
報告書発刊にあたって

私たち第１分科会実行委員会は、今回の人権擁護大会シンポジウムのテーマを「多民族・

多文化の共生する社会をめざして－外国人の人権基本法を制定しよう－」としました。そ

して、お互いのアイデンティティを尊重し合い、「差別なく共に生きる社会」を創造する

ためには、植民地支配の清算などの歴史的視点が前提条件として重要であり、外国人や外

国人を含む民族的少数者（“ethnic minority”）の人権基本法の制定が基礎的条件として必

要であると考えました。

このように考えるに至った背景や趣旨は次の通りです。第１に、「戦争と飢餓と環境破

壊の２０世紀」の負の遺産を総括し、２１世紀こそ「平和で地球環境が保護され、人権文化が

開花した国際社会」を実現しようと願った矢先、２００１年９月１１日に米国で事件が発生し、

以降、世界は、再び「戦争と憎悪の時代」へと逆行しようとするかのごとき状況にあるこ

とです。日本においても、自国民中心主義的な動きが広まり、公権力・公人や民間におい

て、外国人嫌悪（ゼノフォビア）や人種差別などの排外主義的傾向が拡大しています。

第２に、歴史的存在である旧植民地出身者とその子孫に対して、未だ歴史の清算が十分

にはなされてはおらず、また、２００２年９月１７日の日朝ピョンヤン会議で拉致事件が明らか

になって以降、在日コリアンの子どもたちに対して暴力や嫌がらせが多発したことです。

第３に、この間、国際人権（自由権・社会権）規約委員会や人種差別撤廃委員会などか

ら日本政府に対して、外国人や外国人を含む民族的少数者の人権の現状に対して、数々の

懸念や勧告がなされているにもかかわらず、改善に向けた人権法政策が提示されていない

ことです。

第４に、私たち実行委員の多くは、日々難民事件や外国人事件に代理人や弁護人として

関与していますが、この間、国側や裁判所から、旧態然とした「広範な立法・行政裁量論」

が主張・判示され続けていることです。特に、１９７８年の最高裁大法廷判決（マクリーン判

決）で示された「在留制度の枠内で外国人の人権は保障される」とする憲法解釈が一人歩

きし、翌年（１９７９年）以降の国際人権（自由権・社会権）規約を始めとする国際人権法の

国内受容にもかかわらず、現在においても何ら変更されていません。

第５に、近時、政府機関や経済団体を中心に、来るべき人口減少化時代に対応するため

「移住（外国人）労働者」のより積極的な受け入れ提言がなされ始めていることです。と

ころが、日本の外国人法制が「単一民族社会観」を基礎とした「外国人管理法」しか用意

しておらず、このままでは、人権侵害や人種差別が拡大するおそれがあります。また、現

在の日本社会には、旧植民地出身者とその子孫、移住労働者とその家族、中国残留日本人

の家族、難民など約２００万人の外国籍の人々が生活しています。更に、先住民族であるア

イヌ民族を始めとして、日本国籍を取得したコリアン、国際結婚で出生した子ども達など、

多様な国籍、民族性、文化を有する人々が生活しています。しかし、未だ、彼（女）らの

基本的人権と民族的少数者としての固有の権利が尊重される法整備がなされていません。

私たち第１分科会実行委員会は、このような背景や趣旨を踏まえて、２００４年１月１０日に

第１回実行委員会を開催し、この間、８回の全体会議と、関東・関西での民族教育を中心

とする現地視察、３日間の合宿を経て、本基調報告書を作成しました。この報告書は、第

報告書発刊にあたって



１編「総論」、第２編「各論」と構成し、各論では、外国人・民族的少数者の人権保障に

関する現状と課題の内容を、法的地位と在留、公的社会への参画、教育、女性、労働と社

会保障・医療、差別、現行法制に分類して検討し、各論の最後に、人権保障システムの展

望を論述しました。そして、「参考文献」や「資料編」とともに、私たち第１分科会実行

委員会としての試案として「外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案」を準備しまし

た。

この基調報告書は、短期間の準備ではありましたが、私たちの日々の実践の中から生ま

れたものです。外国人や民族的少数者の人権保障や人間の安全保障でもある「多民族・多

文化共生の課題」に関心を寄せている多くの人々に是非とも活用していただくことを願っ

ております。

２００４（平成１６年）年９月

第４７回日本弁護士連合会人権擁護大会

シンポジウム第１分科会実行委員会

委員長 丹 羽 雅 雄
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第１編 総論

第１章
はじめに ～問題提起

１ 日本における外国人・民族的少数者の現状

２１世紀初頭の日本には、植民地支配の結果として日本での生活を余儀なくされた朝鮮や

台湾などの旧植民地出身者とその子孫、移住労働者とその家族、難民などの外国籍、多民

族の人々が多数居住し生活している。法務省入国管理局が２００４年６月に発表した統計によ

れば、日本における外国人登録者数は、２００３年末現在で１９１万５０３０人に達した。１０年前（１９９３

年末）と比べて４５％の増加であり、日本の総人口に占める割合も、１．５％となっている。

また、外国人登録者の国籍（出身地）数は、１８６か国（無国籍を除く。）に上っており、国

連加盟国数（２００３年末現在１９１か国）と比較すれば、世界中のほとんど全ての国の出身者

が日本に在留していることがわかる。この外国人登録をしている外国人のほかに、日本に

は、未登録の外国人が少なからず在留している。これら外国人のほとんどは、民族的少数

者（“ethnic minority”、国際人権（自由権）規約２７条など）でもある。

さらに、日本国籍を有し民族的少数者としての立場にある人々として、先住民族でもあ

るアイヌ民族、旧植民地出身者とその子孫のうち日本国籍を取得した人々、近時来日して

その後日本国籍を取得した人々、国際結婚などにより出生して日本国籍を取得した人々な

どが多数、日本で居住し生活している。

まさに日本においては、多国籍・多民族・多文化の傾向が急激に進展している。

２ 外国人・民族的少数者に関する従前の法制度

以上の状況に鑑みれば、本来であればこの間に外国人や民族的少数者の人権を保障する

ための法制度や政策が築き上げられてきてしかるべきであったが、以下に述べるとおり日

本では十分にこれが行われないままとなっている。

�１ 従前の法制度

まず、戦後日本の外国人法制を見ると、一貫して「単一民族社会観」に立脚し、出入

国管理法や外国人登録法を骨格とした「外国人管理法」を優位とする法制しか用意して

こなかったことが認められる。そのため、旧植民地出身者とその子孫も含めて、外国人

はあくまでも管理の対象としか位置づけられてこなかったのである。

本来、外国人は、日本国籍を有する民族的少数者とともに等しく人権の享有主体であ

り、民族的少数者の固有の権利と公的社会へのより広い参画の保障を基本とする法制度

と政策が必要であるが、これらを基礎的条件とする多民族・多文化共生社会の構築に焦

点を当てた法制は未だ整えられていない。

�２ マクリーン判決の影響
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改めて日本国憲法に目を転じると、憲法に外国人及び民族的少数者の人権に関する明

文規定は存在せず、個々の事件において判例法が形成されてきたと言うことができる。

戦後日本の外国人の人権に関する判例法は、１９７８年（昭和５３年）１０月４日のいわゆる

マクリーン事件最高裁大法廷判決に集約されてしまっている。そこでは、外国人の人権

に関して、いわゆる「権利性質説」に立ちつつ、これら外国人の人権は、出入国管理法

（以下、「入管法」という）に基づく「在留制度」の枠内において保障されるものであ

るとしている。このマクリーン最高裁判決は、その内容が一人歩きし、現在においても、

外国人の人権に関する訴訟において、「広範な行政裁量」を基礎付ける根拠として国側

から引用され続けている。このように、日本の外国人法制は、入管法と外国人登録法（以

下、「外登法」という）という「外国人管理法制」によって基本的には成り立っており、

このマクリーン最高裁判決の憲法解釈と相俟って、外国人の人権保障の伸張にとって最

大の障害となっている。

他方、日本は、マクリーン最高裁判決の翌年（１９７９年）に国際人権規約（自由権規約

及び社会権規約以下「自由権規約」「社会権規約という。）を批准し、その後も難民条約

（１９８１年）、女性差別撤廃条約（１９８５年）、子どもの権利条約（１９９４年）、人種差別撤廃

条約（１９９５年）、拷問禁止条約（１９９９年）についてそれぞれ批准又は加入し、国内法的

効力を有する法規範として受容している。しかしながら、これらの国際人権法の国内受

容にもかかわらず、民族的少数者でもある外国人の人権に関しては、現在においても、

「在留制度」の枠内において保障されるとするマクリーン最高裁判決の枠組みは変更さ

れていない。

３ 外国人・民族的少数者の人権保障に関する課題

以上の状況下にあって、外国人や民族的少数者の人権に関しては、以下のような具体的

な問題が発生しており、その解決と対策は急務であると言わなければならない。

�１ 国際機関からの度重なる懸念や勧告への対応

前記のとおり、マクリーン最高裁判決後になって日本は人権諸条約への加入・批准を

行っているが、それに対応した国内法整備や政策が進まないことから、諸条約の実施監

視機関である各委員会から日本政府に対して、外国人及び民族的少数者の人権に関する

数多くの「懸念及び勧告」がなされている。

その内容は、軍人恩給による差別問題、入管法・外登法による再入国許可制度や外登

証の常時携帯義務、指紋押捺義務、民族教育や民族的少数者・外国人の子どもの母語教

育やアイデンティティの保障、民族学校や外国人学校の大学入学資格の保障、マイノリ

ティ（少数者）の女性に対する複合差別、外国人の警察や入管施設での収容・処遇問題、

難民認定制度の問題点など、いずれにおいても日本における外国人やほとんどの外国人

を含む民族的少数者の法制度の抜本的見直しを求めるものであった。

これら「懸念」や「勧告」のうち、「従軍慰安婦」「軍人・軍属」などの戦後補償問題

を除けば、概ね共通する外国人及び民族的少数者の人権課題は、日本の法制度が外国人

及び民族的少数者の権利を保障していないこと、マイノリティ女性や子どもに対する複

合差別を含む民族差別や人種主義に対する規制と救済の法制が整備されていないことで
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あると言っても過言ではない。とりわけ、自由権規約２７条の「少数者の権利」は、１９９２

年１２月１８日の国連総会において、「民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属す

る者の権利に関する宣言」（少数者（マイノリティ）の権利宣言）へと結実しているこ

と、さらに国連の小委員会において条約化の作業が進められている状況にあることに鑑

みれば、�民族的・文化的アイデンティティの保障、�公的社会への参画の保障を柱と
する「外国人及び民族的少数者の権利」を法制度として具体化することは緊要の課題と

なっているというべきである。

�２ 少子化・高齢化社会到来への対応

また、日本政府や経済界においては、来るべき少子・高齢化に伴う人口減少化時代に

対応するため、主として人口政策、経済政策の観点から、いわゆる「外国人労働者」（以

下本章では「移住労働者」と表記）の積極的受け入れの基調を提示するに至っている。

２０００年３月２４日、法務省入国管理局は、当面する外国籍者の出入国管理に関して、「第

２次出入国管理基本計画」を告示・発表した。この基本計画の特徴は、第１に、「国際

化の進展とともに、通信・運輸手段の発展と経済システムの自由化の進行によるグロー

バリゼーションが顕著な現象となっている」として、経済のグローバリゼーションに対

応する必要があることを謳ったことにある。第２に、「わが国社会は少子・高齢化の時

代を迎えており、特に２０００年代から予測されている人口の減少、それに伴う労働力の減

少」に対応するため、積極的に移住労働者を受け入れて行くことを基調としている。こ

のように、「第２次出入国管理基本計画」は、経済のグローバリゼーションという経済

政策と少子・高齢化という人口政策から、本格的な「移住労働者の受け入れ」基調を提

起し、国家利益の観点から、移住労働者とその家族の労働力を積極的に利用しようとし

ている。また、２００３年７月、経済産業省は、通商白書の中で日本経済の活性化に向けて

の取り組みとして移住労働者の積極的活用を提言している。日本経済団体連合会（経団

連）においても、２００４年４月１４日、「多様性のダイナミズムを活かし、国民一人ひとり

の“付加価値創造力”を高めていく、そのプロセスに外国人がもつ力を活かすための総

合的な受け入れ施策」を提言するに至っている。さらに、移住労働者とその家族が多数

居住する地方自治体においても、２００１年１０月に「外国人集住都市公開首長会議」が開催

され、「地域共生」に向けた浜松宣言がなされ、教育、社会保障、外国人登録等の諸手

続に関する提言がなされている。また、「人権教育の国連１０年」（１９９５年から２００４年）に

関連して、日本政府は「人権教育のための国連１０年に関する行動計画」（１９９７年７月）

を策定し、「基本的考え」の中で、「広く国民の間に多元的文化、多様性を容認する『共

生の心』を醸成することが何よりも要請される」と謳うに至っている。

このような流れの中でも、外国人や民族的少数者の人権がより積極的に保障される施

策の充実が図られなければならない。

�３ 依然残存する差別問題への対応

他方、日本社会においては、公権力・公務員による差別の助長ともいえる発言や、マ

ンションなどへの外国人や民族的少数者に対する入居拒否や宝石店や浴場などへの入店

拒否、在日コリアンの子ども達への暴力行為など、民間施設や民間人によるさまざまな
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場面での差別や排外的行為が台頭しており、いわゆる外国人嫌悪（ゼノフォビア）や人

種差別による「差別・排外主義」的動向が顕著となっている。

つまり、２１世紀初頭の日本においては、既に述べたように一方で「経済のグローバリ

ズムと少子・高齢化」が叫ばれ、多様な民族性と文化性を有する移住労働者とその家族

を労働力として積極的に受け入れていこうとする基調がありながら、他方は、旧植民地

出身者とその子孫を含む外国籍の人々を治安管理の対象とする旧態依然とした法制度や

施策の下で、むしろ外国人や民族的少数者に対する日本民族中心主義的な「差別・排外

主義」が台頭しているとも言うべき状態が発生し、社会に緊張を生み出すとともに問題

を複雑化していると言えるのである。

しかし、いずれにせよ、執拗な暴力と差別・排外行為の発生は、日本国内において、

民族差別や人種主義に対する規制と救済の立法措置の必要性を要請している。この差別

行為の規制と被害者の救済の課題は、政府から独立した国内人権機関の設立とともに、

国際機関からの「勧告」内容でもあり、対策は急務である。

４ 本基調報告書がめざすもの

�１ 外国人と民族的少数者の人権保障を考える際の基本的視点

日本社会は、確実に「多民族・多文化社会」に移行しようとしている。このような社

会状況の下で、外国人及び民族的少数者の人権保障と非差別・平等に関する国際人権基

準を柱として、日本国内に、差別の規制と被害者の救済措置を含む「外国人及び民族的

少数者の人権基本法」を制定し、もって、「多民族・多文化の共生する社会」の構築に

向けた人権保障システムへの転換の契機とすることが、緊要の人権課題である。

なお、これらの立法やそれに基づく諸施策が実施されるにあたっては、植民地支配の

結果として日本に生活することを余儀なくされた旧植民地出身者やその子孫などの置か

れた特別な状況について歴史的経緯を踏まえた十分なる配慮がなされなければならない。

併せて、戦後補償と謝罪の問題をはじめとする過去の植民地支配やその後の旧植民地出

身者の日本国籍の一方的喪失等に伴う様々な歴史の清算と人権課題が早急に解決されな

ければならない。また、日本国家の統治の及ぶ以前から居住し、独自の文化を形成して

きたアイヌ民族など、先住民族である民族的少数者については、その権利保護のための

施策の必要性が別途検討されなければならないことは言うまでもない。

�２ 日本弁護士連合会の取り組み

日本弁護士連合会（日弁連）も、このような外国人や民族的少数者の置かれた状況に

つき、各委員会の活動、人権救済申立事件、個別事件の支援を通じて、その改善を進め

るべく努力を続けてきた。各地の弁護士会や各会員弁護士においても同様に、継続的に

この問題の改善に取り組んできたところである。また、日弁連人権擁護大会においても、

「難民条約に関する宣言」（１９８１年）、「外国人に対する指紋押捺制度に関する決議」（１９８５

年）、「人権神戸宣言」（１９８８年）、「国際人権規約の活用と個人申立制度の実現を求める

宣言」（１９９６年）、そして「人権の国際的保障とその効果的実施を推進する宣言」（１９９８

年）など、外国人や民族的少数者に関わる宣言や決議をこれまで複数回にわたって採択

し、これに基づく活動を実施してきたところであり、各地の弁護士会や各弁護士の活動

第１章 はじめに ～問題提起
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と相まって一定の成果や前進が認められるところではある。しかし、現在の日本におけ

る外国人や民族的少数者の人権状況を踏まえるならば、更なる人権の保障と伸長のため

には、国、地方自治体、経済団体、当事者団体、NGO団体などと協働して、外国人や

民族的少数者に対する人権基本法や条例の制定を促し、加えて、個別・具体的な人権施

策への提言を行い、もって日本社会を「多民族・多文化の共生する社会」とすることが、

弁護士及び弁護士会の責務でもあるといえる。

�３ 本基調報告書においては…

本基調報告書は、このような問題意識を踏まえて、外国人及び民族的少数者の人権に

関する現状を総論的に論述し、次に、�法的地位と在留 �公的社会への参画 �マイ
ノリティの子どもの教育 �マイノリティの女性の人権 �労働と社会保障 �人種差
別の規制と救済の各具体的な人権課題を論じている。そして、外国人及び民族的少数者

に関する日本の現行法制、国際人権基準及び判例、諸外国との法制比較などを概説した

上で、当実行委員会としての試案として「外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案」

を提示し、もって、「多民族・多文化の共生社会」構築の契機とするものである。

第１章 はじめに ～問題提起
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第２章
外国人・民族的少数者の人権保障の現状と課題

第１節 日本社会における外国籍者の構成

１ 入国者数・外国人登録者数から見た構成

２００３年度における外国籍者の日本への入国（再入国者を含む）総数は５７２万７２４０人で、

前年に比較すると０．８％の減少となっている。この総数のうち、アジア地域の国籍を有す

る者が６６．２％を占めている。

第１章ですでに述べたとおり、引き続き９０日間以上日本に居住し、外国人登録を行って

いる外国籍者の総数は、２００３年末現在で、１９１万５０３０人であり、日本の総人口の１．５％を占

めている。国籍数は１８６カ国で、韓国・朝鮮（法務省入国管理局の表示による）が６１万３７９１

人で全体の３２．１％、中国が４６万２３９６人で全体の２４．１％、ブラジルが２７万４７００人で全体の１５％

であり、この３カ国で７１．２％を占める。

２ 在留資格から見た構成

在留資格別では、戦前・戦中の植民地支配の結果として日本での生活を余儀なくされた

旧植民地出身者とその子孫（特別永住資格者）は４７万５９５２人で、全外国人登録者数の内

２４．９％となっており、毎年減少している。他方、移住労働者とその家族等（いわゆるニュー

カマー）は、全外国人登録者数の７５．１％であり、増加傾向が続いている。

ニューカマーの在留資格別の構成は、「日本人の配偶者等」（日本人の配偶者と日本人の

子）が２６万２７７８人で、「定住者」（日系三世など）が２４万５１４７人であり、「一般永住者」は

２６万７０１１人となっている。このように、外国人登録上のニューカマーは、身分又は地位に

基づく在留資格に集中している。特に、「日本人の配偶者等」（日系二世を含む）の在留資

格では、ブラジルが３２．５％であり、「定住者」（日系三世など）では、ブラジルが５７．３％で、

いわゆる「日系人労働者とその家族」が引き続き長期居住していることがわかる。

就労制限のある「留学」では、全体で１２万５５９７人で、中国が６９．３％、韓国・朝鮮が１３．５％

である。「就学」（日本語学校生など）は、全体で５万０４７３人で、中国が７７％、韓国・朝鮮

が１３％となっており、中国の第１順位が続いている。人材育成・海外技術移転を建前とす

る「研修」では、中国が３万０７６３人（６９．２％）で、以下、インドネシア、ベトナム、フィ

リピンと続いている。就労が認められている在留資格者の総数は、１８万５５５６人であり、「興

行」が６万４６４２人で、以下「人文知識・国際業務」、「技術」の順となっている。

在留期間更新や在留資格変更の許可を受けずに在留を続けているいわゆるオーバーステ

ィの者は、２００４年１月１日現在で、２１万９４１８人であり、国籍別では、韓国が４万６４２５人、

中国が３万３５２２人、フィリピンが３万１４２８人となっていて、引き続き減少が進んでいる。

なお、２００３年度中に入管法違反で送還された外国籍者は、４万５９１０人であり、この内就労

者は３万４３２５人である（法務省入国管理局公表による）。
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３ 日本国籍を有する者の出入国等

他方、日本国籍の海外出国者は、イラク戦争などの影響で減少しているものの、２００３年

度では１３２９万６３３０人に及んでいる。

また、日本国籍者は、戦前・戦後に及ぶ日本政府の海外移民政策の下で、ブラジル、ア

メリカ、カナダなど多くの国において移民として永住生活をしており、現地にて多様な家

族を形成している。そして、これら、いわゆる「日系人とその家族」が１９９０年代から職を

求めて来日するに至っている。

さらに、日本社会には、先住民族でもあるアイヌ民族や、旧植民地出身者とその子孫で

日本国籍を取得し民族的少数者の立場を有する約２９万人の人々、ニューカマーで日本国籍

を取得した人々、日本人との国際結婚によって出生した日本国籍を有する子ども達など多

数の多民族・多文化を有する人々が生活し居住している。

第２章 外国人・民族的少数者の人権保障の現状と課題
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第２節 旧植民地出身者（とくに在日コリアン）の戦後処理と人権

１ 戦前の旧植民地出身者の地位

戦前、日本の台湾（１８９５～１９４５年）、朝鮮（１９１０～１９４５年）に対する植民地支配によっ

て、台湾・朝鮮人は帝国臣民としての地位を付与された。

旧憲法下にあって、大日本帝国臣民は、いわゆる内地に本籍をもつ内地人と外地に本籍

をもつ外地人―台湾人、朝鮮人等―とに分けられ、後者はさまざまな法分野で前者とは異

なる規制の下におかれていた。

狭義の入国管理の分野にあっても、まず、朝鮮人の海外旅行は厳しく制限されており、

国法上は同一国内の移動にすぎぬはずの内地渡航も、警察署からの旅行証明・身分証明書
ゆ し

発給制度、朝鮮総督府による渡航「諭止」制度などにより規制されていた。他方、第二次

世界大戦の深刻化に伴う労働力不足解消の手段として、１９４２年から４４年までは「官斡旋」

により、４４年から４５年にかけては国民徴用令により朝鮮人の強制移住が行われた。

さらに、渡航、強制移住、出生などにより、日本本土に居住することになった台湾人、

朝鮮人は、兵役義務、恩給、華族・爵位享有能力などの点において法律上日本人（内地人）

とは異なる地位におかれていた。そしてなによりも、台湾人、朝鮮人などの外地人にとっ

て、上記の法律上の差異にもまして、賃金、労働条件、教育、婚姻など、経済・社会生活

の全分野にわたる差別と、それを支える日本社会全体の意識それ自体が日々の日常性にお

ける差別構造をなすものであり、法制度上の取り扱いはその集約的表現にほかならなかっ

た＊１＊２。

２ 「ポツダム宣言」受諾後の参政権停止措置

�１ ポツダム宣言受諾後の概況

１９４５年８月の「ポツダム宣言」受諾・日本の敗戦により、朝鮮、台湾は日本の植民地

支配から解放された。

１９１０年の韓国併合以前に１０００人に満たなかった朝鮮人の人口は、日本敗戦当時２００万

人以上、台湾人は約４万人に達していた。日本の敗戦を契機に、その内、朝鮮人につい

ては１４０万人以上が、台湾人については約２万４０００人が帰国した。他方、３６年間の植民

地支配によって故郷での生活基盤を失ってしまった者が存在したことや、日本国外に持

ち出せる財産が制限されたことなどの理由から、約６０万人の朝鮮人、約１万６０００人の台

湾人が日本に居住することを余儀なくされた＊３。

�２ 参政権停止措置

１９４５年１２月、婦人参政権付与などを盛り込んだ衆議院議員選挙法改正がなされた。そ

＊１ 大沼保昭「出入国管理法制の成立過程―１９５２年体制の前史」（「単一民族社会の神話を超えて 新版」東信堂・所収）

＊２ なお、１９２５年の普通選挙制度実施により、「内地」在住の朝鮮人・台湾人男性に衆議院・地方議会を問わず選挙権・

被選挙権が認められた。その結果、衆議院議員に１２名が立候補し、延べ２名が当選、地方議員も含めると計３８３名が立

候補し、９６名が当選している（松田利彦「戦前期の在日朝鮮人と参政権」明石書店・１９９５年）。

＊３ 法務省入国管理局「出入国管の回顧と展望」７４頁～７６頁参照

第２節 旧植民地出身者（とくに在日コリアン）の戦後処理と人権
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の直前、１９４５年１０月に閣議決定された同法改正要綱には、「内地在住の朝鮮人、台湾人

は引き続き選挙権、被選挙権を有するものとする」とあったが、１２月に成立した改正選

挙法には、附則において、戸籍法の適用を受けない朝鮮人及び台湾人の「選挙権及び被

選挙権は、当分の内これを停止する」という規定が設けられた。

これに対応して、１９４７年５月制定の「外国人登録令」において、在日コリアン・在日

台湾人（本報告では、注記なき限り、主として日本の植民地支配の結果戦前から日本に

居住している朝鮮半島・台湾出身者とその子孫で日本国籍をもたない者をいう。）の旧

植民地出身者は「当分の間、これを外国人と見なす」ものとされた。

１９４５年１２月の選挙法改正は、ポツダム宣言受諾後に初めて実施される選挙の選挙人、

被選挙人の資格を定めるものであり、明治憲法下の天皇主権のくびきを脱して新憲法を

はじめとする主権在民（「国民」主権）の政治制度作りの担い手を確定するためのもの

であった。旧植民地出身者が、１９４５年１２月の選挙法改正により選挙権等を剥奪されたこ

とは、戦後の主権在民の政治制度作りのプロセスから旧植民地出身者を排除するという

意味をもつものであった＊４。

３ 「講和条約」発効後の一方的国籍喪失措置とその問題点

１９５２年４月２８日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本は独立を回復した。

日本政府は１９５２年４月１９日、法務府（現法務省）民事局長通達により、講和条約が発効

する同年４月２８日をもって、「朝鮮人及び台湾人は、内地在住者も含めてすべて日本の国

籍を喪失する」とし、旧植民地出身者について一方的に日本国籍を喪失する取扱いをした。

しかもこの通達では、旧植民地出身者が日本に帰化する場合、国籍法にいう「日本国民で

あった者」または「日本国籍を失った者」には該当しないとしたため、帰化要件が緩和さ

れる簡易帰化の対象からも除外された。

日本政府のこうした措置には、少なくとも２つの問題点がある。

第一は、講和条約には国籍条項がなく、憲法１０条は国籍の得喪は法律で定めなければな

らないと規定しているのに、法律の下位規範である通達によって旧植民地出身者の国籍を

喪失する取扱いを行ったことである。

政府は、通達は平和条約による国籍変更を実施したものだというが、平和条約に国籍条

項はなく、条約の起草者も条約による国籍変更を想定しておらず（在日コリアンについて

は、母国である韓国も北朝鮮も、条約の当事国でさえなかった）、政府の主張は根拠を欠

く＊５。

第二は、国籍選択権を認めなかったことである。植民地独立の際に宗主国に居住する旧

植民地出身者に両国籍の選択権を認めることは、当時圧倒的多数の国々によって採用され

た国際慣行ともいうべきものになっていたが、日本国籍の一方的喪失の取扱いは、この国

際慣行にも反するものである。

＊４ 江橋崇「定住外国人の地方参政権と民主主義」（「共生社会の地方参政権」日本評論社・所収）７８頁

＊５ 大沼保昭「在日朝鮮人の法的地位に関する一考察」（１～６完）（「法学協会雑誌」９６巻３、５、８号、９７巻２、３、

４号所収）

第２章 外国人・民族的少数者の人権保障の現状と課題
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４ 「講和条約」発効後の在日コリアンの制度的地位

�１ 「民主主義の政治過程」と社会保障等からの排除

旧植民地出身者の日本国籍を、その意思に基づかずに一律に喪失せしめるこの措置に

よって、彼らは「外国人」となり（日本国籍喪失と同時に「外国人登録法」が制定され、

指紋登録義務が課された）、日本において参政権を確定的に行使しえなくなった。

日本政府が受諾した「ポツダム宣言」は、「朝鮮の人民の奴
�

隷
�

状
�

態
�

に留意し（『mindful

of the enslavement』）、やがて朝鮮を自由独立のものにする」ことを謳った「カイロ宣

言」を引用している。しかし、公権力の形成過程（「民主主義の政治過程」）に参加する

地位をその意思に基づかずに奪われ、一方的に日本国家の公権力の支配を受けている点

において、同宣言が言及した「奴隷状態」は、戦後も旧植民地出身者に残存したという

ほかない。

この意味で、旧植民地出身者は、日本において「制度的従属状態」に置かれたといっ

ても過言ではない。

また、国民皆年金、皆保険の理念のもとに戦後日本で社会保障制度が整備されていく

が、旧植民地出身者は、ことごとく日本国民でないことを理由にこれらの制度から排除

された。

�２ 日本政府の差別的政策

「日本政府は、植民地支配なかりせばそうであったであろう状態に朝鮮人の国籍を戻

すことの原状回復の論理により在日コリアンの日本国籍喪失措置をなし、最高裁判所は

これを合法としたのであるが、それは結果的には日本国籍がないことを理由とする在日

コリアンに対する広範囲な法的差別をもたらし、植民地支配によって在日コリアンが被

ったもろもろの被害を実質的に回復し、彼らの民族性を保障することとは全く逆の機能

を果たすことになった。ここに日本国籍喪失措置が原状回復ならぬ権利（国籍）の剥奪

であると批判される理由がある。」（金敬得弁護士「外国人参政権と国籍取得法案」在日

同胞２１世紀委員会未来フォーラム基調講演―２００１年９月８日）

５ 国籍による差別撤廃に向けた運動

在日コリアン社会の差別撤廃運動は、まず、在日コリアンが日本において生活を遂行し

て行くための社会保障や職業選択等のレベルにおいて展開された。

その結果、社会保障の分野では、国民健康保険の適用（１９６５年）、住宅金融公庫法（１９８０

年）、公営住宅法（同）、住宅都市整備公団法（同）、地方住宅供給公社法（同）に関する

国籍条項の解釈変更、国民年金法（１９８２年）、児童扶養手当法（同）、特別児童扶養手当法

（同）、児童手当法（同）等からの国籍要件の撤廃が実現した。

ただ、社会保障分野での差別撤廃に決定的な影響を与えたのは、日本政府の難民問題に

ついての消極姿勢に対する国際的批判を交わすために加入した「難民条約」という、いわ

ば「外圧」であった。

職業選択の自由の分野では、日立製作所就職差別裁判の勝訴（１９７４年）、司法修習生の

採用（１９７７年）、国公立大学の教授任用法案の成立（１９８２年）、国公立小中高校教員採用試
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験における全国的規模での国籍条項の撤廃（１９９１年）、地方自治体公務員採用の拡大等、

就職における国籍要件が徐々に撤廃された。

１９８０年代に入ると、差別撤廃運動は従来の生活レベルの差別撤廃から在日コリアンの個

人の尊厳保持にかかわる運動に発展した。指紋押捺拒否運動はその象徴的運動であり、こ

の運動により外国人登録法の指紋押捺制度は１９９０年代初めに全面廃止となった。

６ 残存する主な差別

�１ 参政権

１９８０年代から９０年代に展開された国籍を理由とする差別撤廃運動の延長線上に地方自

治体参政権獲得運動が展開された。

従来の差別撤廃運動が、在日コリアンの社会生活や経済生活レベルの「自己実現」を

目指したものであるのに対し、地方参政権獲得運動は、地方政治レベルではあれ、市民

として日本の民主主義の政治過程に参加するという「自己統治」を目指す画期的な意義

をもつものであった。

１９９５年２月、最高裁判所が、永住外国人等について、法律をもって地方選挙権を付与

することは、憲法上禁止されているものではないとの判断を示し（最高裁判決１９９５（平

成７）年２月２８日判例時報１５２３号４９頁）、これを受け、２０００年７月、与党の一部政党か

ら「永住外国人地方選挙権付与法案」が提出され国会審議の対象となった（その後、同

法案はいったん廃案となったが、公明党が一部修正の上提出し、今日に至っている。）。

このような動きに対して、２０００年４月、与党の一部議員からなるプロジェクトチーム

が、地方選挙権法案に対する代替案として、在日コリアンなどの特別永住者に、届出だ

けによる国籍取得を認めることを内容とする「特別永住者等の国籍取得の特例に関する

法律案（仮称）要綱案」（以下、「国籍取得法案」）をとりまとめ、国会に提出し、成立

させる方針であることを発表した。

国籍取得法案の発表を契機に、とくに在日コリアン社会では在日コリアンが日本にお

いて「民主主義の欠乏」下にあることが意識され、この欠乏を埋めるための日本国籍取

得の議論が顕在化しつつある。他方で、本国国籍を維持することとコリアンとしての民

族性とを結びつける考え方に依然として根強いものがあることも否定できない。

いずれにせよ、日本国憲法の基本原理を成す民主主義は、治者と被治者の同一性を意

味するものであり、かかる民主主義の原理からすれば、旧植民地出身者に支配を及ぼす

日本の公権力の政治過程に、彼らが参加する制度的手段（参政権）を与えることが不可

欠である。

�２ 高齢者、障害者等の年金【→第７章第２節も参照】

１９８２年１月１日、難民条約の発効にともなって国民年金等の国籍条項が撤廃され、永

住資格をもつ外国人も国民年金に加入できるようになった。また１９８６年４月１日、厚生

年金と国民年金の一元化を目的とした法改正に際し、加入期間２５年に満たないケースも

いわゆる「カラ期間」（受給資格期間には含まれるが、年金額の計算期間とはならない

期間）を設けることによって、その時点で３５歳を超えている外国人にも年金加入・支給

の途が開かれた。
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しかし、それでもなお、次の外国人（そのほとんどが在日コリアンである）は、年金

制度から切り捨てられたままである。

�１９８６年４月１日時点で６０歳を超えていた外国人は、年金加入が認められず、老齢福祉
年金が支給されない。

�１９８２年１月１日時点で母子家庭となっていた外国人と、その時点で２０歳を超えていた
外国籍障害者には、基礎年金あるいは福祉年金が支給されない。

�年金制度発足時の１９５９年１１月１日の時点で２０歳を越えていた障害者は、その日をもっ
て「障害認定日」とされるため、そのあと帰化して日本国籍を取得しても、障害福祉

年金が支給されない。

その結果、約３万５０００人と推定される７０歳以上の在日コリアン高齢者と、約３０００人と

推定される在日コリアン障害者は、今なお「無年金」のままである。

さらに、２０００年４月の介護保険制度の発足にあたっても、こうした在日無年金者への

配慮はなく、機械的に保険料が徴収されている。

日本政府は、国民年金制度の創設以降、自己責任によらない理由で支給対象とならな

い者には、その都度、救済措置を講じてきた。

１９５９年の制度発足時には、支給対象外となる日本人高齢者に対して、無拠出の福祉年

金の支給や、加入期間の特例を設けた。さらに１９６８年の小笠原「返還」、１９７２年の沖縄

「返還」時には、制度発足時に加入できなかったそれぞれの住民に対して、その間の保

険料を国庫負担で免除するなどの特例措置を講じた。１９９６年からは、日本の敗戦後も帰

国できず「中国残留邦人等」とされた人たちにも、同様の特例措置をとっている。さら

に２００３年には、北朝鮮から帰国した拉致被害者について特別立法を行い、拉致期間を国

民年金の被保険者期間とみなし、国はその期間にかかる保険料に相当する費用を負担す

る措置をとった。

にもかかわらず、日本政府は、１９８２年に旧植民地出身者に制度を適用するに際しても、

また、１９８６年に加入期間２５年に満たない場合も「カラ期間」を設けることによって加入

要件を緩和する改正がなされた際にも、こうした救済措置をとらなかった。

彼らは、戦前においては過酷な植民地支配を受け、戦後も差別制度の下で最も不遇な

生活を強いられてきた者たちであることを考えれば、早急に是正が必要である＊６。

�３ 雇用・就職差別

ア 民間企業等への就職

在日コリアンのすでに３世や４世の世代が社会人となっているが、依然として限ら

れた雇用機会しか与えられていない。

１９９５年に大阪府教育委員会が実施した「在日外国人生徒進路追跡調査報告書」によ

ると、高校卒業後の就職ルートでは、学校紹介１４．９％、職安紹介２．２％に過ぎず、縁

故紹介が５５．６％と過半数を占め、また就職先企業も、日本の企業３６．２％に対し、在日

同胞の企業が５３．５％となっている。９５年の国勢調査によれば、労働人口に占める完全

失業率は、日本人が４．３％に対し、在日コリアンは約２倍の８．５％となっている。

＊６ 以上につき、田中宏編「在日コリアン権利宣言」（岩波ブックレット）６８頁以下
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近年は、民族差別撤廃運動によって、政府も企業も露骨な差別はしなくなったが、

それでも就職差別事件は依然続いている。「これまで外国人を採用した実績がない」

との理由で在日コリアンが不採用になった例など、枚挙にいとまがない。

したがって、法律上の機会均等を規定するだけでなく、実質的な機会均等が実現さ

れなければならない。そのためには、雇用差別を法律で禁止すると共に、違反者（違

反企業）に対しては是正勧告、命令、罰金などの制裁措置を適用することや、積極的

差別是正措置を設けて、「結果としての平等」実現することも検討されねばならない＊７。

イ 公務員への任用

公務員任用について、政府は、「公
�

権
�

力
�

の
�

行
�

使
�

又は国
�

家
�

的
�

意
�

思
�

の
�

形
�

成
�

への参画にた

ずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」（内

閣法制局第一部長回答・１９５３年３月２５日）との立場をとっている。

地方公務員の任用についても同様に「地方公務員の職のうち公権力の行使又は地方

公共団体の意思の形成への参画にたずさわるものについては、日本の国籍を有しない

者を任用することはできない」（自治省公務員第一課長回答・１９７３年５月２８日）とし

ている。

政府はこうしたいわゆる「当然の法理」に基づいて、在日コリアンの公務員就任権

を否定してきた。そのため国家公務員については、国立大学の外国籍教職員、国立病

院などに採用されている医師、看護師、保健師などの任用実績がある程度である。

地方公務員については、１９９６年、川崎市が、任用制限つきで公務員採用の国籍条項

を撤廃し、白川勝彦自治大臣は「外国人を採用するかどうかは、地方公共団体におい

て判断すべきもの」とした。９７年から９８年にかけてのNGO（「公務員採用国籍条項全

国実態調査委員会」）の調査によると、国籍条項を撤廃して外国人を採用する自治体

が増えてはいるものの、最も採用枠の多い一般事務職を解放していない自治体は、同

調査に回答を寄せた全国都道府県市区７３１自治体のうちの５６％にも上る。しかも、全

部の職種に国籍条項を設けている自治体も２０％にのぼる。実際に採用されている外国

人職員数は、７７２人であり、全職員のわずか０．０４８％である。この０．０４８％という数字

は、日本の総人口に占める外国人登録者数の割合が１．１２％、永住者、特別永住者数の

割合が０．４９％（いずれの数値も上記調査時）であることに比べてもきわめて少ない。

�４ 民族教育

日本の学校制度は、いわゆる一条校（学校教育法１条に規定する学校）、専修学校、

各種学校の３系列に分かれるが、専修学校はわざわざ「我が国に居住する外国人を専ら

対象とするものを除く」（同法８２条の２）と規定されているため、外国人学校は各種学

校としてしか認可されない。しかも、一般的に免税措置が受けられる「特定公益増進法

人」は、一条校および専修学校を設置する学校法人に限定されており、各種学校を設置

する法人はその対象とされない。また外国人学校卒業生の国立大学の入学資格について

は、２００３年に一般的に開放がなされたが、ひとり「朝鮮学校」については、卒業生を個

別に審査する建前で処理している。早急に、朝鮮学校を正式に認可し、それによって当

＊７ 以上につき、田中・前掲「在日コリアン権利宣言」３２頁以下
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該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、及び、朝鮮学校の卒業資

格を大学入学資格として承認することが必要である。

公立学校の民族学級は、行政的支援のないまま、保護者や民族講師の献身的な努力に

よってかろうじて支えられてきた。この種の民族学級は、現在大阪府内の約１７０校の小・

中学校に設置されているが、府全体の公立学校の約９％にすぎない。民族学級講師の身

分保障や教育内容に格差が生じたり、置かれている学校や地域が消極的である若しくは

反対するなどの事象も起こっている。奈良県や神戸市、鳥取県などでも、在日コリアン

保護者や民族団体が行政当局に「民族学級」の設置を要請しているが、いずれの自治体

も消極的である。

日本政府は民族学級に一貫して消極的であり、その財政的支援は一切行っていない。

国連社会権規約委員会は、前述の「総括所見」のなかで次のように指摘した。

「委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の文

化に関する教育を、公立学校で享受する可能性が極めて限られていることに懸念を表明

す（る）」

「委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が、相当数就学している公立学校の

正規のカリキュラムに、母語による教育を導入するよう強く勧告する」

このような勧告に沿って、民族学級に対して人的・財政的手当てを行うことが不可欠で

ある。

�５ 戦後補償

戦後日本は、１９５２年、主権回復後に、戦争犠牲者援護政策をスタートさせ、１４本の法

律が制定されて今日に到っているが、被爆者に関するものを除いて、すべて「国籍（戸

籍）条項」があり、在日する旧植民地出身者は全く国家補償から除外されてきた＊８。

この間、台湾住民である旧日本軍人・軍属の重度戦傷者及び戦没者遺族に関しては、

台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律（１９８７年）、特定弔慰金

等の支給の実施に関する法律（１９８８年）が制定され、戦没者又は戦傷病者一人につき２００

万円の弔慰金または見舞金が支給されることになったが、日本国民との不平等はこれに

よっても是正されていない。

台湾と同じく日本の植民地下にあった朝鮮に関しては、１９６５年に「財産及び請求権に

関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が締結され、

「両締約国は、両締約国及びその国民（法人を含む）の財産、権利及び利益並びに両締

約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、……完全かつ最終的に解決されたこと

となることを確認する」（２条１項）とされ、これにより１０８０億円が韓国政府に無償供

与された。一方でこの協定では、一方の締約国の国民で１９４７年８月１５日からこの協定の

署名の日までの間に他方の締約国に引き続き１年以上在住したことがあるもの（在日韓

＊８ なお、戦傷病者戦没者遺族等援護法は１９５２年４月１日に遡って適用され、サンフランシスコ講和条約の発効日まで

日本国籍を有するとされていた韓国・朝鮮人、台湾人を国籍条項のみによっては援護法の適用対象者から完全に排除す

ることができなかったため、国籍条項のほか戸籍条項により排除した（台湾と韓国の併合により旧植民地出身者は日本

国民とされたが、台湾・朝鮮と内地は異法地域とされ、日本人は戸籍法の適用を受け、朝鮮人、台湾人は戸籍法の適用

を受けなかった。）。
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国人はこれに該当）の財産、権利及び利益に関しては影響を及ぼすものではないとされ

た（同条２項（a））。

韓国政府は、協定発効後、１９７１年及び１９７４年に法律を制定し、日本から得た無償供与

金のごく一部を使って、日本国より軍人軍属又は労務者として召集又は徴用され１９４５年

８月１５日以前に死亡した者に対し、日本国通貨１円につき韓国通貨３０ウォンとし、一人

当たり３０万ウォン（当時１９万円）を支払った。しかし、前記協定２条２項 aを根拠に、

在日韓国人は日本に対する個人補償請求権を失っていないとして、この対日民間請求権

保障関連法の補償対象者からは在日韓国人は除外された。また、朝鮮民主主義人民共和

国と日本とは外交関係がないことから、この問題については全くの未解決におかれてい

る＊９。

一方、日本は援護立法の国籍と戸籍条項で在日コリアンを排除したため、在日コリア

ンはどちらからも補償が受けられないまま放置された。

１９９０年代に入って、「在日」の戦傷軍属など５人が、戦後補償裁判を提起したが、い

ずれも立法政策であるとの理由で棄却された。しかし、傍論において、国になんらかの

措置を求める判示が続いたこともあって、２０００年６月、ようやく在日の旧植民地出身者

を対象とする特別立法（平和条約国籍離脱者等戦没者遺族等弔慰金等支給法）が制定さ

れ、重度戦傷病者には４００万円、遺族には２６０万円の「一時金」の支給が行われている。

しかし、石成基訴訟（東京地裁判決１９９４（平成６）年７月１５日判例時報１５０５号４６頁）に

例をとると、原告石成基氏と同じ戦傷の日本人には現在「年金」３９０万円、累計で８０００

万円が支給されており、その格差は歴然としている。

軍人・軍属だけでも朝鮮人約２４万人（うち死者２万２０００人）、台湾人約２１万人（うち

死者３万人）が駆り出され、その他にも、徴用工など多数にのぼるが、その実数はいま

だ明らかではない。

一方、日本の国内では、軍人恩給、戦没者、戦傷病者、引揚者、被爆者などに累計約

５０兆円（現在、年１兆数千億円）が個人補償され、今も続いている。戦後５６年も経過し、

補償を受けるべき当事者が老齢に達している現実（当事者の多くが既に亡くなってい

る）を直視するならば、政府及び企業は早急に個人補償を行うべきである＊１０。

＊９ 以上につき、金敬得「在日韓国人の人権と日本国憲法」２５８頁～２６１頁

＊１０ 以上につき、田中・前掲「在日コリアン権利宣言」１１頁以下
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第３節 移住労働者とその家族の現状と入管政策

