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はじめに
2004 年５月、イラクのアナコンダ米空軍基地が攻撃されフィリピン人
１名が死亡、４名が重軽傷を負うという事件が起こった。この５名のフィ
リピン人はすべて OFW と呼ばれる海外労働者であった。この時点では約
3,000 名がイラク国内で働いており、この内 1,364 名がアナコンダ基地内
で働いていた１）。
また、７月にはトラックドライバーであるフィリピン人労働者が人質
にとられ、解放の条件としてフィリピン部隊のイラクからの撤退という
要求が出された。再選されたばかりのマカパガル・アロヨ大統領は派遣
していた軍人 43 名と警察官８名の 51 名からなる部隊全員の撤退を決め、
部隊は人質になっていたデラ・クルス氏とともに７月 22 日に帰国した２）。
この出来事によりフィリピンは、人質解放の条件としての部隊撤退とい
う要求を受け容れた最初の国として世界の注目を集めた。アロヨ大統領
は７月 20 日にこの決定に関し次のように述べた。「中東には 100 万人以
上が、世界中には 800 万人以上の OFW がいる。フィリピン政府は彼らが
どこに暮らしどこで働こうとも彼らの幸福に深い国家的関心がある。私
はアンへロ（デラ･クルス）の生命を救うために、数日前我が部隊を帰国
させる決定をした。私はこの決定を後悔しない。」３）
− 136 −

来日フィリピン人の変遷と現状

こうしたフィリピン政府の態度を多くの国民も支持した。有力日刊紙
の社説は次のように論評した。「彼女（アロヨ大統領）はこのこと（部
隊を帰国させ、フィリピン人トラックドライバーの命を救ったこと）を
後悔したり、弁解がましく説明したりする理由は全くない。彼女は一人
のフィリピン人労働者の命を救ったのであり、1995 年にシンガポールで
実行された家政婦フロール･コンテンプラシオンの処刑によって引き起こ
された（国民的）爆発に匹敵するであろう社会動乱から国を救ったのであ
る。」４）
因みに、イラクへ行く OFW の数は 1998 年 10 名、2000 年 42 名、2002
年 50 名とごく少数であったが、2003 年には一気に 1490 名に増え、2004
年５月には 3000 名を超えている５）。OFW の派遣は、後に述べるように政
府の機関を通じて行われているので、イラクの場合はアメリカ軍がフィ
リピン政府を通じて基地で働く労働者を募集したということになる。
OFW（海外フィリピン人労働者）の動向はこのようにフィリピンの政
治を動かし、また国家経済にも大きな影響を与え、国民全体から注目を
集めている。さまざまな統計資料は、海外フィリピン人労働者数が今後
も増えていく傾向を示している。
日本は 80 年代後半以降 OFW が目指す主要な国の一つであり続けてい
る。近年の傾向としては、生活する場として日本を選択するフィリピン
人が多くなってきたことが挙げられるであろう。また最近日本とフィリ
ピンとの自由貿易協定（FTA）交渉を舞台として、フィリピン人看護師
と介護士の日本への受け容れが現実的なものとなるなど、新たな展開も
見せ始めている６）。日本人とフィリピン人は今後ますます身近な関係に
なっていくであろう。
本稿では、まずフィリピン人の海外労働事情と海外在留事情を全体的
に概観し、次に来日する OFW にはどのような特徴があるのかを見てい
く。こうした基本的な背景を理解することにより、受入国日本に住む私
たちにとって、来日フィリピン人が定住していく過程で出会うさまざま
な社会的･文化的困難を正しく理解することは今後ますます重要な意味を
− 137 −

