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OPINION

5月9日の戦勝記念日で演説するプーチン大統領。政権や侵攻への国民の支持は依然高い

侵攻には︑数々の非合

シアによるウクライナ

にそれが奏功せず軍事作戦を行うな

て紛争激化を防止するよう提案し︑仮

止の希求も︑この不当さ︑無益さを抜

で続けていることである︒戦闘行為停

正当性もない民間人殺戮をウクライナ

スクの高い大規模侵攻を起こし︑何の

済危機に脅かされてもいないのに︑リ

は大きく︑プーチン政権は﹁軍事に関

している︒この言説と現実のギャップ

るかに大きな破壊を現地住民にもたら

による破壊﹂と言っているものよりは

しかし現実のロシアは︑
﹁ネオナチ

である︒もしそれが真実なら︑紛争地

ア系住民を攻撃してきた﹂というもの

クライナの支配層はネオナチで︑ロシ

たい︒ロシアでの主流の言説は︑
﹁ウ

配置した︒そして 月から今年２月に

はウクライナを取り囲むように兵力を

できない︒２０２１年 月︑ロシア軍

いという説も︑侵攻開始の過程を説明

北大西洋条約機構︵ＮＡＴＯ︶が悪

の流布を妨げようとしている︒

域で監視を行ってきた欧州安全保障協

軍事行動の正当性の根拠も納得しが

する偽情報の流布﹂を違法化し︑現実

る国連安保理常任理事国であろう︒

ら︑保護対象である現地住民に被害が

ロンドン大学スラブ東欧研究所修
士、京都大学人間・環境学研究科博
士。2008 年から防衛研究所勤務、英
国在外研究なども経験。専門はロシ
アの安全保障、国際関係史。

理や不可解が指摘され
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きにしては論じがたい︒

おきたいのは︑ロシアが軍事衝突や経

ロ

山添博史

出ない作戦遂行に努めるのが︑責任あ

Hiroshi Yamazoe

ている︒まず確認して

ウクライナ破壊を諦めぬプーチンと︑それを是認するロシア国民︒戦争終結の糸口は見えない︒
ソ連崩壊から 年︑なぜロシアはここまで自己を顧みることができなくなってしまったのか︒

ソ連の遺産を損なうプーチン
ロシア社会に不足する﹁力﹂
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力機構︵ＯＳＣＥ︶の証拠を用いて国

停止などを要求し︑米国は現実的なミ

かけて︑ロシアはＮＡＴＯに新規加盟
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連安保理で審議し︑国際的監視を強め
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日本を目指す外国人労働者

これ以上便利使いするな
〝人手不足〟
でも安いニッポンが成り立つ理由
〝人手不足〟に喘ぐ日本で、頻繁に取り上げられるフレーズがある。
「外国人労働者がいなければ日本（社会）は成り立たない」というものだ。
しかし、外国人労働者に依存し続けることで、日本の本当の課題から目を背けていないか？
ご都合主義の外国人労働者受け入れに終止符を打たなければ、将来に大きな禍根を残すことになる。
文／話し手

出井康博、安田峰俊、李 惠珍、ティック・タム・チー、鈴木江理子、倉田良樹、高橋信行
編集部（鈴木賢太郎、友森敏雄、川崎隆司）
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日本人の生活を支える外国人労働者の姿を想像したことがあるか？

YOSUKE WADA

「便利」の背後を直視する

Part 1

あえて問う 外国人なしで
日本社会は成り立たないのか？
「人手不足」を免罪符にして外国人労働者の受け入れが拡大される。
なし崩し的に受け入れを拡大していけばそのツケはわれわれ一人ひとりに跳ね返ってくる。
文・ 出井康博（ジャーナリスト）

