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はじめに 

 

現在の日本社会は移住労働者によって成り立っている。 

わたしが暮らしている広島県は牡蠣の産地として有名だが、その生産を担っているのが

中国やベトナム出身の技能実習生や新日系人と呼ばれるフィリピン出身者たちである。ま

た、彼／彼女たちによって生産・加工された牡蠣を看板メニューにしている居酒屋やお好み

焼き屋ではアルバイトとしてアジア出身の留学生たちが働いている。広島で牡蠣を気軽に

食することができる後景には、こうした外国人の働きがある。広島の牡蠣だけではない。建

設現場、農業や畜産場、縫製工場、食品加工場、自動車部品工場、造船工場、風俗店、介護

施設、コンビニ等々、日本社会のさまざまな労働現場で移住労働者が働いているのである。 

戦後長い間、日本では朝鮮人を中心に外国人・非日本人が働き暮らし続けているが、可視

的に外国人と名指される人びとが目立ち始めたのは 1980 年代である。当初、そうした人び

との多くは就労や在留の資格を有していなかったが、単純労働者は受け入れないとしなが

らも国境を越えて労働力を確保するための法制度を日本政府が本格的にスタートさせた

1990 年代以降、日系人とその家族、外国人研修・技能実習生、留学生らが国内各地の労働

現場を支える貴重な労働力となった。その後、2007 年の金融危機に端を発した世界同時不

況や 2011 年の東日本大震災の影響を受けて移住労働者は一時的に減少したが、2013 年以

降は再び増加に転じている。景気の低迷や強固な受け入れ反対論がありながらも移住労働

者の受け入れ拡大が続いているのは、日本が直面している産業構造の変化や労働力不足に

対応するために彼／彼女たちが不可欠とされているからである。 

しかし、それほどに移住労働者が必要とされているもかかわらず、日本社会はそれに見合

った受け入れをしているだろうか。単一性・同質性を過剰に肯定し、定住を規範としてきた

戦後日本では、移住労働者を問題や不安と結びつける傾向にある。また史的に醸成されてき

た外国人に対する差別意識も根強い。こうした社会的な意識は、移住労働者たちを安価で都

合のよい労働力として活用してもかまわないという認識や彼／彼女らを受け入れる法制度

の構造的な矛盾を生み出している。その結果、彼／彼女たちは社会的にもっとも必要な存在

であるにもかかわらず、もっとも周辺化された位置におかれてしまっている。 

本研究プロジェクトは、こうした認識を基点として、日本国内だけではなく移住労働者の

出身社会・地域における調査を積み重ねてきた研究者と移住労働者支援の現場に携わって

きた実務家らが協働で現在の日本で働くさまざまな移住労働者がそれぞれどのような現実

を生きているのかということを具体的に把握することを目的として企画されたものである。 

研究を進めるにあたり、メンバーが重要視したのが、移住労働者自身が日本で働くという

経験をどのようにとらえているのか、そして送り出し社会から日本社会がどのようにとら

えられているのかという点である。日本における移住労働者をめぐる議論の多くは、受け入

れる側の問題関心や構造に焦点が当てられ、そこに参入する移住労働者自身あるいは彼／

彼女たちを送り出す側の視点や社会変化が十分に注目されているとはいえない。そこで本

研究では、日本国内での調査研究を通じて移住労働者を受け入れる側の日本社会の実態や

変化を明らかにするだけではなく、メンバーがこれまでそれぞれ築いてきた移住労働者や

送り出し社会との関係やネットワークを活かし、当事者の意識や送り出し社会の実状や変

化にも丁寧に向き合うことに努めた。 



2 

 

また、研究者と実務家が協働で移住労働者自身や彼／彼女たちを送り出す社会の視点や

認識を共有することで研究と実践を架橋することを強く意識した。研究、支援に携わる実務

家や活動家は、それぞれの領域において彼／彼女たちの実態や困難について価値のある知

見を有しているが、必ずしもそれらが有機的に結びついてはいない。そこで、本研究プロジ

ェクトでは、積極的に実務家や支援組織との協働を図り、ネットワークの構築にも重点を置

いた。 

この報告書は、研究期間中（2016 年 5 月～2018 年 4 月）に、以下のメンバーが技能実習

生（ベトナム、フィリピン、タイ）や日系人労働者（ブラジル、ペルー、パラグアイ）、ア

フリカ人労働者、セックスワーカーを対象に行った調査研究、移住労働者支援の実態の分析

などから得られた情報や知見の概略をまとめたものである。また、ここでは本研究プロジェ

クトが開催・実施したワークショップ、シンポジウム、エクスカーション、社会化活動など

についてもその内容や要旨についてまとめてある。 

 

【参加メンバー】 

・青山薫（神戸大学） 

・飯田悠哉（京都大学大学院） 

・伊藤㤗郎（広島国際学院大学） 

・川越道子（大阪市立大学） 

・崔博憲（広島国際学院大学） 

・坂梨健太（龍谷大学） 

・四方久寛（弁護士・マイグラント研究会） 

・中田英樹（社会理論・動態研究所） 

 

研究プロジェクトを代表して 

崔博憲 
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【調査研究】 
Ⅰ．技能実習生 

飯田悠哉 川越道子 崔博憲 

1.技能実習労働市場の変容 

2016年 11月の臨時国会で成立し、2017年 11月より施行が開始された技能実習生法によ

り、新たに設置された技能実習機構のもとで監理団体、実習実施機関は許認可制となり、ま

た禁止事項や罰則規定も盛り込まれることとなった。それ自体は、技能実習生に対する多く

の人権侵害が横行する現状を鑑みれば意味のある対応であるといえる。ただし他方で、技能

実習の在留資格には第三号が新設され「優良な実習実施者」の実習期間の延長（3年から 5

年）、介護をはじめとして大幅な対象職種の追加といった制度改正もなされている。こうし

た動きは、人権侵害の懸念等に法的整備で一定程度応えてみせる一方で、あくまで技能実習

制度は「国際貢献」であって「労働力受給の調整に用いてはならない」という従来からの立

場を維持してサイドドアからの労働力移入拡大を図ったものともいえる。本研究期間の後

半期になされたこの法整備による労働市場への具体的影響を十分検討することはできない

が、それは近年受け入れの拡大が進みアジアを中心に 25万人以上の労働者の受け入れ口と

なっている外国人技能実習制度が、修正を図られつつも周辺労働力のさらなる確保のため

に、より深く社会に構造化（built-in）されようとしていることを示している。 

 もっとも、「どこから」「だれが」「どのような職種に」「どこで」働いているか、という「技

能実習労働市場」の動向の中身を具体的にみていくと、それ自体大きな変化がみられる。 

 

 表１に示されるように、技能実習というかたちで労働力を輩出する国・地域が大きく変化

している。従来、技能実習生の大部分を中国出身者が占めていたが、近年は大きく減少して

いる。一方、この空白を埋めてあまりあるほど、ベトナムを中心としてフィリピン、インド

ネシア、タイなど東南アジア送出国の出身者がいっそう増加している。また、カンボジアや

ミャンマーなどが送出国として登場し、出身地の多様化が進んでいる。実際、中国出身者は

2012年当時、実習生総数の 7割以上を占めていたが、2017年には 3割強まで減じた。中国
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出身者の減少は、本国での経済成長による就労機会の拡大や渡航にかかる経費負担の大き

さから、中国の農民たちの合理的な判断によって日本の技能実習制度が忌避され始めたこ

とによるものと考えられる。かわって最大グループとなったのはベトナムである。すでに

2012年時点約 1割を占めていたが、この 5年間で急増し、2017年には全体の 4割以上を構

成するに至っている。このほか、フィリピンはこの 5年で実数が 2.9倍増加し全体の 10%を

占め、インドネシアおよびタイも実数で 2.2 倍、構成比もそれぞれ 6.0→8.1%、2.3→3.1%

と漸増している。また、カンボジアやミャンマーは 2012年時点ではそれぞれ 425名、87名

とわずかであったが、2017年にはそれぞれ 5千 700人、5千人と大きく増加している。技能

実習生のリクルート先は「より南」へと展開しているのである。 

 では、新たな送り出しの中心地となった東南アジアにおいて、技能実習制度による日本で

の就労はどのような意味をもつのか。送り出し地において海外就労を促進する要因や渡航

者たちの実際の動機はどのような特徴を持つのか。本研究では、こうした問題意識に基づい

て、中国を抜いて最大グループとなったベトナム、フィリピン、タイでの調査を実施した。 

 また、近年、外国人技能実習生を受け入れる日本の職種にも大きな変化がみられる。2000

年代までは繊維・衣服関係および機械・金属関係に就く者が多かったが、2010 年以降は、

食品製造および農業関係職種、建設関係職種が目立って増加している。建設職種は震災復興

やオリンピック開催を前にした労働力需要の増加の影響が大きいといえる。食品製造およ

び農業関係職種などについては、その多くが地方周辺部に位置し、構造的労働力不足に陥っ

ていることが考えられる。 

 

