
136

http://alce.jp/journal/  ISSN：2188-9600

論文

ベトナム人集住地域における
複数言語の使用と学習に関する研究

日本に定住した中国系ベトナム難民のライフストーリーから

林　貴哉*

（大阪大学大学院言語文化研究科）

第 16 巻（2018）pp. 136-156

概要

本研究の目的は日本のベトナム人集住地域に暮らすベトナム難民にとって，ベトナム

語や日本語といった複数の言語の使用や学習がどのような意味を持つのかを明らかに

することである。ベトナム人コミュニティでの参与観察と，ある中国系ベトナム難民

を対象とした半構造化インタビューを実施し，インタビューに出てきた「夢」という

言葉に着目してライフストーリーを作成した。日本での定住を開始した当初，彼は日

本語の問題により夢を喪失したが，ベトナム人のネットワークを利用して生活を改善

した。その後，日本語を学ぶことの価値を感じることのできる会社に勤めたことで，

日本語学習の動機が高まった。ベトナム人集住地域では，希望の仕事ができないとい

う問題もあるが，ベトナム仏教の寺院を設立したり，夜間中学に通うようになったり

と夢を達成することができた。彼のストーリーから，日本語を使用し，学習すること

の意味や，ベトナム人集住地域に暮らすことの意味をベトナム難民の視点から問い直

すことができた。

1．問題の所在

日本に在留する外国人は平成 29 年末には 256 万

1,848 人に達した。その中でも，ベトナム国籍者は，

中国，韓国に次いで，3番目に多い 262,405 人（構成

比 10.2%）であり，増加の一途をたどっている（法

務省入国管理局，2018）。近年の急増の要因は，技

能実習生，留学生の増加によるものだが，在日ベト

ナム人が増加するもともとのきっかけとなったの

は，日本政府によるベトナム難民の受け入れであっ

た。日本に定住することになったベトナム難民は，

兵庫県姫路市や神奈川県大和市にあった定住促進セ

ンター，もしくは東京都品川区の国際救援センター

において，3～ 4 ヶ月の日本語教育や生活指導を受

けた後，就職の斡旋を受け，日本での生活を開始し

た。

筆者はこれまで関西のベトナム人集住地域におい

てベトナム難民として来日した人々に聞き取りを
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行ってきた。その結果，学齢期を過ぎてから来日し

た難民の場合，就労するのが一般的であったため，

定住開始後に日本語教室で日本語学習を行った人は

少ないことがわかってきた。多くの人は「生活の中

で日本語を使ってきたが，学習はしていない」と語

る。フィールドワークをする中で出会った，ベトナ

ム難民の Aさん（仮名）は，30 年以上前からベトナ

ム人集住地域に暮らしており，以下のように語って

いた。

私はもともとよくしゃべりたいタイプやから

間違ってもどんどんしゃべってきて，どんど

んしゃべれるようなる。で，それでいつの間に

か，知らん間にもう日本語できるようになっ

たみたいな感じやけどね。みんなそうではな

いですね。日本に住んで30年の人でも日本語

できない人もいますからね。30年なっても片

言だからちゃんと文章的に長い話はできない

人が多いですね。特にこの辺，住んでると特

にそれありますね。（Aさん：2014 年 5 月 26

日インタビュー）

彼女は，ベトナム人集住地域には日本に 30 年住ん

でいても日本語ができない人もいると指摘する。こ

のように語られる「日本語ができない」ベトナム難

民にとって，ベトナム人集住地域は，日本語ができ

ない状態でも生活できるユートピアなのだろうか。

ただし，この問いを考える際には，「日本語ができな

い」という判断は何を基準にしているのかという点

に留意する必要がある。本研究では，複言語主義の

立場（吉島，大橋，奥，松山，竹内，2014）から，

ベトナム難民を，ベトナム語や日本語といった複数

の言語を使用しながら日常生活における課題を遂行

する社会的存在（social agent）として捉え，ベトナ

ム人集住地域に暮らすベトナム難民にとって複数の

言語の使用や学習がどのような意味を持つのかを明

らかにしていく。

2．研究背景

本節では，ベトナム難民の発生と日本の難民受け

入れ態勢について述べていく。ベトナム戦争が終結

したのは 1975 年であり，北ベトナムの勝利によっ

て南北ベトナムは統一され，社会主義勢力が権力を

握ることになった。そのため，南ベトナム軍・政府

関係者，カトリック教徒，華僑といった，共産党政

権に逮捕，報復されうる人々が難民として出国した

（五島，1994）。彼らがベトナム難民 1 であり，漁船や

貨物船などを使って出国したため，ボート・ピープ

ルとも呼ばれている。ボート・ピープルは，公海を

漂流中に貨物船やタンカー等に救助してもらうこと

ができれば，寄港地に上陸することになる。港に到

着した後，その国に定住するか，さらに別の国（第

三国）に移動し，そこに定住するかを選ぶことがで

きる。

日本にボート・ピープルが初上陸したのは，1975

年 5 月であり，初期に来日した難民は一時滞在のみ

が認められていた。その後，1978 年の閣議決定に

よって，難民の日本への定住が認められるように

なった。2005 年度末までに合計 8,656 人のベトナム

難民が日本への定住を許可された（アジア福祉教育

財団難民事業本部，2016）。

日本政府の委託を受け，日本に定住する難民の定

住促進を担っているのが，1979 年 11 月に，アジア

福祉教育財団によって発足された難民事業本部で

あり，これまで，様々な施設が開設されてきた。ま

ず，日本への定住を許可された難民に短期間の日本

語教育や生活指導，就職の斡旋を行う定住促進セン

ターが，兵庫県姫路市（1979 年）と神奈川県大和市

1　1951 年にジュネーブ会議で採択された難民条約に基
づく難民の定義では，「迫害を受けそうだという事実関
係と，そのことに恐怖感を抱いているという当人の心理
状態」（本間，1990，p. 26）が難民としての要素となる
が，ベトナム難民に関しては，長期の戦争が要因である
ことや大量発生したという事情から 1989 年までに出国
したすべての者が「難民」であると規定されていた（五
島，1994）。
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（1980 年）に開設された。当初，日本語指導は，3ヶ

月（13 週，1 週あたり 33 時間）であったが，1988

年より 4ヶ月に延長された（吉田，湯川，1983）。

次に，難民一時レセプションセンター（1982 年 2

月～ 1995 年 3 月）が，長崎県大村市に開設され，病

気の治療等や定住希望国の確認のための面接調査が

行われた。ここで，日本への定住を希望する場合は，

前述の定住促進センター，もしくは東京都品川区に

開設された国際救援センターに移動した。大村難民

一時レセプションセンターで第三国定住を希望する

者は，国際救援センターの他，宗教団体や日本赤十字

社といった UNHCR（国際連合難民高等弁務官事務

所）と業務委託契約を結んだ団体へ移ることになっ

ていた。第三国定住を希望する難民は，このような

団体で援護を受け，米国，カナダ，欧州など第三国

への定住出国の機会を待つこととなるが，それまで

難民を受け入れてきた欧米諸国が国内事情等により

難民の引き取りを大幅に削減したことで，第三国定

住が決まらず長期的に滞在する者もいた（内閣官房

インドシナ難民対策連絡調整会議事務局，1990）。イ

ンドシナ三国の政情安定や新たに流入するボート・

ピープルの減少などを理由に，1995 年以降，各セン

ターが閉所されていったが，西日本地域に居住する

インドシナ難民定住者のアフターケアや関係団体と

の連絡調整等を目的として，1996 年 6 月には，兵庫

県神戸市に難民事業本部の「関西支部」が開設され

た。現在でも，定住支援事業として生活相談や職業

の相談や紹介が行われている（アジア福祉教育財団

難民事業本部，2016）。

3．先行研究とリサーチクエスチョン

3．1．在日ベトナム難民の抱える課題とベトナム人

集住地域

難民の受け入れが開始された時期のベトナム難民

に関する研究は，定住開始前に行われた日本語教育

の実践報告が中心である（西尾，1982；吉田，湯川，

1983）。定住開始後のベトナム難民に関する調査・研

究には，日本に定住するベトナム難民女性の適応に

関する調査を行った国際移住機関（2008）やベトナム

難民の定住化のプロセスを扱った荻野（2013）など

のように，ベトナム難民の置かれた困難な状況や支

援の不足を明らかにすることを通して，より良い支

援のあり方について提言を行っているものがある。

特に，ベトナム難民の定住が始まってから，継続し

て指摘されているのは，日本語の問題である。戸田

（2001）は，ベトナム人自身が問題と考えていること

として，日本語能力の問題，居住の問題，職業の問

題と給与等の経済的な問題を挙げているが，「日本

在住ベトナム人に共通する日本生活での最大の問題

は，ことばの問題」（戸田，2001，p. 150）であると

いう。日本生まれで日本の学校で教育を受け，第一

言語が日本語である子どもたちと，日本語が一定程

度以上に上達しない親との間のコミュニケーション

の問題や，中高年になってから来日し，日本語習得

が難しい，孤独な高齢者の問題を挙げている。戸田

は高齢者の状況について「ベトナム人集住地の中で

ほとんどベトナム語だけで生活し，徒歩で行ける距

離の同年齢の友人宅を訪問することと，孫が遊びに

来ることだけを楽しみにしている」が，「その孫と言

葉が十分通じず，寂しい思いをすることもあるらし

い」（戸田，2001，p. 150）と指摘する。国際移住機

関（2008）のアンケート調査においても，日本語に

よるコミュニケーション能力については「自由に使

える」，「生活に不自由しない程度使える」との回答

が 60%を占める一方，「生活のなかで困る」，「ほと

んどできない」という回答もそれぞれ 30%，10%を

占めており，アンケートが実施された 2004 年の時点

でも日本語に困難を抱える人がいることがうかがえ

る。

以上の研究では，日本語を学び，日本社会に適応

していくという側面に焦点が当てられていたが，在

日ベトナム難民自身が自分たちの住みやすい環境を

作っていくという主体的な側面も研究されている。

川上（2001）によると，定住を開始したベトナム難
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民は，ベトナム人のネットワーク等の様々な情報を