帝京国際文化

第 18 号

持つ。なぜならば、彼らはますます身近な存在になるであろうからである。
本稿が来日するフィリピン人を理解する一助になれば幸いである。

第１章

海を渡るフィリピン人

１．海外フィリピン人労働者（OFW）
2003 年 に、 働 く 目 的 で 国 外 に 出 た フ ィ リ ピ ン 人（OFW = Overseas
Filipino Workers）は 867,969 人であった。フィリピンの国勢調査によると
2002 年の総人口は約 8,180 万人であるから、全人口のおよそ 1.1％の人が
生活の糧を求めて海外に出掛けたことになる。ただし、この数はその年
に働く目的でフィリピンを出た人の数であるから、現在国外に在住して
いるフィリピン人の数を表すものではない。現在国外に在住しているフィ
リピン人は約 730 万人であり、この人たちが家族の住む祖国に送金した
金額は、2000 年には 60 億ドルを超え、2003 年には 76 億ドルに達したと
言われている。この金額は国内総生産（GDP）の 10％に匹敵する額であ
る７）。
OFW とは法律で規定された用語であり、正式名称は、「移民労働者
な い し は 海 外 在 住 フ ィ リ ピ ン 人 労 働 者 」（Migrant Workers or Overseas
Filipino Workers）である。これは、国外において収入を伴う活動に従事
している、あるいは今までしてきた、する予定のあるフィリピン人を指
す用語と定義されている８）。そしてこの移民労働者（OFW）を担当する
政府機関として、労働雇用省内にフィリピン海外雇用管理局（Philippine
Overseas Employment Administration = POEA） と 海 外 労 働 者 福 祉 管 理 局
（Overseas Workers Welfare Administration = OWWA）の２つの部局が設置
されている。つまり、フィリピン人が海外に働きに出掛けていくことは、
政策として行われているのである。
２．経過
・マルコス時代
フィリピン人が集団で契約労働者として海外に渡る現象は 1900 年代に
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まで溯ることができるが、こうした海外に労働者を送る事業が国の政策
として始まるのは、マルコス政権下の 1974 年になってからである。
1970 年代初めに、サウジアラビアをはじめとする中東の石油輸出国が
原油価格を大幅に値上げし、その資金をもとに国造りをしていく過程で
大量の技術者や労働者が必要になった。その技術者や労働者集団の一翼
を担ったのがフィリピン人である。この時期までにフィリピンでは技術
者や労働者が国内的に供給過多になっており、マルコス政権は、1974 年
に公布された新労働法に海外雇用政策を詳細に規定した。この法律の下
に海外雇用開発委員会（OEDB）と国家船員委員会（NSB）を創設し、移
民労働者の募集、斡旋、送金を政府自身が手がけることにしたのである。
1982 年には、それまでは個別の機関であった雇用事業局（BES）、海外
雇用開発委員会（OEDB）、
国家船員委員会（NSB）の３部局が統合されて、
フィリピン海外雇用管理局（POEA）が設立され、海外雇用という有望な
｢ 新産業 ｣ を推進する先頭に立つことになった。以後、POEA がその後の
フィリピン海外雇用労働政策の責任部局になるのである。
新労働法が公布された翌年の 1975 年には陸上、船員合わせて 36,035 人
であった年間出国海外労働者は、POEA 設立前年の 1981 年には 282,506 人
にまで増えていたのである。６年間で実に 7.8 倍という増加であった９）。
・アキノ時代
海外労働者はその後も増え続け 1986 年２月の劇的な政権交代を経た
アキノ政権下の 1987 年には 449,271 人にまで増えていた。アキノ政権
下での政策決定はそれまでのマルコス大統領による独裁とは決定的に異
なっていたが、前政権の下で生まれた海外雇用労働政策は更に推し進め
られることになった。アキノ大統領は海外労働者を ｢ 新しい英雄（new
heroes）｣ と呼び、POEA の権限強化を行った。また、1974 年の労働法に
欠けていた移民労働者の福祉･保護を目的として、1977 年に ｢ 海外労働
者福祉基金 ｣ が創設されていたが、1987 年にはこれを海外労働者福祉管
理局（OWWA）に改変し、1988 年には 12 月を ｢ 海外フィリピン人月間（The
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Month of Overseas Filipinos）｣ とする布告に署名した 10）。
こうした、海外労働者を英雄と見る政策の背景には彼らが祖国の家
族に送金する莫大な外貨の存在がある。1991 年には ｢ 海外投資基金法
（Overseas Investment Fund Act）｣ を成立させ、海外労働者の送金額を大き
くすることにより、対外債務を減らすという方針がとられた。それまで
様々なルートで送金されていたものを、公的な金融機関を通して送金す
るようにするのが狙いであった。公的な金融機関を通して送金した者に
は奨学金交付、住宅ローン、事業資金の貸付援助などといった様々な優
遇策がとられたのである。この時期までに、輸出金額から輸入金額を差
し引いた貿易収支は常にマイナスであったのである。
［表１−１］年別貿易収支と海外送金額の推移
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

貿易収支（100 万ドル）
− 201.82
− 1,016.73
− 1,085.19
− 2,598.11
− 4,020.13
− 3,211.85
− 4,694.62