2. ベトナム人技能実習生の増加背景と日本での就労実態 

川越道子 

 近年、ベトナムからの技能実習生は急増し、2016 年に中国出身者の数を追い抜き、2017

年末には約 10万 4千人に達している。しかし、ベトナム人技能実習生が増加する背景、要

因、母国の状況が十分に理解されているとはいえず、また、彼／彼女たちの日本での労働実

態も明らかにされていない。ここでは、こうした状況をふまえ、ベトナム人が日本の技能実

習生となる背景、母国での状況および国内での労働実態を明らかにすることを目的に実施

した調査研究から得られた知見を指摘しておく。 

 研究期間中、①ベトナム現地調査（技能実習生の送り出し機関や日本語教育機関、日本・

韓国・台湾での移住労働経験者およびその家族らを対象にした聞き取り）、②ウェブサイト

を利用した調査と支援（日本で働くベトナム人技能実習生を対象にしたベトナム語の情報

ウェブサイト「コンチャウ・ネット」の開設、同サイトを通じて問い合わせのあった技能実

習生への聞き取り、また労働問題の支援）、③国内調査（福島、埼玉、東京、静岡、大阪、

奈良、広島などで NPO、外国人支援団体、労働組合、カトリック教会、日本語教室ボランテ

ィから聞き取り）を主に行った。 

ベトナム現地調査を通して、とりわけ 2011年にベトナム政府によって採択された「10ヶ

年経済・社会発展戦略」の実施に伴う、農業国から工業国へのベトナム産業構造の急速な転

換、および人材斡旋ビジネスの過熱が、移住労働者の増加を促す大きな要因であることが明

らかになった。都市や都市周辺地域では、工業団地や高層ビルの建設などの都市開発が急速

に進められており、特に政府による土地収用の結果、農地を失った農民が、農業をやめて別
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の生業を探すことを余儀なくされている現状を理解できた。また、より高い現金収入や新た

に事業を始める資金を稼ごうとする人々にとって、海外で働くことが一つの選択肢となっ

ており、そうした潮流の中、海外へ移住労働者を送る人材斡旋ビジネスの興隆と過熱する人

材獲得競争が、さらにベトナムから海外への移住労働を促進している。 

 

ハノイ市郊外にある技能実習生養成センター 

人材斡旋ビジネスから派生する利益に群がる仲介者の存在によって移住労働にかかる費

用が増大し、さらに海外での労働条件や労働実態について正確な情報を欠いて渡航する現

状も明らかになった。さらに、ベトナム北中部では、2016 年に発生した外資系製鉄所の廃

水による大規模な海洋汚染のために、漁民が従来の生業を失い、やむを得ず移住労働者にな

っており、近隣諸国へ難民化とでもいえる形で移住しているという動きも確認できた。こう

した環境汚染被災地に暮らす人々にとって移住労働とは、次の生業のための資金稼ぎを目

的とする一時的な出稼ぎではなく、次の移住先を探すための手段となっている。調査を通じ

て、ベトナム国内の出身地域や移住労働者となる背景によって移住労働の意味や目的が異

なることが理解された。この点については、今後さらに考察を深めたい。 

ウェブサイトを通じた情報提供および実習生本人に対する調査では、まず、技能実習生と

なる 20代から 30代前半の若者たちにとって、SNSが重要な情報収集手段かつ連絡手段であ

ることが確認された。母国の家族とインターネットで連絡がとれるために電話回線を契約

する者は非常に少なく、さらにウェブサイトに問い合わせがある時間帯は、残業が終わった

後の 22 時～0 時の間が一番多いことから、劣悪な労働下に置かれて支援が必要な実習生ほ

ど、行政や関係機関が実施する電話相談では対応しきれないことが明らかになった。 

また、管理団体や受入れ先企業による明らかな労働基準法違反や人権侵害については、外

国人支援団体や労働組合、弁護士による法律相談を紹介するといった対応をとれるが、職場

での人間関係のトラブルや、仕事でのストレスによるうつ症状などの実習生のメンタルヘ

ルスについて対応する必要性が痛感された。 
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広島県福山市のボランティアによる日本語教室 

 国内調査では、日本各地で働くベトナム人技能実習生の実態とともに草の根の支援を続

ける支援者や支援活動の一端を理解することができた。急増するベトナム人技能実習生に

対して、地域にベトナム社会や文化、言葉に精通する人材が不足しているといった課題は残

されているが、長年に渡る外国人支援や国際交流の経験や実績の蓄積が外国人技能実習生

を支える大きな力となっていることが確認された。また、SNSなどを活用した実習生と支援

者・支援団体及び各地の支援活動間のネットワークを形成が実状に即した移住労働者の支

援を可能にすることも理解された。 

 

3.農業技能実習生の就労増加の背景と実態：フィリピン出身者を事例として 

飯田悠哉 

 ベトナムほどの急増ではないが、フィリピン出身の技能実習生もまた近年、大きく増加し

ており、その中でも特に農業関連職種の割合の増加が顕著となっている。周縁労働力の需要

が拡大するなか、移住労働者の社会的法的地位の脆弱性を利用して雇用労働力の「柔軟性」

を確保しようとする状況は農業生産の現場でもみられ、またそこにこそニッチを見出す送

出社会としてのフィリピン海外雇用市場の展開が示唆されるが、とくに送り出し社会の側

での技能実習生の状況を考察した先行研究は乏しいのが実情である。ここでは、こうした点

をふまえて実施した国内（長野県・茨城県）とフィリピンで行った農業技能実習生の実態調

査から得られた知見を簡単にまとめておきたい。 

技能実習生として来日するフィリピン農村部出身者たちの多くは、70年代、80年代に緑

の革命と農地改革という大きな変化を経験した小作農の子どもの世代にあたる。しかし土

地の零細化に伴い、自作農として生計を維持できる世帯は少なく、多くが雑業や国内出稼ぎ

就労を経験している。また農業就業人口比率の著しい低下に見られるように、社会全体で都

市中間層の厚みがまし、近代的なライフスタイルが浸透するなか、農村に残った青年は、経

済的な苦境のみならず文化的に疎外を感じる者も少なくない。また、そうした環境で暮らす

者たちにとっては、これまで海外での就労の機会がほとんどなかったが、近年、状況が変化

してきている。こうしたことがフィリピンの農村の男性たちの目に日本で農業技能実習生

となることが「賭けるべきチャンス」と映っていた背景にあるといえるだろう。 

 



7 

 

 

長野県で農業労働者として働くフィリピン人技能実習生たち 

調査を通じて興味深かったのは、日本での就労経験のとらえ方の変化である。帰国後に家

族のために犠牲となって日本へ行き働いたが、人生を賭けたその賭けが成功したという語

りをしばしば耳にした。それは滞日中の聞き取り調査などではほとんど聞かれなかった語

りであった。他方で、「インターン」であるがゆえに恣意的な契約違反やパワハラに遭遇し

たフィリピン人技能実習生のなかには、その経験を帰国後も「屈辱」としてとらえ続けてい

る者もいた。技能実習生に対する抑圧や差別といった問題は、かれらが滞日中に異議申し立

てをして顕在化することもあるが、それは一部に過ぎず、帰国後も周囲に語ることもできな

いまま本人たちが抱え込んでいる場合も少なくないようだ。 

一方で、生活を維持するための就業機会に乏しいフィリピン農村において、元技能実習生

の一部をふくめ、アメリカ、ドバイ、オーストラリアなど海外で農業労働者として働き、し

かも複数の国を渡り歩く者たちも把握された。かれらは、フィリピン国内においても都市で

生活するよりも農村に拠点を構えることを志向していた。フィリピンの海外就労政策につ

いてしばしば「技能化」が指摘されているが、そのような文脈のなかで、日本での農業技能

実習生としての経験を持つ者のなかには、それを農業技能や技術の高まった根拠として履

歴に記すことで、次の海外での就労の条件を少しでも良いものにしようとしている者もい

た。 

また、国内調査からは、主要な農業生産地では農家世帯員が減少し、外国人雇用労働力へ

の依存が著しく進んでいる実態が把握された。また農業労働に従事する外国人の国籍も変

化している。以前は中国が過半であったが、ベトナム、フィリピンと多様化している。また、

個別の農家ごとに労働強度や就業時間、技能実習生の受け入れ時期、雇用条件の質などが異

なりやその変化が確認された。たとえばフィリピン人技能実習生の受け入を拡大し、さらに

半年であった受け入れ期間を複数年に延長した長野県の農家では、繁忙期の労働強度が増

す一方でそれ以外の期間の仕事量が減少し、休閑期はほぼ生活費のみ（3万円程度）でフィ

リピン人を宿舎に留め置くという状況となっていた。国内の労働者には提示できないよう

な生産の自然的条件や流通の市場的条件に対応した労働条件を技能実習生に課しながら経

営の集約化を図っているのである。 
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4．日本で働くタイ人技能実習生の後景：送り出し状況の変化を中心に 

崔博憲 

外国人技能実習生の調査研究については、ベトナム人、フィリピン人とともにタイ人につ

いてもその実態調査を茨城、東京、香川、広島、熊本などで行った。研究期間中には、国内

では農業や製造業の受け入れ現場、タイでは送り出し機関やリクルーター、技能実習生の家

族などを対象に調査を行った。ここでは調査を通じて得られた情報や知見を指摘しておき

たい。 

日本におけるタイ人技能実習生が占める割合はそれほど大きくないが、近年徐々に増加

を続け、2017 年には約 1 万 3 千人を数えるまでになっている。その最大の要因は日本人労

働者の減少であるのだが、もう一歩掘り下げて「なぜタイなのか」という点について受け入

れ企業や農家に問うと「これまで受け入れてきた中国人技能実習生の確保ができなくなっ

たから」「以前に比べると権利を主張するようになった中国人や失踪の多いベトナム人以外

の実習生が望ましいから」といった答えが聞かれる。また、それ以外にもタイに進出してい

る日系企業が「将来的に現地の工場で働いてもらいたい」という意向でタイ人を受け入れて

いるケースや、かつて国際交流をした縁で現地との結びつきのある人物が仲介役となって

受け入れているケースもあった。 

  

 