活用して，より良い生活環境を求めて転職や転居を

し，集住地域を形成している。大阪府八尾市と兵庫

県神戸市の事例から，集住地域の特徴として，「①仕

事があること，②安いアパート等があること，③交

通の便がいいこと，④エスニック食品が入手しやす

いこと，⑤ベトナム系住民のネットワークがあるこ

と」（川上，2001，p. 142）が指摘されている。さら

に，川上（2001）は，ベトナム難民はトランスナショ

ナルな存在であると指摘する。すなわち，ベトナム

難民は日本国内のネットワーク以外にも，ベトナム

や，家族や親戚が移り住んだ日本以外の定住国にも

広がるネットワークの中でコミュニケーション活動

を行っており，ベトナムと日本の間だけでなく，ア

メリカ・オーストラリアなどといった他の定住国と

もつながりを持っている。また，そのようなコミュ

ニケーション活動は，家族，コミュニティ，地域社

会，国・行政といったさまざまなレベルにおいて行

われている。トランスナショナリズム研究において，

移民が，「地理的にも文化的にも政治的にも境界を

超えて，社会的な領域をつくり出していく」（広田，

2003，p. 5）という点が注目されているように，ベト

ナム難民は日本と他国との物理的な移動に加え，日

本にいたとしても宗教的な実践などを通して日々の

生活の中で越境しているのである。

3．2．研究の視座とリサーチクエスチョン

学齢期以前もしくは学齢期に来日したベトナム難

民は日本の学校に通うため，その過程で日本語を習

得することができる。一方，それ以外の場合は，教

室における日本語学習は，日本への定住を開始する

前に定住促進センターや国際救援センターで行われ

る短期間のものだけであるということも珍しくな

い。そのような場合，日本での生活をしながら，日

本語を学習することになる。そこで，本研究では，

日本語の学習は，日常生活における使用と切り離し

て考えることはできないという立場をとる。第二言

語習得研究では，言語学習の認知的側面が注目され，

言語の学習を行う際に，頭の中でどのような処理が

行われるのかが注目されてきたが，Firth & Wagner

（1997）は，第二言語習得研究における研究対象を学

習場面だけでなく使用場面にまで広げ，学習者の視

点から，自然な相互行為を分析すべきだと主張した。

このような変化を受け，Block（2003）は，第二言

語習得研究において，認知的側面だけでなく，社会

的側面が考慮されるようになるという転回，すなわ

ち，「ソーシャル・ターン」が起こったと指摘する。

また，言語の使用や学習に関する研究を行う際に

は，その言語の能力をいかに捉えるかが重要である。

本研究では，日本への定住生活における言語使用状

況をホーリスティックに捉えるために，ヨーロッパ

評議会によって作成された『外国語の学習，教授，

評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠』（以下，

CEFR）で採用されている言語学習者の捉え方と能

力記述の枠組みを用いることとする。

CEFRでは，「言語の使用者と学習者」は，「『社会

的に行動する者・社会的存在（social agents）』，つ

まり「一定の与えられた条件，特定の環境，また特

殊な行動領域の中で，（言語行動とは限定されない）

課題（tasks）を遂行・完成することを要求されてい

る社会の成員」（吉島，ほか，2014，p. 9）と見なさ

れており，「人間の全ての能力は，言語使用者がコ

ミュニケーションを行う力に何らかの形で寄与する

から，あらゆる能力はコミュニケーションの一部と

考えてよい」（吉島，ほか，2014，p. 107）とされて

いる。すなわち，個人が課題 を遂行するために使用

される能力には，語彙能力や文法能力といった狭義

の言語能力や社会言語能力，言語運用能力によって

構成される「コミュニケーション言語能力」だけで

はなく，体験に基づく知識や専門的な知識，技術と

いった「一般的能力」が含まれているのである。1．

において，日本での生活が長いにもかかわらず，「日

本語ができない」とされる人々の存在を指摘したが，

そのような人々も日本社会の成員として課題を遂行

しながら生活を営んできたといえる。さらに，「日本
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語ができない」と一言でいっても，読み書きはでき

ないが，会話をするのは得意だという場合も考えら

れる。CEFRでは，言語学習の目標を母語話者とす

る考え方とは異なり，個人が使用するそれぞれの言

語の各技能が，すべて同等のレベルであることが理

想だとされているわけではない。レベルの異なる複

数の言語やその他の一般的能力を補完的に使用する

ことで，課題を遂行できるということに焦点が当て

られているのである。

以上のように，個人の使用する個々の言語に注目

するのではなく，社会的な存在（social agent）と

しての主体的な課題の遂行に着目することで，ベト

ナム難民が社会の中で主体的に言語を選択し，使用

したり，学習してきたという側面を描くことができ

る。一方で，個人の主体性に焦点を当てるだけでは

不十分である。青木（2011）が指摘するように，日

本語を使用しながら日本で生活している人々の日本

語学習は，社会的文脈から制約を受けるものである

ため，個人の能力や行動だけに焦点を当てるのでは

なく，個人の能力を社会的な文脈の中に位置づける

ことが必要である。社会的文脈は 3つのレベルで考

えることができ，ミクロレベルでは「第二言語ユー

ザーとやり取りする母語話者の話し方」，メゾレベル

では「母語話者が第二言語ユーザーを社会集団の有

能な成員として受け入れるかどうか」（青木，2011，

p. 257），マクロレベルでは「第二言語ユーザーを取

り巻く経済，社会，政治という構造的条件」（青木，

2011，p. 254）が言語学習を左右する。

Norton（2000）が研究対象としたカナダに移住

した女性たちは，英語学習の動機づけが高かったに

もかかわらず，日々の生活の中で目標言語を使用

しながら言語習得をすすめることはできなかった。

Nortonは，移民女性が言語を使用することができ

なかったのは，彼女たちにとって，外の世界はしば

しば敵対的で不快な場所であり，社会的な権力関係

によって「話す権利」（Bourdieu，1977）を奪われ，

目標言語を話すコミュニティに属する人と関わるこ

とができなかったからだと指摘している。Bourdieu

（1977，p. 648）は，コミュニケーションが行われる条

件が常に確保されたものであるとみなす言語学者に

異議を唱え，コミュニケーションの成立条件は話者

同士の権力関係と結びついていると指摘している。

つまり，話し手と聞き手が，お互いを，話したり聞い

たりする相手としてふさわしいと認めた場合，すな

わち「話す権利」が保障された場合にのみ，コミュ

ニケーションは行われるのである。

以上より，社会的存在（social agent）として個

人が主体的に行う課題遂行と，それに制約を与える

社会的文脈の両者を捉えることが重要であるといえ

る。そこで，リサーチクエスチョンを以下のように

定める。成人となってから日本での定住を始め，現

在はベトナム人集住地域に暮らすベトナム難民は，

（1）日本で生活する上での課題をどのように遂行し

てきたのか。（2）課題遂行はどのような社会的文脈

のもとで行われたのか。

次節以降では，4．で研究方法と調査方法について

述べた後，5．で調査協力者であるフンさんのライフ

ストーリーを示す。6．においては，3．で論じた観

点に基づいて 5．のライフストーリーに関して考察

を行う。

4．研究方法と調査概要

4．1．質的研究とライフストーリー

本研究で対象とするベトナム難民は，定住促進セ

ンター等の施設において短期間の日本語教育を受け

た後は，定住の過程で日本語を学んでいく。舘岡

（2015）は，学習者の多様化や「学習観」や「研究観」

の変容に伴い，日本語教育実践や，実践が行われる

フィールド，そこに関わる人々を対象とした質的研

究が行われるようになってきたと指摘している。こ

こでの「学習観」の変容とは，言語の知識を獲得す

ることよりも，第二言語を用いてコミュニティへの

参加ができることを重視するようになったり，教室

で行われる授業という時間や場所を超えた生活の中
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や人生全般における学びが注目されるようになった