送金額（100 万ドル）
680.44
791.91
856.81
973.02
1,181.07
1,500.29
2,202.38

Foreign Trade 1971 to 1999（National Statistics Office and the Bangko Sentral ng
Pilipinas）と Overseas Filipino Workers Foreign Exchange Remittances（Bangko
Sentral ng Pilipinas）より作成
［表１−１］から分かるように、1990 年には送金額が 12 億ドル弱であっ
たものが、海外投資基金法の成立後の 1992 年には 22 億ドル強になった
わけであるから大きな効果があったと言えるであろう。
・ラモス時代
アキノ政権に続く、1992 年から始まるラモス政権でもこの政策は継続
され、対外債務の減少に海外労働者の送金する外貨は大きく貢献した。
海外労働の経済的なプラス面に注目が集まる中、フィリピン全土に衝
撃を与える事件が 1990 年台初めにシンガポールで起こった。いわゆるフ
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ロール・コンテンプラシオン事件である。この事件は、1991 年５月にフィ
リピン人家政婦のデリア･マガと彼女が世話をしている４歳になる子供が
殺害されたことに端を発する。1993 年１月にシンガポール高等裁判所は、
マガと同じフィリピン人家政婦であるフロール･コンテンプラシオンの殺
人罪を認め、絞首刑を宣告したのである。彼女は少女時代から精神に障
害があり、こうした不安定な精神状態から殺人を行ったというのが原因
であるとされたのである。
これに対して、精神障害は単なる偏頭痛であり、殺人が行われた時刻
に彼女は精神的に異常ではなかったという鑑定が出された。一方、マガ
の隣に住んでいた別のフィリピン人家政婦は、息子の死に激怒したマガ
の雇用主とその兄弟がマガを殺害したと述べ、その根拠としてこの兄弟
がそのことを話しているのを聞いた、と主張した。
1994 年７月にはコンテンプラシオンの弁護士が控訴申し立てを行った
が、10 月には棄却された。またラモス大統領自身を含む様々な申し立て
もすべて却下され、絞首刑の執行日 1995 年３月 17 日が刻一刻と近づい
てきた。世論に押されたラモス大統領は３月 11 日に再度シンガポール政
府に対して、死刑執行の延期と彼女の無罪を証明する新証拠を考慮して
再審査するよう申し入れた。フィリピン政府、人権弁護士グループ、国
際的な団体、NGO などが最後までシンガポール政府に対して執行延期の
申し入れを続けたが、結局受け入れられることはなかった。予定された
３月 17 日に、コンテンプラシオンの絞首刑が執行されたのである 11）。
この事件以外に、度々世界の各地で人権侵害と思われる事件が報告さ
れてきたが、フロール・コンテンプラシオン事件がフィリピン社会と政
府に与えた影響は大きかった。対応を迫られたラモス政権は 1995 年６月
に ｢1995 年移民労働者および海外在住フィリピン人法（Migrant Workers
and Overseas Filipinos Act of 1995）｣ を制定することでこの状況に応えた。
この法律は、海外雇用政策を制度化し、移民労働者とその家族および海
外で困難な状況下にあるフィリピン人の高度な保護基準と福祉の促進を
確立すること等を目的とするものである、としている 12）。
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ラモス大統領は、この年の５月に ｢ 外国の地に労働者を輸出するのは
私の政府の政策ではない、前政権の政策ではあったかもしれないが。」
「政
府が今日課されている課題は労働移民現象の管理である。海外雇用は政
府のプログラムではない。それは事実なのである ｣ と発言していた。し
かしながら、「1995 年法」を制定することによりラモス政権は海外雇用
を政策として認めなければならなくなったのである 13）。
因みに、OFW という言葉が初めて使われたのが「1995 年法」であ
る。それ以前は、海外移民労働者は「海外契約労働者（Overseas Contract
Workers = OCW）」と呼ばれていた。
ラモス政権が始まる 1992 年に 686,461 人であった年間に採用された
OCW の数は、政権最後の年 1998 年には 831,643 人に増え、送金額も 22
億 200 万ドルから 49 億 2600 万ドルへと増えていた。
・エストラーダとアロヨ時代
俳優出身で、それまでのエリートとは異なることを最大の特徴として
登場し、1998 年に就任演説を史上初めてフィリピノ語で行ったエストラー
ダ大統領は、貧しい民衆のための政治を標榜し喝采を浴びて登場した。
しかしながら 2000 年に失脚し、副大統領であったアロヨ女史が大統領に
昇格した。彼女は、第５代マカパガル大統領の娘として生まれ、アメリ
カで学位を取得したエリート経済学者であった。様々な点で対照的な両
者ではあるが、OFW に対する対応では前政権のそれを引き継いでいる点
で共通している。
こうした環境のもとに祖国を後にする OFW は年々増え続けアロヨ政権
２年目の 2002 年には 891,908 名に達したが、翌 2003 年には 867,969 名と
2.68％の減少を見た。これは香港をはじめとするアジアを襲った SARS
とイラク戦争が大きく影響していると思われる。しかしながら、人数で
は減少したが送金額は逆に 2002 年の 72 億ドルから 2003 年の 76 億ドル
へと増加している。これは職種がそれまでの家事労働者･単純労働者から
介護士･熟練労働者へとシフトしてきていることをうかがわせる 14）。
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1999 年から 2003 年までのそれぞれの年に出国した OFW の数は以下の通
りである。
［表１−２］年別 OFW 数の推移
合計

1999
837,020

2000
841,628

POEA, Annual Report 2003

2001
867,599

2002
891,908

2003
867,969

より作成

３．OFW の目的地
OFW は、各国に上陸する人々と船舶乗務員の２つのグループに大別さ
れる。2003 年には、前者が 651,938 人で後者が 216,031 人であった。
上陸先は世界中のほとんどあらゆる国々であるが、サウジアラビアが
飛びぬけて多い。これに香港、日本、アラブ首長国連邦と続く。地域別
に見ると、中東に 44％、それ以外のアジアに 39％とほとんどこの２地域
に集中している。
［表１−３］OFW の目的地上位５か国（2003 年）
行き先
サウジアラビア王国
香港
日本
アラブ首長国連邦
台湾

人数
169,011
84,633
62,539
49,164
45,186

比率
25.9
13.0
9.6
7.5
6.9

POEA, Top Ten Destination of OFWs より作成
目的地上位３か国へ向かう OFW の人数を年別で見てみると、サウジア
ラビア、香港へ行く数がほぼ安定、もしくは減少傾向にあるのに対して、
日本へ向かう OFW の数は増加傾向にあるのが近年の特徴である。
［表１−４］上位３か国年別行き先別 OFW 数の推移
サウジアラビア
香港
日本

