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日本におけるタイ人研修生の動向

鈴木規之（琉球大学）

はじめに

「研修生は労働者か？」というテーマが、日本の外国人労働者問題でしば

しば議論される。'）単純労働者を受け入れていない日本では、他のアジアに

おけるタイ人等の外国人を受け入れている諸国とは異なり、「研修生」とい

うカテゴリーが存在するため、いわゆる不法就労（資格外就労もしくは非正

規就労）とともに研修生が外国人労働者研究の重要な論点となってきたので

ある。研修生が問題となるのは、日本の研修生受け入れのシステムがあまり

にずさんであるがゆえに、後述するような資格外就労もしくは偽装就労の温

床となってきたためである。

外国人研修制度に問題があることは、研究者のみならず行政の側も認めざ

るを得ない状況になってきている。たとえば、1999年９月20日に九州管区行

政監察局は、福岡・大分の２県で外国人研修制度の実施状況について調査し

たところ、調査対象となった受け入れ先の３分の２にあたる24企業・団体で

問題があったと発表し、法務省福岡入国管理局に実態調査と指導を早急に行

うよう申し入れると発表している｡幻このような状況にもかかわらず、２０００

年に入って、政府は研修生の受け入れのさらなる拡大を表明している。

本稿では、このような日本における研修生の状況を、タイ人の動向を中心

にその現状と問題点を明らかにすることが目的である。そしてその知見を通

して2000年に発表された研修生の受け入れ拡大の政策について批判的に論じ

1）例えば、駒井，1993:pp55-72、駒井,1994:pplO3-134、駒井，1999:pp61-6a
Oishi，１９９５などを参照のこと。

２）琉球新報、1999年９月21日付朝刊

－１２９－
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1．外国人研修生の受入れ状況

1998年の新規入国者は3,667,813人で、日本およびアジア地域の不況によ

り3.7％減少した。その中では観光などで３カ月間の滞在が許可される「短

期滞在」が92.8％（340万人）を占め、「研修」は「興行」2.0％（約７万人）

に次いで1.4％（約５万人）と第３位を占め、この傾向はここ数年続いてい

る。⑪

外国人登録者の状況を見ても、1998年末現在で151万人の外国人登録者の

中で「研修」の在留資格を持つものは、27,108人と１８％を占めている｡4）

特徴的なことは、ここ数年の不況で新規入国者も減少する年があり、また

外国人登録者数でも留学や就学、興行等は年により増減がみられるのに対し

て、「研修」での新規入国者や外国人登録者数は増加が続いており、在日外

国人の中で重要な地位を占めるようになってきたことである。

研修生は、もともと資格外就労もしくは偽装就労の温床となっていた。

1990年の駒井洋の調査では72.1％が労働力補充の意図あり、研修水準が低い、

研修期間に問題がある、時間外研修がある、の４つの基準でみると偽装就労

であった｡511990年前後には、日本全体で60万人ともいわれる資格外労働者

が滞在し、もはや無視できない状況となっていた。学会や経済界では「開国」

論や「鎖国」論がにぎやかに繰り広げられていたが、政府は彼らの存在を黙

認する。すなわち特に問題がなければ取り締まらないという態度をとってい

た。その一方で、３Ｋ労働に携わる日本人の労働力が不足し、外国人労働者

に依存するようになった経済界、とりわけ中小企業団体の圧力により、政府

ｊ
ｊ
ｊ

３
４
５

国際研修協力機構、１９９９：ｐ８０

国際研修協力機樹、１９９９：ｐ８１

駒井、１９９４：ｐ､110

－１３０－



日本におけるタイ人研修生の動向

Iま法務、外務、通産、労働、運輸の５省が管轄する財団法人、国際研修協力

機構（以下JITCOと略称）を設立し、資格外就労を研修生に置き換えると

いう政策をとるに至った。

JITCO設立以前に政府は国際協力事業団（JICA)、海外技術者研修協会

(AOTS)、中央職業能力開発協会（ＪＡＶＡＤＡ)、国際労働機関（ILO）を通

して研修を行ってきた。1991年にJITCO支援の研修生の受け入れが開始さ

れると、研修生の受け入れは増加傾向を示し、とりわけJITCO支援での受

け入れは急激に増加して研修生の50％を上回るようになった。1994年以降の

官民別外国人研修生入国者の推移は表－１に示しておく。

1998年までにJITCO支援の研修生は13万人となり、1992年に導入（1993

年より実施）された技能実習制度（TITP-研修期間に合わせて最長２年間

滞在できる。そして1997年に最長３年に延長）による技能実習生が累計で３

万人を超えている。

タイ人の「研修」での入国は、表－２に示す通りで、1998年は研修生全体

およびタイ人新規入国者の約1割を占めている。この数字は、タイ人新規入

国者が減少する傾向を示す中で大いに注目される数字である。1990年前後は

５千～６千人規模でタイ人研修生の入国があったが、その数字はバブル経済

の時代の偽装就労によってのものであると推測される。

そこで、本稿では日本におけるタイ人研修生の状況をJITCOの事例を中

心に論じ、AOTS、ＪＡＶＡＤＡ、ＪＩＣＡ等の事例を補足することによって全

体像を明らかにしたい。

２．ＪＩＴＣＯの事例

２－１．JlTCOの概要とタイ人研修生

JITCOは1991年に外国人研修制度の健全な推進を目的として設立された。

この背景には開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界に「研修生」とし

－１３１－
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て受け入れ、一定期間在留する間に「受け入れ事業場」において、技術・技