ことを指す。また，実証主義にもとづく研究だけで

なく，社会構築主義的な研究も行われるようになっ

たことにより日本語教育の「研究観」にも変容が生

じたと指摘されている。

このような流れの中で，日本語教育学の研究に取

り入れられてきた質的研究の方法の一つに，ライフ

ストーリーがある。桜井（2012，p. 6）によると，ラ

イフストーリーとは，「個人のライフに焦点を合わせ

てその人自身の経験をもとにした語りから，自己の

生活世界，そして社会や文化の諸相や変動を全体的

に読み解こうとする」研究方法である。日本がベト

ナム難民の受け入れを行ったのは 2005 年度までで

あるため，ベトナム難民を研究対象にした場合，ど

のような調査協力者であっても，来日後 10 年以上が

経過している。そのため，調査協力者の視点に立っ

た質的研究を行うにしても，参与観察などによって

現在の状況を把握するだけでは来日してから今まで

の言語の使用や学習を理解することはできない。筆

者と調査協力者の対話によって共同で構築されるイ

ンタビューを通して，過去の経験への理解を深める

ことで，これまで明らかにされてこなかった定住開

始後の言語使用や学習のあり様を，その背景や文脈

も含めて記述することができる。したがって，本研

究では，研究方法としてライフストーリーを用いる

こととする。

ライフストーリーを作成するためには，調査協力

者による語りを分析する必要があるが，どのような

立場から，何を目指してライフストーリーを作成す

るのかによって，語りを分析する方法は異なる。ブ

ルーナー（1986/1998）は，思考の様式を「論理‐

科学的様式」と「物語の様式」の 2つに分けている。

前者においては，因果関係を考える場合に普遍的な

真理の条件の探究を行う。記述や説明を行う際には

カテゴリー化や概念化によって，カテゴリーの確立

や，例証，理念化，関係づけを行ない，体系を形成

する。一方，後者の思考様式では，因果関係を考え

る際には，「二つのできごとのあいだのいかにも起こ

りそうな特定の関連」（ブルーナー，1986/1998，p. 

17）が探究され，真理ではなく現実味がもたらされ

る。Polkinghorne（1995）は，ブルーナーの示した

思考様式をもとに，「論理‐科学的様式」のもとで

行う「ナラティブの分析（analysis of narrative）」と，

「物語の様式」に従った「ナラティブ分析（narrative 

analysis）」という，ナラティブを分析するための 2つ

の方法を示した。前者は，データとしてストーリー

を用い，データの共通点に焦点を当てて，分類やカ

テゴリーを作成し，一般化を目指す。一方，後者の

「ナラティブ分析」を行う場合は，ケースごとの特徴

に焦点を当て，研究の結果としてストーリーを作り

出すことを目的とする。ストーリー化された経験を

集めることは，新しく出会ったエピソードをこれま

で集積されたストーリーからの類推によって理解す

るための基礎をつくることになる。

本研究では，後者の「ナラティブ分析」によって，

インタビューデータを分析し，ストーリーを作成す

る。Polkinghorne（1995）によると，ストーリーと

は，ある結果をもたらした一連の出来事や行動を再

構成したものであるため，ストーリーを作成する際

には，何がストーリーの結末になるのかを定めるこ

とから始める。そして，データの要素を時系列に並

べ，出来事同士の因果関係を見出し，ストーリーを

書く。なお，ストーリーを構築するための情報は，

インタビュー，雑誌，公的・私的な文章，観察など

といった様々なソースから収集することができると

されている。

4．2．調査概要

筆者は，ベトナム人集住地域の一つであるとされ

ている兵庫県神戸市にあるベトナム人自助組織でボ

ランティアを行い，カトリック教会などのベトナム

人が多く集まるフィールドに参加することで，ベト

ナム難民の生活する世界に接近してきた。その中で，

筆者は知人から調査協力者のフンさん（仮名）の紹

介を受けた。戸田（2001）は，日本在住ベトナム人
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の弁別指標として出身地（北部出身：南部出身），宗

教（カトリック：非カトリック），エスニシティ（中

国系ベトナム人：非中国系ベトナム人）といった 3

種 6項目を挙げ，それに沿って棲み分けが起きてい

ると指摘している。その指標に従うと，フンさんは

南部出身（旧南ベトナムの首都であるサイゴン市の

出身），非カトリック（仏教徒），中国系ベトナム人

である。筆者がインタビューの前に知っていたのは，

難民として来日したことと仏教徒であるということ

であった。

今回，フンさんのストーリーを取り上げるのは，

第一に，フンさんは現在，夜間中学に通っており，

日本語を学習しているからである。他の調査協力者

の中には，日本語を使用しない仕事をしているため

に，「日本語の学習は生活の安定にはつながらない」

と感じ，日本語を学習しようとは思っていない人も

いる。その一方，フンさんが日本語を学びたいと考

えるのはなぜか。その理由を探ることで，「ベトナム

人集住地域では日本語ができなくても生活できる」

という考えを問い直すことができると考えられる。

第二に，フンさんが運営に関わってきたベトナム寺

院の活動に筆者も参加しており，他の協力者と比べ

て，語りへの理解を深められると考えられるからで

ある。これまで 4回の半構造化インタビューを行っ

たが，インタビューの際にお寺での出来事を話題に

し，詳細を確認することもあった。以上の情報をも

とにライフストーリーを作成した。

1回目のインタビューでは，研究の目的の説明を

行った。さらに，同意書を用い，公表する際のプラ

イバシーに関わる事項や，インタビューは強制では

ないこと，途中で調査協力をやめてもよいことなど

を伝えた。同意書に署名を得てから，来日の経緯や

これまでの生活の概略を明らかにするための幅広い

質問をした。インタビューの際には，日本語とベト

ナム語の両方を用いている。2回目のインタビュー

においては，1回目のインタビューで出てきた出来

事について，さらに深める質問をした。3回目のイ

ンタビューにおいては，これまでのインタビューで

出てきた出来事同士のつながりを明確にするための

質問をした。インタビューでは，「夢」という言葉

が頻繁に使われていた。それはポジティブな意味で

は，ベトナム仏教の寺院を日本に作ったことや夜間

中学に通うようになったことと結びついており，ネ

ガティブな意味では，言語の問題によって諦めざる

を得なかった出来事と結びついていた。そのような

出来事を時系列に並び替え，夜間中学に通うように

なったエピソードを結末とするストーリーを作成し

た。そして，4回目のインタビューでは，ストーリー

を見てもらい，内容の確認を行った 2。

5．フンさんのストーリー

本節では，フンさんのストーリーを示すが，特に，

インタビューにおける語りで多用されていた「夢」

と「もったいない」という語に注目する。その部分

に関してはインタビューのトランスクリプトの抜粋

も示しながら，フンさんがどのような制約のもとで，

どのような能力を発揮しながら，課題遂行を行って

きたのかを読みとれるようにする。また，フンさん

はこれまで，広東語，ベトナム語，日本語を使用し

て生活をしてきた。それぞれの言語をどのような場

で，誰と使用してきたのかも示していく。

5．1．ベトナムからの出国

フンさんは，1960 年にベトナム南部の都市，サイ

ゴン（現在のホーチミン市）で生まれた。フンさん

の祖先は，中国の広東からベトナムに来た。そのた

め，家庭ではおばあちゃんやお父さん，お母さんは

広東語を話していた。一方，学校や近所ではベトナ

ム語が使われていたので，フンさんとフンさんの妹

はベトナム語で話していた。フンさんによると，現

2　内容の確認は，日本語で書かれた原稿をもとに進め
たが，フンさんは漢字で書かれた部分も音読することが
でき，読み方や意味がわからないものは筆者に確認をし
ていた。
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在の日本でも，ベトナムにルーツをもつ子どもたち