1998
193,698
122,337
38,930

2000
184,724
121,762
63,041

2002
193,157
105,036
77,870

2003
169,011
84,633
62,539

POEA, Deployed Landbased Overseas Filipino Workers by Destination（New
hires and Rehires）より作成
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中東へフィリピン人が向かうようになったのはいわゆる ｢ 第１次オイ
ルショック ｣ に端を発する。つまり、1970 年代に中東の産油各国が原油
価格を大幅に値上げし、その資金をもとに国造りをしていく過程で大量
の技術者や労働者が必要になったのである。その技術者や労働者集団の
一翼をフィリピン人が担ったのである。以来、フィリピン人は OCW と
してサウジアラビアを始めとする中東各国に働きに行くことになり、こ
れが現在まで続いている。また近年は、この地域へ向かう OFW の中には
女性の家事労働者も多くなっている。
アジア NIES の国々は、1980 年代後半から驚くべき高い経済成長を成
し遂げ、世界の注目を集めてきた。こうした国々では高度経済成長に伴
い労働力が不足しがちになった。フィリピン人は家事労働者としてこう
した国々の需要に応えてきたのである。フィリピン人が母語の他に英語
を話すバイリンガル国民であること、それに家族以外の者が他家の家事
を行うことが伝統的に広く行われてきたことが、こうした国々での家事
労働の需要に応えてきた要因に挙げられるであろう。
中東や NIES の国々へ向かう OFW に対して、日本へ来る OFW はかな
り異なった様相を呈している。つまり圧倒的多数が ｢ 興行 ｣ の資格で来
日するのである。2002 年に新規に来日したフィリピン人は 120,812 人で
あったが、このうちの実に 74,729 人が ｢ 興行 ｣ の資格で入国しているの
である。これは、2002 年のフィリピン人新規入国者数の 58％であり、
｢ 興行 ｣ の資格で来日したすべての外国人の 61％にも登る数値である。
｢ 興行 ｣ で来日するフィリピン人がいかに多いかは、すべての外国人新
規入国者の 92.6％が観光･商用などの ｢ 短期滞在 ｣ であることを考えて
みれば、より明らかになるであろう 15）。
また、中東や NIES の国々には年単位で在留するのが一般的であるのに
対して、日本へ来る OFW は、｢ 興行 ｣ の在留期間が短いことから１回の
来日で６か月滞在するのが一般的である点も異なっている。こうした事
情が、繰り返し来日するいわゆるリピーターを多く生みだし、逆に ｢ 興
行 ｣ の在留期間が過ぎたあとも帰国しないで、非正規滞在者として在留
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し続ける者を多く生みだしている要因になっているものと推測される。
４．海外在住フィリピン人（OF）
このようにフィリピンは、多くの国民が海外に働きに出かける国であ
る。更にもう１つの特徴として、OFW（移民労働者）だけではなく、国
外に在住しているフィリピン人も非常に多いという点が挙げられるであ
ろう。外務省の海外フィリピン人担当委員会（Commission on Filipinos
Overseas = CFO）は、OFW を含めた国外にいるすべての海外在住フィリ
ピン人（Overseas Filipinos = OF）を担当している。この委員会が発表し
た統計によると、2001 年に外国に在留しているフィリピン人は７,147,625
人であり、船舶乗務員の 255,269 人と併せて、７,402,894 人が国外にいる
。これは総人口のおよそ 10％に相当する数であるから、10 人に１人の

16）

フィリピン人が祖国を離れていることになる。フィリピンでは１家族を
６人として計算することが一般的であることから、驚くべきことに２家
族で１人以上が国外にいるという計算になる。これは、家族や近い親戚
のうちのだれかがいつでも国外のどこかにいるということである。
では、彼らは世界のどこにいるか見てみよう［表１−５］。
［表１−５］地域別海外在留フィリピン人の人数と割合
人数
41,906
１,257,658
１,358,203
776,332
３,426,983
286,545

アフリカ
東・南アジア
西アジア
ヨーロッパ
アメリカ大陸
オセアニア

比率
0.6
17.6
19.0
10.9
48.0
4.0

Commission on Filipinos Overseas, DFA, Stock Estimates on Overseas Filipino
Workers, As of December 2001 より作成
OFW として向かう国々では中東とそれ以外のアジアの国々が圧倒的に
多かったのであるが、OF として在留している地域では、アジア以外の地
域に６割以上のフィリピン人が住んでいることになる。とりわけアメリ
カ大陸への集中が特徴的である。
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また、この 740 万人を超える人々を在留タイプ別に分けると、274 万人
は、国籍はフィリピンであるが生活の拠点は外国にある人々であり、310
万人の人々は様々な資格で数か月から数年間外国で働いている人々であ
る。また、157 万人はいつ強制帰国を命じられても不思議ではない状況
下にある人々であることが分かる［表１−６］。
［表１−６］在留タイプ別海外在留フィリピン人数
長期
（permanent）
2,736,528

短期
（temporary）
3,099,940

非正規
（irregular）
1,566,426

合計
7,402,896

Commission on Filipinos Overseas, DFA, Stock Estimates on Overseas Filipino
Workers, As of December 2001 より作成
海外在留フィリピン人のうち、永住権を得、あるいは配偶者として生
活の拠点を外国に移した ｢ 長期 ｣（permanent）の 274 万人が多く住む国
は以下の通りである。
［表１−７］国別 ｢ 長期 ｣ 在留フィリピン人の人数と割合
在留国
米国
カナダ
オーストラリア
日本
英国
合計

長期（permanent）
1,910,844
338,561
204,075
65,647
45,889
2,736,528

比率
69.8
12.4
7.5
2.4
1.7
100

Commission on Filipinos Overseas, DFA, Stock Estimates on Overseas Filipino
Workers, As of December 2001 より作成
約７割の人々が生活の場として選んだ国は米国で、190 万人以上が住
んでいる。また、圧倒的多数のフィリピン人が英語圏の国々に住んでいる。
20 世紀初頭から約半世紀をアメリカの統治下にあり、現在でも政治、
経済、文化にわたってアメリカから強い影響を受けていることがこうし
た現象を生み出している１つの要因であろう。更には、アメリカがフィ
リピンに残した最大の文化的遺産と言われる ｢ 英語 ｣ により、多くの国
民は母語と英語を話すバイリンガルであり、これもアメリカを始めとす
る英語圏の国々を生活の場とさせる大きな要因になっているものと思わ
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れる。
また、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの国々は歴史的に多く
の移民を受け入れてきており、社会制度や住民の移民に対する接し方な
どが成熟しているといった事情もフィリピン人を引き付ける要因になっ
ているものと推測できる。
しかしながら、同じく英語が日常的に使用されている香港やシンガポー
ルでは、こうした国々と際立って対照的な状況を呈している。これらの
地域にいるほとんどすべてのフィリピン人は限定された期間働いて帰国
するのである。つまり、フィリピン人にとって香港やシンガポールは働
く場ではあっても、生活の場ではない。
［表１−８］在留タイプ別各国別在留フィリピン人数と割合
アメリカ
カナダ
オーストラリア
香港
シンガポール