移住労働者の人権保障の具体的な状況に関しては、第２編各論において詳述することと

するが、ここでは外国人労働者の受け入れをめぐる入管政策を中心に、現状と課題につい

て論述する。（第７章第１節もあわせて参照されたい。）

１ 移住労働者の受け入れをめぐる論争と現状

移住労働者受け入れ論争と入管政策には、あえて時期を峻別すれば、大別して２つの時

期があるといえる。第１期は、１９９０年前後であり、第２期は２０００年前後である。

�１ 「第１期」（１９９０年前後）について

ア 入管政策の要旨

第１期には、いわゆるバブル経済で人手不足が生じ、いわゆる「単純労働者」の受

け入れをめぐって、開国か鎖国かの論争が巻き起こった。日本の産業構造は、重層的

な下請け構造をもっている。下請けレベルの中小零細企業は、日本国籍の若年労働者

の確保が難しくなり、外国人を受け入れたいという雇用事情が増大した。この事情は、

バブル経済崩壊後の現在もなお存在している。

このバブル経済と中小零細企業における若年労働力の不足状況下、法務省入国管理

局は、当面する受け入れ政策として次のごとき「外国人労働者の法政策」を行った。

まず、１９８９年に「出入国管理及び難民認定法」（入管法）が改正され、同改正法に基

づいて１９９２年に「第１次出入国管理基本計画」が策定・公表された。この第１次基本

計画の内容は、高度な専門知識・技術を持つ外国人の円滑な受け入れと、「好ましく

ない外国人の排除」の２つを出入国管理の柱とし、いわゆる「単純労働者」について

は、「諸外国の経験を鑑みながら引き続き検討する」として法政策としては当面受け

入れない方針を採った。その理由は、「単純労働者」の受け入れは、国民生活への影

響が大きい、在留の長期化や定住化を防止する必要がある、公的コストがかかるうえ

労働力調整がうまくいかない、ことなどであった。

しかし、法務省入国管理局は、経済界における若年労働力の不足という雇用事情へ

の配慮から、法務大臣告示という形で、いわゆる「日系人」の受け入れと「研修生」

の受け入れ拡大という２つの代替政策を取った。「日系人」の受け入れは、「わが国社

会との血のつながりがある」という血統主義を主たる根拠として、建前は親族訪問で

あるとして、在留資格上は、身分又は地位に基づく在留資格（入管法の「別表第二」）

である「日本人の配偶者等」（日系二世）「定住者」（日系三世）の在留資格を許可し、

実態は就労制限のない労働力の導入ということになった。

「研修生」は、日本企業の海外進出に伴って従来から受け入れられていたが、新た

な法整備を行い、建前は途上国への技術移転や人材育成とした上で、実態としてはそ

の後の「技能実習制度」の導入（１９９３年）と一体となった３年間のローテーション方

式の労働力の導入策を行った。この施策の中で、ブロック積み、杭打ち、石の研磨、

縫製、梱包など様々な職種の中小零細企業に研修生が受け入れられた。
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イ 「第１期」の入管政策による移住労働者の現状

第１期の入管政策の影響は、その後来日して日本に現在在留する外国人の人口構成

に及んでいる。２００３年度の外国人登録における移住労働者の構成実態を例に、「正面

玄関」、「勝手口」、「裏口」という比喩を使用してこれら３ルートから概観してみる。

（ア） いわゆる「正面玄関」で入ってくる移住労働者は、正規の受け入れによる就労

を目的とする在留資格者（専門・技術職）であり、１８万５５５６人である。このうち、

受け入れ人数による第１位はエンターテイナー（「興行」在留資格）であり、６

万４６４２人である。しかし、この中には、性産業に従事させられるなどの人身売買

の被害者であるアジアや中南米などの女性たちが存在している。

（イ） いわゆる「勝手口」からは、建前と実態が大きく乖離している「日系人」や「研

修生」の受け入れがある。「日系人」は、日本人の子孫（二世、三世）とその家

族３０万人強（ブラジル人２６万８３３２人、ペルー人５万１７７２人など）である。また、

「研修生」は、２００３年末で４万４４６４人であり、その後の技能検定試験を経た技能

実習生（特定活動）約１万５０００人を含めて、３年間のローテーション方式を考慮

すれば、３年間で延べ約１８万人となる。

「日系人労働者とその家族」の現状を見るとき、在日コリアン、在日中国人に

次いで第３位の集団を構成している約３０万人に及ぶ在日ブラジル日系人とその家

族が直面している人権課題を考察することが重要である。多くの日系人労働者は

企業による直接雇用ではなく、人材派遣や請け負い形態の仕事に従事しており、

当然に保障されるべき労働基本権が十分に保障されていない。また、就労先が中

小企業が多く、社会保険に未加入の企業も多い。さらに、社会保険と厚生年金が

一体であることから、３年以内の退職では退職一時金が支払われるものの、それ

以上の期間の就労では２０年間の年金支払が要求されることから、日系人労働者自

身も加入に消極的である。しかし、日系人は長期定住化の傾向にあり、将来無年

金高齢者の問題も発生しうる。また、日本政府は、ブラジル政府とは年金通算協

定を締結しておらず、同協定の締結は緊要の課題となっている。在日ブラジル人

の児童の総数は約４万人とも言われている。その内、約３万人が就学年齢となっ

ているものの、約５０００人がブラジル人学校に通学し、約１万５０００人が日本の公立

学校に就学していると言われ、約１万人の子ども達は不就学や不登校の状態とな

っている。日本語のみによる公立学校の授業などに適応できない子ども達は、不

登校や不就学などの環境の下で生活せざるをえず、少年非行も増加傾向にある。

この間、愛知県小牧市で発生した日本人少年らとの抗争に巻き込まれ、日本人少

年らによって暴行され死亡するに至った事件（１９９７年）も発生している（エルク

ラーノ事件）。

「研修生」の人権問題の現状は、中小企業組合が第１次受け入れ機関となる場

合に多く発生している。多くの中小企業は、人材育成や技術移転という建前とは

別に、賃金等が安い労働力として受け入れる実態がある。旅券を取り上げたり、

賃金を支払う必要のない実務研修を名目に長時間労働や残業を強いたり、いわゆ

る座学研修を履行しない企業も多い。また、労働法が適用される技能実習生の場

合も色々な名目費用で給与から控除され、強制貯金と相まって、技能実習生の手
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取り給与が１万５０００円という企業も存在する。「研修・技能実習制度」は明確な

監督機関が存在しない中で、安上がりな労働力の確保制度として利用されている

実態も多い。

（ウ） いわゆる「裏口」からは、労働力の調整弁となっている非正規滞在の移住労働

者の存在がある。超過滞在者（オーバースティ者）は、２００４年１月１日現在で２１

万９４１８人であり（法務省入国管理局統計）、他に正規の入国・上陸手続を経ない

で就労している者もいる。彼（女）らの多くは、下請け、孫受けなどの中小零細

企業で働いており、日本産業の下支えをしている実態がある。しかし、在留資格

が存在しないことを原因として、労災事故が隠蔽されたり、賃金未払いが継続さ

れたりするなど、労働基本権を始めとする人権が保障されていない実態がある。

�２ 「第２期」（２０００年前後）について

第２期は、少子・高齢化の進行の中で、労働力不足を補うために外国人労働者を受け

入れる必要がある、との論点をめぐる論争である。

法務省入国管理局は、２０００年３月に「第２次出入国管理基本計画」を策定・公表した。

また２００２年７月に厚生労働省の諮問機関である外国人雇用問題研究会は「外国人労働者

の受け入れ」に関する報告を取りまとめ、次の通りの４つの意見を提示した。第１は、

人口・労働力減少の予測から、日本経済の活力と国民の生活水準の維持のため、永住を

前提とする移民の受け入れ。第２は、日本人が就労したがらない労働分野での受け入れ。

第３は、年金等の社会保障制度の財源確保と社会保障の担い手としての移民の受け入れ。

第４は、高齢化に伴う医療・社会保障分野での労働力不足を補充するための受け入れで

ある。これらの「意見」は、いずれも狭い国益、経済利益のみからの観点であり、人権

に関する議論は存在しない。

前記法務省入国管理局による第２次出入国管理基本計画の特徴は、第１に経済のグ

ローバル化への対応を背景に据え、第２は人口減少による労働力不足への対応である。

とりわけ、現在６２職種に及ぶ研修・技能実習制度をより拡大し、技能実習制度を独立の

在留資格にするべく提言している。そして、新たな受け入れ職種として、農業、水産加

工業、ホテル業などを例示している。同時に、中長期的に受け入れが必要な移住労働者

として、介護労働への主として女性労働者の受け入れをあげている。第３には、第１次

出入国管理基本計画が在留の長期化や定住化を防止することを提示していたこととは異

なり、「わが国社会とのつながり」を基本として、日本社会への定着の円滑化を謳って

いることに特徴がある。「血のつながりの重視」との関連で言えば、１９９６年７月３０日に

発表されたいわゆる「７３０通達」【→資料③－１】では、日本人の実子を育てている外国

人の親を定住者として認めるという通達を出しているが、この通達においても日本人と

の家族・血統関係の優先という考え方が基底にある。

この第２次出入国管理基本計画の中で最も「熱心に」実施に移されているのが、第４

の特徴である「不法滞在者」の取締りの強化である。法務省入国管理局は、１９９７年の改

正入管法で集団密航助長罪を設けたが、１９９９年の改正では、不法滞在罪を導入し、在留

資格なく不法に滞在している限りは常に処罰することとし、従来は退去強制された場合

１年間の上陸拒否であったものを５年間の拒否に延長した。２００１年の改正入管法では、
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ワールドカップ開催に伴うフーリガン対策などの名目の下に上陸拒否事由を追加した。

さらに、２００４年には在留資格の取消制度等を柱として、難民認定の「改正」とともに新

たな入管法の改正がなされた。この２００４年改正法は、新たに「出国命令制度」を導入し、

従来の上陸拒否期間を、出国命令での出国は１年、過去に退去強制命令を受けた者など

は１０年、その他は従前通り５年とした。

また、２００３年１０月、法務省、東京入国管理局、東京都、警視庁の４者が「首都東京に

おける不法滞在者対策強化に関する共同宣言」を出している。内容は、（�）不法滞在
者の摘発強化と効率的な退去強制、（�）入国・在留資格審査の厳格化、（�）不法滞在
を助長する環境の改善と悪質事案の徹底取締りなどとなっており、５年間で非正規の外

国人を半減させる政策を打ち出している。このように、この間の法務省入国管理局は、

警察などの他行政機関と連携して、「不法滞在者」の取締対策を突出させている。

２ 移住労働者の受け入れ政策における、あるべき視点

歴史を振り返ると、日本は戦前においては、朝鮮、台湾などへの植民地支配によって、

天皇制を中心とした帝国の多民族国家を実現しようとした。この天皇制国家の統合理念は、

「大東亜の共栄」や「五族の共和」であった。そして、戦後日本の入管政策は、いわゆる

「単一民族社会観」のもとで旧植民地出身者とその子孫も含めて、出入国管理法と外国人

登録法による外国人管理と追放（裁量政策）を基礎とする外国人の受け入れ・在留政策で

あったといえる。

しかしながら、前述のとおり、日本社会は確実に多民族・多文化社会に移行しており、

また、来るべき人口減少化時代に対応するため「外国人労働者」を積極的に受け入れると

の基調が行政も含めて各方面から提起され始めている。このような時代状況であればこそ、

「単一民族」「単一文化」の「同化と排除」の社会ではなく、国際的な人権基準に準拠し

た多民族・多文化の共に生きる社会を実現するための人権政策の実現が問われている。そ

して、民族的少数者の固有の権利が尊重され、外国人の人権と差別禁止の法制度を基本と

する「受け入れ政策」へと転換していくことが重要である。

なお、移住労働者とその家族をめぐる具体的・個別人権課題は、在留問題、子どもの教

育問題、マイノリティ女性の人権問題、労働や医療・社会保障の問題など、解決されるべ

き人権課題は多い。これら外国人・民族的少数者の人権に関する具体的な現状と課題につ

いては、以下に続く第２編各論において詳論する。
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第２編 各論

第３章
外国人・民族的少数者の法的地位と在留をめぐる現状と課題

第１節 はじめに

近年、法務省入国管理局ないし法務大臣を相手方とする、外国人の日本での在留をめぐ

る裁判が急増している。

その内容はケースにより様々であるが、いくつかの共通の問題を抱えている。�在留資
格を喪失したものの、長期にわたって日本に在留し家族が形成され生活基盤が本国ではな

く日本にあるという場合（そうした家族の多くは子どもが日本の学校ですでに相当期間教

育を受け、言葉や文化の問題で本国の教育に容易に適応できないという問題を抱えている）、

�配偶者の資格で在留を続けてきたが、結婚生活が破綻し、他の在留資格への変更が認め
られない場合、�在留資格のない状態で日本人や在留資格のある外国人との間で子供が生
まれたが、正式に結婚できない場合、�インドシナ難民や、中国残留邦人の家族として本
邦に永住するつもりで入国したが、犯罪のゆえに服役している内に在留資格を喪失した場

合、�留学ビザで入国し、まじめに勉強していたがわずかの許可を受けないアルバイトを
理由に資格外活動とされ、退去を強制される場合、�中国残留邦人の家族として入国した
が、家族の実態はあるものの血縁のない養子や継子が在留資格を取り消される場合、�日
本に庇護を求めて入国し難民認定の申請をなしたが不認定とされた場合、などである。

退去強制はこれらの外国人に実に深刻な問題を惹起する。日本からの退去を強制される

のであるから、生活の基盤を根こそぎ奪われることになる。子どもたちは友人や教師から

切り離され、突如として言葉もよくわからない環境の中に追いやられることになる。子ど

もが親の一方から引き裂かれる。家族が全部日本に住んでいるのに一人だけ家族から切り

離されて送還される。家族を失った経験のある中国残留邦人が再び家族の離散を強制され

る。まじめに勉強していた留学生が失意の内に帰国を強制され、留学にかけた費用も無駄

にせざるをえなくなる。難民認定の十分な訓練を受けていない難民調査官のずさんな調査

により不認定処分を受け、再び本国の政権による迫害の危険に直面させられる難民申請者。

そして、裁判を提起したとしても続く、入管収容施設への長期収容。

伝統的に入管行政は裁量行政とされてきた。在留期間の更新、在留資格の変更、在留特

別許可の許否等において法務大臣ないしその委任を受けた地方入管局長には広範な自由裁

量権があり、処分が違法とされるのは極めて例外的な場合だけであるとされてきたのであ

る。そのため、不許可の理由も明らかにされず、また、許可の基準も明らかにされないな

ど、手続自体が極めて不透明な状態が続いている。

裁判所もこの行政の姿勢を追認し、特に１９７８年に出されたマクリーン事件最高裁判決（最

高裁判決１９７８（昭和５３）年１０月４日判例時報９０３号３頁）は、「外国人に対する憲法の基本

的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」「法

務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著し
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く妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があっ

たものとして違法となる」と判示し、これが今も全国の裁判所を縛ったままとなっている。

裁判において、処分の当否を判断するために外国人に保障されるべき利益と退去強制を必

要ならしめる公益上の必要性との利益衡量や、許可を受けた外国人との平等取り扱いの有

無が審理されることもほとんどない。２００３年度の在留特別許可者の数は１万３２７人にも達

しており、一定の基準無しには到底このような行政実務は不可能であるにもかかわらず、

である。このような状況は、マクリーン判決の後国際人権規約などの数多くの人権条約を

日本が批准・加入した後も何ら変わっていない。

しかし、考えても見よう。憲法１３条が規定する幸福追求権や、１４条の法の下の平等権、

そして３４条の身体の自由は、在留資格のあるなしで保障の有無が決まる性質の権利だろう

か。在留資格の取得によって生まれ、その喪失によって消えてしまう権利なのだろうか。

近代憲法は、これらの権利が人として生まれながらに持っている権利であるという立場に

立っており、人権条約もまた同様の立場に立っている。また、日本に在留する外国人の人

権は日本での在留を基盤にして成り立っており、外国人の人権保障と日本での在留継続は

切り離すことが出来ない関係にある。その意味で外国人の在留を求める権利は外国人に保

障されるべき権利に含まれると考えるべきである。その上で、退去強制を必要ならしめる

公益上の理由との利益衡量がなされるべきであると考えられる。

既に述べたような行政や司法のあり方は、今日でも制度疲労を起こしている上に、今後

ますます多くの外国人を受け入れるべき客観的状況の中でさらに深刻な問題を惹起してい

くであろう。外国人の人権保障は在留制度の中でしかなされないというような考え方は、

今日の国際社会が禁止する国民と外国人との権利保障におけるダブルスタンダード以外の

なにものでもないというべきであろう。

今後の共生社会の実現にとって、このような貧困な人権保障のあり方からの脱却は不可

欠である。
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第２節 在留資格制度及びその問題点について

１ 在留資格の現状

�１ はじめに

外国人の法的地位に関しては、外国人の入国・在留の許否の問題と既に入国・在留し

ている外国人の外国人の権利の享有又は行使の問題が存在する。

本稿では、主として前者の点を検討する。

�２ 現行法制について

外国人の在留資格及び在留の把握に関しては、出入国管理及び難民認定法と外国人登

録法が定めており、日本国内での生活の確保という観点では帰化や重国籍に関連する国

籍法が意味を有することになる。

ア 出入国管理及び難民認定法（入管法）

１９５１年１０月４日出入国管理令（ポツダム政令）として制定公布され、翌１９５２年４月

２８日のサンフランシスコ講和条約の発効後も法律として効力が存続する措置が執られ

た。１９８１年６月５日難民条約への加入に伴い、難民認定手続等も取り込んだ上で、現

在の法令名に改められた。

同施行に際して、終戦前から引き続いて日本に在留する朝鮮人、台湾人については

特別措置として出入国管理令に定める在留資格を有することなく在留できるものとし、

また上陸、在留、外国人登録に関して例外を定めている日米行政協定が発効した。

イ 外国人登録法（外登法）

講和条約発効日である１９５２年４月２８日に外国人登録法が施行され、１９４７年施行され

ていた外国人登録令は廃止された。

外国人登録法は入管法とともに日本国籍以外の人に対する在留管理を構成しており、

これまでに指紋押捺問題などの人権問題を投げかけてきた。なお、２０００年２月施行の

入管法改正で不法在留罪が規定される前は、正規入国して在留期間を徒過して残留し

た案件（いわゆるオーバーステイ）であれば残留期間が長期になるほど不法残留罪で

重く処罰できるのに対し、密入国の場合に不法入国罪の時効が到来してしまった後ま

で在留を続けると処罰できないという不均衡があったために、後者の場合に外登法違

反で処罰（いわば「別件処罰」）するという事例が見られた。

ウ 国籍法

「外国人」の在留に関しては、入管法が定めているが、国籍法の規定により日本国

籍を取得することによって「日本人」となり、日本国内での生活を維持する例も少な

くない。１９９６年から２００３年で見ると、この帰化許可数は毎年１万４千人台から１万７

千人台であり、国籍別では、韓国・朝鮮が１万人前後、中国が４千から５千人前後を

占めている。

旧国籍法は１８９９年３月、現行国籍法は１９５０年に制定されて、数度の改正を経て、現

在に至っている。旧国籍法では日本人の妻となったときや養子になったとき等身分行

為によって国籍を取得することになっていたが、現行国籍法では身分行為による国籍
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取得は認めていない。現行国籍法制定当初には父系血統主義を採用したが、女性差別

撤廃条約の批准に伴う法整備として１９８５年１月施行の国籍法改正では父母両系主義に

改め、準正による国籍取得制度、国籍選択制度の創設等を行った。

重国籍に対しては、旧国籍法時代から自己の志望による国籍の喪失を規定し、帰化

でも重国籍防止条件を付しており、現行国籍法の１９８４年改正で国籍選択制度を設ける

など、重国籍は例外的に認められているに過ぎない。

�３ 在留資格の現状

現在入管法が定める在留資格は次の２７種類である。

ア 就労が認められる在留資格

外交・公用・教授・芸術・宗教・報道（以上、上陸許可に関する法務省令の定

めがないもの）、投資経営・法律会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識

国際業務・企業内転勤・興行・技能（以上、上陸許可に関する法務省令の定めが

あるもの）

イ 就労が認められない在留資格

文化活動・短期滞在（以上、上陸許可に関する法務省令の定めがないもの）、

留学・就学・研修・家族滞在（以上、上陸許可に関する法務省令の定めがあるも

の）

ウ 就労が認められるかどうか個々の判断による在留資格

特定活動

エ 活動に制限のない在留資格（身分関係又は血縁関係に基づく在留資格）

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

なお、このほかに、日本国との講和条約に基づき日本国籍を離脱した者等に関して

は入管特例法で特別永住者として本邦に在留しうる法的地位を与えられることになっ

ている。

現在定められている在留資格は、１９９０年６月に施行されたものである。

１９５１年の出入国管理令施行時点においては、米国移民法の影響を強く受けていた。

在留資格としては「本邦で貿易に従事し、又は事業若しくは投資の活動を行おうとす

る者」「宗教上の活動を行うため外国の宗教団体により本邦に派遣される者」「本邦で

もっぱら熟練労働に従事しようとする者」等を定めたが、日本国籍を離脱して外国人

になった者等の在留資格は定めなかった。

１９８２年１月施行の改正法では、現在問題点を指摘されることの多い研修制度を創設

し、「日本人の配偶者及び子」や特例永住を施行規則において定めた。

１９９０年の入管法改正及びそれに伴う１９９０年法務省告示第１３２号により、日系人の受

け入れを認めたことにより（「日系二世は「日本人の配偶者等」、日系３世や日系人の

家族は「定住者」）、ブラジル、ペルー等の日系人の来日が急激に増加した。

２００４年の入管法改正では、不法滞在者に対する取り締まり強化の方向を示し、不法

在留罪・不法就労助長罪や無許可での資格外活動をした場合の罰金を大幅に引き上げ、

在留資格取消制度の創設、出国命令制度の創設（単純オーバーステイの場合の入国拒

絶期間を１年に短縮する反面、過去に退去強制歴のある者に関しては同期間を１０年間
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にする等）の法改正を行った。

２ 旧植民地出身者の在留資格について

第１編第２章第２節において、旧植民地出身者に関する戦後処理を中心に論述したが、

ここでは在留資格の点に焦点を当ててさらに検討することとする。

�１ 朝鮮人及び台湾人に対する日本国籍の「喪失」措置

１９５２年４月２８日、サンフランシスコ講和条約の発効に伴い、日本は朝鮮及び台湾に対

する権原を放棄した。

日本政府は、１９５２年４月１９日、法務府（現法務省）民事局長通達により、条約が発効

日（１９５２年４月２８日）をもって、「朝鮮人及び台湾人は、内地在住者も含めてすべて日

本の国籍を喪失する」とし、旧植民地出身者を「外国人」として処遇することとした。

�２ 「法１２６－２－６該当者」

講和条約発効前の１９５１年１０月に出入国管理令（前述のとおり、１９８１年に「出入国管理

及び難民認定法」と改称。以下、「入管法」）が制定され、旧植民地出身者もこの適用を

受けることになったが、旧植民地出身者は、日本による植民地支配期に日本国籍を有し

ており、従前、在留資格や在留期間の制限なしに日本に居住してきた。彼らに、旅券を

所持し査証を受けて日本に入国する外国人に適用することを前提にした入管法上の在留

資格を適用することはできなかった。

そこで日本政府は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務

省関係諸命令の措置に関する法律」（１９５２年４月２８日法律第１２６号）２条６項で、サンフ

ランシスコ講和条約発効の日に日本国籍を離脱する者で、１９４５年９月２日以前から引き

続き日本に在留する者は、別に法律で定めるところによりそのものの在留資格および在

留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく日本に在留すること

ができるものとした。これが、いわゆる「法１２６－２－６該当者」といわれるものであ

る。

当時の外国人登録者数は約６０万人で、その９５％近くがこの「法１２６－２－６」該当者

であった＊１。例外的に暫定措置がとられた人びとが、一般の外国人よりはるかに多いと

いう逆転現象が生じたが、これは旧植民地出身者をあたかも一般の外国人であるかのよ

うに装うことによって、歴史の抹消が図られたといっても過言ではない＊２。

＊１ １９５２年１１月の在留外国人５７万３３１８名のうち、いわゆる「法１２６－２－６該当者」は、５４万１２１９名、その子は９４２名で

あり、その他は３万１１５７名（うち永住者１万４６７７名）であった。また、同年１２月末現在の外国人登録人員数は５９万３９５５

名で、うち韓国及び朝鮮５３万５０６５名、中国（台湾）４万２１４７名、米国６９２２名、英国１５５４名、カナダ１０９１名、ドイツ８９５

名、フランス５５８名、インド５２９名、イタリア３６４名、フィリピン３４１名、オランダ３１１名、無国籍９２９名、その他３２４９名で

ある（法務省入国管理局「出入国管理の回顧と展望」１１７頁、１７２～１７５頁）。

＊２ 田中宏編「在日コリアン宣言」（岩波書店）８頁、９頁
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�３ 「法１２６－２－６該当者」の子及び孫の在留資格

「法１２６－２－６該当者」は、講和条約発効時点において日本に居住していたものに

限定されたので、平和条約発効日以降に生まれた「法１２６－２－６該当者」の子に対し

ては、別途日本に在留する資格を認定する必要があった。これがいわゆる「４－１－１６

－２該当者」といわれるもので、「特定在留者」として、政令によって在留期間は３年

とされ、３年ごとに在留期間の更新を受けなければならないとされた。

また、「４－１－１６－２該当者」の子ども（「法１２６－２－６該当者」の孫）には法務

大臣が特に在留を認める者（いわゆる「４－１－１６－３該当者」）としての資格（「特別

在留者」）以外の独立した資格は準備されず、在留期間も３年を超えない範囲で法務大

臣が指定するものとされた＊３。

このように旧植民地出身者は、２世、３世、４世へと世代が下がるほどに、日本社会

との絆が深まるにもかかわらず在留上の地位は逆に不安定なものとされたのである。

�４ 「協定永住」資格

その後、１９６５年に日韓条約が成立し「日本国の居住する大韓民国国民の法的地位及び

待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」（「日韓法的地位協定」）が締結され、以

下の「法１２６－２－６該当者」及びその子孫に永住資格（「協定永住」）が羈束的に許可

されることとなった。

�戦前から日本に居住する者およびその子で協定発効時（１９７１年１月１６日）までに出生
した者（「協定一世」）

�協定一世の子として、協定発効日以降出生した者（「協定二世」）
協定永住対象者は、協定一世及び協定二世に限定され、協定三世以後の在留に関して

は、協定の効力発生日から２５年以内に日韓両国政府間で再協議するものとされた（この

２５年が経過する日が１９９１年である）。

ところで、日韓法的地位協定は、日韓両国政府によって締結され、協定永住の対象者

が韓国国民と規定された。当時の韓国国籍法においても、日本の外国人登録の国籍欄が

「韓国」表示だけでなく「朝鮮」表示の在日コリアン（以下、「在日朝鮮人」）にも韓国

国籍が存在した。

しかし、日本政府は、韓国の有効な支配が朝鮮半島の全てに及んでいないので、朝鮮

半島出身者のすべてを一律かつ当然に韓国籍を取得したものとすることはできないとの

解釈をとり、在日朝鮮人が韓国籍を有するかどうかの確認は、韓国政府発効の旅券又は

国民登録証等の国籍証明文書の提示あるいは韓国政府の権限ある当局の具体的回答によ

ることとした＊４。

韓国政府は、在日朝鮮人に対して、日本が管理する外国人登録上の国籍欄の表示を「韓

国」に変えない者に対しては、かかる処置を行わなかったので、国籍表示を「韓国」に

変えない在日朝鮮人は、協定の永住の対象とならなかった。

＊３ 「４－１－１６－３該当者」の地位は、入管法上の原則的な在留資格にあたらない者が混然と入っているいわゆる「そ

の他の条項」に含まれていた。「４－１－１６－３該当者」には、法１２６の孫以外にも、たとえば、日本で一定の犯罪を犯

して従来の資格が取り消され、新たに在留特別許可というかたちで「４－１－１６－３」が与えられた者なども含まれる。

＊４ 畑野勇ほか「外国人の法的地位」（信山社）１１７頁
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この結果、在日コリアンの法的地位は、協定永住権を取得した者と取得しない者に二

分されることとなった。

�５ 「特例永住」

協定永住権を取得しなかった在日朝鮮人及び台湾人の法的地位は、日韓法的地位協定

締結後も以前と同じように法１２６－２－６、４－１－１６－２及び４－１－１６－３にとど

まったが、１９８１年の入管法改正により、彼らに、以下の範囲で、入管法上の一般永住が

羈束的に許可されることになった（いわゆる「特例永住」）。

�改正入管法施行日（１９８２年１月１日）において日本に居住していた者及び施行日以後
５年以内に日本で出生した者。

�「法１２６－２－６該当者」の子として改正入管法施行日以降５年が経過する日（１９８６年
１２月３１日）後に日本で出生した者。

�６ 「特別永住」資格

日韓法的地位協定には、協定永住者の子孫について、協定発効から「２５年を経過する

までは協議を行う」（第２条）と定められていた。その２５年後にあたる１９９１年１月、海

部首相が訪韓した際、日韓両国の外相のあいだで「日韓法的地位協定に基づく協議に関

する覚書」が調印された。

その結果を受けて、１９９１年５月、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法」（以下、「出入国管理特例法」）が制定された。

これによって戦前から日本に引き続き在留し、日本国家によってサンフランシスコ講

和条約の発効により日本国籍を喪失した扱いをなされた旧植民地出身者およびその子孫

全体について、何らの申請を要せず同法の規定に基づいて「特別永住者」としての資格

を付与された＊５。

３ 外国人の在留に関わる問題点について

外国人の在留に関わる問題は多数存在するが、たとえば次のような点が挙げられる。

�１ 外国人労働者の雇用

２０００年３月、国連人口部が「補充移民（Replacement Migrantion）」と題する報告の

中で、日本の人口減少と高齢化を指摘し、１９９５年の生産年齢（１５～６４歳）を維持するた

めには２０００年から２０５０年まで総数で３２３３万２０００人、毎年６４万７０００人を受け入れる必要が

あると指摘したことは記憶に新しいところである。

こうした観点は日本国内でも議論されているところで、国際化と日本社会の少子高齢

化に伴う労働力減少対策として、移住労働者の受け入れが検討されている。主として、

専門的、技術的分野の労働者を対象にしており、経団連等は介護分野等への拡大を求め

ている状況にある。

＊５ 特別永住者に対する入管法の特例として、退去強制事由が内乱、外患、国交及び外交上の利益に関する罪ならびに

重大な国家的利益を害する罪に限定され、再入国許可の有効期間の特例などが設けられている。
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決定・答申として例を挙げると、次のようなものがあげられる。

ア １９９９年２月 日本経済再生への戦略 経営戦略会議（小渕首相の私的諮問機関）

労働人口の減少を補うために、賃金・就業形態の多様化など女性や高齢者の雇用を促

進する他、外国人労働者の受け入れを拡充するため、技能実習制度の在留期間の延長等、

必要な法制度を見直す。

少子化に対応する諸外国の取り組みを勘案し、外国人移民の受け入れと国籍法のあり

方について検討する。

イ １９９９年８月 第９次雇用対策基本計画閣議決定（抄、http : //www．mhlw．go．jp/

topics／２００２／０７／dl/tp０７１１―１a１．pdf）

専門的、技術的分野の労働者は積極的に受け入れることとするが、いわゆる単純労働

者の受け入れについては、十分慎重に対応する。

ウ ２０００年３月２４日出入国管理基本計画（第２次）（http : //www．moj．go．jp/PRESS／

０００３００―２／０００３００―２―２．html）

国際化とグローバリゼーション、日本社会の少子高齢化とそれに伴う労働力減少対策

としての、移住労働者の受け入れ

エ 連合 ２００４年度から２００５年度「政策・制度 要求と提言」（http : //www．jtuc―rengo．

or．jp/new/kangaeru/seikatsu/teigen．html）

外国人労働者の雇用を改善し、研修・技能実習制度の運用を厳正に行う。

�外国人労働者の受け入れは、引き続き専門的な知識・技術・技能を必要とする職種に
限定し、国内雇用との調和と国民的合意を原則とする。また、不法就労に関与するブ

ローカー・雇用主などの摘発を強化し、厳正に処罰する。

�外国人研修・技能実習制度をめぐる事業主と受入機関の違法行為や人権侵害が増加し
ているため、適正な運営を監視する機関を地方労働局を中心に都道府県単位に設置し、

労使とNPO代表が参加するものとする。また、対象業種は事業主の都合を理由とし

て安易に対象職種を拡大しないよう「送り出し国における必要性に合致するもの」の

原則を堅持する。

オ ２００４年４月１４日経団連「外国人受け入れ問題に関する提言」（http : //www．keidan-

ren．or．jp/japanese/policy／２００４／０２９／index．html）

高度人材の積極的受け入れを前提として、次の外国人を受け入れるための３原則を挙

げている。

�その質と量の両面で、十分にコントロールされた、秩序あるものでななければならな
い。

�受け入れる外国人の人権や尊厳を損ねるものであってはいけない。
�外国人の受け入れは、受け入れ企業や外国人にとっても有益なものであることは当然
として、さらに受け入れ国、送り出し国の双方にとってメリットのあるものでなけれ

ばならない。

そして、企業が提供した外国人の個人情報をデータベース化し、地方自治体や社会保

険庁などの公的機関が活用できるようにするために「外国人雇用法」（仮称）を制定する

ことを提言している。

上記のとおり受け入れ労働者については、専門的な知識・技術・技能を必要とする
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職種に限定していわゆる単純労働者の受け入れには反対する方向で議論されており、

国内雇用との調和と国民的合意を原則とするという基調が主流である。

経団連の提言は、労働法や社会福祉等に外国人の人権に配慮した点は評価できるが、

他方、企業が提供した外国人の個人情報をデータベース化し、地方自治体や社会保険

庁などの公的機関が活用できるようにするために「外国人雇用法」（仮称）を制定す

ることを提言しており、そうした制度構築する場合には慎重にしなければ人権侵害の

おそれが存在する。

ただ外国人労働者の受け入れに関しては近隣諸国からの圧力もあり、日本とフィリ

ピン、タイ等の諸国との間では日本への外国人労働者の受け入れについての議論が続

いている。たとえばフィリピンとの間の経済連携協定（EPA）において、特に看護

師・介護福祉士については日本国内での資格取得を条件として受け入れをする方向で

協議が進み、年内合意を目指して専門家会合を立ち上げている状態にある＊６。

�２ 研修・技能実習制度

研修は、入管法上「本邦の公私の機関に受け入れられて行う技術、技能または知識を

習得する活動」とされており、技能実習は、研修により一定水準以上の技術等を習得し

た研修生が、技能実習生として実習を行う企業などとの間で雇用契約を締結し、生産現

場での労働を通じてより実践的な技術等を習得する制度であると説明されている＊７。こ

のような説明と異なり、研修の実態は労働者である場合が相当数見受けられる点で、問

題をはらんでいる制度である。

研修は１年以内、実務実習は研修と合わせて３年以内であること等が定められている。

対比をすると次のとおりである。

技能実習研修

労働者非労働者（学生に類似）立場

賃金＝労働の対価研修手当＝生活の実費支給の性質

可能（労働法に準じる）禁止残業・休日出勤

必要に応じて必須（１／３以上）非実務研修

特定活動研修在留資格

労働条件に関する雇用契約書又は労働条
件通知書を交付する。

研修時間・研修手当等の条件を
定めた処遇通知書を交付する。

処遇条件

社会保険・労働保険が強制適用される。民間保険の加入義務づけ保険

研修手当・技能実習の賃金については、財団法人国際研修協力機構（JITCO ; Japan In-

ternational Training Cooperation Organization．法務省、外務省、経済産業省、厚生労

働省、国土交通省の５省が共管して２００１年９月に設立された財団法人）の資料によれば、

研修手当月額（２００２年）で平均７．２万円、技能実習の平均支給予定賃金額（食事手当、

住宅手当は含み、残業等割増賃金、通勤手当等含まないもの）は１２万円とされている。

「研修」の在留資格は、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能また

＊６ ２００４年７月１２日付日本経済新聞報道

＊７ 外国人研修・技能実習制度研究会「わかる！研修・技能実習」（日本加除出版）
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は知識を習得する活動と入管法上定められており、労働的要素を含んでいて、他の労働

の在留資格との区別が一般には不十分なことが少なくない。「研修生及び技術実習生の

入国・在留管理に関する指針」によれば「研修生は留学生などと同じく、技術等を『学

ぶ』ことを目的として在留する者であり、労働をするために在留する者ではありませ

ん。」とされており、実務研修以外に日本語学習や産学等の実習が要件として定められ

ている。

それ故、研修の場合は労災保険の適用はなく、その代償措置として企業は傷害保険へ

の加入が義務づけられているが（基準省令５号）、補償金額も限定されており、労災保

険に比べると十分と言えない状況にある。

また、実態としては労働としての側面が強い場合が多い。事件事故の発生や不当収奪

に類する行為が行われているケースが後を絶たない研修生の実態が、労働者と変わらな

いと認められる場合には、労災保険の適用が認められるべきであるが、研修生に対して

労災が適用された例はないようである＊８。

�３ 定住型の在留資格（「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」）

結婚して日本に生活基盤を移す決意をした外国人が、日本人配偶者から暴力を受ける

等の問題が発生した場合にも、当該外国人が離婚すると該当する在留資格がなくなるの

が現状である。

５年程度の同居実績がある場合には、「定住者」の在留資格が与えられているケース

もあるが、同在留資格が与えられるかどうかは裁量的である。最高裁判決２００２（平成１４）

年１０月１７日は、婚姻関係が法律上続いていても、共同生活の実態を欠き、回復の見込み

が全くない以上、配偶者としての在留資格は認められず、婚姻関係が社会生活上の実質

的な基礎を失っているかどうかの判断は客観的に行われるべきで、夫婦のどちらに婚姻

破綻の責任があるかなどの事情は在留資格の判断を左右する理由にならないとの立場を

示している。しかし、このような立場になった場合には、在留資格喪失への不安から、

当該外国人に対する暴力等を放置する結果になりかねない。

さらに、在留資格の問題ではないが、子どもの引き渡しに関して国境をまたいで争い

になるケースも散見される。日本は「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」

を批准しておらず、安定した日本国内での在留を保証するとともに、国境の枠にとらわ

れない問題解決の法整備も求められる。

�４ 留学・就学

１９８３年に策定された「留学生受け入れ１０万人計画」の影響もあって、同年当時１万０４２８

人であった留学生数は２００３年５月に１０万９５０８人に増加して同計画は数字面においては達

成された。また日本国内の日本語教育機関の学生数も２００２年７月時点で３万９２０５人に達

している。

こうした数的面での計画を達成したことの影響もあると思われるが、２００３年度以降は

「留学」「就学」の在留資格許可は制限されている。２００４年４月期の「留学」「就学」の

＊８ 但し、第７章脚注＊３５で引用する手塚和彰「外国人と法（第２版）」（有斐閣）６９頁には、異なる指摘がある。
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在留資格認定証明書の交付件数は計１万０６５７件となり、前年４月期の１万９７７７件より

４６％も減少し、認定申請数（２万３２８５件）に対する交付率は４６％で、前年同期の７９％よ

り３３ポイント下がった。（法務省の集計速報値）

中央教育審議会は、２００３年１２月２６日付「新たな留学生政策の展開について～留学生交

流の拡大と質の向上を目指して～」（http : //www．mext．go．jp/b_menu/shingi/chukyo

/chukyo０／toushin／０３１２１８０１．htm）という答申を出して、「量から質への変更」を鮮明

に打ち出し、不法就労や不法滞在等の問題について、入管政策との連携・協力体制の強

化という姿勢を示している。

ただ、不法就労や不法滞在の問題は、勉学意欲のある学生の生活を支える基盤の確保

と結びついているから、この点の整備を置き去りにしたままではすまない問題である。

日本経済団体連合会（経団連）による２００４年４月１４日付けの「外国人受け入れ問題に

関する提言」でも述べられているように、大学で学んだ専攻と就職する業種・職種の一

致しない場合の在留資格制度の見直し、就労・起業への橋渡しとなる在留資格の新設、

就職支援も必要である。

日本での学生数の減少に悩む教育機関や留学等に関係する業者に悪用される温床にな

らない支援制度の確立も求められる。

�５ 在留資格自体の見直し

現在、入管法は２７種類の在留資格を定めているが、現行の在留資格の種類が現実の在

留実態の分類として妥当性を有しているかについては、すでに疑問がある状態になって

きている。

そもそも、少なくとも労働に関しては現在のように在留資格を細分化する必要はない

という議論も存在する。また「定住者」や「特定活動」として処理されているものの必

ずしもその名称にふさわしくない在留活動も含まれている。

こうした点から、在留資格の抜本的な改正が必要な状態になってきている。

�６ 入管手続の簡素化・迅速化

在留期間更新許可申請においては、在留期間の満了する日（６か月以上の在留期間を

有する者にあたっては在留期間の満了する日の２か月前の日）以降に申請することがで

き、この場合の標準処理期間は２週間から３か月間とされる。また、在留資格変更許可

申請においては資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了前までに申請すること

ができ、この場合の標準処理期間は１か月から３か月間である（法務省ホームページ）。

外国人が在留資格を得るためには、入管での手続が必要であるが、申請と交付の少な

くとも２回は入管に出頭することが必要とされている＊９。そして、現状では入管の処理

量が多くなりすぎて、待ち時間がかかりすぎる状態にあり、また入管職員の対応に対す

る不満を聞くことも少なくない。

したがって、入管手続全般につき手続の簡素化・迅速化が強く望まれる状況にある。

＊９ ２００５年１月施行予定の改正入管法施行規則施行後は、代理人弁護士の出頭で足りるようになる見込み。後記�９参照。

第２節 在留資格制度及びその問題点について

－ 38 －



�７ 在留期間更新及び在留資格変更の許可申請

在留期間更新ないし在留資格変更の申請がなされると、入国管理局が受理手続を行う

が、往々にして審査に長期間を要し、処分がなされる前に現在の在留期間が満了してし

まうことがある。ところが、在留期間満了後から許可ないし不許可の処分がなされるま

での期間についても、少なくとも事前には在留資格が与えられず、在留資格のないまま

（「申請中」）の状態を継続する運用がなされている。

一般的には、期間更新ないし変更許可になった場合には、前の在留期間の満了日に遡

って許可にかかる在留資格が付与される。他方、不許可になった場合には、出国準備の

ために事後的に「特定活動」（２００３年秋ころまでは「短期滞在」）の在留資格が与えられ

る取扱いがなされてきた（不許可処分の違法性などを主張して取消訴訟を提起する場合

など、不許可処分自体を争った場合には出国準備の在留資格さえ与えられない取扱いが

なされている。）。

このような取扱いの下で、外国人の立場を極めて不安定なものとなっている。

まずは在留期間内に在留資格の審査が終了できるように手続の迅速化を図るべきであ

り、例外的に期間満了日までに処分が間に合わないケースについては、処分日までの間

何らかの在留資格を付与する制度を設けるべきである＊１０。

�８ 親族の在留資格

現在の在留資格制度の枠組みにおいて、例えば日本に在留中の外国人が、扶養してい

ない親族を呼び寄せて日本で同居しようと考えても、当該親族は「短期滞在」の在留資

格を申請せざるを得ない。しかし、日本に在留中の外国人が病気になって介護を要する

場合、家事への協力を得なければならない場合、本国にいる老齢の親を日本に呼び寄せ

て面倒を見る場合など、親族を呼び寄せる必要がある事例は多数存在することは明らか

であり、これに対応できる在留資格の新設が求められている。

�９ 在留資格に関連する手続の代理権

在留期間更新、在留資格変更、在留資格認定証明書交付申請などの手続については、

一部の行政書士による申請取次（申請者本人の出頭は原則として不要）制度が認められ

てきた（入管法施行規則１９条３項）。これに対して、入管実務上は、これらの手続につ

いて弁護士による代理行為を認めず、あくまでも本人の出頭が求められてきた。

この点、上記のような入管手続は、弁護士法３条の定める「その他一般の法律事務」

に該当すると考えられ、そうであれば弁護士がこれを代理して行うことができるのが当

然と解される（いわゆる埼玉司法書士会事件に関する東京高裁判決１９９５（平成７）年１１

月２９日判例時報１５５７号５２頁、その原審浦和地裁判決１９９４（平成６）年５月１３日判例時報

１５０１号５２頁参照）。実質的に見ても、在留資格の得喪が外国人の生活の根源に影響する

重大な事項であることに鑑みれば、外国人がこれら手続に際して自己の権利を十分に主

張するために法的専門家に依頼することは当然であり、前記の行政書士の申請取次を認

＊１０ 審査中に在留期間が満了してしまい、「申請中」の状態で審査結果を待っていたところ、期間満了３日後に逮捕さ

れた事件（逮捕２日後に処分保留で釈放）につき、損害賠償請求が提訴された事案がある（２００４年５月２０日時事通信報

道）。
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めていることとの比較上も、弁護士代理を拒否することに合理性はない。

なお、この点に関しては、２００５年１月から施行される見込みとなっている入管法施行

規則の改正によって改められることとなっており、具体的には弁護士会を通じて入管に

登録した弁護士による代理が認められる予定となっている。（ただし、退去強制手続（違

反調査、違反審査）、難民認定申請手続などは同改正の明文の対象とされておらず、引

き続き弁護士による代理の許否を巡る問題が残存する状況にあるが、前記の弁護士法の

規定にも鑑みて、弁護士による代理を入管法施行規則で言及された範囲に限定する理由

はないというべきである。）。

以上の弁護士による代理とは別に、親族が代わって在留期間更新申請などの手続を行

うことについても、入管法施行規則２０条４項、２１条３項（外国人が１６歳に満たない者で

あるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、その者の父

若しくは母、配偶者、子、親族、監護者又はその他の同居者がその者に代わって申請を

行うことができるとする規定）の運用を緩やかにするなど、利用者の便宜を図った手続

を構築していくべきである。
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第３節 在留に関する行政裁量の限界について

１ 裁量と法による行政

�１ 裁判例

最高裁大法廷１９５７（昭和３２）年６月１９日判決（最高裁判所刑事判例集１１巻６号１６６３頁、

判例時報１２４号２４頁等）において、小林俊三、入江俊郎両裁判官は、次のような意見を述

べた。

――通常わが憲法の基本的原理といわれる国民主権、恒久平和、基本的人権尊重の３つの理

念に通じて根底に横たわるものは、人類普遍の原理ということであり、またかくして国境を

越え世界を通じて恒久平和を達成せんとする念願でもある。これらのことは憲法の前文によ

って明らかであり、特に自ら「いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視しては

ならない」ことを宣言していることからも確認することができる。この趣旨から考えてみる

と、わが憲法は、外国人の権利義務についても、正常の国際関係に立つかぎり、わが国民と

しての地位と相容れないものを除くのほか、できるかぎりこれをひとしくしようとする原則

に立っていると見なければならない。

――多数意見のように旧来の「国際慣習法上」という前提によりたやすく外国人の入国を憲

法の保障外に置くことは、新しき理想を盛った我が憲法の基本的原理を全く無視するものと

言わなければなるまい。

――われわれの意見としては、多数意見が、無条件に外国人の入国は、本来わが国の自由に

制限し得る事項であるという原則に立つ点に置いて見解を異にするのであって、現行憲法の

解釈としては、いわゆる「国際慣習法上」なる前提に無批判に立脚することを、一たん脱却

すべきものであると要請したいのである。

今から５０年近くも前、最高裁判所の裁判官は、外国人の人権について極めて正当な認

識を持っていたことがわかる。しかし、それから２１年後、いわゆるマクリーン事件の判

決（最高裁大法廷１９７８（昭和５３）年１０月４日判決・判例時報９０３号３頁等）が出された。

以後、様々な人権条約の批准や、在日外国人を取り巻く環境の変化があったにもかかわ

らず、マクリーン判決の判旨をその後四半世紀も無批判かつ無限定に適用し続ける下級

審の硬直的な姿勢が、現在に至るまで外国人の在留に関する裁判を極めて困難なものと

すると同時に、国際人権法の発展への対応力を失わせている。

ア 在留期間の更新について～マクリーン判決

在留期間の更新に関する法務大臣の裁量の範囲について、マクリーン判決は下記の

とおり判示している。少し長くなるが、本論の出発点と言ってもよい重要な判決なの

で、引用する。

「右のように出入国管理令が原則として一定の期間を限つて外国人のわが国への上陸

及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由が

あると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに
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当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させ

ようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されそ

の判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任

せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務

大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及

び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市

場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申請者の申請事由の当否のみならず、当該

外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関

係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければな

らないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法

務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないもの

と考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令２１条３項（註：現行法の２１

条３項）所定の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうか

の判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであ

つて、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新

申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない。」

「ところで、行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めるこ

とがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのもの

なのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題

を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが

法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限られるのであり、また、

その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであつて、行政事件訴訟

法３０条の規定はこの理を明らかにしたものにほかならない。もつとも、法が処分を行政

庁の裁量に任せる趣旨、目的、範囲は各種の処分によつて一様ではなく、これに応じて

裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法とされる場合もそれぞれ異な

るものであり、各種の処分ごとにこれを検討しなければならないが、これを出入国管理

令２１条３項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」

があるかどうかの判断の場合についてみれば、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権

の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠

くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとし

て違法となるものというべきである。したがつて、裁判所は、法務大臣の右判断につい

てそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量

権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事

実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対す

る評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠

くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断

が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができる

ものと解するのが、相当である。」

これ以後の下級審判決も、ほぼ上記マクリーン判決の考えを踏襲している。

イ 在留資格変更における法務大臣の裁量
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大阪高裁２０００（平成１２）年１２月２５日判決（判例時報１７４２号７６頁、判例タイムズ１０５９

号１０８頁）は、在留資格変更における法務大臣の裁量について、次のとおり判示して

いる。

「ところで、法２０条３項は、被控訴人は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相

当の理由があるときに限り、これを許可することができ、「短期滞在」の在留資格をもっ

て在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可

しない旨定めているが、右の要件の判断は、法の目的である国内の治安及び善良の風俗

の維持などの国益の保持の見地から、当該外国人の在留中の行状、国内外の情勢など諸

般の事情を総合して行うべき被控訴人の裁量行為であると解されるのであり、右判断が

違法であるというためには、その裁量権の行使が全く事実の基礎を欠き、又は、事実に

対する評価が合理性を欠くこと等により社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな

ときは、裁量の範囲を逸脱し、又は、その濫用があったものとして、違法になると解す

るのが相当である。」

地裁段階の判断も、ほぼ同様である。マクリーン判決で示された判断とほぼ同旨で

ある。

ウ 在留特別許可に関する法務大臣の裁量

東京高裁２００１（平成１３）年１２月１２日判決（判例時報１７７７号４３頁）は、在留特別許可

をするかどうかに関する法務大臣の裁量について、次のとおり判示している。

「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約が

ない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいか

なる条件を付するかは専ら当該国家の立法政策にゆだねられている。そして、出入国管

理法５０条１項の在留特別許可は、同法２４条各号が定める退去強制事由に該当する者につ

いて同法５０条１項１号ないし３号の事由があるときにすることができるとされているほ

かは、その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていない上、外国人の

出入国管理は国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定など

の国益の保持を目的として行われるものであって、このような国益の保護の判断につい

ては、広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必

要であり、ときに高度な政治的な判断を要求される場合もあり得ることを併せて勘案す

れば、在留特別許可をすべきか否かの判断なかんずく同法５０条１項３号の事情の有無の

判断は、被控訴人法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられているものというべきであ

る。」

上記の東京高裁判決の判断からは、在留期間更新・在留資格変更の場合と、在留特

別許可の場合とで、法務大臣の裁量の範囲に差異は見受けられないが、地方裁判所段

階の判断では、在留特別許可の対象となる容疑者は、本来的には本邦から退去を強制

されるべき地位にあることから、裁量の範囲は在留期間更新許可の場合と比べてより

広範と解される、とするものもある（東京地裁判決２００１（平成１３）年３月１５日判例時

報１７８４号６７頁）。

�２ 上記裁判例の検討

ア 学説
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このような広範な裁量を認める判決に対しては、「行政の側の政治政策の遂行がし

ばしば国民の権利利益を侵害する危険性を有すればこそ、この領域における司法統制

の意義と優位性が示されるのであり、安易な政治裁量の容認は、司法権の放棄にもつ

ながりかねない。政治裁量の領域においてこそ、その目的に適った司法統制のあり方

が検討されねばならないといえるであろう。」という指摘がある＊１１。

イ 考察

（ア） 国家の裁量と行政裁量の違い

そもそも、「国民主権原理」や「法律による行政の原則」からすれば、ある行政

行為について行政庁に一定の裁量権が与えられるとしても、立法から独立した行政

や法から自由な行政は本来あり得ない。したがって、国家が外国人の出入国につい

て自由な裁量権を有するとしても、外国人の出入国管理における法務大臣の裁量権

の範囲は決して無限定的なものではなく、根拠となる法律の目的及び趣旨の範囲内

で認められる羈束裁量にすぎないと解すべきである。

（イ） 在留における法務大臣の裁量の範囲

それでは、入管法所定の法務大臣の裁量の範囲はどのように解するべきであろう

か。

この点、入管法は「出入国の公正な管理」を目的としており（１条）、これは、

日本国と日本国民の利益の保持を目的として行われる外国人の出入国管理の実施に

あたっては、法律に定める外国人の受け入れ方針に基づき、外国人の人権に配慮し

た適正な手続により行わなければならないということを意味する。したがって、憲

法・条約・国際慣習・条理等によって認められる外国人の人権については、出入国

管理手続において実体的にも手続的にも十分に配慮すべきことが要請されるのであ

る。

（ウ） マクリーン判決後の状況変化

また、マクリーン判決後、次のような状況の変化があったことは、同事件判決の

今日における妥当性を検討するにあたり、十分考慮されなくてはならない。

ａ）諸条約の批准等

マクリーン判決は、「憲法２２条１項は、日本国内における居住・移転の自由を

保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはな

んら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受

け入れる義務を負うものではなく、特
�

別
�

の
�

条
�

約
�

が
�

な
�

い
�

限
�

り
�

、外国人を自国内に受

け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、

当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同

じくするものと解される（最高裁大法廷判決１９５７（昭和３２）年６月１９日刑集１１巻

６号１６６３頁参照）。したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保

障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続

き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきであ

る。」として在留の権利を否定している。

＊１１ 田村悦一「行政裁量の司法審査」（杉村敏正編「行政救済法１」有斐閣・所収）１７１頁
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しかし、マクリーン判決後、日本は社会権規約、自由権規約（いずれも１９７９年

８月４日）、難民条約（１９８１年１０月１５日）、子どもの権利条約（１９９４年５月１６日）、

人種差別撤廃条約（１９９５年１２月２０日）、拷問等禁止条約（１９９５年１２月２０日）につ

き批准・加入してきた。

これらの条約は、マクリーン事件判決のいう「特別の条約」に該当し、在留権

を根拠付けるものとなりうる。

また、マクリーン判決は、法務大臣の広範な裁量を根拠付ける要素を列挙した

が、現在においては、同判決時点で批准していなかった上記人権諸条約は誠実に

遵守しなくてはならないのだから（憲法９８条２項）、法務大臣が在留の許否を判

断するにあたり、これらの条約によって保障されている諸権利は当然重要な考慮

要素にされなくてはならない。

ｂ）２００１年１１月法改正による権限の移譲

また、２００１年１１月施行の改正により、入管法に規定する法務大臣の権限のほと

んどが地方入国管理局局長に委任できることとなり（入管法６９条の２）、入管法

施行規則６１条の２によって、在留に関する判断は原則として地方入国管理局局長

が行い、法務大臣自身が判断をするのはむしろ例外的なものと位置づけられた。

この改正は、大量の案件を処理するにあたって、法改正前から実務上行われて

いたことを追認するものである。

このような改正があったことは、少なくとも現時点で、マクリーン判決が法務

大臣の広範な裁量の論拠として挙げている次のフレーズが実態に即していない、

空虚なものであったことを法務省自身が自認しているものといえる＊１２。

「外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の

風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、

申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政

治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしん

しやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような

判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるので

なければとうてい適切な結果を期待することができない」

ｃ）小括

よって、マクリーン判決が法務大臣の広範な裁量を導く前提は、質的に大きな

変容を来しているのであり、それにしたがって法務大臣の裁量の範囲も必然的に

狭められなくてはならない。

（エ） まとめ

以上のとおり、そもそもマクリーン判決の示した法務大臣の広範な裁量論は「司

法権の放棄にもつながりかねない。」という批判があったものであるし、さらに同

判決後の状況変化を考慮すれば、今日においてはもはや妥当性を失っていると言う

＊１２ 出入国管理・外国人登録実務六法の解説によれば、法６９条の２但し書きで委任が許されないものとしている権限は、

高度の判断が求められこのような判断は法務大臣のみがなし得るものであることから除外された、と説明されている。

裏を返せば、それ以外の権限は、高度ではなく、法務大臣以外でもできるものということである。
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べきである。

２ 裁量統制の基準について

裁量の統制には、大きく分けて実体的な統制と手続的な統制とがある。

�１ 裁量の実体的統制

裁量の実体的な統制原理としては、事実誤認、目的違反・動機の不正、平等原則など

もあるが＊１３、ここでは条約、憲法２２条によって保障される居住の自由ならびに比例原則

を取り上げる。

ア 人権条約の適用

法務大臣は、日本が批准した条約を誠実に遵守する義務がある（憲法９８条２項）。

したがって、法務大臣が外国人の在留の許否を判断するにあたり、これらの条約によ

って保障されている諸権利は当然重要な考慮要素にされなくてはならない。

�社会権規約
�自由権規約
�難民条約
�子どもの権利条約
�人種差別撤廃条約
�拷問等禁止条約

このうち、社会権規約はプログラム規定であって具体的な裁判規範性を有しないと

いう見解がかつては支配的であり、日本の裁判例でも具体的な権利性を否定したもの

がある（最高裁第一小法廷判決１９８９（平成元）年３月２日判例時報１３６３号６８頁。外国

人事件について、東京地裁民事第２部判決２００２（平成１４）年２月１５日及びその控訴審

である東京高裁第４民事部判決２００３（平成１５）年３月２５日－いずれも公刊物未登載）。

しかしながら、このような考え方は、国際法的に見て、大きく遅れた見解である。

社会権規約委員会は、その「一般的意見第３」第２項おいて、締約国の義務は、締約

国が規約上の権利の実現のために合理的短期間のうちに可能な限り最大の行動を取る

というものであり、個々の権利は、その具体的内容に従ってその実現・保障が考えら

れるとしている。

したがって、社会権規約に保障された権利についても、具体的な裁判規範性が認め

られる場合がある＊１４。

イ 居住の自由（憲法２２条１項）

外国人の在留に関する法務大臣の裁量を実体的に統制する根拠の１つに、憲法２２条

１項によって外国人にも保障される居住の自由が挙げられる＊１５。

＊１３ 田村・前掲「行政裁量の司法審査」１７６頁以下

＊１４ 申ヘボン「人権条約上の国家の義務」２９５頁以下

＊１５ 近藤敦「外国人の人権と市民権」（明石書店）２７３頁以下参照
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（ア）日本国憲法２２条１項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び

職業選択の自由を有する」と定めており、同条項が「何人」に対しても居住の自由

すなわち恣意的に住居の選択を妨害されない権利を保障する以上、上記権利は、日

本国民のみならず、日本に在ってその主権に服する外国人にも保障されていると解

される。最高裁判所も、「外国人であっても日本国に在ってその主権に服している

者に限り及ぶ」としている（最高裁大法廷判決１９５７（昭和３２）年６月１９日刑集１１巻

６号１６６３頁）。

（イ）この点、従来の学説では、憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障について、

外国人にも適用可能な人権規定の保障はすべて及ぶといういわゆる性質説に立つも

のも散見される。確かに、「国民」という文言を、権利の性質上、広く解すること

は可能である。例えば、憲法２５条の生存権や２６条の教育を受ける権利など「すべて

国民は」という文言が定めている権利の享有主体を、広く「人々」の意味に解し、

外国人も含める解釈は、「国民」の権利を恣意的に侵害するものではないので許容

される。

しかしながら、「何人も」という文言が定めてある権利の享有主体を「日本国民」

すなわち「日本国籍保有者」に限定する解釈は、「日本の領土にある外国人」の権

利を恣意的に侵害するものであり、成文の憲法を掲げ、個人の権利・自由を国家権

力の恣意的な侵害から守り、権力分立その他憲法のルールにしたがった国政運営を

行う立憲主義に違背するものである。

結論としては、「何人も」という文言の規定の場合は、「日本国民と日本の領土に

ある外国人」を権利の享有主体としており、「国民は」という文言の規定及び主体

を明示していない規定については、権利の性質上日本国民のみをその対象としてい

る外国人に対しても等しく及ぶと解すことが、立憲主義と人権の前国家的性質及び

国際協調主義の視点からいって適切である（立憲性質説）。

したがって、上記立憲性質説の立場からは、日本にいるすべての外国人について、

憲法２２条１項の居住の自由の保障が及ぶ。

よって、法務大臣が外国人の在留資格変更や在留期間更新を認めなかったり、あ

るいは在留特別許可を認めなかった場合には、居住の自由を侵害するものとして、

裁量逸脱を主張することが可能である。

ウ 比例原則

（ア） 意義

「比例原則」という語の定義は、画一的ではないが、近時は次の３つの内容を含

むとされている。

�適合性の原則
目的を達成するための手段が、意図した目的達成の効果を持ちうること

�必要性の原則
目的を達成するための手段が当事者にとって最も負担の少ないものでなければ

ならないこと

�狭義の比例性
手段と目的との均衡が取れていること、要するに、当該手段を用いることによ
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って得られる利益が当該手段によって損なわれる利益を上回っていることを意味

する。したがって、この原則は利益衡量を本質的内容とするものである。

（イ） 比例原則の位置づけ

比例原則は、法治国家原理、基本権の保障等を根拠とする憲法上の法原則であり、

その中心的な機能は過剰な国家的侵害から私人の法益を防禦するところにある。こ

のような性質から、ドイツにおいては国外退去命令に比例原則が適用されることに

ついてほとんど異論は見られない。

日本でも、その根拠を憲法１３条に実定化されているものとする立場＊１６、特に憲法

の条項に言及することなく、「法の一般原則」として「不文法源」の１つに挙げる

立場＊１７、「条理」としての妥当を説く立場＊１８等、根拠は分かれるが、いずれにして

も比例原則は、その自由主義に基づく普遍的性格から、権力行政一般に適用される

ことについては異論がないとされている＊１９。

そして、退去強制令書が発付されると、その収容部分の執行として、容疑者の身

柄を拘束することとなり、人身の自由というすべての自由の根源的な人権を制約す

ることとなるから、その制約の正当性については厳格に審査されるべきであり、比

例原則の適用にあたってもその厳格な適用が要請される＊２０。

（ウ） 近時の裁判の流れ

この比例原則を用いて、退去強制令書発付処分を取り消した注目すべき判決が２

件ある。

東京地裁２００３（平成１５）年９月１９日判決（判例時報１８３６号５５頁）は、退去強制令

書発付時点で小学校６年生であった長女を含むオーバーステイのイラン人一家４名

について、退去強制によって家族が被る不利益と、この家族を退去強制することに

よって得られる国益とを比較衡量し、前者が上回るものと認めて、退去強制令書発

付処分を取り消した。同年１０月１７日には、同様の状況にあったオーバーステイの韓

国人一家についても、やはり比例原則を用いて、退去強制令書発付処分を取り消す

判決も出された。従来の判断の枠組みを変えた、非常に画期的な判決である。

しかし、イラン人一家については２００４（平成１６）年３月３０日、韓国人一家につい

ては同年４月２８日にいずれも東京高裁が上記各地裁判決を覆し、最高裁で係争中で

ある。

�２ 裁量の手続的統制

従来から学説・判例では、裁量の実体的な統制に消極的な姿勢を補うものとして、手

続的統制をする試みがなされてきた＊２１。

＊１６ 今村成和「行政法入門＜第５版＞」９７頁、田村悦一「自由裁量とその限界」２３９頁、宮田三郎「比例原則」（「法学

教室」第２期７号１５３頁）、川上宏二郎「行政法における比例原則」（「行政法の争点」２４頁）等

＊１７ 塩野宏「行政法�」４８頁
＊１８ 兼子仁「行政法総論」１５７頁、芝池義一「行政法総論講義」１３頁

＊１９ 川上・前掲「行政法における比例原則」

＊２０ 村田斉志「行政法における比例原則」（藤山雅行編「行政争訟」青林書院所収）７７頁

＊２１ 個人タクシー事件（最高裁第１小法廷１９７１（昭和４６）年１０月２８日判決・判例タイムズ２７０号２３２頁、判例時報６４７号

２２頁）や群馬中央バス事件（最高裁１９７５（昭和５０）年５月２９日・判例タイムズ３２４号２０５頁、判例時報７７９号２１頁）など。
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そして、入管法上も適正手続が要求されるべきことは異論がないが＊２２、ここで注目す

べきは行政手続法との関係である。

行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定める

ことによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利

利益の保護に資することを目的として（同法１条１項）、１９９３年に制定された法律であ

る。行政手続全般において要請される適正手続の１つのモデルを示すものであり、入管

手続においても同等の手続保障がされるべきである。

しかしながら、同法３条１０号は、「外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処

分及び行政指導」を基本的に適用除外としている。

これらが適用除外とされた理由については、「これが国家主権の問題であり、そもそ

も外国人は、出入国、難民の認定又は帰化に関する実体上の権利を有していないとされ

ているために、手続についてもそのことを踏まえて考察する必要があり、行政手続法を

そのまま適用することは必ずしも妥当とはいえない」（宇賀克也「行政手続法の解説」）

といった説明がされているが、全く理解しがたい理論である＊２３。

そもそも実体上の権利を有しているかどうかということと、手続の公正を求めるかど

うかということは、全く別問題である。

また、「出入国」に関する実体上の権利を有していないとの点については、異論があ

る。上陸時には上陸拒否事由に該当しない限り、上陸をさせなくてはならない。在留期

間の更新、在留資格変更も、在留資格の該当性と相当性の要件を充たせば在留資格が認

められる。これらの要件が充たされているのに在留期間更新、資格変更が不許可となっ

た場合に、訴訟でその処分を争うことができ、違法性が認められれば取り消される。こ

のことは、上陸することを求めうる法的地位や、在留を求める法的地位が単なる反射的

利益ではなく、外国人の権利ないしは少なくとも法的利益そのものであることを意味す

る。単なる反射的利益であれば、このような結論にはならないからである。さらに、「出

国」については、自由権規約１２条２項が「すべての者は、いずれの国（自国を含む。）

からも自由に離れることができる。」と定め、同条３項はこの権利につき、原則として

「いかなる制限も受けない。」としている。出国は条約上も認められている「実体上の

権利」であることは明らかである。

そして、難民認定申請をすることは難民条約や入管法に定められた明確な権利である。

帰化申請についても、国籍法は申請権を認めている。

加えて、退去強制の過程においては収容により身体拘束がされる可能性がある。この

場合には、外国人は人身の自由という最も基本的な人権を制約されることになる。

したがって、実体上の権利を有していないという論拠は、事実に反する。

そもそも行政手続法の目的は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、

＊２２ 東京地裁２００４（平成１６）年５月１４日判決・公刊物未登載は、難民不認定処分の告知にあたり、誤った難民不認定理

由通知書を交付し、後日差し替えをした事件で、手続的な瑕疵を認め、当該不認定処分を取り消した。

＊２３ 第１２８回国会衆議院内閣委員会の１９９３年１０月２１日参考人質疑で、学習院大学法学部教授の高木光氏は「外国人につ

きましては、今回の法律がいわゆる典型的な行政処分を念頭に置いておりますので、やや特殊な分野である。ここは、

公務員、租税とはまた別の意味で、別途の全体としての適切な手続なり訴訟というものの組み立てを作ることが適切で

あろうと考えます。」と述べている（議事録第３号７～８頁）。さらに理解が困難である。
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もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている（１条）。この「国民」は

外国人を排斥する趣旨ではないものとされており、そうであれば、行政運営の公正の確

保・透明性の向上を目指して、利用者たる外国人の権利保護を図るという目的において、

他の行政手続と、入管法上の諸手続とで区別する理由は何ら見出せない。

さらに、行政手続法３条１０号は「外国人」の出入国等の処分を適用除外としているが、

入管法の定める日本人の出入国手続に関する処分は除外していない。不合理な差別であ

る。

したがって、行政手続法３条１０号を正当化する理論も、また立法事実も存在しないと

いうほかない。立法論に関して言えば、１９９３年１０月２１日に行われた第１２８国会衆議院内

閣委員会の参考人質疑で、高木光学習院大学教授は「それから、適用除外の問題につき

ましても、これも先ほどるる申し上げましたけれども、一挙にこの通則法、一般法であ

る行政手続法をすべての行政手続に適用するということは困難であろうと思いますが、

できるだけそういう適用除外の範囲を狭めるということは、まさに方向として私どもは

打ち出しているつもりなんです。ですから、あの要綱にも書いてありますように、行政

手続法を適用しなくても、それにかわる措置を十分それぞれに各法においてとるべきで

あろうという意見を申し上げているところであります。」と述べている。しかし、行政

手続法が施行された１９９４年１０月１日以後、適用除外とされた入管法の各手続において、

「それにかわる措置」はほとんどとられていない。わずかに、２００３年以後、難民不認定

処分の理由付記が若干詳しくなった程度である。よって、立法論としては、同号は削除

されるべきである。

また、解釈論としても、同号が例外を定めるものであること、上記のとおり合理性の

認められない適用除外事由であることから、同号該当事由は極めて限定的に解釈される

べきである。この観点からすれば、文言からして直接的に「出入国」に関する処分とは

言えない、在留資格取得、在留期間更新、在留資格変更、在留資格取消や、仮放免など

は、少なくとも「出入国」に関する処分には該当しないと解すべきである。

その結果、上記各処分についても、行政手続法の要求する審査基準の作成・公開（同

５条）、標準処理期間の定め（同６条）、申請に対する遅滞なき審査・応答（同７条）、

処分理由の提示（同８条）、審査の進行状況及び処分時期の見通し等の情報提供（同９

条）の条文が適用されることとなる。これらの規定に反する場合は、それ自体で取消事

由となる（競馬法１３条１項の馬主登録申請に対する拒否処分に関する東京地裁判決２０００

（平成１２）年２月２７日判例時報１６６０号４４頁）。
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第４節 家族結合・私生活の尊重、子どもの権利の観点からの行
政裁量の制限

１ 総論～裁量と法による行政

日本国の多くの裁判例は、前記のマクリーン判決以来、「外国人の入出国については、

各国が自由裁量を有するとするのが国際慣習法である」と述べ、出入国管理における日本

国政府の判断について、広範な裁量権を認めている。

しかしながら、第３節で述べたとおり、今日の国際社会においては、出入国管理に関す

る各国の裁量権を承認しながらも、各国の裁量権の行使が国際人権条約の人権保障規定に

抵触する結果となる場合は、その限度で制約されると解されている。すなわち、外国人の

入出国に関する各国の裁量権の行使は、国際人権条約の認めた人権保障制度の枠組みの範

囲内でのみ認められるのであって、日本の裁判所が繰り返す「外国人の人権は在留制度の

枠内でのみ保障される」という理屈は、世界の常識から大きくかけ離れている。

本節においては主として「家族結合および私生活の尊重」および「子どもの最善の利益

の考慮」に焦点をあて、国際人権条約の観点からの制約原理を検討し、さらに、国際人権

条約と独立した原理としての比例原則に基づく制約にも触れる。

なお，「家族結合の尊重」については、１９９９年の入管法改正および２００４年の入管法改正

の際、衆議院および参議院両院の法務委員会において，これに留意すべきことが附帯決議

された。例えば、２００４年改正法の可決の際の衆議院の附帯決議（２００４年５月２６日衆議院法

務委員会決議）の内容は「一 退去強制手続、在留特別許可等の運用に当たっては、当該

外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分考慮し、画一的な運用とならないよう

留意すること。二 新しい出国命令制度及び在留資格の取消し制度の運用に当たっては、

本邦に在留する外国人の生活および家族関係等に十分配慮すること。（以下略）」というも

のである【→資料③－５】。すなわち、日本国憲法には「家族の保護」を定めた明文規定

がないものの、日本の立法機関がその重要性・必要性を認識し、行政機関による入管行政

の運用についての一定の制約を課したものである。この附帯決議自体「外国人の入出国に

ついては、各国が自由裁量を有するとするのが国際慣習法である」であるとするマクリー

ン判決の立場に対して、外国人の出入国に関する国の決定も、国際人権条約に基づく制約

原理及び比例原則に服するものであることを日本の立法府自ら宣明したものということが

できよう。

２ 家族生活の保護

�１ 自由権規約１７条及び２３条

ア 自由権規約１７条は「何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的

に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない」と定め，「家族

に対する恣意的又は不法な干渉」を禁止している。他方、自由権規約２３条１項は「家

族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有

する」と定めて、より一般的に「社会および国による家族の保護」を保障する。１７条

と２３条１項の規定の関係はあまり議論されていないが、２３条１項の規定が抽象的であ
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り、１７条の規定が制限が認められる要件について具体的な規定を有していることから、

具体的な判断においては、共に同じ目的を有する規定であることを前提としながら、

１７条の枠組みで、違反の有無が判断されるようである。

自由権規約は「家族」について明示的な定義規定をおいていないが、１７条に関する

自由権規約人権委員会の一般的意見（ジェネラルコメント。日弁連の次のサイトから

日本語訳を見ることができる─http : //www．nichibenren．or．jp/jp/katsudo/jinken-

libraly/materials/index．html）１６によると「“家族”（family）という語句に関しては、

第１７条の目的にとって、関係する各締約国内の社会通念として、“家族”として含ま

れるすべての者を含むように、この語句は広く解釈されるべきである」とされる。

そして、１７条は「恣意的な干渉」と「不法な干渉」の双方を禁止する。上記一般的

意見１６は、「恣意的な干渉」につき、「“恣意的干渉”という語句は、法に規定された

干渉をも含むものである。法によって規定された干渉であってさえも、本規約の規定、

目的及び目標に合致しなければならないし、かつまた、どんな事があろうとも、特定

の状況の下で、合理的な干渉でなければならないということを保障しようとして、“恣

意的”という概念を導入したものである。」と述べる。すなわち，ここにおける「恣

意的干渉の禁止」は比例原則が守られなければならないことを意味している。

さらに、規約上の外国人の地位に関する一般的意見１５は「規約は、締約国の領域に

入り又はそこで居住する外国人の権利を認めていない。何人に自国への入国を認める

かを決定することは、原則としてその国の問題である。しかしながら、一定の状況に

おいて外国人は、入国又は居住に関連する場合においてさえ規約の保護を享受するこ

とができる。例えば、無差別、非人道的な取扱いの禁止又は家族生活の尊重の考慮が

生起するときがそうである。」と述べ自由権規約１７条および２３条の定める家族の保護

が、外国人の入国・在留に関する政府の判断を制約する原理となり得ることを明示的

に承認している。

一般的意見は直接的に締約国を拘束するものではない。しかしながら、締約国によ

る規約の遵守を監視するための機関として条約そのものにより設置された機関であり、

かつ、政府報告書や個別通報事件の審査を通じて、世界的レベルで収集された情報に

基づき、有数の国際人権法の専門家である委員が協議の上、明らかにするのが「一般

的意見」である。従って、仮に法的拘束力を有するものでないとしても、前記マクリー

ン判決の述べる内容の「国際慣習法」なるものがもはや存在していないことはこの一

般的意見に照らして明らかである。さらに、日本国は自由権規約の締約国であり、上

記一般的見解が、自由権規約の解釈にあたって重要な指針となることは明らかである。

仮に裁判所が、一般的見解に法的拘束力がないことを理由としてこれと異なった見解

をとるのであれば、十分な根拠を明らかにしなければならないことはいうまでもない。

イ 個別通報事件における具体的適用－Winata 事件

自由権規約のもとで家族生活の尊重が問題となったリーディングケースは、Winata

対オーストラリア事件＊２４である。

＊２４ 事件番号９３０／２０００，通報者Hendrick Winata 及び So Lan Li，被通報国オーストラリア，見解採択日２００１年７月２６

日
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この事件の通報者は、長期間オーストラリアに不法滞在していたインドネシア国籍

を有する内縁の夫婦である。オーストラリアにおいて出生した２人の息子Barry は

生後１０年間オーストラリアに住み続けたことにより、１９９８年６月２日オーストラリア

国籍を取得した。その翌日６月３日に、夫婦は中国系でありかつキリスト教徒である

２人はインドネシアにおいて迫害を受けるおそれがあるとして難民としての庇護を申

請したが認められず、その後退去強制の決定がなされた。そこで、２人は「１３才のBarry

を１人オーストラリアの残してインドネシアへ送還されることは、家族生活の妨害

（interference）となり、自由規約１７条および２４条１項の違反となる」と主張して、

規約人権委員会に個人通報を行った。

これに対してオーストラリア政府は、少々の適応の難しさがあるとしてもBarry

はインドネシアに帰ることができるから、家族生活の妨害（interference）はないと

主張した。規約人権委員会は、「各国政府は、認められた在留期間を超えて滞在する

者に対して出国を求めることができるし、子供が出生により、もしくは法律の規定で

国籍を得たとしても一方もしくは双方の親を母国へ送還する決定が当然に恣意的（ar-

bitrary）となるものでもない。しかし、本件においては、通報者の夫婦およびBarry

がオーストラリアに滞在した期間（１４年以上）に照らせば、政府は、単なる入管法の

執行というだけではなく、両親の送還を正当化するだけの追加的な事情を主張・立証

しない限り当該送還の決定は、恣意的な家族生活の妨害となる」と判断した＊２５。

この見解は、Barry がインドネシアで適応出来るか否かを問題にするまでもなく、

すでにオーストラリアで社会的関係を築いていることに鑑み、家族生活を維持するた

めにこれを失わせるという結果を招くような送還決定を行うためには、これを正当化

するためのそれ相応の理由が必要である、としたものでまさに比例原則の適用を示し

たものである。

ウ 日本おける具体的適用場面

自由権規約により保障された家族生活の尊重は、日本国籍を有する家族もしくは日

本に在留権を有する外国人の家族からの退去強制による分離もしくは入国（上陸）の

拒否の場面で、日本政府による外国人出入国管理の裁量を規制する原理として機能す

る。具体的には以下のような場合が考えられる。

（ア） 日本に在留権を有していたが，犯罪等の理由により在留権を失った者の退去強

制

インドシナ難民、中国残留邦人の家族＊２６として日本における定住資格を有してい

る人の中には、日本で犯罪を犯した結果在留資格を取り消され、退去強制を受ける

場合がある。このような場合においては、当該外国人は長年日本で家族生活を送っ

ており、家族の根拠も日本に形成されている場合が多い。他方、当該外国人もその

家族も、すでに本国に生活の根拠を有しておらず、また、近い親族もいないという

ことが多い。すなわち日本国籍者であれば犯した罪について服役を終了した段階で、

＊２５ ４人の委員の反対意見が付されていることに留意が必要である。反対意見の内容はほぼオーストラリア政府の主張

と同様である。

＊２６ 南北朝鮮および台湾出身者については、注＊２７参照
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社会復帰し、家族の元へ戻ることができるが、外国籍であるが故に退去強制処分を

受け、家族との断絶を強いられることになるのである。また、一旦退去強制を受け

た後の入国についても、簡単には認められない可能性が強い。このような場面にお

いて、退去強制や、入国拒絶が、家族生活の権利の尊重の侵害となる場合が考えら

れる。

日本において、この種の問題が裁判となった事案としては、かつて申京煥退去強

制令書取消請求事件＊２７があるが、当時は、自由権規約も未批准であって、家族生活

の尊重は問題となっていない。

ヨーロッパ人権裁判所においては、自由権規約１７条と同様の家族生活の尊重に関

する規定であるヨーロッパ人権条約８条＊２８に関し「犯罪を犯した人間であるから国

家にとって望ましくない、または危険であるという理由だけでは、当然には退去強

制が正当化されない」という判例理論がMoustaquim 対ベルギー事件＊２９以来確立

している。加盟国における申請者の在留期間の長さ、申請者が送還先の国籍国で使

われる言語を使えるか、送還先の国籍国とどの程度の関係か（居住歴の有無，親族

の有無等）、申請者が居住加盟国の国籍取得を申請したことがあるか、犯罪の重要

性、加盟国に残される家族の移住可能性等を総合考慮して、比例原則が満たされて

いるか否かが判断される。必ずしも、無条件に退去強制が制限されるわけではない

が、Ezzouhdi 対フランス＊３０、Boultif 対スイス＊３１など、第８条違反が認められた例

も多い。

自由権規約の下における同様の事例は未だ数少ない。しかしながらCanepa 対カ

ナダ事件＊３２において、規約人権委員会は退去強制が家族の分離をもたらす場合は、

規約１７条に基づき「恣意的であってはならない」という要件が満たされなければな

らないと判断しており、自由権規約の下においても、ヨーロッパ人権条約同様、「家

＊２７ 東京地裁決定１９７３（昭和４８）年１１月２２日判例時報７３３号４７頁参照（本案は在留特別許可が認められ取り下げ）。協定

永住許可を受けていた原告が懲役８年の判決を受け、服役した結果、退去強制令書が発付された。当時の日韓法的地位

協定の実施に伴う出入国管理特別法（１９６５年法１４６号）第６条１項６号では「７年を超える懲役または禁固」に科され

た者は退去強制の対象となるとされていた。事案としては、在留特別許可で原告の在留が認められて終結した。その後、

入管特例法（１９９１年法７１号）により、朝鮮（南北を問わない）及び台湾の出身者については特別永住が認められ、退去

強制についても「無期または７年を超える懲役または禁固に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日

本国の重大な利益が害されたと認定したもの」（同法９条１項４号）に限定される取り扱いとなった。従って、朝鮮お

よび台湾の出身者については犯罪を理由とする退去強制の可能性については極めて限定されたものとなっている。

＊２８ ヨーロッパ人権条約８条においては当然に比例原則の適用があるものとされているのに対して、自由権規約１７条に

おいては「恣意的もしくは不法の干渉」を禁ずるという条項になっており、文言上、自由権規約１７条に比例原則の要請

が内包されているか否かは明らかでない。しかしながら、Winata 事件に関する見解において、自由権規約委員会は、「自

由権規約１７条には、ヨーロッパ人権条約と異なり、必要性がないから、認められる干渉の範囲はより柔軟であるべきだ」

というオーストリア政府の主張を排斥し、「退去強制を命じられた両親の在留期間の長さに鑑みて、両親の退去強制を

正当化する諸要素を政府が示さなければならない」としており、自由権規約１７条についても比例原則の適用があること

を明らかにしている。

＊２９ １２３１３／８６事件１９９１年２月１８日判決

＊３０ ４７１６０／９９事件２００１年２月１３日判決

＊３１ ５４２７３／００事件２００１年８月２日判決

＊３２ １９９７年６月２０日付見解、通報番号５５８／１９９３。なおこの事件では、通報者が５才から定住していたカナダは規約１２

条１項の自国と認められるべきであるという主張がなされているが、多数意見はこれを認めなかった。但し、自国と認

めるべきであるとする３人の委員の少数意見が付されている。
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族生活の保護」の要請が出入国管理における加盟国の裁量を制約するものであるこ

とを認めている。規約人権委員会は、同事件において、通報者（イタリア国籍）の

犯罪歴の程度（１７才から３１才までほとんどの期間侵入盗を繰り返している）、通報

者が独身であり配偶者や子供がいないこと、通報者の家族（両親および兄弟）が通

報者の犯罪傾向の克服に対してまったく役にたっていなかったこと等を考慮した上、

イタリアに退去強制された後も手紙や電話で連絡し、また、両親等がイタリアを訪

れることもできるとして「恣意的ではない」から１７条違反はない、と判断した＊３３。

しかしながら理由中でも示されているように通報者に配偶者もしくは子供がいたよ

うな場合は違反の判断がなされた可能性がある。なお、自由権規約１７条が裁量制約

原理として働くことは、カナダ政府も争っていない。

日本の入管法では、「１年を超える懲役に処せられたもの」について退去強制が

認められているところ、朝鮮もしくは台湾の出身者以外の一般外国人については、

比較的軽微な犯罪により、家族と分離される結果となる可能性が否定できない。さ

らに、今後、日系南米人を含む種々の国籍者が日本に定着居住する可能性があり、

家族生活の尊重を主張すべき場面が増加することが予想される。

（イ） 日本国籍の子どももしくは日本に在留権を有する子どもの親の退去強制

いわゆる７３０通達（１９９６年７月３０日法務省入国管理局長通達）【→資料�－１】は、
「日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が我が国で安定した生活を営め

るようにするために、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮

が必要」であるとして、外国人親が短期の在留資格を予定する者であっても「定住

者」としての在留資格を認める、との通達である。この通達において「日本人の実

子」とは、一方の実親が日本国籍を有する者である場合を意味し、子自身に日本国

籍があるか否かは、問題とされない。

オーバーステイ等の状況にある外国人親が日本人親と結婚した場合においては、

通達以前から広く在留特別許可が認められていたことから、本通達は、外国人親と

日本人親が結婚していない場合を想定したものであり、また、通達制定時の経緯に

照らせば、外国人親と日本人親が不倫関係にあるか否か等の事情は無関係に、子供

の利益の尊重の点から外国人親に定住者としての資格を認めるというのが通達の本

来の趣旨であった。現実にも、このような場面で外国人親に定住者としての資格が

認められる例は多い。

ところが、２００１年６月以降、特に大阪入国管理局において、偽装結婚、パスポー

トの偽造等の入国経緯の不法性、不法就労等入国目的の不法性、日本人親との不倫

関係が公序良俗違反であることを理由として、外国人親による在留特別許可が不許

可とされ、退去強制令書が発付される事案が相次いだ。これらの事案に対しては大

阪地裁において、複数の退去強制令書発付処分取消訴訟が提起されたが、大阪地裁

（２部および７部）は、マクリーン判決の枠組みを踏襲した上、入管法５０条１項３

号は法務大臣に広範な裁量権を有すると判断した上、裁量権の逸脱または濫用には

当たらないとして、いずれも原告の請求を棄却した。

＊３３ １１．５パラグラフおよび１１．６パラグラフ
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これらの訴訟においても退去強制される外国人親と子どもとの間の家族生活を尊

重される権利の侵害が主張されたが、裁判所は、裁量権の逸脱または濫用の有無を

判断するための、一事情に過ぎないとして、原告の主張を排斥している。

しかしながら、自由権規約委員会が前記Winata 事件において示した見解によれ

ば、外国人の出入国管理が問題になる場面であるという理由だけで、政府の広い裁

量権が認められることはない。いかなる裁量権の行使も比例原則の要請に服するこ

とになる。政府として、単なる入管法の執行という以上の正当化理由が要求される

ことになる。上記のような事案においては、Winata 事件と異なり、家族全体での

他の国への移住は考えられない。子どもが日本に残ったまま外国人親のみが退去強

制されると、子供と外国人親の親子関係の妨害となるし、子どもが外国親と共に、

外国人親の母国へ移動するとすると、子どもと日本人親もしくは日本に在留資格を

持つ親との、親子関係の妨害となる。このような親子関係も家族生活として尊重さ

れるべきものとされているところ、この種の事案ではより高度の正当化事由が求め

られるべきである。入国経緯の不法性や不法就労等入国目的の不法性などは単に本

来の入管法の執行を基礎づける理由に過ぎず、「日本人親との不倫関係が公序良俗

違反であること」といった抽象的な理由が正当化事由になる、というのは甚だ疑問

である。

なお、欧州人権裁判所の判例としては、オランダ国籍の妻と離婚したモロッコ国

籍の夫に対する在留資格の更新拒絶および退去強制が、妻と暮らす子どものとの面

接交渉を阻害することになるから、家族生活の尊重を保障する欧州人権条約８条の

違反となると判断された事案がある（ベレハブ事件）＊３４。この事案で、オランダ政

府は、「夫はモロッコとオランダの間を一時滞在ビザで行き来できる」と主張した

が、裁判所は「理論的可能性に過ぎない」と一蹴した。

（ウ） 日本人の配偶者の退去強制

日本人と婚姻し、日本人の配偶者となった外国人は、原則として日本への入国が

認められ日本人の配偶者としての在留資格が与えられる。外国人が日本における非

正規滞在中に日本人と婚姻した場合も、地方によって取り扱いに差が見られる場合

があるものの、これまでのところ比較的容易に在留特別許可が認められてきた。し

かしながら、今般の入管法改正により出国命令制度が新設され、この命令により出

国した外国人は非正規滞在歴にかかわらず１年で上陸拒否期間が満了することとな

ったことから、今後は一旦出国して、日本人の配偶者としての再来日を求める取り

扱いとなる可能性も考えられなくはない。

国際人権条約も夫婦が夫婦生活を送る国を自由に選択する権利までは認めていな

い。しかしながら、外国人である夫婦の一方が退去強制され、日本人である配偶者

が退去強制先の国に赴いて夫婦生活を送ることが事実上困難であるという事情があ

る場合には、このような退去強制が家族生活を尊重される権利の侵害とされる場合

＊３４ １０７３０／８４事件Berrehab 対オランダ、１９８８年６月２１日。なお、ヨーロッパ人権条約の判例が日本の裁判において

も、一定の価値を有することについては、大阪高裁１９９４（平成６）年１０月２８日判決（判例時報１５１３号７１頁－指紋押捺拒

否に関する損害賠償請求事件）、徳島地裁１９９６（平成８）年３月１５日判決（判例時報１５９７号１１５頁－受刑者接見妨害国賠

事件）、高松高裁１９９７（平成９）年１１月２５日判決（判例時報１６５３号１１７頁）参照。
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もあり得る。東京地裁判決１９９９（平成１１）年１１月１２日判例時報１７９７号９４頁は、バン

グラデシュ人の夫につきオーバーステイを理由とした退去強制令書の発付された事

案において「（妻）の母親は離婚していて、両名は母一人子一人の関係にあり、妻

において手術をしたばかりの母を残して外国に赴きそこで生活をすることは困難な

情況にあり、また、我が国とバングラデシュとでは、経済事情のみならず、生活習

慣等も相当異なることを考慮すれば、（妻）と原告との婚姻が真意に基づくもので

あれば、原告の母国であるバングラデシュで夫婦生活を送ればよいかのようにいう

被告らの主張は、原告及び（妻）が我が国で築いた具体的な人間関係、国籍を異に

する男女が円満な夫婦生活を送る上での実際上の困難、各国の経済・生活の実情を

考慮しない議論であってたやすく採用することができない」と述べ、憲法２４条およ

び自由権規約２３条に基づき、「被告法務大臣は、在留特別許可を与えるか否かにつ

いて広範な裁量権を有するが、日本人と外国人の夫婦関係の維持、継続を保護する

という見地から十分な配慮をすることが要請されている」として、在留特別許可を

与えなかった法務大臣の裁決を取り消した。

（エ） 中国在留邦人の継子・養子

中国残留孤児や中国残留婦人の継子・養子は、実子と異なり、日本において定住

者資格を得ることができない。このため実子であるとして入国し、その後、継子・

養子であったことが発覚して、退去強制処分を受ける例がある。しかしながら、規

約人権委員会は、前記一般的意見１６において「“家族”（family） という語句に関

しては、第１７条の目的にとって、関係する各締約国内の社会通念として、“家族”

として含まれるすべての者を含むように、この語句は広く解釈されるべきである」

という見解を明らかにしており、日本においては実子であろうと養子であろうと実

質的な家族関係がある場合は、「家族」の概念に含むことは明らかであるから、中

国残留邦人とその継子や養子の間に実質的な家族関係が形成されている事案では、

継子・養子の退去強制及び入国拒絶が自由権規約１７条違反を主張できる可能性があ

る。

（オ） 扶養を要する家族の入国

欧州人権条約の判例を見ても、一般に一定期間当該国に日本に滞在していた外国

人の退去強制の場面と、新たな入国が問題となる場合では、判断が異なっている。

しかしながら、例えば、親が外国籍で外国に住んでおり、子どもが帰化等の理由に

よって日本国籍が有し、日本に住んでいる場合、親が老齢化、健康上の理由により

子との同居が必要となり来日を希望するような場合には、入国の場面でも家族生活

の尊重が考慮されるべきである。

�２ 自由権規約２３条４項

ア 自由権規約２３条４項は、締約国に対して「婚姻の解消の際に、婚姻にかかる配偶者

の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる」ことを義務づけている。

２３条に関する一般的見解１９は、本項についてさらに具体的に「別居若しくは離婚、子

の監護、扶養若しくは離婚後扶養（alimony）、訪問権（visiting rights）又は親権の

喪失若しくは回復に関する事由及び手続に関わるいかなる差別的取扱いも禁止されな
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ければならない」と述べている。従って、本項の規定は、別居や離婚に伴う外国人（元）

配偶者の在留権の変更についての政府の裁量につき、一定限度の制約を加えるものと

解される。

イ 日本における具体的適用場面

最高裁２００２（平成１４）年１０月１７日判決（判例時報１８０６号２５頁、判例タイムズ１１０９号

１１３頁）は、日本人夫が外国人妻を遺棄して他の女性と同棲を始めたため法的な婚姻

関係が解消していないにもかかわらず同居の実態がないことを理由として、外国人妻

に「日本人の配偶者」としての在留資格を認められなかった事案について、「婚姻関

係が社会生活上の実質的基礎を失っているかどうかの判断は客観的に行われるべきで

あり、有責配偶者からの離婚請求が身分法秩序の観点から信義則上制約されることが

あるとしても、そのことは上記判断を左右する事由にはなり得ない。」と述べ、実態

において婚姻関係が破綻していれば、入管法上、日本人の配偶者としての在留資格は

認められないとした。

ある程度長期に婚姻関係が継続した外国人配偶者の場合は離婚後も「定住者」資格

が認められることがあるが、婚姻期間の短い外国人の場合、離婚後日本に在留し続け

ることは困難である。このため、同様の状況にある外国人配偶者において、有責配偶

者に対して離婚請求を行うことによって在留資格が失われることを懸念して、日本人

であれば当然に認められるべき権利の行使をできないままでいたり、逆に、有責配偶

者が入管当局に別居実態を告知することによって、本来被害者である外国人配偶者が

日本から排除され、有責配偶者に対する権利行使が事実上困難になる、という事態が

しばしば生じる。すなわち、在留資格制度の運用の結果、外国人と日本人の婚姻関係

の解消に関して、外国人配偶者を弱い立場に追い込まれているのである。すなわち、

自由権規約２３条４項が締約国に義務づける差別的取り扱いの禁止に違反するものと考

えられる。

また、前記ベレハブ事件のような事案においては、離婚した外国人配偶者に在留資

格が認められない結果、子供との面接交渉権に関して日本人元配偶者と外国人元配偶

者の間に事実上大きな不平等が生じることがある。このような場合も、入管法上当然

の帰結とされるべきではなく、入管法の執行としても、国際人権条約等が保障する権

利を害することはできない、という視点から、行政の決定の合法性や合理性が問われ

なければならない。

�３ 自由権規約２６条

自由権規約２６条は、「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに

法律による平等の保護を受ける権利を有する」という平等原則を規定する＊３５。この規定

は、ある国が外国人へ在留資格の付与または剥奪について一定の制度を設ける場合、そ

の内容・運用が同じ状況にある者に対して平等に適用されなければならないことを要請

＊３５ 日本国憲法１４条も平等原則を規定するものであるが、条文上は「すべて国民は」と規定されている。権利性質説に

基づき、この規定が外国人にも及ぶことはほぼ一般的に承認されているが、まさに「権利性質説」の性質上、「外国人

に対する保障は、在留制度の枠内における保障」という政府・多くの裁判所の見解を乗り越えるには不十分である。
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する。比例原則同様、政府の裁量権の行使を規制する原理として機能し、「出入国管理