技能実習生として日本に行くために筆記試験の練習問題に取り組むタイ人 

今回、実施したタイ人技能実習生に対する聞き取りから、前節で飯田がフィリピン人技能

実習生について指摘しているのと同様に、聞き取りの時期によって日本での就労経験の意

味づけの変容が見られた。ただし、タイ人技能実習生については帰国後に周囲との関係を意

識して日本での就労経験の意味を滞日時よりもより肯定的なものにしている語りは少なか

った。日本でどのような受け入れ条件や現場で働いたのかということにもよるが、基本的に

は帰国後の時間が長いほど、日本で技能実習生として働いた経験を強く肯定する者は多く

はなかった。ただし、肯定的に語らないといっても、否定的にとらえているということでも

ない。別言するならば、時間の経過とともに日本や移住労働に対して冷静になったことで、

強く肯定したり、否定したりすることが少なくなっているという印象を受けた。もちろん日

本での労働問題に遭遇した者の多くは一貫して否定的にとらえているのだが、いずれにし
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てもこの点については、他の要因をふまえ、改めて詳細な分析を行いたい。技能実習生とし

て日本で働いたり日本以外の外国で就労したりした経験のある、あるいはそのようにした

いと考えているタイ人への聞き取りを通じて印象深かったのは、その多くが「日々の暮らし

を成り立たせる」ために日本や海外に働きに行った／行きたいと語っていたことである。そ

の背景には、いまや中進国となり、消費社会化が進んだタイでの暮らしを維持すること自体

が容易ではなくなってきているという感覚があると考えられる。 

さらに今回の調査からは、タイ社会における日本のプレゼンスの変化がはっきりと確認

された。多くのタイ人が在留や就労の資格のないままに日本で働いていた 1990 年代前半、

タイ社会、とりわけ農村地域において合法であれ非合法であれ日本で働くことは他のどの

国で働くよりも圧倒的な魅力と価値があると考えられていたが、それから四半世紀を経た

現在、日本に対する見方は変化してきている。もちろん現在においても、少なくないタイ人

が技能実習生などとして日本で働くことを希望しているが、いくつかの送り出し機関では

近年、応募者が減少しつつあるという。その際には為替の影響なども考慮しなければならな

いが、タイとの賃金格差の縮小、韓国や台湾、イスラエル、オーストラリアなど日本以外の

外国人労働者受け入れ国の拡大などがそうした変化の背景にあるのは間違いないだろう。

韓国やイスラエルに働きにいくことを選んだタイ人の若者たちへの聞き取りからは、日本

に行くための「多額の費用と長期間の日本語学習」に否定的な意見が多く聞かれた。こうし

た変化の分析を進め、グローバル化する日本とタイをめぐる移動の実相について考察を深

めていきたい。 

 

Ⅱ．日系人 

1．近年の南米出身の日系人の動向 

伊藤泰郎 

 2008 年に発生した世界的な金融危機の影響などにより、2009 年から 2012 年まで在留外

国人数は減少を続けていたが、2013 年より増加に転じ、2015 年からは対前年比で 5％以上

の高い増加率を示している。ここでは、このような大きな動きをふまえつつ南米出身者の動

向を確認しておきたい。 

ブラジルの在留者数は 2008 年より減少を続け、最も多かった時期と比較して在留者数は

2/3 程度となっていたが、本研究を開始した 2016 年より全国レベルで増加に転じた。厚生

労働省は毎年 10 月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」を発表しているが、労働者数は

2015 年より増加に転じており、そうした増加は在留数の増加によって今後さらに顕著にな

る可能性があると考えられる。 

都道府県別の推移からは、愛知県では他地域より早く 2015 年より増加に転じており、も

ともとブラジル人の多住地域であった東海地方において増加傾向が顕著になったことが明

らかになった。また、福井県や島根県のように減少期においても増加を続けた地域が存在し

ており、多住地域とは別の枠組みでこうした地域の動向を捉える必要があることも示唆さ

れた。年齢別の在留者数を見ると、世界的な金融危機直前の 2007 年に最も構成比が高かっ

た 20 歳代後半の層は、減少幅は小さくなったものの依然として減少を続けており、30 歳代

から 40 歳代の増加が目立つ。ペルーの在留者数の推移は、全国レベルのではブラジルとほ

ぼ同様であり、2016 年から増加に転じているが、その幅はあまり大きくはない。 
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「外国人雇用状況の届出状況」によれば、低下を続けていた「派遣・請負」の構成比は、

ブラジルとペルーのいずれにおいても 2017 年から上昇に転じた。製造業への従事者は増加

しているが、その構成比は低下を続けており、南米出身の日系外国人の増加が広範な業種に

おける人手不足を背景としていることも示唆された。 

以上をふまえた人材派遣業者などへの聞き取りからは、日本の人手不足やブラジルの経

済混乱を背景として、2017 年に入って外国人の人材紹介数が大幅に増加したこと、日本へ

の出稼ぎ経験者が再来日するだけでなく新規の来日者も増加しているが、ブラジル人につ

いては年齢層が上がっていること、人口減少地域において外国人の定着に向けて行政と人

材派遣業者との連携が進む状況などが明らかになった。 

 

2．日系人の実態調査から 

中田英樹 

・ヒスパニック系日系人の困難 

 1990 年に施行された改正入管法により、多くの日系人が外国人労働者としてではなく、

血統が同じニホンジンということで「サイドドア」から日本にデカセギにやって来た。その

多くはポルトガル語を公用語とするブラジル出身者であった。ここでは、まず日系人のなか

でもスペイン語を母語とするヒスパニック系日系人やその家族を対象に行った聞き取り調

査からみえた知見について述べておきたい。ヒスパニック系日系人やその家族は、日系人社

会のなかでも圧倒的に少数であるがゆえに、断片化されネットワークや多様な社会関係の

外部に置かれた存在となってしまい、その結果さまざまな問題に直面していることが確認

された。そうした状況は日系人労働者自身だけではなくその子どもたちにも大きな影響を

与えている。ヒスパニック日系人もまたブラジル出身の日系人と同様に日本国内における

情報入手の重要な手段としてインターネットや SNS を活用しているが、他方オフラインで

のコミュニティ形成が難しい。また日系ブラジル人とは異なり外国人学校での教育の場も

ほぼ皆無であるヒスパニック日系人の子どもたちのなかには、日本語やポルトガル語の輪

の中に入れないために小学校にも行かないということがある。 

・日本へのデカセギに興味がない日系人 

 日本国内ではこうした困難に直面しているヒスパニック日系人がいる一方で、今回ペル

ーのリマやパラグアイのアスンシオンなどで行った現地の日系人を対象にした調査からは

全く異なるヒスパニック日系人の実態にも出会った。スペイン語は当然だが日本語も流暢

に話し、かつ読み書きも堪能でさらに日本のしきたりやマナーも身に着けている現地の日

系人のなかには、日本への「デカセギ」には全く魅力を感じない者も少なくなかった。もち

ろんこうした日系人は日本で困難な生活を送っている日系人とは階級を異にしているのだ

が、そうした人びとが関心の目を向けていたのは、日本の大手自動車メーカーが生産を相次

いで開始しているメキシコであった。かれらは、グローバル化のなかで日本企業が展開する

メキシコでは日系人が安くて厳しい労働を強いられる祖国以上に、スペイン語を母語とし

ながらも日本の血を受け継ぎ日本の言葉や規範を身に着けた自分たちが活躍できるチャン

スがあると考えるのである。このような日系人の視点は非常に重要であり、今後考察を深め

ていきたい。 

・日系ブラジル人の新たな就業の事例 



11 

 

また、今回の研究期間中、これまでその多くが製造業に従事していた日系ブラジル人がリ

ーマンショック以降、製造業以外の分野に進出していることにも注目して調査を行った。例

えばそのひとつに農業がある。日系ブラジル人の集住している地域とは、静岡県や愛知県、

群馬県、滋賀県といった、自動車製造で言うなればメーカーの直営工場の近郊を取り囲むよ

うに構えている下請けの工場が多い地域である。そうした地域は、渋滞がない時間帯であれ

ば高速道路を使えば大都市圏から 1 時間ほどで、近年、耕作放棄地が増加しているという

特性がある。 

今回、こうした地理的条件を生かして、仕事を失った日系ブラジル人が埼玉県北部に位置

する北上里町で労働集約型の農業を行っている事例に注目し聞き取り調査を行った。そこ

では、勤めていた工場を解雇された日系ブラジル人が 5 人で農業法人をたちあげ、深谷ネ

ギなどを生産し、現在では県内でも有数の規模になっている。こうした日系人の農業分野へ

の進出は、かれらの居住している地域やその変容、また日本人コミュニティや日本でのネッ

トワークが絡まりあいながら展開していることが調査から確認できた。リーマンショック

や東日本大震災から一定の時間を経た現在、再び製造業の現場では日系人の労働力が求め

られるようになっているが、日本の地域社会のなかでこうした新たな日系人の居場所が生

成しているのだ。今後もこうした展開を注視していきたい。 

 