は，親がベトナム語で話しかけた時に，日本語で返

事をすることがあるが，フンさん自身もお父さんと

お母さんが話す広東語はわかるが，それに返事をす

る時にはベトナム語を使っていた。

当時は，ベトナム戦争の最中であり，フンさんの

暮らしていた地域は，危険な地域であった。学校に

爆弾が落ちることもあり，そのような時は学校が休

みになった。このような「めちゃめちゃ」な状況の

中で，あまり学校に行けなかった。一方，フンさん

のお兄さんは比較的安全なサイゴン市内の親戚のと

ころに住んでおり，中国の学校に通っていた。お兄

さんは毎日学校に通うことができており，北京語と

広東語の両方の読み方がわかる。

ベトナム戦争が終結したのは，1975 年である。フ

ンさんが暮らすサイゴン市は南ベトナムの首都で

あったが，勝利したのは北ベトナムであった。南北

のベトナムは統一され，北部の制度である共産党の

国になった。新しい体制の下では，フンさんは「奴

隷」のように扱われるようになり，苦しい思いをし

ていた。そして，1979 年の 12 月のある夜に，フン

さんはいとこと一緒に 3人で，魚を取るような小さ

な船に乗ってベトナムから逃げ出した。公海に出る

とアメリカの船に助けてもらうことができ，日本に

到着した。

5．2．日本に到着後のセンターでの生活―第三

国定住を諦める

大阪の港に到着したフンさんは長崎の難民セン

ターに入ることとなった。亡命後，救出されて，日

本に到着した難民は，そのまま日本に定住するか，

別の国に定住するのかを選択することになる。フン

さんは，当初，アメリカに定住したいと考えていた

ので，日本に定住する準備はせずに，第三国定住の

受け入れ先が決まるのを難民センターで待つことを

選んだ。しかし，フンさんを受け入れてくれる国は

なく，長崎県にある難民センターに 1年以上滞在し

た後，宮崎県にある難民センターで約 6年を過ごし，

さらに神奈川県藤沢市にある難民センターに 1年間

滞在した。合計で 8年近くの時間を難民センターで

過ごした後，最終的には，日本で定住することになっ

た。

長崎県と宮崎県にある難民センターはカトリック

教会によって運営されているものであった。震災時

に建てる仮設住宅のような建物が教会の土地の中に

あり，そこで生活をしていた。カトリックの神父さん

はフンさんの第三国定住が成功するように頑張って

くれたが，宮崎の難民センターで過ごす期間が長く

なるにつれて，フンさんは，他の国に行くのは「も

う無理」であり，年齢も 30 歳に近くなってきたた

め，「もう待てない」と思うようになった。そこで，

日本への定住に希望を変更することを神父さんに伝

えると，日本社会に近い環境に身を置いて，日本

に「気持ち」が合うかどうかを判断するために，神

奈川県藤沢市にある難民センターに移ることになっ

た。藤沢の難民センターは，これまでのセンターと

は異なり，マンションのような建物で，どこに遊び

に行ってもよく，働きに出ることもできる自由なと

ころであった。もし自分が日本に合うと思えば，日

本に定住をし，合わないと思えば，他の国に行くの

をそこで待つことになる。フンさんは，日本に定住

を決め，定住の準備のために，品川の国際救援セン

ターに移った。

国際救援センターでは，4ヶ月から 5ヶ月を過ご

したが，その時は『日本語の基礎』という教科書を

用いて日本語を学んだ。ひらがなやカタカナに加え

て，漢字も勉強した。そして国際救援センターから

の斡旋で，品川にあるメッキ工場に就職した。

5．3．日本での就労―定住開始後の「夢」の喪失

日本での定住を開始した頃の生活を振り返ると，

フンさんは，難民センターと国際救援センターで過

ごした，来日から定住までの約 9年の間に「気持ち」

が下がっていったと語る。ベトナムにいた時は，亡
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命後の生活について多くの理想があったが，日本に

来てから，フンさんは「頭が全部変わった」という。

ベトナムでは，ベトナム語が使え，ベトナム語の文

字を書くことができ，友だちがいて，商売などがで

きるが，日本では，ある程度の年齢になっているに

もかかわらず，日本語がわからず，日本語の文字が

わからず，何もわからなかった。そのため，「理想」

や「夢」はなくなってしまった（抜粋 1）3。

抜粋 1．定住開始後の「夢」がなくなった経験

 〔28 歳となると，夢はすべてなくなっていた。

散っていった。日本（社会）に出た時には，28

歳，29 歳ぐらいで，28 歳，29 歳になると，も

う夢が残っていない。働きに行くだけになる。

給料をもらい，ベトナムに送ったり，ご飯を

食べたり，家賃を払ったり，電気代を払った

りする。それが残るだけだった。何も残らな

い。もう 8年。歳も時間もなくなったから。〕

林：そ，結構。

H：長いな。

  （2017 年 7 月 27 日インタビュー）

フンさんが働いていたメッキ工場は，国際救援セ

ンターから，直接紹介を受けた会社であったため，

知らない人ばかりであり，短期間勉強しただけの日

本語では言いたいことが言えず，大変だった。一方

3  抜粋には，ベトナム語と日本語で語られたデータを
載せているが，ベトナム語が含まれる部分は日本語訳を
〔括弧〕に入れて掲載している。発話者の「林：」はイ
ンタビュアーを，「H：」はインタビュイーを示す。（不
明）は音声が不明瞭で聞き取れなかった部分である。

で，メッキ工場での仕事自体は簡単であり，「ロボッ

トみたい」だと感じていた。メッキ槽に製品を入れ

ては，時間が来たら取り出すという作業の繰り返し

であり，仕事の内容が日本語の必要ないものであっ

たため，日本語を学ぶ価値も感じなかった。

フンさんは，困ったことがあった時には，国際救

援センターの通訳を頼りにしていた。ベトナム戦争

が終わった 1975 年以前に日本に来ていたベトナム

人留学生は，戦後はベトナムに帰国せず，難民とし

て日本に残ってもよいことになっていた。多くの難

民が日本に来るようになると，元留学生は国際救援

センターで通訳の仕事をするようになった。フンさ

んは，わからないことや困難がある時，会社で問題

があった時など，あらゆることに関して通訳を依頼

していた。会社がひどいことをした場合，個人では

話し合ってもらえないが，難民センターからの通訳

が来てくれた場合は話してもらうことができた。

また，日本で生活をしていると，少しずつベトナ

ム人がどこにいるかわかるようになった。群馬県に

は難民センターがあり，とても多くのベトナム人が

暮らしていた。長崎の難民センターに一緒に入った

知り合いも群馬に住んでいた。群馬にいるベトナム

の人は，英語を話せる人はいても，日本語を話せる

人はいなかったため，日本語での問題を解決したい

時には頼ることはできなかったが，良い仕事を紹介

してもらうことはできた。フンさんは，国際救援セ

ンターに紹介されたメッキ会社で働いていた頃に，

友だちが派遣会社で働いていることを知り，フンさ

んもそこで働くことにした。派遣会社に入ってから

は，日本各地の会社に働きに行った。

フンさんによると，一つの会社で働く場合は，自

分から会社に「仕事ください」とお願いするため，

自分が会社を必要とすることになるが，派遣会社で

働く場合は，会社が働く人を必要とするため，自分

は「重宝され」，「愛情をもって接してもらえる」。そ

のため，派遣の仕事は「気持ち良い」ものであった。

日本語がわからず，文字もわからない中では，「間違

い」や「遅れる」こともある。普通の会社では，部

H：  i ác ,i ác  ìht i ổut 82  夢  n ếib naT .i ồr t ếh t ấm  ìht  

 82 gn ảohk  àl t ậhN n ếđ ar  úhc  àm ihK .i ồr t ếh

 i ác n òc gnôhk i ổut 92 ,i ổut 82  ìhT .i ổut 92 ,i ổut

夢 m àl iđ hn ìm t ếib  ỉhC .a ữn   働き    àm  ểĐ .iôht

có  給料   ở hn ìm  àl yah maN t ệiV  ềv i ửg hn ìm 

đây có  ご飯 , àhn n ềit  ảrt  àl yah  家賃  hay là  電

気代  àl n òc  ỉhC .y ấđ i ồr  残る  gnôhK .iôht  óđ i ác

. ìg i ác n òc もう8年。歳も時間もなくなったか

ら。
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長，係長などにいじめられたり，怒鳴られたりする

こともあるが，派遣で働く場合は，働く期間が短い

ため，仕事は教えてもらうだけで，いじめられるこ

とや怒鳴られることはなかった。

派遣の仕事では，一定期間働いて，仕事が終わる

と，もうそこには行かなくなる。フンさんは，愛知

県や三重県を中心に，岐阜県にも行った。フンさん

は，これまで行った地域の中でも工業が盛んな名古

屋は良いところだと感じている。それは，名古屋に

は会社が多く，給料も高いからだ。フンさんとのイ

ンタビューの中では「名古屋」という地名はよく出

てきており，今でも神戸以外で住むとしたら，一番

行きたいところは名古屋であると言っていた。しか

し，名古屋での思い出は特になく，生活資金を稼ぐ

ために仕事に行くだけだった。日本に住み始めたば

かりの時は，日本語や日本社会，法律や生活がどの

ようなものかわからず，そもそも，「夢」とは何かも

わからなかった。また，「夢」が「あっても意味がな

いから，自分で夢を持たないようにしていた」とい

う。

そんな中，フンさんが自分で日本語を勉強した時

期があった。それは，大手企業に派遣され，金属加

工の仕事をしていた頃であった。その会社では，旋

盤などを用いて，時計やエンジンなどを作っていた。

そこでの仕事は「すごく面白い」と感じていた。高

い技術が必要な仕事をする時には，その技術を学ぶ

必要があるが，見るだけではその技術を理解するこ

とはできなかった。日本語が読めなかったり，日本

語で話せなかったりすると何もできないため，フン

さんは日本語を学ぶことの価値を感じた。そのため，

その工場で働いていた 3年間は，昼食が終わってか

ら午後の仕事が始まるまでの 20 分から 30 分の時間

や，残業を終えて帰宅し，食事や入浴をした後の寝

るまでの時間を使い，頑張って日本語を勉強してい

た。国際救援センターで日本語教育を受けた際に使

用していた『日本語の基礎』を使って，会話の練習を

していた。教科書は漢字やひらがな，カタカナを用

いて文章が書かれていたが，その文の下には，ロー

マ字で読み方が書いてあった。フンさんが定住を始

めた時には，すでに「30 歳に近かった」ため，「漢

字も勉強すると時間がかかる」と考えた。そのため，

会話ができるようになるために，ローマ字だけを勉

強した。今から思うと，フンさんは，日本語の文字

を勉強しなかったことを「もったいない」と考えて

いる（抜粋 2）。工場では，どんな種類の原料を使う

かによって作業の仕方が異なる。その説明はすべて

日本語で書かれているが，それを周りの人に聞いて

作業を進めていた。

抜粋 2．日本語の文字を学ばず，会話の学習のた

めにローマ字だけしか勉強しなかったことについ

て「もったいない」とする語り

H：製作，製作かな。製作かな。製作かな。これ

一番大事。Chế tạo. 日本は一番これ強い。車も

Chế tạoでしょ。これも Chế tạoでしょ。それ

が cái động lực cho học. Nhưng mà tới bây giờ 

chú もったいない là tại chú muốn 会話 cho 

giỏi. Nên chú không có học ひらがな，ローマ

字，漢字。Nó 難しい。漢字 rồi ひらがな là 

ひらがなでしょ。4 cái cách đọc.