という広い裁量権の行使の範囲内だから、処分の対象者によってたまたま結果が不平等

となっても問題ない」ということは認められない。

この平等原則の要請が機能する場面としては、�出入国管理に関する法律やその運用
が、それにより間接的に影響を受ける日本国籍者等との関係において差別的取り扱いと

なる場合、および�外国人間の差別的取り扱いが問題となる場合が考えられる。
前者の例としては、Mauritian Women 事件＊３６がある。この事件は外国人配偶者に対

して在留資格を与えるか否かにつき、外国人配偶者の性別により異なる取り扱いがなさ

れたことによって、妻であるモーリシャス国籍女性が夫であるモーリシャス国籍男性と

の関係で差別的の取り扱われたことが問題となった事案である。これに関連しては、例

えば、、前記７３０通達の運用が問題となる事案において、不倫関係なく外国籍親と日本国

籍親の間に生まれた子どもと、不倫関係により外国籍親と日本国籍親の間に生まれた子

どもの間で、親との面接交渉権について差別的取り扱いがなされるとすると、第２６条の

問題となると言えよう。

後者に関して、一般に当初入国許可の場面においては、条約等の有無により入国希望

者の国籍によって異なる取り扱いをすることが国際的にも認められている。自由権規約

２６条はここまでを制約する原理とは考えられない。しかしながら、合法、非合法を問わ

ず、一旦日本に入国し、一定の社会的生活を日本に築いている外国人に対する在留資格

の付与といった場面では、平等原則の適用が要請される余地がある。例えば、事実上日

本に定住した、超過滞在の家族に対して在留資格を認めないことが条約の保障する権利、

例えば家族生活の尊重やこどもの最善の利益の考慮の要請に反しないとしても、退去強

制により長年築かれた社会関係からの強制的な隔離という重大な不利益を被る以上、他

の同様の状況にある外国人家族との間での不平等な取り扱いは認められるべきではない。

７３０通達の運用に関しては、大阪入管局と東京入管局で異なる取り扱いがなされている

というようなことも報告されているが、平等原則の要請からはこのようなことは認めら

れるべきでない。

ただし、平等原則の主張に関しては、「では全体をより制限的取り扱いで統一すれば

それで良いのか」という議論を呼ぶ可能性があるので留意が必要である。

３ 私生活を尊重される権利

自由権規約１７条は家族生活と共に、プライバシーの尊重を定めている。自由権規約の英

文でも Privacy であり「プライバシーの権利」と訳してしまうと日本においては「ひとり

で居させてもらいたい権利」や、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし

権利」等の一定の権利を意味することとなる。しかしながら、自由権規約第１７条に対応す

るヨーロッパ人権条約第８条では the right to respect for his private and family life とい

う文言が使われており、この right for his private life（私生活を尊重される権利）の概念

は、単なる家族関係を超え、「他の者及び外部世界との関係を設定し、発生される権利」（C．

対ベルギー事件）および「精神的健康の維持」（Bensaid 対英国事件、２００１年２月６日－

＊３６ 通報番号３５／１９７８，通報者 Shirin Aumeeruddy―Cziffra et al，被通報国モーリシャス
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申請者は精神分裂症であったが、結論としては第８条違反が認められなかった）といった

ように種々の要素を含むものとされている。従って、自由権規約第１７条においても同様の

概念が認められるとすると家族のいない独身者の事案（例えば、日本人配偶者と離婚や死

別した外国人を含む）や、家族ごと退去強制されるため家族生活自体への干渉が生じない

事案において、現在の生活環境の中で形成された様々な人間関係その他の関係から切り離

される場合や、継続的に病気治療が受けられなくなる、といった場合に入管当局の裁量権

を制限する概念として有効に機能する可能性がある（但し、いまのところヨーロッパ人権

条約の下でも、出入国管理に関する事案で、私生活の不当な干渉となることをのみを理由

として、第８条違反を認めた例はない）。

この点について、Manfred Nowak＊３７は、両者を同じ意味と解することができ、自由権

規約の privacy の解釈にあたってヨーロッパ人権条約の下における private life の解釈を

参考にすることができると述べる。この点についての規約人権委員会の立場は明らかでは

ないが、ヨーロッパ人権条約においても条文のタイトルは Privacy とされていること、fam-

ily と family life の間に有意の差は認められていないこと（ヨーロッパ人権条約における

family life も、同居は必要条件ではないとされており、広く解釈されている）、日本語で

も同様に「私生活」と解することができることなどに照らせば、Nowak の指摘するとお

り、自由権規約の privacy をヨーロッパ人権条約の private life と異なる意義にとる理由

はないであろう。従って、自由権規約を通じて日本法の下でもヨーロッパ人権条約におけ

る私生活の権利と同じ権利を主張できることになる。

４ 子どもの権利の観点から行政裁量が制限されるべき場合

�１ 子どもの最善の利益の考慮

子どもを含む超過滞在家族の退去強制もしくは、子どもが日本人であるか、日本にお

ける在留資格を有している場合における外国人親の退去強制が問題になる事案では、子

どもの権利にもとづく行政裁量の制約が問題となる。

自由権規約や社会権規約も子どもの権利に関する規定を有するが、もっとも広範な子

どもの保護のための規定を有するのは子どもの権利条約である。

子どもの権利条約３条１項は、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公

的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行わ

れるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定し、

いかなる行政処分においても子どもの最善の利益が考慮されるべきことを規定する。こ

の規定が退去強制処分には適用がない、とする根拠はない。実質的に見ても、子どもの

安全や生育に重大な影響を与える退去強制処分において子どもの利益を考慮しなくても

良いという理由は考えられない。

この点、政府は、同条約９条４項が、親の一方もしくは双方の退去強制を予定してい

ることから、子どもの「最善の利益」については、外国人在留制度の枠内で保障される

に過ぎない、と主張し、これを支持する判決も存在する。しかしながら、同条約９条４

項は、まず、親の退去強制により親と子が分離された場合、親の所在についての情報を

＊３７ Manfred Nowak，U．N．Convention on Civil and Political Rights CCPR Cmmentary，N．P．Engel１９９３，２９４頁
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子供に提供すべきことを保障する規定に過ぎず、退去強制にあたって子どもの利益を考

慮しなくて良い、とはどこにも記載されていない。むしろ、子どもの最善の利益を考慮

してもなお、親の退去強制が正当化されるような特別の状況においても最低限の保障が

与えられるべきことを明らかにするものと解すべきである＊３８。

オーストラリアやカナダの連邦最高裁判所は、子どもの権利条約を援用しつつ、行政

府に対して、退去強制の決定過程において子どもの最善の利益を主たる又は重要な考慮

事項とすることを求めており、また、子どもの権利条約の国際的実施機関である子ども

の権利委員会が採択した「条約第４４条１項（b）に基づいて締約国によって提出されるべ

き定期報告書の形式及び内容に関する一般指針」においても「出入国管理、庇護申請、

難民認定の手続」において子どもの最善の利益がどのように第一義的に考慮されている

かの情報提供が求められている。そして、具体的な子どもの最善の利益の判断にあたっ

ては、子どもの言語能力と母国において受け得る教育と関係、生活環境の悪化や法的状

況や文化の違い（たとえば、女性の権利が制約されている国への女児の送還）など、種々

の考慮要素を具体的に検討し、まさに最善の考慮がなされるべきである。しばしば、当

該子どもについての順応の可否の具体的検証がなされないまま「順応や容易である」旨

の認定がなされることがあるが、「最善の利益の考慮」の要請に反するものである。

�２ 子どもの最善の利益の考慮と家族生活の尊重

子どもの最善の利益の尊重の結果、子どもを日本国から退去強制すべきでないという

判断がなされる場合、前記自由権規約１７条の保障する家族生活の尊重の要請から、その

家族についても退去強制が行われるべきではない。

子どもの権利条約９条の規定に照らせば、親の退去強制の結果子どもが親から分離さ

れることをおよそ禁じるものとまでは解することが困難である。しかしながら、他方、

自由権規約１７条は家族が分離されるような処分は恣意的に行われてはならないとして、

比例原則の適用を保障する。前記の日本による子どもの権利条約９条にかかる解釈宣言

は、自由権規約の適用に影響を及ぼすものではない。

５ 比例原則による裁量統制

すでに第３節で比例原則による裁量統制について触れたが、上述した家族生活や私生活

の尊重、子どもの利益が問題になる場面に関連して比例原則の機能につき一部補足する。

国際人権条約機関の見解や判例は、条約に基づく判断である。従って、当然に自由権規約

１７条といった具体的個別条項の違反を問題とし、これを判断せざるを得ない。これに対し

て、行政裁量の統制原理としての比例原則を問題とする場合、国際人権条約の各条項に射

程にかかわらず、より広く外国人が享受している事実上の利益および退去強制等の判断に

より失われる不利益と処分により達成しようとする目的との均衡が問題とできる。

具体的にいえば、例えば前記Winata 事件における委員会の見解は、自由権規約１７条で

＊３８ 日本国政府は子どもが父母から分離されないことを保障する第９条１項との関係で「日本国政府は，児童の権利に

関する条約第９条１項は，出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるも

のではないと解釈するものであることを宣言する」という解釈宣言を行っている。
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問題となる「家族生活の干渉」があったことを認定し、さらに同条の「恣意的な干渉の禁

止」には比例原則の要請が内包されていることを前提として、オーストラリア政府が通報

者に家族生活の干渉により不利益を被らせることを正当化するだけの処分の理由を提示で

きていないとして、オーストラリア政府の処分を違法と判断したものである。これに対し

て、オーストラリア政府および委員の少数意見は、本件においては「家族生活の干渉」は

そもそも認められないから、条約違反の問題は生じないと主張した。すなわち、自由権規

約の枠組みで判断する限りにおいては、「家族生活の干渉」の存在が認められない限り、

政府の決定に条約違反を問うことができないということが前提となっている。これに対し

て、比例原則の適用場面においては、例えば、日本に長期滞在し、生活基盤・社会関係を

築き上げており、退去強制によってこれらを失うことになるという事実上の不利益を直接

考慮要素とすることができる。

国際人権条約に基づく裁量統制ですらなかなか受け容れない日本の裁判所に、より一般

的な比例原則の適用を求めることは容易ではないと思われる。しかしながら、国際人権条

約機関の判断が求められる以前の各国国内裁判所のレベルでは、外国人出入国管理に関し

て比例原則の適用を認めた判例が相当数存在することは想像に難くない。今後、このよう

な判例についてもこれを蒐集、分析していく必要があろう。
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第５節 行政裁量が制限されるべきその他の場合

１ 諸外国の在留特別許可基準に見る行政裁量の制限

�１ 諸外国の基準

諸外国においても、在留特別許可が認められる主な場合として

�国民ないし永住者の家族である非正規滞在者
�長期の学齢期の子どもがいる非正規滞在家族
�長期の非正規滞在者
�難民認定するに至らない難民性を有する者
�労働災害などの病気治療中の者
があるとされている＊３９。

日本においては、�の場合に在留特別許可を与えてきたものであり、近年、ASIAN
PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY（APFS）の在留特別許可取得一斉行動などにより、

�の場合についても在留特別許可を与えられるようになってきている（�については、
難民に該当するにも拘わらず、これを正面から難民認定せず、本類型に該当するとして

在留特別許可を与えていることが批判されている。）。

�の場合、�の場合なども、在留特別許可を認めていく必要がある。

�２ 各国の在留特別許可基準の比較＊４０

ア フランス

１９４５年１１月２日オルドナンス（行政命令）の１９９８年５月１１日改正後の１２条の２にお

いて、公共の秩序への脅威がないかぎり、�１０歳より前からフランスに居住する未成
年者（１項１号）、�１０年以上（学生の資格で滞在した場合は１５年以上）フランスに
居住する者（１項２号）、�労災または職業病の年金の資格者（同９号）に、滞在許
可が認められる。

イ 英国

１９８７年１１月５日の内務大臣声明により、合法であれ不法であれ１４年以上の継続的居

住は、重大な犯罪がない限り、永住権を通常取得することとされた。経済的基準につ

き、常時、勤務していることが好ましいが、必要条件ではない。公的扶助を受けてい

る事は好ましくないが、それだけで在留特別許可の拒否事由とはならない。また、年

齢、滞在期間、イギリスとの関係の強さ、行動・職歴、国内事情、犯罪歴、同情すべ

き事情、代理人の存在を考慮して、内務大臣は退去強制を控えることができる。

ウ オランダ

通達（１９９６年の規則、事実上１９９１年に導入された）に基づく長期非正規滞在者の正

規化は、６年以上の非正規な居住（居住基準）、その間継続して就労し税金と社会保

険料を支払っているかまたはその支払いに基づく手当を支給していることを要件とす

＊３９ 近藤敦「外国人の人権と市民権」（明石書店・２００１年９月）３３１頁

＊４０ 近藤・前掲「外国人の人権と市民権」３０７頁

第３章 外国人・民族的少数者の法的地位と在留をめぐる現状と課題

－ 63 －



る（経済基準）。また、オランダに入国し居住許可を申請したのち、３年以上決定が

されなかった場合にも人道的に居住資格が認められる「三年政策」とよばれるルール

も存する。

２ 日本の在留特別許可と行政裁量の制限

以上の諸外国の基準も参照しつつ、日本の在留特別許可における、あるべき具体的基準

を検討すると、以下のような内容が考えられる。

�１ 長期滞在で日本社会に根付いたことをもって行政裁量が制限されるべき場合

１０年程度を目処として、長期に継続して日本に滞在している非正規滞在者で、引き続

き滞在を希望し、現に職業を有している者には、在留が許可されるべきである。

�２ 健康な生活を営む権利（憲法１３条、２５条、社会権規約１２条）をもって行政裁量が制限

されるべき場合

病気の療養や労働災害により、長期間治療を要すると医療機関によって証明を受けた

者については、在留が許可されるべきである。

�３ 裁判を受ける権利（憲法３２条、自由権規約１４条）や労働団結権（憲法２８条、社会権規

約８条１）をもって行政裁量が制限されるべき場合

２００４年改正後の入管法２２条の４第１項５号により、解雇後３ヶ月経過した者について

は、在留資格を取り消される可能性が出てきた。

しかし、解雇が違法であるとして、団体交渉、裁判等を行っている者については、同

号「当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合」に該当する

として在留資格取り消しの適用を除外するか、または、その間在留を許可するべきであ

る。

３ 長期滞在で日本社会に根付いたことをもって行政裁量が制限されるべき場合

�１ 現状

２００４年８月現在、APFSによると、多数の単身長期滞在者が、在留特別許可を求め、

入管に出頭したい意向であるとのことである。

�２ 現時点での基準

この点、密入国・不法入国した外国人が日本国内で２５年以上在留し生活していた場合

（いわゆるオーバーステイになってから２５年間在留していた場合も同様）には、日本人

の配偶者になる等の事情がなくとも「定住者」の在留資格の取得を認める、との内部基

準があると思われるとの指摘もある＊４１。

このような内部基準が存在するとしても、過度に長期の在留を要求しているというほ

かない。

１０年程度を目処として、長期に継続して日本に滞在している非正規滞在者で、引き続

＊４１ 入管実務研究会「入管法実務マニュアル」（現代人文社・１９９９年１１月）１３６頁
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き滞在を希望し、現に職業を有している者には、在留が許可されるべきであろう。

４ 健康な生活を営む権利をもって行政裁量が制限されるべき場合

�１ 基本的人権

その権利の性質上、外国人に対しても、健康な生活を営む権利（憲法１３条、２５条、社

会権規約１２条）が保障されている。

�２ あるべき基準

病気の療養や労働災害により、長期間治療を要すると医療機関によって証明を受けた

者で、出身国に帰国すれば十分な医療を受けられない危険性がある者については、健康

な生活をおくる権利をもって行政裁量が制限されるべきである。

�３ 欧州人権裁判所

例えば、欧州人権裁判所の判例で、HIV患者に対する強制送還を無効とするものな

どがある＊４２。【→資料�―２】

�４ 日本の現状

しかし、１９９９年９月１日、APFSの第一次在留特別許可取得一斉出頭行動に参加した

バングラデッシュ国籍の独身者アラム氏（男性）は、日本における交通事故（労働災害）

によって重い脳機能の障害（高次脳機能障害）を抱え、継続治療の必要性があること、

出身国のバングラデッシュに送還された場合には、同国の医療設備の不備から十分な治

療を受けることが期待できず、日本人で同様の事故にあった者と比較して治療の機会を

奪われることとなる点で、法の下の平等に反するなどとして、在留特別許可を求めた。

しかし、法務大臣は、これを認めなかった＊４３。

�５ 今後の展望

２００４年８月現在、日弁連が把握している限りでも、HIV感染と治療の必要性に基づ

いて退去強制令書発付処分取消請求訴訟を提起した事案、口蓋裂の子どもの長期間にわ

たる治療の必要性に基づいて在留特別許可を求めている事案などがある。健康な生活を

営む権利に基づき、病気治療のための在留を認め、法務大臣の裁量権を制限していくべ

きであろう。

以上の観点からすれば、病気の療養や労働災害により、長期間治療を要すると医療機

関によって証明を受けた者については、病気治療のため、在留が許可されるべきである。

５ 裁判を受ける権利や労働団結権をもって行政裁量が制限されるべき場合

�１ 入管法改正

前述のとおり、２００４年改正された入管法２２条の４第１項５号により、解雇後３ヶ月経

＊４２ 欧州人権裁判所１９９７年５月２日判決

＊４３ 「子どもたちにアムネスティを 在留特別許可取得一斉行動の記録」（現代人文社・２００２年１２月）４８頁
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過した者については、在留資格を取り消される可能性が出てきた。

しかし、解雇が違法であるとして、団体交渉、裁判等を行っている者については、同

号「当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合」に該当する

として在留資格取り消しの適用を除外するか、または、その間在留を許可するべきであ

る。

例えば、２００２年、人文知識・国際業務の在留資格をもって日本に在留していたオース

トラリア国籍の被解雇者が、労働者の地位確認請求訴訟が係属中であることを理由に、

法務大臣に対して在留資格の更新申請をしたものの、被用者より在籍証明書がなければ

これを許可しないとされて、取り下げを求められこれに応じざるをえなくなった事案な

どが存する。

�２ 問題点

解雇が無効と判断されれば、労働者としての地位が継続していることになり、裁判で

は、この事実を確認するにすぎない。それにもかかわらず、団体交渉や裁判を継続して

いる者の在留資格を取り消して退去を強制すれば、事実上、団体交渉や裁判の継続は事

実上不可能となるのであるから、労働団結権や裁判を受ける権利を奪い、もって、労働

者としての地位に基づく諸権利を奪うこととなるのである。

�３ 今後の展望

こうした現状が、事実上、外国人労働者が解雇の違法性を争うことを極めて困難にし

ている。解雇が違法であるとして、団体交渉、裁判等を行っている者については、その

間在留を許可するべきである。
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第６節 難民をめぐる問題

１ はじめに

�１ 難民とは

難民とは、難民の地位に関する１９５１年条約１条A�２及び難民の地位関する１９６７年議
定書（難民条約）によって「…人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員で

あること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐

怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることがで

きないものまたはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けるものを望ま

ないもの」と定義される。

この難民条約に基づく難民保護の義務を履行する上で、難民法に基づいて適正に難民

を難民として保護するための制度を機能させることが各国に求められている。

難民認定は事実の確認行為であると言われるが＊４４。この確認行為としての難民認定が

各締約国によって異なっては、難民条約による義務の履行が同じ水準で担保されない事

態を招いてしまう。難民法は、「難民」がどこの締約国においても等しく条約の趣旨に

則って保護されるように形成されてきた法領域である。立証責任を一方的に難民に課せ

ば、それは立証方法を持たずに出国してくるのが通常の難民に酷な結果になることは目

に見えている、あるいは刑事における被疑者・被告人に向けられると同様の信憑性の判

断を難民にあてはめることはその特殊な状況に鑑みて適さない等、難民を難民として保

護するために要請されることは多様である。

事実の確認行為としての難民認定が適正・的確になされているかどうかが、まさに難

民条約の締約国としての義務履行の内容である。

�２ 日本の制度の概要

日本の難民行政を語るためにはそのシステムを理解しておく必要がある。

日本における難民認定手続は出入国管理及び難民認定法（入管法）に規定され、入国

管理局の所掌とされている。この立法の形式が日本の難民行政のあり方を物語っている

し、そして日本の難民行政に内在する問題点をも示すことになる。

難民申請者は、まず地方入国管理局の担当窓口に難民認定申請書を持参する。

難民申請が受理されると、入国管理局の難民調査官がその申請内容を調査する（イン

タビューへの弁護士の立会を認めない）。

難民調査官は調査の結果を事案概要書にまとめ、そして意見を付して地方入国管理局

局長に報告する。そして局長は事案に対しての意見を法務省本省の入管局長宛に進達す

る。法務省本省では、一次審査においては総務課（法務省組織令５２条参照）の下にある

難民認定室がこれを受け取り、入管局長を中心に最終結論を出し、法務大臣名で処分（認

定又は不認定）を行うことになる。

不認定処分であった場合、申請者は７日以内に異議申出をなしうる。この異議申出は、

＊４４ 国連難民高等弁務官事務所「難民認定基準ハンドブック＜改訂版＞」（財団法人法律扶助協会・２０００年）２８項
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地方入管の審判部門が担当する。そして、審判部門の難民調査官によって再度調査（イ

ンタビュー等）が行われ（異議段階でのインタビューには弁護士の立会が認められてい

る）、そして上記と同様の過程をたどり地方入管から本省にあげられる。この異議の手

続は本省においては審判課が担当する（法務省組織令５４条参照）。そして、やはり上記

同様に入管局長を中心に最終結論を出し、法務大臣名で決定を下すことになる。

日弁連が従前から指摘しているのは、出入国管理行政を司る入国管理局が難民保護行

政を行おうとする絶対的な矛盾であり、この矛盾がいたるところで顔を出すのが日本の

実情である。（なお、２００４年の入管法改正に伴う難民認定手続の変更については、後述。）

２ 近年の難民認定実務の動向

�１ 難民認定数の動向

日本の難民行政は大きく揺れ動いている。特に国際情勢と国内情勢とに影響を受けて

いる。とりわけ、国際情勢は難民認定数に反映する。もちろん難民の受入れを増大する

方向でのベクトルも作用するが、近時目に付くのは逆方向での動きである。

１９９４年から９７年までの難民認定数が毎年１～２名という条約締約国とも言いがたいよ

うな状況であったことから、これに対する批判が高まり、その批判に応える形で９８年以

降は２桁の認定が続くようになった。

しかし、それによって前進に向かったわけでもない。２００３年５月の瀋陽事件（中国・

瀋陽の日本領事館で朝鮮民主主義人民共和国からの庇護希望者を排除した事件）は難民

保護に冷たい日本の現状を映し出し、難民法改正のきっかけの動因となったが、逆に、

それ以前の２００１年のいわゆる９．１１事件は日本の難民行政を消極のまま維持させる力とし

て作用した。テロ後の日本でのアフガニスタン難民申請者に対する予防拘禁ともみえた

一斉摘発（２００１年１０月３日）は、まさにその現われだった。また、難民条約を履行する

諸外国、特に欧米の国々においても難民の大量流入を制限しようとする動きが表面化し

ていることもあって、その動向は日本に対しても影を落としている。

このような状況下で、２００１年に２４名となった難民認定も、その後は停滞下降し、２００２

年には１４名、２００３年は１０名（異議手続では２名）にとどまっている。しかも、認定の対

象国は２００３年の１０名のうち８名はビルマ（ミャンマー）であって、対象国が極端に偏っ

ている。諸外国で多く認定されているアフガニスタン人もごくわずかで、またトルコの

クルド人難民申請者についても難民認定は皆無である。

問題は、単なる数の問題ではない。まさに難民認定の水準が問われている。この点で

難民不認定処分の理由付けは検討を要する課題である。

�２ 難民認定手続における理由付記・理由開示

はじめに指摘しておかなければならないことは、理由は認定の際には示されていない

という点である。決定に理由を付すことは、「基本的正義にとって本質的前提条件」で

ある＊４５。具体的で説得力のある理由を付するためには、調査を十分に尽くすことが求め

られるという意味において、日本の認定処分に理由が示されないのは基本的な正義を尽

＊４５ Guy S．Goodwin―Gill，The Refugee in International Law p．３３１
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くさないことのひとつの現われでもある。このこともあって、日本の基準が積みあがっ

ていかず、いつまでも不透明なままの手続となるのである。

不認定処分については、原則として入国してから６０日以内と定められた申請期間を経

過している難民申請については、その徒過の理由の提出を求められていたし、その点の

みの調査に偏重していたといっても過言ではなかった。ただ、６０日ルールへの批判が強

まる中で、２００３年から運用上期間超過のケースでも実質的な難民不認定理由を併記する

ようになり、そして更に２００４年に至って、入管法の改正によって期間制限が撤廃される

ことになった（２００４年８月現在施行日は未定であるが、２００５年６月までには施行される）。

今後は、正面から申請者の難民性が正面から問われることになる。

現段階での不認定理由の開示が十分かといえば、到底満足のできる水準にはないと言

わざるを得ない。

本来、理由が具体的に示されることで、難民申請者は、なぜ申請が不認定になったか

を知ることができるし、かつ意味のある異議申立をなし得る。例えば、申請者の供述の

信憑性についての心証及びその形成経路を示すことが求められるし、また関連事実につ

いての評価がどのようなものであったのかを開示し、入管が信用できないと判断するに

至った根拠を説明するべきである。このような開示のない理由は抽象的であって実際上

意味を持たない。

現段階で示されているのはほとんど結論に等しく、理由としての具体性を欠いている。

また、その認定の水準が独自の解釈であるために、理由付けとしても間違っていると評

さざるを得ない。さらに、運用上も、異議申出手続において第一次の不認定処分に関す

る内容の詳細の説明を求めても、異議段階での難民調査官が「自分にはその不認定の理

由の内容については聞いていないので説明できない」と述べて回答を拒んだ事案も存在

し（報告者自身が経験）、上記の「意味のある異議申立をなし得る」のに機能していな

い状況が認められる。申請者の側で忖度して異議申出段階の立証活動をするというのが

実情である。

３ 難民条約に関する日本国の解釈の問題点

�１ 難民該当性の基本的な要件

難民の定義については冒頭に示したが、その該当性の要件は、�本国の外にあること、
�十分に理由のある恐怖、�迫害、�国籍国の保護を受けられない又は受けることを望
まないことである。

迫害の内容について、入管も裁判所も「生命又は身体の自由の侵害または抑圧」と狭

く解釈することが多い。もっと広くとらえるべきであり「国家の保護の欠如を伴う基本

的人権に対する持続的もしくは系統的危害」であり、迫害を認定するにあたっては広く、

経済的・社会的自由、精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない＊４６＊４７。

＊４６ この点で、名古屋地裁２００３（平成１５）年９月２５日判決は「原告がミャンマーに帰国すれば、軍事政権によって、身

体的、精神的な危害が加えられることが容易に予想される」とし、迫害概念の広がりの萌芽をみせている。

＊４７ 迫害概念の詳細については、新垣修「難民条約における「迫害」の解釈－国際社会と日本」（志學館法学３号）１６３

頁以下を参照。
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�２ 立証基準・立証責任

ア 立証責任

難民認定手続において、難民であることを立証する責任が申請者にもあるというこ

とに争いはない。ただ、ほとんど資料を持たずに出国してくる申請者に立証責任を全

面的に被せようというのは庇護の精神に合致しない。特に、「出身国の人権状況」や

「同様の状況に置かれている者の事情」等の分析はまさに豊富に情報を収集しうる認

定機関側が責任をもって収集分析をして調査を遂行する義務がある＊４８。

イ 立証基準

難民認定手続における「立証基準」とは、難民認定申請者がその主張の真実性につ

いて、審判者を説得するためにどの程度まで立証をしなければならないか、の基準を

いう。

その「十分な理由」とは、提出された証拠によっては客観的な迫害の可能性が５０％

以下であると推測される場合であっても、当該申請者がおかれた状況に合理的な勇気

を有する者が立ったときに、「帰国したら迫害を受けるかもしれない」と感じ、国籍

国への帰国をためらうであろう、と評価しうる場合に、その恐怖には「十分な理由」

があると緩やかに判断することが合理的な基準である。

�３ 信憑性

供述の全てを裏付ける物証や書証を提出しうることがむしろ例外であるという難民の

特殊性等の諸事情に鑑みれば、信憑性判断は決定的な要素となる。

信憑性判断の特殊性として指摘されているのは、難民における�物理的要因、�心理
的要因、�文化的要因、�構造的要因などである＊４９。通訳を介するという問題も見逃せ

ない。

信憑性判断の際には、これら全ての難民認定の特性を考慮する必要がある。その信憑

性判断に到達するまでに、次に述べる適正手続の保障から要請される手続保障（釈明の

機会）が必要となる。

そして、信憑性判断は、迫害事情の核心部分において認められればよいというのがま

さに確信である。

近時、難民申請者の供述の信憑性については、ここで述べたような特殊性を勘案した

判決が相次いでいる＊５０・＊５１・＊５２。

＊４８ 東京地裁２００３（平成１５）年４月９日判決も「（入管法６１条の２の３）が、難民認定申請者に対し、訴訟におけるの

と同様の意味での立証責任を課したものであって、難民該当性についての立証義務は専ら当該難民認定申請者にあり、

この義務が尽くされない限りは、難民認定を受けられないものと解するのは相当ではなく、法務大臣においても、難民

認定申請者自身の供述内容や、その提出資料に照らし、必要な範囲での調査を行う義務があるものというべきである」

とした（但し２００４年１月１４日に控訴審で逆転敗訴となり、上告も棄却された）。

＊４９ 物理的な要因とは、申請者及び難民認定機関の双方で証拠収集が制限されているという問題、心理的要因とは申請

者の心的作用に障害が認められる場合等に供述内容が事実から乖離すること、文化的要因は文化・言語の相対性、構造

的要因は認定機関側に関する問題を指すものである。新垣修「難民認定における証拠とその信憑性評価－ニュージーラ

ンド難民の地位控訴局－」（明治学院論叢第６３５号法学研究第６８号）

＊５０ 前掲・名古屋地裁２００３（平成１５）年９月２５日判決は、心理的要因を深く考察しており注目に値する。

＊５１ 東京地裁２００３（平成１５）年８月８日決定も、心理的要因について考察した後に構造的要因にも触れている。

＊５２ 東京地裁２００４（平成１６）年２月５日判決
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４ 近年の判例動向

近年、難民申請そのものも入国後に速やかになされるケースも増えてきていること、申

請数も増加してきていること、入管側も６０日条項に基づく不認定理由だけでは不認定をし

なくなってきて同条項が形骸化してきたこと等も背景となって、いよいよ難民性そのもの

が司法の場で正面から問われる案件が増え、そしてそれに伴って難民不認定処分を取り消

す判決も相次いでいる。

そして、その中で立証責任や信憑性の判断等において、水準の高い判決が出てきている。

特に、２００４年になってからは、判決ラッシュが続いている。既に、難民不認定処分を取消

す判決、難民不認定処分そのものは６０日条項によるものであったために取消を認めなかっ

たものの、同時にかかっている退去強制令書発付処分の取消請求について、原告の難民性

を正面から捕らえて退去強制処分を取消す判決が相次ぎ、執筆時現在（２００４年６月１０日）

までに判明分だけでも全国で合計１０件の取消（難民不認定処分取消あるいは退去強制令書

発付処分取消）判決がでている。

しかも、その判決は東京地裁の３つの行政部で計７件、大阪地裁２件、名古屋地裁１件

であり、国別にはビルマ人４件、トルコ国籍クルド人３件、アフガニスタン３件であって、

特定の裁判所や国籍に偏っているわけではない。

内容については別途論じており、ここでは触れないが、わずか５ヶ月の間に１０件の入管

（法務大臣）による処分が覆っているのであり、異常な事態としか言いようがない。ここ

まで司法によるチェックを受けていながら、後述の難民認定制度の改正はきわめて不十分

であるし、基本的に難民認定の水準を高める方策や批判に答えるための方策とはなってい

ないのが実状である。

司法による更なるチェック機能を強化する取り組みとともに、今後は高等裁判所に舞台

の移る事件が多数あり、高裁裁判官に難民法の理解を深めてもらうための諸施策と工夫が

求められてくる。

５ 難民認定法改正の動きについて

�１ 法改正までの動き

瀋陽事件をきっかけとして、２００２年６月、出入国管理政策懇談会に「難民問題に関す

る専門部会」が設けられ、不服申立制度が法案改正論議の対象になった。

２００３年１２月１６日、「手続の公正性・中立性等に対する配慮が強く求められるとの観点

から、複数かつ奇数から成る第三者（難民調査官等の法務省入国管理局職員ではない専

門家）を不服申立ての審査手続に関与させる」としながら、「独自の裁決・決定権を有

する第三者機関の設置は必ずしも最善とはいえず、法務大臣に対する諮問機関として関

与することが望ましいとの結論に至った」とする「難民認定制度に関する検討結果（最

終報告）」が提出され、出入国管理懇談会での修正【→資料③－３】を経て、２００４年２

月２７日に、難民認定制度を改訂する出入国管理及び難民認定法改正案（以下「改正案」

という）が政府より上程された。

難民部会などの報告において非常に特徴的であったことは、難民申請の濫用やテロ防
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止という声高な指摘であった。９．１１事件以後テロ対策の必要を、無前提に難民認定制度

の議論の土俵に持ち込んだり、また申請の濫用という問題を十分な分析のないままに数

字として持ち出し、その帰結として難民受入への積極姿勢の打ち出しをさせないという

効果を導き出そうとしていたことは明白である。日本を除くG７各国に比べてまったく

次元の違う数字の受入しかしていない日本が、真に濫用防止を考えるとすれば、制度の

適正な運用を図ることしかないのに、濫用とテロ防止が一人歩きしていた（させていた）

感が否めない。

この動きに対して、日弁連は、難民認定手続のあり方について、その基本的な見解を

「難民認定手続等の改善に向けての意見書」として２００２年１０月に作成し（以下「２００２年

１０月意見書」）、２００３年３月に政府によって上程されたものの廃案となった出入国管理及

び難民認定法改正案（以下「２００３年改正案」）に対しては、同年３月に意見書を作成し

ている（以下「２００３年３月意見書」）。そして２００４年の法案の提出の際にも意見書を提出

した。

政府案に対しては民主党の対案も提示されたが、結局６月に政府案は可決され、１年

以内（２００４年６月２日の公布から１年以内の政令で定める日）に施行されることとなっ

た。

�２ 改正のポイント

今回の入管法改正のうち、難民関連部分の改正のポイントは４点ある。

�６０日条項の撤廃
�不服申立（名称は「異議申出」から「異議申立て」に変更）手続における難民審査
参与員制度の導入

�仮滞在資格の付与（この者に対する退去強制手続の停止）
�難民認定者に対する在留資格の自動的な付与
である。

ア �の６０日条項撤廃については、期間制限の撤廃そのものは歓迎される。
イ �の難民審査参与員制度については、入管以外の第三者がはじめて難民認定手続に
関与することになるという意味はあるものの、結局のところ、現状の制度はまったく

手を加えることなく、不服申立の手続の段階において難民審査参与員に諮問をさせる

というものであって、日弁連が要求してきた独立性・客観性・公平性という点で不十

分な制度と言わざるを得ない。

かかる制度も、今後施行されることになるが、問題は難民審査参与員の選任である。

法務省は国会答弁において日弁連やUNHCR（国連難民高等弁務官事務所）からの推

薦を受けるということを明確にしているが、どの程度の割合になるのか執筆時現在で

はまったく不明である。

また、３人の難民審査参与員がひとつのケースに関与することが予定されているも

のの、その意見形成が合議ではなくそれぞれの意見を諮問するようなことが国会答弁

でなされていた＊５３。しかし、かかる国会答弁は、合議によって諮問をすべきとした出

＊５３ ２００４年５月２６日衆議院法務委員会における増田暢也・法務省入管局長の答弁（法務委員会会議録第３０号６頁、国会

会議録検索システム http : //www.kokkai.ndl.go.jp）
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入国管理懇談会での明示的な修正に反するものであり、入管サイドの独走というべき

ものであるから、運用にあたって注視されるべき点である。

ウ �の仮滞在資格と�の在留資格の付与にはほぼ同一の条件が付されることとなった。
ただ、この条件が大問題である。ここでは２つの要件に絞ってその問題点を検討して

おく。ひとつは申請者が本国から日本に直接入国していること、もう一つは原則とし

て入国してから６ヶ月以内の申請であることが、必要とされていることである。

前者については、多くの難民として庇護を求めようとするものが、隣国に逃れてか

ら機を見て日本にたどり着く等いろいろなルートを渡り歩きながら日本に到着してい

ることに鑑みれば、その意図は難民排除のための布石としかみることができないので

ある。これまでのところ、トランジットやそれに準ずる者について「直接性」を否定

することはしないと国会答弁しているものの、この答弁だけでは十分ではない。

また、６ヶ月以内という申請期間を要件としたのは、申請期限の撤廃を形を変えて

再び登場させたに等しく、申請期間の撤廃そのものが極めて不徹底であることを示し

ている。ましてや、６ヶ月以内の申請ということに固執する理由もまったく不明であ

る。日弁連が法務省との協議の際に、このような要件を付することによって過去の申

請者についてどの程度の割合で仮滞在資格が付与されることになるのかを問うたとこ

ろ、法務省はそのような分析はしていないと明言した。つまりこのような要件を付す

る立法は、分析のないままに条件だけが付されたことになる。しかも、法務省は仮滞

在許可を与えても就労は認めない旨の国会答弁をしている。制度を創設しながら、そ

の制度を支えるための生活の保護を否定するのでは「骨抜き」となることは目にみえ

ている。結局、用意される仮滞在制度は、これまた難民排除のために運用される結果

になりかねない。つまり、仮滞在の枠そのものを運用によって狭めることが可能とな

るし、また、仮滞在の認められない申請者に対しては、従前どおり退去強制手続を行

い、収容される可能性を否定できない。

これでは、改正法から日本の難民認定手続を国際水準に近づけ前進させようとする

意思を読み取ることができないのは当然である。

６ 日本における難民認定手続の問題点

�１ はじめに

難民認定の水準に関する問題は、これまで述べてきたとおりである。

ここでは、日本の難民認定制度に内在する絶対的な矛盾と最初に指摘した点がもっと

もよく現れる収容の問題を最後に指摘しておきたい。（収容全般については、第７節を

参照されたい。）

難民申請者の中には、当然のことながら不法入国によって日本にたどり着く者もあれ

ば、入国後超過滞在となっている者もいる。これらの者は現行法上退去強制手続の対象

となる。そして、退去強制手続と難民申請手続との関係が条約批准時に認識されていな

かったためか、難民申請をしてもその申請者に退去強制事由があれば、その者に対して

退去強制手続と難民認定手続が並行的に進行することになっている。このための改正が

「仮滞在資格」なのであるが、上記のように条件が付されたために、どの範囲まで救済

されるか未知数といわざるを得ない。ともかくも、これまで何の制度的な枠組みが存在
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しなかったために、収容問題は多くの難民申請者を苦しめている。

�２ 行政手続における身体の拘束と令状主義

憲法３３条は令状主義を定めているが、入管法に基づく収容に対しても、身体の拘束と

いう重大な利益にかかわるから同条が準用される。

３３条の趣旨は、「身体の拘束の正当性が原則として事前に、裁判所により判断される

ということである。行政手続の場合は、裁判所が判断するに必ずしも適しない問題もあ

ろう。しかし、少なくとも裁判所と同視しうるような中立性を備えた判断機関が必要で

ある」し＊５４、また「拘束後その誤りが判明したり、事情が変わったりしたときに、速や

かに解放を請求しうる手続も必要」と考えられている＊５５。

入管における強制収容には、収容令書に基づく収容と、退去強制令書発付に伴う収容

とがある。前者の収容令書は入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発

付することになっているが、憲法の学者からも、かかる手続について「判断機関が中立

的といえるかどうか疑問である」と指摘されている＊５６。

また、退去強制令書発付に伴う強制収容についても同様の問題があると同時に、特に

退去強制令書発付に伴う収容は収容期間について期限が定められておらず、上記の収容

後の解放手続も「仮放免許可」に基づく制度しか事実上機能しておらず、基本的に入管

の裁量に委ねられているため、令状主義の趣旨は及ぶべくもないのが現状である。

この収容問題に関連して、近時問題提起をして前進をみせているのが収容の執行停止

に関する決定である＊５７＊５８。

�３ 難民申請者の収容と難民条約第３１条＊５９

難民条約は３１条２項において、同条１項の規定に該当する難民＊６０の移動に対し必要な

制限以外の制限を課してはならない旨を規定しているのであり、難民に該当する可能性

のあるものについて、不法入国や不法滞在に該当すると疑うに足りる相当な理由がある

ことのみをもって、退去強制令書を発付して収容を行い、その人身の自由を制限するこ

とは、難民条約３１条２項に違反するものである。

基本的には、難民申請者については退去強制手続を進行させないことを原則とするべ

＊５４ 野中俊彦ほか「憲法�（第３版）」（有斐閣）３８７頁
＊５５ 野中ほか・前掲「憲法�（第３版）」３８８頁
＊５６ 野中ほか・前掲「憲法�（第３版）」
＊５７ 東京地裁２００１（平成１３）年１２月２７日決定（法律時報１７７１号７６頁以下）等。同決定においては「元来、我が国の法体

系下において、このように人権に重大な制約を及ぼす行為を単なる行政処分によって行うこと自体が異例なのであるか

ら、それに直接携わる行政機関はもとより、その適否を審査する裁判所においても、この処分の取扱いには慎重の上に

慎重を期すべき」であると判示されており、今後かかる見地から裁判所による司法的抑制機能の果たされることが期待

される。

＊５８ 収容問題の詳細は、児玉晃一「収容問題についての総括」（法と民主主義３７２号）参照

＊５９ なお同種の問題として、刑事手続上一定の要件の下に「難民」の不法入国や超過滞在の事実に対して刑の免除をす

ることができることになっており（難民条約３１条１項、入管法７０条の２）、その適用が問題となった事案が存在する。

広島地裁２００２（平成１４）年６月２０日判決、その控訴審である広島高裁同年９月２０日判決（判例時報１８１４号１６１頁）。なお、

下中奈美「難民条約３１条の意義（広島地裁及び広島高裁の判決を素材にして）」（法と民主主義３７２号２４頁）参照。

＊６０ 難民条約３１条１項は、その生命又は自由が同条約１条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民

であって許可なく当該締約国の領域に入国し又は許可なく当該締約国の領域内にいる者を対象とする。

第６節 難民をめぐる問題

－ 74 －



きだし、そのためにすべての難民申請者の法的地位の確立こそが今後の課題である。

第７節 収容をめぐる問題

１ 収容をめぐる近年の入管の動向

２００３年１２月１８日、政府の犯罪対策閣僚会議は、不法滞在者を５年間で半減させるとの方

針を示し、その具体策の一つとして、「不法滞在者の摘発強化と退去強制の効率化」を掲

げた。

これを受けて、収容人員は増加傾向を示しており、東日本入国管理センターでは、過剰

収容の状態にあるという報告もある。

２ いわゆる「全件収容主義」の憲法上の問題点

在留資格を有しない外国人が摘発を受けた場合、刑事手続をとらずに入管法の手続によ

り収容され強制送還されることがあるが、この収容手続は、そもそも法制度として重大な

欠陥を抱えている。

�１ 収容に関する現行制度の概要

入管法上の収容の根拠としては、前節でも述べたとおり、収容令書に基づく場合と退

去強制令書に基づく場合がある。（難民の収容問題は、前節６も併せて参照されたい。）

ア このうち前者は入国警備官の請求によりその所属官署の主任審査官が発付するもの

であり（入管法３９条２項）、身体の拘束という重大な人権制限を課すものであるにも

関わらず、ここで司法の関与は一切排除されている。

イ さらに、後者の場合には、このような内部審査すらなく、入国警備官が「退去強制

令書を受ける者を直ちに本邦外に送還することが出来ないとき」と判断した場合には、

収容をすることができる（入管法５２条５項）。

ウ しかも、これに対する独自の不服申立の手続はない。身柄を一時的に解放するよう

求める仮放免制度も、その許否及び保証金を決定するのは入国者収容所長又は主任審

査官である（入管法５４条２項）。

エ 上記制度を刑事手続に引き直せば、検察官が上司の決裁を得れば被疑者を逮捕・勾

留することでき、保釈するかどうか、保釈保証金の額も検察庁で決定し、準抗告は制

度上認められないというようなものである。いかに、異常な制度であるかがわかるで

あろう。

オ しかも、収容令書による身柄の拘束期間は原則として３０日間、延長がなされた場合

には６０日間にも及ぶことになり（入管法４１条１項）、退令の執行としての収容におい

ては期間の限定はなく、「送還が可能となるとき」まで収容を継続することができる

（入管法５２条５項）。そして、送還ができないことが明らかになった場合にも、直ち

に身柄の拘束が解かれるのではなく、入国者収容所長もしくは主任審査官の裁量によ

って放免することが許される場合があるのみである（同条６項）。これを「特別放免」

と呼ぶが、実務上はこれが認められたケースは極めて稀であり、過去１例か２例ある

第３章 外国人・民族的少数者の法的地位と在留をめぐる現状と課題

－ 75 －



程度ということである。執筆時現在、西日本入国管理センターでは、難民認定された

ベトナム人が、受刑後に退去強制事由にあたるものとして退去強制令書が発付され、

収容を続けられているが、「送還ができないことが明らかに」といえる典型的な事例

であり、特別放免が当然認められるべきであろう。

このように、収容令書及び退去強制令書による収容は、逮捕状による身柄の拘束が

最長でも７２時間であること（刑事訴訟法２０５条２項）に比べても、人権の制限の程度

ははるかに重大なのである。

カ そして、入管側は、日本では退去強制手続を進めるにあたっては、当該外国人を収

容すべき必要性があるか否かにかかわりなく、全ての者に対して収容令書を発付する、

いわゆる「収容前置主義（又は全件収容主義）」を採用していることを、訴訟の場に

おいても平然と公言している。その結果、収容すべき必要性・相当性が認められない

幼児や高齢者までを収容したという事例が数多く報告・報道されている。１９９７年１２月

に報道された例では、生まれてから一度も外界に接することなく、１年７か月になる

まで入管に収容され続けた幼児がおり、その子どもは収容が長引くにつれ、感情表現

が出来なくなり、倒れたポットのお湯でやけどをしたときですら泣くことも出来ない

ようになったとのことである＊６１。

�２ 現行の収容制度の評価

ア 憲法・条約違反

このような手続は、何人も正当な理由がなければ拘禁されないとする憲法３４条後段

に反する。

さらに、野中俊彦ほか「憲法�（第３版）」３８７頁以下では、入管法による収容を取
り上げ、「これらは刑事手続ではないが、身体の拘束という重大な利益にかかわるか

ら、本条（憲法３３条）が準用されるべきである。３３条の最も重要な趣旨は、身体拘束

の正当性が原則として事前に、裁判所により判断されるということである。行政手続

の場合は、裁判所が判断するに必ずしも適しない問題もあろう。しかし、少なくとも、

裁判所と同視しうるような中立性を備えた機関が必要である。また、緊急を要するた

めに、裁判所等による事前の判断を待てない場合もあろう。その場合には、身体の拘

束後速やかに裁判所等の判断をあおぐ手続が必要である。さらに、被拘束者が、拘束

中、自己の利益を守ることが困難となることが予想される場合には、弁護人依頼権も

保障されるべきであろう。それと、拘束後その誤りが判明したり、事情が変わったり

したときに、速やかに解放を請求しうる手続も必要であろう。」「不法入国者の強制収

容は、収容令書によって行うことになっており、また、要急収容の場合は、事後に速

やかに収容令書を請求することになっているが、『収容令書は、入国警備官の請求に

より、その所属官署の主任審査官が発付する』（３９条２項）とされており、判断機関

が中立的といえるかどうか疑問である」として、憲法３３条に抵触する疑いがあると指

摘している。

また、自由権規約９条１項は、「何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。」と

＊６１ 東京新聞１９９７年５月１３日、８月１０日、１１月２日各朝刊報道
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定めているが、必要性のない収容は、「恣意的」抑留にあたる。