新
型コロナウイルスの影

響で外国人労働者の入

国が止まっていた間︑

メディアで頻繁に取り

上げられたフレーズがある︒

﹁外国人なしでは日本︵社会︶は成り

立たない﹂

とりわけ︑外国人労働者の受け入れ

を再開したい人たちが喧伝していた︒

一見して誰もが頷いてしまう主張で

はある︒しかし﹁成り立たない﹂とい

う﹁日本︵社会︶
﹂とは︑具体的には

どのような分野を指しているのか︒そ

して﹁外国人﹂とは︑いかなる資格の

人たちのことなのか︒そんな肝心の点

July 2022

は︑決まって議論されない︒

筆者は長年︑外国人労働者を取り巻

く問題を取材しているが︑彼らを一切

受け入れるな︑と言いたいわけではな

い︒本音を隠し︑安易に彼らに頼るこ

との是非を問うているのだ︒詭弁を弄
19

文・出井康博
Yasuhiro Idei

ジャーナリスト
1965 年生まれ。早稲田大学政治経
済学部卒。英字紙『THE NIKKEI
WEEKLY』の記者を経て独立。著
書に、
『松下政経塾とは何か』『長
寿大国の虚構―外国人介護士の現
場 を 追 う ―』
（共 に 新 潮 社）、
『ル
ポ ニッポン絶望工場』（講談社＋
α新書）。近著に『移民クライシ
ス 偽装留学生、奴隷労働の最前
線』
（角川新書）など。

「
ひ
請求されて﹂

SOICHIRO KORIYAMA

どい会社でした︒労働
内容が雇用条件と違
い︑退職を申し出たら
数十万円の損害賠償を

兵庫県神戸市内にある︑逃亡した技
能実習生らを保護する外国人労働者の

紋切り型の〝かわいそうな弱者〟
では決して語ることができない彼らの実像とは。

広島大学大学院文学研究科博士前
期課程修了。『八九六四「天安門
事件」は再び起きるか』
（ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ）で第５回城山三郎賞・第
50 回大宅壮一ノンフィクション賞
をＷ受賞。近著に『
「低度」外国
人材 移民焼き畑国家、日本』
。

折々、声を上げ、自由で、怠惰で乱暴な一面を見せる外国人労働者たち。

Minetoshi Yasuda

文・安田峰俊

ルポライター

ときに
「大胆」
で「したたか」
な
外国人労働者の
〝実像〟
に迫る

シェルターで話すのは︑インドネシア
東ジャワ州出身のリサさん︵仮名︑

月から勤務した愛知県内の大葉を栽培

おお ば

かりではなかった︒リサさんが 年４

もっとも︑この新制度も明るい話ば

留資格だ︒

度の高い就業形態を認めた︑新しい在

制度として︑日本での長期滞在や自由

きた技能実習制度の不備を事実上補う

で︑それまで問題点が多く指摘されて

資格は２０１８年末に新設されたもの

﹁特定技能﹂で再来日した︒この在留

き︑いったん帰国︒今春から在留資格

彼女は過去に技能実習生として働

どさに〝反乱〟を起こしたのである︒

けていた︒だが︑勤務先のあまりのひ

環境にあり︑日本での仕事に期待をか

帯月収が５万円程度という厳しい経済

歳︶だ︒母国の実家は︑６人家族の世
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する農家は︑コンプライアンスの面で
非常に問題のある会社だったのだ︒

〝声（こえ）〟を聴く
Part 2
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同胞が集まるモスク（イス
ラム教の礼拝施設）で礼拝
後、昼食を摂るインドネシ
ア 人 技 能 実 習 生 た ち（22
年５月、滋賀県東近江市）

外

国人技能実習制度の創
設から間もなく 年を
迎える︒
同制度は長年︑
趣旨︵＝途上国への技

術移転による国際貢献︶と実態︵＝日
本国内の人手不足の補完︶の乖離が指
摘されている︒さらに︑監理団体︑送
り出し機関︑地域・職種・国をベース
にして作られた団体などの﹁合法的﹂
な仲介者が︑斡旋費︑監理費などを徴
収し︑利益を生み出す﹁商業ベース﹂
の構造が整備・温存されてきた︒
このいびつな構造から脱却するには
どうすべきなのか︒かつて︑日本と同
様の構造を解体し︑
﹁単純労働の外国