Ⅲ．アフリカ人人労働者／難民申請者 

坂梨健太 

2017 年 6 月時点で日本に暮らすアフリカ人は、在留外国人統計によると 1 万 5 千人ほど

である。在日外国人のなかでは「マイノリティのなかのマイノリティ」といえる。日本国内

の在日アフリカ人の 4 分の 1 を占める、ナイジェリアやガーナからきた人びとは肌が黒い

ため日本国内で目立つはずだが、アジア系の人びとがコンビニやファストフード店などの

接客業で働いていることに比べると、出会う機会が少ない。かれらは、ナイトバーなどの客

引きや、製造業や建設業、工場の仕事など、われわれの日常の目につきにくいところで働い

ているからである。都市圏から離れると、日本人も敬遠しがちな周辺労働がかれらの主な職

場となる。 

調査では、日本の地方での労働を経験してきたガーナ人、ナイジェリア人、カメルーン人

といったサブサハラ以南のアフリカ諸国出身者を主な対象として、日本に来た経緯、日本で

の生活や労働、現在の母国との関わりなどについて、聞き取り調査をおこなった。 

アフリカ人労働者が日本に来始めたのは 1980年代である。中東に出稼ぎに行っていたガ

ーナ人やナイジェリア人が、その地で日本人と出会い、日本のことを知ったことが来日のき

っかけになったと言われている。 

1980～90 代年初期に来日し、東京近郊で生活基盤を築いているガーナ人に聞き取りをお

こなったところ、当時は、在留期限が切れたとしても、雇い続けてもらう職場が多くあった

という。ちょうどかれらが来日したバブル経済の時期は、深刻な人手不足で、在留資格のな

い外国人でもかまわないという雇用者が少なくなかったのである。当時は、日本社会に不法

滞在の外国人の面倒を見る余裕があったとも言える。 

しかし、経済的な停滞が続き、社会に余裕が減じていった 2000年代以降、日本で働くた

めに来日したアフリカ人にとっては厳しい状況となった。こうした変化のなかでアフリカ
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人のなかには難民申請をすることで就労が可能な在留資格を得ている者もいるが、入国管

理局が 2018年より難民申請者に対する就労許可の厳格化も進められている。その結果、労

働が認められなくなった場合、難民申請者は、当然解雇されることとなり、生活の手段を失

い、就労できないまま難民申請の結果を待つしかない状況に陥る。 

 

           廃品回収業で働くナイジェリア人労働者 

 アフリカ人の難民申請者の理由は様々である。あるナイジェリア出身者は、ビアフラ独立

運動に荷担し、メンバーが拷問を受けるなどの事実を目の当たりにして、危険を感じて国を

出たという。家族も隣国のベナンに避難しているという。また、首長の力が絶大な地域に住

んでいたカメルーン出身者は、フィアンセがいる首長の娘と結婚したため、その地域の人び

とから危害を加えられると感じ、国を離れることを決意したという。 

かれらは自分の意志で日本という国への渡航を決意したわけではない。現地にはブロー

カーが存在し、そのブローカーが提示したいくつかの選択肢のなかから、漠然とした肯定的

なイメージを持っていた日本を選んだのである。かれらの出身国やその他のアフリカ諸国

で日本の難民申請の実態や就労資格に関する詳細な情報を得ることは難しい。日本にツテ

があるわけでもないかれらは、派遣会社や紹介者などを通して、送り込まれた地方で働いて

いる。 

 ある難民支援団体は、近年、難民申請中に労働不許可となる人が増えているのを実感して

いるという。その支援団体は、食料などであれば多少の支援はできるが、それ以上の支援を

することは難しいという。こうした結果、就労不許可となったアフリカ人難民申請者が生活

するためには不法就労をするほかないという。また、別の団体は、アフリカ人難民申請者は、

難民認定はもとより就労許可が認められることは非常に難しいため帰国を提案していると

語っていた。難民を支援する団体の多くは、シリアなどから来日した明らかに「難民と言え

る」人びとの支援を優先せざるをえないようだ。 

 しかし、難民であるか否かは別として、生きるための労働手段をなくしたまま、申請結果

を待たされるのは過酷である。支援が受けられないならば、餓え死か不法就労かの選択肢し

か残されない。また、不法就労をするにしても、就労先をみつけることは容易ではない。法

制度だけではなく、「支援される者」のイメージからもはみ出してしまうアフリカ人難民申

請者は、法制度や市民社会の隙間に置かれてしまっている。 
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Ⅳ．セックスワーカー 

青山薫 

 「セックスワーク」についてはさまざまな意見がある。あえて両極端を並べれば、性的行

為を商業的取引の対象にすること全体が人権侵害なのだから廃止すべき、とする意見があ

る一方、性的行為も人のためになるサービスとして提供する場合があるのだから、その場合、

支払いを受ける正当な仕事として認めるべき、とする意見がある。これらの意見の対立は、

現代の日本に限って起こっているものではなく、近代化以降世界各地で繰り返され、その場

その時の社会規範の影響を受けながら法制度に反映されてきた。 

国境を越える性取引も近年に新しい現象ではない。それを「移住労働の一種」と捉えるか

「人身売買」と捉えるかの議論も、少なくとも 19 世紀半ばからヨーロッパでもアジアでも

記録されている。しかし、1980 年代後半以降、グローバル化に伴う世界的な格差の拡大、

情報・貿易・人の移動の一定の自由化によってこの現象が普遍化し、関係する学術的議論も

新しい局面に入っている。この新局面を代表するのが、現象自体とその観察の地理的な広が

り、それをグローバル社会に必然的な課題とする認識の広がり、ポスト植民地主義フェミニ

ズム等の影響を受け、当事者の声や視座を組み入れた研究方法の広がりであろう。結果とし

て、世界におけるこの課題についての学術的議論の重点は、「移住性労働」か「人身取引」

か、という二項対立的なものから、二項の境界線は曖昧で、現実はより多義的であることに

移っている。 

翻って日本では、まず性労働そのものについて、理論研究は多いが実証研究が非常に少な

い。そのうえで、とくに性風俗産業が国際的な反人身取引言説および対策の的となった 2000

年代から、国境を越える性取引の研究は、人身取引の摘発、禁止、加害者処罰および被害者

救済という目的を持つものに集中してきた。これを「移住性労働」と捉える観点は失われが

ちであり、グローバルな性取引をすなわち人身取引と見る一項が突出し、対立項からの反論

を誘発するという、多義性にねざした議論が成熟しない状態を招いている。 

 そこで本研究は、改めて、グローバル化がもたらした国境を越える人の移動を伴う性取引

とは何かを、当事者になるべく近い視座から明らかにし、その複雑な実態と広範にわたる影

響について検証する端緒をつけるために計画された。その一つの目的は、理論のみでなく実

証をもってグローバル性取引の実態を把握し、将来の法政策の足がかりになることである。

先行研究によれば、グローバル性取引に性労働者として携る人も人身取引被害者として巻

き込まれる人も、グローバル化の不利益からの脱出企図を実践しようとする過程でその状

況に入り込んだ可能性が高い。本研究は、社会問題における当事者中心主義認識論

（Standpoint Theory）を採り、この人々の立場になるべく近く立って、格差を生み出し続

けるグローバル化の不利益を緩和するための社会科学の一端を担うことを希望したのであ

る。具体的な実施結果は以下の通りである。 

性産業に従事する移住者については、まず、先行研究と日本のセックスワーカー当事者・

支援者団体への聞き取りを経て、外国籍の資格外就労者の中で中国出身者の割合が高いの

ではないか、また、インターネット取引で非正規であっても経営者としても、労働者として

も参入しやすい「デリバリーヘルス」型で、かつ、性風俗店でないという建前に則って営ま

れている「回春エステ」に外国籍就労者が集中しているのではないか、という予測が立った。

そこで、担当者が神戸在住のため、関西圏で、当該の業態に当たるいわゆる「中国エステ」
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店に絞り、集中している大阪の梅田と十三で、当事者への聞き取りを試み、以下のような傾

向が把握した。調査に対する警戒が非常に強く、聞き取りを応じてくれる人は少なく、聞き

取りができたとしても録音を許可してくれる人がいなかったため、参考資料に留まるが、セ

ックスワーカーの実態を理解するための意味のある調査であったと考えている。 

1) 店舗経営者または管理者は、日本人男性とその配偶者である中国人女性が多いようだ 

2) 資格外の労働者は、ビザなしで 3 か月以内に稼いで帰国するつもりの人と学生ビザで

滞在している人に分かれる 

3) 中には配偶者ビザをもっている（資格外でない）人も働いている 

4) 労働者にとっては、短期的に集中してお金を稼ぐことが最大の目的であり、自らの労

働環境あるいは日本社会の問題などの改善には興味を示さない 

5) 経営者・管理者が調査自体は「おもしろい」という感想を漏らす場合も、配偶者また

はそこで働いている中国人女性たちに拒否感が強い 

6) 話を聞くことができた範囲では、強制売春をさせられている人はいないようだ、とい

うことだった 

7) 調査者に対して「私たちは学がないから質問しても意味がない」というような、格差

の自覚を表明する 

8) （通訳兼調査協力者の感触として）日本ではヨーロッパと比較して、性労働支援団体

や体制が皆無に近いことが調査も難しくしている 

 以上を基に、今後時間をかけて関係をつくり、聞き取りを蓄積することができれば、移住

労働研究の中で、独自性の高い分野を切り開くことができる感触を得たことが本研究の成

果であった。 

 

Ⅴ．移住労働者支援の実態 

１．法律相談の現場から 

四方久寛 

マイグラント研究会では、弁護士、研究者、労働組合関係者らが外国人労働者を支援する

活動を行っている。その一環として、2011 年から電話による法律相談窓口を設置して、外

国人労働者からの労働問題を中心とする相談電話に対し、通訳人から折り返し連絡して相

談内容を徴収する方法で無料の法律相談を行っている。当初は、研究会のある大阪に相談窓

口を置いて、日本語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、英語のみで相談を受け付けてい

たが、現在では、タガログ語、ベトナム語にまで対応言語を増やし、また、新たに名古屋に

も相談窓口を設けている。なお、在留資格に関する相談は原則として受け付けていない。 

 今回の共同研究では、2011 年から 2017 年までの約 7 年間にマイグラント研究会に寄せ

られた約 500 件の法律相談について、相談者の国籍、居住地域、相談内容等について分析

を行った。法律相談の方法や範囲等が限られていることから、その結果は、必ずしも日本の

外国人労働者の全体的な状況を表すものとして一般化できるわけではないだろうが、外国

人労働者の現状や支援を考えるうえでの示唆を与えるものではあるだろう。 

 まず、相談者の言語・国籍についてであるが、名古屋窓口においては、一貫して、ポルト

ガルもしくはスペイン語を母語とする者、すなわち南米出身者がほとんどを占めているが、

大阪窓口においても、2017 年には南米出身者が急増した。これは、リーマンショック以降、
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減少し続けていた在日ブラジル人の人口が増加に転じたことと符合する。 