さらに、抑留によって自由を奪われた者につき、裁判所がその抑留が合法的である

かどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命

ずることが出来るように、裁判所において手続をとる権利を認めた自由権規約９条４

項にも反することは明白である。

イ 日本の裁判例

（ア） 東京地裁１９６９（昭和４４）年９月２０日決定（判例タイムズ２４０号１９４頁、判例時報

５６９号２５頁）

上記決定は、収容令書の執行停止を認めたものとしては、公刊されている限り、

史上初のものである。

同決定は、次のとおり述べている。令状主義との関係で、憲法に抵触する可能性

を示唆している点は、特に注目すべきである。

「出入国管理令３９条が、入国警備官が退去強制事由該当容疑者を収容するには、そ

の者に右の容疑があることを疑うに足りる相当の理由があると認められるほか、所属

官署の主任審査官の発付する収容令書によらなければならない旨規定しているのは―

―もつとも、司法官憲の発する令状によらしめていない点において、違憲の問題が生

ずるであろうが、この問題はしばらくおくこととし、少なくとも――収容すべきかど

うかを主任審査官の判断に委ねることによつて、容疑者の人身の自由を保障せんとす

る趣旨に出たものというべきである。

したがつて、主任審査官は、収容令書の発付にあたつては、単に容疑者が退去強制

事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるかどうかを判断するばかりでなく、

さらに収容の必要の有無についても判断をなすべきであり、収容を必要とする合理的

理由の認められない場合又はその理由が消滅するに至つたと認められる場合において

は、当該収容又は収容の継続は、それが収容令書によつてなされているとはいえ、違

法たるを免かれないものと解するのが相当である」

（イ） 東京高裁１９７２（昭和４７）年４月１５日判決（判例時報６７５号１００頁）

同事件は、上陸許可の証印を受けず、入国審査官や入国警備官の制止を聞かない

で上陸した米国人を要急収容しようとした入国警備官の行為を約３０人の集団ととも

に妨害したため、公務執行妨害罪に問われた被告人の事件である。

弁護人が、控訴審で、出入国管理令が収容に関して収容の必要性要件としてを要

求していないことなどが憲法３１条・３４条に反すると主張したのに対して、裁判所は

下記のとおり判示して、憲法３４条違反はないと判示した。

「不法上陸者の収容についての同令の規定に収容の必要性のことが明記されていな

いことは所論のとおりであるが、収容の必要性は別段これを明文上規定していなくて

も、立法の趣旨に照らし、当然収容の必要性の存在を前提とするものと解すべきであ

って、あえて明文がないから違憲であるとするのは当たらない。

そして、このことは、逮捕につき、その必要性が要件であることを、消極的な形で

はあるが、あらためて条文上明らかにした逮捕状に関する刑事訴訟法１９９条の改正に関

する経緯に照らしても、十分それを肯認することができる。」

（ウ） 東京地裁２００１（平成１３）年１１月６日決定（ジュリスト１２２４号３１０頁）
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「主任審査官が退去強制手続の前提となる収容令書の発付を行うに際しては、法３９

条所定の要件に加え、対象者が難民に該当する可能性を検討し、その可能性がある場

合においては、同人が難民に該当する蓋然性の程度や同人に対し移動の制限を加える

ことが難民条約３１条２項に照らし必要なものと言えるか否かを検討する必要がある。」

として、難民申請者に限定してはいるが、全件収容主義が条約違反の事態を生じる

ことを明らかにした。

ウ 海外の裁判例

（ア） A対オーストラリア事件

収容が自由権規約９条１項の恣意的なものかどうか、という点については、「A

対オーストラリア事件」における規約人権委員会の１９９７年４月３０日決定が参考とな

る。

上記事件は、１９８９年にオーストラリアに入国し、難民申請を行ったカンボジア国

籍のAが、長期にわたり収容を受けた事案であり、自由権規約の第一選択議定書

に基づき、規約人権委員会に対して通報を行ったものである。

委員会は、収容が自由権規約９条１項に反するかどうかという点について、次の

とおり、判断している。

「最初の問題について、委員会は、『「恣意性』という概念は、『違法』ということと

は必ずしも同義ではなく、不適切や正義に反するという要素をも含む、広い概念とし

て解釈すべきであることを想起する。さらに、再勾留は、事件の全ての状況に照らし

て不必要な場合、例えば逃走や証拠の隠滅を防止する場合（この文脈においては、比

較の要素として適切である。）以外には、『恣意的』と見なされる。けれども、国側は

申立人に対する収容を、申立人がオーストラリアに不法入国したことや、もし捕まら

なければ逃げていただろうと認められる申立人の動機をもって、正当化しようとして

いる。委員会にとっての問題は、これらの要素が無期限かつ長期の収容を正当化する

ために重要かどうか、ということである。」（決定９．２）

「個人を収容所に留め置くための全ての決定は、収容が正当かどうかを審査するた

めに、定期的に再審査する途が開かれているべきである。とにかく、収容は国が適切

な弁明ができる期間を越えては継続すべきではない。例えば、不法入国の事実は、調

査の必要性を示すものかもしれないし、その他、逃亡の蓋然性が高いことや非協力的

だということなどの個々の特性があるかもしれず、そのような場合にはある期間の収

容は正当化されよう。そのような要素がない収容は、たとえ、入国が不法であっても、

恣意的なものとみなされる。」（決定９．４）

（イ） A対オーストラリア事件の他にも、個人通報に基づくアルフェン対オランダ

事件（１９８８年第３０５号）における規約人権委員会の決定で、「恣意的」の語は、不適

切、不正、予測可能性の欠如をも意味し、拘禁は合法的なだけでなく全ての状況を

考慮して合理的なものでなければならないとの判断を示している。

（ウ） フランス憲法評議会による１９９２年２月２５日の決定は、「空港や港でフランスの

領域への入国が拒否されたり、そこで亡命を求める外国人は、その通行区域で拘束

されることがある。ただしその拘束期間については、出発のための準備や入国許可

の申請を考慮するのに必要最低限のものでなければならず、２０日間を超えてはなら

第７節 収容をめぐる問題

－ 78 －



ない。」と定めた法律（１９９１年９月６日の法律の第８部�１により１９４５年１１月２日の
法令に挿入された第３５条（�））について、人身の自由を長期間奪うには裁判所によ
る迅速な介入が必要であるとして、違憲判断を下した。

エ 小括

このように、全件収容主義は、明らかな憲法違反・国際規約違反であり、即刻改め

られなければならない。なお、２００４年６月に改正された入管法（同年１２月２日施行部

分）では、オーバーステイの者でも自ら出頭し帰国の意思を表明した場合には、収容

することなく出国を認める「出国命令」という制度が創設された。改正以前も、実務

上帰国のため出頭した者は現実に収容せずに退去強制手続を進めるということが、日

常的に行われており、これを制度化したものと言える。退去強制事由のある者の在留

活動は認めず、全て収容すべしとしていた全件収容主義の建前が崩れていることを、

法制度上も認めざるを得なかったことを示すものである。無用な人権侵害を廃するた

めにも、収容を必要最小限の場合にしか認めない方向での裁判例の蓄積や、法改正が

望まれる。

３ 仮放免制度の問題点

収容からの解放を得るための入管法上の手続は、仮放免（入管法５４条）と特別放免（入

管法５２条６項）があるが、特別放免は過去に実例が１件か２件しかない、極めて例外的な

ものと位置づけられており、かつ、申請権が法文上認められていないから、救済手段とし

ての実効性は低い。

したがって、仮放免は、入管法上収容を解くための唯一の手段と言って良いが、この制

度にも、手続面から見て、数多くの問題点が存在する。

以下、行政手続法の条文に照らして、仮放免制度の問題点を指摘していく。前記のとお

り、現行法の解釈論としても仮放免手続については行政手続法の適用を認めるべきである

が、もし同法の適用がないとしても、行政手続法は行政手続全般において要求される適正

手続の一般的標準を具体化したものであるから、同法の条文との対比をすることによって、

仮放免制度が適正手続を備えていないことを浮き彫りにできる。

�１ 基準の策定及び公開

ア 行政手続法５条（審査基準）の規定及びその趣旨

（ア） 同条は、次のとおり定めている。

○行政手続法第５条（審査基準）

１ 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従っ

て判断するために必要とされる基準（以下「審査基準」という。）を定めるものとする。

２ 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる

限り具体的なものとしなければならない。

３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により当該申請の提出先とさ

れている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にして

おかなければならない。

（イ） 行政手続法５条の趣旨は、次のとおり説明されている（塩野宏・高木光「条解

第３章 外国人・民族的少数者の法的地位と在留をめぐる現状と課題

－ 79 －



行政手続法」（弘文堂）１３３頁ないし１３４頁）。

「本条は、まず、申請の段階における公正・透明の確保の手段として、許可等をす

るかどうかの審査の基準を行政庁が設定し、公にすること（審査基準の設定・公表）

を定めることとするものである。この基準が設定・公表されていると、申請をしよう

とする者は、どのような場合に申請が拒否されるか、あるいは、申請が認められるに

はどのような要件を備えていなければならないかをあらかじめ知ることができるし、

申請が拒否されたときには、どのような基準によって、申請が認められなかったかを

知ることができる。それだけ、行政庁の判断過程の透明性が確保され、申請者の側に

とって、予測可能性が高まるとともに、不公正な取り扱いをされることが防止される。」

「許認可等をするときの審査の基準は、法律または法律の委任に基づく法規命令に

よって定められているのが通例である。法治主義の原理に立てば、法令自体で、基準

が具体的に定められていることが望ましい。しかし、従来、それが必ずしも十分でな

く、また、将来とも完全を期しがたいものがあるので、法令の定め以外に審査基準の

設定・公表を一般法である行政手続法の中で定める意味があるのである。したがって、

本法の趣旨からすれば、あくまで、法令自体において、審査の基準が具体化している

ことが望まれる。」

イ 仮放免手続の現状と問題点

（ア） しかし、仮放免手続では、その許否の基準が申請段階はもちろん、不許可を争

う訴訟の場ですら明らかにされることはなく、広範な裁量があるという説明がされ

るだけである。先に述べた行政手続法５条の趣旨は、入管手続でもそのまま妥当す

るものである。

（イ） また、行政手続法施行前の個人タクシー事件における最高裁判決１９７１（昭和４６）

年１０月２８日判例時報６４７号２２頁も、

「道路運送法においては、個人タクシー事業の免許申請の許否を決する手続につい

て、同法１２２条の２の聴聞の規定のほか、とくに、審査、判定の手続、方法等に関する

明文規定は存しない。しかし、同法による個人タクシー事業の免許の許否は個人の職

業選択の自由にかかわりを有するものであり、このことと同法６条および前記１２２条の

２の規定等とを併せ考えれば、本件におけるように、多数の者のうちから少数特定の

者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の許否を決しようとする行政庁と

しては、事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもつともと認められる

ような不公正な手続をとつてはならないものと解せられる。すなわち、右６条は抽象

的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、そ
�
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とくに、右

基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、右基準を適

用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機

会を与えなければならないというべきである。免許の申請人はこのような公正な手続

によつて免許の許否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく、これに

反する審査手続によつて免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するも

のとして、右処分の違法事由となるものというべきである。」

と判示している（傍点は報告者による）。
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このような趣旨は、当然、入管法にも当てはまる。基準を開示しなかったり、あ

るいはそもそも基準を策定していないという入管手続には、手続上重大な問題があ

ると言わざるを得ず、上記最高裁判例の趣旨からすると、それ自体が独自の違法事

由となる。

�２ 標準処理期間

ア 行政手続法６条（標準処理期間）の規定及びその趣旨

（ア） 同条は次のとおり定めている。

○行政手続法６条（標準処理期間）

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常

要すべき標準的な期間（法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされ

ている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してか

ら当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間）を定めるよう努め

るとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務

所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

（イ） 同条の趣旨は、次のとおり説明されている（前掲「条解行政手続法」１４５頁）。

「申請人の立場からすれば、行政庁が速やかに許可・認可等の処分をしてくれるこ

とが期待される。また、申請に対する拒否処分であっても、通常の場合は、今後の対

応の仕方を考える必要性からいっても、そのことを早く知らせてもらいたい。その際

行政庁が申請に対する処分を徒に放置することを防止するには、法律自体で処理期間

を定める、行政庁に標準処理期間の設定・公表を義務づけることのほか、申請に対し

て一定期間が経過したときは、当該申請についての拒否処分があったとみなす、ある

いは、認容の処分があったこととみなすという方法がある。」

イ 仮放免手続の現状と問題点

しかるに、仮放免申請に対する許否の判断は、数週間で出される場合もあれば、３、

４か月間結論の出ない場合もある。場当たり的であり、全く予測ができない。

行政手続法１条は、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、

共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性（行政上

の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第

３８条において同じ。）の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目

的とする。」と定めている。この目的そのものは、入管手続全般に及ぼすべきことは

異論なかろう（ちなみに、同条には「国民」とあるが、「条解行政手続法」３頁によ

れば、これには外国人も含むものと解されている。）。

ここに「公正」とは、公平で誤りのないことであり、更に敷衍すれば、恣意・独断

を疑われるようなものでないこと、偏頗な情報でなく的確な情報に基づいたものとい

える。また、「透明性に関しては、我が国の行政運営の不透明さに対する内外の批判

が、今次の行政手続法制定の原動力の一つとなったことから、１条の目的のなかに取

り入れられ」たものである（「条解行政手続法」３頁）。

標準処理期間の定めを置かず、処分を受ける者によってその処理期間が区々である

という現状は、「公正の確保と透明性の向上」という行政手続法１条の目的に真っ向
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から反する。

行政手続法の適用がないとしても、第１２８回国会における高木光参考人の答弁にも

あるとおり（本章脚注＊２３参照）、入管法独自にこれを定めるべきである。また、現

行法の下で行政手続法第２章以下の適用対象外の処分等についても、何ら標準処理期

間の定めを置かないことは、行政手続法１条や適正手続の保障（憲法３１条）に反する

ものとして、違法とされる余地はあろう。

�３ 申請に対する遅滞なき審査・応答

ア 行政手続法７条（申請に対する審査、応答）の規定及びその趣旨

（ア） 同条は、次のとおり定めている。

○行政手続法第７条（申請に対する審査、応答）

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなけ

ればならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付さ

れていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に

定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者

（以下「申請者」という。）に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該

申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

（イ） 同条の趣旨は、次のとおり説明されている（前掲「条解行政手続法」１５１頁）。

「私人の申請に対して、行政庁は諾否の応答をすることとなる（２条３号）。その際、

行政庁が申請が法律に定める要件を充足しているかどうかを調査、審査することは、

法律による行政の原理の当然の要請である。いいかえれば、私人の申請権は行政庁に

対して、申請の審査を求める権利、あるいは、行政庁の審査義務を当然に包含するも

のである。」

「本条は、この当然の事理を明らかにするとともに、形式的要件を欠いている申請

があったときについては、補正または拒否処分という取扱いをすることを定めたもの

である。

このように、本条が法律による行政の原理からすると当然のことをあえて規定した

のは、行政実務上、申請書類の不受理、返戻などが行われ（受付取消しなどという例

もある。総務庁「手続法の現場」８８頁以下参照）、申請に対する応答が遅れたり、なさ

れなかったりなど、不透明・不公正な行政運営がなされてきたとの批判に答えるもの

である。」

イ 仮放免手続における問題点

（ア） 仮放免申請手続（入管法５４条）において、法律・規則に何ら根拠がないのに、

郵便による申請を受け付けず、本人もしくは代理人の出頭を要請されることがある。

（イ） 行政手続法の適用がある手続について申請不受理、受理拒否、返戻などがされ

た場合には、申請人はこれに対して行政手続法７条に反し違法であるので、同条に

従った処理をすべきことを主張できる（「条解行政手続法」１５８頁）。仙台地裁１９９８

（平成１０）年１月２７日判決（判例時報１６７６号４３頁）は、この理に基づき、産業廃棄

物処理施設の許可申請受取拒否があった事例につき、受取拒否処分の取消請求（主

位的請求）を却下するとともに、不作為違法確認請求（予備的請求）を認容してお
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り、参考になる。

（ウ） また、行政手続法の適用がないものについても、同法施行以前の判例が参考に

なる。

ａ）東京地裁１９７３（昭和４８）年９月１０日判決（判例時報７３４号３４頁）は、条例の定

める様式全てについて記載がない不適式な申請を放置していたことにつき、「原

告の昭和３２年１２月２０日付および昭和４０年１０月２０日付の都市公園法５条２項＊６２にも

とづく許可申請に対し、被告が何らの処分もしないことは違法である」とし、違

法確認の判決を下した。

ｂ）東京地裁１９７１（昭和４６）年１月２９日判決（判例時報６４０号３６頁）は、図面の添

付がないという理由で実用新案登録の出願を不受理としたことについて、「本件

の場合、被告としてはすべからず、実用新案法第５５条第２項、特許法第１７条第２

項により、原告に対して、相当の期間を指示して添付図面の追完を命ずべきであ

つた。しかるにことここに出でず、図面の添付がないという理由でただちに出願

の却下処分である本件不受理処分をしたことは、結局、法の根拠なくして原告の

権利に属する実用新案登録請求権を奪つたこととなり、違法であるといわなけれ

ばならない。」として、不受理処分を違法と認めた。

ｃ）福岡高裁１９７８（昭和５３）年９月１３日判決（判例時報８７０号６１頁）は、いわゆる

同和地区の住環境の整備を図るため、当該地区に係る住宅の新築若しくは改修な

どについて必要な資金の貸付けを行うことを定めた福岡市住宅新築資金等貸付条

例に基づき、同地区の住民のした住宅改修資金借入申請を長期間（申請から高裁

判決時まで２年強）保留していた事例で、当該不作為を違法と認めた。

行政手続法の適用がない処分等についても、これら同法施行前の判例の趣旨に

照らし、不受理処分や、様式不備を理由とする判断留保の場合にも、違法確認を

求めることができよう。

�４ 理由開示

ア 行政手続法８条（理由の提示）の規定及びその趣旨

（ア） 同条は、次のとおり定める。

○行政手続法第８条（理由の提示）

１ 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に

対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた

許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確

に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載

又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足

りる。

＊６２ 条文は次のとおり。

「都市公園法５条２項

公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては

条例で、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公開管理者に提出してその

許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。」
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２ 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなけ

ればならない。

（イ） 同条の同条の趣旨は、次のとおり説明されている（前掲「条解行政手続法」１６１

頁）。

「行政処分をするには、なんらかの理由が存在する。そして、その理由を処分の相

手方に知らせることの意義について、最高裁判所は、累次の判決において、行政庁の

判断の慎重と公正妥当を担保することによる恣意の抑制と、不服申立の便宜を挙げて

いた（一般論として、最高裁判決１９６３（昭和３８）年５月３１日民集１７巻４号６１７頁、旅券

発給拒否処分における付記すべき理由の程度につき、最高裁判決１９８５（昭和６０）年１

月２２日民集３９巻１号１頁参照）。最高裁判所では、制定法の根拠がないときには、侵害

処分でも理由の提示が必要であるとはしていなかったのであるが（最高裁判決１９６８（昭

和４３）年９月１７日訟月１５巻６号７１４頁）、理由の付記の制度は、まさに行政運営におけ

る公正の確保と透明性の向上による国民の権利利益の保護という本法の目的（１条）

と照応するものであり、この趣旨が、申請に対する拒否処分については原則的に当て

はまるものであるところから、理由の提示を一般法である行政手続法の中に規定する

こととしたものである。」

イ 仮放免手続の現状と問題点

仮放免が許可になった場合も、不許可になった場合も何らその理由が示されること

はない。そのため、申請が不許可になった場合に、どのような点を補正すれば良いの

か全く分からないまま、再申請を繰り返すしかないのである。

仮放免に行政手続法の適用がないとすると、従前の判例理論からしても、理由不備

を理由としてその違法性を争うことは困難と言わざるを得ない。やはり、「外国人の

出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導」を適用除外とした行政手続

法３条１０号の削除が望まれる。

�５ 審査の進行状況及び処分時期の見通し等の情報提供

ア 行政手続法９条（情報の提供）の規定及びその趣旨

（ア） 同条は、次のとおり定めている。

○行政手続法第９条（情報の提供）

１ 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対

する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

２ 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付

書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

（イ） 同条の趣旨は、次のとおり説明されている（前掲「条解行政手続法」１６７頁）。

「本条は、申請者の便宜のための情報の提供であって、１項は申請後の審査の状況

に関する情報、２項は、申請に資する情報である。いずれも努力義務の形で規定され

ているが、申請者の申請権の適切な行使に奉仕するものであり、審査の透明性、処分

の適正さの確保に資するものであるから、行政庁としては、他に支障がないかぎり、

申請者の求めに真摯に対応することが期待されている」

イ 仮放免手続の現状と問題点
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仮放免申請中に担当者に問い合わせをしても、「審査中」というだけで、いつ頃処

分がされるかすらわからない。

前記のとおり、仮放免については行政手続法の適用があると解すべきであるから、

情報の提供に誤りがあったり、情報提供がなされなかったために申請者に損害が生じ

た時には、行政手続法９条の義務違反があったことを理由とした国家賠償請求が可能

である（「条解行政手続法」１７０頁参照）。

４ 裁判の動向

収容から司法的救済を得る唯一の手段は、収容の執行停止決定である。

裁判例を見ると、昭和４０年代には地裁・高裁段階で、収容の執行停止を認める決定は珍

しくなかった。

しかし、地裁段階では大阪地裁１９８６（昭和６１）年３月２６日決定（同事件の抗告審決定で

ある大阪高裁１９８６（昭和６１）年６月２６日決定・訟務月報３３巻４号９７８頁の末尾に参考資料

として掲載）、高裁段階では東京高裁１９７６（昭和５１）年２月２０日の決定（判例タイムズ３４０

号２０４頁、判例時報８０９号３８頁）以来、退去強制令書の執行停止申立を行っても、送還部分

の停止のみが認められるか、あるいは「本案について理由がないとみえるとき」として全

面的に却下されるか、いずれかであった。

ところが、２００１年ころから、東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁で収容部分の執行停止決

定を認める例が散見されるようになっている。さらに、２００３（平成１５）年１２月２６日、東京

高裁で、高裁レベルで実に２７年ぶりとなる収容の執行停止を認めた決定が出され、２００４（平

成１６）年２月２日には名古屋高裁でも収容の執行停止を認める決定が出ている。大きなう

ねりを感じざるを得ない。

�１ 収容令書発付処分取消請求（いわゆる東京アフガン難民事件）について

２００１（平成１３）年１１月６日、東京地裁は、アフガニスタン人難民申請者５名の収容令

書の執行停止を認めた（前記のとおり）。

収容令書の執行停止が認められたのは、公刊されている限り２件目である。１９６９（昭

和４４）年の東京地裁決定（前掲）以来、実に３２年ぶりのことであった。

収容令書の執行停止を行うには、収容令書発付処分の取消訴訟という本案訴訟を起こ

さなくてはならないが、収容令書による収容期間は最長で６０日間であり（入管法４１条１

項）、その間に本案訴訟はもちろん、執行停止決定が出されることは、現在の裁判実務

上期待しにくい。そして、退去強制令書が発付され、退去強制令書の執行としての収容

に切り替えられてしまうと、収容令書の執行停止を求める利益が失われてしまう（上記

事件の許可抗告審である最高裁決定２００２（平成１４）年２月２８日判例時報１７８１号９６頁参照）。

そのため、申立をすること自体が稀であることが、決定例の少なさに結び付いているの

であろう。

�２ 退去強制令書の執行停止申立事件における収容部分の執行停止について

既に述べたとおり、退去強制令書の執行停止申立事件では、地方裁判所レベルでも１９８６

（昭和６１）年以降、収容の執行停止が認められたことはなかったが、２００１（平成１３）年
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以後、これを認めるケースが増えてきている。

当初は、東京地裁民事第３部（藤山雅行裁判長、当時）のみがこのような決定を出し

ていたが、近時では大阪地裁、名古屋地裁も収容の停止を認め、ついに東京高裁、名古

屋高裁でも収容の停止を認めた地裁決定を維持するに至っている。

２００１年以降、退去強制令書の収容の執行停止が認められた事例で、報告者が把握して

いるものは、以下の一覧表のとおりである。

2001年以降、退去強制令書の収容の執行停止が認められた事例

備考掲載裁判所裁判日

日本人の配偶者に対する退去強制令書未登載東京地裁2001（H13）12／３①

日本人の配偶者に対する退去強制令書判例時報
1771－76

東京地裁2001（H13）12／27②

アフガニスタン難民７名（うち４名は、2001
／11／６の収容令書執行停止決定によって
解放された後、東京高裁の逆転決定によっ
て再収容された者たち）

判例時報
1774－25

東京地裁2002（H14）３／１③

パキスタン人難民申請者未登載東京地裁2002（H14）６／20④

収容中に統合失調症を発症したタイ人女性
（日本人と婚約中）

判例時報
1831－96

東京地裁2003（H15）６／11⑤

アフガニスタン難民未登載東京地裁2003（H15）８／８⑥

留学生。資格外活動が「専ら明らか」と入
国管理局に認定され退令発付されたもの

未登載東京地裁2003（H15）９／17⑦

就学生。資格外活動が「専ら明らか」と入
国管理局に認定され退令発付されたもの

未登載東京地裁2003（H15）10／17⑧

ビルマ難民。退令発付取消訴訟１審勝訴後
の申立で、全面執行停止。

未登載名古屋地
裁

2003（H15）10／24⑨

タイ人女性。幼い２人の子どもが仮放免さ
れており、養育の必要性大。

未登載大阪地裁2003（H15）12／24⑩

⑧の抗告審決定。収容執行停止を維持。確
定。

未登載東京高裁2003（H15）12／26⑪

⑨の抗告審決定。収容執行停止を維持。確
定。

未登載名古屋高
裁

2004（H16）２／２⑫

⑩の抗告審決定。収容執行停止を維持。未登載大阪高裁2004（H16）２／20⑬

本案の高裁段階での執行停止申立（高裁第
16民事部）

未登載東京高裁2004（H16）３／19⑭

イラン人難民申請者。藤山雅行裁判長異動
後、初の収容執行停止決定。

未登載東京地裁2004（H16）４／15⑮

�３ 仮放免不許可処分取消請求訴訟

仮放免不許可処分（延長不許可を含む）の取消を求めた事例も、公刊されている数は

少ない。

�長崎地裁１９７１（昭和４６）年１月１１日判決（訟務月報１７巻４号６４７頁）、�東京地裁１９７６
（昭和５１）年１２月１３日判決（訟務月報２２巻１３号２９５５頁）、�神戸地裁１９７７（昭和５２）年
１１月１１日判決（訟務月報２３巻１１号１９３５頁・判例タイムズ３６５号３３７頁・判例時報９０２号５２

第７節 収容をめぐる問題
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頁）の３件が見受けられるくらいである。

近年では、報告者が知る限りでは、入国者収容所東日本入国管理センター所長を被告

として仮放免不許可処分取消請求訴訟が２件提起されたが、いずれも訴訟係属中もしく

は訴え取下げ後に仮放免許可がされたため、終局判決までには至っていなかった。

ところが、２００４（平成１６）年４月７日、大阪地裁で仮放免不許可処分の取消判決が言

い渡された（国は控訴せず、判決は確定した。）。おそらく、史上初となる画期的な判決

である。この判決は、同日、同じ原告に対する退去強制令書発付処分が、原告の母親に

日本国籍があることを理由に取り消されたことから、「仮放免の申請（本件申請）を判

断するに当たっては、上記事実にも配慮した上で、人道的配慮から原告の仮放免を認め

るか否かを判断すべきであったものと解するのが相当である。しかるに、本件各証拠に

よっても、本件各処分においては、上記のような原告の妻Aの母Bや祖母Cが日本国

籍を有するものであることを考慮している者とは認められないもののであるところ、原

告の仮放免を不許可とした本件処分は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとい

うべきであって、裁量権の逸脱ないし濫用に当たり、違法と解するのが相当である。」

と判断した。ただし、同判決は判決理由中で、入管法が全件収容主義を採用しているこ

とを認めており、その点では問題があるものといえる。

第３章 外国人・民族的少数者の法的地位と在留をめぐる現状と課題
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第４章
外国人・民族的少数者の公的社会への参画の現状と課題

第１節 総論

１ はじめに

�１ 今なぜ参画か

外国人あるいは民族的少数者の公的社会への参画という問題は、極めて今日的な課題

である。この問題は、これまで他の全ての喫緊の課題を前に、常に背後に押しやられて

きた問題であった。なぜなら、外国人あるいは民族的少数者は、生きるという単純な課

題と格闘することに手一杯であり、そこまで手が回らなかったということもあったし、

日本社会から疎外されているという状況を所与のものとして受け入れ、あるいは本国へ

の帰属意識が強かったことで、日本社会に積極的に参画していくことに熱意を持つこと

ができなかったということもあったであろう。

しかしながら、外国人・民族的少数者といえば朝鮮半島あるいは台湾出身者が事実上

全てであったという時代から、実にほぼ全ての国籍を有する外国人が日本に在留・居住

し、既に日本に定住して数世代を経ている外国人があり、親の一方が外国の出自を有す

る日本人も珍しくない今日に至り、情勢は一変したと言える。

このような時代背景をふまえると、外国人イコールヨソ者という図式はもはや全く当

てはまらず、むしろ日本で生まれ育った者であったり、かつて日本国籍を有していたも

のの子孫であったりして、日本社会に完全に定着している場合が多く、日本社会の不可

欠な構成要素となっている。それゆえ、今日においては、旧来の国籍をメルクマールと

して全ての権利義務関係を区分するという考え方は、上記のような社会の実態を無視し

たものとなり、社会的な亀裂を拡大させるだけの危険な考え方となりかねない側面を有

しているというべきである。

外国人であっても、日本人と同じ政治的権利を認める必要性・必然性がある場合があ

ると言えるし、逆に日本国籍をもっている場合であっても、民族的少数者である場合に

は、日本人として等しい権利を与えれば足りるかというと、それだけでは足りず、民族

的少数者としての権利を特別に認めることが必要であると考えることが求められている

時代になってきたのである。

つまり、外国人も日本社会の構成員であることから一定の公職を開放し、あるいは政

治的権利を認める、すなわち社会参画を認めるべきとの認識が広く共有されなければな

らない時代となっているのである。

その意味で、ここではどの程度日本社会の公的な部分へ外国人を参与させるべきであ

るのかという点について、これまで外国人をあらゆる公職から排除する根拠となってき

た、いわゆる「当然の法理」について批判的に検討し、憲法上の問題点を明らかにする

とともに、これに代わる論理である参画の法理について検討を加える。
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�２ 当然の法理の形成と展開

外国人をあらゆる公職から排除してきた、いわゆる「当然の法理」の形成過程を検証

する。

ア 現状

外国人が公務員になりうるか、つまりその公務員就任能力について、一般的に明文

による制限規定は憲法及び公務員法に存在せず、個別的例外的に規定されているにす

ぎない。

たとえば、�国会議員、都道府県及び市町村議会の議員、都道府県及び市町村長の
被選挙権は日本国民にある旨の公職選挙法１０条の規定、�内閣総理大臣は、このよう
に日本国民から選出された国会議員でなければならない旨の憲法６７条の規定（同１５条

１項、４３条参照）、�外国人及び外国人を配偶者とする者は外務公務員になることが
できない旨の外務公務員法７条の規定である。

しかしながら、後述するとおり、第２次大戦の終結直後より、１９５２年の講和条約発

効までは、主として戦後も引き続き在職する朝鮮及び台湾を出自とする旧植民地出身

の在職公務員の身分を有する者の扱い、あるいは、講和まではなおも日本国籍を有す

ることになったこれら旧植民地出身者の採用をめぐって行政実例が積み重ねられるな

かで、１９５３年に、内閣法制局により公務員に関する当然の法理として、「公権力の行

使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要

とする」（１９５３（昭和２８）年３月１５日法制局１発２９号）法制局見解が出された。これ

に基づき、人事院は、規則８－１８（１９６７（昭和４２）年）８条により国家公務員の採用

試験における受験資格について国籍要件をもうけた。この法制局見解が、その後の外

国人公務員就任能力を日本国民と区別するための任用上の判断基準となってきたもの

である。

旧自治省もまた、１９７３年、地方公務員の任用に関して、上記基準の地方公務員への

適用とも言うべき「公務員の当然の法理に照らして、地方公務員の職のうち公権力の

行使または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる者については、日本国籍

を有しないものを任用することはできない」という任用上の基準を確認し（１９７３（昭

和４８）年５月２８日自治公第２８号）、今日に至っている。これに基づき、地方公共団体

の多くもまた、募集要項に国籍要件を付することにより外国人一般の受験を認めない。

このように、現在もなお政府及び一部の例外を除く各地の地方公共団体によって、

外国人を公務員に採用するにつき「公務員に関する当然の法理」を根拠に、公務員の

職務一般から外国人一般を排除し、その例外的職務についてのみ許容するという政策

がとられている＊１。

イ 「当然の法理」の形成

公務員の任用基準としての「当然の法理」は、外国人一般を公務員からの排除する

ものであるが、その政策の結果、終戦直後在日定住外国人の大部分を占め、この国で

定着を余儀なくされていた在日コリアンをはじめとする旧植民地出身者が排除される

＊１ 岡崎勝彦「公務員への外国人採用－『制約基準』（当然の法理）の形成と展開に即して－」（青鶴３号在日韓国・朝

鮮人問題学習センター・１９９３）３頁以下

第４章 外国人・民族的少数者の公的社会への参画の現状と課題
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ことになった。

したがって、政府による「当然の法理」の形成に至る任用上の制約基準の形成とそ

の運用過程は、基本的には、在日コリアンに対する処遇政策に対応していると言える＊２。

（ア） 敗戦（１９４５年）から対日講和条約締結（１９５２年）に至る時期（占領期）

敗戦時２００万人以上といわれる在日コリアンは、３６年間の植民地支配によって故

郷での生活基盤を失ってしまった者の存在や、日本国外に持ち出せる財産が制限さ

れたことなどの理由から、最終的には６０万人以上の人々が日本に残留を余儀なくさ

れた。

しかし、サンフランシスコ講和条約の締結までは、旧植民地出身者である在日コ

リアンは、日本国籍を保持するものと扱われる一方、外国人登録、強制送還（外国

人登録令・勅令２０７号）、参政権（旧公職選挙法付則３条において「戸籍法の適用を

受けないものの選挙権は当分の間停止」するものとされた）などについて個別的に

外国人とみなされた。

外国人を公務員に「任用」することについては、この時期の政府は「容認政策」

をとったといえる。これは、主として、戦前帝国臣民として採用された在日コリア

ンの「官吏」としての地位を存続させることを意図するものではあったが、政府は、

この時期、警察官等の例外を除き、一般職公務員の任用についての積極的政策を採

用した。

すなわち、

�１９４９年の地方公務員の事例として、愛知県からの「外国人を県職員として採用す
ることについて」の可否を問う照会に対して、外国時の採用に「制限はな」く、

「一般に外国人を県職員として採用することの可否については、任用権者におい

て判断すべきもの」とする回答を、総理庁自治課長が与えている（１９４９（昭和２４）

年５月２６日自発第５４６号）。

�外国人登録令に登録された台湾省民を国立療養所の医師として採用し、勤務させ
うるかという厚生省の照会に対し、その台湾人を「一般職に属する官職に採用す

ることは、さしつかえないものと解する」（１９５１（昭和２６）年５月１１日第７１号法

制局長）という回答を示している。

�韓国国籍を有する者は具体的にいかなる立法により国家公務員となりうるかとい
う人事院大阪地方事務所長の照会に対し、同じく法制局長は「これらの者は、国

家公務員法の定める通常の手続きにより国家公務員となりうる」（１９５１（昭和２６）

年８月２２日 第７１－６９号法制局）という回答を示した。

（イ） 占領解除（１９５２年）から日韓基本条約締結（１９６５年）まで

ａ）一方的国籍喪失措置

この時期冷戦体制の下で朝鮮半島が分断され、在日コリアンの多くが朝鮮民主

主義人民共和国政府を支持するという状況の中で、在日コリアンは、潜在的社会

主義勢力とみなされた。

＊２ 岡崎・前掲「公務員への外国人採用－『制約基準』（当然の法理）の形成と展開に即して－」６頁。

第１節 総論
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かかる状況下で、１９５２年４月２８日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本

は独立を回復した。日本政府は１９５２年４月１９日、法務府（現法務省）民事局長通

達により条約が発効する１９５２年４月２８日をもって「朝鮮人及び台湾人は、内地在

住者も含めてすべて日本国籍を喪失する」とし、在日コリアン他旧植民地出身者

について一方的に日本国籍を喪失する取扱いをした。

この時期に入って、日本政府の、在日コリアンの公務員への任用政策は排除政

策を原則として具体化された。ただ、この時期においても公務員の任用に関する

照会に対して、任用が制約されるとする回答はなされていない。

すなわち、地方自治庁（旧自治省）は、１９５２年７月、京都府知事あての公務員

課長回答（地自公２３４）において、「外国の国籍を有する者を地方公務員に任用す

ることについて、地方公務員法はその他の国内法に何ら制限規定がないので、原

則として差しつかえないものと解する」と回答した。

また、講和条約発効までに帰化手続き未了の者の国家公務員たる資格等の継続

につき「第三国人たる朝鮮人または台湾人が、平和条約発効当日までに帰化手続

き未了であっても、現に正規の帰化手続き中の場合は、当然には国家公務員たる

資格を失わないと解するかどうか」という建設省の照会に対し、「お尋ねの第三

国の国籍を有することとなったすべての国家公務員がお示しの日において当然に

国家公務員たる身分を失うものではない。この場合において、国家公務員たる身

分を失うかどうかは、法令に別段の規定がある場合の外は国家公務員の占める官

職の職務と責任に応じて、従前の令に従って解釈する外はない」（１９５２（昭和２７）

年７月２３日第７１－６５人事院事務総長）という回答が示されている。

ｂ）１９５３（昭和２８）年内閣法制局回答――「当然の法理」

しかし政府は、１９５２年２月、内閣法制局に対し、「わが国の公務員が日本国国

籍を喪失した場合、その者は、公務員たる地位を失うか」という照会を、内閣総

理大臣官房を通じて発した。それに対し、内閣法制局は、次のとおり回答（以下、

「昭２８回答」）した（１９５３（昭和２８）年３月２５日 法制局１発第２９号）。

「一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である

旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、

公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日

本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となる

ためには日本国籍を必要としないものと解せられる。従って、お尋ねの場合も、日

本国籍を必要とする旨の法の明文の定めがある官公職又は公権力の行使若しくは国

家意思の形成への参画にたずさわる官公職にある者は、国籍の喪失によって公務員

たる地位を失うが、それ以外の官公職にある者は、国籍の喪失によって直ちに公務

員たる地位を失うことはないものと解せられる」。

ここに至り、政府・法制局は、外国人一般に対する公務員の任用上の基準とし

て、「公務員に関する当然の法理」から導かれるものとして、「公権力の行使又は

国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とす

る」という基準、いわゆる「当然の法理の基準」を確立し、以降これが外国人を

公務員に任用する際の運用上の基準とされることになった。

第４章 外国人・民族的少数者の公的社会への参画の現状と課題
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当時の統計によれば、在日コリアンとし外国人のまま在職する一般職国家公務

員８３名（１９５１年１２月１日現在）、地方公務員１２２名余（一部未報告）（１９５２年１月

３１日現在）が存在したが（法務研修所編「在日朝鮮人処遇の推移と現状」１１６～

７頁）、この基準の定立により、講和条約の発効を契機として、一方的に日本国

籍を喪失せしめられたこれら約２００名もの国及び地方公務員として在職した在日

コリアン一般職公務員のとるべき現実の選択は、「『帰化』を踏絵とするこの国へ

の忠誠の証しに応ずることであったと思われる」＊３。講和条約発効当日の帰化手

続きによる日本国籍取得者は５２名となっていた。

ｃ）「当然の法理」から導かれる職務内容

さらに、内閣法制局は、１９５４年の「当然の法理」の基準が想定する職務内容に

ついて、以下のとおり回答している。

すなわち、１９４８年から公立医科大学助教授の地位にある者に対して日本国籍要

件を必要とするかという外務省の照会に対し、法制局は、「公立大学助教授の地

位は、助教授が学校教育法第５９条第２項の規定に基づき大学の教授会の構成員と

される場合は別として、それ自体としては、公権力の行使なり、公の意思の形成

への参画をその職務内容とするものではなく単に技術的ないし学術的労務の提供

をその内容とするものであるから、その地位に就くためには、必ずしも日本国籍

の保有を必要とするものとは考えられない」と回答した（１９５４（昭和２９）年１０月

２７日 法制局１発第５１号）。

この回答により、国公立大学教授会の権限の行使は、「公権力の行使、公の意

思の形成への参画」とされ、他方「単に技術的ないし学術的労務の提供を内容と

するもの」については「公権力の行使」には、含まれないものとされた。

このほか、具体的事例を見ると、たとえば、まず１９５７年大蔵省造幣局で「貨幣

模様の刻印を打ち込む作業」が「技術的業務を職務内容とする官職」（１９５８（昭

和３２）年１０月１４日 管法―１１０４ 事務総長）であるとされた。また、医師につい

て「上司の指揮命令のもとに純粋に医療にのみたずさわる官職」については可と

するものの、病院長等の職務には就くことができないとされた（年月日は不明）。

さらに、１９６０年、看護婦の採用に関し、「上司の指揮監督のもとに単なる定型的

職務に従事する看護婦の官職」（１９６０（昭和３５）年１月１９日 任企関－２４ 任用

局長）という実例がある。

（ウ） 日韓基本条約締結（１９６５年）以降大平答弁まで

ａ）このように外国人公務員任用の基準たる「当然の法理」の確立を受け、人事院

は、１９６７年、人事院規則において、国家公務員の採用試験における受験資格につ

いて、国籍要件を定めた。

ｂ）地方公共団体についても旧自治省は１９７３年５月、「日本の国籍を有しないもの

の職員への任用に」関する照会に対して、公務員第１課長回答（自治公１部第２８

号－大阪府総務部長あて）において、「当然の法理」の拡大として「公権力の行

＊３ 岡崎・前掲「公務員への外国人採用－『制約基準』（当然の法理）の形成と展開に即して－」１６頁。
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使又は地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる者」は任用できないこと、

さらにはそれらの「職に就くことが将来予想される職（一般事務職、一般技術職

等）の採用試験において」も受験資格を一般的に認めることは適当でないとした。

ｃ）内閣総理大臣による一般政府方針の表明

１９７９年、従来政府は、外国人の公務員任用上の人事政策に関する見解表明を個

別事例における回答形式（行政実例）で行ってきたのに対し、国会議員による内

閣への質問主意書に対する総理大臣の答弁書という形式において、以下のとおり

その見解を明らかにした（１９７９（昭和５４）年４月１３日 内閣衆質８７第１３号 内閣

総理大臣大平正芳）。

�１ 政府は、従来から、公務員に関する当然の法理として公権力の行使又は公の意

思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、

それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解して

いる。このことは国家公務員のみならず地方公務員の場合も同様である。（以下

略）

�２ 省略

�３ 公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる地方公務員であるかど

うかについては一律にその範囲を確定することは困難である。いわゆる管理職で

あるかどうかを問わず、地方公務員の任用にかかる職の職務内容を検討して、当

該地方公共団体において具体的に判断されるべきものと考える。

�４ 公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわらない地方公務員となる

ためには必ずしも日本国籍を必要としないことは�１で述べたとおりであるが、こ
の場合において日本国籍を有しない者を任用するかどうかは、当該地方公共団体

において判断されるべきものと考える。

ところで、御指摘の前記自治省回答の�２の回答は、将来、昇任、転任等により
公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが予想され

る職員についての質問に対するものであるが、これは、これらの職員の将来にお

ける昇任・転任等の人事管理の運用に支障をきたさないよう予め適切な配慮がな

されるべきことを考慮して行われたものである。

なお、『公権力の行使又は地方公共団体の意思の形成の参画にたずさわる職に

就くことが将来予想される職員』であるかどうかは、具体的には当該地方公共団

体において判断されるべきものである。

（エ） 大平答弁以降の展開

１９７９年の大平答弁に示された基準は、後述するような問題点を抱えていたものの、

反面として具体的な適用における地方公共団体の自主的判断を許容したため、この

後は地方における国籍条項撤廃の論拠を提供することとなった。

また別の角度からの要素としては、１９７５年のインドシナ難民の受け入れ問題に端

を発した外国人処遇の新たな局面と、それに引き続く社会権規約および自由権規約

（１９７９年）・難民条約（１９８２年）それぞれの発効といった国際社会からの新たな視

点の導入は、それまでの在日コリアンを排除するための基準としての「当然の法理」

に対して一定の転換を迫ることとなった。
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具体的には、１９８２年に「国公立大学教員任用法」が立法され、任期制限や管理職