 〔製作，製作かな。製作かな。製作かな。これ

一番大事。製作。日本は一番これ強い。車も

製作でしょ。これも製作でしょ。それが 学習

の動力になった。でも，今まで，もったいな

いのは会話が上手くなりたいと思っていたこ

とだ。だから，私はひらがな，ローマ字，漢

字を勉強していない。それが難しい。漢字と

ひらがなは，ひらがなでしょ。4つの読み方。〕

林：あー，漢字，ひらがな，カタカナ，漢字。

H： ひらがな，カタカナ，漢字。漢字は読むいっ

ぱいでしょ。

林：あー，そういうことですね。はい。

H： 「いく」は，「ゆき」はあるでしょ。Khó quá. 

Nên chú 全部ローマ字一番速い。なんにも

ローマ字から頭痛いくない。それは言葉，会話

のために。Học cho nhanh để biết được nhanh.

すぐ会話できる。それCái động lực nó là do cái 
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chú làm cái hãng XX.

 〔「いく」は，「ゆき」はあるでしょ。難しすぎ

る。だから，私は全部ローマ字一番速い。な

んにもローマ字から頭痛いくない。それは言

葉，会話のために。速くわかるようになるた

めに，速く勉強した。すぐ会話できる。それ

XX社で働いていたために，その動力があっ

た。〕

  （2018 年 1 月 20 日インタビュー）

現在，フンさんは夜間中学に通っているが，来日

当初は，夜間中学があることは知らなかったため通

うことができなかった。フンさんが小さい頃は戦争

中であり，あまり勉強できなかったため，何十年も

前から勉強したいと考えていたが，どこで勉強でき

るかがわからなかった。フンさんはそのことについ

ても「もったいない」と言っていた（抜粋 3）。

抜粋 3．何十年もの間，夜間中学の存在を知らず，

行かなかったことについて「もったいない」と捉

える語り

H： うん。行かなかった。それと，前も夢になっ

たな。でもわかんないけども，何十年前は勉

強したい，勉強したいけども，でも，夜間学

校。日本語は，その（不明），あるところは，

僕，私わからない。

林：あー，どこで教えてるか。

H： （不明）知らなかった。朝の学校だけかなー。

夜は学校あるかどうかは，全然わかんない。

だから，何十年くらいは行かなかった。もっ

たいない。

  （2017 年 12 月 16 日インタビュー）

フンさんは，もし日本に来たはじめの日に戻って，

1980 年頃から夜間中学に行けたら，今までの人生は

とても大きく変わっていると考えている（抜粋 4）。

抜粋 4．来日当初から夜間中学に通っていれば人

生が変わっていたとする語り

林： うーん，なんだろなー。Nhưng chú thấy nếu mà 

học, đi học được ở trường thì có góp phần cái gì 

cho chú không ạ? Cuộc sống của chú có thay đổi 

tốt hơn ạ?

 〔うーん，なんだろなー。しかし，もしあなた

が勉強，学校で勉強ができたら，何かあなた

に役に立つことはあると思いますか？あなた

の人生はより良い方向に変わりますか？〕

H： Thay đổi.〔変わる。〕

林：あー。

 〔変わる。とても残念なのは，もし日本に来た

はじめの日に戻れるなら，1980，81，82，83，

84，85 年から夜間中学に行けたなら，今まで

の人生はとても大きく変わっているというこ

とです。〕

  （2017 年 4 月 20 日インタビュー）

5．4．ベトナム人集住地域での「夢」の喪失

日本で生活をしていると，少しずつベトナム人が

どこに住んでいるかわかるようになってきた。難民

センターのある群馬県にはベトナム人が多いが，田

舎で寂しいため，フンさんは好きではなかった。そ

のため，群馬には遊びに行くだけで，住まなかった。

さらに，関西にあるベトナム人が多い地域に行くこ

ともあった。兵庫県姫路市にはとても多くのベトナ

ム人が住んでおり，旧正月に姫路の友だちのところ

へ遊びに行った。そこはとても楽しいと感じたの

で，そのまま住むことにした。姫路は友達がいて楽

しかったが，ベトナム人がやれるのは牛革の仕事が

主で，他の仕事はさせてもらえなかった。当時，神

戸では，ベトナムから神戸港に来る船に中古品を売

る商売ができるという話があり，フンさんはそれを

聞いて良いと思った（抜粋 5）。牛の革をとる仕事は

好きではなかったため，フンさんは神戸に行くこと

にした。

H：  y àgn i ạl  ởrt  àm u ến  àl gn ằr c ếit t ấR .i ổđ yahT

 ,48 ,38 ,28 ,18 ,0891 măn ,t ậhN n ếđ  úhc nêit u ầđ

 c ọh iđ c ợưđ  úhc  àm u ếN .58 夜間  gn ốs c ộuc  ìht

.u ềihn  àl t ấr i ổđ yaht  ờig yâb i ớt
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抜粋 5．神戸港でベトナムから来た人に商売をす

るという「夢」に関する語り

 〔それも私の夢。夢は商売。おっきい商売。な

んかおっきい社長になるか，どっか，それも

私の夢。夢は商売。〕

  （2017 年 7 月 27 日インタビュー）

神戸に来た初めの目的は，ベトナムに「電化製

品」を売る貿易をすることであったが，商談や仕入

れをする時に，日本語が話せる必要があった。フン

さんは日本語がわからなかったので，そのようなや

り取りができなかった。こうして，定住開始後にな

くなったフンさんの「夢」は，神戸に移住後も再び

なくなっていった。その後，フンさんは靴の会社な

ど様々な会社で働いた。

ベトナムは，難民として出国した人の帰国を許可

していなかったが，1990 年頃から帰国できるように

なった。フンさんも 1990 年代前半に，ベトナムに一

時帰国し，ベトナムに住んでいた女性と結婚した。

その後，奥さんと神戸に戻ってきてから，4人の子

どもが生まれた。一番上の子どもが 6ヶ月の時に，

阪神・淡路大震災が発生し，フンさんの住んでいた

家は全壊した。ただし，家族に被害はなかった。地

震直後は，教会の近くの小学校に避難したが，数日

後，近くの公園に移動し，そこでの生活を開始した。

公園では半年ほど，テントで寝泊まりしており，そ

の時，ボランティアの人が市役所から弁当や水など

いろいろなものを持ってきてくれた。奥さんは日本

語ができなかったが，神戸に住むベトナム人は「み

んな一緒」であるため仕方がないと考え，「みんなで

頑張った」という。

これまで暮らしてきたところの中で，神戸は一番

住みやすいが，仕事については困ることがある。神

戸にはプレス，旋盤，溶接などの仕事はなく，靴の

会社だけである。他にも建設業があるが，建設は現

場が多く，ひどく苦しい。フンさんは旋盤，プレス

などの仕事が好きであり，靴の仕事はやり方がよく

わからないため，「気持ちがない」という。また，靴

の仕事は「暇が多い」ため，良くないと感じている。

それは中国やベトナムといった国で工場を開き，そ

この製品を日本にもって帰るため，神戸での仕事が

ないからであるが，日本は「兄貴」，「先輩」の国で

あるため，仕方がないと感じている。

5．5．ベトナム仏教の寺院をつくるという「夢」の

実現

フンさんの父母兄弟は皆ベトナムにいるため，独

身の時はよくテト（旧正月）の時に帰国していた。

結婚してからも，子どもが一人の時はよく帰ってい

たが，子どもが増えていくにつれて，お金がかかる

ため，あまり帰国しなくなった。

ただし，2009 年頃の帰省はフンさんに大きな影響

を与えることになった。帰省中のフンさんは，遊び

に行かずにお母さんと一緒に家にいると，妹から仏

教の DVDを見るよう勧められた。フンさんは渡さ

れた DVDを見ると，お坊さんが様々なことを教え

ており，それまでは理解していなかった仏教のこと

がわかるようになった。仏教は「おもしろいかなー，

良いかなー，大事かなー」と感じ，関西にベトナム

仏教の寺院がないことを「もったいない」と思うよ

うになった（抜粋 6）。

抜粋 6．関西地方にベトナム寺院がないことを

「もったいない」ことだと捉える語り

H： nôubàlcợưđiónehgnúhcàlyànỗhcàlaưxiồH

arnáb 港 .maNtệiViờưgnohcnáb 船 maNtệiV

ehgnúhC.atiờưgnohcnábhnìmìhT.iớtauqón

àlúhciạT.hcíhtúhc 趣味 là 商売。

〔昔，ここは，港に出てベトナム人に物を売る

商売ができるといわれていた。ベトナムの船

が来て，その人たちに売る。それを聞いて，

良いと思った。なぜなら，私の趣味は商売だ

からだ。〕

林：あー，趣味は商売。おー。

H： iácàlgnũcóđiáC 夢 .úhcaủc 夢 àl 商売 . おっ

きい商売。なんかおっきい社長になるか，どっ

か， àlgnũcóđiác 夢 úhcaủc . 夢 àl 商売 .
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H： わからない。7年前は biết. Biết cả.わかったら

 〔わからない。7年前はわかった。わかった。

わかったら〕

林： はじめたんですね。

H： わかったら，大事から，みんな，みんな，仏

教のみんな，お寺ないから，もったいないか

ら，そのために，お世話に係になりたい。

  （2017 年 4 月 20 日インタビュー）

その後，日本に帰ってから，神戸をはじめとした

関西の人と話をし，お寺を建てることが「夢，希望」

になった（抜粋 7）。

抜粋 7．関西地方にベトナム寺院を建てるという

「夢」についての語り

H：Rất là mơ ước. Mơ ước. Mơ ước.