長期
（permanent）
１,910,844
338,561
204,075
404
152

短期
（temporary）
60,373
21,146
687
171,485
56,377

比率
長期 : 短期
32 : １
16 : １
297 : １
１ : 425
１ : 371

Commission on Filipinos Overseas, DFA, Stock Estimates on Overseas Filipino
Workers, As of December 2001 より作成
［表１−８］の対比から分かるように、フィリピン人にとっては ｢ 生活
の場 ｣ とする国と ｢ 働く場 ｣ である国は明確に分けられていることが窺
える。

第２章

日本に来るフィリピン人

１．生活する場としての日本
日本はフィリピン人にとって ｢ 生活の場 ｣｢ 働く場 ｣ どちらの国なので
あろうか。現在日本にいるフィリピン人を在留資格の性質で分けてみる
と、以下のようになる。
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［表２−１］在留タイプ別日本在留フィリピン人数と割合
日本

長期
（permanent）
65,647

短期
（temporary）
138,522

比率
長期 : 短期
１ : 2.1

Commission on Filipinos Overseas, DFA, Stock Estimates on Overseas Filipino
Workers, As of December 2001 より作成
｢ 長期（permanent）｣ に当てはまる日本の在留資格は主に ｢ 永住者 ｣｢ 日
本人の配偶者等 ｣ である。｢ 短期（temporary）｣ でフィリピン人が多数を
占めるのは ｢ 興行 ｣｢ 定住者 ｣ である。
現状は［表２−１］で見るように日本を生活の場と考えている人より
も働く場と考えている人が多いと言えよう。更に、｢ 非正規（irregular）｣
の 36,379 人を短期的に働いている者とみるならば、｢ 働く場 ｣ は ｢ 生活
の場 ｣ のおよそ 2.7 倍になる。
外国人登録するフィリピン人は年々増え、1996 年の 84,509 人から 2002
年の 169,359 人と６年でほぼ倍増している。詳細に見ると、登録をして
いる人の中で活動に制限のない ｢ 永住者 ｣ が増加している。｢ 永住者 ｣ の
推移を見てみると、1998 年の 10,617 人から 2002 年の 32,796 人と４年で
３倍以上にもなっている 17）。
また、日本国内を都道府県別にあるいは人口密集地と過疎地に分ける
と、数では首都圏や中心部に多く在住しているものの周辺部にもかなり
の割合で住んでいるという特徴がある。外国人登録者数の多い韓国･朝鮮
人、中国人とフィリピン人がどの都道府県に多く登録しているか比較し
てみると、前２者が一か所に集住する傾向が強いのに対してフィリピン
人はその傾向があまり強くないことが分かる［表２−２］。
［表２−２］ 出身地別都道府県別外国人登録者
韓国･朝鮮 登録者数 比率 中国 登録者数
大阪
152,768 24.4 東京 112,208
東京
101,389 16.2 神奈川 33,728
兵庫
62,714 10.0 大阪
33,375
全国
625,422 100 全国 424,282
財団法人入管協会『平成 15 年度

比率 フィリピン 登録者数 比率
26.5 東京
28,247 16.7
8.0 愛知
14,295 8.4
7.9 千葉
14,134 8.3
100 全国
169,359 100

在留外国人統計』より作成
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次に、どのような地域に在住しているかを、東京都を例にとって探っ
てみる。東京都は人口が日本全国のおよそ１割を占め、外国人登録者の
数も全国で最大である。また、大きく区部、市部、町村部と分かれており、
過密と過疎という人口密度の大きな開きを持った地域があり、この点は
日本全体と共通する特徴であると言えるであろう。したがって、東京都
における外国人の在住パターンを知ることは日本全体の特徴を知るうえ
でかなり有効であると考えられる。
東京都には 2004 年４月１日現在 359,000 人が外国人登録している 18）。
韓国･朝鮮人、中国人、フィリピン人の区部、市部、町村部への登録者数
とその割合は次の通りである。
［表２−３］ 東京都における出身地別外国人登録者の割合（2004 年）
区部
市部
町村部
東京都

韓国･朝鮮
中国
87,027（84.0） 104,336（84.4）
16,407（15.8） 19,133（15.5）
149
89
103,583（100） 123,558（100）

フィリピン
総数
25,391（77.6） 298,322（83.1）
６,993（21.4） 59,695（16.6）
318
983
32,702（100） 359,000（100）