への任用制限の問題があるものの、単位や卒業の認定といった従来権力的とも考え

られてきた職務に携わることが明示的に許容されることとなった。

この立法に際し、政府は依然として初等中等教育現場における外国籍教諭の任用

につき否定的な見解を維持していたが、地方の現場では教諭への任用が進むことと

なった。

こうした「当然の法理」に対抗した国籍条項撤廃の流れは、その後１９８４年に郵便

外務職員につき、１９８６年には看護三職（看護婦、保健婦、助産婦。いずれも当時の

呼称）につき国籍要件を撤廃する通知が人事院・自治省から発せられ、多くの市町

村においても形の差はあるものの、国籍条項撤廃へと踏み切っている。

もっとも、教員については文部省の締め付け（１９９１（平成３）年の通知）もあっ

て、待遇面では教諭と同等であるものの、身分としては常勤講師という形で採用が

行われることとなった。

また、政令市における独自の国籍条項撤廃の動きに対する自治省の反発は強く、

１９９２年には大阪市・神戸市・川崎市・横浜市等が自治省と協議し、国の見解の枠内

での任用拡大という道を選択している。

そのような中、１９９７年１１月２６日に、東京都の保健婦（当時の呼称）であった在日

韓国人に対して管理職試験の受験資格を認めなかったことに対して、東京高裁が違

憲とする判決を出す＊４（ただし、１審は原告敗訴。以下「鄭香均訴訟」という。）

など、司法における救済の場面でもいわゆる当然の法理に対する制限の動きが出て

いるが、この訴訟については上告審に係属したまま今日に至っており、確定判決と

はなっていない（なお、最高裁は、２００４年９月２８日に弁論を開くことを当事者に一

旦通知した後に、これを取消して大法廷に回付するという異例の経過をたどってい

る）。

２ 当然の法理の理論的問題点とその克服

�１ 法治主義との関係

いわゆる当然の法理は、外国人が公務員に任用されることにつき、憲法における国民

主権原理を援用して、さもア・プリオリにその結論が導かれるかの論理構成を採用して

いるが、外国人についても憲法上の人権保障が原則的に及ぶことについては争いがなく、

職業選択の自由の享有もまた認められている。

そうであれば、鄭香均訴訟東京高裁判決も認めるように、公務への就任も職業選択の

一環として位置づけられるとすると（この点を指摘するものとして相澤直子・法政研究

第６４巻２号）、公務就任権の制限は、職業選択の自由に対する制約としての側面も有す

ることとなるのであるから、いわゆる当然の法理は、法治主義の原則上、法律の根拠な

くして当然に適用できるものでないこと、また当然である（この点は、鄭香均訴訟原告

も指摘している）。

したがって、現状の当然の法理の適用は、権利の制限は法律の根拠に基づかねばなら

ないという要請に明確に反するものであって、その内容如何に関わらず、そもそも憲法

の根本原理に反するものと言わなければならない。
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この点、鄭香均訴訟東京高裁判決では、当然の法理に抵触する限度ではそもそも職業

選択の自由の保障が及ばないという考えを採用しているが、このような考え方は、外国

人の職業選択の自由について骨抜きをはかるものであり、外国人の地方参政権保障につ

いて憲法上許容されているとする金正圭訴訟判決（最高裁第三小法廷判決１９９５（平成７）

年２月２８日民集４９巻２号６９３頁、判例時報１５２３号４９頁）との関係で疑問である。すなわ

ち、この判決は、在留外国人のうちでも永住者等で居住区域と特段に密接な関係を持つ

に至ったと認められる者については、その意思を公共的事務処理に反映させるべく地方

公共団体の長・議員等の選挙権を付与することは憲法上禁じられていないとしたのであ

って、外国人が選挙を通して一定の公の意思形成に直接的に関与することについて憲法

上許容していると考える以上、外国人が公権力行使と公の意思形成から当然に排除され

なければならないとするいわゆる当然の法理は、既に実質的に廃棄されていると考えな

ければならないからである。

この点に触れる論考は意外に少なく（樋口陽一＊５によれば、国籍条項のない領域では

外国人の公務員への任用を立法権が可能と判断していることを意味するという。）、岡崎

＊４ 日本で出生し大韓民国国籍を有する原告（鄭香均）は、１９８８年東京都に保健婦として採用（東京都では１９８６年に保

健婦の採用に付き国籍要件を外していた）された。１９９２年に主任試験に合格し１９９３年からは主任として勤務し、１９９４年

３月に管理職選考種別A技術系医科学を受験するため申込書を提出しようとしたが、東京都八王子保健所副所長が、

日本国籍がないことを理由に受け取りを拒否したため、原告が受験できなかったこと、さらに、翌１９９５年から管理職選

考実施要項に国籍条項が付加されたため、原告が受験資格の確認と過去の管理職試験を受験できなかったことに対する

慰謝料の支払いを求めて提訴した訴訟。第１審（東京地裁判決１９９６（平成８）年５月１６日判例時報１５６６号２３頁）は、慰

謝料請求の点につき、�国民主権原理により主権者たる日本国民の意思が職務遂行の中に体現していると認められる重
要な権限を直接に行使する公務員については、憲法上日本国民であることを要するものであり、法律をもって外国人が

その地位につくことを認めるのは、国民主権原理に反する。�間接的に国の統治作用に関わっていると認められる場合
について、外国人の就任は保障されていないが、法律をもって明示的に外国人に権限を授与することは憲法上禁止され

ていない。�憲法２２条１項、１４条１項の規定は、これと抵触しない限りにおいてその保障が及ぶに過ぎない、と述べて
請求を棄却した。これに対し、控訴審の東京高裁（１９９７（平成９）年１１月２６日判決高民集５０巻３号４５９頁、判例タイム

ズ９６０号７９頁、判例時報１６３９号３０頁）は、基本的には原審と同様の立場に立ちながらも、公務員の職務内容を�統治作
用の権限を直接に行使するもの、�公権力を行使し、又は公の意思の形成に参画することによって間接的に国の統治作
用に関わるもの、�それ以外の、上司の命を受けて行う補佐的・補助的な事務又はもっぱら学術的・技術的な専門分野
の事務に従事する公務員、の３つに大別し、�に就任するには日本国民であることを要し、法律をもってしても、外国
人がこれに就任することを認めるのは国民主権原理に反し憲法上許されないが、�については、統治作用への関わりの
程度は�に比べると間接的であり、しかもその職務内容は広範多岐にわたり関わりの程度も強弱様々であるから、憲法
が外国人がこれに就任することを一切認めていないと解するのは相当でなく、「その職務の内容、権限と統治作用との

関わり方及びその程度を個々、具体的に検討することによって、国民主権の原理に照らし、外国人に就任を認めること

が許されないものと外国人に就任を認めて差し支えないものとを区別する必要がある」とし、�については、統治作用
に関わる蓋然性及びその程度は極めて低く、外国人がこれに就任しても、国民主権原理に反するおそれはほとんどない

としたうえ、特に地方公務員については、「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意

思に基づいてその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨」と解さ

れることから鑑みて、「特別永住者等その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を有するものについては、

その意思を」地方公共団体の事務に反映させ、また自ら参加していくことが望ましいと述べて、「公権力を行使するこ

となく、また、公の意思の形成に参加する蓋然性が少なく、地方公共団体の行う統治作用に関わる程度の弱い管理職も

存在する」ことから、これを含め全ての管理職について外国人を排除することは相当でなく、外国人を任用することが

許されない管理職と許される管理職とを分別して考える必要があり、本件の課長級の管理職の中にも、外国人の就任を

許しても差し支えないものも存在するので、外国籍の職員から管理職選考の受験の機会を奪うことは憲法２２条１項、１４

条１項に違反するとした。

＊５ 樋口陽一「日本の人権保障の到達点と今後の課題――二つの判決を手がかりに」（「憲法の２１世紀的展開・針生誠吉

先生古希記念論文集」明石書店・所収）

第４章 外国人・民族的少数者の公的社会への参画の現状と課題

－ 97 －



勝彦＊６においては、法治主義の要請という観点から疑問を呈しつつも「法治主義の要請

を補完するもの」として位置づけを試みているが、逆に法治主義の例外を意図的に認め

る結果となっている。

また、鄭香均訴訟原告あるいは田中清定＊７は、公務員の労働者性に注目し、労働基準

法３条・地方公務員法１３条の均等待遇原則の適用として、採用後の処遇において国籍に

よる差別は許されないのではないかと指摘しているが、憲法の直接適用を云々する前に

こうした制定法上の諸規定との関係も十分に検討されなければならない問題であろう。

�２ 実質的妥当性

ア はじめに

前記のように１９９５年には、最高裁が外国人に地方参政権を付与することにつき、憲

法が許容していることを認めているが、近藤敦＊８も指摘するように、この判決の論理

は、外国人にも地方政治における根源的な意思決定の権限を認めうるということを意

味しているのであるから、外国人の公の意思の形成への参画を禁ずるいわゆる当然の

法理と実質的に抵触する内容となっている。また、憲法１５条にいう公務員の選定罷免

権が「国民固有」の権利であるとの規定が、この判例により相対化されていることを

認めないわけにはいかないだろう。

イ 国民主権原理

国民主権原理の意味する内容について、前記鄭香均訴訟東京高裁判決は、国民主権

原理にいう国民とは日本国籍者であって、憲法１５条１項の保障は性質上国民のみをそ

の対象とすること、憲法９３条２項にいう住民も日本国籍者のみに対する保障であるこ

と、これらを前提とすると憲法上外国人には国又は公共団体の公務員に就任する権利

が保障されていないと結論している。

しかしながら、浦部法穂＊９が指摘するとおり、国民主権原理とは、もともと君主主

権に対置される人民主権（デモクラシー）をいうための用語であり、その意図すると

ころは、被統治者の側に終局的な決定権がある、あるいは統治権の正当性の根拠があ

ることである。したがって、主権を保持する主体が天皇から人民の側に転換されたと

いう意味はありこそすれ、外国人を除外するという意味は本来ない（憲法１条が天皇

の地位を定めると同時に、主権在民を規定しているのはこのためである）。

ウ 国民の概念

そうであれば、いわゆる当然の法理は、果たしてここままで有効であるのか大いに

疑問がわいてこなければならないはずである。

さらに、国民主権という考え方は、おそらくほとんどの現代国家が採用している建

前であろうが、「国民」というものの実質的定義にあっては、相当のバリエーション

があり、国ごとにその国の国籍を有しない者にどこまで公務就任権を認めているかと

いう比較をする際には、その国の国籍法がどのような国民概念・定義を有しているか

＊６ 岡崎勝彦「外国人の公務就任権」（ジュリスト１１０１号３５頁）

＊７ 田中清定「外国人の公務就任について」（関東学園大学法学紀要第１５号１頁）

＊８ 近藤敦「国民主権原理の再検討」（「外国人の人権と市民権」第５章・明石書店所収）

＊９ 浦部法穂「全訂憲法学教室」（日本評論社４７６頁）
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という点を十分考慮しなければ、実質的かつ有意義な比較は困難であろうと思われる。

特に、日本は、血統主義を基本とする国籍法を有しており、日本で出生した者であ

っても、その親が日本国籍を有しているかどうかで差異を設けているため、出生地主

義を基本とする国の国民概念とは相当の隔たりを有しているから、この点を看過して

抽象的に論じてみても、実質的に無意味な議論となりかねない。

日本国憲法は、国民主権について特に言葉を割いて説明をしておらず、ここにいう

「国民」と憲法１０条にいう「国民」との同一性が明確ではないが、一般的には国民主

権にいう「国民」とは、法律上日本国民とされる日本国籍者のことを意味すると解さ

れている。

しかしながら、国民たる要件を純然たる法律事項としたのであれば、法律によって

いかようにも定めることができてしまい、憲法論における、ことに国民主権にいう「国

民」の意義を究明せずに同語反復的に処理してしまう危険性がある。このことは、上

記の旧植民地出身者の国籍の取り扱いが憲法論上は極めて曖昧に処理されてしまって

いることからも明らかであろう。

また、今日のように国境を越えた人の往き来が激しくなり、外国に定住したり、移

民したりすることがさして珍しくない時代となってみれば、単に血統主義的な国籍概

念を維持することの妥当性すら疑われる時代にさしかかったと言ってよいと思われる。

近代国家が依って立ってきた国民国家という概念については、もともとこれがどれほ

ど有効であったかという問題をさておくとしても、このようなボーダーレス化・グ

ローバリゼーションの進展により、その妥当性・可能性が改めて検証されなければな

らない状況に立ち至っていると言えるであろう。さらにいうと、既に述べたような国

民主権の本義に立ち返り、国民主権論を再生することが緊急の課題であろうと思われ

る。

この章では、日本の国籍法のあり方まで論じることはできないので、国籍法につい

ては現行の法律を前提として議論するものであり、その点で当面の議論であることを

ご了解いただきたい。

エ 運用基準

前掲鄭香均訴訟東京高裁判決は、国民主権原理から、「単に公務員の選定罷免の場

面についてのみ日本国民が関与すれば足りるとするのではなく、我が国の統治作用が

実質的に主権者である日本国民によって行われること、すなわち、我が国の統治作用

の根本に関わる職務に従事する公務員は日本国民をもって充てられるべきことを要請

しているものと解される。」として、統治作用の根本に関わる職務から日本国籍を有

しない者を排除することとし、国の公務員の職務内容を分析したうえ、国の立法・司

法・行政各統治作用上の権限を直接的に行使するか間接的に統治作用に関わるか、そ

れ以外の上司の命を受けて行う補佐的・補助的な事務又はもっぱら学術的・技術的な

専門分野の事務に従事するものとに大別している。そして、直接的に権限行使する職

については、外国人の就任を憲法が禁止しており、間接的に関わるものについては、

職務の内容、権限と統治作用との関わり方及びその程度を個々、具体的に検討して、

外国人の就任を認めることが許されないものと認めて差し支えないものとを区別すべ

きだとしている（その他についてはほとんど問題なしとしている）。また、外国人が
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就任しても差し支えない職への就任については、憲法２２条１項、１４条１項の各規定の

保障が及んでいるとしている。

また、地方公務員については、憲法の住民自治の趣旨に照らして「特別永住者等そ

の居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を有するものについては、その意

思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させ、ま

た、自らそれに参加していくことが望ましい」として、国の公務員への就任と比べて

自ずから就任しうる職務の種類は広く、機会は多くなるとしつつ、地方公務員でも管

理職については、いわゆる当然の法理との関わりで外国人が日本国籍者と同様当然に

管理職に任用される権利を保障されているとすることは、「国民主権の原理に照らし

て問題がある」としている。

これに対して、岡崎勝彦（前掲書）は、いわゆる当然の法理を原理としては受け入

れた上で、その具体的解釈・運用について、外国人が任用について制限を受ける職種

としては、「主権又は統治権を直接行使する職務」に限定すべきであるとしている。

この基準によれば、公権力の行使又は公の意思の形成に直接参画する職務からのみ外

国人を排除しうるという。具体的には、総理首相・国務大臣・国会議員・裁判官・都

道府県知事等のような国及び自治体における機関の最高責任者のような「機関の責任

者」であって、「もっぱら他から導き出された指示に拘束された、人権の救済法理上

形式的行政処分をも広く含めた取消可能な公権力を行使する職務担当者」は除外され

るという。

この指摘は、単純に公権力の行使の有無によって外国人の就任についての適格性を

切り分けるのではなく、多くの公務員が法律の拘束の下にそれを執行しているに過ぎ

ないことに着目し、制度的に法律の逸脱に対する更正の保障がある場合には、外国人

を採用することができるという結論を導いたものであり、いわゆる当然の法理をその

まま受け入れているものとは異なって、全く独自の観点で新たな基準定立を試みてい

るものである。

いわゆる当然の法理の法治主義との抵触関係の留保を付けたとしても、国民主権原

理が外国人を一定の範囲で国政から排除するものであるとすれば、憲法解釈として、

憲法により立法裁量の限界が画されていることとなるので、その立法裁量の限界を推

し量る意味で、憲法論としての当然の法理の内容が確定される必要はあると考えられ

る。そういう前提で、この岡崎による基準は、少なくとも立法の方向性を示唆するも

のとして評価することができよう。

オ 職業選択の自由の限界

但し、岡崎の手法は、国民主権原理規定の解釈一本から直接その限界を画するとい

う手法を取っていることから、外国人の人権保障ないし人権論としての側面が必ずし

も明確ではない。

また、既に述べたような意味において国民主権原理の本質に立ち戻るならば、直ち

には日本国籍を持たないものを排除するということにはならず、むしろ、職業選択の

自由の限界という問題として考える必要があると考えられる。

公務員という職がある中で、メリットシステム（能力主義）によって選任されるも

の、すなわち競争試験や実績によって選考される職・地位については、基本的に個人
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の能力に着目して当該職に登用するものであると考えられると同時に、その職務内

容・権限が明確に法定されており裁量の余地のない定型的な職務であると考えられ、

したがって職業選択の自由の保障の射程内にあると考えられる。この場合、鄭香均訴

訟東京高裁判決のように、いわゆる当然の法理に抵触する限度で憲法２２条１項の保障

が及ぶに過ぎないと考える必要はない。

逆に、個人の世評や個性に基づいて選任される場合ないし政治的意図に基づいて選

任される場合、すなわち政治職たる国務大臣・最高裁判所裁判官・公選の議員や各種

の委員については、必ずしも職業選択の自由という観点で外国人にも参画が保障され

るものとは言えず、特に公選の議員や首長などに就任する権利は、伝統的意味での公

務就任権であり、参政権の保障という側面で語られるべきであろう。

もっとも、職業選択の自由も本来的には憲法１３条の幸福追求権のひとつの具体例で

あり、職業選択の自由の保障が直接的には及ばない領域にあっても、当該公務への就

任が個人の自己実現という側面を有する場合には、基本的に同条の保障が及んでいる

とする余地がある（この点から法律の根拠無くして外国人を排除することが許されな

いという結論が、憲法上の主観的な権利侵害として結論されるわけである。）。

少なくとも今日主要な問題となっているのは、定住外国人の問題とりわけ、在日コ

リアン（台湾籍者を含む）の問題であり、このような旧植民地出身者の子孫に関して

は、法律的にも出生時において生来的に日本国籍を取得し、その後は一方的に国籍を

剥奪された者又はその子孫という歴史的経緯があり（８３頁参照）、そうした観点から

は、少なくとも職業選択の自由を最大限保障することに躊躇があってはならない。

カ ふたたび国民主権原理

国民主権ないし民主主義の標語的表現として「治者と被治者の自同性」という言葉

があるが、これはつまるところ一定の地域における政治権力はその地域の住民が意思

決定し、構成し、行使することが求められているということになるであろう。そうで

あれば、法律上の国籍概念にとらわれず、その地域に定着して居住している者は基本

的にその地域における政治力を構成しこれを行使することがあるべき本来的姿である

から、その地域に定住ないし永住している者については、国籍法に基づく日本国籍の

有無にかかわらず、本来その地域の政治に関する限り完全な政治的能力を認める必要

があるということになろう＊１０。

この原理を貫けば、そもそも当該地域における政治的権利の有無を決定する基準は、

もはや国籍ではあり得なくなるということを帰結せざるを得ないが、今日国民国家概

念が現実にそれなりの命脈を保っている現状からすれば、直ちにこのような結論に達

することは事実上困難であろう。しかし、２１世紀を迎えた世界社会は、確実にそのよ

うな方向性を指向していくものと考えられる。

＊１０ 浦部・前掲「全訂憲法学教室」５９頁によれば、「少なくとも民主主義の観念と結びついた『国民主権』の原理の根

底にあるのは、一国の政治のあり方はそれに関心を持たざるを得ない全ての人の意思に基づいて決定されるべきだとす

る考え方である、ということができよう。そうだとすれば、日本国民と全く同じように、日本の政治のあり方に関心を

持たざるを得ない外国人に参政権を保障するとしても、『国民主権』の原理に当然のように反すると言うことにはなら

ないはずである。むしろ、そのような外国人にも参政権を保障してはじめて、本当の民主主義政治が成り立つというべ

きであろう。」
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第２節 行政への参画と現状

１ 行政参画における基準

まず、行政への参画といった場合に、行政部門における公的地位に就任するというだけ

でも、いわゆる公務員になること以外に、たとえば行政相談員・人権擁護委員・教育委員

会委員をはじめとする地方自治法上必置の委員会の委員、国家公安委員会委員・各種独立

行政法人の役員・公正取引委員会のような独立行政委員会の委員、各種審議会委員等々あ

りとあらゆる種類の職または地位があるが、ここでは通常のフルタイムの公務員になると

いう意味での公務就任権の問題を取り扱うこととする。なぜならば、その点が員数的な意

味でも最も重要であると同時に、理論的考察上のモデルとしても適切であるからである。

既に述べたように、公務就任権も職業選択の自由という側面を有していることから、原

則的には政治的任命にかかる職・地位以外のものについては、原則として憲法２２条１項の

保障が及ぶし、いわゆる国民主権原理を、統治の客体たる人民ないし市民が統治の主体と

なるという概念であると考えると、原則的に全ての公務員たる地位について一切の制限が

ないという結論を導くことも不可能ではないと考えられる。

もっとも、現実問題として諸国においても外国人に完全な公務就任権を認めているとは

限らない事実がある以上、憲法上一義的に完全撤廃という結論が導かれるとは言えない。

そういう前提に立つと、現時点における憲法解釈上は、一定の範囲内で外国人の公務就

任権を制限することにつき、立法裁量を認めていると考えざるを得ない。

そうであれば、本稿では最大公約数的な議論、すなわち、仮に立法により外国人の公務

就任権を制約することができるとした場合、いかなる場合に職業選択の自由の過度の制約

として違憲となりうるかという問題と、それをふまえて今日的な状況下でどの程度門戸を

開放するのが妥当であるのかという問題を議論すべきこととなる。

行政部門においては、既に述べたように職業選択の自由の行使という色彩が、立法や司

法部門よりも強調されることは自明であろう（もちろん、立法府の職員であるとか、裁判

所書記官といった職に就く場合には、ほとんど理論的な違いはないが。）。

そこで、国政と地方自治に分けて考察すると、国政については、外交権の行使や国家政

策の策定といった国家主権の最も根源的な部分に携わり、あるいは国家意思の形成に事実

上関わる職務もあるため、立法裁量としても比較的広範に認められる余地があると考えら

れるが、岡崎の基準にあるように、上司の指揮命令・監督が及ぶ職位であるかぎりは、外

国人が就任しても国民主権原理的な要請との抵触は回避できると考えられるので、それ以

上に外国人の就任を制限するのは違憲となる可能性があると考えられる。

一方、地方自治にあっては、地方自治の本旨から導かれる結論や地方自治が法律の範囲

内で認められている現実、前述の外国人に地方参政権を認めた１９９５年の金正圭訴訟最高裁

判決の存在を考慮すれば、少なくとも行政府の長たる首長を除く全ての公務員についてわ

ずかでも就任を制限することは、職業選択の自由を過度に制約し違憲の疑いが強いという

ことになると考えられる。

もっとも、首長については、投票によって選出される地位である以上、職業選択の自由

の射程から外れ、参政権の行使という側面がもっぱらとなるが、そもそもその選定の権限
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である投票権が外国人にも認められるとなれば、首長に就任する資格ついて制限する特段

の理由は見いだしにくいであろう。

２ 行政参画の現状

そこで、行政部門への参画の現状であるが、国家レベルと地方レベルに分けてみると、

まず、国家レベルにおいては、外務公務員法７条のように明文で外国人が排除されている

いくつかの例外は別として、国家公務員法上に国籍要件が明記されていないにもかかわら

ず、基本的にいわゆる当然の法理が事実上そのまま妥当しているのが現状であり、この法

理に抵触しないと解される限度において、たとえば学術的もしくは技術的業務、機械的労

務の提供、定型的な業務を職務内容とする官職については、以前から開放されていた。そ

の後、公権力の行使を担っていると目されていた国公立大学教員について１９８２年に「国立

または公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」が制定され、制限的

あるいは差別的ながら外国人が登用される途が立法措置によって開かれている＊１１。

次に、地方レベルであるが、この点について最も網羅的に調査したものとしては、岡義

昭・水野精之編「外国人が公務員になる本」（ポット出版、１９９８年）があるので、詳細に

ついてはこちらを参照されたいが、この著書の作成にあたって、１９９７年から１９９８年にかけ

てなされた調査によると、採用試験における国籍条項について、都道府県・政令市レベル

で全面開放が０団体、原則開放が都道府県レベルで２団体（４．３％）、政令市レベルで４団

体（３３．３％）、部分開放が都道府県で４５団体（９５．７％）、政令市で８団体（６６．７％）と、も

はや全面不可という団体はない。市・区レベルでは、１５５団体（２３．１％）が全面開放し、

原則開放は１３団体（１．９％）、部分開放は３５４団体（５２．７％）となっている一方、１４５団体

（２１．６％）が全面不可とするなど、上位のレベルに対し、かなりのばらつきが見られる。

その後の調査として、在日本大韓民国民団（以下「民団」という。）が、地方自治参画

を推進する「定住外国人住民に関する調査」として２００２年５月から２００３年２月までの期間

で調査した結果によると、地方公務員一般事務職について国籍条項を撤廃している自治体

は、都道府県レベルで、１２府県であり、区・市レベルでは２６７団体の撤廃が報告されてい

る。

民団の調査によると、１９９７年以降かなりのペースで国籍条項の撤廃・開放が進んでいる

ことが見て取れるが、これは同年に鄭香均訴訟東京高裁判決が出たことに原因があったと

見るべきであろう。つまり、地方自治体においても、外国人に対して国籍条項を撤廃する

意思があったものの、法律論に縛られていたところ、むしろこれを後押しする判決が出た

ことから、一気に開放へと進んだものと考えるべきであろう。

この点について、前記のように鄭香均訴訟上告審判決が大法廷に回付される事態となっ

ており、万が一にも高裁判決が見直されるとなるとこの流れに棹さす結果となりかねない

が、最高裁が外国人の地方公務員への登用について、憲法上禁止されているという結論で

も出さない限り、この流れをせき止めあるいは押し戻すことは難しいのではないだろうか。

＊１１ １９８６年には研究交流促進法が制定され、外国人の研究公務員への採用が可能となっている。
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第３節 立法（国会議員の選挙権・被選挙権）への参画

１ 学説

国会議員の選挙権・被選挙権については、外国人には認められないと考える学説が大多

数である。

すなわち、代表的学説は、「選挙権・被選挙権などの参政権は、国政レベルに関する限

り、１、２の特殊な例外を除き、いずれの国においても外国人には認められていない。…

国民主権（ないし民主化された立憲君主制）の憲法の下では、選挙ないし『自国の公務に

携わる』政治的権利の主体が、その性質上、当該国家の『国民』に限定されるのはきわめ

て当然のことと言わねばならない。それを認めることは国民主権の原理（芦部・憲法学�
２４０頁以下参照）に反すると言えよう」とする＊１２。

２ 判例

判例は、いずれも参議院について、選挙権・被選挙権ともに外国人の参政権を否定した。

�１ 選挙権

すなわち、大阪地裁判決１９９１（平成３）年３月２９日（判例タイムズ７７９号９６頁。いわ

ゆる「アラン（Higgs Alan）参議院選挙権訴訟」）は、永住資格を有するイギリス人の

原告が、永住者として日本に居住しているのに定住外国人に選挙権の行使を認めない公

職選挙法は違憲であり、参議院選挙に投票ができなかったことは、国会・内閣が同法の

改正を怠った不作為によるものであるとする国家賠償請求訴訟に対して、その請求を棄

却した。

その第１の理由は、公務員の選定罷免権は、「人たるものが当然に有するという意味

での人権（前国家的権利）ではなく、国家の存在を前提として初めて成立する国民の権

利である」こと、すなわち参政権が後国家的権利であること、第２の理由は、「公務員

の選定罷免権は、よって立つ国民主権原理に照らし、その権利の性質上日本国民のみを

その対象としていることは明らかである」という国民主権原理である。

ついで、控訴審である大阪高裁判決１９９２（平成４）年７月３１日（公刊物未登載）は、

控訴を棄却した。その際、原審の理由を補充し、第３の論拠として、「参政権（参議院

議員の選挙権）は、国の政治に参加し、国家意思の形成に参画する国民固有の権利であ

る」こと、つまり参政権が国民「固有」の権利であることに求めている。

最高裁は、１９９３（平成５）年２月２６日判決により、「国会議員の選挙権を有する者を

日本国民に限っている公職選挙法９条１項の規定が憲法１５条、１４条の規定に違反するも

のではない」との判断を示して、上告を棄却した（判例時報１４５２号３７頁）。

�２ 被選挙権

国会の被選挙権については、大阪地裁判決１９９４（平成６）年１２月９日（判例タイムズ

＊１２ 芦部信喜「憲法学� 人権総論」（有斐閣・１９９４年）１３１頁、１３２頁
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８９２号１６７頁。いわゆる「李英和参議院被選挙権訴訟」）が、在日コリアン３世の原告ら

を構成員とする「在日党」が、１９９２年に参議院議員選挙への立候補が認められなかった

ことに対する国家賠償請求訴訟を提起した事案について、請求を棄却した。

その主要な論拠は、「国民主権原理」に求められ、憲法１５条の「国民」は、「日本国籍

を有する者であることは明らかである」こと、また、自由権規約２５条の「市民」が、「政

治的に参与する権利を有している」権利主体と定めていることは、定住外国人の選挙権

まで保障する趣旨であると解することはできないというものである。

大阪高裁判決１９９６（平成８）年３月２７日（公刊物未登載）は、その控訴を棄却し、最

高裁判決１９９８（平成１０）年３月１３日（公刊物未登載）も、上告を棄却した。

３ 後国家的権利性・「固有の権利」性

以上、外国人の国政参政権についての違憲論の主たる根拠とするところは、参政権が後

国家的権利であること、参政権が「国民固有の権利」であること及び国民主権原理にある。

�１ 後国家的権利性

しかしながら、まず前国家的権利、後国家的権利の区別は、外国人に対して保障され

る権利であるかどうかを判断する基準としては不適当である。

前国家的権利として説明されることの多い自由権のうち、居住の自由や職業選択の自

由は、永住者などを除けば、外国人には制約されることが多い。

他方、後国家的権利として分類されるもののうち、裁判を受ける権利や請願権などの

受益権は、近代的な法治国家では外国人にも一般に保障される。また、後国家的性質を

有する社会保障に関する権利は、社会権規約を批准した国々では、内外人の平等が基本

原則である。今日では、社会権は、永住者をはじめとする外国人にも保障されるように

なってきており、日本においても永住者には国民年金等の社会保障上の給付がなされて

いる。

したがって、参政権が後国家的権利であることを理由に、いかなる外国人にもこれが

保障されないとするのは、説得力がない＊１３。

�２ 「固有の権利」性

次に、日本国憲法が「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利

である」と規定している文言から、国政及び地方の選挙権を国民「のみ」が「専有」す

る規定と解する見解がある＊１４。

しかし、この場合の「固有の（inalienable）」とは、「（権利など）譲渡できない、奪

うことができない」という意味であって（「リーダーズ英和辞典」研究社）、したがって、

「固有の権利（inalienable rights）」とは、「不可譲の権利。性質上、譲渡が認められな

い権利をいう。自然法思想に基づき人間としての基本的な権利で法律によっても奪いえ

ないとされるものをさす」＊１５。

＊１３ 近藤敦「参政権と政治活動の自由」（「外国人の法的地位と人権擁護」明石書店・所収）７２頁

＊１４ 百地章「憲法と永住外国人の地方参政権－反対の立場から」（都市問題９１巻４号＝２００１年４月号３２頁）

＊１５ 田中英夫編「英米法辞典」（東京大学出版会・１９９１年）４３１頁
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したがって、「固有の」とは、他人に譲り渡すことができない権利としての人権の性

質を表すものであり＊１６、国民から参政権を奪って、選挙権を譲り渡すのでなければ、永

住者等の外国人に参政権を認めても１５条に反するわけではない。

これは、永住外国人等に地方公共団体議員の選挙権を与えることは憲法上禁じれられ

ていないと判示した最高裁判決１９９５（平成７）年２月２５日判決も当然前提とするところ

である。

なお、この憲法１５条の解釈は、１９５３年に高辻正巳内閣法制局第１部長（当時）が、「日

本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という政府見解を述べ、憲法１５条にい

う「この『固有』の権利とは、国民のみが『専有』する権利であると解す」見解に対し、

「その『固有の権利』とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく、一般に

外国人に対して公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される

結論ではな」いと明言している＊１７。

４ 「国民主権」原理

�１ 支配的見解

外国人に国政参政権を付与することを違憲とする最大の論拠は、「国民主権」原理で

ある。

日本国憲法は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威という意味におけ

る主権が国民にあるとする「国民主権」の原理を基本原理としている＊１８。

憲法前文１段が「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に

由来し」とうたい、１条が「主権の存する日本国民」と定めているのは、この意味にお

ける主権の担い手が「国民」であることを示したものにほかならない。

公務員の選定・罷免権については、それが「国民主権」の原理（憲法前文、１条）か

ら帰結される権利であることから、権利の性質上、日本国民、すなわち日本国の国籍を

有する者に対してのみ保障されるものと解する考え方が支配的である＊１９。

�２ 「国民主権」原理の沿革とその趣旨

「国民主権」原理を理由とする違憲論に対して、以下のような有力な批判がある＊２０。

すなわち、「国民主権」という原理は、絶対王政の権力を支えた「君主主権」に対応

する概念として登場したものであって、そこでいう「国民」とは君主及び封建的特権階

級以外の人々を総称するものである。

したがって、これを日本国憲法についてみれば、その「国民主権」は、具体的には、

明治憲法における「天皇主権」の否定、つまり「国民」とは異質な「国民」の上に立つ

権威である「天皇」による支配を排除する、という意味をもつものである。

＊１６ 宮沢俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」（有斐閣・１９７８年）・２１９頁

＊１７ １９５３（昭和２８）年３月２５日 法制局１発第２９号

＊１８ 芦部信喜「憲法学�総論」（有斐閣）、伊藤正巳「憲法（第３版）」（弘文堂）
＊１９ 宮沢俊義「憲法�（新版）」２４１頁、佐藤功「日本国憲法概説（全訂第５版）」１６７頁、伊藤・前掲「憲法（第３版）」
１９７頁、芦部信喜「憲法－新版－」９０頁など

＊２０ 浦部法穂「日本国憲法と外国人の参政権」（「共生社会への地方参政権」日本評論社所収）９８頁以下
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したがって、ここにいう「国民」は、必ずしも「外国人」に対する国籍保持者という

意味での「国民」ではない。

もともと「国籍」という観念は、近代市民革命以後、「国民主権」原理のもとで参政

権を行使しうる者の範囲を確定する前提として、確立されたものである。

単純に図式化して言えば、「国民主権」原理の前に「国籍」が確定されていたのでは

なく、主権者たりうる者に「国籍」が付与された、という関係である。したがって、「国

籍」が「国民主権」の内容を規定したのではなく、むしろ、「国民主権」が「国籍」の

内容を規定したとみるべきである。

こうした見方が正当であるとすれば、「国民主権」原理を「国籍をもつ者」による権

力の正当化原理と捉えるのは、必ずしも正確な捉えかたではない＊２１。

�３ 「国民主権」原理にいう「国民」

ア 民主主義原理からする参政権の主体

かかる見解によれば、「国民主権」原理の「国民」がどの範囲をさすかは、どの範

囲の者が主権者であるべきかによるのであって、当然に「国籍保持者」に限定される

というものではない。

そもそも国民主権原理は、民主主義すなわち治者と被治者の同一性を重要な内容と

し、「国民主権」原理の根底にあるのは、一国の政治のあり方はその政治的意思決定

に従わざるを得ないすべての人の意思に基づいて決定されるべきという考え方である。

したがって、「国民主権」の内容である民主主義の原理にしたがえば、「日本におけ

る政治的決定に従わざるをえない生活実態にある外国人」すなわち「日本に生活の本

拠を有する外国人」である「定住外国人」に対しては、地方・国政を問わず、選挙権

及び被選挙権を保障すべきであるという見解が導かれうる＊２２。

＊２１ 前掲・浦部「日本国憲法と外国人の参政権」９８頁。浦部教授は、以下のように主張する。「もちろん、『国民主権』

原理の『国民』が、国籍とまったく無関係のものであったわけではない。…しかし、もともと、『国籍』という観念は、

近代市民革命以後、まさしく『国民主権』にもとづく統治機構のもとで、重要な意味を持つにいたったものであり、そ

れ以前から確固たるものとして確立されていたわけではない、ということである。近代市民革命より前の封建社会では、

どの領主の支配に服する者かということ（日本でいえば、たとえば、薩摩藩の人間なのか会津藩の人間なのかというこ

と）が、人の帰属を示すものとしては、重要な意味をもっていたのであり、『国籍』というものは、ほとんど重要な意

味をもたなかったのである。これに対して、近代市民革命以後、『国民主権』原理のもとで、まさに、参政権を行使し

うるものの範囲を確定する前提として、『国籍』の明確化が必要とされたわけである。単純に図式化して言えば、『国民

主権』原理の前に『国籍』が確定されていたのではなく、主権者たりうる者に『国籍』が付与された、という関係であ

る。

こうした『国籍』観念のそもそもの沿革からいえば、確かに、『国民主権』原理と『国籍』の観念は、不可分の関係

にあるが、しかし、『国籍』が『国民主権』の内容を規定したのではなく、むしろ、『国民主権』が『国籍』の内容を規

定したとみるべきではないかと思われる。こうした見方が正当であるとすれば、『国民主権』原理を『国籍をもつ者』

による権力の正当化原理ととらえるのは、必ずしも正確なとらえ方ではない、ということになる。主権者たるべき者に

は『国籍』が与えられるという前提のもとにのみ、『国民主権』原理は、『国籍をももつ者』による権力の正当化原理と

なりうるものである。逆にいえば、もしなんらかの事情によって、その前提がない場合には、『国籍をもつ者』だけで

はその権力を正当化し得ない、ということになるはずである。『国民主権』原理の『国民』が具体的にどの範囲の者を

指すかは、どの範囲の者が主権者であるべきかによるのであって、当然に『国籍保持者』に限られるというものではな

いのである。」

＊２２ 以上につき、浦部法穂「『外国人の参政権』再論」（憲法理論研究会編「人権理論の新展開」敬文堂・１９９４年・所収）

４７頁、同「憲法と『国際人権』－『外国人の参政権』を中心に－」（「国際人権」１号－１９９０年１１月－所収）２６～２７頁
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イ 旧植民地出身者の参政権

とくに、在日コリアンその他の特別永住資格をもつ旧植民地出身者は、日本の植民

地支配により日本国民（帝国臣民）として扱われ、１９５２年のサンフランシスコ講和条

約発効時にその意思によらずに日本政府の内部通達によって日本国籍を喪失した取扱

いがなされた。その結果、日本国家は、彼らに対しその意思に基づかずに日本の政治

的意思決定過程に参加する地位を奪い、現在に至るまでこれを与えていない。

日本はポツダム宣言の受諾により、植民地を放棄することとなったが、ポツダム宣

言１２項は「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ」責任ある政府が樹立されること

を占領終了の条件としている。旧植民地出身者は当時「日本国民」であり、ここにい

う「日本国国民」から彼らが除かれるべき理由はない。

このような旧植民地出身者の日本国籍喪失の経緯と彼らが永住権を持ち、しかも、

国籍国での選挙への参加が期待できないことを併せて考えれば、在日の旧植民地出身

者の選挙権・被選挙権の剥奪は違憲と考えるべきである＊２３＊２４。

なお、日本国民たる要件は国会が法律によって自由に定めることはできないことを

前提に、在日コリアンその他の旧植民地出身者については、日本「国民」もしくは日

本国民と同等の権利をもって扱われるべきであるとする見解がある＊２５。

＊２３ 江橋崇「外国人の参政権」（「芦部信喜先生古希記念祝賀・現代立憲主義の展開」上巻・有斐閣・１９９３所収）１９９頁

＊２４ ２００１年４月、自民・公明・保守の与党三党「国籍等に関するプロジェクトチーム」が発表した「特別永住者等の国

籍取得の特例に関する法律案（仮称）要綱案」（以下、「国籍取得法案」）は、旧植民地出身者に対して、従来の帰化に

よるのではなく、届出のみによって日本国籍の取得を認めるものであり、実質的な政治社会の構成員（ここでは旧植民

地出身者）を、形式的な国民に羈束的に組み入れるものである。ただ、旧植民地出身者に対する日本国籍の付与は、日

本による植民地支配の清算を実現する措置を伴わねばならないことは多言を要しない。（詳しくは、高英毅「日本国籍

届出法案と在日コリアンの選択」＜「世界」岩波書店－２００１年１２月号所収＞１６９頁以下、１７６頁）。

＊２５ 松井茂記「日本国憲法（第２版）」（有斐閣）１３８頁、１３９頁、３１３頁は、次のとおり述べる。

憲法は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」（１０条）と規定する。従来は、誰を国民と定めるかを国会の裁量

（立法裁量）とする立場が支配的であった。しかし、国民とは日本という政治共同体の不可欠の構成員であって、それ

が法律によって自由に定められると考えることはできない。

第１に、主権原理との関連でいえば、国民は、憲法制定という行為によって日本国という政治共同体を組織し、政府

を樹立し、その組織を定め、その権限を授権し、その権限行使のプロセスを定めた。その権力が由来する国民を、当然

前提としているはずである。その権力が由来する国民を、憲法によって与えられた権限で自由に定義できるというのは

矛盾する。

第２に、憲法は、憲法改正に「国民」投票を要求し、国民に憲法改正権を付与している。また憲法は、「公務員を選

定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」（１５条１項）と規定しており、国会が国民と認めたものだ

けが選挙権を有すると考えることはできない。

日本国憲法は、日本という政治共同体の不可欠の構成員である「市民」を当然「国民」と想定している。国会は、こ

れらのすべての市民に日本国籍を与える憲法上の義務がある。それゆえ、国籍を定める国家の権限は憲法によって大き

く制約されているというべきである。それゆえ、これらの市民の国籍を否定したり国籍を剥奪することは、やむにやま

れない政府利益を達成するために必要不可欠な場合でなければ許されないものと考えるべきである。

在日韓国・朝鮮人は、１９１０年に日本が韓国を併合した際に、韓国籍を強制的に剥奪され、日本国籍を強制された。と

ころが敗戦に伴い日本は韓国での支配権を失ったため、戦後は在日韓国・朝鮮人は「外国人」として扱われてきた。

確かに、日本が韓国での支配権を失ったため、これらの人々に日本国籍を強制する根拠は失われた。しかしそのこと

は、これらの人々から自動的に日本国籍を剥奪してもかまわないということを意味しない。在日韓国・朝鮮人について

は、その特殊な歴史的背景のゆえに、日本国籍を保持するか、もしくは韓国・朝鮮人としての国籍を回復するかの選択

権を認めるべきであったと思われる。そしてそのような選択権が与えられなかった以上、日本国籍を有しなくても、日

本国籍を有する人と同等の権利をもって扱われることを認めるべきであるとする。
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５ 「永住市民」論・二重国籍論

�１ 「永住市民」（「denizen」）

このように従来の判例や支配的学説の根拠を精査してみると、「永住市民」（「deni-

zen」）という新たな法的地位を創設し、定住外国人、とくにそのうち永住資格を有す

る外国人について、国政レベルも含めた参政権を認めるべきであるという議論も相応の

説得力をもちうるものであり、これは、グローバル化が進行する日本社会においては、

多文化共生社会実現の見地からも要請されるものである。

事実、国民主権原理を民主主義の観点から理解し、「永住者」たる成年の外国人を「永

住市民」として認め、国政・地方を問わずその参政権を承認することが要請されるとい

う解釈も主張されている＊２６。

�２ 二重国籍論

しかしながら、「永住市民」という地位を認めて、その参政権をはじめとする権利保

障に積極的なEU諸国でさえ、一般的に外国人に永住市民として国政参政権を認める例

は、ほとんどない＊２７。

また学説も、かかる地位の創設については、憲法改正を要するとの見解が支配的であ

る。

そこで、外国人について、国政レベルの参政権を射程におく場合、居住国等の国籍と

従来の国籍との二重国籍を容認することによって解決する方法が、有力に提示されてい

る＊２８。

欧州評議会は、永住市民権の構想を地方参政権に限定しながら、立法政策上、重国籍

を容認するヨーロッパ国籍条約を発効させ、国政レベルへの政治参加の選択肢も用意す

るよう各国に働きかけている＊２９。

ヨーロッパでは、国籍唯一の原則は、大きく修正され、重国籍がいっそう認められる

傾向にある。各人は国籍を「１個のみを有すべきである」という重国籍回避原則の考え

は、時代遅れになっており、重国籍はますます、二重のアイデンティティをもつ人々の

統合を容易にするための不可欠の手段となっている＊３０。

�３ 小括

＊２６ 辻村みよ子「選挙と『市民の意思形成』」（「公法研究」５９号・１９９７年・所収）１４７頁

＊２７ アイルランドが、一定期間居住するイギリス国民に議会選挙権のみを認め、イギリスが、英連邦市民及びアイルラ

ンド国民に、議会選挙権と被選挙権を認める例があるに過ぎない。詳細は、近藤敦「新版外国人参政権と国籍」１８１頁

＊２８ 二重国籍容認の背景には、次のような外国人側の事情もある（柏崎千佳子「国籍のあり方」＜「外国人の法的地位

と人権擁護」明石書店・所収＞１９８、１９９頁）。たとえば、出生による国籍取得が血統主義による場合、両親が外国人で

ある二世、三世は、居住国の国籍を自動的には取得しない。そのうえ帰化制度の条件が厳しいと、当該外国人の国籍取

得は進まない。国籍がアイデンティティと結びついていることから、居住国の国籍取得は、心理的な抵抗をともないや

すい。とくに、帰化に際して出身国の国籍を放棄することが条件になっていると、出身国との重要な絆を失うことにな

るため、抵抗感が大きくなる。

そこで、外国籍住民による国籍取得を促進する方策の一環として重国籍を容認することなどが検討されるようになっ

た。
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日本国籍を取得することなく、日本の国政参政権を行使しうる途を拡く「永住市民」

論は、当該外国人が、政治参加の意思を有しながら、日本国籍に感情的な忌避感を持つ

場合であっても、日本の国政レベルでの政治参加を可能にするという側面をもっている。

これが実現すれば、外国人と「国民」を区別する「国民国家」体制を相対化させる決定

的契機となりうる。

しかしながら、「民族と国籍は異なる」というテーゼに象徴的に示されているように、

いわゆる「国民国家」が民族や宗教などの社会的勢力を国家権力から遮断し、特定の民

族や勢力に国家権力を制度的に独占させない役割をもっていることも、また事実であ

る＊３１。

そもそも国民国家システムは、変容しながらも、国際社会の基本的な枠組みとして存

続していくという理解が一般的である。そのなかで、国籍も、個人と国家とを結びつけ

る紐帯として、また、包括的市民権が付着した地位として、引き続き重要な意味をもつ

ことは否定できない＊３２。

だとすれば、外国人が国政レベルでの政治参加を実現するルートとしては、民主主義

の理念から、国家の構成員としての国籍を付与する基準を合理的に定め、これに従って、

国籍を付与し、他方でアイデンティティと結びついた既存の国籍の保有をも容認する二

重国籍論が、現実的な選択肢となるのではないだろうか。

＊２９ 近藤敦「外国人の人権と市民権」１３２頁以下。１９３０年の「国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約」の

