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一般情報
(1) 人口・地理等
ア 外務省「ベトナム基礎データ」（2021 年 1 月 15 日）
一般事情
…
4

民族

キン族（越人）約 86％、他に 53 の少数民族

5

言語

ベトナム語

6

宗教

仏教、カトリック、カオダイ教他

イ ●CIA「ワールドファクトブック‐ベトナム」
（2021 年 3 月 25 日閲覧）
Ethnic groups
Kinh (Viet) 85.7%, Tay 1.9%, Thai 1.8%, Muong 1.5%, Khmer 1.5%, Mong 1.2%, Nung
1.1%, Hoa 1%, other 4.3% (2009 est.)
note: 54 ethnic groups are recognized by the Vietnamese Government
Languages
Vietnamese (official), English (increasingly favored as a second language), some French,
Chinese, and Khmer, mountain area languages (Mon-Khmer and Malayo-Polynesian)
Religions
Buddhist 7.9%, Catholic 6.6%, Hoa Hao 1.7%, Cao Dai 0.9%, Protestant 0.9%, Muslim
0.1%, none 81.8% (2009 est.)

(2) 内政
ア 外務省「ベトナム基礎データ」（2021 年 1 月 15 日）
政治体制・内政
…
3

政権党

共産党（唯一の合法政党）党首 グエン・フー・チョン党書記長

4 国会（グエン・ティ・キム・ガン議長） 一院制（定数 500 名）、任期 5 年（但
し 2007 年～2011 年の第 12 期国会は 4 年）、中選挙区、選挙権満 18 歳以上、被選
挙権満 21 歳以上。2021 年 5 月に第 15 期国会議員選挙が実施される予定。

イ ●CIA「ワールドファクトブック‐ベトナム」
（2021 年 3 月 25 日閲覧）
立法府
…
elections: last held on 22 May 2016 (next to be held in May 2021)
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election results: percent of vote by party -CPV 95.8%, non-party members 4.2%; seats
by party - CPV 474, non-party CPV-approved 20, self-nominated 2; note - 494 candidates
elected, 2 CPV candidates-elect were disqualified; composition - men 364, women 122,
percent of women 26.6%
…
Political parties and leaders
Communist Party of Vietnam or CPV [Nguyen Phu TRONG]
note: other parties proscribed

2.

人権状況
ア ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Vietnam continued to systematically violate basic civil and political rights in 2020. The
government, under the one-party rule of the Communist Party of Vietnam, tightened
restrictions on freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and
religion. Prohibitions remained on the formation or operation of independent unions and
any other organizations or groups considered to be a threat to the Communist Party’s
monopoly of power. Authorities blocked access to several websites and social media pages
and pressured social media and telecommunications companies to remove or restrict content
critical of the government or the ruling party.

イ ●Landinfo「Vietnam: Sosiale medium, ytringsfridom og sanksjonar」ecoi（2019
年 12 月 5 日）
…Human Rights Watch writes in its annual report for Vietnam in 2018 that
Vietnam’s appalling human rights record worsened in 2018 as the government
imprisoned dissidents for longer prison terms, sanctioned thugs to attack rights defenders,
and passed draconian laws that further threaten freedom of expression.
In 2016, Amnesty International estimated that Vietnam had 84 prisoners of conscience,
while in 2019 this estimate - which according to Amnesty is conservative - increased to 128.
Of these 128, almost ten percent were people who had spoken on social media, such as
Facebook (Amnesty 2019).
…

ウ ●HRW「ベトナムで人権弾圧が激化：国家抑圧で基本的自由の行使を制限」
（2019 年 1 月 17 日）
Vietnam intensified its systemic suppression of basic civil and political rights during
2018, Human Rights Watch said today in its World Report 2019.
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The repression included attacks on freedom of speech, association, and assembly, and
freedom to practice religion. Despite Vietnam’s worsening human rights record, many
donors and trade partners ignored these developments and carried on business as usual.
…

3.

関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い
(1) 反政府活動家の状況
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
政治活動家
3.49 憲法は、言論、集会、結社、及びデモの自由に関しての権利を謳ってい
る。しかし、これらの権利は刑法に含まれる「国家安全保障」の数多くあ
る条項で制限される。具体的には次のとおりである。第 109 条（「国を倒
す」
）
、第 117 条（
「国に対するプロパガンダを行う」）、第 331 条（「民主主
義と自由の権利を乱用して国の利益を侵害する」
）
。これらの条項は、実際
には憲法上謳っている権利よりも優先し、一般的に活動家に適用される。
各条項で規定される刑罰は変更されないまま続いていて、6 カ月から 20 年
の懲役刑と終身刑又は死刑が刑罰の範囲である（
「死刑」を参照）
。全ての
集会は、公式承認が必要とされるが、通常は政治的に微妙な場合の集会や
デモ行進は当局が許可しない。警察及び他の治安当局 は、許可されていな
いデモを解散するために、日常的に必要以上の力を使用している（「警察」
を参照）
。
…
3.51 2018 年 6 月に大都市の一連のデモが前例のない規模で行われ、大規模な抗議行
動が発生した。HCMC、ハノイ、ニャチャン、ビントアン省で数千人のデモが、ま
た他の地域では提案された経済特区に反対するデモが行われたと報じられた。また
これらの参加者の一部は、新しく規制をするためのサイバーセキュリティ法（「メ
ディア」を参照）にも抗議していた。HCMC の警察がスタジアムで約 180 人の
人々に暴行して拘留したが、その中には活動家でない人も含まれていたと報じられ
た。また市民社会組織は、私服警察官が抗議者に暴行したことも報じた。2018 年
11 月までで、抗議行動に参加したために 127 人以上が逮捕されて有罪と宣告され
たことが報じられた。その後警察によって解放された多くの抗議者は、HCMC で
の抗議に関連して虐待や、嫌がらせ、暴行、拘留が行われたことを主張した。

…
3.53 2017 年の後半から、国家安全保障の条項に従い、当局が注目を集める活動家を
逮捕して起訴する事例が大幅に増加している。逮捕された活動家の多くは、広く世
間に知らしめられた裁判の後で、長期の刑を受けている。注目に値する事例を以下
に示す。…
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恣意的逮捕及び拘留
…
4.18 政治的活動家や宗教的活動家、さらに土地の没収に抗議する個人に、恣意
的逮捕と拘留が一般的に使用されていることを、国際監視団は報じている
（「政治活動家と宗教」を参照）。個人は、海外からベトナムに帰国した直後
に、個人の自宅、車内、地元の警察署、社会保護センター（ホームレスの場
合）
、及び地方自治体の事務所で恣意的に拘留されている。また、人権擁護団
体監視員は、逮捕状なしで私服警察官により拘置された活動家の事例を報じて
いる。何人かの薬物使用者は、容疑がなくまた司法の関与は限定的な状態で
「06 センター」で拘留されたと報じられている（「健康」を参照）。

イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Association and Assembly
…
In November 2019, the National Assembly passed a revised labor code effective in
January 2021. The new code ostensibly will allow the formation of “Worker Representation
Organizations” to represent workers, but such groups can only form with the permission of
the government and are likely to be tightly controlled.

ウ ●英国内務省「国別政策情報ノート ベトナム：国家への反対、第 3.0 版」
（2018
年 9 月）
2.4.4 Article 25 of the Vietnamese Constitution guarantees citizens the right to freedom
of opinion and speech, freedom of the press, of access to information, to assemble, form
associations and hold demonstrations. In practice however, the Government does not
tolerate political expression which is critical of the CPV, the Government or its policies
(see Legal position and Treatment by the state).
2.4.5 The government does not permit independent, local human rights organisations to
form or operate. Furthermore, the government does not tolerate attempts by
organisations or individuals to criticize its human rights practices publicly (see
Treatment by the state and Human rights groups).
…

エ ●HRW「ベトナムで人権弾圧が激化：国家抑圧で基本的自由の行使を制限」
（2019 年 1 月 17 日）
During 2018, the Vietnamese authorities sought to break up several key dissident
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networks. At least 42 people were convicted for expressing opinions critical of the
government, peacefully participating in public protests, or joining pro-democracy groups.
They included nine members of Brotherhood for Democracy and five members of
the Vietnam National Self-Determination Coalition. In June, two of the Brotherhood for
Democracy members, Nguyen Van Dai and Le Thu Ha, accepted release into exile in
Germany.
…
The police employ various tactics of repression and restrictions, including intrusive
surveillance, harassment, house arrest, travel bans, pretrial detention, bullying, and even
torture during interrogation. Police held those suspected of so-called national security
offenses “under investigation” for months and even years without access to their family or
legal counsel. Government-sanctioned thugs attacked rights campaigners, activists, and
bloggers. In several instances, police were nearby but did nothing to stop the attacks.
…

(2) ベトタン／ベトナム革新党、民主主義のための同胞団の状況
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
3.47 野党は、ハラスメント、逮捕、及び拘留を避けるために、通常ベトナム国
外に拠点を置いている。ベトナム革新党（ベトタンとも呼ばれる）は、ベトナ
ムの民主主義を主張しているアメリカを拠点とする反政府組織（オーストラリ
アにも活動中の支部がある）である。ベトナム政府は、この組織をテロ組織と
考えている。また、民主主義のための同胞団などの他の外国を拠点とする反政
府組織の構成員は、政府を倒す活動を行ったとして起訴された。民主主義のた
めの同胞団は、ベトタンへの資金供給の結びつきを持っていると報じられてい
る（
「政治活動家」を参照）
。