能・知識を習得してもらうような外国人研修制度についての政府による制度

の法改正を含む諸整備があった。

外国人研修生を受け入れるパターンは大別すると政府間のベースで行うも

のと民間のベースで行うものがあるが、JITCOの役割は民間ベースでの研

修生受け入れの拡大、発展にある。また'993年４月に創設された技能実習制

度の中核的機関として位置づけられている。JITCO支援の外国人研修生受

け入れには、事業協同組合等の団体によって受け入れる団体監理型と個別の

企業が受け入れる企業単独型の２つのパターンがある。1998年には団体監理

型が14,867人で57％、企業単独型が11,208人で43％となっている。表－１に

示すように当初は企業単独型が多かったが、1998年には団体監理型が企業単

独型を上回るようになった。

団体監理型による研修生の受け入れ状況を団体の種類別にみると、事業協

同組合の中小企業団体が8,784人で全体の59,1％を占め、以下民法34条によ

り設立された公益法人（財団法人・社団法人）が3,397人で全体の22.8％、

商工会議所が624人で４２％、商工会が561人で３８％等となっている。

一方、企業単独型は合弁企業が5,237人で全体の46,7％を占め、以下現地

法人が2,632人で234％、取引関係企業が1,828人で16.3％等となっている。

職種別では、衣服・繊維製品製造が20.7％と最も多く、輸送機械組立・修

理15.1％、食料品製造9.6％、建設作業8.0％と続いているが、全体としては

機械の組立・修理が30％を越えて最も多くなっている｡6）

JITCOを通したタイ人研修生の受入数は、表－３に示すように拡大傾向

にあり、とりわけ1998年に前年比423％増と一気に拡大した。その結果、タ

イ人研修生の42.9％がJITCOを通しての受け入れとなっている｡7）

国際研修協力機構、１９９９：p85
JITCOを通して受け入れた外国人研修生の中で、タイ人研修生は中国（61.0％)、

インドネシア（15.4％）に次いで1998年には７６％と３位を占めている。国際研修

協力機構、１９９９：ｐ８３

１
Ｊ

６
７
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表－１官民別外国人研修生入国者の推移

５１４９．５９４１４９７９

QｈＶＡＤＡ

資料出所国際研修協力機構『1999年版外国人研修・技能実習事業実施状況報告

JITCO白書』Ｐ､8３（表５)、Ｐ８４（表８）より筆者作成

＊ＩＬＯは（財）日本ILO協会である。

表－２１９９０年度から1998年度におけるタイ人研修生入国者数、
全研修生入国者数、タイ人新規入国者数

mｑ７Ｕ

Source:Oishil995:373,JITCO,andStQtistjcso几ノmmigrmt0nCoJutml,ｐ､14,ｐ､22,
JapanImmigrationAssociation,1998,andStqtjstjcso〃ImmjgrqCjo几ＣＤ几t70J,ｐ14,1996

表－３１９９２年度から1998年度におけるJlTCO支援のタイ人研修生数

Source：JITCOinternaldocuments，obtainedfromtheinterviewatJITCO

headquarter，August1999.

－１３３－

，1994年 1995年 1996年’1997年 1998年

総合計 36,612 40,591 45,536 49,594 49,797

JITCO

支援

合計 12,879

企業単独型’8,020

団体監理型 4,859

18,264

11,189

6,817

23,078

13Ⅲ183

9,895

28,011

12,839

15,172

26,075

11,208

14,867

国の

受入れ

合計 14,813
JＩＣＡ 9,562
ＡＯＴＳ 4.444

JＡＶＡＤＡ 600

IＬＯ 207

13,176
7,621
4.752

600

203

12,593

6,899
4,882

600

212

13,222
7,263
5.207

550

202

14,136
8,304
5.110

525

197

入管直接 8,920 9,151 9,865 8,361 9,586

年度 タイ人研修生入国者数 全研修生入国者数 タイ人新規入国者数
1998 4,625 49,797 40,174
1997 3,534 49,594 53.778

1996 3,298 45,536 56,505
1995 3,661 40,591 46,252
1994 3,718 36,612 53,830
1993 4,075 39,795 63,432

1992 5,385 43,627 89,080

1991 6,290 43,649

1990 5.075 37.566

年度 JITCO支援のタイ人研修生数

1998 11984

1997 1,393

1996 1.013

1995 Ｌ277

1994 Ｌｌｌ６

1993 1.038

1992 ９１５
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２－２．JITCO受け入れシステムと研修生、技能実習生（T1TP）

JITCO受け入れのプログラムは、表－４に示すように、研修制度

(TrainingProgram）と技能実習制度（TITP）があり、研修期間も異なっ

ている。プロセスとしては、外国人研修生は、まず研修生として受け入れら

れる。研修生の研修期間は原則では１年以内であり、実務研修（OJT）を

行う場合は、研修期間の３分の１以上を非実務研修に当てる必要がある。そ

して、表－５，表－６に示す技能評価システムをもつ職種の研修生で、技能

評価に合格した人のみがTITPに移行できる。

表－４研修制度と技能実習制度（TITP）の比較

－１３４－

〈研修制度〉 技能実習制度くＴＩＴＰ〉

(1)対象者’１．２０歳以上40歳以下

’２高卒以上
３．実務経験のある方

４帰国後､雇用の保障がある方

'５．「JITCOご案内」のその他

1．研修制度からTITPへ移行す

る方（研修制度の参加にお

けるTITPの参加要件）

２技能査定に合格した研修生

３行動査定に合格した研修生

の要件を満たしている方．４．上記査定合格後、在留資格

の変更を認められた研修生

(2)在留資格 １研修Ｌ特定活動

(3)提供される技

術・技能

１単純作業ではないことｌ同一の技術・技能における

2．母国では穫得できないものより実践的な熟達

であること

(4)契約同意 Ｌ送り出し・受入れ機関の間’１．労働基準法に基づく技能実

での研修契約 習生と受入れ企業間の技能

実習契約

(5)手当 １研修期間中の雑費を負担す

ること（労働の対価として

の賃金ではない）

2．送り出し機関と受入れ機関の合

意により決定されること

1．受入れ企業と研修生間の雇

用契約に規定されている賃
金

２日本人従業員の最低賃金法

が適用されること

(6)残業 1．適用できない １．技術・技能のより実践的な
習得の場合に認められる

(7)保険 1．外国人研修生総合保険 Ｌ技能実習期間中における労

災保険の適用

２外国人研修生総合保険
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研修牛の薗弼

Source：AnOverviewofJITCO：ｐｌ３を日本語訳

一方、送り出しの側も以下のような役割を担っている。タイにおいては、

労働社会福祉省雇用局（DepartmentofEmployment，Ministryof

LabourandSocialWelfare）がJITCOの情報交換窓口（Information

ExchangeOrganizatio､）となっており、1994年３月３１日に討議議事録

(RecordofDiscussions）を調印している｡8）

1．研修員の出発前

（１）日本文化・日本語についての事前研修

（２）研修期間中の研修員の肉体的・精神的健康の証明（歯科については不

要）

２．研修および技能実習中

（１）母国での給料の支払

（２）母国の家族のサポート

（３）研修生/技能実習生の空きポストの補充

３．研修および技能実習終了後

（１）研修生/技能実習生の帰国後のもとのポストへの復職の保障

次に、技能実習（TITP）に移行するための技能評価システムと職種であ

るが、以下のようになっている。ここに記載したものは、1999年４月20日現

８）JapanlnternationalTrainingCooperationOrganization，ｐ４，１３

－１３５－

(8)滞在費 １送りⅡ)し機関と受入れ機関

との協定により決定される：

ほとんどの場合、受入れ企

業が持つ

Ｌ研修生の賃金からまかなわ

れることが多い

帰国用航空運

賃

1．送り出し機関と受入れ機関

との協定により決定される：

ほとんどの場合、受入れ企

業が持つ

Ｌ研修生の賃金からまかなわ

れることが多い
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在のものである。この根拠となっているものが法務省告示第141号（1993年