が急増したことがある︒
韓国では︑現在の日本と同様︑
﹁移

れる﹂という日本の研修制度のレトリ

ックを採用した
﹁外国人産業研修制度﹂

働者の受け入れ要請は日増しに強くな

不足に悩む中小製造業からの外国人労

いわゆる﹁不法就労者﹂の削減と人手

度がなかった︒だが︑未登録労働者︑

外国人労働者を正面から受け入れる制

パスポートの取り上げなどの人権問

能実習制度で問題視される外出禁止や

が担っていた︒これにより︑日本の技

り出し・受け入れの業務は民間の団体

労働関係法令の対象とみなされず︑送

同制度では︑研修生である外国人は

を導入したのである︒

っていく︒そこで︑韓国政府は︑
﹁
﹃学

題︑最低賃金より低い研修手当︑渡航

民政策はとらない﹂
という方針があり︑

ぶ﹄ことを目的とした外国人を受け入

MAREMAGNUM/GET T YIMAGES

本音と建前の〝矛盾〟を排除した韓国から、日本は何を学ぶべきか

人労働者は受け入れない﹂という従来

惠珍（日本国際交流センター シニアプログラムオフィサー）
文・ 李

の移民政策を大転換した韓国を例にと

「移民政策はとらない」としたまま、制度矛盾から脱却できない日本。

一方、韓国は「社会のあるべき姿」を実現するため、大きく舵を切った。
日本はこのまま現行制度を維持し続けるのか？

韓国出身。2003 年に留学生として
来日。一橋大学大学院社会学研究
科博士課程修了。一橋大学、お茶
の水女子大学のリサーチ・フェロ
ーを経て、14 年より現職。移住当
事者として、日韓の移民政策、ア
ジアの移住労働を研究する傍ら、
移住者支援活動にも参加。

りながら︑考えてみたい︒

日本国際交流センター
シニアプログラムオフィサー

韓国も日本同様の課題に直面
国民の声が〝大転換〟の契機に
韓国で外国人労働者問題が政策課題
として取り上げられるようになったの
は︑１９８０年代半ばからである︒そ
の背景には急速に人手不足が進んだ製
造業・建設業で︑観光などの短期滞在
で入国したアジア諸国の外国人が単純
労働に従事する﹁未登録状態の就労﹂

Lee Hyejin

移民政策を大転換した韓国
日本も〝矛盾〟から脱却する時
惠珍
文・李

韓国から得られる示唆
Part 3
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「
さ

まざまな経験をさせて
もらった日本には感謝
している︒ベトナムに
戻ってから社会に貢献

できていると実感する日々を送ってい
ます﹂
２０１４年〜 年まで日本で技能実
習を経験し︑現在は﹁オオクボベトナ
ム﹂
︵ベトナム・ロンアン省︶の工場
長を務めるクアンさんは︑丁寧に言葉
を紡ぎながら日本への想いを語ってく
れた︒

︒建前と実態の乖離が著しい技能

途上国への技術移転による国際協力

│
実習制度だが︑クアンさんの言葉が示
すように︑本来の趣旨に沿って運用し
ている企業から︑制度のあり方を再考
するヒントを見出せるかもしれない︒
関門海峡に面した工業団地の一角に
本社を構える﹁大久保設備工業﹂
︵福
岡県北九州市︶
︒鉄の臭いが充満する
工場内では︑溶接の火花をバチバチと
散らしながら︑完全オーダー制の空調
ダクトが製作されている︒
全従業員が 人の同社では︑技能実
習生︵以下︑実習生︶を含め 人近く

多くのベトナム人の雇用に至るまで

のベトナム人が働いている︒これだけ

40
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制度の是非を再考する

Part 4

17

60

食卓に並ぶ「その野菜」
、誰が収穫しているのだろうか

再考・技能実習制度
「建前論」はもうやめよう

「技能実習制度は廃止すべき」との声があるが、廃止することで問題は解決するのか。

制度の趣旨を大切にする企業の事例から、そのあり方を再考したい。

文・ 編集部（鈴木賢太郎）

32

「
外

国人がいなければ、日
本（社会）は成り立た
ない」は本当なのか？
外国人労働者問題を

長年取材してきたジャーナリスト・出
井康博氏、労働社会学が専門の福知山
公立大学教授・倉田良樹氏、そして、
フィリピンと日本で技能実習生の送り
出し、受け入れ機関を運営するほか、
日本に来る外国人に対する語学、文化