政治活動家
…
3.53

…

- 2019 年 11 月に、70 歳のベトナムとオーストラリアの二重国籍者と 2 人の共同
被告人は、
「政府に反対するテロリスト活動に参加した」（刑法第 113.2 条）こ
とで有罪と宣告され、12 年の禁固刑の判決を受けた。2019 年 1 月に、当局は
彼が Brotherhood of Democracy の活動家の集会に参加していたときに、ホーチ
ミン市で彼（ベトタン構成員）を逮捕した。
3.54 多くの事例の中で、当局は刑務所から活動家を解放してベトナムから国外追放
している。例えば、2017 年 5 月に当局がベトタンの構成員の市民権を取り消し
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て、強制的に彼をフランスに国外追放した。民主主義のための同胞団指導者とその
助手が、2018 年 4 月にそれぞれ 15 年と 9 年の禁固刑の判決を受けた後で、2018 年
6 月にベトナムの刑務所から解放されて、ドイツに国外追放された。…

イ ●英国内務省「国別政策情報ノート ベトナム：国家への反対、第 3.0 版」
（2018
年 9 月）
2.4.2 Illegal political parties do exist but tend to be based outside of Vietnam to avoid
harassment/arrests and detention. The Opposition group Viet Tan are still in operation
but are based outside of Vietnam and are viewed as a terrorist organisation by the
government. Members of other opposition groups such as the Brotherhood for
Democracy have also been accused of carrying out activities aimed at overthrowing the
Vietnamese government (see Illegal political parties).
…

4.2 The Viet Tan
4.2.1

In October 2016, the Mercury news reported that:

‘Vietnam’s government has officially labelled a San Jose-based antiCommunist group a
terrorist organization and warned that anyone involved with it will be considered an
accomplice in terrorism and will be dealt with in accordance with Vietnamese law. The
Ministry of Public Security said in a statement that Viet Tan, or the Vietnam Reform
Party, has been carrying out terrorist activities to end Communist rule in Vietnam. The
government has long considered Viet Tan a terrorist group, but this is the first time it
has officially given it that designation.
‘The group was formed in 1982 by a vice admiral in the former U.S.-backed South
Vietnamese government. Viet Tan says it is committed to nonviolent struggle to end
Communist rule. The U.S. government has said it has seen no evidence that the group is
engaged in terrorism.
‘The statement, posted on the ministry’s website on Tuesday [4th October 2016], said
Viet Tan in its early years recruited and trained members to use weapons and explosives
and sent armed groups to Vietnam to carry out terrorist activities, but the plans were
thwarted by Vietnamese and Lao authorities. It said the group still sends members to
Vietnam to stir up antigovernment protests and unrest. Several Viet Tan members from
the United States and Australia have been brought to trial or deported. “Viet Tan is a
terrorist organization, therefore, anyone who joins, propagandizes, instigates others to
join, sponsors, receives sponsorship from Viet Tan, participates in training courses
arranged by Viet Tan, operates under instructions of Viet Tan will be an accomplice in
terrorism … and will be dealt with in accordance with Vietnamese law,” the statement
said.’9
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Reuters went on to state in October 2016 that: ‘

Viet Tan […] was founded by exiled remnants of the deposed Saigon government in
1982 and states as its mission to “overcome dictatorship and build the foundation for a
sustainable democracy”. Despite steadily introducing more liberal social and economic
reforms in recent years, the Communist Party has a zero-tolerance approach to criticism
and has punished detractors harshly.’10

ウ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Association and Assembly
…
In April, the police arrested former political prisoner Tran Duc Thach for alleged
association with a human rights group, the Brotherhood for Democracy. Authorities charged
him with subversion under article 109 of the penal code.

エ 記事「Vietnam Arrests a New Activist Breed」TIME（2007 年 11 月 20 日）
Vietnamese security agents had been tracking their quarry for days, and when police made
their move on Nov. 17, they took no chances. At least 20 officers surrounded a house in Ho
Chi Minh City and swarmed inside, arresting six people and confiscating documents
connected to planned "democracy seminars", witnesses told a pro-democracy group. Such
raids are far from unusual: This year at least a dozen Vietnamese activists have been
arrested, most charged with "propaganda against the Socialist Republic," a crime punishable
by up to 20 years in prison.
…
All four of those detained are members of Viet Tan (Vietnam Reform), an
organization of overseas Vietnamese working for political change in the motherland.
According to the group, the banned materials the activists were distributing included a
booklet called "From Dictatorship to Democracy," a summary of peaceful democratic
movements from Eastern Europe to Indonesia and the Philippines. "This was simply a
peaceful expression of these people's beliefs," says Duy Hoang, the group's Washington,
D.C.-based spokesman.

…
… Viet Tan, founded in 1982, uses mass emails to recruit new members inside
Vietnam (it won't say how many) and coordinate them with dissident groups. It raises
funds to funnel to sympathizers who hold democracy seminars inside the country.
Members seek to convert Vietnamese studying in overseas universities to the cause.
"This is not your father's overseas Vietnamese political group," says Hoang.
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オ ●ベトナム政府公安省「テロリスト組織ベトタンに関する情報」
（2018 年 1 月
1 日）
On the basis of Vietnamese and international laws, the Ministry of Public Security hereby
declares “Viet Tan” to be a terrorist group since it has apparently conducted terrorist
activities against Vietnam and its people.
1. “Viet Tan” is known as “Vietnam Reform Revolutionary Party”
- The terrorist group’s headquarters at 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 2903, United States; Its second office based in Bangkok, Thailand.
- Propaganda agencies: “Khang chien” (Resistance) newspaper; “Vietnam khang chien”
(Vietnam Resistance), and “Chan troi moi” (New horizon) radio stations.
- Ringleaders: Do Hoang Diem (born: 1963, nationality: American, Chairman
of Viet Tan); Ly Thai Hung (born 1953, nationality: American, general secretary)
- History: In 1981, Hoang Co Minh, ex-Commodore of the old Saigon Administration,
established an organization named the “National United Front for the Freedom of
Vietnam (NUFLV), (hereinafter referred to as the “Front”). Under its principle, the
organization undertakes to use all ways and means, including violence and terrorism, to
sabotage the State and people of Vietnam. In 1982, Hoang Co Minh founded “New
Vietnam Revolutionary Party” (Viet Tan), as the headquarters, leading all activities of
the “Front”. The members of the “Front” are also members of “Viet Tan”.
- Terrorist activities:
After its establishment, “Viet Tan” recruited and trained its members to use weapons and
explosives to conduct terrorist activities, acts of sabotage, kidnapping and assassination in
the future. Later, it carried out operations named "Eastward 1", "Eastward 2" and "Eastward
3", sending 246 armed men from Thailand to Vietnam via Laos and Cambodia. These men,
who had been tasked to set up “secret hideouts”, provoke unrests and riots, and wage
terrorist activities in Vietnam, were prevented and captured by functional forces of Vietnam
and Laos.
In Foreign countries, “Viet Tan” established "K9 assassin squad" led by key members
with the aim of attacking and assassinating overseas Vietnamese journalists who try to
disclose conspiracies and tricks used by Hoang Co Minh and his accomplices to deceive
overseas Vietnamese. Their victims include Duong Trong Lam, editor of the “Cai dinh lang”
(Communal House) newspaper in San Francisco, and Nguyen Dam Phong, founder of the
"Freedom" newspaper in Houston.
Today, “Viet Tan” keeps recruiting, training and directing its members to infiltrate into
Vietnam to provoke protests and riots, undermine security conduct assassination and
kidnapping. It also aims to send Vietnamese people overseas for training or organize online
training courses on methods and skills of terrorism and sabotage, spread their instructions
on the internet on the methods to make “Molotov cocktail” for terror activities,
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assassinations or sabotages. The Vietnamese functional agencies have arrested and
investigated of a number of members of “Viet Tan” who had committed crime of terrorism.
These include Nguyen Quoc Quan, Nguyen Thi Thanh Van and Truong Leon.
2. “Viet Tan” is a terrorist organization, so all those who participate in the organization,
propagandize, lure and incite others to participate in, sponsor or receive sponsorship
from “Viet Tan”, attend training courses organized by “Viet Tan” or place themselves
under the direction of “Viet Tan” will be viewed as accomplices of terrorism and
terrorism sponsors and will be punnished under Vietnam’s laws.