 〔とても憧れる。夢みたいに，待ち焦がれる。〕

林：あー，nhưng mà không nói

 〔あー，でも，言わなかった？〕

H： Là không biết có được hay không. できるかど

うか。本当，夢，希望，それ。ほしいな。お

坊さん，そんな，神戸に，関西に，そんなん，

ほしいって人が，お寺，やり方が，それある

んだったら，それ，幸せ。夢，持ってます。

できるかどうかわかんない。それ考えして。

もうだんだん。どんなかな，だんだんだんだ

ん。自分で，たぶん，神様は助けたかな。夢

だったら，神様，幸せあげます。

 〔というのは，できるかどうかわからなかっ

た。できるかどうか。本当，夢，希望，それ。

ほしいな。お坊さん，そんな，神戸に，関西

に，そんなん，ほしいって人が，お寺，やり

方が，それあるんだったら，それ，幸せ。夢，

持ってます。できるかどうかわかんない。それ

考えして。もうだんだん。どんなかな，だん

だんだんだん。自分で，たぶん，神様は助け

たかな。夢だったら，神様，幸せあげます。〕

  （2017 年 4 月 20 日インタビュー）

神戸のベトナム人コミュニティで特徴的なのは，

カトリック教会において多くのベトナム人が集ま

り，月に 1度はベトナム人の神父さんによって，ベ

トナム語のミサが行われている点である。フンさん

によると，カトリックの場合は，毎週ミサがあるた

め，誰かの家族が亡くなったらすぐわかるが，関西

にはベトナムの仏教のお寺がなかったため，仏教徒

の場合は，誰か友だちが亡くなったとしてもわから

ないという問題があった。

すぐにお寺を建てることはできなかったが，フン

さんは日本にいるベトナム人のお坊さんに神戸まで

来てもらって，仏教の行事を開催するようになった。

1ヶ月に 1回，神戸にお坊さんが来るのだが，お坊

さんを呼ぶ時には，部屋を借りなければならなかっ

た。何百人も入れるところを安く貸してもらおうと

したが，場所を借りるのは難しかった。仏教の行事

を行う時には，線香を焚いたり，大きな音が出たり

する。そのため，場所を借りようとしても，貸して

もらえなかった。その時に，外国人支援をしている

センターの方に手伝ってもらった。その方は，地域

の人のことをよく知っており，部屋を借りやすかっ

た。

このようにして 1年半ほど，場所を借りて仏教の

行事を開催していると，地域の仏教徒のベトナム人

は仏教が大切だということがわかってきた。そして，

フンさんは神戸にベトナム仏教の寺院を建てるため

に，仏教徒の知り合いをたどって寄付を集めた。そ

して，2010 年頃には神戸市に寺院を建てることがで

きた。その後，姫路市と八尾市にもベトナム仏教の

寺院を設立することができた。姫路は土地が安いた

め，お寺は「ちょっと広い」が，神戸や大阪は土地

が高いため狭い。しかし，狭くても仏教の勉強がで

きる場所があるため，「みんなも嬉しい」という。

フンさんはお寺の活動を始める前は，仕事に行

き，家に帰ったらテレビを見て，また次の日に仕事

に行くという「普通」の生活をしていた。仏教寺院

を建てるための活動を始めると，フンさんの奥さん

は，仕事なども全部辞めて一生懸命応援してくれた

ので，夫婦 2人で頑張った。その頃は，アルバイト

をして入ったお金も，生活費以外は全部，仏教のこ
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とに使っていた。フンさんには 4人の娘がいるが，

どうしてフンさんと奥さんが仕事を辞めて，あまり

子どもの面倒を見ないで出かけてばかりなのかがわ

からず，子どもたちは怒った。そのため，フンさん

は子どもに対して，「損か，儲かるかといった商売

の話ではなく，福につながることであり，お金は死

んだら持っていけないが，福は持っていくことがで

きる」と説明をした。すると子どももだんだん気持

ちがわかるようになってきた。子どもたちも「良い

よ，頑張って」と応援してくれるようになった。だ

が，フンさんは，月に 1度あるベトナム仏教での勉

強会では，長時間座って，御経を読んだり説教を聴

いたりするため，若い人は好きではないと考えてい

る。

インタビューの際に，次はお盆の行事があるとい

うことだったので，筆者も参加してもよいかを尋ね

た。フンさんは，ベトナムのお寺は，来たいと思っ

た人が来れる場所であり，問題ないと言ってくれた。

当日，お寺に向かうと，地域に定住するベトナム難

民の方だけでなく，関西の様々な地域から集まった

留学生や技能実習生の姿もあった。民家を改装した

小さなお寺には 100 人を超える人が集まっていた。

しかし，フンさんの子どもたちは「気持ちがない」

ため，あまりお寺には来ないという（抜粋 8）。

抜粋 8．日本で育った人がベトナム仏教の教えを

理解することの難しさ

林：そうなんですね。でも子どもはあんまり来な

いんですね。

H：気持ちないね。

林：気持ちない。

H：Tại vì chỉ có những đứa nào mà lớn lên ở Việt 

Nam nó qua bên này thì mới biết được. Còn mà 

những trẻ mà bên này mà sang ở bên này, lớn 

ở đây. Nó, nó chưa biết đâu. Nó chưa có hiểu 

được. Bắt nó ngồi đó rồi nghe nó không hiểu gì 

hết. Kể cả thầy nói tiếng Nhật cho nó. Nó không 

có hiểu được. Nó là những cái gì mà Phật Thích 

Ca dạy nói nó nó cũng không hiểu.

 〔なぜなら，ベトナムで育って，こちらに来た

人だけがわかる。その一方で，こちらで，こ

ちらに移って来て，こちらで大きくなった若

い人たち。そのような人はまだわからない。

まだ理解していない。そのような人をそこに

座らせて，それを聞かせても，何も理解でき

ない。たとえ，お坊さんが日本語を使ったと

しても，そのような人は理解できない。お釈

迦様の教えも理解できない。〕

  （2017 年 7 月 27 日インタビュー）

フンさんは，ベトナムで育った人であれば，お釈

迦様の教えを理解できるが，日本で育った若い人た

ちは，まだ何も理解しておらず，そのような人をお

寺の本堂に座らせて，お坊さんの話を聞かせても，

何も理解できないと考えている。また，フンさんと

奥さんも，お寺では仕事があるため，自分の子ども

と一緒に行事に参加することができない。それも子

どもがお寺に行きたがらない理由なのではないかと

考えている。

フンさんは，これまでお寺のお世話係をしてきた

が，現在は 3つの地域にベトナム仏教の寺院が完成

したため，もう心配はないと考えている。今は，すべ

ての勉強会に参加するわけではなくなり，勉強会を

運営している人がわからないことがある時に，フン

さんのもとに電話が来るだけになった。さらに，年

に 3回ある大きな行事の時にはビデオを撮り，DVD

にして配ったり，動画サイトにアップロードしたり

している。筆者がお寺で行われた行事に参加した際

も，フンさんはビデオを撮っており，そこに参加し

た技能実習生や留学生といった若い世代のベトナム

人がカメラに向けてポーズを取ったり，行事に参加

した感想を話したりしていた。ビデオを撮って動画

を作ることは，フンさんにとっては，「好きなこと」

で「勉強みたいなもの」であるという。

5．6．夜間中学で学ぶという「夢」の実現

フンさんは，2017 年から夜間中学に通うように
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なった。日本において日本語が話せることの必要性

を感じており（抜粋 9），日本語がわからないことで

会社でも昇進できないことを問題として挙げていた

が，長年，教室には通えなかった。

抜粋 9．ある国にいる時は，そこで話されている

言葉が話せることは必要であるという語り

H： Coi TV cũng không hiểu, coi thông báo cũng 

không biết. Rồi đi ra đường người ta có cái gì 

vui cũng không hiểu. Bạn bè có vui được nhưng 

không vui được. Ở Việt Nam thì ví dụ vô quán 

cà phê, người ta có chuyện vui người ta nói thì 

mình cũng cười theo. Nó là hạnh phúc nhất. Rất 

là cần ngôn ngữ của một quốc gia.

