものの、来日後も日本人に好印象をもちつづけていた（図 6）。 

 

日本政府は、移民・難民を一時的に受けいれるものの、定住化させない方針である。だ

が、一般の日本人はというと、けっして移民・難民を排除しているわけではない。暴力的

なあつかいをうけた元技能実習生たちは、日本の労働組合や弁護士団体、そして農家の

人々にたすけられ、感謝の言葉をのべていた。イメージどおりの親切な日本人もいる。そ

れはしかし、ほんの一部にすぎない。ベトナム人のいだく日本人にたいするイメージは、

現実の姿ではない。日本人のベトナム人にたいするイメージも、実際とことなる。そうで

あれば、その隔たり（ギャップ）を解消したほうがよいだろう。 
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図 6 日本人にたいする印象 
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出所：山村淳平『移民・難民の病をふせぐ』（2012年）
 

 

ベトナム社会もまた、少子高齢化がすすみ、将来的に労働力が不足する。現在において

も、そして将来においても、ベトナムの若者は貴重な存在となりつつある。日本の若者と

同様に、技能実習生として日本にやってくるベトナムの若者もまた、大切にあつかう。い

ったんは、そのように謙虚にかんがえてみてはどうだろうか。 

 

そうすれば、暴力的な振る舞いはしなくなるだろうし、途上国への「国際貢献」という

国家的偽装行為もひかえるだろう。イメージどおりの姿にちかづける努力をする。それが、

おたがいのイメージギャップの解消へとつながるのである。 
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