カ ベトタン・ウェブサイト
(3) ソーシャルメディアによる政府批判
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
メディア
3.62 …インターネットは、国からの弾圧が増加しているにもかかわらず、表現
の自由の主な手段であり続けている。インターネット・サービス・プロバイダ
ーは、完全な国有であるが、一部国有のいずれかである。国有のベトナム郵便
電気通信グループは、有線ブロードバンド市場を支配している。情報通信省が
メディア各社に対して法的権限を持っていて、CPV プロパガンダと教育委員会
の指導を通して、また頻繁に介入してメディアの内容を検閲し、さらに出版物
のガイドラインを設定している。また、政府は法的権限なしでウェブサイトを
ブロックすることを含めてインターネットへのアクセスを中断することや、私
的なオンライン通信を監視することができる。2016 年に設置された「Force
47」と呼ばれるサイバーセキュリティ部隊は、1 万人の構成員が配属されてい
て、オンラインメディアの内容を監視していると報じられている。Force 47 の
大多数は、政府の政策のプロパガンダを広める専門の国防担当職員であると、
消息筋は伝えている。国境なき記者団の 2019 年の報道自由度ランキングにお
いて、ベトナムは 180 カ国中 176 位であった。
…
3.64 2018 年 3 月に発行された政令 72 号は、インターネットサービスとオンライン
情報を統制する。これには、使用者の個人情報を登録して保存し、法律に違反する
情報の除去を推進するという、メディアへの条件が含まれている。この政令は、
2019 年 1 月に発効された、外資系企業に使用者の個人情報を現地で保存すること
を要求するサイバーセキュリティ法（2018 年）を補足するものである。
…
3.67 2017 年と 2018 年の 2 年間を通じて、批判的なジャーナリスト及びブロガーに
対して、数多くの逮捕が行われ有罪判決が下された。…
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イ ジェトロ・アジア経済研究所／石塚二葉・荒神衣美「南シナ海情勢の悪化、世
界経済減速のなかでも高成長を維持：2019 年のベトナム」『アジア動向年報
2020 年版』（2020 年）
サイバーセキュリティ法の施行と新興国産 SNS の始動
…
Facebook 上で否定的な情報を拡散させたり自らの政治的な意見を投稿したり
し たなどの理由による処罰や処分も相次いだ。たとえば 11 月に反国家宣伝罪で
懲役 11 年の判決を受けた音楽教師のグエン・ナン・ティンは，政府が危険視する
いく つかの社会組織に関わっていたが，その有罪の根拠となったのは個人の
Facebook に掲載された記事や写真などであった。また， 3 月，ダナン市党委員会
は，ダナ ン経済社会発展研究院のチャン・ドゥク・アイン・ソン副院長を党から
除名した。 ソン副院長は歴史学者で，南シナ海の島々に関するベトナムの領有権
の主張の根 拠となる歴史的文書の研究で知られている。処分の理由は，ソン副院
長が Facebook に党・政府の対中国政策等に批判的な投稿を行ったことであった。

ウ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Those who criticized the government or party faced police intimidation, harassment,
restricted movement, physical assault, arbitrary arrest and detention, and imprisonment.
Police detained political detainees for months without access to legal counsel and subjected
them to abusive interrogations. Party-controlled courts sentenced bloggers and activists on
fabricated national security charges.
…
Freedom of Expression, Opinion, and Speech
Online dissidents faced routine harassment and intimidation in 2020. Several were
arrested and charged under Vietnam’s penal code, which criminalizes speech critical of the
government or which promotes “reactionary” ideas. The government prosecuted numerous
dissidents throughout the year.
In April, June, and July, courts tried Phan Cong Hai, Nguyen Van Nghiem, Dinh Van Phu,
and Nguyen Quoc Duc Vuong and sentenced them to between five and eight years each in
prison for criticizing the party and the state.
…Between April and August, police arrested nine other people including independent
blogger Pham Chi Thanh, land rights activists Nguyen Thi Tam, and former political
prisoner Can Thi Theu and her sons Trinh Ba Phuong and Trinh Ba Tu. In October, police
arrested prominent rights blogger Pham Doan Trang. All 10 were charged with anti-state
propaganda under article 117 of the penal code.
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Freedom of Media and Access to Information
The Vietnamese government continued to prohibit independent or privately owned media
outlets and impose strict control over radio and television stations and printed publications.
Authorities block access to websites, frequently shut blogs, and require internet service
providers to remove content or social media accounts deemed politically unacceptable.
In April, the government throttled access to Facebook’s local cache servers, demanding
that the company remove pages controlled by dissidents. Facebook, bowing to pressure,
agreed to restrict access to the pages within Vietnam, setting a worrying precedent. In early
September, the Ministry of Information and Communications (MIC) praised Facebook and
YouTube for their “positive change in collaborating with MIC to block information that
violates Vietnam’s law.”
In April and May, a court sentenced two Facebook users, Chung Hoang Chuong and Ma
Phung Ngoc Phu, to 18 months and 9 months’ imprisonment respectively for posts on
Facebook critical of the government under article 331 of the penal code. In June, authorities
arrested Huynh Anh Khoa and Nguyen Dang Thuong for being the moderators of a
Facebook group in which users discussed Vietnamese economic, social, and political issues,
and charged them also under article 331.

ア ●Landinfo「Vietnam: Sosiale medium, ytringsfridom og sanksjonar」ecoi（2019
年 12 月 5 日）
While this response is being written, the appeal of Nguyen Ngoc Anh is up in the National
High Court in Ho Chi Minh City. In a summary trial in June 2019, he was sentenced to six
years in prison for criticizing Vietnamese authorities on Facebook.
During the first ten months of 2019, the Vietnamese government sentenced at least 20
people to between six months and ten years in prison for criticizing the regime, arguing for
religious freedom, defending basic civil and political rights or for working against
corruption, writes HRW (2019a).
…
Freedom of expression is limited by the government's monitoring of social media
Social media like Facebook and Twitter are open and allow in Vietnam. According to The
Diplomat (Nguyen 2019), more than half of the Vietnamese population, around 53 million
people, have one or more accounts on social media. Most of these are on Facebook, and this
makes Vietnam one of the world's foremost Facebook users.
Vietnam is sometimes compared to China, which has a comprehensive system in place to
monitor and control activity on the Chinese network. Vietnamese governments also try to
monitor the network and its citizens' activity there, but they do not have the financial
strength or the technical expertise to build an equally effective blocking system as China's
so-called Great Firewall (Bevins 2017; Phuong 2018).
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However, this does not mean that Vietnamese citizens' statements online have not been
censored or can lead to sanctions. As mentioned in the introduction, there has been a
tightening of freedom of expression and other democratic rights in the last couple of years,
and RSF (2019) writes that […] as Vietnam’s citizens become increasingly engaged online,
the authorities have been refining their digital repressive methods. In December 2017, the
military unveiled the existence of a 10,000-strong military cyber-warfare department called
"Force 47," which is tasked with defending the Party and targeting dissident bloggers.
The military unit F47 will counter "wrong views" on the internet; they should be well
educated in propaganda, in countering "wrongful opinions", and in preventing the spread of
dissatisfaction and Western political ideas and lifestyles. The department also responds to
calls to challenge the Party's leadership, write Reuters (Nguyen 2018) and The Diplomat
(Phuong 2018).
…

イ ●HRW「Vietnam: Longtime Critic Facing Trial: Persecuted for Criticizing the
Government on Facebook」
（2019 年 11 月 20 日）
Pham Van Diep will face trial on November 26, 2019 in Thanh Hoa Province on charges
of posting, liking, and sharing information on Facebook in violation of article 117 of
Vietnam’s penal code, which criminalizes publication or distribution of information “that
aims to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam.”
…
Pham Van Diep, 51, is a longtime human rights advocate and critic of the Vietnamese
government. He has repeatedly used blogs, and later his Facebook account, to address
human rights abuses. He has also repeatedly attempted to use the country’s legal system to
challenge the government and remarked on the futility of using these legal means.
…

ウ ●HRW「Vietnam: Activist Facing Prison Term for Facebook Posts」
（2019 年 11
月 14 日）
Police in Nghe An province arrested Nguyen Nang Tinh on May 29, and charged him
with “making, storing, disseminating or propagandizing information, materials and products
that aim to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam,” under article 117 of the
country’s penal code. State-owned media announced the charges related to Facebook posts,
many of which are critical of the government and Communist Party of Vietnam.
…

エ ●HRW「Vietnam: New Arrest for Facebook Postings」（2019 年 10 月 7 日）
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Police in the southern province of Lam Dong have charged Nguyen Quoc Duc
Vuong with “making, storing, disseminating or propagandizing information, materials and
products that aim to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam,” under article
117 of the country’s penal code. Under articles 173 and 74 of Vietnam’s Criminal Procedure
Code, the national security charge means he can be both detained and denied access to legal
counsel until the police conclude their investigation, a situation that is conducive to
mistreatment or torture.
…

(4) 労働運動活動家
ア ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Association and Assembly
Prohibitions remained on independent labor unions, human rights organizations, and
political parties. Organizers trying to establish unions or workers’ groups face harassment,
intimidation, and retaliation from employers and authorities. Authorities require approval
for public gatherings, and systematically refuse permission for meetings, marches, or public
gatherings they deem to be politically unacceptable.
In November 2019, the National Assembly passed a revised labor code effective in
January 2021. The new code ostensibly will allow the formation of “Worker Representation
Organizations” to represent workers, but such groups can only form with the permission of
the government and are likely to be tightly controlled.

(5) 土地の強制立退き／土地権利活動家
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
3.4 …ベトナムは、2016 年～2020 年の社会経済発展計画の中で少数民族グルー
プのための開発を推進することを確認した。格差への対応として、政府はこの
プログラムを通して教育と保健医療施設の補助金の支給、地方のコミュニティ
ーや村落への道路利用及び電化の拡大、中部高原地域の少数民族への土地の割
り当てを続けている。土地分配はキン族の多くの人々にも影響を及ぼす問題で
あるが、政府が先住民の先祖の土地を認めていないため、先住民のコミュニテ
ィーに与える影響はそれ以上である。多くの少数民族グループは、開発計画の
結果などの理由から立ち退かせられ続けている。

デガ族／モンタニャード族
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…
3.7 モンタニャード族は、政府からは微妙な立場の集団であると歴史的に考えら
れてきた。その主な理由は、ベトナム戦争において中部高原地域（戦略上重要
な地域）で多くのモンタニャード族がアメリカ軍及び南ベトナム軍側であった
ことである。またモンタニャード族は、政府に対して政治面での積極的な運動
を断続的に行ってきている。特に 2001 年と 2004 年には、モンタニャード族の
集団が政府による先祖の土地の没収及び宗教的な迫害に反対して大々的なデモ
に参加した。モンタニャード族の土地の権利の承認は、多くの場合正式な土地所
有権が示されず、家族とコミュニティーの中で口頭で行われている。各地のモンタ
ニャード族の権利組織は、このことを政府が経済発展のためにモンタニャード族の
土地を没収する目的で使用していると主張している。報道によれば、当局は人権の
監視者が制約を受けずに中部高原地域へ行くことができることを妨げている。