４月）の「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」である。

研修成果の評価は検定・資格試験等を実施している公益法人等の評価制度を

ふまえてJITCO自身で行なっている。評価システムには次の２種類がある。

１）技能検定による評価システム

技能検定は国家検定制度であり、職業能力開発促進法に基づいて実施され

ている。この技能検定は、中央職業能力開発協会が試験問題を作成し、各都

道府県職業能力開発協会が試験を実施している。

表－５技能実習移行可能職種：技能検定（国家検定制度）関係
（49職種７６作業）

－１３６－

職種名 作業名

鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業

銅合金鋳物鋳造作業

軽合金鋳物鋳造作業

鍛造 ハンマ型鋳造作業

プレス型鋳造作業

機械加工 普通施盤作業

プライス盤作業

金属プレス加工金属プレス作業

鉄工 構造物鉄工作業

工場板金 機械板金作業

アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業

めっき 電気めっき作業

溶融亜鉛めっき作業

仕上げ 治工具仕上げ作業

金型仕上げ作業

機械組立仕上げ作業

機械検査 機械検査作業

ダイカスト ホットチャンパダイカスト作業

コールドチャンパダイカスト作業

機械保全 機械保全作業

電子機器組立て 電子機器組立て作業
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－１３７－

電気機器組立て 回転電機組立て作業

変圧器組立て作業

配電盤・制御盤組立て作業

開閉制御器具組立て作業

１回転電機巻線製作作業

染色 糸浸染作業

ニット製品製造 靴下製造作業

九編みニット製造作業

婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製作業

紳士服製造 紳士既製服縫製作業

帆布製品製造 帆布製品製造作業

布はく縫製 ワイシャツ製造作業

さく丼 パーカッション式さく丼工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金 ダクト板金作業

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業

建具製作 木製建具製作作業

石材施工 石材加工作業

石張り作業

かわらぶき かわらぶき作業

とび とび作業

左官 左官作業

タイル張り タイル張り作業

配管 建築配管作業

プラント配管作業

型枠施工 型枠工事作業

鉄筋施工 鉄筋組立て作業

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業

防水施工 シーリング防水工事作業

内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテンエ事作業

熱絶縁施工 保温保冷工事作業
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出所：財団法人国際研修協力機構「ご案内」パンフレットより

２）JITCO認定による評価システム

このシステムは、検定・資格試験等を実施している公益法人等が行う評価

制度を踏まえた仕組みで、外国人研修生が技能実習に移行する際の研修成果

の評価システムとしてJITCOが認定し、実施しているものである。

TITＰへの移行の状況であるが、1998年度は12,437人が移行を申請し、そ

のほとんどが評価試験に合格し、TITＰに移行している。この数は表－１に

示したJITCOが1997年に受け入れた研修生入国者28,011人の約45％である。

移行申請者の中でタイ人はわずか0.3％（41人）である。JITCO受け入れの

タイ人労働者が1997年に1,397人いたことを考えると41人（2.9％）というの

はきわめて少ないTITＰへの移行となっている。

－１３８－

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ウェルボイント施工 ウェルポイントエ事作業

表装 壁装作業

家具製作 家具手加工作業

印刷 オフセット印刷作業

製本 書籍製本作業

雑誌製本作業

事務用品

プラスチック成形 圧縮成形作業

射出成形作業

インフレーション成形作業

強化プラスチック成形 手積み積層成形作業

ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業

塗装｜建築塗装作業

金属塗装作業

鋼橋塗装作業

噴霧塗装作業

工業包装 工業包装作業
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表－６技能実習移行対象職種：JlTCO認定関係

＊この職種の滞在期間は研修と技能実習を合わせて２年以内。（これ以外は最長３

年）

出所：表－５に同じ

２－３．ＪＩＴＣＯを通したタイ人研修生のケーススタディ

JITCOの事例としては、Ｉ県Ｓ市のＫ協同組合の事例をあげる。Ｉ県は

かつてはリトルパンコクと呼ばれたＡ町周辺などかなりの数のタイ人がおり、

特に女性の数が多く不正規の労働者として就労していた。Ａ町以外にもＨ町

やＩ市などにもタイ人女性を妻に持つ日本人ブローカーを通じて流入してお

り、タイ料理店や食材店、タイ人向けの衣料品店や美容院、タイ人女性を顧

客とするホストクラブなど、エスニックビジネスの目立つ地域はＩ県に数多

い。

Ｋ協同組合からタイ人の研修生を引き受ける企業も、1980年代後半からタ

イ人、中国人、フィリピン人などの外国人非正規労働者に依存するようになっ

ていた。業種としては建築業や食品加工業が多くなっている。

Ｋ協同組合は、1996年３月に結成され、３０社ほどが加盟している。JITCO

のサービスを得て、1998年４月より研修生受け入れの業務を開始している。

研修生の受け入れについては困難が多く、タイ人である組合の理事の夫人が、

－１３９－

職種名 作業名

建設機械施工 押土・整地作業積込み作業

掘削作業締固め作業

溶接 手溶接半自動溶接

缶詰巻締＊ 缶詰巻締

漁船漁業 かつお一本釣り漁業

まぐろはえ縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業底曳網漁業

流し網漁業

紡績運転 精紡工程作業巻糸工程作業

織布運転 製織工程作業
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タイ労働福祉省雇用局まで何度も直接出向いてようやく受け入れることが可

能となっている。

これまですでに100人ほど受け入れているが、1999年11月現在では、研修

生が40人、技能実習生が８人である。運営にあたっては、管理費用を研修生

１人当たり４万５千円、技能実習生１人当たり３万円を受け入れ企業より徴

収している。ちなみに、日本への渡航費用は企業が、帰国費用は組合が負担

している。

研修手当は、９万円（食事込み）の場合と、１０万円（食費なし）の場合が

あり、アパート代は企業が負担する。また技能実習生は12万円の給料を得て

いる他に、アパートの提供を受けている。

Ｋ組合では、研修担当者として２人の女性を雇用しており、その中の１人

は日本語の指導をするとともに１０年ほどのタイ滞在歴を生かして研修生との

コミュニケーションの中心となっている。

技能実習生のＭ君（男性）はナコンラーチヤシマー県出身の27歳で、県の

労働局およびバンコクの労働社会福祉省を通してＫ協同組合を紹介された。

最初は台湾に行くつもりであったが、いつの間にか日本へ来ることになって

しまっていた。ナコンラーチャシマーでも建築会社に勤めており、５千バー

ツ以上の月収があった。２６人のひとりとして来日したが、現在残っているの

は８人である。Ｋ協同組合に携わり、1999年２月に技能検定に合格して研修

生から技能実習生になっている。技能実習生となってからは、月に８万円ほ

ど両親に送金しており、2001年にタイに戻ってからも建築関係の仕事を続け

てゆくつもりである。日本で覚えた型枠施工や足場づくりは帰国後も役立つ

技術である。

Ｋさんはスコータイ県出身の25歳の女性で、1999年６月に来日し、食品工

場で卵のパック詰めの作業をしている。Ｎマンパワーという派遣業者の研修

員募集に応募し、１６万パーツのコミッションを支払ったスコータイでは、両

親の農業を手伝っていた。バンコクの労働福祉省で日本での研修について１

－１４０－
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時間の講習を受けた後、日本語を１週間学び、Ｓ市に来てさらに１週間日本