 

マイグラント研究会のホームページ 

また、大阪窓口においては、相談開始当初は半数前後を占めていた中国人からの相談が減

少傾向にある一方、ベトナム人、フィリピン人からの相談が徐々に増加している。とりわけ

ベトナム人の増加については、製造業、建設業における人手不足を背景としたベトナム人技

能実習生の増加によるものであると推測され、今後、介護の分野をはじめ、外国人の単純労

働力の受入れが拡大される中で、さらにその傾向が強まることが予想され、支援体制の整備

は急務である。 

中国人からの相談は、技能実習に関するものを除けば、解雇、単純な賃金の不払い、交通

事故、離婚を中心とする家事、その他一般民事に関するものが大半を占める。単純な賃金不

払いは中華料理店のコックからの相談に多く、また、家事は中国法の適否が問題になる相談

であることから、いずれも外国人特有の相談と言えようが、それ以外については、日本人に

も比較的よく見られる相談である。これは、出稼ぎ目的の中国人が日本を目指さなくなり、

日本に残った中国人については定住化が進んでいるということの現れと言えるかもしれな

い。 

南米出身者からの労働相談については、ほとんど派遣労働者（または業務請負会社の労働

者）からのものと思われる。派遣労働者であり、有期雇用であるが故に、雇用が不安定で、

交通事故によるけがのために欠勤が続いた結果、契約が更新されなかったという相談が多

い。また、南米出身者からの労働相談では、立ちっぱなしの仕事や重い物を持ち上げる肉体

労働が多いせいか、仕事で腰を痛めたという相談が多い。腰痛についてはそもそも労災を受

けることが容易ではないのだが、そうだとしても、派遣会社が労働者への説明や対応を怠っ

ていることがうかがわれる。 

南米出身者についても、中国人同様、交通事故、離婚を中心とする家事、その他一般民事

に関するものがよく見られるようになってきている。これらのうち、家事は出身国の法律の

適否が問題になる相談であり、外国人特有の相談と言えるが、南米出身者については、特に

複雑な問題がある。それは、ブラジル人同士のみならず、ブラジル人と他の南米諸国の出身
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者、さらにはブラジル人と非南米出身外国人との間に婚姻関係が形成されていることが珍

しくないからである。このように、外国人労働力を受け入れるということは、外国人と日本

人、外国人同士の婚姻関係の形成を通じて、否応なく、移民を受け入れることにつながって

いくわけであるが、法律や行政がそれに対応できているとは言い難い状況にある。 

南米出身者からの相談については、債務、交通事故、建物賃貸借、その他一般民事など、

日本人にも比較的よく見られる相談が目立ってきており、リーマンショック後も日本に残

ったブラジル人の定住化が進んでいることをうかがわせる。 

ブラジル人の相談者は、通訳人からの電話に応答しなかったり、応答したときには既に解

決していたりすることが少なくない。これは、問題発生当初は、日本語ができないために適

当な行政機関等の相談窓口にたどり着くことができず、同じ南米出身者の知人などを通じ

て、ポルトガル語での電話相談を受け付けている各種の窓口に片っ端からアクセスしてい

ることによるものではないかと推測している。すなわち、ブラジル人は、比較的容易に解決

できる問題であっても、日本語ができないために適切な行政サービスを受けることができ

ず、ブラジル人コミュニティに依存して生活をしていることが多いのではないか。前述のよ

うに、ブラジル人の定住化が進む一方で、ブラジル人が日本社会に溶け込むことなく、ブラ

ジル人だけの閉じたコミュニティを形成していることがうかがわれる。 

南米出身者からの相談には、日本政府の移民政策の欠如が如実に現れているような気が

してならない。 

技能実習に関する相談は、相談開始当初からずっと年に数件ずつあるが、来日する技能実

習生の数や、発生している問題の程度からすると、相談が少ない感は否めない。相談者の国

籍は、以前は中国がほとんどであったが、最近は、ベトナムが多い。また、技能実習に関す

る相談は、相談窓口のある大阪や愛知からのものもさることながら、他の相談と異なり、岐

阜県、広島県、高知県、奈良県、北海道など地方からのものが目立つ。 

技能実習に関する相談には、他の相談と顕著な違いが１つある。それは、技能実習生本人

が直接連絡をしてくることは少なく、技能実習生の知人（同国出身者の場合も日本人の場合

もある）が連絡をしてくることがほとんどだということである。技能実習に関する相談が少

ない感が否めないことも、技能実習生本人からの直接の相談が少ないことも、技能実習生が

外部と通信する手段が非常に限られているためであることは間違いない。 

技能実習生に関する相談を持ち込む技能実習生の知人は、たいてい、ＳＮＳを利用して技

能実習生と連絡を取り合っている。今後、技能実習が拡大され、技能実習と同様のスキーム

で外国人の単純労働力が受け入れられるとすれば、そうした外国人労働者の支援の必要性

は一層大きくなるし、支援の方法として、ＳＮＳを利用した情報提供と連絡を取り入れるこ

とは不可欠であろう。 

 

2．移住労働者を支えるコミュニティ・ユニオン 

 崔博憲 

 その呼称に貼り付いた労働という言葉との関わりで社会的な意味づけが付与されている

移住労働者は、それゆえさまざまな労働問題に直面しているのだが、日本ではそうした事態

に対する社会的支援は非常に脆弱である。こうした状況のなかで、移住労働者の労働問題や

その暮らしを支えているのがコミュニティ・ユニオンである。 
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戦後、長い間、日本社会では労働問題に対する取り組みは労働運動によって主導されてき

たのだが、それはいわゆる日本型雇用慣行の下で中核的労働力と位置付けられていた「正規

／男性／健常者／日本人」のための、による運動であった。そのためそこから外れる人びと

の労働問題は社会的な問題としてとらえられることほぼなかった。しかし、人口動態の大き

な変動や急速なグローバル化が進むなかで「非正規／女性／障がい者／非日本人」が労働市

場にとって不可欠な存在となったことで、近年、そうした人びとの労働問題にも目が向けら

れるようになりつつある。日本における労働の基盤とされていた「終身雇用」「年功賃金」

「企業別組合」が大きく崩れつつあるなかで、日々の具体的な労働を担っている彼／彼女た

ちの労働問題に取り組んでいるのが、コミュニティ・ユニオンである。 

研究―実践を通じて移住労働者支援のネットワークの構築を目指す本研究では、移住労

働者だけではなく日本の周辺労働を担う人びとを多元的に支えるコミュニティ・ユニオン

活動やその他の移住労働者支援運動にも注目し、東京、静岡、三重、岐阜、大阪、広島、福

岡などで聞き取り調査や交流集会への参加等を通じて関係を深めた。 

それぞれの地域や組合員数やその就業形態・職種等によって各コミュニティ・ユニオンの

特性は異なっているため、移住労働者に対する具体的な支援の実相もそれぞれとなってい

るが、聞き取り調査や交流集会への参加を通じて、多くのコミュニティ・ユニオンがかつて

の企業内組合とは違い厳しい財政状況にありながらも、移住労働者を「非正規／女性／障が

い者」と同様に現代日本社会の周辺的な労働を担う仲間として支援していることが確認さ

れた。しかし他方で、その多くがいずれ帰国もしくは第三国への移住をしてしまう外国人の

労働者たちを継続や拡大がめざされている労働運動のなかにどのように位置付けることが

できるのかという課題があることもわかった。それはグローバルな世界のなかで労働運動

や移住労働者支援という観点からすると極めて重要な課題であるといえる。今後さらに調

査や分析を進めたい。 

 

2016 年 10 月、広島で開催された第 28 回コミュニティ・ユニオン全国交流集会 
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Ⅵ．ベトナム・エクスカーション 