政治活動家
…
3.52 また、土地利用及び強制的な当局による土地の取得をめぐって低レベルの
抗議行動もたびたび生じ、暴力が行われることもある。憲法及び土地法（2013
年）の両方で、ベトナムの全ての土地は国によって正式に所有されていて、国
が土地利用の権利を個人又は組織に与えるが、いつでも土地を強制的に取得で
きる権利を留保している。住宅法及び不動産事業法（2014）は、公共の利益又
は国家の利益となる社会経済的な開発のために必要があると考えられる場合に
のみ、政府が土地を取得することができることを規定している。しかし、
「社
会経済的な開発」の定義はあいまいで、土地使用権に関する多くの紛争を招い
ている。上記の紛争の一例としては、2017 年に 4 月にハノイの郊外に位置する
ドンタムのコミューンの村人が、土地紛争の際に 38 人の警察官を一週間拘束
したことが報じられた。この膠着状態は、抗議者の刑事責任を問わないこと、
またドンタムの土地管理及び抗議行動の際に警察が村の指導者に傷害を負わせ
たとの主張を調査することをハノイ市長が約束した後で終了した。

恣意的逮捕及び拘留
…
4.18 政治的活動家や宗教的活動家、さらに土地の没収に抗議する個人に、恣意
的逮捕と拘留が一般的に使用されていることを、国際監視団は報じている
（「政治活動家と宗教」を参照）。個人は、海外からベトナムに帰国した直後
に、個人の自宅、車内、地元の警察署、社会保護センター（ホームレスの場
合）
、及び地方自治体の事務所で恣意的に拘留されている。また、人権擁護団
体監視員は、逮捕状なしで私服警察官により拘置された活動家の事例を報じて
いる。何人かの薬物使用者は、容疑がなくまた司法の関与は限定的な状態で
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「06 センター」で拘留されたと報じられている（「健康」を参照）。
※ 前掲
イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Association and Assembly
…
As in previous years, the government confiscated land for various economic projects,
typically without due process or adequate compensation. The term “dan oan,” or “wronged
people,” as of 2020 has emerged as a common idiom in Vietnamese usage to describe people
forced off their land by authorities.
In January, a violent incident occurred in Dong Tam, a commune in Hanoi, involving
police and land rights activists involved in past protests against local land confiscations in
the area. Details are unclear, but several deaths were reported, including three police officers
and one villager. Authorities arrested 29 villagers and charged them with murder or resisting
persons on public duty. In September, a court in Hanoi convicted and sentenced two of them
to death. Another was sentenced to life in prison. The rest received either suspended
sentences or various shorter terms, ranging up to 16 years. Defense lawyers said several
defendants alleged they were tortured and forced to admit guilt.

ウ ●ARC「クエリー回答：ベトナム
The treatment of ethnic minority groups:
Hmongs and Montagnards」（2017 年 7 月 19 日）
3) Confiscation of land of Hmongs and Montagnards
a. Information on the practices related to legal expropriation and illegal confiscation of
land in Vietnam, including in relation to industrial development projects in the
geographical areas where Hmong/Montagnards are living
The U.S. Department of State’s annual human rights report covering 2016 provided the
following background information relating to ‘land confiscation’:
During the year [2016] there were numerous reports of clashes between local residents
and authorities at land expropriation sites. Disputes over land expropriation for
socioeconomic development projects remained a significant problem, causing public
grievances. Many villagers whose land the government forcibly seized protested at
government offices for failure to address their complaints. Some coercive land seizures
resulted in violence and injuries to both state officials and villagers. There were also
reports of suspected plainclothes officers or “thugs” hired by development companies
intimidating and threatening villagers or breaking into activists’ homes. Authorities
arrested and convicted multiple land rights protesters on charges of “resisting persons on
duty” or “causing public disorder.” *…+
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The number of complaints filed over land disputes increased dramatically in the last
decade, constituting 70 to 90 percent of all petitions and complaints, according to
government figures.
Amnesty International similarly reported in its annual report covering 2016 that:
In July [2016], a demonstration of around 400 ethnic minority Ede villagers in Buôn
Ma Thuột, Đắk Lắk province protesting against the sale of 100 hectares of the
community’s ancestral land to a private company was violently repressed by security
forces; at least seven demonstrators were arrested and held in incommunicado detention.
In August [2016], land activist Cấn Thị Thêu was convicted under Article 245 of
“causing public disorder” by a court in the capital Ha Noi and sentenced to 20 months’
imprisonment. She was accused of inciting protests against reclamation of land in Hà
Đông district, Ha Noi, by posting photographs online.62
…

(6) VOICE 等の在外政治活動家の帰国時の取扱い
ア AI「Viet Nam: Activist detained on her return to country」（2019 年 11 月 15 日）
Dinh Thao is a medical school graduate and human rights defender who left Viet Nam in
March 2016 to work for VOICE, a Vietnamese civil society organization which campaigns
for human rights in Viet Nam from abroad.
The Vietnamese authorities are well-known for their abusive treatment of activists and
human rights defenders – many of whom go abroad for study or work – upon their return.
Police often detain and interrogate them without allowing them access to a lawyer or family
members. In such cases, Amnesty has found that people were ill-treated in detention –
subjected to harassment, intimidation and even physical abuse during interrogation.
In May 2019, Amnesty International research found that there were at least 128 prisoners
of conscience in Viet Nam today, in jail simply for something they said or someone they
met. It also found evidence of prisoners being tortured and otherwise ill-treated, routinely
held incommunicado and in solitary confinement, kept in squalid conditions, and denied
medical care, clean water, and fresh air.

4.

ジェンダー、DV および子ども
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
子供
…
3.87 ベトナムの子供（特に少女）は、早婚や強制婚の目的などにより人身売買
の被害を受けやすい。2018 年の米国国務省の報告によれば（2019 年 3 月に公
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開）
、貧しい農村地域の多くの子供（主に北西高原地域の少数民族コミュニテ
ィーの少女）及び中産階級の都市部の子供（この子供の人数は増加している）
が性的人身売買の被害を受けた。ベトナムの消息筋の説明によれば、養子縁組
のために売買されている幼い子供たちが最近増加する傾向にある。…

イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Children’s Rights
Violence against children, including sexual abuse, is pervasive in Vietnam, including in
schools. Numerous media reports have described cases of teachers or government caregivers
engaging in sexual abuse, beating children, or hitting them with sticks.

5.

LGBT
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
性的指向及び性同一性
3.79 同性愛は、異性愛の活動にも適用される他の法律に従い、成人の間で合意
されている場合、ベトナムでは適法である。…
…
3.80 近年、政府が LGBTI の問題を政治的に微妙なものと考えていないという事実
により、ベトナムでは LGBTI（レスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス
ジェンダー、及びインターセックス）の問題及び権利についての議論の質と量にお
いて顕著な改善があった。…レスビアンやゲイの両親、家族、及び友人を含む支持
団体は、LGBTI の人々に対する支援を提供している。しかし、情報と支援のネッ
トワークは、地方レベルでは依然として限られている。少数民族の LGBTI のコミ
ュニティーに関する地方の研究は、自己偏見及びサービスの利用がこのコミュニテ
ィーの主要な課題であると報じた。
3.81 …トランスジェンダーの人々は、性表現を理由に仕事に就くことを拒否される
ことを経験していると報じられていて、その多くの人は売春を含む低賃金の職業に
従事することを余儀なくされている。LGBTI の人々の中には、学校での仲間から
の差別やいじめが原因で学校を中退する人もいて、その人の雇用の可能性に悪影響
を及ぼしている。

イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Vietnamese lesbian, gay, bisexual, and transgender youth face widespread discrimination
and violence at home and at school. Pervasive myths about sexual orientation and gender
identity, including the false belief that same-sex attraction is a diagnosable and curable
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mental health condition, is common among Vietnamese school officials and the population
at large.

6.

汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護
(1) 闇金業者からの危害
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
治安状況
…
2.48 組織化された犯罪集団が存在し、買春、恐喝、賭博、違法薬物の取引、及
び人身売買が行われている。…
2.49 ベトナムでは、主として銀行ローンを利用する際の複雑さのため、違法な
金融業者がまん延している。利息は、多くの場合法外である。2018 年のイギリ
ス内務省の報告書は、一部の借り手が融資を返済できずに、その家族が人身売
買されたり、肉体労働や売春を強要されていることを明らかにした。報道によ
れば、複数の省でこれに特化した警察組織が置かれるなどして、違法な金融業
者に対する警察の捜査が増加している。高い利率は、通常ローンの書類に明記
されないため、警察は違法な金融業者を有罪と宣告する際に苦労している。

イ ●英国内務省「国別政策情報ノート ベトナム：闇金の恐怖、第 3.0 版」
（2018
年 12 月）
2.4.1 Only the State Bank of Vietnam and official state-approved credit institutions are
licensed to conduct banking operations in Vietnam and the Civil Code makes lending
money for high interest illegal. Interest rates must not exceed 150% of the base rate (see
Legal position).
2.4.2 Illegal moneylending is, nevertheless, a widespread problem in Vietnam owing to
the complicated nature of borrowing money from banks. People can borrow money
from illegal moneylenders with very little collateral and sometimes without providing
any personal information or guarantee other than their signature. Interest rates are not
usually written on loan papers making it hard for people to keep track of how much
they owe and difficult to prove the loan or interest rate as it is not documented. Interest
rates are often extortionate and the loanee can be required to repay many times the
value of the money they initially borrowed (see Nature of money lending).
2.4.3 Where people find themselves unable to repay loans they can be subject to
harassment, kidnapping, assaults or forced to sell their houses/assets to pay for the debt
(see Nature of money lending/loan sharking).
2.4.4 There are reports of people (including children) being trafficked and forced into
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labour, sex work, following non-repayment of loans by themselves or their families (see
Repercussions of non-payment).
…