語を学んだ。今は80人ほどの工場でもうひとりのタイ人研修生と共に作業を

しているが、この職種は技能検定がないため１年間の滞在である。それでも

月７～８万円ほど両親に送金している。

Ｋ協同組合にとって現在の最大の問題は受け入れ研修生の逃亡である。研

修生は、－定額の研修手当が支給されるが、この額は非正規労働者の月収の

２分の１から場合によっては5分の1程度とかなり低い。技能検定のないもの

は１年のみの滞在であり、また技能検定のある職種であっても必ずしもパス

して２～３年の滞在が認められるわけではない。そのためＩ県のような非正

規労働者の多い地域で彼らと知り合い情報を得ると、逃亡してしまうケース

が後を断たないのである。

次にコミッションの問題である。Ｋ協同組合はこれまでに４回研修生を受

け入れ、タイ労働福祉省を直接通した第１期はコミッションなしであったが、

Ｎマンパワーを通した第２期からはコミッションが必要となり、その額も急

激にはね上がって第４期には16万パーツとなっている。２～３年滞在できる

技能検定のある職種も１年のみの滞在となる技能検定のない職種も同額であ

る。現在の不況下のタイでは、１６万バーツのコミッションを払ってでも日本

での滞在は依然として魅力的ではあるが、技能検定のない職種の研修生の不

満は大きい。

研修生たちの心も悩みもまた大きな問題である。タイ人特有のタテ関係

(ピー・ノング・カン）やタイ人同士の恋愛、日本人とのコミュニケーショ

ンなどであるが、問題がこじれると逃亡や精神病へとつながるケースもある。

タイ人であるＫ協同組合理事夫人が問題の解決にあたっているが、一度生じ

た疑心暗鬼は内部の人間では解決できない。

６人のタイ人女性研修生を受け入れている会社（食品加工業）の工場長は、

研修生や非正規労働者なくしてはもはや経営が成り立たないとの必要性を認

めている。現在では、消費者が１日でも新しい日付の製品を求めるため、食

－１４１－
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品加工業は日付の変わる深夜から早朝の仕事という典型的な３Ｋ労働となっ

た。主婦のパート労働にはもはや依存できず、時間的な融通の利く外国人労

働者にたよらざるを得ない状況となっている。

２－４＿全国商工会連合会および都道府県中小企業団体中央会を通したタイ

人研修生のケーススタディ

JITCOの研修プログラムの中には、他のルートとの関係をもつものもあ

る。ここでは、全国商工会連合会を通すものと、都道府県中小企業団体中央

会を通すものをあげておく。

商工会とは、商工会議所（市レベル）をもたない町村レベルの団体である。

1999年４月１２日現在の商工会による外国人受入研修および技能実習

(TITP）の実施状況は、表－７に示すように26件119の商工会で545企業が

1279人を受け入れている。その中で研修実施中は606人、技能実習中が429人

である。JITCOは入管への書類の点検サービスを行っている。

商工会が受け入れる半数以上が中国からの研修生で、タイからの研修生は

1999年４月現在で３商工会にすぎない。全国商工会連合会の協力で３商工会

への調査を行った結果をまとめておこう。

表－７商工会による外国人受入研修及び技能実習の実施状況について
平成１１年４月１日現在

(注）数字は延べ数

未実施県連（技能研修実施中～内部検討中のいずれにも該当しない）：２１県連

－１４２－

進捗状況 県連数｜商工会数 受入人数 企業数

技能実習中 1３ 3３ 429 253

研修実施中 2２ 5４ 606 213

入管審査済 ４ ７ １５２ 4２

入管審査中 ７ ７ 3３ 1２

入管相談中 １ ３ 4９ 2１

内部検討中 ６ 1５ 1０ ４

合計 2６ 119 1,279 545
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表－８外国人研修生受入れの対応別組合数の推移
（都道府県中央会に対する調査結果による）

mTZﾖUnm歪ﾖU回晒ZﾖｍＪＺヨロ･;‐ロロロー

ニＨ・ローＩニー：‐Ｉ６ニー６

nコ■、■、
BOI

、悪

(注）都道府県中小企業団体中央会の回答数：1998年12月：３９都道府県、同７月：
不明

７月現在で外国人研修生を受け入れている組合の総受入れ組合員数及び総
受入れ研修生数

総受入れ組合員数2,219企業

総受入れ研修生数7,073人

１）Ｅ県Ｉ村の事例

1996年より、タイ労働社会福祉省雇用局を送り出し機関として研修生を受

け入れている。1999年10月現在、２職種に10人がおり、建築塗装業では研修

生が３人および技能実習生が４人、青果卸売業（ミカンの選別）では研修生

が３人である。研修生には月９万円の手当と、食事代として月４万円、技能

実習生には１年目で月11万円の給料と食事代として月４万円、２年目には給

料は14万円となる。いずれも宿泊所が無料で提供されている。研修生はみな

アントーン県Ｓ郡の出身で、当初は意志の疎通もままならなかったが、現在

では来日３年目となる技能実習生が通訳を行っている。研修生を受け入れる

－１４３－

1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年

対応状況 12月現在 12月現在 12月現在 12月現在 12月現在 12月現在 ７月現在

1．研修実施中の組合 126 117 116 100 110 207 238

2．在留資格認定証
明書交付済の組合

４ ３３ ４ ７ 1３ 1４

３．在留資格認定証明
書交付申請中の組合

６
２３

４ ５ 1９ 2３

４.地方入管事前相談
中の組合

芦
、 ３ ４ ３ ４ 1０ 1１

5．研修生受入れ検討
中の組合

1６ 1２６ ７ ８ 1５ 2７

対応組合数 157 138１３１ 118 １３４ 264 313

技能実習実施中の組合 ７ 2８４３ 3６ 4８ 125 148

総受入れ組合員数 2２ 180２６１ 251 446 1,338 1,650

総受入れ実習生数 6０ 494６７７ 765 1,275 31911 5,239
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きっかけは、青果卸売業の全国組織を通じて知り合った熊本の業者がタイに