 崔博憲 

 2017 年 10 月の「外国人雇用状況の届出状況」によれば、国籍別でもっと多いのは約 3 割

を占める中国で、次に近年急速に増加し、約 2 割を占めているまでになったベトナム、フィ

リピンという上位 3 ヶ国になっている。全体の半数以上を占めるこの 3 ヶ国の動向は今後

の日本における移住労働者の動向を考えるうえで極めて重要である。そのなかでも近年急

速に増加しているのがベトナム人である。彼／彼女たちは、技能実習生や留学生として日本

人労働者を確保することができない労働現場で重要な働き手となっている。現在の日本の

周辺労働に従事する移住労働者の実態に焦点を当てている本研究では、こうした動向に対

する具体的な理解をプロジェクト内で広く共有することが必要であるという認識から、メ

ンバーの川越道子のコーディネートにより、ベトナムでのエクスカーションを以下のよう

な内容と日程で実施した。なお本研究プロジェクトからの参加メンバーは、青山薫、伊藤㤗

郎、川越道子、崔博憲、四方久寛の 5 名である。 

・エクスカーション日程 

2018 年 3 月 23 日（金） 

午後：現地集合 

     3 月 24 日（土）  

午前：ハノイ人文社会科学大学での研究交流会 

            報告：ダン・ティ・ベト・フォン氏（社会学研究所研究員） 

                 「ベトナムにおける労働、失業、貧困問題について」 

            グェン・ヴァン・チン氏（ハノイ人文社会科学大学准教授） 

              「ベトナムにおける労働移住、その変容するパターンと生存

戦略－国際移住を中心に－」 

                   通訳者 ヴォ・ミン・ヴー氏（ハノイ人文社会科学大学講師） 

                   ＊使用言語 日本語、ベトナム語、英語 

       午後：元技能実習生（4 名）への聞き取り・意見交換会 

          （アイリスブティックホテル） 

       夜 ：元技能実習生や現地協力者らとの交流夕食会 

  3 月 25 日（日） 

            朝～夕方：元技能実習生の家族を出身地であるナムディン省を訪問し、家族

への聞き取りなどを行う 

     3 月 26 日（月） 

       午前：技能実習生送り出し機関（ＴＴＣ人材会社）養成センター見学 

ハノイ市郊外（ホアイ・ドック地区） 

       午後：技能実習生送り出し機関（TRAUM）日本語教育センター見学 

           ハノイ市郊外（タイン・チー地区） 

       夜～：日本に帰国もしくは次の調査地へ移動 

 エクスカーションを通じて、実に多くの知見を得ることができた。現地の研究者による社

会経済状況の具体的な分析・考察からは、ベトナム社会の地域や階層の現状、移住労働を送

り出す要因や日本での移住労働に対する意識・イメージ等について学ぶことができた。 
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ハノイ人文社会科学大学での研究交流会でグェン・ヴァン・チン氏の報告 

交流会や彼／彼女らの出身地訪問を通じて、元実習生から密度の濃い意見を聞くことが

できた。元実習生による日本や日本での就労経験に対する複雑な思いや意味づけが、具体的

な経験をした当事者の語りから学ぶことができた点はとても大きな収穫であった。 

 

帰国した人元技能実習生への聞き取り 

 また、技能実習生の送り出し機関が運営する養成センターや日本語教育センターを訪問

し、リクルートや技能実習生の事前教育の実態について機関の担当者から説明を聞くこと

ができた。日本語教育センターを見学した際には、近く日本へ渡航が予定されている実習生

がどれほど日本で働くことに大きな緊張と期待そして不安を抱いているのかを肌で感じる

ことができた。 

 

ナムディン省にある元技能実習生の実家訪問 
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【実施した諸活動】 
■公開ワークショップ 

 2017 年 2 月 5 日に龍谷大学大阪梅田キャンパスにて「拡大する外国人労働者の受け入

れーケア労働を中心に」と題して、公開ワークショップをおこなった。 

ゲストスピーカーとして、外国人介護従事者に関する政策と課題について研究をすすめる

京都大学の安里和晃氏、「すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク

（RINK）」の事務局長として外国人労働者支援に携わってきた早崎直美氏を招いた。また、

研究メンバーである青山薫、四方久寛がそれぞれ研究者、弁護士の立場からコメントを行な

った。 

ワークショップでは日本政府が近年、介護や家事などケア労働の領域で外国人労働者の受

け入れを本格化させようとしていることを踏まえ、法制度の矛盾や隙間、労働者が現場で直

面する困難、政策の方向性に関して議論が交わされた。以下ではゲストスピーカーの報告の

要点をまとめておきたい。 

 

公開ワークショップ・ポスター 

○安里和晃「多様化する介護のチャンネルと課題」（要旨） 

日本と同様に高齢化に直面するシンガポール、香港、台湾などは自由主義的家族主義の福

祉レジームを採用してきた。そこでは、福祉の中心は家族であり、国家は国民に対して十分

な福祉サービスを提供しないため、国民は「もう一人の家族」として外国人労働者を受け入

れることで介護、育児、家事の負担を外部化してきた。 
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安里和晃氏の報告 

 他方、日本は介護保険制度を介して国と事業所が責任をもつ社会民主型の福祉レジーム

を採用し、介護は QOL を高める専門領域と位置付けられ、「介護のプロフェッショナル化」

が生じた。外国人労働者との関係でいえば、このプロフェッショナル化が結果的に「ケアの

国民化」でもあった。日本の介護福祉士は 1850 時間の学習時間が必要であり、教材も試験

も日本語、必要とされる 3 年間の実務も日本の施設で行う必要があるなど就労の要件が圧

倒的に高く、外国人の参入が難しい。実際、外国人介護従事者（介護助手）は１万 8 千人ほ

どで、現状では全体に占める割合は 1%に過ぎない。 

 しかし、社会民主型の福祉レジーム自体、過度なアイテム化や財政問題を抱え、また明ら

かに人材不足に直面している。こうした文脈を踏まえて、ここでは、特に EPA による介護

福祉士候補生の受け入れと新日系人の事例を検討したい。 

  2008 年から始まった EPA による受け入れにより、これまで 3,500 名あまりが来日して

いる。介護福祉士試験の合格率は 50%超と高まっており、また厚労省による施設長や利用

者などに対するアンケート結果からは候補者の受け入れによって介護の質の向上が確認さ

れている。EPA は「いい出会い」であるのだが、日本語学習支援の費用負担を社会的コス

トと批判する声などがあり、枠が増やせない状態にある。送り出し国で大学教育まで受けた

人材が、僅かな期間の教育を提供するだけで社会保険料を負担しながら働いてもらえるに

もかかわらず、日本では教育コストを社会的コストとするのは合理的ではない。 

 他方、日本人配偶者との間に生まれた新日系人あるいはその親たちが来日し、日本の全国

の事業所で介護従事者として働くようになっている。しかし、新日系人やその保護者が介護

現場での労働者になる際には、EPA のような日本語教育や社会統合政策が制度化されてい

ない。そうした状況に漬け込んで来日前から債務奴隷化させる業者も少なくない。 

 また、技能実習制度を通じた介護人材の受け入れにも問題がある。技能実習制度は人権上

多くの問題を抱えている。介護労働者として外国人を受け入れるためのコストを EPA より

も安くすることは考えられず、安くするとすればそれは労働者の負担増につながってしま

う。 

 サイドドアを作り出し、アングラ化させるのではなく、十全な社会統合政策を備えた労働

許可制度ないし雇用許可制度を通じてフロントドアから外国人介護労働者を受け入れる枠

組みを整えることが重要である。 
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○早崎直美「家事労働者の受け入れ－大阪特区を中心に」（要旨） 

家事労働者の受け入れは 2014 年 4 月に経済財政諮問会議・産業競争力会議で政府による

検討が決定され、2015 年 7 月には特区法案改正案が国会で成立した。これまで神奈川県、

大阪市が区域認定を受けており、現時点では大阪で 2 社 8 名の来日が予定されている。 

 家事労働者は日本の受け入れ会社とフルタイムの雇用契約を結び、会社が利用世帯と請

負契約を結ぶ。雇用期間は通算 3 年まで、日本人と同等額以上の報酬を得る。従事できる家

事支援活動は炊事、洗濯、掃除、買い物等の家事一般で、これらに付随する場合のみ児童の

日常活動上の世話や保護が限定的に可能とされている。また、関係自治体や省庁の担当部局

で構成される第三者管理協議会が会社の監査や労働者の保護などを行う。 

 これまでも日本の外国人支援団体は、外交官や事業所の長である外国人宅などで雇用さ

れている外国人家事使用人から給料未払いや雇い主による暴力被害などの相談をうけてき

た。家事労働という個人家庭での就労は勤務時間や労働内容が曖昧になりやすく、ハラスメ

ントなどの人権侵害にも対処しにくいという特徴がある。 

 
早崎直美氏の報告 

 第三者協議会の設置などから行政は人権問題に対する一定の配慮をしているようにみえ

るが、業務内容や労働者の日本語能力基準、受け入れ企業の基準などに例外や含みを持たせ

ており不明瞭な領域がある。例えば、指針決定後に公表された「受け入れ事業に係る解釈」

では、要介護者を食卓まで引率することはできるが、食事の世話まではできないなどの例が

しめされている。しかし実際の家事労働の現場でそうした点がどこまで守られるのか、そも

そも厳格に線引きができるのか疑問である。また、受け入れ企業の基準も問題がある。家事

代行などを主たる事業として営んでいる必要はなく、また受け入れ企業と労働者の関係に

おいて派遣会社のような役割を果たす中間業者を認めている点も懸念される。 

  RINK ではこれまで大阪府に質問書を提出し、担当者らと意見交換を行ってきた。担当

者からは行政として主体的に取り組むという意識はみえず、業者まかせの印象が拭えなか

ったが、意見交換に参加した女性労働者のエンパワーメントをめざす団体とともに有償家

事労働ネットワークを結成し、今後、来日する家事労働者からの相談に対応しつつ、労働者

としての権利が保障され健全な環境で働けるよう、自治体や第三者管理協議会に働きかけ

を行っていく方針である。 

 日本政府に対して労働基準法の家事使用人に対する適用除外の撤廃、ILO（国際労働機関）
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の「家事労働者のためのディーセント・ワークに関する条約」の批准を求めていく取り組み

の必要性がある。特区における家事労働者の権利を保護するためにも、日本人や定住外国人

も含め、家事や介護労働に従事している労働者全体の連帯をつくりだすことが重要である。 

＊要旨の文責は本プロジェクトにある 

 