(2) 人身取引の被害者
ア ●ARC「Vietnam: Returned victims of trafficking: Issues affecting the likelihood
of re-trafficking」（2020 年 5 月）
The UK Home Office Fact-finding mission to Vietnam published notes that the
Vietnamese Ministry of Public Security provided to the British Embassy about the number
of human trafficking cases in Vietnam from 2010-2018 of women, men, children, and
infants:
[...] Annex D: Notes of meetings w/ sources
Department for Foreign Relations, Ministry of Public Security, 28 February 2019 [...]
MPS provided the British Embassy with a copy of their notes from the meeting on 28
February 2019. An official translation was obtained by CPIT
CONTENT II: The status of human trafficking in both countries; related laws, policies
and programs of Vietnam Government
I. The status of human trafficking
1. The status of human trafficking in Vietnam: In Vietnam, according to reports of
functional units and localities, from 2010 to the end of 2018, there were more than
3,200 human trafficking cases, of which more than 4,500 offenders tricked and sold
nearly 7,000 victims. At an average of 300-400 cases per year, nearly 1,000 people fell
victims to 500 human traffickers. Crimes of human trafficking have spread in 63
provinces and cities, their victims are not only women and children but also men,
infants, foetuses, organs, hired births, etc. In which, there are many cases of selling
infants and foetuses to China; buying and selling organs; buying, selling, fraudulently
exchanging and kidnapping children. Nearly 85% of human trafficking cases was for
foreign demands and mainly took place through the borderlines between Vietnam and
Cambodia, Laos and China, of which, China accounts for 75% [...] Basic causes: For
objective causes such as the world situation, the impact areas, super profits earned from
human trafficking activities; gender imbalance; reverse impact from the market
economy and international integration, the differentiation between rich and poor,
underemployment and unawareness, a part of the population, especially women and
children fell victims to human traffickers. Regarding subjective causes, that the State
management and social management in some areas is still inadequate with loopholes
become the favourable conditions so that criminals can easily take advantage of,
especially in the following fields: foreigners, inhabitants, border, immigration, marriage
and child adoption with foreign elements. [...]
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(Source: UK Home Office, Report of a Home Office fact-finding mission to Vietnam
Conducted between 23 February and 1st March 2019, 9 September 2019, p. 91-92)
…

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ベトナム：人身取引の被害者、4.0 版」
（2020 年 4 月）
2.4.3 Trafficking in human beings is illegal in Vietnam, but it remains a serious problem
and is increasing. Article 150 of the penal code criminalises labour and sex trafficking
but requires a demonstration of force, fraud or coercion in order to constitute a
trafficking offence. This definition does not fully correspond with the internationally
accepted definition of trafficking and in some instances may combine smuggling and
human trafficking (see Law).
2.4.4 Human trafficking affects men, women and children, with persons trafficked for
forced labour, sexual exploitation and marriage. Most trafficking victims in Vietnam are
taken to China and are sold into prostitution, forced labour or marriages with Chinese
men. In 2018 the government in Vietnam identified 490 victims of trafficking with the
Ministry of Public Security (MPS) confirming that on average there are 300-400 cases
of trafficking a year although the actual number is probably considerably higher than
this (see Prevalence and Trafficking victims).
2.4.5 During the first quarter of 2019, figures show there were a total of 165 Vietnamese
potential victim referrals within the UK. According to in country sources spoken to by
the UK Home Office Fact-Finding team (UK HO FFT) victims of trafficking
encountered in the UK are predominantly male with an average age of 35 with most of
these victims coming to the UK to work. The Vietnamese government does not accept
the international definition of trafficking, therefore many of those individuals who end
up in the UK are viewed as economic migrants by the Vietnamese authorities (see
Prevalence and Trafficking victims).
2.4.6 No in-country sources who spoke to the UK Home Office Fact-Finding team (HO
FFT) were aware of any cases where victims had been re-trafficked. There is, however,
some evidence that returnees may be at risk of retrafficking or reprisals if they have
outstanding debts. There is also some evidence to suggest that returned victims of
trafficking experience discrimination and social stigma in their communities although
this is not in general, sufficiently serious by its nature and repetition that it will reach
the high threshold of persecution and/or serious harm (see Risk of re-trafficking and
Social stigma of trafficking victims).

《参照》●英国内務省「国別政策及び情報ノート ベトナム：人身取引の被害者、
4.0 版」（2020 年 4 月）
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2.4.7 It is unlikely that a person would be re-trafficked once returned to Vietnam but a
persons vulnerability may effect the likelihood of this happening so each case will need
to be considered on its merits. The onus is on the person to demonstrate that their
profile and circumstances are such that on return they would be vulnerable to abuse or
re-trafficking which would amount to serious harm or persecution.
2.4.8 Factors that may increase the risk of being abused or re-trafficked include, but are
not limited to:
• The person having an outstanding debt to the traffickers • The person knowing the
trafficker
• The absence of a supportive family willing to take the victim back into the family unit
• The person having no other support network to assist them and material and financial
deprivation such as to mean that they will be living in poverty or in conditions of
destitution
• No or little education or vocational skills
• Mental health conditions, which may have been caused by experiences of abuse when
originally trafficked
2.4.9 Decision makers must refer to the Country Policy and Information Note on Vietnam:
Fear of illegal moneylenders where the case involves the return of victims who fear
reprisals from traffickers owing to debt bondage.

(3) 人身取引の被害者の保護
ウ ●ARC「Vietnam: Returned victims of trafficking: Issues affecting the likelihood
of re-trafficking」（2020 年 5 月）
2015
The UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women noted in its
Concluding Observations of July 2015 that:
[...] C. Principal areas of concern and recommendations [...]
Trafficking and exploitation of prostitution
20. The Committee welcomes the various efforts made by the State party to combat
trafficking in women and girls, but notes with concern: [...]
(c) The very low conviction rates under the Law on Human Trafficking; [...]
(Source: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women,
Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of Viet
Nam, 29 July 2015, para. 20)
…
2018
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The U.S. Department of State provided the following prosecution and conviction rates
for 2018 and provided its overall assessment in relation to Vietnam’s efforts to prosecute
traffickers and its preventative measures to combat trafficking:
[...] Vietnam: Tier 2 Watch List [...] P
ROSECUTION [...]
For the seventh consecutive year, the government did not prosecute any suspected
traffickers under labor trafficking provisions of the anti-trafficking law [...] According to
the Ministry of Foreign Affairs (MFA), the Ministry of Public Security (MPS) and Vietnam
Border Guards (under Ministry of Defense)—often in cooperation with foreign partners—
identified 211 trafficking cases (350 in 2017, 234 in 2016) involving 276 alleged offenders
(over 500 in 2017, 308 in 2016).
…

7.

兵役、強制徴集（非国家主体の）
ア ●CIA「ワールドファクトブック‐ベトナム」
（2021 年 3 月 25 日閲覧）
Military service age and obligation
18-27 years of age for compulsory and voluntary military service (females eligible for
conscription, but in practice only males are drafted); conscription typically takes place twice
annually and service obligation is 2 years (Army, Air Defense) and 3 years (Navy and Air
Force) (2019)

8.

司法制度・刑事手続
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
恣意的逮捕及び拘留
4.14 憲法は、個人を逮捕する場合、「現行犯」を逮捕するときを除き、裁判所又
は検察官の決定が必要であることを謳っている。刑法に従い、罪を犯した行為
による逮捕などの「緊急時」の場合、警察は令状なしで個人を最長で 72 時間
まで拘留することができる。しかし、警察の通知後 12 時間以内に、人民検察
院からの逮捕についての承認又は不承認が必要である。拘留者の正式な犯罪捜
査を始めるためには、逮捕後 3 日以内に人民検察院による決定が必要である。
この決定がない場合は警察は被疑者を解放しなければならない。人民検察院
は、3 日間の延長を 2 回依頼することができる。したがって、最長の拘置期間
は 9 日間である。
4.15 被疑者は、実際には調査の間拘束され、その時間は申し立てられた犯罪の
重大さの程度により異なる。刑法は、特に重大であると分類される犯罪の捜査
の場合に最長 20 カ月、またあまり重大でないと分類される場合に 2 カ月（さ
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らに 2 カ月間の延長が 1 回可能）の拘留期間を認めている。国家安全保障に関
連する犯罪の場合、その期間は全く制限されていない。…
4.16 被拘留者は、自らの拘留の適法性について、関係当局に疑義を唱えること
ができるが、 政治犯にはこの権利が認められていない。…
4.17 行政犯罪法（2012 年）は、安全保障、社会秩序、又は公共の安全に対する
脅威と考えられる個人の裁判のない恣意的な「行政拘留」の権限を与えてい
る。理論的には、行政拘留は刑事訴追の根拠とならない治安罪を犯した者に対
する刑罰として意図されている。しかし、行政拘留は実際には刑事責任に有罪
判決を下すための証拠が不十分である事例に頻繁に課されている。行政拘留者
は、通常警察によって拘留されるが、行政拘留センターは刑事司法制度の一部
ではない。…

9.