）外国人労働者や

教育を行うNTグループ代表・高橋信
行氏に聞いた。

─

編集部（以下、
それらを取り巻く問題に、どのような
形で関わってこられたのか。
倉田 私の専門は労働社会学だ︒経済
がグローバル化する中で︑外国人の働
き方の変化に注目してきた︒日本にお
ける外国人労働者問題といえば︑１９
９０年の入管法改正︵編集部注・
﹁定
住者﹂の在留資格が創設され︑日系３
世まで就労ビザが出るようになった︶
以降のことが注目されるが︑私はその
前の 年代半ばから研究を始めた︒当
時は︑大企業の本社で働く専門職の外
国人︑今で言う﹁高度人材﹂と呼ばれ
る人材もたくさんいた︒その後は︑中

編集部（大城慶吾、友森敏雄、鈴木賢太郎）

聞き手・構成

この国の形を問う

Part 6
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YOSUKE WADA

80

なし崩し的外国人労働者受け入れに
終止符を打て！

外国人労働者問題を考えることは、日本のあり方や将来を考えることでもある。

長年現場を見てきた専門家たちに日本の深刻な課題と打開策を語ってもらった。

WEDGE

OPINION

暗雲立ち込める日本経済。そのしわ寄せは国民にいきかねない

という照会が多くなっている︒
歴史上︑

﹁どうやったら円安は止まると思うか﹂

い︒この状況に際し︑

る雰囲気が感じられな

でも円安相場が収束す

稿執筆時点
︵６月１日︶

という岸田文雄政権の決定力のなさを

は
﹁参院選前に対立論点はつくらない﹂

感は決まらないからだ︒だが︑市場で

る話﹂であり︑日本の事情だけで方向

る保証はない︒為替は常に﹁相手があ

ずれも実施によって円安の潮流を覆せ

ンバウンド︶の解禁が考えられる︒い

本

円安で苦しんだことがほとんどない日

見透かし︑
半ば﹁高をくくった円売り﹂

値がないとはいえない︒

政府・日銀はいつまで

ことが多いので︑処方箋もそれに沿う

選択肢は４月 日の金融政策決定会合

最も分かりやすいのは①だが︑この

﹁見ないふり﹂をするのか

必要がある︒前者にアプローチする処

安の背景は金利と需給から説明される

ができる処方箋は３つある︒今回の円

たい﹂と考えた場合︑自ら講じること

日本の為政者が本当に﹁円安を止め

本だけに﹁本当に止まるのか﹂という

2004 年慶應義塾大学卒業後、日本貿易
振興機構（JETRO）入構。日本経済研究
センター、欧州委員会経済金融総局を経
て、08 年 10 月からみずほコーポレート
銀行（現・みずほ銀行）。著書に『ECB
欧州中央銀行：組織、戦略から銀行監督
まで』
（2017 年、東洋経済新報社）など。

にいそしんでいる向きも多いように思

みずほ銀行
チーフマーケット・エコノミスト

言いようのない不安を抱く人々が増え

唐鎌大輔

える︒とすれば︑①〜③を実施する価

Daisuke Karakama

ているのかもしれない︒

円安が止まらない中でも︑岸田政権は高い支持率を維持している︒
﹁世論﹂ではなく現実を直視し︑次世代のために﹁正しい﹂決断をすべき時だ︒

止まらぬ円安 耐える国民
機運を変える３つの処方箋
ECONOMY

再稼働および③訪日外国人旅行者︵イ

セス着手︑後者には②原子力発電所の

方箋としては①日本銀行の正常化プロ

黒田東彦総裁は﹁粘り強く金融緩和を

全面的に否定されている︒４月会合で

や日銀総裁会見を踏まえる限り︑ほぼ

28
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ますます進む若者の政治離れ
日本は民主主義を守れるか

少子高齢化、慢性的なデフレ、国力の衰退─。若者の政治への関心が高まらない理由は多々ある。
それでも若者が政治に参加する意義とは一体何なのか。参院選を控えた今、改めて考える。
文・編集部（野川隆輝）
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現在の有権者は、日本の未来に責任をもった意思表明ができているだろうか

﹁
政

治家の皆さんはそれぞ

れに日本のことを考え

て社会を良くしようと

しているはずなのに︑

貶め合うような論争ばかりが目につい

て〝怖い〟イメージです﹂

小誌の取材に応じた早稲田大学の女

子学生は日本の﹁政治﹂に対する印象

をこう話す︒彼女の言葉は現代の若者

の声を代弁しているとも言える︒

・ ％と戦後３番目に低い投票率

93

10
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