■公開シンポジウム 

2018 年 4 月 22 日に「周縁労働の拡大・再編と外国人労働者—技能実習生、日系人とその

家族、支援の実相—」というテーマで公開シンポジウムをおこなった。 

1980 年代から外国人労働者問題に関わってきた公益社団法人自由人権協会の旗手明氏、

教育社会学の立場から日系ブラジル人の教育について研究や支援をおこなってきた近畿大

学のリリアン・テルミ・ハタノ氏、岐阜を拠点に全国の技能実習生問題に取り組む外国人労

働者救済支援センター（岐阜一般労働組合）の甄凱氏を招いた。また、甄凱氏らが運営する

外国人労働者のためのシェルターに保護した技能実習生 11人（中国人、ベトナム人、カオ

ンボジア人）も参加し、労働問題に遭遇した移住労働者の具体的な声を聴くことができた。

また、プロジェトメンバーから飯田悠哉、川越道子、坂梨健太が、それぞれの研究対象の視

点からコメントを述べた。以下は、ゲストスピーカーの報告の要旨をまとめたものである。 

 
公開シンポジウム・ポスター 

○旗手明「外国人労働者制作の現在と技能実習生」（要旨） 

近年、在留外国人数、在留外国人労働者ともに急激に上昇している。ただし、後者の数値

については外国人を雇用する事業者へのアンケート調査から届出義務となったことで年々

補足率が上昇し、結果として急上昇したという点も考慮する必要がある。在留資格別でみる
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と、近年特に増えているのは特定活動である（2010 年までは技能実習生も特定活動に含ま

れる）。 

技能実習生については、以前は７～8割を中国出身者が占めていたが、近年は中国人が減

少し、全体の半数近くをベトナム出身者が占めるまでに増加している。2000年から 2013年

にかけて中国の賃金が 7 倍ほどになっていることがそうした変化の要因の 1 つとして指摘

できる。また、より安い労働者を求めて中国からベトナムへ供給先を変えていることで、高

額の手数料や保証金を支払うために母国での多額の負債を抱える、労働環境が過酷である

といった外国人技能実習生の問題は依然として残り続けている。 

日本としては失踪防止などのための保証金の徴収を禁じてはいるが、実際には送り出し

機関が技能実習生名の銀行口座を管理するなどしており規制するのは難しい状況である。 

また、技能実習生を受け入れる日本の事業所の労働関連法違反の件数は、2,300件ほどだ

った 2013 年から 2016 年には倍増している。違反し、解散させられる受け入れ機関も多い

が、名前を変えるなどして、新たな受け入れ機関がつくられるのが現状である。 

日本としては失踪防止などのための保証金の徴収を禁じてはいるが、実際には送り出し

機関が技能実習生名の銀行口座を管理するなどしており規制するのは難しい状況である。 

また、技能実習生を受け入れる日本の事業所の労働関連法違反の件数は、2,300件ほどだ

った 2013 年から 2016 年には倍増している。違反し、解散させられる受け入れ機関も多い

が、名前を変えるなどして、新たな受け入れ機関がつくられるのが現状である。 

国内の労働力不足のために外国人を受け入れるとしても、技能実習制度ではなく、よりよ

い制度を創設する必要がある。グローバル化が進む近年、外国人労働者の受け入れ企業のな

かには ESG（環境、社会、ガバナンス）という視点を取り入れ、労働環境の改善を進めると

ころも出始めているが、そのような取り組みは非常に重要である。 

昨年 11月から技能実習生の受け入れ期間が 3年から 5年に延長された。また今年の 6月

には「骨太の方針」が示される。こうしたなかで移住労働者の受け入れがどのように変化し

ていくかを注視する必要がある。 

 

旗手明氏の報告 
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○リリアン・テルミ・ハタノ：「在日ブラジル人とその家族のこれまでと現在 

―次世代の子どもたちの教育の観点から―」（要旨） 

在日ブラジル人の在留者数は、韓国・朝鮮、中国に次いで 3番目であったが、リーマンシ

ョック以降減少を続けた結果、現在は 5番目となっている。ただし、近年は再び増加傾向に

ある。居住しているのは、製造業が盛んな北関東や岐阜県、滋賀県などであり、およそ 6割

が永住者となっている。 

 

リリアン・テルミ・ハタノ氏の報告 

1985 年頃の新聞には日系人が積極的に日本に働きに来ていることが書かれているが、当

時ブラジルでは日系人募集の説明会に参加するだけで参加者に 10 ドルが配布されていた。

つまり、日系人が率先して日本に行ったというだけではなく、日本側が日系人を積極的に受

け入れたということにも目を向けなければならない。日本側が受け入れに積極的であるに

もかかわらず、外国人が日本に率先して働きに来たがっているという社会的な認識は、いま

の技能実習生に対しても同様だといえる。 

2007 年には 30 万を超えていた在日ブラジル人は、2008 年のリーマンショックによる派

遣切りの際には、たとえば滋賀県のある地域では共働き家庭の 8 割が失業するほど深刻な

不況となり減少しはじめ、翌 2009年の日系人帰国支援事業（いわゆる「手切れ金」を渡し

て帰国を促す政策）や 2011年の東日本大震災でさらに減少した。 

近年、減少した日系人を再び受け入れるために、2017 年の自民党の 1 億総活躍推進本部

は、経済不況などの時期に未成年であった日系 4世を受け入れる提言を題しているが、その

要件は独身で 30歳未満となっていて、ワーキングホリデーの条件に近い。ただし、ワーキ

ングホリデーは二国間協定であるが、日系 4世の受け入れは双方向のものではない。 

外国人児童の教育の現状についてであるが、現在日本語指導が必要な児童・生徒の母語で

もっとも多いのがポルトガル語で、中国、フィリピン、スペインと続いており、それらの 4

言語で全体の 7割を占めている。 

在日ブラジル人の子どもたちの 8 割は中学卒業後に高校に進学しているが、その 3 割は

定時制高校である。行きたい学校に行っているのではなく、行ける・入れる学校に行ってい

る・入っているのである。そうした子供たちの多くのは、漢字の読み書きのレベルが小学校

3年生程度にとどまっているので、そのケアなどの問題が山積している。 
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しかし、それにもまして問題なのは、義務教育の対象から除外されてしまう外国籍の子ど

もの問題である。就学許可を受けている子どもが学校に登校しなくても、何の対応もしない

学校も多い。そこでは日本の学校に来なくてもいい存在と見なされているのである。 

日本が児童の権利条約に批准してからは、学校側も就学を断ることができなくなったが、

教育現場ではブラジル国籍の子どもなど移住労働者の子どもたちに関するさまざまな問題

が起きている。たとえば、日本語が十分分からないというだけで特別支援学級で学んでいる

在日ブラジル人の子どもは少なくない。また、現在、在日ブラジル人社会ではかつて在小学

校や中学校を中退してしまった経験をもつ人びとが親世代になり始めており、その子ども

たちへの対応は重要な課題である。このような問題や課題に対応できるような教育養成の

プログラムが必要である。 

 

○甄凱「岐阜一般労働組合 外国人支部シェルターについて」（要旨） 

現在、岐阜一般労働組合で外国人労働者支援活動を行っている。多くは、技能実習生から

の相談である。以前は、相談の多くは賃金未払いが多かったが、最近では解雇や労災などが

解決の難しいものが増えてきている。また、パワハラや有給休暇、強制帰国といった相談も

増え始めている。強制帰国については、受け入れ企業が技能実習生をだまして、本人の意思

で帰国したように見せかけるなどして、実態が巧妙化している。 

 

甄凱氏の報告 

コミュニティ・ユニオンである岐阜一般労働組合として 2015年に NPO外国人労働者救済

支援センターを設立してシェルターをたちあげた。シェルターでは、望まない強制帰国から

技能実習生を守る、不法滞在を防ぎ、受け入れ機関・企業と技能実習生の仲介を図るといっ

た役割を担っている。 

これまでの入居した外国人労働者のほとんどは技能実習生でのべ 183 名を受け入れてき

た。利用者からは 1 日 1000 円（3 食付き）を受け取り、その他の経費は、組合員やユニオ

ン等からのカンパ、寄付で運営されている。入居している外国人労働者が受け入れ機関や受

け入れ企業と和解した場合もカンパをもらうが、全国の外国人労働者を支援しているため

シェルターの維持管理費以外にも通訳費用、移動費もかさみ運営は非常に厳しい。 

外国人労働者支援を積極的に行う岐阜一般労働組合の特徴は、外国人労働者たちに自ら
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が働く現場で労働組合をつくり労働者としての権利をまもり、勝ち取ることを働きかけて

いるという点である。労働組合ができた現場では、労働問題が起きることはほとんどなく、

賃金アップや有給休暇の取得が認められるようになっている事例もある。 

また、岐阜一般労働組合では、中国やベトナムで行われている技能実習生の受け入れの試

験や面接にも同行し、来日前の技能実習生に労働者としての権利や労働組合の活動を事前

に伝えるという活動もしている。近年では、技能実習生の受け入れ機関側から外部役員とし

て招聘されることもあり、外国人労働者の受け入れの適正化や透明性を確保する動きもあ

る。 

＊要旨の文責は本プロジェクトにある 

 

ゲストスピーカーとコメンテーターによる議論 

 

ゲストスピーカー、技能実習生、参加者らとの懇親会 
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■マイグラント研究会との研究交流 