東京都「第１表 区市町村別主要 10 か国外国人登録人口（平成 16 年４
月１日現在）」より作成
東京都の人口約 1200 万人のうち 810 万人あまりが 23 区に住んでいる。
これは 67.4％に相当する。この人口比率と比べると、外国人はかなり高
い割合で区部に住んでいる（83.1％）。なかでも韓国･朝鮮と中国は 84.0％
と 84.4％と高い割合を示している。これに対してフィリピンはかなり低
い（77.6％）。この表から分かることは、大多数の韓国･朝鮮人と中国人
が都市部、中心部に住んでいるが、フィリピン人は市部･町村部にもかな
り多く在住していることである。この傾向は町村部の数字にはっきりと
現れている。３か国中最も多いのはフィリピン人の 318 人で、韓国･朝鮮
人は 149 人、中国人は 89 人である。外国人登録者の数がフィリピンと中
国では 3.8 倍、韓国･朝鮮とでは 3.2 倍も開きがあるのであるから、この
数字の持つ意味は数字以上に大きいと言える。町村部においては、フィ
リピン人が非常に多く中国人や韓国･朝鮮人は少ないのである。
− 149 −

帝京国際文化

第 18 号

これをフィリピン人の ｢ 働く場 ｣ と ｢ 生活の場 ｣ という視点から見ると、
まず働くために都市部に来た（OFW）が、やがて結婚のために周辺部に
生活の場を移していく（OF）という流れが想定できよう。
このことから、｢ 興行 ｣ の資格で来日した若い女性が数年にわたって
来日を繰り返すうちに、日本人男性と親しくなり、やがて結婚し、数年
の結婚生活の後に ｢ 永住者 ｣ になるケースが多く存在する、という仮説
が成り立つのではないだろうか。もしこの仮説が成り立つならば、時間
の経過とともに、日本に拠点を移すフィリピン人がしだいに増えてきて、
日本を ｢ 生活の場 ｣ と考えるフィリピン人が来日フィリピン人全体の３
分の１にまで増えてきたと見ることができる。今後は ｢ 働く場 ｣ と ｢ 生
活の場 ｣ の比率が更に縮まっていき、やがては逆転する日も遠くないも
のと予想される。
次に、やがて日本を生活の場とすることになるフィリピン人が、OFW
として日本に来る際に保有している在留資格のなかで最も多い ｢ 興行 ｣
を見ておくことにしよう。
２．｢ 興行（エンターテイナー）｣
フィリピン人は、彼らが得意とする ｢ 音楽 ｣｢ 踊り ｣ を披露するために
1960 年代から日本に来るようになった。この時代はバンド演奏や歌手、
民族舞踊といったプロフェッショナルの芸能人が主流であった。70 年代
後半から 80 年代始めにかけての日本では、経済発展に伴い娯楽を求める
風潮が強まり、国内各地の多くの繁華街にキャバレー、ディスコ、バー
といった娯楽施設が次々と作られていった。この 80 年代初期に到来した
｢ ディスコ時代 ｣ に求められたのがフィリピン人をはじめとする海外か
らのエンターテイナーであった。彼（女）らは ｢ 歌手 ｣ や ｢ ダンサー ｣
として来日するのであるが、必ずしもかつてのようにプロフッショナル
としての歌や民族舞踊を期待されたわけではなかった。またこの時期は、
リクルーターと呼ばれる人々が多数出現し、多くの若く ｢ 商品価値 ｣ の
あるフィリピン人女性を探し出し、日本に ｢ 輸出 ｣ し始めた時期でもある。
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契約違反、非人道的な扱いなど日本での彼女らの悲惨な待遇が報告され
始めるのもこの時期である。やがて、｢ からゆきさん ｣ を語源とする
｢ ジャパゆきさん ｣ という言葉も登場するようになった。彼女らの悲惨
な状況が日本、フィリピン双方のマスコミで取り上げられることも多く
なり、フィリピンでも決して評判はよくなかったのであるが、｢ 興行ビ
ザ ｣ で来日するフィリピン人は年々多くなってきた。
［表２−４］年別来日 OFW 数の推移（1984‐1994）
年
OFW