警察・治安部隊（刑務所等の状況含む）
(1) 警察
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
警察
…
5.7 PPSFV は、国家、省、地区、およびコミューンのレベルで活動している。
コミューンの警察官は、地区、省、および全国のレベルの警察官と比較する
と、しばしば給与が低くて特権が少なく、さらに法律や基本的な警察の手続き
の訓練が不十分である。省や地元の警官部隊は、その活動の高度な決定権を有
している。国際監視団は、警察の各階層の中で、汚職が極めて広く行われてい
ることを報じている。消息筋は、最近の事例として組織化された犯罪集団が特
定の状況や特定の場合に応じないようにしてもらうため、地元の警察に賄賂を
贈り、国民が助けを求めたときに警察が対応しなかったことを報じた。また、
消息筋は、地元の警察が往々にして契約している「暴力団」や「民間人の集
団」を利用して、好ましくない、又は国家安全保障に対する脅威と考えられる
政治活動家や宗教の支持者への嫌がらせや暴行を行っていると報じている。
…

(2) 刑務所の状況
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
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拘置中の死亡
4.4 2017 年 2 月の法務省の報告書によれば、2011 年 7 月 1 日から 2016 年 6 月
30 日までの間で、拘置中に 2,812 人以上が死亡（死刑執行を含む）した（「死
刑」を参照）
。死亡者数が多い原因の 1 つは、刑務所及び拘留センター内の感
染病比率が高いことであると思われる（「拘留と刑務所」を参照）
。
4.5 最高人民裁判所のガイダンスは、拘置中の死亡について、警察官が責任を負
い、殺人で起訴されることを規定している。しかし、近年警察官が責任を取ら
される場面は少なく、通常軽い容疑をかけられている。2018 年 9 月に、ニント
ゥアン省の裁判所は、2017 年に拘置中の薬物使用者を撲殺する体罰を行ったと
して、5 人の元警察官に 3 年から 7 年の禁固刑の判決を言い渡した。また裁判
所は、関与した警察官が上記の刑期に続いて法を執行する何らかの地位に着く
ことを最長で 3 年間禁止した。
…

拘留及び刑務所
…
5.17 ベトナムの刑務所の状態は、過剰収容、劣悪な衛生状態、不十分な食事、
及び飲料水の供給不足の問題があって厳しいが、一般に人命を脅かすものでは
ないと考えられる。2017 年の MPS の報告書は、質の高いインフラの不足及び
過剰収容を、刑務所のシステムの進行中の問題として認めた。一般に、成人の
囚人は 1 日あたり 8 時間、1 週あたり 5 日間の作業を無給ですることが要求さ
れている。この作業は主として農業作業と製造作業である。医療は多くの場合
不十分である。…

10. 報道の自由
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
メディア
3.62 憲法第 25 条は、言論及び表現の自由と報道の自由を「法律の条項に従っ
て」ベトナムの国民に与える。刑法は、政府に対して批判的な演説を禁止して
いる。フリーダム・ハウスよれば、この演説の定義は、曖昧な言葉で表現され
ていて、拡大解釈されている。CPV や、政府機関、軍隊は、ほとんど全ての印
刷物、放送、オンラインメディアや電子メディアの所有や管理を通して、一般
の人々に反対意見を広めることを抑え続けている。これと同時に、多くの法律
と政令により報道の自由が制限されている。…
3.63 2015 年に発行された政令 65 号に基づき、統計情報、原子エネルギー、価格・
手数料・費用及びインボイスの処理、教育、民間航空、職業訓練、水文気象、地図
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作成、健康と関連する「事実に反する情報」を公開したときに、報道機関は制裁を
受けることがある。違反に課される罰金は、不適切又は不適当な情報源を使用して
公開したジャーナリスト、新聞、及びオンラインメディアの場合は最高 50 万 VND
（30AUD）
、また発行禁止又は没収判定の対象になる著作物、及び国家の利益を損
なう著作物を公開又は放送した場合は最高 1 億 VND（6,130AUD）である。2018 年
7 月に、国家主席への虚偽のコメント及び「国の結束を混乱させたこと」を理由と
して、通信社 Tuoi Tre Online に 2 億 2000 万 VND（約 13,480AUD）の罰金を課し、
さらに 3 カ月の業務停止を命じた。これは、近年で最も厳しい処罰の 1 つになっ
た。
…
3.65 規制環境が厳しいため、通常ジャーナリストは自己検閲を行なっている。わず
かな人数の独立したジャーナリストは、主としてブログと社会メディアで活動をし
ているが、この活動は警察のハラスメント、暴力、及び逮捕のリスクを冒してい
る。警察は、批判的なジャーナリストの電気や、電話信号、インターネット接続を
切断することなども含み、微妙な問題を取り上げているジャーナリストの家や事務
所を強制捜査して、頻繁に取材訪問に介入しようとしていると報じられている。
2014 年に設立された IJAV（Independent Journalists Association of Vietnam）は、国営
メディアを離れたジャーナリスト、民主主義活動家（ブロガー及びフェイスブッカ
ー）
、並びに海外を拠点とする（ほとんどが米国）専門のベトナム人のジャーナリ
ストで構成されている。当局からの圧力にさらされて、IJAV の構成員の中には、
記者の資格を取り消された人もいる。また、当局は JAV 構成員の血縁者に対して
も、事業の実施や就職を妨害するなどして嫌がらせを行っていると報じられてい
る。一部のジャーナリストは、家族の安全が心配だったために IJAV を去ったと報
じられている。
3.66 現地の消息筋によれば、MPS は海外で活動するベトナム人のジャーナリストを
監視している。…
3.67 2017 年と 2018 年の 2 年間を通じて、批判的なジャーナリスト及びブロガーに
対して、数多くの逮捕が行われ有罪判決が下された。…

…
上記「3（3）ソーシャルメディアによる政府批判」も参照。
イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Expression, Opinion, and Speech
…
Police arrested Nguyen Tuong Thuy in May and Le Huu Minh Tuan in June for
involvement with the Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) and charged
them with anti-state propaganda under article 117 of the penal code. The organization’s
president, Dr. Pham Chi Dung, was arrested in November 2019, apparently in connection
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to his vocal opposition to the European Union-Vietnam free trade agreement. Between April
and August, police arrested nine other people including independent blogger Pham Chi
Thanh, land rights activists Nguyen Thi Tam, and former political prisoner Can Thi Theu
and her sons Trinh Ba Phuong and Trinh Ba Tu. In October, police arrested prominent rights
blogger Pham Doan Trang. All 10 were charged with anti-state propaganda under article
117 of the penal code.
Freedom of Media and Access to Information
The Vietnamese government continued to prohibit independent or privately owned media
outlets and impose strict control over radio and television stations and printed publications.
Authorities block access to websites, frequently shut blogs, and require internet service
providers to remove content or social media accounts deemed politically unacceptable.
…

ウ ●AI「Viet Nam: Stop Intimidation And Harassment Of Independent Publishing
House」（2019 年 11 月 27 日）
Since early October, police have harassed and intimidated dozens of people connected to
the Liberal Publishing House -- a local independent publisher that has produced books on
public policy and political thought in Viet Nam –- in what appears to be a targeted campaign.
The harassment has taken place in at least three major cities, including Hanoi, Ho Chi Minh
City and Hue, in addition to the provinces of Binh Duong, Quang Binh, Quang Tri and Phu
Yen. The individuals who have been targeted are believed to have either bought or read
books printed by the publisher, or to have worked for the publishing house.
According to information received by Amnesty International, individuals in those
locations have been summoned to local police stations where they have been interrogated
about books they bought from the publishing house. After questioning, most were pressured
to sign statements promising that they would not buy books from the Liberal Publishing
House again.
…

エ ●RSF「RSF concerned by prominent dissident journalist’s arrest in Vietnam」
（2019 年 11 月 22 日）
Reporters Without Borders (RSF) condemns yesterday’s arrest of Pham Chi Dung, an
outspoken Vietnamese journalist and leading press freedom defender who for years has been
trying to help create an open and informed civil society in Vietnam that is not controlled by
its Communist Party.
…
A former army officer and former member of the Communist Party of Vietnam who
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returned his party card in order to write and develop a critique of Vietnam’s ruling elite,
Dung is well known internationally and helped to create the Independent Journalists
Association of Vietnam (IJAVN) in 2014, for which he was stripped of his passport.
An expert on the party’s inner workings and an internal power struggles, he posted
an article on the Nguoi Viet website on 17 November raising questions about Nguyen Phu
Trong, the party’s general secretary and Vietnam’s current president. Rumours about his
failing health suggest that he may not be able to hold on to these positions until the party’s
next national congress in 2021, which could exacerbate the power struggle among its rival
factions during the coming year.
…