本プロジェクトのメンバーである四方久寛（弁護士）が主催するマイグラント研究会（弁

護士や研究者、労働組合、NPO スタッフらがメンバー）と、2017 年 4 月～10 月の期間、

以下のような研究会報告活動を実施し、情報や意見交換、関係強化に努めた。 

1．マイグラント研究会での研究報告および研究者と実務家の交流 

4月 10日（月）：崔博憲  「外国人労働者を支える人びと」 

  5月 15日（月）：飯田悠哉「農業における外国人労働者の編入における論点 

－背景・政策・実態－」 

 6月 12日（月）：坂梨健太「在日アフリカ人の研究動向と地方の実態」 

   7 月 10 日（月）：青山薫 「外国人性労働を考える－『不法』で『公序良俗に反する』

移住者をどう守る」 

10月 10日（月）：川越道子「ベトナム人技能実習生の実態」 

2．在日ベトナム人コミュニティとの交流会の共同実施 

 2017 年 2 月 4 日、本プロジェクトメンバーとマイグラント研究会のメンバーでベトナム

人が集住する大阪八尾市を訪問し、ベトナム人コミュニティと交流会を実施した。 

 

大阪府八尾市のベトナム料理屋での交流の一コマ 

 

■ベトナム人技能実習生向け情報サイト公開・運営 

川越道子 

2017 年 7 月より、ベトナム人技能実習生に向けたベトナム語の情報ウェブサイト「コン

チャウ・ネット(Con Trâu Net。「Con Trâu」は水牛の意味)」及びフェイスブック上でコン

チャウ・ネットのページを公開、運営している。ウェブサイトでは、主に技能実習生が遭遇

しやすい労働問題やその対処/解決方法、相談先等について情報提供を行っている。 

●コンチャウ・ネットが生まれた背景： 

本国の送出し機関や仲介者に多額の紹介料が支払われる技能実習生送出しの仕組みやベ

トナム政府が労働者の労働輸出政策を積極的に推進している状況などから、多くのベトナ

ム人技能実習生が日本での労働、生活実態について正確な情報を欠いた状態で来日してい

る。実習生本人が労働問題などのトラブルに遭遇することを全く想定していないことも相

俟って、実際に問題が生じた際に、いかなる対処方法や相談機関があるのか知ることができ

ず、適切に対応できないことが少なくない。このような背景をふまえて「コンチャウ・ネッ
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ト」では、技能実習生の労働問題などを可能な限り未然に防ぐこと、問題が生じた際は最も

適切な対応をとることを目指して、技能実習生にとって必要かつ正確な情報を提供してい

る。 

●コンチャウ・ネットの現状： 

ウェブサイト公開及び運営を通して明らかになったのは、１）ベトナム人の若年層がイン

ターネット全体ではなく、主にフェイスブックを活用していること、２）情報だけではなく、

ＳＮＳなどで気軽に母国語で相談できる先を求めていること、３）支援が必要と思われる、

劣悪な労働条件下で働いている実習生ほど、残業後から夜半にかけての、行政機関が行う相

談時間外に連絡がくること、４)相談のあった労働問題や人権侵害などの実習先や協同組合

の不正行為の多くが、10 年以上前より繰り返されてきた古典的ともいえる手口であること、

などである。近年、メディアなどで外国人技能実習制度の現状や問題が取り上げられている

こともあり、関係機関による母語での情報提供や相談窓口の開設などの対応が行われてい

るが、１）～３）の実態に対応可能とはいいがたく、現状に即した支援が望まれる。 

●今後の課題： 

 コンチャウ・ネットの主な役割は、正確な情報提供であるが、ＳＮＳを通して相談がきた

場合は、相談内容に応じて労働組合や弁護士、外国人労働者支援団体を紹介している。ＳＮ

Ｓで相手の相談内容を聞き取り、全体像を把握するまでに少なくとも数時間を要すること、

支援機関を紹介した後も情報不足や不安な気持ちより実習生より頻繁に連絡がくることか

ら、相談に応じる体制を整えていくことが今後の課題である。また、支援先を紹介したとし

ても、実習生自身は、まず日々の不安やストレス、孤独感を訴えたいと望んでいるケースも

少なくない。ベトナム語で対応する人材が不足している現状で、こうしたカウンセリング的

な対応へのニーズにいかに応えることができるのか今後の検討するべき課題の一つと考え

ている。 

 

 
ベトナム人技能実習生向けの情報提供サイト 

「コンチャウ・ネット」のフェイスブックページ 



30 

 

■龍谷大学公開講座 

 

本研究プロジェクトのメンバーの知見や研究成果の社会化として、龍谷大学 REC コミュ

ニティカレッジの公開講座「東南アジアの人びととの移動と労働—タイ、フィリピン、ベト

ナムの事例から—」を開講し、2017年 11月～12月メンバーによるチェーンレクチャーとい

う形で講義を行った。日程およびテーマ、担当者は以下のとおりである。 

 

11月 20日（月）：「在日外国人の現状について」 担当：坂梨健太 

現代の日本における移住労働者の現況を解説し、外国人技能実習

生の制度の変遷や日本の歴史や労働状況について報告を行った。 

11月 27日（月）：「北部タイの山岳少数民族の移動の経験」 担当：崔博憲 

国民国家や労働市場の外部に置かれていた北部タイの少数民族の

歴史や文化を概観し、そのような人びとがグローバル化する現

在、新たに日本などに移住労働している状況等について報告し

た。 

12月 4日（月）：「フィリピン人と高冷地農業」 担当：飯田悠哉 

           長野県の高冷地農業でフィリピン人技能実習生がどのように組み   

込まれ、どのような労働をしているのかフィールドワークをもと

に明らかにし、実習生の帰国後の状況についても報告した。 

12月 11日（月）：「ベトナム社会と出稼ぎ」 担当：川越道子 

           近年のベトナム人の来日増加傾向の背景やベトナムの社会経済の

変化について論じ、海外での労働を経験した人びとの暮らす村の

現状について報告した。 

 

 この公開講座では、受講生からの要望に応えて対象国の歴史や文化に関する情報を提

供するとともに、本研究プロジェクトの中心的なテーマである移住労働者の日本での生

活や労働、送り出し国側の視点の紹介や説明に努めた。各回、受講生から積極的な質問

や意見が出され、担当した各メンバーらも大いに学ぶところがあった。 

 海外出張や駐在経験がある方など、東南アジア諸国の事情に詳しい受講者もいたが、

日本の移住労働者の受け入れに関する政策やかれらの過酷な労働環境については初めて

聞く受講生が多かったようだ。講座終了後のアンケート結果や、次年度に回数を増やし

て継続開講を希望する声等が複数あったことから講座内容が評価されたことがわかる。

本研究プロジェクト終了後も、こうした形で研究成果の社会化を図っていきたいと考え

ている。 
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まとめにかえて 

崔博憲 

現在の日本社会は移住労働者によって成り立っている。 

かかる認識を起点として、本プロジェクトでは、多様な移住労働者たちが具体的にどのよ

うに日本社会を支えているのか、当事者である彼／彼女たちやその出身社会から日本での

移住労働の経験はどのように意味付けられているかを明らかにしようとした。また同時に、

周辺労働を担う移住労働者たちが日本社会で遭遇する問題を明らかにし、研究者と支援の

現場で活動する人びととの関係やネットワークの構築や強化を図ることも目指した。 

本文に記したように、これらの課題に向き合うために、プロジェクトの参加メンバーは移

住労働者が働き暮らす現場や彼／彼女たちを送り出す国々での調査研究を行うとともにワ

ークショップ、シンポジウム、実務家らとの研究交流会、一般向けの公開講座、インターネ

ットを使った移住労働者への情報提供・相談受付といった諸活動も併せて実施した。 

こうした調査研究や諸活動を通じて、多くの知見を得ると同時に研究と実践をつなぐ多

様な関係やネットワークを創ることができた。ただし、研究助成を受けた 2 年間で得た成

果を、社会的に真に価値あるものにできるかは本プロジェクトのこれからの歩みにかかっ

ている。研究成果の社会化という点では、ここで得られた知見さらなる分析・検討を進めた

うえで書籍化する予定である。また、調査研究やその他の活動を通じて関係やネットワーク

をつくることができた全国各地のコミュニティ・ユニオンや NPO、支援者らとは、今後も

関係やネットワークをより強固にして協力関係を拡大したいと考えている。 

 

 ここでは十分な議論を深めることはできなかったが、今回の受けた研究助成が「新しい価

値」の創出という研究や取り組みであるという点に関わって一言述べておきたい。 

研究代表者であるわたし（崔）や本プロジェクトの参加メンバーの多くが、国内外での調

査研究や移住労働者・支援者への聞き取りやその他の活動を通じて感じたのは、日本社会の

グローバル化が進行するほどに古い価値や古い規範が強まっているということであった。

実際に目にする具体的な経済活動や労働は、越境、移住・移動が進み、非日本人・外国人が

そこでの大きな役割を担うようになっているにもかかわらず、定住という規範や国民中心

という価値が強まっている。現実にそぐわない価値の高まりは移住労働者を安くて使い勝

手のよい二級の労働者や市民として位置づけることの正当化に加担している。 

戦後、ヨーロッパとは異なり多くの余剰労働力を国内に抱えていたことで冷戦構造の下

で経済成長を達成した日本社会は、その経験を均質な国民であったがゆえの成功として物

語化してきた。しかし、その物語を再び語り出しても、人口減少、経済の縮小に直面してい

るこの社会の未来を拓くことはできない。未来を拓くために、まずもってすべきなのは、既

存の価値から身を引き剥がす（unlearn）ことなのではないだろうか。 

 

最後に、本研究プロジェクトに助成をしていただいたトヨタ財団には心より感謝いたし

ます。貴財団のチャレンジングともいえるご決断がなければ、今回のような多様で社会的な

広がりをもった研究プロジェクトを実行することはとてもできなかったはずです。助成期

間終了後も、この研究プロジェクトで生まれた芽を、時間をかけながら丁寧に育て、「新し

い価値」につなげたいと考えております。記して感謝いたします。 