合弁会社をもっていたことでタイとの関係をもっており、彼を通して受入れ

を行った。タイでの面接や初期の頃のトラブル解消もその熊本の業者に依頼

している。

１年目は失跨する研修生もいたが、現在では３年目の技能実習生がタイ人

のリーダー的存在となっており、問題は生じなくなってきている。

２）Ｅ県Ｙ町の事例

1996年よりタイ労働社会福祉省雇用局を通じて受入れを開始した。Ｅ県Ｉ

村と同様に、熊本県の青果卸業者が仲介している。職種は水産養殖加工業

(ノリの養殖）で1999年10月現在７人（すべて男性、パヤオ県出身）の研修

生を受け入れている。研修手当は月９万円で、衣食住は企業が負担している。

３）Ｏ県Ａ町の事例

タイのチョンブリー県に合弁企業を持つＴ社（FRP－強化プラスチック

繊維一製品製造、レジャーボートユニットパスなど）が1991年より１回に

つき３人、これまでに12人を受け入れて研修を行っている。1年間の研修で、

研修手当は月５万円、アパートと食事材料が無料で提供されている。日本語

の教育はすでにタイで受けており、研修は日本語とタイの工場での勤務経験

を持つ日本人社員のカタコトのタイ語で行われている。非実務研修として成

形品に生ずる欠陥の原因及び防止の研修を、実務研修として検査・仕上げ・

型製作・総括の実習を行っており、研修経験者はタイの合弁企業の大切な戦

力となっている。

都道府県中小企業団体中央会を通したものが表－８である。1998年より研

修生の受け入れは急増している。中国人の受け入れが中心で、タイ人の研修

生は数組合で実施しているにすぎない。

1997年以降のタイの不況で研修をとりやめたＩ県の繊維工業関係の組合も

ある。注意すべきはJITCOのデータ（表－１）と、表－７、表－８とは重

なりがあることである。たとえば、JITCOの事例に取り上げたＩ県のＫ協

－１４４－
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同組合は都道府県中小企業団体中央会の事例でもある。このように複数のチャ

ンネルを使う場合があるのは、研修生の数を増やせるというメリットがある

ためである。

3．ＡＯＴＳの事例

３－１．ＡＯＴＳの概要

ＡＯＴＳは1959年に設立された通産省の外郭団体であり、発展途上国の産

業化および開発の促進と、相互理解、友好をその目的としている。今日まで

に150を超える国々から80,000人ほどの研修員を日本に受け入れ、途上国に

おいて79,000人ほどの研修を行なっている。その費用は日本政府のみならず

民間企業からの協力も得ている。

ＡＯＴＳの主な活動は以下の通りであるが、今回のタイ人研修生に当ては

まるものは1-1であり、Ⅱ～Ⅳはそのためのサポート体制である｡,）

１．教育的な研修

１日本における民間ベースの技術、管理研修

１）日本語、日本の産業、技術、社会文化などの一般的なオリエンテー

ション

２）受け入れ企業による工場内での技術研修

３）最新の理論や実践に基づく管理研修プログラム

２.出発前の日本語研修

３.環境に関する研修プログラム

４.発展途上国のための海外における経営についてのプログラム

５.日本以外での研修プログラム

9）TheAssociationforOverseasTechnicalScholarship(AOTS)，ｐ２，その他Ｖ・

Follow-UpActivitiesforReturnedTrainees，VLAOTSOverseasOffices，ＶＩＬ
ＡＯＴＳＡｌｕｍｎｉＳｏｃｉｅｔｙ，VIILIndustriallnformatiun，ＩＸ，Training
lnformationなどのサポートもある。

－１４５－
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６.海外で技術研修に関わる日本人インストラクター養成プログラム

７．ＡＰＯ（アジア生産性機構）のような国際機関に派遣される日本政府関

係者のための研修プログラム

Ⅱ研修センターの運営（東京、横浜、豊田、大阪）

Ⅲ．受け入れ企業への助成

Ⅳ、医療および保険の提供へ

ＡＯＴＳの研修プログラムに参加するための要件は以下の通りである｡(01

1）発展途上国およびその地域の国民であること

２）管理・行政を含む第二次産業（製造業を中心とする）に関わること

３）大学卒レベルもしくは管理・監督の職務経験をもつこと

４）２０歳以上であること

５）研修期間は30日以上２年未満であること（管理研修をのぞく）

６）肉体的・精神的に集中的な研修に適応すること

３－２．AOTSを通したタイ人研修者のケーススタディ

表－９に示すように、1997年までに技術研修プログラムで7,424人、管理

研修プログラム946人と、8,372人のタイ人研修生をRegularTrainingPro‐

gramとして受け入れている。また、APECTrainingProgramなどの

SpecialTrainingProgramを加えると、8,612人を受け入れている。

ＡＯＴＳの資料によれば、職種では、自動車関係が2,371人と最も多く、以

下電器、産業機械などとなっているように大企業での受け入れが多いことが

特徴である。研修協力会会員会社名簿にも（1998年７月末現在、１６団体、

456社）にも、大企業が名を連ねている。

ＡＯＴＳについては、タイに数多くの合弁企業をもつ家電メーカーのＴ社

の協力を得て、実態の調査を行った。1999年９月の時点では、３人のタイ人

10）TheAssociationforOverseasTechnicalScholarship(AOTS)，ｐ７
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表－９１９９７年までのＡＯＴＳ受け入れのタイ人研修生

Source:OutlmeofAOTSProjectforThailand

研修生がおり、いずれもＴ社のタイ合弁企業の社員で6カ月の研修期間であっ

た。研修のプログラムは表一10のように１人ひとりの職種に応じて異なって

おり、具体的には以下の通りである。導入教育以外は指名された担当者がマ

ンツーマンで研修を行うのがＴ社の特徴である。

表－１０Ｔ社での研修プログラムの事例

liLHjIiiLIlDLi1ijLjll1lilllllij卜
８/9-9/３

設備機械組
立調整技能
の修得

Ｈ工場機械
課

導入教育Tl設備保守技
社Ｈ工場総|能に関する
務部｜指導・技術

‘の習得

筐；蓑

６週間研修
コース

AOTS横浜
研修ｾﾝﾀｰ 辮鬮

ブラウン管｜
第１製造部’

品質管理教
育
Ｈ工場
品質保証第

１部

設計応用技
術
F工場
映像管技術
部

６週間研修
コース

AOTS横浜
研修ｾﾝﾀｰ

導入教育Ｔ
社

Ｈ工場総務
部

製品技術教
育
Ｈ工場電子

技術部

製造技術教
育
Ｈ工場

電子技術部

まとめ

Ｈ工場
電子技術部

6/28-7/２３

製造技術教
育
Ｈ工場
生産技術部
機械課

5/31-6/２５

電装設計技
術
Ｈ工場
生産技術部
機械課

設備管理、
保守技術習
得十まとめ
Ｈ工場
ブラウン管
製造第１部

６週間研修
コース

AOTS横浜
研修ｾﾝﾀｰ

導入教育
T社Ｈ工場
総務部

製造ライン
基本知識
Ｈ工場
ブラウン管
製造第１部
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年度
技術研修