 〔テレビを見ても理解できず，お知らせを見て

も分からない。みんなが面白そうにしていて

も分からない。友だちが楽しくしていても，

自分は楽しくない。ベトナムでは，例えば，

みんなでカフェに入って，楽しく会話をして，

自分も一緒に笑う。それが一番幸せなこと。

ある国の言葉が話せることはとても必要なこ

とだ。〕 （2017 年 4 月 20 日インタビュー）

お寺の活動を始めるようになった頃，フンさんは

「ボランティア」のようなことをしていた。フンさん

はお寺に来た人から質問を受けると，「日本のわか

ること」を「ちゃんと教えてあげる」という。7年

ほど前，フンさんには，来日したばかりのベトナム

人の知り合いがいた。その人は，日本語を勉強した

いということだったので，フンさんは夜間中学を紹

介した。さらに，その知り合いは日本語が分からな

かったため，2週間から 1ヶ月ほど，フンさんは通

訳として一緒に授業に参加していた。校長先生は，

フンさんが日本語を話せるが，文字を読むことがで

きないことに気づき，「フン君もずっと 3年間勉強し

なさい」と，夜間中学で勉強するように勧めてくれ

た。フンさんにとっては，夜間中学で勉強すること

は夢であったが，当時は，5時半から 6時ぐらいま

で仕事をしており，忙しかったため，通訳としての

授業への参加が終わってからは，通学することがで

きなかった（抜粋 10）。

抜粋 10．知人の通訳として夜間中学に行った後，

フンさん自身は夜間中学に通うことができなかっ

たため，「もったいない」と考える語り

H： そういうのこと。頼むこと。Chú Hưng4は，勉

強になったら，だいたい校長先生わかった。あ

なたも勉強しないもったいないから。もう一

緒に勉強なさいって。同じ勉強（不明）なさ

い。1年生（不明）。一緒に勉強しなさい。そ

れ 1ヶ月の間，僕，chú Hưngは，読む，字も

読まない，言葉を下手くそだから校長先生よ

くわかる。校長先生，反対，僕に（不明）て，

chú Hưngも一緒に3年間勉強したい。もった

いないから。それ時は chú Hưng忙しいから

できない。できないかった。それこと。

  （2018 年 1 月 20 日インタビュー）

フンさんの暮らす地域には，夜間中学の他にも生

活者向けの地域日本語教室があるが，フンさんは，

週に 1，2回学習するだけでは上手にならないと考え

て，行かなかった。数年前から，フンさん夫妻は縫

製の仕事をするようになった。フンさんは仕立ての

方法が分からず，奥さんが主に働いている。フンさ

んは布を切ったり，片づけたりというように手伝う

だけだ。2017 年は「ちょっと暇」になったので，夜

間中学に通うようになった。通学している人の中で

はベトナム人が一番多いが，日本人や韓国人，ラオ

ス人やタイ人などもいる。一番若い人は 20 代であ

り，一番年上は日本人と韓国人で 80 代である。

これまで日本語が話せないことによって，日本語

を話す人と感情の共有ができなかったが，現在では，

夜間中学に通うことで，日本語を勉強できるように

なり，日本語を使って会話することができる。この

ことは，フンさんにとっては「とても幸せなこと」

であり，「とても大事なこと」である。そして，60

4　「Chú Hưng」とは，フンさんのこと。直訳すると，
「フンおじさん」となる。フンさんは自分自身を指して，
「Chú Hưng」と言っている。
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歳近くになった今からでも日本語を継続的に勉強す

ることができれば，人生は変わると考えている。

家では家族とベトナム語を使い，友だちと出かけ

るということもないため，学校に行かないと，日本

語が段々下手になると感じている。そして，学校と

は違い，直してくれる人がいないため，「バラバラ」

で「めちゃめちゃ」な言葉を使う。一方，学校では

間違った言い方をすると先生が直してくれる。学校

に行くと分からないことが多いが，毎日，日本語を

使っているので，少しずつ上手くなっていくと感じ

ている。

このように，夜間中学に入ったことで，気持ちは

「嬉しい」が，時間がないため，復習は十分にできて

いない。毎日，午後 5時半から 8時 45 分までの学校

にいる間だけ勉強し，宿題も全部学校でやる。仕事

がなければ，学校で勉強した後に，家でもう一度復

習ができ，そうすれば，もっと日本語が上手になる

だろうと考えている。さらに，フンさんは歳をとっ

ているため，「覚えにくい」という。24 歳，25 歳の

人と一緒に 4月から勉強を始めたが，フンさんはそ

のような若い人の半分くらいしか学習できていない

と感じている。フンさんのお父さんもベトナム語の

文字の勉強に苦労していたことがあり，若い頃のフ

ンさんはその大変さがわからなかったが，今はそれ

が理解できるようになった。

6．主体的な課題遂行とそれに関わる社
会的文脈

6．1．制約の中での主体的な課題遂行

5．のストーリーをもとに，フンさんが様々な制約

のもとで，日本で生活する上での課題をどのように

遂行してきたのかを考察していく。ここでいう「課

題」とは，「解決が必要な問題，果たすべき義務，達

成すべき目標」（吉島，ほか，2014，p. 10）と関連

するものであり，フンさんのストーリーからは「夢」

として語られていたことを手掛かりに考察していく

こととする。

フンさんの日本への定住は「夢」の喪失から始まっ

ていた。ベトナムを出国したフンさんが偶然到着し

たのは日本であった。アメリカへの定住を希望して

いたが，許可が出ないまま日本の難民センターで 8

年を過ごすことになってしまった。第三国定住を諦

め，日本に定住をすることにしたが，日本語や日本

の社会について何もわからなかったために，「夢」が

砕け散ってしまったと語っていた。また，ベトナム

人集住地域に引っ越してからも，希望の仕事はでき

ず，日本語を使った仕入れができなかったため，ベ

トナムとの貿易をするという「夢」も叶わなかった。

このようにフンさんのストーリーを振り返ると，大

きな制約となっていたのは，職場での日本語である

といえる。

日本語が制約となる要因には，日本に定住する難

民が十分な日本語教育を受けることができないとい

う制度的な問題があり，それは職場での言葉がわか

らないといった困難と結びついていく。このような

制約の中，フンさんはベトナム人の知り合いを頼っ

たり，通訳を利用したり，定住前にセンターで使用

していた教科書を用いて独学をしたりと様々な方略

を用いて日本語の問題を解決してきたといえる。さ

らに，地域のことをよく知っている人を頼りにする

ことでベトナム仏教の行事を実施するという課題も

遂行していた。

本人に日本語を学びたいという気持ちがなく，日

本語を学ばなくても課題遂行ができるのであれば，

日本語を学ぶ必要はない。さらに言えば，日本語学

習を押し付けることもマジョリティによる暴力であ

るといえる。定住開始当初のフンさんにとって重要

な課題は「仕事をすること」であったが，職場には

日本人ばかりでベトナム語が使える相手がおらず，

フンさんは日本語がわからなかったため，「コミュニ

ケーション言語能力」を活用することはできなかっ

た。一方で，ベトナム人ネットワークを活用し，「一

般的能力」を使用することで，派遣会社に勤めるよ

うになり，より良い仕事をするという目標は達成す
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ることができたといえる。しかし，派遣会社で働い

ていた頃の生活は仕事をするだけで，「夢」は持たな

いようにしていたという。

このようにフンさんは長い間，日本語がわからな

いことによって不利な立場に置かれており，もし来

日当初から夜間中学に通っていれば人生が変わって

いたと考えている。また，何十年もの間，夜間中学

の存在を知らず，行かなかったことを「もったいな

い」ことであったと感じている。しかしながら，フ

ンさんは，定住開始前に国際救援センターで日本語

教育を受けて以降，長い間，日本語の学習はしてい

なかった。地域には，ボランティアの日本語教室も

あるが，時間数が少ないため，上達が見込めるもの

でないと判断し，参加しなかったという。なぜフン

さんは，夜間中学に通うようになるまで，継続して

日本語を学習することがなかったのだろうか。

6．2．職場での日本語の使用を阻む社会的文脈

6．1．では，フンさんの日本での生活において，

職場での日本語が「夢」の実現への制約となってい

たが，フンさんが日本語を学んでいた時期は限られ

ていることを指摘した。そこで，本節では職場でフ

ンさんが置かれた社会的文脈を考慮しながら，なぜ

フンさんが継続して日本語を学んでこなかったのか

を考察していく。

ベトナム難民が定住前に受けられるのは短期間の

日本語教育だけであり，ほとんど日本語ができない

状態で定住を開始しなければならない。そのため，

日本語ができない状態で働くことのできる会社に就

職することになる。日本語を使用しなくても働くこ

とのできる会社では日本語を話せるようになること

は期待されず，日本語を使う者と日本語を使うこと

のできない者との権力関係は固定的なものとなって

いると考えられる。フンさんが定住開始当初に勤め

たメッキ工場では，日本語がわからないことで間違

えることもあり，いじめられることや怒鳴られるこ

とがあったという。フンさんは，このような権力関

係によって「話す権利」（Bourdieu, 1977）を得るこ

とができず，日本語でのコミュニケーションにアク

セスできなかったのではないか。また，メッキ工場

での仕事を「ロボットみたい」と述べていたように，

仕事は簡単であったため，日本語を学ぶことの価値

は感じていなかったという。

会社で弱い立場に置かれているという状況を打破

するためにフンさんが選択した手段は派遣会社に転

職することであった。定住を開始した時に就職した

メッキ工場のように，一つの会社で働き続ける場合

には「自分が会社を必要とする」ため，弱い立場に

置かれる。一方，派遣会社で働いていた時には，「会

社に必要とされる存在」となり，「重宝」されるよう

になった。日本語ができないという制約の中で，不

利な立場に置かれていたフンさんは，働き方を変え

ることで，職場の権力関係を変化させることができ

たといえる。しかし，派遣されて行った地域に思い

出はなく，その頃の生活は仕事をするだけで，「夢が

あっても意味がないため，自分で夢を持たないよう

にしていた」と語っていた。派遣での仕事が快適な

のは，短期間しか働かない「お客様」としての扱い

を受けているからであり，日本語を使用する人々と

の間には壁があったといえるのではないか。

一方で，フンさんが日本語学習に価値を見出し，

自分で日本語学習をしていたのは，大手企業で金属

加工の仕事をしていた時である。フンさんは仕事の

内容が面白いと思ったが，見ているだけではどうす

ればよいかわからないため，日本語を学習する必要

が出てきたという。それまでの職場とは異なり，日

本語が使用できることが仕事を行うという課題を遂

行するための条件となっていた。日本語を学習する

ことは，職場への参加を促すための手段となってい

る。フンさんは仕事の内容に魅力を感じており，日

本語を身につけることで高い技術が必要な仕事をし

たいと考えていた。この職場ではフンさんは周りの

人に作業について尋ねることを通して仕事を遂行し

ていた。すなわち，「話す権利」を認められた状態に

あり，日本語を使用するコミュニティにアクセスす
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ることができている。