前文では、「各個人が一個の国籍を有すべきであり且つ一個のみを有すべきである」として、その理想は、「無国籍の場

合及び二重国籍の場合をともに消滅させることにある」と定めている。

ついで、１９６３年の欧州評議会の「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の軍事的義務に関する条約」（以下、「１９６３年

条約」）の１条１項では、「帰化、選択権、または再帰化による明示の意思表示により、他の締約国の国籍を取得した締

約国の成人は、従来の国籍を喪失するか、従来の国籍の維持を放棄する」旨を定めるなど、従来、二重国籍をできるだ

け少なくしようとする考え方が一般的であった。

しかし、１９９３年に、欧州評議会は１９６３年条約の「第２選択議定書」１条において、移民先の「国で生まれ、居住して

いるか、１８歳以前に一定期間常居所を有している者」、国際結婚の「配偶者」および両親の国籍が異なる「未成年者」

の場合には、従来の国籍を放棄する必要をなくした。すなわち、移民の二世と国際結婚の場合の二重国籍を認めた。

そのうえ、１９９７年に、欧州評議会は、１９６３年条約を根本的に見直し、重国籍を認めるかどうかは各国の自由な判断に

任せるとの「中立的」な立場から、新たに「ヨーロッパ国際条約」を定めた。同条約１５条は、「別の国の国籍を取得又

は保持する国民が、その国籍を維持するか、喪失するか」について、「国内法で定める締約国の権利を、この条約の規

定は制限するものではない」と明示している。

＊３０ 以上につき、近藤・前掲「外国人の人権と市民権」１３２頁。１９９０年代になって、これまで、重国籍を回避してきた

イタリアやスイスが原則として重国籍を認める法改正をし、オランダの実務は、重国籍を大幅に認めるようになってい

る。スペインは、南米諸国などとの条約においては、二重国籍を広く認めている。北欧諸国は、そこで養育された外国

人が２１歳から２３歳までに選択権で国籍を取得する場合には、従来の国籍放棄は要件とされておらず、二重国籍を例外的

に認めてきた。このうちスウェーデンでは、２００１年７月をめどに二重国籍の問題のない国籍法に改正する法案を準備し

ており、ほぼ同じ国籍法を有してきた他の北欧諸国にも同様の改正を呼びかけている。

＊３１ 樋口陽一「個人と国家」（講談社）６３頁は、以下のように指摘する。「スイスのある学者は、『国家を民族の人質に

してはならない』という言い方で、問題を鋭く指摘しています。その傾向に対してどういう歯どめをかけるか。言うま

でもないことですけれども、今世界中で悲劇のもとになっている宗教の争い、あるいは民族紛争というのは、国家が強

すぎるからではなくて国家が弱いからです。場合によっては、国家がそういう宗教とか民族にハイジャックされ、その

意のままに動かされている。それに対して、本来ホッブズ以来の社会契約の論理が私たちに説明してくれたような国家

を、復権させる。最近の論壇では国家は非常に評判が悪く、国家の相対化は非常に評判がいいのですけれども、今言っ

たような側面を踏まえた議論でないとおかしなことになります。」

＊３２ 柏崎千佳子「国籍のあり方－文化的多様性の承認に向けて」（「外国人の法的地位と人権擁護」明石書店・所収）２１４

頁

第３節 立法（国会議員の選挙権・被選挙権）への参画

－ 110 －



第４節 地方自治への参画（選挙権・被選挙権）

地方自治体（市町村及び都道府県）における長と議会議員の選挙権・被選挙権（まとめ

て、「地方参政権」）については、分けて検討することを要する。

１ 選挙権－最高裁１９９５（平成７）年２月２８日判決

�１ 立法裁量論

最高裁は、在日コリアンである原告らが、日本で生まれ、日本の社会に生活の本拠を

おく永住外国人であるにもかかわらず、地方選挙権を行使できないことを違憲であると

して提起した訴訟（「金正圭地方選挙権訴訟」）において、永住外国人について、「法律

をもって地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものはな」

く、「右のような措置を講ずるか否かは、もっぱら国の立法政策にかかわる事柄であ」

るとの判断を示した（最高裁判決１９９５（平成７）年２月２８日民集４９巻２号６３９頁）。

�２ 憲法１５条「国民」、同９３条２項「住民」の意義

まず、上記最高裁判決は、国民主権原理及び地方自治体も国の統治機構の一部である

ことなどを理由に、外国人には地方公共団体の選挙権を憲法上保障されないと判示した。

すなわち、同最高裁判決は、「主権が『日本国民』に属するものとする憲法前文およ

び１条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち

我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定

罷免する権利を保障した憲法１５条１項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象

とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解する

のが相当である」とし、その上で、「国民主権の原理およびこれに基づく憲法１５条１項

の規定の趣旨に鑑み地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものである

ことをも併せ考えると、憲法９３条２項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住

所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であ」る、とそれぞれ判示した。

�３ 地方自治の重要性と立法裁量

このように上記最高裁判決は、憲法９３条２項は我が国に在留する外国人に対して地方

公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないとしたが、その上で、「憲法

第８章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住

民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務はその地方の住民の意思に基づきその区

域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣

旨に出たものと解されるから」、「わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であって

その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるもの

について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理

に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙

権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相

当である」として、永住外国人等に法律で地方選挙権を付与することは、憲法上禁止さ

れておらず、立法政策の問題であると判示した。
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�４ 最高裁判決の評価と立法の動向

上記最高裁判決が、外国人に地方参政権が保障されないことの根拠として判示する国

民主権原理については、前記のとおり、それが治者と被治者の同一性を意味する民主主

義の原理をその重要な内容とするものと解すれば、定住外国人など日本の政治的意思決

定に従わざるを得ない人々について、参政権を付与することが立法上許容されるだけで

なく、参政権が保障されるべきであるとする批判が可能である。

このように、上記最高裁判決の立論には、民主主義の観点から少なからず問題がある

とはいえ、日本社会に与えた影響は無視できない。事実、上記最高裁判決を契機に、２０００

年７月与党の公明・保守両党によって、「永住外国人の地方選挙権付与法案」が提出さ

れ、自民党以外の野党（但し、被選挙権も含む）も同様の法案を提出した。

その後、２００３年１０月の衆議院解散により、同法案はいったん廃案となっていたが、公

明党が２００４年２月、同様の法案を提出している（但し、外国人登録原票の国籍の記載が

国名によらない永住外国人を除いている。本節３�３参照）。

２ 被選挙権

前記最高裁判決は、地方自治体の選挙権について、これを永住外国人等に付与すること

は違憲でないと判示したものであるが、被選挙権について判示するところではない。

�１ 学説

これに対しては、被選挙権は、地方公共団体の長および議員のように国家意思の形成

に参与する公務に携わることを認めることになるので、選挙権と同じに考えることはで

きないとする見解がある＊３３。

しかしながら、被選挙権が「選挙権の自由な行使と表裏の関係」にあることは最高裁

判所の認めるところである（最高裁大法廷判決１９６８（昭和４３）年１２月４日刑集２２巻１３号

１４２５頁）。

そもそも民主主義は、繰り返すまでもなく、治者と被治者の同一性を意味するもので

あるから、選挙権者は被選挙権者でもなければならない。

また、条例は法律の範囲内で制定され、議員や長はその範囲内で行動しうるにすぎな

いことから、被選挙権を選挙権と別異に解する必要はない。

地方公共団体の長は、機関委任事務の処理について、国の機関としての地位にたつこ

とから、外国人には認められないとする議論がある。

しかし、国は職務執行命令により、地方公共団体の長の事務処理を監督でき、また条

例は法律の範囲内で制定されるに過ぎない。さらに、国の機関委任事務が撤廃され、国

の機関としての地位に立つことも例外的な場合に過ぎない＊３４。

今日では、外国人の地方参政権を立法により付与することを合憲とする見解が、多数

説であるといってよい＊３５。

＊３３ 芦部・前掲「憲法学�」１３３頁
＊３４ 以上につき、近藤・前掲「参政権と政治活動の自由」１８２頁

＊３５ 辻村みよ子「憲法・第２版」（日本評論社）１６６頁、近藤・前掲「参政権と政治活動の自由」１８０頁
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�２ 判例

前記のとおり、地方自治体の被選挙権については、前記最高裁判決は判示するところ

ではない。

しかし、下級審判決には、被選挙権を含めた地方参政権を立法で付与することは、憲

法上禁じられたものではないとするものが、少なからず存在する。

在日コリアン１１８名が集団提訴した「洪仁成地方選挙権・被選挙権訴訟」について、

大阪地裁判決１９９７（平成９）年５月２８日（判例タイムズ９１８号１６９頁）は、「地方参政権、

すなわち地方公共団体の長及び議会の議員の選挙権及び被選挙権」は、在留外国人には

保障されていないとしたが、「旧植民地出身者及びその子孫についての在留原因の特殊

性と歴史的経緯」を考慮して「特別永住者等に地方参政権を付与する立法措置を講ずる

か否かについても、結局のところ立法機関の広範な裁量に委ねられた高度の政策的判断

に属する事柄である」と判示し、請求を棄却した。

また、福井市在住の在日コリアンを原告らとする「李鎮哲地方選挙件訴訟」の控訴審

において、名古屋高裁金沢支部判決１９９６（平成８）年６月２６日（判例時報１５８２号３０頁）

は、「地方参政権」を被選挙権を含むものとして用いて、「我が国に在留する外国人に対

して、地方参政権を保障したものということはできない」とはいえ、「永住者等」に「法

律をもって、地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない」との判

断を示している。

�３ 地方参政権開放の影響

日本国家が、日本に定住する外国人に対して、定住の実体があることだけを理由に、

羈束的に日本国籍を与える政策をとるまでには、未だ時間を要することは否定できない。

また、かかる国籍政策をとった場合であっても、日本国籍自体を取得しない選択を行

う定住外国人が存在しうる。

しかし、彼らが自らの意思で日本国籍を取得しないからといって、日本の公権力に意

思を反映する手段を全く与える必要がないとはいえない。なぜなら、彼らは日本に定住

し、日本の公権力の支配を長期もしくは半永久的に受けるのであり、彼らの意思を日本

の政治過程に可及的に反映させることが民主主義の制度趣旨に合致するからである。

この意味で、地方参政権を外国人に開放する必要性はきわめて高い。

また、外国人住民に地方参政権を認めることは、日本社会に少なからぬ衝撃を与える

ものである。

選挙権、被選挙権を全面的に認めることは、知事、市長が外国人であってもよいとい

うことであるから、その下にいる地方公務員に関して、日本国籍の保有を条件付けるこ

とは無意味になる。これは、必然的に地方公務員採用における国籍条項差別の撤廃をも

たらすものである。

今日の外国人差別の象徴が、参政権の否定と公務就任権の否定であるから、地方参政

権の付与は、外国人差別の基本構造を破壊し、真の意味での共生に道を開く契機を与え

るという大きな意味を持っている＊３６。

３ 参政権の認められるべき外国人の範囲
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�１ 「特別永住者」

「特別永住者」すなわち、在日コリアン等旧植民地出身者とその子孫は、前記のとお

り彼らが日本による植民地支配の結果、日本に居住を余儀なくされた者とその子孫であ

り、戦後日本国籍を一方的に剥奪され、すでに５世、６世が存在する。

かかる経緯と実態からすれば、彼らは既に日本の政治社会の構成員であり、日本国民

に準じて、地方参政権は当然のことながら、すべての参政権が憲法上保障されるべきで

ある。

ただし、「特別永住者」であって国籍国の在外公民である立場を重視して日本の参政

権行使を望まない場合は、参政権登録をしない自由があるのは当然である＊３７。ただ、日

本では棄権の自由があり、これは本質的な問題ではない。

�２ 「その他の外国人」

特別永住者以外の外国人についても、その居住実態に応じて少なくとも地方参政権が

認められるべきである。１９９４年１１月に、新党さきがけ島根県支部により、合法的に「引

き続き５年以上本邦に居住する者」に地方議会と地方の長の選挙権及び被選挙権を認め

る法案が提案されている。

また、国籍法５条１項１号に定める通常の帰化の要件である「引き続き５年以上日本

に住所を有すること」を一応の基準として、国民と同程度の日本社会との結びつきを有

する外国人の地方参政権を認める見解もある＊３８。

欧州評議会は、EU市民以外の外国人住民にも少なくとも５年の滞在を目安に永住権

を認める構想を示し、少なくとも５年の滞在を目安に地方参政権を認める条約を発効さ

せている＊３９。

これに対して、地方参政権の対象を永住外国人一般とする考え方については、日本の

入管実務においては、現在１０年以上の居住を目安として一般の永住許可を認めているこ

とから、多くの定住外国人の地方政治への参加が認められない問題がある。

永住許可の取得要件が帰化の原則的な取得要件の５年よりも長いことは不合理であっ

て、かかる運用が改められない限り、現時点で永住許可を受けた者に参政権を限定する

ことは妥当でない＊４０。

＊３６ 後藤光男「共生社会の参政権」１６８頁。なお、江橋崇「定住外国人の地方参政権と民主主義」、徐龍達編「共生社会

への地方参政権」日本評論社・１９９５年８０～８１頁参照

＊３７ 後藤光男「共生社会の参政権」１６４頁

＊３８ 大沼保昭「（新版）単一民族社会の神話を超えて」（東信堂・１９９３年）２０５頁

＊３９ 近藤・前掲「参政権と政治活動の自由」１８４頁。なお、同１８５頁では、帰化要件に必要な原則５年の滞在要件以下に

永住資格要件を緩和する条件のもとで、「永住市民」を対象に、参政権を認める案が最も適当なように思われ、この場

合の「永住市民」とは、定住外国人に近いとする。

＊４０ 近藤・前掲「参政権と政治活動の自由」１８４頁
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第５節 司法への参画と現状

１ はじめに

司法に関わるいわゆる法曹三者には裁判官、検察官、弁護士があり、さらにその法曹三

者の主たる研修期間ともいえる司法修習生がある。また、裁判手続を支える司法関係者に

は、調停委員をはじめとして多数の職種があり、近い将来には裁判員が裁判官と共に刑事

裁判において重要な役割を担うことになる。このような司法の分野において、外国人は現

在どの程度の参画が認められているのであろうか。

ここに、司法に関わる職種の一部について、国籍に関する規定を簡単にまとめた。

国籍に関する規定（外国人排除の有無）職種等

無（当然の法理によって排除）＊41裁判官

無（当然の法理によって排除）検察官

無（外国人も資格を有する）弁護士

採用選考要項（当然の法理によって排除）司法修習生

無（当然の法理によって排除）＊41調停委員

無（当然の法理によって排除）裁判所事務官＊41

無（第２種・第３種国家公務員として扱われるので、人事院規則８－18
第８条１項３号「日本の国籍を有しない者」として採用試験を受けるこ
とができない）

検察庁事務官

裁判員法13条（「衆議院議員の選挙権を有する者」に限ることで排除）裁判員

検察審査会法４条（「衆議院議員の選挙権を有する者」に限ることで排除）検察審査員

最高裁判所裁判官国民審査法４条（「衆議院議員の選挙権を有する者」に
限ることで排除）

最高裁判所裁判官
国民審査権

なお、法務大臣が委嘱する民間のボランティアである人権擁護委員は、「当該市町村の

議会の議員の選挙権を有する住民」が前提とされており（人権擁護委員法６条３項）、厚

生労働大臣が委嘱する民間のボランティアである民生委員は、「当該市町村の議会（特別

区の議会を含む。）の議員の選挙権を有する者」が前提とされている（民生委員法６条１

項）。

上記法曹三者のうち、裁判官及び検察官は、法律上は「司法修習生の修習を終えた者」

の中から任命されるとのみ規定されており（裁判所法４３条、検察庁法１８条１項１号）、任

命の欠格事由を定めた裁判所法４６条及び検察庁法２０条には国籍に関わるものはない。むし

ろ、裁判所法４６条及び検察庁法２０条の柱書きにおいて「他の法律の定めるところにより一

般の官吏に任命されることができない者の外」とあえて規定があるにもかかわらず、当委

員会の調査したところでは、「法律の定めるところ」でない当然の法理によって外国人は

排除されているのである。これ以外の職業については、最高裁判所裁判官国民審査権は別

として、とくに裁判所に関わる職業については規則もなく当然の法理が拡大適用されてい

る点が司法における特徴である。

＊４１ 裁判官及び調停委員については、最高裁判所事務担当者の見解による。また、裁判所書記官は、裁判所事務官を経

てなるものなので、裁判所事務官と同じ制限があるといってよい。
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以上のように、司法の分野において外国人が当然にその職に就けるものは弁護士のみで

あり、それすら研修段階の司法修習生から原則として排除されているという状況である。

少数者の人権保障の砦とされている裁判所において、また、これに関わる職業において明

確な規定がないまま外国人が排除されていることに相当な根拠があるのか、ここでは、と

くに、司法修習生、調停委員及び裁判員の国籍要件について報告する。

なお、第１節で述べた当然の法理に代わる職業選択の自由から考える基準（その地域に

定着して居住しているものは基本的にその地域における政治力を構成し、これを行使する

ことがあるべき本来的姿であるから、国籍の如何を問わず、その地域に定住しているもの

については、その地域の政治に関する限り完全な政治的能力を認める。９０～９１頁参照）を

裁判官にあてはめるならば、少なくとも下級審の裁判官については外国人にも門戸が開か

れる可能性が出てくるが、ここでは、当然の法理が仮に認められるという前提で、それで

もそれを適用することに問題はないのか、という観点から検討する。あわせて、ここで、

当然の法理を支える有力な根拠となっていた国家に対する忠誠義務については、裁判官に

は良心に従うという裁判官の独立が憲法７６条３項において保障されている関係上、裁判官

は国家に対する忠誠義務はもともと負っていないと言わなければならず、当然の法理を適

用する根拠が特に揺らいでいることも指摘しておく。

２ 司法修習生

�１ 国籍要件に関する現行の規定

ア 裁判所法の規定

司法修習生の任用に関する唯一の規定である裁判所法６６条１項は、「司法修習生は、

司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」とあるのみである。

イ 司法修習生採用選考要項

裁判所法６６条の規定に基づいて最高裁判所が毎年公示する司法修習生採用選考要項

によると、採用選考を受けることができない者（欠格事由）として、次の者が挙げら

れている（１９７８（昭和５３）年度から２００４（平成１６）年度まで変更はない。）。

「日本の国籍を有しない者（最高裁判所が相当と認めた者を除く。）」（以下、これ

を本項の中で（修習生の）「国籍要件」という。【→資料�－２】
当委員会の調査したところによると、これまで司法修習生採用選考申込みをした外

国人修習生は一般永住者と特別永住者のみなので、最高裁判所が相当と認め、国籍要

件を理由に選考を拒否された人はいないということであった【→資料�－３】。
ウ 要項制定の経緯

現行の司法修習制度は１９４７（昭和２２）年にスタートしたが、１９５６（昭和３１）年度司

法修習生採用選考公告（現在の「要項」に相当する。）までは司法修習生の国籍に関

する規定は特に設けられていなかった。

しかし、１９５７（昭和３２）年度司法修習生採用選考公告において突如として選考の欠

格事由に「日本国籍を有しない者」が新設された。もっとも、その後司法試験に合格

した外国人（主に韓国・朝鮮国籍の者であったと思われる。）は、合格した秋に帰化

申請し、翌年春の司法修習開始時期までの約半年間に日本国籍を取得して司法修習を

受けていた。
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そのような中、１９７１（昭和４６）年１０月、台湾国籍の楊錫明氏（現吉井正明弁護士）

が司法試験に合格し、１９７２（昭和４７）年度司法修習生採用申込みを行った。しかし、

１２月、台湾国籍法によると４５歳まで国籍離脱の許可が得られないことが判明した。そ

の後、楊氏は最高裁判所事務総局人事局任用課に幾度も出頭し、請願も行ったが、１９７２

（昭和４７）年３月、不採用との言い渡しを受け、本年度の司法修習生になることがで

きなかった。もっとも、思いもよらぬことであったが、同年秋、日中国交回復により

台湾が帰化を認めることとなり、楊氏は翌１９７３（昭和４８）年春に司法修習生として採

用された。

この楊氏の採用の経過を取り上げた新聞記事により司法修習生の選考に国籍による

壁があることを知った金敬得氏は、１９７６（昭和５１）年１０月司法試験合格後、司法修習

生採用選考の申込みを行うと共に、自ら大韓民国国籍のまま司法修習生に採用された

いと請願を行った。そして、日弁連、自由人権協会等の支援を受け、報道による社会

的関心も高まり、翌１９７７（昭和５２）年３月、金氏の採用が決定された。

もっとも、最高裁判所裁判官会議は「金敬得氏については日本国籍がないことを理

由として司法修習生不採用とはしない。直ちに採用手続に移る」との決定を下しただ

けであり、国籍に基づく欠格事由を全面撤回したわけではなかった。このような経過

を経て、同年１０月に告示された１９７８（昭和５３）年度司法修習生採用選考要項には国籍

に基づく欠格事由に「（最高裁判所が相当と認めた者を除く。）」が付加され、国籍要

件として存続することになったのである。

楊氏の問題提起を契機として金氏が外国籍のまま司法修習生になる途を開いたこと

の功績は大きく、現在まで外国籍であることを理由に司法修習生不採用となったケー

スは見当たらない。しかし、そうであるからこそ、原則外国人排除を意味する国籍要

件の存在意義が問われ、判断基準の不明確な最高裁判所の判断に委ねることの妥当性

は問われなければならない。

�２ 国籍要件の実質的根拠

当委員会の調査したところによると、国籍要件の実質的な根拠は将来の法曹を国の費

用で丸抱えする、ということにある。すなわち、司法修習生は、任免、服務、給与（国

庫からの支給）が国家公務員と同一である。服務の具体的内容としては、守秘義務や修

習専念義務であり、国家権力の行使の場や国家意思形成の場（例えば、合議に参加する

こと）に立ち会い、秘密に接するという点でいわゆる当然の法理の適用を受けるといえ

る。これに対し、最高裁判所が相当と認める基準については、将来も日本国内において

活躍する法曹となることが期待されるかどうかが重要な要素を占めているようである。

�３ 国籍要件の根拠に対する批判

ア 司法修習生から外国人が排除されることを弁護士法は想定していない

そもそも、現行の弁護士法は外国人にも門戸を開いているところ、国会答弁でも、

外国人弁護士制度を廃止する弁護士法改正の趣旨に関し「（現行法は）外国人であっ

ても日本の試験に合格すれば、弁護士になり得るとしました」と説明がなされており

【→資料�－４】、司法試験合格と弁護士とをつなぐ司法修習生から外国人が排除さ
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れることは想定されていなかったといえる。

イ 司法修習生と公務員の関係

当然の法理の適用を認めるということは、司法修習生が国家公務員に少なくとも「準

じる」地位にあることを根拠としているが、そもそも、司法修習生は原則として公務

員になれないということは司法修習生に関する規則２条に明記されている。

また、最高裁判所自身、修習生が公務員でない理由について、弁護士の在野精神と

いう観点からいったん公務員にならなければならないという制度は望ましくないと述

べたうえで、「根本は法曹の養成というようなものを公務員としてからでないと養成

できないというような形をとることはやはり大きな司法というものの理想からいって

いかがであろうかということが主たる理由」であると明言している【→資料�－５】。
この趣旨からすれば、司法修習生はそもそも公務員とは原則的に区別されなければな

らない存在であり、公務員に準じる扱いがなされる場合には、相当な根拠を必要とす

るというべきである。

ウ 給与の国庫支給の趣旨

そこで、司法修習生と公務員との接点を調べると、「司法修習生は、その修習期間

中、国庫から一定額の給与を受ける。」（裁判所法６７条２項本文）との規定にある「国

庫」からの給与の支給が法律上唯一の接点であり、最高裁判所も前述のとおりこの点

について重視している。では、これが当然の法理の適用の根拠となるのであろうか。

この点については、在日朝鮮人金敬得君の司法修習生採用問題に関する意見書（第

五）【→資料�－６＊４２】において詳細に論じられているので詳しくはこれに譲るが、

ここでも述べられているとおり、「修習は、国に対する勤務ないし給付の性質をもつ

ものではな（い）。…法曹の資格要件としての司法修習生の地位の重要性にかんがみ、

これに人材を吸収し、また、修習に専念させる等の見地から、とくに一定額の給与が

支払われることとされた」（「裁判所法逐条解説中巻」金敬得資料集所収・３９２頁）に

すぎない。また、「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超え

る部分」については給与は支払われないのであり（裁判所法６７条２項但書き）、司法

修習生の身分全体に影響を及ぼすほど絶対的な根拠とはなりえないというべきである。

エ 守秘義務との関係

守秘義務との関係においても、司法修習生を公務員に準じて取り扱うことの根拠と

ならないことについて第五金敬得意見書に詳しく論じてあるので、詳細はこれに譲る

が、結論をまとめると、司法修習生の守秘義務違反に対し刑事罰を科さず、その制裁

の限度を罷免にとどめるということは、とりもなおさず、その「修習」が「国の職務

の執行＝公権力の行使」ではなく、またそれらの補助行為の性質を有するものでもな

いことに基づく。すなわち、司法修習生の「修習」は、文字通り単なる修習＝法曹教

育実習にすぎないのである。したがって、修習生の取り扱い又は知りうる「秘密」の

範囲も制限されざるを得ず、むしろ、国家的社会的に影響を及ぼすような秘密事項を

取り扱う修習をさせるならば、それは指導担当者自身が守秘義務違反に問われかねな

＊４２ 原後山治・田中宏編「金敬得問題資料・司法修習生＝弁護士と国籍」（日本評論社）所収。以下、「金敬得資料集」

という。
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いのである。

なお、最高裁判所は、司法修習生が裁判官合議の場に立ち会えることをもって国家

意思形成の場に立ち会う（最高裁判所担当者は「秘密に接する」と述べている。）と

とらえ、そのような立会いも当然の法理が適用される場面と考えているようであるの

で、これについて検討する。

まず、司法修習生が裁判官合議の場に立ち会うことは権利でも義務でもなく、担当

裁判官の判断によって合議の立会いを経験できない司法修習生もありうることを確認

しておかなければならない。そして、仮に合議の場に立ち会える機会があったとして

も、それはまさに立ち会うのみで、合議の結論に影響を及ぼす性質の行為ではなく、

「国家意思の形成への参画にたずさわる」とはいえない。また、「秘密に接する」と

いうことと公権力の行使ないし国家意思の形成との関係は明らかでないが、刑事裁判

において外国人である通訳人が判決前に事実上判決文を受け取って読んでいることは

公然の事実であり、これとの対比で考えるならば、「秘密に接する」こともまた当然

の法理適用の根拠とならないことは明らかである。

オ 当然の法理の拡大解釈

最高裁判所は、司法修習生が国家意思形成の場や公権力行使の場に「立ち会う」こ

とをもって当然の法理の適用を認めているが、これは同法理のこれまでの他の適用例

と比べても拡大解釈であろう。立ち会うことまで含めると、刑事裁判手続に最初から

最後まで立ち会う通訳人や、民事執行の立会人（なお、執行官の補助者にも外国人が

いる。）も公権力行使の場に立ち会うことになると思われるが、これらには外国人も

認められており、この点からもその解釈の困難性は明らかである。

カ 「国費による丸抱え」の趣旨～相当性の基準

以上を端的にまとめるなら、理論的には、直接国家意思を形成したり公権力を行使

せず、また、それらにたずさわるわけでもなく、そのための研修をしているにすぎな

い司法修習生に当然の法理の適用を認めるのは困難である。それにもかかわらず、最

高裁判所が国籍により制限しようとするのは、外国人を「国費による丸抱え」とする

ことに対し抵抗があるからにすぎないと思われる。しかし、国費を支出することの意

味はウで述べたとおりであり、感情としては、あえて司法試験を受け修習しようとす

る人は、日本に生活する人の人権を守るため、日本の法や裁判手続を学んでいるのだ

と納得するしかないであろう。

この点に関し、最高裁判所が相当性の基準として挙げた「将来日本において活躍す

ることが期待できるか」という判断は、この「国費による丸抱え」の趣旨を率直に表

しているものとして興味深い。しかし、このような判断が現実には機能しないことは

明らかである。すなわち、修習を経た後、国際的に日本国外で活躍する人は日本人で

もいるし、そもそも、数年かけて司法試験を受験し（あるいは法科大学院に通い）修

習を受けようとする人が、修習後に本国に帰って日本と全く関係のないことをすると

は考えがたい。将来どこで活躍するのかということを選考時の事情のみから判断しよ

うとすること自体無理があることは明らかである。

また、仮に「日本政府のため」であるとするならば、日本国内で国家権力と対峙す

る日本人弁護士がいることは明らかであり、これも成り立たない。また、これが純粋
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に「日本のためになる」から国費を使う、ということであれば、活躍の場を日本国内

に限る必要はないのであり、日本国外で日本のために活躍することも十分可能である。

そして何より、国費を使うことが日本の利益になるかどうかという観点を問題にす

るならば、それは国家が判断すべきであって、最高裁判所がなしうるところではない。

国費を使うから日本人に限るというのであれば、その旨法律に明記すればよい。最高

裁判所が要項で原則的に制限し、例外を個別に判断できるような問題ではないのであ

る。

�４ 結語

１９７７（昭和５２）年に金敬得氏の採用にあたり最高裁判所に提出された意見書は、今日

でもなお通用するものである。最高裁判所はこれに真正面から応えることなく、例外規

定を設けることで批判をかわしてきた。しかし、原則として排除されていることの意味

は外国人にとって大きい。当然には司法修習生になれず、いかなる事情があれば相当と

判断されるのか不安に駆られるのである。最高裁判所は司法修習生に対する国籍要件の

要否の判断を立法府に委ね、現行の国籍要件を廃止すべきである。

３ 調停委員

�１ 国籍要件に関する現行法上の規定及び内部的取り扱い

ア 現行法の規定

調停委員の任免については、

「調停委員は、非常勤とし、その任免に関し（て）必要な事項は、最高裁判所が定め

る。」（民事調停法（以下、「民調法」という。）８条２項、家事審判法（以下、「家審

法」という）２２条の２第２項）

という規定があるのみであり、これを受けた民事調停委員及び家事調停委員規則（以

下、「調停委員規則」という。）には国籍条件は明記されていない。

すなわち、同規則１条には「（任命）」のタイトルの下に

「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家

事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経

験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁

判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未

満の者であることを要しない。」（調停委員規則１条）

と記載されているのみであり、また、同規則２条（欠格事由）にも国籍を喪失したこ

と等国籍に関する記載はない。

イ 各裁判所の取扱い～神戸家庭裁判所の場合

報告者は、神戸家庭裁判所において、最近外国人の調停委員候補者を巡り弁護士会

が推薦を撤回した事例があったと聞いたことから、電話にて問い合わせたところ、次

のような回答を得た。すなわち、「『公務員に関する当然の法理として、公権力の行使

又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とす

るものと解すべきである。』となっており、調停委員は、審判官とともに調停委員会

を構成しており、債務名義となる調停調書の策定や裁判外での調停立会などの権限を
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持っていることから、『公権力の行使又は国会意思の形成への参画にたずさわる公務

員』に該当する、との理由で外国人の調停委員への推薦を断っており、事実上日本国

籍を要求する旨の扱いとなっている。」

ウ 最高裁判所の各裁判所に対する対応

最高裁判所は、調停委員の国籍について、なんら規則・通達等を出していない。

�２ 最高裁判所による国籍要件

当委員会が調査したところによると、「調停委員には日本国籍を必要とする」という

のが最高裁判所の事務担当者の考えである。

その理由としては、最高裁事務担当者に問い合わせたところいわゆる公務員に関する

当然の法理を前提として、�調停委員は、裁判官と共に調停委員会を構成して調停の成
立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、

�調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、�調停
委員会の呼出、命令、措置には過料の制裁があること、�調停委員会は、事実の調査及
び必要と認める証拠調べを行う権限や、調停主任又は家事審判官に事実の調査及び証拠

調べをさせる旨の決議を行う権限を有していることなど、その職務内容や権限を総合的

に考慮すれば、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に

当たると考えられるからであるとのことであった。

�３ 最高裁判所要件の検討

ア 公務員に関する当然の法理について

たしかに、調停委員は調停委員会を構成し、調停活動に携わることになり、その限

りにおいて裁判所における事件処理のための公務（司法事務）に従事する公務員であ

るといえる＊４３。

公務員に関する当然の法理に対する批判はすでに述べたとおりであるが（８３頁以下

参照）、仮に同法理を前提としても、以下のとおり国籍を制限することによって保護

すべき公権力の行使とはいえない。

イ �調停委員会の決議について
（ア） 決議に対する影響

たしかに、現行法上、調停委員会の決議は過半数の意見によることとされている

（民調規則１８条１文、家事審判規則（以下、「家審規則」という。）１３５条１文）。

しかし、調停委員は複数でなければならないところ（民調規則６条、家審法２２条

１項）、現在の人口比から考えても一つの調停委員会に外国人調停委員が２名以上

となることは考えにくく（なお、調停委員会を組織する調停委員は、裁判所が各事

件について指定するものとされている。民調法７条２項、家審法２２条２項）、調停

委員２名の調停委員会が圧倒的に多い現状の下では外国人調停委員の意見がそのま

ま調停委員会の意見となる可能性はまずない。しかも、可否同数の場合には調停主

＊４３ 財団法人日本法律家協会編「民事調停の研究」（東京布井出版）１７５頁。同書によると、「民事調停委員及び家事調

停委員は、司法事務に携わるという点で特異ではあるが、公務員法上の性質は各種委員会の非常勤の委員に相当する」

とされている。

第４章 外国人・民族的少数者の公的社会への参画の現状と課題

－ 121 －



任ないし家事審判官の決するところによるのである（民調規則１８条２文、家審規則

１３５条２文）。調停手続きの指揮権も調停主任（裁判官。民調法７条１項）ないし家

事審判官（裁判官。家審法２条）にある（民調規則１７条、家審規則１３４条）。

（イ） 決議が問題となる場面

そして何より、上記調停委員会の決議（意思決定）が問題となる場面は、当事者

の権利を制約する性質のものではない。すなわち、調停委員会が主体となるものに

は、裁判所外での調停の開催（民調規則９条、家審規則１３２条）、代理人等の許可（民

調規則８条２項、３項、家審規則１３７条、５条２項、３項）、傍聴の許可（民調規則

１０条但書、家審規則１３７条、６条但書）、家裁調査官等の期日出席及び意見陳述（家

審規則１３７条、７条の４、７条の７）、調停の拒否（民調法１３条、家審規則１３８条）、

調停の不成立（民調法１４条、家審規則１３８条の２）などがある。なお、このほかに、

調停前の措置（民調法１２条）、事件関係人の呼出し（民調規則７条）、必要な処分の

命令（家審規則１３３条）があるが、これについてはむしろ過料の制裁が問題となる

ため（前記最高裁判所の考える根拠�）、別途エにおいて論じる。また、職権によ
る事実調査及び証拠調べ等（民調規則１２条１項、２項、３項、家審規則１３７条、７

条１項、２項、１３７条の２第１項、１３７条の３、１３７条の４）、意見聴取の嘱託（民調

規則１２条の２）、調査の嘱託及び報告依頼（民調規則１３条、家審規則１３７条、８条）、

意見聴取（民調規則１４条１項）などもあるが、これらについては独立して最高裁判

所の考える根拠とされているので（�）、オにおいて独立して論じる。
上記のうち、まず、裁判所外での調停の開催については、調停は、本来の意味で

の司法裁判権の範囲に含まれず、かつ、非公開で行うとされているから、そもそも

法廷で行うべき手続ではないとまで言われている（斉藤秀夫・菊地信男編「注解

家事審判規則［改訂］」（以下、「注解家審規則」という。）青林書院３９６頁）。ただ、

当事者の便宜や国民の信頼という観点から裁判所で開かれることに意味があるので

ある。したがって、裁判所外で開催されるときも、自由に調停委員会が決めうるも

のではなく、当事者の出頭の不便（現地調停の必要性）を考慮し、他方、裁判所の

関与する手続であるという権威等が損なわれることのないような場所であることが

要件であるとされ、裁量の範囲は限られており、当事者の権利を制約する性質のも

のでもない。

次に、代理人等の許可等家審規則１３７条で準用されている規定は、いずれも、審

判手続において家庭裁判所が行うものを準用する体系をとっている。これは、調停

手続においては調停委員会が本質的調停活動を行い原則的調停機関とされているこ

と（家審法３条２項参照）に鑑み、調停手続においてはこれらの権限は調停委員会

に属し、主体となって行使する旨の特則が定められたのである（「注解家審規則」

４２２頁）。

このうち、代理人等の許可は、本人又は代理人等に対して直接利益を与えること

を目的としているのではなく、あくまでも事件を担当する調停機関の職務遂行の便

宜の観点からなされるものにすぎない＊４４。

また、傍聴の許可は、一般大衆に対する手続の非公開を規定しているのであって

（その合憲性については最高裁決定１９６５（昭和４０）年６月３０日判例時報４１３号３頁
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等参照）、当事者その他の事件の関係人に対して手続を公開するかどうかとは直接

関係がない（「注解家審規則」４７頁）。

家裁調査官の期日出席等は、家裁調査官の活用という趣旨で設けられたものであ

るが、これは当事者を円滑に調停に導入させうるということが期待されている（「注

解家審規則」７２頁）。医務室技官のそれは、関係人の症状や病的傾向等の問題点に

付き医学的意見を聞くことが有用であるとされ、また、手続き中に異常行動が生じ

た場合に直ちに医師の措置に委ねることができるなど、手続運営上の有用性から認

められたものと解され、いずれも当事者にとって不利益な点はない（「注解家審規

則」９８頁）。

調停の拒否は、調停を求める当事者に対する権利の制約とも考えうるが、そもそ

もが調停の濫用を阻止して調停制度の健全な維持を図るところにその趣旨があるか

ら（「注解家審規則」４３２頁）、この場合の当事者の不利益は考慮すべきでない。ま

た、調停の不成立は、もともと調停の成立を期待すべき場合ではないといえるから、

やむをえない。いずれも、当事者は審判や訴訟を求めることもできるのであるから、

不当な権利の制約ともいえない。

（ウ） 当事者の裁判を受ける権利

当事者の裁判を受ける権利の保障という観点から考えるならば、そもそも裁判所

で行われる調停に裁判官以外のいわゆる民間人が関わるということ自体問題である

といいうる。しかし、現実には調停委員は民間人の中から選出するものとされてお

り、そのような調停委員会の権限・意思決定が違憲であるという意見はまったくみ

られず、問題とされていない。これは、裏を返せばそれだけ調停委員（会）のなし

うる行為は処分性が低いと考えられているということであり、公権力性が弱いとい

うことのあらわれであるといえる。

ウ �調停調書の記載の効力について
たしかに、調停調書の記載については、

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立

したものとし、その記載は、裁判上の和解（確定判決）と同一の効力を有する。」（民

調法１６条、家審法２１条１項本文）

という効力が認められている。

もっとも、その意義は、そもそも調停においては当事者間に合意があることを前提

としており、裁判所がその合意内容を確認し、これを公証する役割をするので、その

合法性が担保され、単なる示談書とは異なり成立調書に債務名義としての効力が認め

られるのである（石川明・梶村太市編「現代実務法律講座・民事調停法」青林書院（以

下、「法律講座」という。）１０頁。下線部は報告者）。調停委員（会）の存在意義から

考えても、家事審判官による単独調停ではなく調停委員会が原則的調停機関とされた

理由として、調停においては当事者の合意による紛争の解決をめざし、調停機関の法

＊４４ 「注解家審規則」４２頁。なお、民事調停においても、差支える当事者の出頭をいつまでも待つのみでは調停手続の

進行をはかれないので一定の事由があるときは代理人の出頭によって手続の進行をはかる趣旨であると解されている

（「注解民調法」５４０頁）。
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律的な判断作用は背後にしりぞくことが挙げられており、その反面として、合意は法

の精神にてらし違法あるいは不当なものであってはならず、そのために裁判官たる審

判官も必ず調停委員会に加わらなければならないとされている（斉藤秀夫・菊池信男

編「家事審判法」青林書院（以下、「家事審判法」という。）６８頁。なお、同頁におい

て、単独調停を「相当と認めるとき」として、その解決が主として法律上の解釈いか

んにかかっているなどとして特に調停委員会を開くまでもない場合を挙げているのも

上記論拠の裏付けとなろう。）。

したがって、調停調書の記載の効力を支える実質的な根拠は、法律の解釈・適用機

関である裁判所が合意内容を確認して公証するところにあり、調停委員会は合意の形

成には関わるものの、このような合意内容の確認や公証には実質的に関与していない

というべきである。

また、調停委員が法律の専門家に限られず、「民事もしくは家事の紛争の解決に有

用な専門的知識経験を有する者」や「社会生活の上で豊富な知識経験を有する者」の

中から「人格識見の高い」者が任命されていることに鑑みても、調停委員の役割は専

ら当事者間の合意の形成過程（条件の提案、当事者の説得等）において発揮されるこ

とが期待されており、合意形成後の調停調書作成に関わる過程においては調停委員は

期待されていないといえる。実務においても、調停期日のほとんどの時間は調停委員

のみで当事者双方との話合いが行われ、主要な争点に関する当事者の合意が得られた

段階で、裁判官（家事審判官）や書記官が同席し、調停調書を作成しながら細かい合

意内容についての確認がなされるのが通常である。

したがって、調停調書に債務名義となる効力が認められ、仮にその効力が公権力の

行使に関わるとしても、その成立に直接関与しない調停委員にまで日本国籍を要求す

る必要はない。

なお、外国人の就任が認められている破産管財人は、債務名義となるべき債権表の

作成に必要不可欠な債権の確定に直接関わり（破産法２４０条、２４２条）事実上作成して

いるといえる。また、配当表を作成し（破産法２５８条）、これに基づき配当がなされる

（同法２６５条、２６９条等）。このほか、否認権の行使（同７６条）も認められており、そ

の公権力性は調停委員のそれよりも大きいといえる。この点からも、調停委員への外

国人の就任を認めないことは不均衡である。

エ �過料の制裁について
民事調停において調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当

事者の申立により、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現

状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく

困難ならしめる行為の排除を命ずることができ（民調法１２条１項）、家事調停におい

て調停委員会は、調停前に調停のために必要であると認める処分を命ずることができ

（家審規則１３３条１項）、当事者等が正当な事由なくこれらの措置に従わないときは、

過料に処するとされている（民調法３５条、家審法２８条２項）。

また、調停委員会は事件の関係人を呼び出さなければならず（民調規則７条１項）、

呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、過料に処するとさ

れている（民調法３４条、家審法２７条、２８条２項）。
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しかし、前者調停前の措置及び調停前の処分命令は、いずれもそれ自体には執行力

はなく（民調法１２条２項、家審規則１３３条２項）、その内容も調停前の措置は極めて限

定的に記載され、調停前の処分命令は「調停のために必要であると認められる」こと

が要求されている。したがって、これらの行為自体は事実行為に過ぎないし、範囲も

限定されているため関係人の人権を制限すると言える程度ではない。

また、当事者の呼出しは、調停制度が関係当事者の意見を聞くことから始まること

に鑑みれば必要不可欠の行為であり、他の関係者の呼出しもこれに準じるものに限ら

れていると解される。むしろ、呼出しが必要的とされている（民調規則７条１項）の

に対し、裁判所への出頭自体はそれほど不利益を強いるものではなく、正当な事由が

あれば出頭しなくても過料に処せられないから、人権侵害とまではいえない。

そして、過料に処するのはあくまでも裁判所であり、「正当な事由」の有無の判断

も裁判所が行うことが予定されている。しかも、その執行は裁判官又は家事審判官の

命令によってなされる（民調法３６条１項、家審法２９条１項）。

したがって、調停前の措置や処分命令及び呼出し自体は調停制度を維持するため必

要な範囲の権限であって関係者に対する不利益の程度も低く、これに反する行為が罰

則の対象となりうるとしても、呼出し等と制裁行為はあくまでも区別されるべきであ

り、この点は調停委員会の権限とは区別されなければならないというべきである。

オ �事実の調査権限等について
職権による事実調査及び証拠調べ等（民調規則１２条１項、２項、３項、家審規則１３７

条、７条１項、２項、１３７条の２第１項、１３７条の３、１３７条の４）、意見聴取の嘱託（民

調規則１２条の２）、調査嘱託（民調規則１３条、家審規則１３７条、８条）、意見聴取（民

調規則１４条１項）は、その対象者の意思の制圧となる場合に公権力性が問題になると

考えられるが、これは結局エの過料の制裁によるところであるから、ここで述べた検

討が妥当する。

カ 調停条項の裁定について

なお、宅地建物調停、商事調停及び鉱害調停においては、調停委員会が調停条項を

定めることができるとされている（調停条項の裁定。民調法２４条の３第１項、３１条、

３３条）。

裁定は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合のみならず、たとえ合意が成

立しても、それが相当でないと認められる場合にもなされることから、みずからの権

限にもとづき紛争解決のためにする公権的判断であると言われることもある。

しかし、当事者間の合意が相当でない場合には、そもそも調停の不成立として事件

を終了させることができるのであり（民調法１４条、家審規則１３８条の２）、調停条項の

裁定のみを取り上げて公権的判断であるというのは不均衡である。むしろ、調停委員

会が調停条項を定めることができるのは、あくまでも当事者間に調停委員会の定める

調停条項に服する旨の合意がある場合に限られ、しかもこれは書面によるものとされ

ていることに鑑みれば、当事者間の合意が必要不可欠の重要な地位を占めているとい

うべきである。また、当事者の申立が必要なことからも、たとえば訴訟上の和解が成

立しない場合に当然に下される判決とは異なるというべきである。

したがって、調停条項の裁定もまた当事者の合意を本質とする調停の延長にあり、
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公権力を行使しているとまではいえない。