11. 宗教の自由
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
3.18 一部の仏教徒、プロテスタント、ホアハオ、及びカオダイのコミュニティ
ーは、公式に認められた宗教団体に参加しないで、宗教を代表すると主張する
独自の団体に所属することを選択している。当局による公式の宗教団体と独自
の宗教団体の扱いには、かなりの相違がある。ほとんどの場合、公式に認めら
れた宗教団体に所属する宗教の信奉者は、その宗教が何であるかにかかわら
ず、著しく妨害されることなく信仰を実践することができる。しかし、独自の
宗教団体に参加している人々は、このセクションで概説しているように信仰を
実践することが難しい。また、場所による扱いの違いもあって、経済的に発展
している地域の都市の宗教の信奉者は、一般に宗教や信仰を自由に実践するこ
とができるが、いくつかの省の農村部の宗教コミュニティーは、規制やハラス
メントに直面することが多い。これは特に少数民族地域の宗教の信奉者の場合
の事例であり、民族的、政治的、そして宗教的な問題がしばしば重なっている
（「人種／国籍」も参照）
。
3.19 USCIRF は、ベトナムを 2002 年から「宗教の自由に対する体系的で、継続し
た、甚だしい違反を犯す国」として CPC（特に懸念される国）に分類している。
人権擁護団体監視員は、2017 年と 2018 年に宗教団体の全体的な状況が悪化したこ
と、また特に独自の宗教団体の信奉者の場合にこれが顕著であることを報じた。独
自の集団を代表する宗教指導者は、身体的暴行、逮捕、告発、監視、移動制限、財
産の没収や破壊、登録や他の許可の拒否などのさまざまな形の公的なハラスメント
に直面していると報じられている。独自の宗教団体の信奉者は、世論の批判、強制
的な信仰の放棄、拘留、尋問、拷問、及び禁固刑にさらされていると報じられてい
る。また、2017 年と 2018 年に国際監視団は、警察及び私服警察官（親しい関係に
あったり、当局を代表する人も含む）による宗教団体（登録済みの集団を含む）に
対する暴力行為が、増加していることを報じた。
3.20 信仰及び宗教に関する法律（2018 年）は、2018 年 1 月に発効された。この法
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律は多くのそれまでの規制、判決、政策、及び慣例に優先する。…この新しい法律
は、全ての宗教団体に対して、宗教問題に関する政府委員会に登録し、日常の宗教
的行為を行事や会合を含めて報告することを要求する。2018 年 6 月に施行された
施行規則は、
「国の利益を侵害したり、でっちあげや中傷に関与して宗教を乱用し
ている」と見なされる組織に罰金を課す。人権機関は、これらの条項が非常にあい
まいで、潜在的に当局が独断的に宗教団体を罰することが可能になっているとして
疑問視している。
…

恣意的逮捕及び拘留
…
4.18 政治的活動家や宗教的活動家、さらに土地の没収に抗議する個人に、恣意
的逮捕と拘留が一般的に使用されていることを、国際監視団は報じている
（「政治活動家と宗教」を参照）。個人は、海外からベトナムに帰国した直後
に、個人の自宅、車内、地元の警察署、社会保護センター（ホームレスの場
合）
、及び地方自治体の事務所で恣意的に拘留されている。また、人権擁護団
体監視員は、逮捕状なしで私服警察官により拘置された活動家の事例を報じて
いる。何人かの薬物使用者は、容疑がなくまた司法の関与は限定的な状態で
「06 センター」で拘留されたと報じられている（「健康」を参照）。
※ 前掲
その他、下記 12 の「
（1）モンターニャ族」と「
（2）モン族」を参照。
イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐ベトナム」
（2021 年 1 月 13 日）
Freedom of Religion
The government restricts religious practice through legislation, registration requirements,
and surveillance. Religious groups are required to get approval from, and register with, the
government and operate under government-controlled management boards. While
authorities allow many government-affiliated churches and pagodas to hold worship
services, they ban religious activities that they arbitrarily deem to be contrary to the
“national interest,” “public order,” or “national unity,” including many ordinary types of
religious functions.
Police monitor, harass, and sometimes violently crack down on religious groups operating
outside government-controlled institutions. Unrecognized religious groups, including Cao
Dai, Hoa Hao, Christian, and Buddhist groups, face constant surveillance, harassment, and
intimidation. Followers of independent religious group are subject to public criticism,
forced renunciation of faith, detention, interrogation, torture, and imprisonment.
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ウ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ベトナム：ホアハオ仏教、1.0 版」
（2020
年 2 月）
a. State treatment
2.4.1 The Constitution allows for freedom of religion but in practice this is restricted.
Religious groups are required to seek approval from and register with the government,
which restricts the activities of unregistered and unrecognised religious groups and/or
persons associated with them (see Difference between registered and unregistered
groups).
2.4.2 The exact number of Hoa Hao Buddhists is unknown. Estimates range from 1.3
million to 8 million, with around 2 million being a more realistic number (representing
just under 2% of the total population). Followers of the Hoa Hao Buddhism are almost
exclusively concentrated in the Mekong Delta region and tend to come from poor
economic backgrounds with the majority being farmers (see Demography).
2.4.3 Hoa Hao Buddhism is an officially recognised religion in Vietnam but most Hoa
Hao Buddhists refuse to belong to the state recognised group due to the authorities’
control over this group. Some members of unregistered Hoa Hao groups are subject to
police harassment, surveillance, confiscation of property, beatings, restrictions on
movement and the disruption of their religious activities (see State treatment of Hoa
Hao Buddhists).
2.4.4 Hoa Hao Buddhism is normally practiced at home or while tending the land.
Where a person practices their faith at home or in a small group cooperating with local
authorities and where they or their leaders do not get involved in political issues they
are unlikely to face adverse treatment from the authorities (see State treatment of Hoa
Hao Buddhists).
2.4.5 The government is suspicious of large gatherings (over 20-25 people) and will
look for ways to break them up. People may be taken to police stations to be asked their
names and relationships, released after 3-4 hours and “invited” back for further
questioning. Some people may eventually be charged with public disturbance/disrupting
public order, “conducting propaganda against the state” or traffic disruption.
2.4.6 Some members of unofficial Hoa Hao Buddhist groups have been subjected to
arrest, detention and harassment, with a small number - between 10-20 - arrested,
prosecuted and imprisoned for dissent or criticising the government. In general this is
not solely due to their faith but the perceived threat they pose to the government due to
their involvement in political activities, such as land/environmental issues or advocating
for democracy in Vietnam or because they are deemed to pose a threat for other reasons
(see State treatment of Hoa Hao Buddhists).
…
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エ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ベトナム：宗教的・民族的集団、2.0
版」（2018 年 3 月）
2.

Ethnic groups

c. Unregistered Religious groups
2.2.12 The government restricts activities by independent religious groups and those
who are regarded as a threat to the Communist Party of Vietnam (CPV), especially
those involved in religious freedom advocacy. Many unregistered religious groups
report abuses, with a particularly high number of reports coming from the Central and
Northwest Highlands, including the monitoring of some religious groups, particularly
unregistered church groups in ethnic minority communities (See Treatment of religious
groups).
2.2.13 Some Christians and Buddhists among Khmer Krom, Degar (Montagnard) and
Hmong also face discrimination owing to both their ethnicity and religion. The
government continues to imprison people for religious activity or religious freedom
advocacy and seeks to stop the growth of Protestantism and Catholicism, particularly
when practiced by ethnic minority groups in rural areas, through discrimination, and
forced renunciations of their faith. The authorities monitor ethnic groups in the Central
and Northwest Highlands, where it continued to claim that practicing a minority faith
encouraged separatism (see Treatment of religious groups Protestants, Catholics, Khmer
Krom and Montagnards (or Degar).
2.2.14 The government considers that some Montagnards, an ethnic minority in the
Central Highlands, are operating Protestant organisations which advocate separatism for
ethnic minorities. While there are reports of official government media publishing
articles discouraging citizens from affiliating with Degar Protestantism, there are
reports of official harassment and intimidation by local authorities in the Central
Highlands area (see Protestants, Montagnards (or Degar) and Societal treatment of
ethnic groups).
2.2.15 Religious groups that operate outside of official, government-registered and
government-controlled religious institutions are subjected to monitoring, intimidation,
harassment and sometimes violent enforcement by the authorities (see State treatment
of unregistered religious groups).
…

オ ●ARC「クエリー回答：ベトナム
The treatment of ethnic minority groups:
Hmongs and Montagnards」（2017 年 7 月 19 日）
In its written submission to ARC in May 2017, Christian Solidarity Worldwide (CSW)
stated that:
The most common violations against the right to freedom of religion or belief targeting
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Hmong and Montagnard Christians are (in no particular order):
- Pressure to recant, usually involving forcing victims to sign a document stating that
they will not follow the Christian faith;
- Forced eviction from home or village: some villages also have “village rules” which
state that no-one in the village may convert to Christianity and that converts will be
evicted, in contradiction with domestic and international law;
- Denial of access to public services and grants: ethnic minorities and indigenous
peoples in Vietnam are sometimes eligible for government support in the form of housing
grants, rice, and small grants for “protecting the forest”. Families who have converted to
Christianity report having the documentation making them eligible for this assistance
confiscated, on the grounds of their conversion;
- Arbitrary detention, sometimes followed by a trial and imprisonment;
- Beatings and torture, most often in police custody, sometimes leading to deaths in
police custody: methods of torture include beating of the face, head, legs and shoulders;
being forced to adopt a stress position; and sexual torture and abuse;
- Harassment, including threats and intimidation;
- Disruption of religious services;
- Being physically prevented from attending religious services, either by physical force
or because meetings are forced to take place a long way from members’ homes; Confiscation of religious materials including Bibles;
- Denial of access to education for Christian children if their parents are Christians,
sometimes due to forced eviction, at others times due to discrimination;
- Damage to properties used for religious services (including the homes of religious
leaders).33
…