しかし，姫路での仕事や神戸での仕事は好みでは

なく，「気持ちがない」と語っており，ベトナム人集

住地域における仕事については満足していないよう

である。ベトナム人集住地域に移住してからは，「趣

味」である商売をしようとしたが，日本語が壁とな

り諦めざるを得なくなった。

このように，働く職場の状況に応じて，フンさん

にとっての日本語の使用や学習の意味づけは変化し

ていた。以上をまとめると，フンさんが日本語学習

への価値を見出すことができたのは，ある職場での

仕事に興味があることと，その職場において「話す

権利」が認められるという 2つの条件がそろってい

る時であると指摘できる。

6．3．「話す権利」の保障された場所

フンさんは知り合いの通訳として夜間中学に行っ

た後は，時間的な制約から，継続して夜間中学に通う

ことはできなかった。現在は会社に勤めるのではな

く，縫製の仕事の手伝いをしており，もう一つの夢

であったベトナム仏教寺院の活動も安定してきた。

それに伴い，十分な時間ができたため，現在では毎

日，夜間中学に通えるようになった。

フンさんはベトナムにいた時にあまり学校に行け

なかったので，学校で学びたいと思う気持ちがあ

り，今からでも日本語を学ぶことは大切だと考えて

いる。

フンさんにとって夜間中学は，ベトナムでは通う

ことのできなかった学校に行くことができるという

だけでなく，普段は使用する機会がない日本語を使

うことができるという意味でも重要な場所だといえ

る。ベトナムでは「みんなでカフェに入って，楽し

く会話をして，自分も一緒に笑う」ことができ，「そ

れが一番幸せなこと」であるが，日本では，テレビ

やお知らせを見ても理解できず，他の人が楽しそう

にしていても，自分は楽しくないという状況にある

という。そのため，日本では日本語が話せることは

必要だと述べている。フンさんは，夜間中学は日本

語を使って自分の感情を共有することができる場所

であり，クラスのみんなと日本語を使って話をする

ことで，一緒に笑うことができることが嬉しいとい

う。フンさんにとっては夜間中学が「話す権利」の

保証された場であるといえるだろう。自分の暮らす

地域で使われている言葉を「話す権利」が保障され

るということは，その地域で「夢」を抱けるように

なるために重要なことだろう。

一方で，「話す権利」が保障されるべき言語は，日

本語だけではない。フンさんはベトナム人集住地域

に移住してから，ベトナム仏教の寺院を設立するこ

とが「夢」となったと語っていた。ベトナム仏教の

活動を行い，ベトナム人同士が集うことのできるコ

ミュニティをつくることは，日本社会では保障され

ていないベトナム語を「話す権利」を手にすること

につながるといえる。日本での生活において，日本

語を使えるようになることだけでなく，ベトナム語

を自由に使える場をつくることも，フンさんの生活

を，「夢」を抱くことのできる豊かなものにすること

に貢献しているといえるのではないか。

7．ベトナム人集住地域に暮らすことの
意味

川上（2001）がベトナム人集住地域の形成について

指摘していたように，フンさんもベトナム人のネッ

トワークを利用して，ベトナム人集住地域に住むよ

うになった。1．では，「ベトナム人集住地域は，日

本語ができない状態でも生活できるユートピアなの

だろうか」という問いを立てたが，フンさんにとっ

てはどうであったのだろうか。

フンさんは関西でベトナム仏教の寺院を設立した

が，そこで行われる活動は，ベトナムで生まれ育っ

た人には理解できても，日本で生まれ育ったベトナ

ムルーツの子どもには理解できないものであり，ベ

トナム仏教の活動を進めることは，日本語を使用す

る社会から孤立した，ベトナム語だけの世界を作ろ
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うとしているかのようにも見える。一般的には，ベ

トナム人集住地域で暮らすと，ベトナム語ばかりを

使用するため，日本語が上達しないと思われるかも

しれない。しかし，フンさんは来日当初から日本の

会社に就職しており，日本社会には参加していた。

6．2．でも示したようにフンさんの日本語の使用を

妨げたのは，必ずしもベトナム人集住地域に暮らす

ことではなく，日本社会への参加において「話す権

利」が保障されないことにあったともいえる。フン

さんは，ベトナム仏教の活動を始めるまでは「普通」

の生活をしていたというが，活動を始めてからは，

家族や職場以外にも人間関係を広げていった。例え

ば，ベトナム仏教の行事を行うためには，開催する

ための場所を探す必要がある。そのような課題は外

国人の支援をしているセンターを活用して解決して

いた。このことは，ベトナム仏教徒のコミュニティ

をはじめとしたベトナム人のコミュニティは，日本

社会と隔離されたものではないことを示しており，

ベトナム仏教の活動を日本で行うという行為は，日

本社会と積極的に関わりを持つことだといえる。

ベトナム人コミュニティは日本社会の中にあり，

そこには日本社会とベトナム人コミュニティをつな

ぐ役割をする人がいる。フンさんは，日本での定住

を始めたばかりの頃は，群馬県に住んでいるベトナ

ム人の友だちから情報を得たり，元留学生の通訳を

頼ったりしていた。一方，神戸に来て，ベトナム仏

教の寺院を設立してからは，フンさんは「ボラン

ティア」のような立場になり，ベトナムの人に日本

での知識を教えたり，来日したばかりの人のために

通訳として夜間中学に行ったこともあった。また，

フンさんが設立した仏教寺院に集まる技能実習生や

留学生といった新しく来日した世代と，フンさんの

ような難民として来日した世代は，ベトナムで生ま

れ育ったという背景を共有しており，寺院における

活動をともに行うことで，世代を超えた交流をして

いる。

6．では社会的な制約のもとでコミュニケーション

言語能力や一般的能力を駆使しながら課題を遂行し

てきたフンさんの様子を描いた。フンさんのストー

リーを考慮すると，ベトナム人集住地域は日本社会

とは隔離された「日本語ができない状態でも生活で

きるユートピア」であると一概に捉えるべきではな

い。そこに暮らすことは，社会と積極的に関わりを

持ちながら自分の持つ言語や知識を発揮できる場に

生きることだとも考えられる。

以上のように，フンさんのライフストーリーを通

して，日本社会が外国人を支援するという視点から

は見ることのできなかった，在日ベトナム難民によ

る主体的な取り組みを知ることができた。今後も，

継続してベトナム難民に聞き取りを行っていきたい

と考える。ただし，一人ひとりのベトナム難民は異

なる経験をしているため，フンさんと同じ，仏教徒

の男性にインタビューを行った場合にも異なったス

トーリーが構築されるだろう。さらに，日本での寺院

の設立にも苦労した仏教徒とは異なり，すでに日本

に教会があるカトリック教徒の場合は，さらに別の

ストーリーが構築されると予想される。戸田（2001）

は，在日ベトナム難民の弁別指標として，出身地，

宗教，エスニシティを示していたが，今後は，他の

属性を持つベトナム難民へのインタビューを積み重

ね，さまざまなバリエーションのライフストーリー

を作成し，複数のケースを比較できるようにしてい

きたい。
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Abstract

This research aims to clarify the meaning of the use and learning of multiple languages 

such as Vietnamese and Japanese for Vietnamese refugees living in a Vietnamese settle-

ment area in Japan. I conducted participation observations and semi-structured inter-

views in the Vietnamese community and pieced together the life story of a Chinese 

Vietnamese refugee. When first settling in Japan, he lost his dream because of his lack 

of Japanese language ability, but he improved his life by using the Vietnamese network. 

Also, his motivation for learning Japanese increased after he started to work for a com-

pany that encouraged him to recognize the value of learning Japanese. Even though he 

could not do the job that he wanted to, he was able to achieve his dream of establishing a 

temple of Vietnamese Buddhism and attending a junior high school at night. From his life 

story, I was able to reconsider the meaning of using and learning Japanese, and the mean-

ing of living in a Vietnamese settlement area from the viewpoint of Vietnamese refugees.
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