プログラム

管理研修

プログラム
総計

1959-1991 4,571 442 5,013
1992 382 5８ 440

1993 412 6４ 476

1994 447 9４ 541

1995 443 9０ 533

1996 564 1０５ 669

1997 605 9５ 700

Total 7Ⅲ424 9468,372
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研修手当は１日５千円（日当2,100円、食事2,900円）で、滞在日数分支給

されるためｌか月当たり15万円ほどになる．宿泊費は会社の寮を使用するた

め無料、さらにタイで支払われる賃金も支給されている。（受け取りはタイ

となる｡）３人の研修生については、いずれも大卒（および大学レベルの専

門学校卒）で将来の幹部候補として日本に派遣された。Ａ氏は長期の研修は

初めてであるが４回目の日本での研修である。帰国後は、工場における教育

(研修）担当者としての役割が期待されている。

研修の際の言語はテクニカル・タームは英語で、それ以外は日本語とタイ

語での意志の疎通がなされていた。タイ人の研修にあたっては、タイに赴任

していた社員が担当者になるか協力的な役割を果たしており、研修生の側の

不満もない。

Ｔ社は1996年にタイに訓練センターを設置したため、日本の工場で行われ

る研修件数は激減した。1988年から1990年のバブル経済の頂点の時には、労

働力不足からかなりの研修生を受け入れていたが、現状では現地生産でなけ

ればとても国際競争力のある製品を生産できない状況となっている。したがっ

て、Ｔ社ではあらたな設備の導入や新製品の立ち上げの際にこのような研修

を実施しており、日本語の研修や助成金などのメリットからAOTSルートを

利用する場合が多い。

タイ現地法人のタイ人幹部候補社員の日本での研修は、ジョブ・ホッピン

グが当然となっているタイの人々の価値観をも変えつつあり、日本的な愛社

精神も芽生え始めている。その結果タイでの勤続年数も長くなるという企業

にとっての好結果をもたらしている｡'１’

11）中央職業能力開発協会（ＪＡＶＡＤＡ）パンフレットｐｐ３－９
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4．ＪＡＶＡＤＡの事例

４－１．中央職業能力開発協会（ＪＡＶＡＤＡ）の概要

中央職業能力開発協会は労働省の外郭団体で、働く人々の職業能力の開発

を促進することを目的として、職業能力開発促進法に基づき1979年に設立さ

れた。働く人々の職業能力が社会的に評価されるための技術検定等の実施と

技術尊重の気運醸成、企業に対する能力開発に関する各種の`情報資料の提供、

さらにはこうした分野における国際協力の推進や海外青年技術研修生の受け

入れなど、以下のような様々な活動を行っている。

１．事業の主旨

研修生受け入れの事業は、政府開発援助（ODA）に基づく国際技術協力の

一貫として、開発途上国における若年者の人的能力の開発と技術の向上を通

じ、将来熟練的労働者となる者の育成を図り、もって産業経済の発展に資す

るとともに、これら諸国との友好および親善を促進することを目的としてい

る。

Ⅱ、事業の当事者

事業の実施主体は中央職業能力開発協会であり、国の委託の下に、本邦内

外の関係機関、企業等の協力を得て事業を実施している。

研修の対象者（研修生）は、開発途上国の若年者で、次の要件をすべて満た

す者の中から協会が選定する者である。

（１）応募資格

イ１８才以上、原則として25才未満であること。

□高校卒業程度で、研修職種に係る職業経験を有し、又は職業訓練を

受けていること。

ハ原則として日本語（平仮名、片仮名を読み書きできる）能力を有す

る者。ただし特殊な専門用語を必要とする研修を行う場合は、簡単

－１４９－
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な会話ができ、平易な文、又は短い文章が読み書きできる能力を有

する者。

二心身が健康であること。

（２）本邦での研修修了後、速やかに帰国し、修得技術その他研修成果を生

かし、企業等に就職の上、技能労働者として就業することが見込まれる

者.

（３）将来、熟練的的労働者になること期待される模範的な若年者であって、

研修生送出国の関係機関、企業等が本研修を受けるにふさわしい者であ

ると認め、推薦する者。

研修生の受け入れ及びその研修の実施は、次のすべての要件に適合する企

業（受け入れ企業と同等と認められる事業協同組合等を含む｡）であって、

協会が適当であると認めて依頼したもの（以下「受入れ企業等」という｡）

が行っている。

（１）研修生の受入れ・研修実施が、国際協力として自己の利益を目的とし

ないことを認識し、かつ、その財務・経営状況から十分可能であると認

められること。

（２）当該研修の適切かつ効果的な実施に必要な技術的能力を有するととも

に、その実施管理体制を有すること。

（３）研修生送出国の事情に精通した指導者がいて、研修生に対する指導、

管理能力が十分あると認められること。

Ⅲ事業の条件・基準

研修の実施基準及び内容は以下の通りである。まず研修目的であるが、こ

の研修は、研修生が帰国後、就業する生産現場等において必要とされる基礎

的な知識及び技能を修得させるものである。研修期間は９カ月以上１年９カ

月以内とし、導入研修を３カ月、技能研修を６カ月以上１年６カ月以内とす

る。研修職種としては、研修場所が一定しており、協会による指導・管理が

適切に実施できるものであり、研修場所は原則として受入れ企業等の施設と

－１５０－
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する。研修時間については、研修時間は１日８時間以内とし、ＯＪＴ研修時

間は、全研修時間の３分の２とする。要約すると、次のようになる。

（イ）導入研修（３カ月）350時間以上（原則としてOFF-JT）

（□）技能研修（下限期間：６カ月の場合）700時間以上

（上限期間：１年６カ月の場合）2,100時間以上

（OFF-JT及びＯＪＴを組み合わせて実施）

研修においては、修得させようとする技術、技能又は知識について、５年

以上の経験を有する常勤の職員（研修指導員）の指導の下に行われるものと

し、さらに研修生の生活の指導を担当する職員（生活指導員）を置くものと

する。ただし、１０人以上の研修生を受け入れる場合は、２人以上を職員を置

くものとする。

研修生の処遇基準であるが、研修生に支給される手当等は、渡航費一

往復航空運賃（エコノミークラス)、支度金-30,000円、研修手当

-50,000円/月であり、ただし、研修が実施される期間に限って支給

されるものである。さらに研修生に提供される宿舎および食事（三食）の基

準、および医療に係る措置も定められている。

Ⅳ、事業の実績・計画

これまでの実績

1989年度.．・・・200人1994年度.．・・・600人

1990年度.．・・・250人1995年度.．・・・600人

1991年度..・・・500人1996年度..・・・600人

1992年度・・・・・600人1997年度・・・・・550人

1993年度．.・・・600人1998年度．.・・・525人

４－２．ＪＡＶＡＤＡを通したタイ人研修生のケーススタディ

上記のように、ＪＡＶＡＤＡを通しての研修生の受け入れは、年間500-600

人程度と表－１に示した他の受け入れチャンネルとの比較においても数は少

－１５１－
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ない。また、受け入れ国も1989年の３ヶ国より始まって、1995年にはタイ、

マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国などの９ヶ国となっている。

（各国別の詳細は不明である｡）受け入れ先は主に大企業である。

タイの事例は、ＪＡＶＡＤＡのパンフレットの中で三菱重工業株式会社エア

コン製作所のものが報告されている｡'２１

「三菱重工業（株）は、近代日本産業のパイオニアとして、１世紀以上に

わたり躍進を続けています。エアコン製作所は、全国に14ある事業所（工場）

のひとつで、「ビーバーエアコン」の愛称で知られる住宅用空調機をはじめ

とする空調機・冷凍機の専門工場です。

当所は、海外に６つの生産拠点を持っていますが、中央職業能力開発協会

の「海外青年技能研修計画」を通じて、現在エアコン用のコンプレッサを製

造しているタイの合弁企業より11名、住宅用空調機を製造している中国の合

弁企業より５名の合計16名の研修生の受入れを行っています。研修期間はと

もに１年間です。

研修生受入れのきっかけは、タイの工場立ち上げ後間もない時期に、何と

か現地社員に日本流の生産手法、品質管理を学ばせたいという思いに端を発

しており、平成3年以降、毎年15名程度の受入を行ってきています。中国も

同様の理由で、平成7年から受入れを行っています。当所で学んだ研修生は

今年で94名を数えますが、帰国後現地企業で作業員を指導する等、リーダー

的な立場となり活躍しています。

研修生受入れに当たり、まず心配だったのは言葉の問題です。特にタイの

研修生は日本語がほとんどわからない状態でやってきますので、来日後は日

本語教育に重点を置きました。また、指導員は、現地派遣経験者を中心とし

て人選し、タイ語を交えながら行い、必要に応じて定期的に社外の通訳を利

用して補っています。中国の研修生は、来日後の西尾研修所での日本語教育

のおかげで、言葉の問題はほとんど見あたりません。

12）中央職業能力開発協会（ＪＡＶＡＤＡ）事例集、ｐｐ９－１０
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次に食事の問題です。当所では、研修生の食事は３食すべて現物支給とし

ています。そのため研修生が好む（食べられる）食事を支給する必要があり

ます。そこで、彼らにヒアリングをこまめに実施し、「食べられないもの」

については支給しないようにしています。また、彼らも自国より持参した調

味料等を使いながら何とか食べようとしており、「調理する側、食べる側」

双方の努力により、概ね食事の問題はクリアできています。

また、平成７年以降、タイと中国という２つの異なった文化・習慣を持つ

研修生がひとつ屋根の下で同居することなり、彼らが仲良く共同生活ができ

るが心配でしたが、いざ始まってみると、一緒に食事をしたり、カタコトの

日本語で歓談する光景が多く見られ、寮での共同生活を楽しんでいるようで

す。私たちの心配は杷憂に終わりました。全体を通して研修は概ね順調に進

んでおり、ひとまず安心しています。

彼らにとって、この日本での研修は大変貴重な経験となるでしょう。それ

故に、より多くの技能を修得し、現地で活かしてもらいたいと思っています。

しかしそれ以上に、「日本人のものの考え方」を理解し、日本を好きになっ

て欲しいと思っています。彼らが帰国する時に、一人でも多く「日本に来て

本当によかった。また来たいです」と言ってもらえたらと、いつも思ってい

ます｡」

以上が会社側からの報告であるが、同工場の事例はマリー・ケオマノータ

ムによっても調査が行われている｡１３１

マリーによれば、会社側は日本的な労働倫理の注入と品質管理の発想およ

び諸技術の向上を研修の目的としているのに対して、タイ人研修生にとって

は日本での研修は、ペイのいい労働であり、また会社を移りキャリアアップ

するための技術と経験を身につけるチャンスであることの意味が大きく、大

きなズレがあるとされている。

また、これ以外にも食習慣の相違による不満、レクリエーションや交通手

13）マリー・ケオマノータム、１９９６：ppl30-l34
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段などへの不満、異性関係と研修生同士のトラブル、不慣れな生活と職場の

日本人労働者との軋礫から生じる精神的疾患の発生などがあげられている。

5．ＪｌＣＡの事例

５－１．ＪＩＣＡの技術研修員受け入れ事業のプログラムの概要

ＪＩＣＡ（JapanlnternationalCooperationAgency）は外務省の外郭団体

で、政府開発援助（ODA）の中の２国間贈与のうちの技術協力と無償資金協

力の調査・実施促進業務を行っている。その技術協力事業の１つが外国から

の研修員受け入れ事業である。ＪＩＣＡの事業のほとんどが援助受入国におい

て実施されるが、研修員受け入れ事業は日本において行われることにその特

質がある。1997年には152ヶ国から7,263人の研修生を受け入れ、これまでの

総数は127,400人に達している｡Ｍ１発展途上国を中心とする研修員の受け入れ

のために、ＪＩＣＡは全国に13の研修センターを有し、300の集団研修コース

や個別研修を実施している。

５－２．ＪＩＣＡを通したタイ人研修生のケーススタディ

次に調査を行ったＪＩＣＡ沖縄国際センターの沿革について触れておく。

1977年１月に鈴木善幸総理大臣（当時）がＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）

諸国を歴訪した際、ＡＳＥＡＮ諸国の経済・社会開発を一層促進するためには、

開発の担い手を育成する「人造り」を促進することが不可欠であるとの認識

のもとに、当時のＡＳＥＡＮ５ケ国（インドネシア・マレーシア・フィリピン・

シンガポール・タイ）に「人造り」のためのセンターを１つずつ設置するこ

とを提唱した。この提唱を受け、ＡＳＥＡＮ諸国は、それぞれ自国の開発に是

非とも必要とされる人材の育成を目的とした「人造り」センターの設置を日

本政府に要請した。各国からの要請を受け、我が国は国際協力事業団を通し

14）JapanlnternationalCooperationAgency，１９９８：ppl23-128
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ＡＳＥＡＮ人造りに関する協力を実施することになった。