12. 国籍、民族および人種
(1) 少数民族
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
3.4 少数民族は、ベトナムの貧困層の 72 パーセントを占めている。経済が成長
するにつれて、キン族と少数民族グループの間の社会経済的格差が拡大してい
る。しかし世界銀行は、2014 年から 2016 年までで少数民族の貧困線が 13 パー
セント低下し、最近の 10 年間で少数民族の中での貧困の減少が最大であった
ことを示していることを 2018 年 4 月に報じた。ベトナムは、2016 年～2020 年
の社会経済発展計画の中で少数民族グループのための開発を推進することを確
認した。格差への対応として、政府はこのプログラムを通して教育と保健医療
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施設の補助金の支給、地方のコミュニティーや村落への道路利用及び電化の拡
大、中部高原地域の少数民族への土地の割り当てを続けている。土地分配はキ
ン族の多くの人々にも影響を及ぼす問題であるが、政府が先住民の先祖の土地
を認めていないため、先住民のコミュニティーに与える影響はそれ以上であ
る。多くの少数民族グループは、開発計画の結果などの理由から立ち退かせら
れ続けている。
3.5 特に農村地域の少数民族のコミュニティーに影響を及ぼしている民族的、宗教
的、政治的な問題の間には、重なり合う部分が少なくない。省及び村落のレベル
で、宗教の自由を行使する他のベトナム人と比較して、少数民族はその民族の宗教
を理由に公的なハラスメントをより多く受けている傾向があることを国内の消息筋
は伝えている（
「宗教」を参照）
。DFAT は、少数民族が差別される場合、単一の原
因によるものではなく、多数の要因の結果である可能性が高いと判断している。し
たがって、このセクションは他の関連するセクションと併せて読み取る必要があ
る。

デガ族／モンタニャード族
…
3.7 モンタニャード族は、政府からは微妙な立場の集団であると歴史的に考えら
れてきた。その主な理由は、ベトナム戦争において中部高原地域（戦略上重要
な地域）で多くのモンタニャード族がアメリカ軍及び南ベトナム軍側であった
ことである。またモンタニャード族は、政府に対して政治面での積極的な運動
を断続的に行ってきている。特に 2001 年と 2004 年には、モンタニャード族の
集団が政府による先祖の土地の没収及び宗教的な迫害に反対して大々的なデモ
に参加した。…
3.8 モンタニャード族は、伝統的に自然信仰を信じていたが、1850 年代にフランス
人の宣教師によりモンタニャード族の地域にキリスト教が紹介されて深く根づき、
多くのモンタニャード族がカトリック又はプロテスタントを信じている（
「カトリ
ック教徒とプロテスタント教徒」を参照）。人数は少ないが、キリスト教福音教会
の一員になっている人もいる。多くのモンタニャード族は、政府によって認可され
た中部高原地域のプロテスタントの教会、ベトナム南部福音教会には不信感を抱い
ていて、独自の村落か家庭の教会で礼拝することを選択している。…

3.9 人権擁護団体監視員は、当局が政治的であると考えられる宗教的行為に関係
してモンタニャード族に的を絞っている多数の事例を報告している。2017 年
に、少なくとも 5 人のザライ省のモンタニャード族が政府により承認されてい
ない宗教団体に参加したことにより有罪と宣告され、最長 10 年の禁固刑の判
決を言い渡された。報道によれば、2018 年 3 月にデガ・プロテスタントの改宗
のため、ザライ省の 25 人のモンタニャード族が捕らえられた。また 2018 年の
1 年間では現地当局により、バクザン省の複数のモンタニャード族のコミュニ
ティーで家庭の礼拝のセッションが中断させられたと報じられている。
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3.10 人権団体は、モンタニャード族が監視、威嚇、世論の批判、恣意的逮捕や拘
留、治安部隊による拘置時の虐待に直面していることを一貫して報じている。著名
な政治活動家、又は政府によってデガ・プロテスタントなどの分離主義者の目的を
有していると考えられる集団との関わりがある活動家は、特に逮捕と禁固刑の対象
にされている。ヒューマン・ライツ・ウオッチによれば、近年何百人ものモンタニ
ャード族が、政府によるハラスメントの理由からカンボジアとタイに逃れている。
しかし、ベトナム当局はこれらの人々がビジネスチャンスを求めてベトナムを出国
した不法移民であったと主張している。

モン族
…
3.13 モンタニャード族と同様に、歴史的にモン族はベトナム戦争時代を通じて
アメリカと結び付いていて、一部のモン族は中央情報局の一員になっていたと
報じられている。また、モン族の集団は政治的な抗議行動に参加してきている
が、中でも注目すべきは何千人ものモン族がより大きな宗教の自由、土地の権
利、及び自治権を要求した北西部のディエンビエン省の 2011 年の大々的なデ
モである。DFAT は、このデモに関連する当局からの重大な報復に関する報告書に
ついて承知していない。
3.14 ベトナムの約 30 万人のモン族はプロテスタントである（
「プロテスタント」も
参照）
。モン族の改宗は、フィリピンから放送されたモン族の言語による福音伝道
者のラジオ番組の影響を受けて、1980 年代の頃に始まったと報じられている。国
際監視団は、2018 年に中部高原地域の複数の省の地元の職員が、国内のほかの場
所からその地域に移住した 700 人のモン族クリスチャンに対して世帯登録を拒否し
たと報じた。その結果、地方の教育担当職員はその集団の子供が学校に通うことを
許可しなかった。当局が集団の登録を拒否した理由が、民族性であるのか、宗教で
あるのか、別の理由によるものであるのかは明確になっていない。

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ベトナム：宗教的・民族的集団、2.0
版」（2018 年 3 月）
2.

Ethnic groups

2.2.1 The law prohibits discrimination against ethnic minority groups. However, these
groups remain disproportionately the poorest and most vulnerable citizens of Vietnam,
particularly in being able to access employment, education and healthcare. Ethnic
minorities, who often adhere to minority religions, face discrimination in mainstream
society. In an attempt to address the social and economical inequalities of ethnic
minorities the government has provided special programmes to improve education,
health facilities and expand road access and electrification of rural communities and
villages. However, these programmes are not always implemented in a culturally
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appropriate manner and some local officials restrict access to schooling and jobs for
ethnic minorities (see State treatment).
2.2.2 Although the government allocates land to ethnic minorities through a special
programme in the Central Highlands, land grabs are common in both the north-west and
central highlands, where state-affiliated firms often demand property concessions for
mines, plantations and hydropower dams. Khmer Krom or ‘Montagnards’ (a collective
for tribes living in the Central Highlands, also known as the Degar) are
disproportionately discriminated by land distribution policies and find themselves
allocated with the smallest and infertile lands (see State treatment).
2.2.3 Although Vietnam endorsed and ratified the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (UNDRIP) it does not recognise the Khmer Krom or Montagnards
as indigenous groups. This deprives Khmer Krom and Montagnards of the protection
otherwise offered by the Vietnamese law (see Recognition of indigenous groups).
2.2.4 Additionally, societal discrimination is longstanding and persistent with ethnic
minorities often viewed as backward and uneducated by the Kinh majority (see Societal
treatment of ethnic groups).
2.2.5 Some ethnic minority and indigenous communities including Hoa (Chinese),
Hmong, Khmer, Degar Montagnards and other smaller ethnic groups in Vietnam face
discrimination and/or harassment by state authorities, particularly from local officials.
The government monitors and arbitrarily detains some Degar Montagnards who the
state consider to be a threat to national security and, in part, owing to their religious
practices (see following section on Religious groups). Some sources suggest that
persecution is widespread, however, the majority of evidence suggests that only those
who are political activists or who have connections to groups that the government
perceives to have separatist aims have been targeted for arrest and imprisonment (see
Treatment of ethnic groups).
…

ウ ●ARC「クエリー回答：ベトナム
The treatment of ethnic minority groups:
Hmongs and Montagnards」（2017 年 7 月 19 日）
※前掲
(2) 国籍
ア CIA「ワールドファクトブック‐ベトナム」
（2021 年 3 月 25 日閲覧）
Citizenship
citizenship by birth: no
citizenship by descent only: at least one parent must be a citizen of Vietnam
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dual citizenship recognized: no
residency requirement for naturalization: 5 years

13. 出入国および移動の自由
ア DFAT「出身国情報報告 ベトナム（2019 年 12 月 13 日版）
（仮訳）」入管庁ウ
ェブ（2019 年 12 月 13 日）
出国及び入国の手続き
5.24 憲法第 23 条は、国民が「法律の条項に従って自由に海外旅行をして、海
外から帰国で きる」ことを規定している。実際には、政府は複数の個人の移
動について、特に注目を集 める政治活動家や批判的なジャーナリストの外国
への旅行を制限している。当局は、頻繁 に政府が国家の利益を脅かすと考え
る人々（その家族も含む）のパスポートを没収するか、 パスポートの発行を
拒否している。

略称
ACCORD

オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター

ACLED

武力紛争位置・事件データプロジェクト

AI

アムネスティ・インターナショナル

ARC

難民調査センター

BAMF

ドイツ連邦移民難民庁

CGRS

ベルギー難民及び無国籍者庁

CIA

米国中央情報局

CNDA

フランス庇護権裁判所

CRS

米国議会調査局

DFAT

オーストラリア外務貿易省

DIS

デンマーク移民庁

DRC

デンマーク・レフュジー・カウンセル

EASO

欧州難民支援局

HRW

ヒューマン・ライツ・ウォッチ

ICG

インターナショナル・クライシス・グループ

IDMC

国内避難民監視センター

IRBC

カナダ移民難民局

IRDC

アイルランド難民ドキュメンテーションセンター

ジェトロ

日本貿易振興機構

Landinfo

ノルウェー政府出身国情報センター
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MRGI

マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル

OECD

経済協力開発機構

OFPRA

フランス難民・無国籍庇護局

OHCHR

国連人権高等弁務官事務所

OSAC

米国海外安全保障評議会

RRTA

オーストラリア難民再審査審判所

RSAA

ニュージーランド難民地位不服申立機関

RSF

国境なき記者団

UKIAT

イギリス移民難民審判所

UNHCR

国連難民高等弁務官事務所

USCIRF

米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会
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