1984
11,656

1986
24,571

1988
41,289

1990
41,558

1992
51,946

1994
54,879

POEA, Deployed Overseas Filipino Workers by Destination より作成
特殊な技術を持たないフィリピン人が働く目的で来日することは極め
て困難なことなので、日本で働くことを望む多くの OFW は ｢ 興行 ｣ の
資格で来ることになる。例えば、1994 年には 54,879 人の OFW のうち
53,704 人が ｢ 興行 ｣ の資格で入国した。日本へ来る OFW の数（ほとんど
が ｢ 興行ビザ ｣ 保有者である）は 95 年と 96 年には激減するのであるが、
97 年から再度上昇に転じ 2002 年には ｢ 興行 ｣ の資格での入国する OFW
の数が 74,729 人にまで増加している 19）。
３．海外芸能人
では、どんな人がどのようにして来日するのかを見てみよう。
｢ 興行ビザ ｣ を持って日本に来る、いわゆるエンターテイナーは正式に
は海外芸能人（Overseas Performing Artist = OPA）と呼ばれる 20）。OPA に
なるためには、フィリピン海外雇用管理局（POEA）が発行する ｢ 芸能人
資格認定証（Artist Record Book）｣ を取得しなければならない。日本での
成功を夢見て多くの若い海外芸能人候補者がこの認定証を取得するため
に多くの時間、資金、それに努力を費やしている。OPA の形態はダンサー
･歌手･俳優など様々であるが、一例としてダンサーになるための手続き
を見てみよう。
まず、POEA から認定を受けたエージェンシー（ダンススタジオ）を
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探すところから始まる。こうしたスタジオは主にマニラ首都圏に集中し
ているので、首都圏以外の地方に住んでいる場合は友人や親戚、あるい
は勧誘員からの情報でスタジオを決めることになる。ここで 60 時間の
座学と 120 時間のダンス技能のトレーニングを受ける。座学では、海外
労働雇用に対するフィリピン政府の考え方、特に労働雇用省（POEA と
OWWA）、外務省（在外公館）の役割、OPA 本人とエージェンシーや雇
用者との関係、労働条件、OPA としての自覚やとるべき態度、日本の社
会･習慣･簡単な日本語などが学習される。この座学と同時並行に専門の
トレーナーや振付け師による 120 時間にもわたるダンス･トレーニングが
行われる。
また、スタジオは故郷から遠く離れたマニラ首都圏にあるため、ほと
んどがスタジオに泊り込みでトレーニングを受けることになる。
スタジオでの座学とダンスのトレーニングを修了した後、教育文化
ス ポ ー ツ 省（Department of Education Culture and Spots = DECS）技 術 教
育及び技能開発局（Technical Education and Skills Development Authority =
TESDA）で審査を受けて認定証（ARB）が発行される。
しかしながら、ARB はあくまでも資格でありこれを獲得したからといっ
て日本への切符を手に入れたことにはならない。次に待っているのはオー
ディションである。OPA が日本でエンターテイナーとして働くためには
日本での雇用主を見つけなければならない。このためスタジオでは頻繁
にオーディションが催される。オーディションとは日本人の雇用主ある
いは代理人がこうしたスタジオに出向き、優秀なタレントを見つけ出す
ために行う審査会のことである。筆者はこのオーディションを見学した
ことがある。その時には 24 名の応募者が４名ずつ日本人雇用主の前に立
ち簡単なインタビューを受けたのであるが、わずか２名が合格しただけ
であった。合格しなかった人は次のチャンスを待つことになるのである。
OPA になるために必要不可欠な ARB 制度が創設された背景には、｢ 文
化興行（cultural entertainment）｣ という表向きの立場とはまったく異なる、
差別や搾取、性的虐待といった実態が表面化してきたことがある。
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1991 年９月、ダンサーとして日本で働いていた、当時 20 歳であった
マリクリス･シオソンが死体となって帰国するという衝撃的な事件が起き
た 21）。このいわゆるマリクリス･シオソン事件は、海外で働くことが常態
になっていた多くのフィリピン人の耳目を集めた。彼女の死因を日本側
では病死（肝炎）であるとしたが、フィリピン側の調査では拷問（torture）
によるものであるとみて、見解が分かれたのである。新聞をはじめとす
るマスメディアもこの事件を大きく取り上げ、フィリピン人は海外労働
の暗部を直視すべきだ、日本へ行くフィリピン人女性は、うわべは文化
興行であるが実際の仕事は売春であるといった論調を掲げ、政府に対策
を迫った。また、この事件をテーマとする映画も製作され、大きな話題
にもなった。労働雇用省は同年 11 月にこうした世論に応える形で、年
齢が 23 歳以上で、基準に適った者でなければ芸能人としての出国は認
められないと発表したのである。この決定は、フィリピン政府にとって
は決して安易な決定ではなかった。政府は、この措置により日本にいる
フィリピン人エンターテイナーの 90％が、送金額にして 6500 万ドルか
ら 8000 万ドルが消えると見ていたからである。
こうした背景のもとに ｢ 芸能人資格認定証（ARB）｣ 制度が 1994 年に
誕生した。影響はすぐに現れ、この年には 54,879 人であった OFW の数
は翌年の 95 年には半数以下にまで激減することになるのである。その２
年後の 1996 年には年齢制限が 21 歳に引き下げられ、翌 97 年から再度増
加に転じ 2000 年には 63,041 人にまで増加した。この 63,041 人の OFW の
うち、｢ 興行 ｣ の資格での入国者は 60,455 人であった。02 年の ｢ 興行 ｣
での入国者の数は 74,729 人へとさらに増えている 22）。
［表２−５］年別来日 OFW 数の推移（1995 − 2000）
年
OFW

1995
25,032

1996
20,183

1997
33,226

1998
38,930

1999
46,851

2000
63,041

POEA, Deployed Overseas Filipino Workers by Destination より作成
ここまで見てきたように、｢ 興行 ｣ で日本に働きに来ることはフィリ
ピン側から見れば、政策の一部であるし、システムとして確立している
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と言ってよいであろう。また、日本政府のいわゆる ｢ 未熟練労働者 ｣ を
受け入れないという政策が、日本に来るフィリピン人は大半が ｢ 興行 ｣
で来るといった状況を作り出しているとも言えるであろう。
４．国際結婚
1970 年代から始まるフィリピン人海外移民労働の大きな波は、80 年代
にはエンターテイナーという形で日本にも及ぶようになった。やがて時
間の経過とともに、結婚することにより日本を生活の場とする人が増え
てきて現在に至っている。実際、フィリピン人と日本人の結婚は非常に
多い。先に見たように外国の地を生活の拠点としているフィリピン人は
約 270 万人いるが、全体から見て日本は決して大きな比率は占めていな
い。しかしこれが結婚による移住となると、日本は 30％を占める中心的
な国になるのである。
［表２−６］国別 ｢ 長期 ｣ 及び ｢ 結婚 ｣ による在留フィリピン人の人数と割合
在留国
米国
カナダ
オーストラリア
日本
合計