国際協力事業団の沖縄国際センター（OkinawalnternationalCenterⅢ

通称OIC）は前述のＡＳＥＡＮ人造り協力構想の一環として,ＡＳＥＡＮ諸国と地

理的に近く、気候、文化の面でも多くの共通点を有している沖縄県に国際協

力事業団の第９番目の研修センターとして設置され、1985年に４月17日に開

所した。

沖縄国際センターでは、1998年度までに137ヶ国から3,958人を受入れ、タ

イからは初年度より受け入れをしており、累計では79人と最も多くなってい

る。最近ではコンスタントに15-20人ほどの受け入れとなっているが、タイ

の経済成長や他の第三世界諸国からの受け入れの増加もあって、タイからの

研修生の受け入れは減少する傾向にある。ちなみに'998年度は22人の受け入

れで、システムアナリストなどコンピューター関連以外では、亜熱帯地域作

物栽培や海洋保全といった沖縄の気候・地域特性を生かしたものもみられ

る｡】5】

タイからの研修生は、ほとんどが国家公務員である。他の第三世界諸国と

比べて女性が多く、1998年度の研修生も22人中12人が女性であった。

1999年12月現在のタイ人研修生は３人で、産業省の男性が技術協力のため

の日本語（中・上級)、首相府、大学庁からの女性がコンピューターの研修

を受けている。

研修期間は、１ヶ月～３ヶ月程度の短期のものから、半年程度のもの、１

年もしくはそれをこえる長期のものとコースによって様々である。無料の宿

泊施設と食事が提供される他、１日3,500円の研修手当が支給される。

15）国際協力事業団沖縄国際センター、１９９９：pp42-51
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６．結輪

以上、表－１に挙げた受け入れのチャンネルごとにタイ人研修生の実態を

論じてきた。すでに論じたように研修制度は、資格外就労や偽装就労の温床

となっていると批判されてきたが、２～５の４つのチャンネルの事例をもと

に本当に研修なのか否かをここで分析しよう。（ILOルートは数が少ないた

め割愛した｡）

ＪＩＣＡの研修は、公務員を研修する場合が多く、研修プログラムが確立し

ている上に期間も３ケ月、６ケ月など短いものが多く、研修としての性格を

最も強く持ったルートである。また、ＡＯＴＳやｊＡＶＡＤＡのルートも、日

本のバブル経済期には人手不足から廉価な労働力を求めて研修生を事実上就

労させるケースも多かったが、不況下の現在は、日本に呼んで労働させるこ

とは国際競争力の点から全く意味のないものとなり、きちんとした研修を行

うケースがほとんどとなっている。

一方、問題が多いのはJITCOルートである。かつて資格外の外国人を就

労させていた人々が組合を結成するなどの形で研修員を受け入れているケー

スが多い。１で論じた駒井の４つの基準、労働力補充の意図あり、研修水準

が低い、研修期間に問題がある（とりわけ非実務研修の期間があまりに短い)、

時間外研修がある、のすべての基準をＩ県Ｓ市のＫ協同組合の事例は満たし

ていた。JITCOの受け入れには団体監理型と企業単独型があるが、とりわ

け団体監理型の方に問題が多く発生している。本稿で扱った中で、前述のＩ

県Ｓ市のケースは団体監理型であり、その団体はまさに研修生を受け入れる

ために設立した団体であった。また、商工会の事例でも、団体監理型と思え

るＥ県Ｉ村、Ｅ県Ｙ町の事例は４つの基準の少なくとも３つは問題がある。

唯一企業単独型のＯ県Ａ町の事例は研修としては問題がないように思われる。

JITCOルートでの問題点としては、１年間の研修しか認められない職種

と、研修期間終了後TITＰとして最長３年滞在できる職種の２種類の職種が
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あることも挙げられる。１年間の研修しか認められない職種は、タイの子会

社から派遣されるＯ県Ａ町のようなケースを除くとほとんど偽装就労といっ

てのよいのが現状である。一方、３年の職種は、技能評価システムが存在す

ることからかろうじては研修としての体栽をとっているが、基本的には偽装

就労と大きな差はない。

このような現状から、JITCOルートでは途中逃亡する研修生が非常に多

い。JITCO白書では、在留資格別不法滞在者の中で「研修」は1999年１月

１日現在で3,115人と1.1％を占めるにすぎないが、不法残留者が減少傾向の

中で「研修」の割合は、着実に増加傾向にあること、1998年度技能実習生9,

943人の2.1％（209人）が失跨したとの数字を挙げている｡'6i筆者の調査から

は、技能実習のない１年の職種に逃亡する研修生が多いこと、その研修生の

多くがかなりの額のコミッションを研修のために来日する前に支払っている

ことが明らかになった。

このコミッションも大きな問題である。これはすでに研修生の送り出し、

受け入れともにビジネスになっており、研修の体をなさないことを示すもの

である。コミッションについては筆者の聞き取り調査で明らかになったが、

研修制度の問題点としてほとんど把握されていないのが現状である。

おわりに

2000年に入って法務省は単純労働を厳しく制限してきた従来の入管政策を

実質的に転換し、外国人労働者の介護分野への受け入れの検討や技能実習制

度の農業や水産加工業、ホテル業など採用希望の多い分野で対象職種を拡大

するといった内容を盛り込んだ第二次出入国管理基本計画案をまとめた｡'７１

そして３月14日から表－５，６に掲げたこれまでの55の職種に加えて、技能

16）国際研修協力機構、１９９９：ｐ23,92

17）朝日新聞２月２４日付夕刊
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実習制度の対象を農業と水産加工食品製造業の計４職種にも拡大した。

このような技能実習制度の拡大は、３Ｋ労働や夜間、早朝の仕事のため不

況下でも日本人の労働力が得にくい零細中小企業の要望に応じたものである。

したがって、拡大する受け入れのチャンネルはJITCOのルートとなるであ

ろう。しかし、前項で論じたようにJITCOのルート、とりわけ団体監理型

の研修生の受け入れには問題が多すぎる。このルートでの技能実習制度を拡

大すれば、偽装就労はさらに増え、これまでの不法就労の仲介者たちも参入

することにより、研修ビジネスがますますはびこることになるであろう。法

務省の政策は不法就労者を研修生や技能実習生という名前に置き換えるにす

ぎないのである。
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(付記：本研究は、NoriyukiSuzuki，“RecruitmentandProblemsofThai

TraineesinJapan，presentedattheNationalSeminaroftheResearchProject
l9

onThaiMigrantWorkersinSout,heastandEastAsia，heldatBangkok，

Thailand，September18,2000,conductedbyTheAsianResearchCenterfor

Migration（ＡＲＣＭ)，InstituteofAsianStudies，ChulalongkornUniversity，

Bangkok，Thailandを日本語訳し、大幅に加筆修正したものである。また、脱稿後

ＫＳＤが関与する(財）中小企業国際人材育成事業団体（アイム・ジャパン）の外国人

研修生の問題がマスコミをにぎわせたが、1999年末までの調査時点ではタイからの研

修生の受け入れはしていない｡）
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