長期
1,804,288
277,744
202,110
59,626
2,551,549

比率
70.7
10.9
7.9
2.3
100

配偶者 23）
76,002
7,281
16,625
58,426
192,052

比率
39.6
3.8
8.7
30.4
100

Inter-Agency Committee on Tourism and Overseas Employment Statistics,
Stock Estimates on Overseas Filipinos: As of December 2000 及び Commission
on Filipinos Overseas, Number of Registered Filipino Fianc（é）es/Spouses of
Foreign Nationals by Major Country of Destination: 1989-2001 より作成
結婚はきわめて個人的な行為であり、結婚に至るまでにはそれぞれ様々
ないきさつがあるだろうと思われるが、日本に生活の場を移したフィリ
ピン人のほとんどが国際結婚によるものであることを考えると、フィリ
ピン人が日本を生活の場として選択する場合、国際結婚以外に方法がな
いという実態が浮かび上がってくる。
｢ 興行ビザ ｣ で日本に来るエンターテイナーは、接客をすることが中心
的な仕事であり、ほとんど毎日男女の出会いを繰り返している。国に帰っ
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ても仕事を得る機会がきわめて少ない以上、現在の状態を継続したいと
考えるのは自然である。｢ 現在の状態 ｣、つまりエンターテイナーとして
働きつづけたいと考える人は６か月の滞在を繰り返すリピーターになる。
なかには、６か月を超えても帰国せずに日本で働きつづけるオーバース
テイを選択する人もいる。もう１つの選択が結婚である。
彼女たちの職場は男女の出会いの場を提供している場合が多く、客で
ある独身男性が出会いを期待して訪れる場合も多いであろう。96 年に
OPA の年齢を 21 歳に引き下げたことにより、人数が再度増加したことか
らも分かるように、エンターテイナーはほとんどが若い独身女性である
から、男女が親密な関係になっていくことは十分予想されることである。
また、彼女たちはこうした出会い、親密な関係、結婚については ｢ 先
輩 ｣ から一度ならず聞いているであろう。なかには、こうした期待を持っ
て OPA になる人がいるかもしれない。いずれにしろフィリピン人と日
本人の国際結婚は増加しつづけているし、今後ますます日本を ｢ 生活の
場 ｣ と考えるフィリピン人は増えていくであろう。

結び
フィリピンは長く海外移民労働が盛んな国でありつづけているし、こ
れは歴代のフィリピン政府の政策でもある。日本に働きに来るフィリピ
ン人では、圧倒的にエンターテイナーとしてくる若い独身女性が多い。
やがて彼女たちは日本人男性と知り合い結婚する。
フィリピン人が日本の各地に分散しているということは、一つには彼
女たちの職場が全国的に分散していることを意味している。彼女たちは
やがて結婚し家庭や地域に根を下ろす。これが、フィリピン人が人口密
集地だけでなく過疎地にもかなり多くの割合で住んでいる理由であろう
と思われる。このように一つの地域に集住しない住み方は、かつての、
中国人がチャイナタウンを日本人がリトルトーキョーを作っていったの
とは大きく異なっているように見える。これは、祖国を遠く離れても同
胞とともに過ごす時間を生活の中心に据えることにより自分の文化を長
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く保持すべく努める、というライフスタイルにフィリピン人はあまりこ
だわらないということなのであろうか。
フィリピン人が日本に来て定住していく過程は、まさに ｢ ヒト ｣ の
グローバリゼーションとローカリゼーションがパーソナリゼーションに
まで発展してきた過程であるとも言えよう。結婚により異文化のなかで
生きていくことを選択した彼女たちに、さまざまな生活上の困難や日本
人との間の摩擦が生じるであろうことは容易に想像できる。例えば、夫
婦にとって子供の教育は最大の関心事の一つである。日本の小学校では
親とのコミュニケーションを前提にした教育が行われている面があり、
PTA 活動、学校からの文書による頻繁な連絡、家庭訪問など、子供が小
学校に入学した時点から、家庭生活のなかに学校あるいは教師との関わ
りが大きく入り込んで来る。こうしたときに、日本語はそれまでの日常
的な日本語会話とは姿を大きく変えるであろう。また、子供が成長する
につれて親子関係は変化していく。日本という土壌での親子関係は自分
が成長してきたフィリピン文化でのそれとは様相を大きく異にしている
であろうし、このようなときに感じる不安感、不安定感は想像に余りある。
こうした異文化摩擦は、身近に同胞が少ないという環境のなかでどのよ
うに解消されているのであろうか。あるいは解決できないままなのか。
送り出し国としてのフィリピンの人口増加率と失業率の高さ、受入国
としての日本の少子化と高齢化、懸念されている将来の労働力不足、そ
れに両国の大きな経済格差など、今後もフィリピン人が日本に生活の場
を求めてやって来つづけることは容易に想像できる。
現在、日本政府はフィリピン政府と自由貿易協定の交渉を続けている
が、フィリピン人看護師と介護士をそれぞれ年間 100 名程度受け入れる
方針を固めたとの報道がなされた。今後どのように正式決定がなされる
かは今だ不明であるが、ますます多くのフィリピン人がさまざまな地域
に溶け込んでいくことは確実であり、日本人と彼らとの個人的な接触、
交流がますます増えていくだろう。
フィリピン人を始めとする定住外国人が日本社会に与える影響は、個
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人的にも地域的にもますます大きくなるであろう。このことは、日本人
と日本社会が変化し進歩していくための大きなきっかけになるであろう
し、避けて通ることのできないことである。私たちが問われているのは
彼らとどのように共生していくかである。
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