�４ 最高裁判所の運用に対する批判

前述のように、調停委員の任免に関する事項は最高裁判所が定めると法律が規定して

おり、これに基づいて調停委員規則が制定されているにもかかわらず、最高裁判所は「調

停委員には日本国籍を必要とする」という基本的な方針をさらに立てた上、これを公表

していない。最高裁判所のこのような運用には次の問題がある。

まず、調停委員に国籍要件を課すのであれば、それは合理的理由に基づいて立法によ

ってなされるべきであり（この場合にも立法裁量の範囲を逸脱していないかは別途検討

されるべきである。）、最高裁判所が独自に設けられるものではない。調停委員規則２条

は欠格事由について定めているが、これらはいずれも当該候補者に何らかの帰責性を認

めることができるものであり、本人に意思による選択の認められない国籍とは同一に論

じることができない。たとえ調停委員が任命によってなりうるものであるとしても、候

補者の意思とは無関係のところで前提条件を課すには、その重大性に鑑み立法によるべ

きである。また、少なくとも候補者となりうる前提条件には平等原則（憲法１４条）が適

用されるべきであり、合理的理由に基づかなければ候補者から排除すべきでない。

次に、仮に最高裁判所が調停委員に国籍要件を課し得るとしても、統一的な司法行政

が行われるべきであるから、その要件は公表され、各裁判所に認識されなければならな

い。

なお、実際には、調停委員候補者は戸籍謄本を提出することが必要とされており、当

委員会が調査したところによると、過去において、戸籍謄本の提出を拒んだ日本人弁護

士の調停委員への推薦について、撤回を求められたケースがあった。この事例に鑑みる

と、戸籍謄本の提出を要求することにより、国籍要件があることを最高裁判所は暗に各

裁判所に要求しているとも考えられる。しかし、これはあくまでも副次的なものであり、

前述の神戸家庭裁判所の例にあるように、裁判所は独自に国籍の要否について検討して

いる様子が伺われ、この意味でも、各裁判所において判断が異なる可能性が十分にある。

以上の点からも、最高裁判所の運用は改められるべきである。

�５ 外国人の任用が許容される理由

現時点で調査した範囲では、この問題に関係する判例、学説はとくにないが、以下の

理由から外国人を調停委員に任用すべきと考える。

ア 調停の本質は合意である

前述のとおり、裁判を直接担当する裁判官であっても上訴の途が残されている限り

外国人が担当しても問題はないと考えるが、この点を措くとしても、調停の本質は裁

判ではなく合意にあるから（通説的見解である。「法律講座」２１頁＊４５）、なおのこと調

停委員に日本国籍を要求する必要はない。

すなわち、民事調停の目的は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条

理にかない実情に即した解決を図ることにあるところ（民調法１条）、民事紛争は本

来私人が自由に処分できる個人の利益に関するものであるため、任意的、自主的な解

決が認められてよいといえ、その中でも法を適用して強制的に解決する訴訟に比べ、
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調停は自由意思に基づく解決方式であるといえる（「法律講座」３頁）。他方、家事調

停の目的は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する紛争事件について、家庭裁判

所の機関の関与の下に、当事者の互譲による合意の成立をあっ旋し、紛争を自主的に、

条理にかない実情に即して解決することにある（「家事審判法」６７頁）。いずれの調停

制度も、当事者が納得して合意するところに本質があり、だからこそ、それによって

条理にかない実情に即した解決が得られるともいえるのである。

したがって、いわゆる当然の法理が仮に妥当するとしても、公権力は当事者の意思

に反しても実現できるところにその特質があるところ、調停は当事者の合意が必要不

可欠の前提であり、かつその本質であるから、その限りにおいて、調停において公権

力性を発揮する裁判所としての役割は後見的・補充的なものといえ、公権力性は極め

て低いというべきである。なお、判例においても、調停は一面私法上の和解たる性質

を有するとされている（最高裁判決１９５２（昭和２７）年２月８日民集６巻２号６３頁）。

イ 調停委員制度の意義と国籍要件は無関係である

調停委員は、調停委員規則１条にあるように、弁護士となる資格を有する者のほか、

「民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者」又は「社会生

活の上で豊富な知識経験を有する者」を前提としており、「他の調停事件について、

専門的な知識経験に基づく意見を述べ、（又は）嘱託に係る紛争の解決に関する事件

の関係人の意見の聴取を行う」（民調法８条１項、家審法２２条の２第１項）ことも職

務とされていることから、その法律的なものに限られない知識経験が求められている

ことがわかる。これに加えて、「人格識見の高い」ことと「年齢四十年以上七十年未

満」であることを要求していることから、人望のある、当事者の話し合いを導くのに

ふさわしい人間性が期待されているといえる。

すなわち、現行調停委員制度の積極的意義は、民間の人材の活用の点にあるといえ、

すでに培われた人格、識見、経験を実践の場でフルに活用することが期待されている

（「民事調停の研究」１８２頁、調停規則１条）。また、家事調停において、家事審判官

による単独調停ではなく調停委員会が原則的調停機関とされたのも、「調停において

は、当事者の合意による紛争の解決をめざすものであって、調停機関の法律的な判断

作用は背後にしりぞくこと、当事者の実情に即し、条理に従った妥当な解決をはかる

ためには、専門的知識を有する民間人の調停委員を関与せしめるのが適していること、

調停委員会の有するなごやかな雰囲気が調停にふさわしいこと等によるもの」と考え

られている（「家事審判法」６８頁）。

したがって、ここで求められているのは、紛争を解決し、反発しあう当事者を合意

へと導くに足りる人間的成熟性と、妥当な解決策を提案できる専門的知識である。こ

＊４５ 通説の理由とするところは、民事調停においては法の目的の前提として「当事者の互譲」によるとされていること

（民調法１条）、当事者間に合意が成立したことを前提として作成された調書の記載が裁判上の和解［確定した審判］

と同一の効力を有するとされていること（民調法１６条、家審法２１条１項）、当事者間に合意が成立する見込みがない場

合に裁判所が調停に代わる決定をしないときは、事件を終了させることができるものとされていること（民調法１４条、

家審規則１３８条の２）、裁判所が調停に代わる決定をしても、当事者または利害関係人から異議の申立があったときは、

右決定はその効力を失う旨規定されていること（民調法１８条、家審法２５条）によるとされている。もっとも、「法律講

座」の当該部分を担当する執筆者佐々木吉男氏は調停の本質について公権的判断説を採る。
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れは、日本社会をよく知り、よく通じていることは必要であっても、日本国籍までを

必要とするものではない。調停委員の制度の趣旨からは国籍による制限は認められな

いのである。むしろ、国際結婚や国際的取引が多い現代社会においては、外国人調停

委員に説得されるからこそ納得できる外国人当事者もいるはずであり、また、外国人

社会をよく理解しているからこそ提案できる解決策もあるはずである。つまり、調停

委員の存在意義を考えるとき、外国人調停委員は積極的に求められる存在であるとい

える。

ウ 地方参政権と比較してもなんら問題はない

最高裁判所は、一定の外国人について、地方公共団体の長やその議会の議員に対す

る選挙権を付与することも憲法上禁止されていないと判断した（最高裁判決１９９５（平

成７）年２月２８日民集４９巻２号６３９頁）。地方公共団体の長もその議会の議員も、住民

に対しまさに直接的に公権力を行使するものであることは明らかであり、これらの権

限に比べれば、調停委員のなしうることは微々たるものである。その権限内容が人権

制約の可能性ある公権力の行使といえないことはすでに述べたとおりであるが、地方

公共団体の長やその議会の議員と比較すればより一層、公権力性を問題にして外国人

の就任を否定すべき職種ではないのである。

エ 当事者の意思に反する最終的な判断とはならない

調停制度においては、調停が合意に達しない場合には調停に代わる審判があるが、

この場合に調停委員がなしうることは意見を述べることのみであり（民調法１７条、家

審法２４条１項）、あくまでも審判を行うのは裁判所である。また、仮に調停委員の意

見が裁判所の判断に影響を与えたとしても、この審判に対しては異議を申し立てるこ

とができるから（民調法１８条１項、家審法２５条）、最終的な効力に影響を与えること

もないといえる。

�６ 外国人を任用すべき必要性

ア 現代社会の問題を扱うのに外国人の調停委員は欠かせない存在である

外国人登録をした外国人を日本に在留する外国人に等しいと仮定して（実際には未

登録の外国人も多数いると思われる。）単純な人口比を計算すると、２００２年１０月１日

現在の日本の総人口が１億２７４３万５０００人であり、２００２年度の外国人登録者数が１８５万

１７５８人であることから、日本社会における市民の約１．４％は外国人であるといえる。

他方、司法統計によると、２００２年度の家事調停事件の新受件数は１２万８５５４件であり、

そのうち、渉外事件（ここで、家事渉外事件とは、申立人、相手方、事件本人、参加

人、被相続人、遺言者などの全部又は一部が外国人である事件をいう。）は３０８２件で

あった。したがって、家事調停事件の約２．４％に外国人が関係していることがわかる。

これに対し、同年度の家事審判事件における渉外事件の割合は約０．６％である（総新

受件数４９万５１９件、渉外事件２９０６件）。

以上のことから、外国人が関係する事件においては、日本人のみが関係する事件に

比べ、家事調停を利用する割合が高いということができる。その原因は必ずしも明ら

かでないが、日本人同士よりも当事者間の話し合いが円滑に進まず、調停を利用する

ニーズが高いということはいえるのではないだろうか。このような調停の需要の高さ
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から考えても、当事者の話をよりよく理解し適切な紛争の解決を図るには外国人調停

委員の存在が求められているといえるのではないだろうか。

イ 市民の司法参加

司法権の独立の要請との関係で、一般には、司法に対する民主的コントロールは間

接的なものにとどめるべきと考えられており、最高裁判所裁判官の国民審査制度がそ

の代表例とされる。

ところが、調停において市民が調停委員に就任することを考えるとき、司法権の独

立の目的（ここでは公正な調停を実現すること）と民主的コントロール（ここでは調

停委員への市民の参加）は矛盾・対立せず、双方によりよい影響を与えているという

ことができる＊４６。すなわち、調停は当事者の互譲により条理にかない実情に即した解

決を図るところにその目的があるところ、この目的を達するためには当該解決策が条

理にかない実情に即しているといえるものであること、当事者が互譲し合意に至るこ

とが必要である。ここで、調停委員は一般社会で培われた人格識見があることから、

条理にかなった解決策の提案が期待され、また、調停委員には法律的な知識以外の専

門的知識も求められていることから、実情に即した内容となることも期待できる。そ

して、裁判所という特別な場においていわば外部者ともいうべき裁判所外の一般社会

からの参加者であるという点で、当事者は調停委員の説得をより抵抗なく受け止めや

すく、互譲し合意に至りやすいといえるのである。

このような市民参加の視点から調停委員の国籍を考えた場合、日本国籍にとらわれ

ないことは、より公正な調停の実現に資するといえ、他方で真の民主的コントロール

も果たせるといえる。たとえば、一般社会で培われる人格識見という観点で考えた場

合、国籍の面で少数者である外国人であれば、多数者である日本人よりも社会内の差

別的待遇を受けた可能性が高く、鍛錬されてより人格が豊かになり、同様に差別的待

遇を受けた者にも配慮できる可能性が高いといえる。また、調停の当事者には外国人

もいることに鑑みれば、外国人当事者は外国人調停委員の説得を日本人調停委員のそ

れよりも一層共感して受け止め、互譲しやすいといえるのではないだろうか。

したがって、調停が市民の司法参加の場であると考えるとき、外国人調停委員は積

極的に求められるのである。

�７ 結語

以上より、当然の法理に基づいて外国人を調停委員から排除することの根拠は乏しい。

むしろ、現代社会において外国人調停委員はより求められる存在であるというべきであ

るから、現行の当然の法理の適用は撤廃すべきである。

＊４６ 三上威彦によると、民事調停へ国民（ここでは外国人の存在は意識されていない）が参加することについては、次

のメリットが挙げられている（「法律講座」６９頁）。�市民としての健全な社会感覚からして公正と考えられる調停案が
作成されやすいこと、�それにより当事者双方を説得し互譲を引き出し合意を形成しやすいこと、�民事調停による解
決内容が健全な社会感覚にもとづくことによって一般市民をも納得させること、すなわち一般市民が有しがちである、

司法作用が民意から遊離した存在であるといった感覚を否定すること、�柔軟な調停姿勢を国民の前に示すことにより、
これを設営する裁判所に対し国民の好感と信頼が得られること。
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４ 裁判員

�１ 裁判員制度の国籍に関する規定

２００４年５月２１日に成立した裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下、「裁判員

法」という。）によると、「裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節

の定めるところにより、選任するものとする。」（１３条）とされている。また、衆議院議

員の選挙権を有する者とは、「日本国民で年齢満二十年以上の者」（公職選挙法９条１項）

となっている。したがって、外国人は裁判員となることができない。

しかし、裁判員を日本人に限るということは十分な議論を踏まえた相当な根拠に基づ

く結果なのであろうか＊４７。

なお、裁判員制度そのものが法律が成立したばかりという事情もあって十分に検討さ

れておらず、しかも裁判員の国籍要件に関する議論は学識者の間でもなされた様子がな

いことから、ここでは裁判員制度に関する司法制度改革審議会（以下、「審議会」とい

う。）と同法制度改革推進本部裁判員制度・刑事検討会（以下、「検討会」という。）に

おける意見・議論を参考にして論じる。

�２ 裁判員に類似するこれまでの日本の法制度

ア 陪審法

まず、裁判員に類似するものとして挙げられるのは、陪審法であろう。ここでは、

「帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト」が資格要件として挙げられており（１２

条１号）、日本国籍が要求されている。

しかし、１９４３年には同法の施行は停止されたこと（陪審法の停止に関する法律）や、

いわゆる戦前期には弁護士も「帝国臣民」であることが要求されており、それが後に

削除されたことに鑑みると、現在の多数の外国人と共生する社会を前提に国籍の必要

性を議論した上での要件であるとは解されないから、この時代の「帝国臣民」という

要件を殊更重視すべきではない。

イ 沖縄陪審制

沖縄に陪審制が導入されるに至った経緯は必ずしも明らかでないが、１９６３年３月８

日、「米国民政府刑事裁判所」及び「刑法並びに訴訟手続法典」が改正され、アメリ

カ民政府裁判所における刑事裁判につき陪審制（大陪審、小陪審）がアメリカ統治下

の沖縄に導入された。そこでは、陪審員の資格要件として、アメリカ国籍は要求され

ず、単に「三月間琉球列島内に居住した者」とされていた＊４８。したがって、アメリカ

人以外に、日本人もその他の外国人も陪審員として参加することが認められていたの

である。

＊４７ ここで、議論の前提として裁判員の権限等について触れておくと、裁判員は、裁判官との合議によって、刑の言渡

しの判決、刑の免除の判決若しくは無罪の判決又は家庭裁判所への移送の決定にかかる判断のうち、�事実の認定、�
法令の適用、�刑の量定を行い、�法令の解釈に係る判断、�訴訟手続に関する判断、�その他裁判員の関与する判断
以外の判断は裁判官の合議によるとされている（裁判員法６条１項、２項）。

＊４８ 日本弁護士連合会編「沖縄の陪審裁判」（高千穂書房）７頁
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�３ 諸外国の陪審・参審制度

諸外国の陪審・参審制度における陪審員の国籍要件については、以下のとおりとなっ

ている。

ア アメリカ

連邦法典によると、連邦地方裁判所の当該管轄区に１年以上居住している１８歳以上

の合衆国市民に陪審員の適格があると認められている（連邦法典１８６５条）。また、「出

身国」による差別の禁止が定められている。

もっとも、州によっては、合衆国の国民であることを要件の一部としているところ

もある（オレゴン州）。

イ イギリス

イギリスにおいては、国政選挙又は地方選挙の選挙人として現に登録され、１８歳以

上７０歳以下の者で、１３歳に達した以降少なくとも５年間、イギリスを通常の居住地と

していたことが必要であるとされている（１９７４年陪審員法１条）。

ウ フランス

満２３歳以上の男女の市民（フランス国籍を有すると解されている。佐藤篤士・林毅

編著「司法への民衆参加」敬文堂１８３頁）であって、フランス語の読み書きができ、

公民権、私権及び親族法上の権利を享有していることが必要であるとされている（フ

ランス刑事訴訟法２５５条）。

エ ドイツ

ドイツ国民に限られている（裁判所構成法３１条）。

オ 比較検討

陪審員・参審員の権限をはじめとする各国の制度内容が異なる以上単純な比較はで

きないが、陪審制（起訴するか否かを決定する大陪審と、審判において事実を認定し

て評決をする小陪審とがある。裁判官とは別個・独立の機能を果たす。）を採用する

アメリカやイギリスに比べ、参審制（職業裁判官とともに合議体を構成して裁判する

制度）ないしこれに近い制度を採用するフランスやドイツのほうが、国籍を要求する

程度は強い（明確である）といえる。そこで、裁判員制度は陪審・参審のどちらでも

ないといわれているものの、裁判官とともに合議体を構成するという点で参審制に近

い側面があることから、国籍を要件としているフランスとドイツとの比較をここで行

う。

（ア） フランス

フランスにおいては、まず、１７９１年刑事手続法で陪審制が採用され、事実認定権

が陪審に与えられ、裁判官の権限は法律適用に限られるという機能分離が行われた。

これは、裁判官がしばしば権限を濫用して行政権、立法権に介入してくることへの

対策として、その職務を法の適用のみに限定することを狙いとしたことにある。も

っとも、積極的にも、「利害関係のない判決人の良心を最高の法廷とし、事実認定

は、誰が見ても分かるものでなければならないがゆえに、情念をもたぬ単なる市民

の代表である陪審に委ねられるべきである」という考えに根ざしたものであった。

しかし、その後厳罰を回避するために無罪判決を下すという弊害が生じ、１９３２年

の法律は、陪審に法律の適用についても裁判官と協議し判断する権限を与えること
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となった。

ところが、１９３２年の法律によっても弊害は解消されなかったため、１９４１年には、裁

判官に事実問題についても陪審とともに評決に加わることを認めた。こうして、陪

審と裁判官の機能分離は消滅し、フランスにおいては陪審制は参審制に取って代わ

られることとなった＊４９（「司法への民衆参加」１７０頁以下。）。

フランスにおいては、このように裁判官と同等あるいはそれ以上の権限をも有し

た時期があったことから、裁判官と同じ資格が念頭に置かれたものと思われる。

（イ） ドイツ

ドイツの参審員は、「名誉職裁判官」と訳されているように（斉藤哲著「市民裁

判官の研究」信山社４頁、最高裁判所事務総局監修「陪審・参審制度ドイツ編」司

法協会（以下、「ドイツ編」という。）１３頁）、公判もしくは口頭弁論、ならびに合

議において、職業裁判官と同等の権限を有するとされており、英米の陪審員にみら

れるような権能に対する制限がみられない（「市民裁判官の研究」２５７頁）。裁判員

との対比で言えば、事実認定、法律の適用、有罪の場合の量刑判断をなしうる点は、

日本と同じである（「ドイツ編」１１頁）。

しかし、ドイツでは、さらに進んで証拠の決定等公判の過程において裁判体とし

て言い渡すべき裁判にも職業裁判官と対等の立場で関与する。また、日本において

は裁判官と裁判員との間に構造的情報格差が作出され、その格差の上に立って、裁

判員は裁判官の決定した枠組み（争点、証拠、審理計画）の中でのみ限定的に判断

することができるに過ぎない立場に置かれるとの指摘がなされているところである

が（小田中聰樹編「構造改革批判と法の視点－規制緩和・司法改革・独占禁止法－」

花伝社（以下、「構造改革批判」という。）５５頁）、ドイツにおいては直接主義、口

頭主義が厳格に運用され、書証の取調べが例外的であるところに特徴があるといわ

れている（「ドイツ編」１１頁）。また、事件ごとに選出される日本と異なり、ドイツ

において参審員には任期が４年間と定められている（「ドイツ編」１２頁）。このよう

に、ドイツにおいては、まさに職業裁判官と並ぶ裁判官なのである。

なお、歴史的にも、ドイツでは、まず、フランス革命期にフランスに占領されて

いたライン地方において陪審制が導入され、その後１８４８年の３月革命以降にライン

地域以外のドイツ各地で陪審制が導入されていったという経緯があり、フランスの

影響を大きく受けているという点で、（ア）のフランスにおいて述べたことがドイツ

にも妥当する。

（ウ） 結論

以上の歴史的な位置づけや実際上の権限から、フランスとドイツの参審員は、裁

判員よりもより職業裁判官に近い存在といえるので職業裁判官の資格要件に準ずる

ことには相応の根拠があるといえるが、これと対比する限り、フランスやドイツの

参審員ほどの権限のない裁判員に（職業）裁判官と同じ資格要件にしなければなら

ないとの要請は導かれない。

＊４９ 上野芳久によると、「事件ごとに任命される参審員のような陪審員」とも言われている（堀部政男ほか編「刑事司

法への市民参加」現代人文社）。
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�４ 立法の経緯

では、裁判員に国籍要件を課すことになったのはどのような理由からか。裁判員法１３

条の制定過程について検討する。

ア 国籍要件の扱われ方

当初、審議会意見書では、裁判員の選任方法について「選挙人名簿から無作為抽出

したものを母体」とすることとされていた。ここで、選挙人名簿は国政選挙・地方選

挙のいずれとも具体的には明記されていない。

検討会においては、第１４回目に裁判員の要件について議論がなされているが、その

前提資料となる第１３回に配布された資料１「裁判員制度について」においては、「２

�１裁判員の要件」としてAないしCの三案が掲げられているものの、いずれも「衆
議院議員の選挙権を有する者」が大前提となっており、年齢に着目して変化をもたせ

ただけである。

そして、このまま「衆議院議員の選挙権を有する者」が裁判員法にも受け継がれた

のである。

イ 審議会意見書の趣旨

そもそも、審議会意見書で裁判員の選任方法について（単なる）「選挙人名簿から

無作為抽出したものを母体」とするとされた根拠は「原則として国民すべてが等しく、

司法に参加する機会を与えられ、かつその責任を負うべきであるから、裁判員の選任

については、広く国民一般の間から公平に選任が行われるよう、選挙人名簿から無作

為抽出したものを母体とすべきである。」というものであった（なお、これは２００４年

４月２日に行われた衆議院法務委員会における政府参考人の回答においても同じであ

る。）。

これを素直に読めば、選挙人名簿を利用する趣旨としては、市民の中から公平に選

任の機会が得られる方法であるという点が重要であり、立法への参画と同じ資格が必

要であるとか、統治権を行使するから選挙権を有するものである必要がある、などと

いう観点はまったくあらわれていない。したがって、審議会意見書を前提とする限り、

国政選挙権の選挙人名簿でも、地方選挙権の選挙人名簿でもよいということになり、

公平に選出される方法さえ確保できれば、例えば外国人も含まれる全市民を対象とす

る名簿があればそれを用いる方法もありうると解する余地は十分ある。

なお、ここで「国民」という言葉が用いられているが、これは審議会意見書全般に

通じる用法であって、同意見書の中で外国人について言及するところはなく、外国人

をとくに除外するために「国民」という言葉を用いたのかどうかについては必ずしも

明らかでない。

ウ 検討会における議論

第１３回検討会において配布された資料の中で「２�１裁判員の要件」として「衆議院
議員の選挙権を有する者」を前提としたAないしCの三案が掲げられていることは

すでに述べたとおりであるが、その説明資料によると、「司法制度改革審議会の意見

が『裁判員の選任については、選挙人名簿から無作為に抽出した者を母体とする』と

していることなどを踏まえ、いずれも衆議院議員の選挙権を必要としている。」とな

っている。したがって、これを前提とする限り、検討会におけるたたき台も審議会意
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見書から踏み込んだ意識は見られず、前記イで述べたように地方選挙人名簿を用いた

り、あるいは他の名簿を用いることで外国人が含まれる可能性もありうるといってよ

い。

ところが、検討会においては、そのような地方選挙人名簿の利用や外国人が含まれ

る可能性については否定的な議論がなされた。

すなわち、第１４回検討会において、そこでなされた裁判員の要件に関する議論のほ

とんどは年齢の問題であったが、最後に四宮啓委員から「地方自治法にある『普通地

方公共団体の議会の議員及び長』の選挙権を有するもの」という提案がなされた。そ

の根拠としては、刑事裁判にはその地域における正義の修復という趣旨もあること、

外国人にも地方参政権が認められる可能性があることから外国人が裁判員として入り

得る仕組みとして扉を開いておくべきことが挙げられた（司法制度改革推進本部－裁

判員制度・刑事検討会（第１４回）議事録）。

これに対しては、刑事司法作用は、憲法上、日本国の統治権の行使であること、地

方自治の問題と刑事司法作用は論理的に全く関係がないことを理由として反対意見が

述べられた。

結局、上記の地方選挙権に関する提案について他に賛意を示す委員はなく、たたき

台のとおり衆議院議員選挙権が前提とされた。もっとも、裁判員の国籍に影響する議

論は以上の第１４回検討会のみであり、そこでなされた発言も５委員による８発言にす

ぎず、とても十分な議論がなされたとは思えない。反対意見の理由についても、統治

権については次項で述べるが、地方自治の問題と刑事司法作用の問題との関係を言う

のであれば、国会の問題もまた刑事司法作用の問題とは関係がないと言わなければな

らず、反論の余地は十分ありうると思われる。

いずれにしても、裁判員法１３条の制定過程については、外国人の参加についてとく

に慎重な議論が重ねられた様子は見られない。

�５ 統治権との関係

では、刑事司法作用が統治権の行使であるということから、裁判員の国籍要件は導き

出されるのであろうか。

たしかに、司法権も統治権の一つであり、国家の統治権は国家権力そのものという意

味で主権とほぼ同じ意味に用いられるのが一般である（芦部信喜「憲法（新版）」岩波

書店（以下、「芦部憲法」という。）３９頁）。

しかし、司法権が統治権のひとつであるからといって、直ちに裁判員一人が司法権を

行使するかのごとく「統治権だから日本国民しか行使できない」というのは論理の飛躍

である。裁判員の関与の仕方、日本国の司法権に及ぼす影響を丁寧に検討しなければな

らない。

このような観点から裁判員の関与の程度をみると、原則として合議体は裁判官３人と

裁判員６人で構成され（裁判員法２条２項）、評決はこの合議体の員数の過半数の意見

によるとされているから（裁判員法６７条１項）、裁判員一人の意見がそのまま裁判結果

に反映されるわけではない（単独裁判官による裁判では一人の裁判官の意見がそのまま

裁判結果に反映される。）。すなわち、判決はあくまでも合議体の多数意見の判断結果で
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あって外国人裁判員一人の判断結果ではないのである。

また、裁判員が関わるのは地方裁判所（通常第一審）における裁判に限られるから（裁

判員法２条１項柱書）、その裁判結果に不服がある場合には上訴することができ、その

場合には日本人裁判官のみによる裁判（高等裁判所における裁判）が現行制度上は保障

されている。なお、２００４年４月７日衆議院法務委員会における政府参考人の回答におい

ても、裁判を受ける権利との関係で、最終的に裁判官による判断の保障がなされている

との点が挙げられている。したがって、裁判員制度を前提にしても常に日本人のみによ

る司法権の行使の道が開かれているから、最終的な日本国における司法権の行使という

意味における統治権はまったく侵害されていない。仮に第一審の裁判員の関与した裁判

結果がそのまま確定した場合でも、それは事実上生じた結果にすぎないというべきであ

ろう。

�６ 裁判員と国民主権の関係

では、それにもかかわらず裁判員の国籍要件を支えるものがあるのか。

ア 審議会意見書

審議会意見書によると、「� 国民的基盤の確立」との表題の下で「国民主権に基

づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつ

つ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される。」と謳われ

ている。

そこで、「国民主権」が外国人を裁判員から排除する根拠になるのか、次に検討す

る。

イ 民主主義的観点からの考察

第３節において述べた国民主権についての考察（９７頁以下参照）を前提とすると、

その「国民」とは、「その国の政治的意思決定に従わざるを得ない人」と解すべきで

あった。これを司法に即して言えば、自ら巻き込まれる可能性のある自分たちの社会

で生じた事件について、その司法判断に従って自分たちの社会内の正義が回復される

以上、自らその判断にも関与する、というのが国民主権的観点と考えられる。

ここで、裁判員の選任方法の基本的枠組みは、以下のとおりとなっている。すなわ

ち、裁判員は裁判員候補者の中から選任され（裁判員法３７条１項）、裁判員候補者は

裁判員候補者名簿に記載された裁判員候補者の中から選定され（裁判員法２６条１項）、

裁判員候補者名簿は裁判員候補者予定者名簿に基づいて調整される（裁判員法２３条）。

そして、裁判員候補者予定者名簿の調製は、地方裁判所がその管轄区域内の市町村に

必要な裁判員候補者の員数を割り当て、通知することによってはじまる（裁判員法２０

条１項、２１条１項）。したがって、裁判員は地方裁判所の管轄区域内に居住している

ことが前提とされている。これは、ひとえに「自分たちの地域の正義の修復は自分た

ちで行う」という刑事裁判の趣旨の現われではないだろうか（第１４回検討会四宮委員

発言参照）。抽象的に旧来的な国民主権を及ぼすという目的であれば、地方裁判所に

おける裁判に限定する理由はなく、高等裁判所にも採用すべきであり、また、居住地

以外の裁判所の裁判に参加してもかまわないはずである（時間、費用、労力等の問題

があるのかもしれないが、これは希望者に限り名簿に登録するなど別途手当すること
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は十分可能である。）。

したがって、裁判員制度は、地域の紛争は地域の住民が解決するという民主主義的

理念に基づいているといえ、この点からは外国人を排除する理由は見つからない。

ウ 旧来の「国民主権」概念を前提にした場合

また、仮に国民主権の「国民」を「日本国籍保持者」に限定したとしても、外国人

裁判員の裁判への関与は国民主権に反しないと考えられる。

すなわち、国民主権原理には、一般に、「国の政治のあり方を最終的に決定する権

力を国民自身が行使するという権力的契機」と「国家の権力行使を正当付ける究極的

な権威は国民に存するという正当性の契機」の二つの要素が含まれていると解されて

いる（「芦部憲法」４１頁）。ここで注意すべきなのは、いずれの契機も「最終的に」あ

るいは「究極的な」ものが国民になければならないという要請であり、その一部に外

国人が関与してはならないということは導かれず、裏を返せば許容されているといえ

る。

すでに述べたように、裁判員の関与する裁判には日本人裁判官によって判断される

上訴の道が残されており、これにより、権力的契機も正当性の契機も維持されている

といえる。したがって、外国人裁判員が裁判に関与しても、国民主権には何ら反しな

いのである。

エ 民主的コントロールと国民（市民）の司法参加との違い

ここで、司法と市民との関係を整理しよう（なお、「国民」の司法参加と審議会意

見書には書かれているが、この場合に外国人排除の意図をうかがわせるものはなく、

「市民」といって差し支えないものと考えられるので、そのような趣旨で用いる。）。

理論的には、司法府は立法府や行政府と比較して国民から最も遠い存在であるとい

われてきた。その根拠としては、独立の法原理機関であること（佐藤幸治「憲法［第

三版］」青林書院（以下、「佐藤憲法」という。）２９１頁）などが挙げられるが、つまる

ところ、多数派の意思に支配されないという非民主性が、少数者の人権保障を担う裁

判所には求められるからである。かろうじて、最高裁判所裁判官に対する国民審査（憲

法７９条２項）が民主的コントロールとして認められているが、国民審査は、最高裁判

所の地位と権能、とくに違憲審査権の終審裁判所であることの重要性に鑑みて定めら

れたものである（「芦部憲法」３１４頁）。この限りで、最高裁判所裁判官に対する国民

審査権が、国会に対する民主的コントロールである衆議院議員選挙権と同様の資格に

するとすることについては、一定の理由があると認められる。

これに対し、裁判員として一般市民が裁判に関わることについて、司法に民主的コ

ントロールが過度に及ぶという反対意見はまったく聞かれない。これは、裁判員制度

が、裁判の内容・結果、すなわち司法権の行使を市民の多数意見によって民主的にコ

ントロールするものではないからである。事実認定や量刑に一般の市民感覚を持ち込

むという、あくまでも個人裁判員の感覚を重視したものであり、裁判に市民が参加す

るという制度の存在により、市民が司法に関心を持ち、理解・支持が深まり、司法に

対する信頼が得られていくということを期待するにすぎない。つまり、裁判に一般の

市民が参加することによって裁判結果が社会で尊重されることを期待し、ひいては司

法が地域に根ざしたものと言えるようになると考えられているのである。
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したがって、裁判員制度が民主的コントロールではなく国民の司法参加という視点

に立っているということは、外国人をも含んだ一般市民の参加を前提にした制度によ

り親和的であるということができる。

�７ 憲法との関係

ア 平等権

いうまでもなく、平等権（憲法１４条１項）も外国人に保障され、合理的な区別の根

拠がない限り、不平等な取り扱いは憲法１４条違反となる。裁判員制度における国籍要

件は、これまで述べてきたとおり合理的な根拠があるのか疑問な点も多く、外国人に

裁判員への選任資格を認めないことは平等権を定めた憲法１４条との関係で問題になり

うるといえよう。

イ 公平な裁判を受ける権利

また、被告人の公平な裁判所における裁判を受ける権利（憲法３７条１項）という観

点から考えた場合、裁判員に外国人が入ることは積極的に要請されるとはいえないだ

ろうか。被告人にとって、国際的感覚にすぐれた外国人が裁判員として参加すること

は、より健全な国際的社会常識が反映され、公平さが保たれやすくなると考えられる

からである。とくに、被告人が外国人である場合も決して少なくなく、その中でも、

被告人が外国人であるがゆえに手続的に、あるいは事実認定上、差別されているので

はないかと疑われる事例も散見される＊５０。このような疑念を抱かせず、裁判に対する

信頼を確たるものにするために、裁判員に外国人が入ることは望まれるといえる。

�８ 裁判員制度の趣旨

ここで振り返って、裁判員制度の趣旨から裁判員の資格要件について検討する。ここ

では裁判員の国籍を日本国籍に限定することが求められているのだろうか。

裁判員法は、「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与す

ることが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」という趣旨で設け

られた（裁判員法１条）。これは、市民が自ら刑事訴訟手続に関与することにより、司

法に対する理解と信頼は深まるという、見方によっては単純なものであるが、より理解

を深めるには審議会の意見書を参考にすべきである。ここでは、「司法がその機能を十

全に果たすためには、国民からの幅広い支持と理解を得て、その国民的基盤が確立され

ることが不可欠であ」ること、「一般の国民が、裁判の過程に参加し、裁判内容に国民

の健全な社会常識がより反映されるようになることによって、国民の司法に対する理

解・支持が深まり、司法はより強固な国民的基盤を得ることができるようになる」こと

が裁判員制度導入の趣旨として書かれている。これは要するに、司法が司法として尊重

され十分機能するには、国民に根ざしているという信頼が必要であり、信頼されるため

には、国民が裁判の過程に参加し、その健全な社会常識が裁判内容に反映されるように

なることによって、国民の理解と支持が深まることが必要だということであろう。

この制度趣旨はもっともであるが、さらにいえば、現代の日本社会は日本人のみでな

＊５０ 高橋秀実著「TOKYO外国人裁判」（平凡社）等
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く外国人も共生する社会であるから、これら外国人にも根ざしていると言うことができ

てこそ、司法は真に社会から信頼され、尊重されるのではないだろうか。日本社会に暮

らす外国人は、自らが犯罪の被害者となる危険性も有していれば、被疑者として扱われ

る危険性も有している。日本人間で犯罪行為が行われた場合であっても、その地域社会

に外国人は暮らし、正義の回復を求めるのである。このように、刑事訴訟手続（とりあ

わけ第一審手続）は国籍で画すことのできる問題ではなく、外国人を含んだ地域社会の

問題である。司法が信頼され、十分に機能するためには、外国人市民の理解と支持も必

要であり、より積極的に外国人市民が裁判員として裁判に参加することは望まれる。

�９ 結語

以上述べてきたように、裁判員の資格に日本国籍を必要とする理由は必ずしも十分で

ない。残念ながら、審議会や検討会においても裁判員の国籍について意識して議論がな

された様子はなく＊５１、はじめに「国民」ありきで議論がスタートしてしまっていた。今

後、裁判員の国籍に関し、より活発な議論がなされ、外国人の参加についての検討がな

されることが、強く望まれる。

＊５１ たとえば、裁判員制度・刑事検討会第２回に配布された資料２「裁判員制度・刑事検討会における当面の論点」に

おいては、裁判員の選任方法については挙げられているものの、裁判員の資格要件については触れられていない。
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第５章
外国人・民族的少数者の教育の現状と課題

第１節 在日外国人の概況

法務省入国管理局の外国人登録者統計（２００３年５月）＊１によれば、２００２年末における外

国人登録者数は１８５万人を超えて過去最高であり、その属する国は１８３カ国にわたっている。

２００２年末における国連加盟国数は１９１カ国であるから、世界中のほとんどすべての国の人々

が日本に居住していることになる。外国人登録者数は日本の総人口１億２，７４３万５，３５０人（総

務省統計局の「平成１４年１０月１日現在推計人口」＊２による。）の約１．４５パーセントに当た

るが、この割合は、たとえば１０年前の１９９３年末に比べると４４．５パーセント、５年前の１９９８

年末と比べて２２％以上増加している＊３。このように、日本は急速に「多民族化」が進んで

いるということができる。

上記法務省統計により外国人登録者数を在留資格別にみると「永住者」（特別永住者を

含む）は２００２年末で７１３，７７５人であって１９９８年（６２６，７６０人）以降毎年増加しているが、そ

の増加の割合は低い。永住者はアジア地域が韓国・朝鮮を中心に９６．５パーセントを占めて

おりその中でも、韓国・朝鮮人は約６３万人で圧倒的多数を占めている。しかしながら、そ

の数はここ１０年来顕著に減少しているが、その理由はこの期間中に、約３０万人が日本国籍

を取得して帰化したことによる。

一方、非永住者のうちでは、アジア地域出身者が５９．４パーセント、南米地域出身者が２９．１

パーセントで、この２つの地域だけで８８．５パーセントを占めており、こうした外国人は１９９０

年以降顕著に増加している。１９９０年の出入国管理及び難民認定法（入管法）改正以降、ブ

ラジル、ペルーなどの南米諸国への日本人移民の二世、三世が日本での就労に制限のない

「定住者」、「日本人の配偶者等」の在留資格を得られることになったことから、これらの

地域から多数の人々が来日し、また１９８０年代後半からの労働力不足により、ことに単純労

働に対する需要が拡大し、その他の地域からの正規、不正規の就労目的での人口流入を招

いた。その結果、これら非永住外国人人口が顕著に増加したのである。

以上のことからわかるように、日本に長期間にわたって居住する外国人の数は近時顕著

に増加しているが、これらの外国人は２つの大きなグループにわけることができる。

１つは、第二次世界大戦前に、さまざまな理由・動因により旧植民地であった朝鮮・台

湾から日本に渡ってきて、これらの地域の独立と日本と連合国との講和条約に基づく日本

国籍喪失により外国人となった人々とその子孫、および１９８０年代後半以降顕著となった、

これらの人々以外の外国人とである。

以下では前者を「オールドカマー」、後者を「ニューカマー」と呼ぶことにする。

ところで統計の示すところでは、日本国内では地理的に「オールドカマー」が多い地域

＊１ http : //www．moj．go．jp/PRESS/

＊２ http : //www．stat．go．jp/data/jinsui／２００２np／＃０５k３f―a

＊３ 前記注１法務省統計
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と「ニューカマー」が多い地域とが比較的明確に分かれている。たとえば大阪府における

外国人登録者の７１．６％は韓国・朝鮮籍であり＊４、一方静岡県においては外国人登録者の

５７．１％がブラジル、ペルー国籍である＊５。これらの地域の状況の相違は、在日外国人問題

あるいは在日外国人の教育問題を考えるうえでも、地域により異なった位相を持つもので

あることを推測させる。

＊４ ２００２年１２月３１日現在。大阪府の国籍（出身地）別外国人登録者数に基づく数値。大阪府国際課ホームページ（http :

//www．pref．osaka．jp/kokusai/policy/toroku２．html）参照。

＊５ ２００３年１２月３１日現在。法務省入国管理局広報資料「平成１５年末現在における外国人登録者統計について」による

（http : //www．moj．go．jp/PRESS／０４０６１１―１／０４０６１１―１―１．pdf）
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第２節 外国人・民族的少数者の教育を受ける権利

１ 日本政府の見解

１９７９年の国際人権規約批准後の１９８３年９月に発表された法務総合研究所「在日外国人の

実体法及び手続法上の地位」＊６によると、「外国人は日韓協定に基づく韓国人の例をのぞ

き法的に就学の権利および義務を持つものではな」く「就学を希望する外国人子女の（公

教育への）受け入れは事実上おこなわれている」ものにすぎない、とされている。その根

拠としては、「憲法２６条、教育基本法４条等から、直接就学の権利及び義務をもつのは『国

民』に限定されている」からであるとされる。

この見解（なおこの見解は、「教育を受ける」ことを「公教育機関への就学」と同義に

捉えているものと思われる。）によれば、在日外国人には少なくとも公教育機関において

教育を受けることが権利として認められないことになる。国は、在日外国人を公教育の機

関に受け入れ、在日外国人であるということに配慮した指導を行う義務を負っていない。

また、公教育以外の外国人教育の機関に対して、配慮すべき義務も負っていないことにな

る。

なお、近時公表された２００３年８月の総務省行政評価局「外国人児童生徒等の教育に関す

る行政評価・監視結果に基づく通知」には、「外国人子女については、我が国の義務教育

の就学義務は課せられていないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（昭

和５６年第６号）を受けて、入学を希望するものについては、公立の義務教育学校への受入

れが保障されている。」とある。しかし、これも実際に受入れがなされているという現状

を示しているにとどまるものであり、「教育を受ける権利」の観点から見たときには、従

前の見解の域を出るものではないと考えられる。

２ 教育を受ける権利の保障

日本政府は、在日外国人には「教育を受ける権利」の保障は認められないとの見解であ

る。しかし、国際人権に関する条約、宣言、勧告等や旧植民地出身者に対する歴史的経緯

に照らすならば、次のとおり、「教育を受ける権利」は「国民」に限られるのではなく、

外国人にも保障され、かつ、教育の内容としては「アイデンティティを保持するための教

育」としての教育を受ける権利が保障されているといえる。

�１ 国際人権条約等

ア 自由権規約２７条

自由権規約２７条は「種族的、宗教的又は言語的少数者が存在する国において、当該

少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の

宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と定める。

日弁連は、アイヌ民族のほか、在日コリアンなどのオールドカマー及びニューカマー

＊６ 法務研究報告書第７１集第２号（１９８３）－なお副題は「国際人権規約等の締結後の行政上の処遇を中心として」であ

る。
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が本条の適用主体であることを、すでに１９９６年の人権擁護大会で意見として表明して

いる（日本弁護士連合会「国際人権規約と日本の司法・市民の権利」９９頁・１９９７年）。

そして、これら少数民族が自己の文化を享有するなど本条に定められる権利を享受す

るためには、その文化等を伝承し、享受する機会が必要になり、このような機会の提

供に関する保障も本条は含意しているものというべきである。そして外国人教育をそ

のような場として捉えた場合、外国人教育を受けることは本条により権利として保障

されているといえる。

なお、自由権規約２７条は、「否定されない」（shall not be denied）という消極的表

現を使用していることから、国家は少数者の文化享有、信仰または言語使用に介入し

てはならないという消極的義務を負うにとどまるものか、このような権利を促進する

ために積極的義務を負うのかということが問題となっている。

この点につき、文言は上記のとおり消極的にみえるが、自由権規約委員会は、締約

国は少数者の権利行使を確保するとともに権利行使の否定又は侵害から保護する義務

を負っており、したがって締約国の積極的措置は少数者の独自性を保持するのに必要

であるとのゼネラルコメントを付している。

これに後にふれる「マイノリティの権利宣言」の採択もあわせて考えると、自由権

規約２７条は単なる尊重義務・保護義務にとどまらず積極的な措置義務まで定めたもの

と解すべきである。

なおこの場合、締約国にはどこまでの措置義務があるのかという問題が生ずる。各

規約等を分析することにより準則が一層明らかになると思われるが、少なくとも自由

権規約２７条にあげられている�自己の文化�自己の宗教�自己の言語（母語ないし母
国語）、の三点について教授する、普通教育機関としての最低限度の基準をみたした

（この基準についてはのちに触れる。）外国人学校ないし民族学校に対しては、権利

として、学校教育法一条校に準じた助成がなされるべきであろう。

イ 社会権規約１３条

社会権規約１３条１項は、締約国が「教育についてのすべての者の権利」を認めるべ

きこと、教育が「すべての者」に対して行われるべきことを定め、さらに２項におい

て、初等、中等、高等などの各段階における教育に関する施策を規定している。

ここに「教育についてのすべての者の権利を認める。」とあることから、権利者に

は外国人も含まれる。そして本条は、「締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳

についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべき

ことに同意する。」としているので、ここでいう「教育」には、「外国人」であること

が「人格の完成」「人格の尊厳についての意識」と深く結びついている子どもに対し

て、その子のアイデンティティの涵養を目的とした外国人教育も含まれると考えられ

る。

なお、社会権規約委員会の一般討議（１９９８年）では、以下の合意がなされた。

「１ 何人も教育の権利を否定されない。

２ 全ての人は、基本的な（初等）教育の権利を有する。これは、形態を問わず大人

の基本的教育も含むものである。初等教育は、義務教育であり、無償でなければな

らない。初等教育から子どもを引き離すことはいかなる者でもできない。国家は、
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この権利の第三者による侵害から保護する義務がある。

３ 教育は、国家や第三者に介入されることなく、自由に選択できる。

４ 少数者は、公的教育の公立制度外の制度で、彼らが望む言語によって学ぶ権利を

有する。」

この合意は、特に外国人学校ないし民族学校の母語による普通教育について、上記

の解釈を補強するものとなる。

また、社会権規約については直接適用を否定する見解も見られる。しかし、社会権

規約上の権利であっても、そのケースの状況において当該規定の意味するところが明

確であり、既存の関連法制も整備されているのであれば、直接適用できる場合もある

と解すべきである＊７。社会権規約１３条については、少なくとも就学費用についてはそ

の規定の意味するところは明確であり、また学校教育法一条校については、無償教育

ないしその漸進的導入については一定程度の関連法制整備がなされているといえる状

況にあるので、外国人学校ないし民族学校についても直接適用がなされ、学校教育法

一条校と同等の助成を求める請求権があるものとされるべきである。

ウ 子どもの権利条約５条、８条、２９条、３０条

子どもの権利条約８条は、「締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって

認められた国籍、名前および家族関係を含むそのアイデンティティを保全する権利を

尊重することを約束する」と、同２９条１項は、「締約国は、子どもの教育が次のこと

を指向すべきことに同意する。…（c）子どもの父母、子どもの文化的同一性、言語

及び価値観、子どもの居住国及び出身国の国民的価値並びに自己の文明と異なる文明

に対する尊重を育成すること（d）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的

集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に

従い、自由な社会における責任ある生活のために子どもに準備させること」と、同３０

条は「民族上、宗教上、言語上の少数者または先住民が存在する国においては、その

子どもは自己の属する集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教

を信仰かつ実践し、自己の言語を使用する権利を侵害されない」と定めている。さら

に同５条は、締結国に対し、子どもがこの条約において認められる権利を行使するに

あたり、子どもの親または法定保護者等が適当な指示及び指導を行う責任、権利及び

義務を果たすことを尊重しなければならないものとしている。

これらの規定をあわせ読むと、締結国には、民族的少数者の言語、宗教、文化、ア

イデンティティを尊重すべき義務が課されているとともに、民族的少数者には、それ

らを保持し教育しまたは教育を受ける権利が保障されているものというべきである＊８。

以上によると、日本国に在住する全ての外国人の子どもは、自己の民族的文化ない

し自己の出身国の文化などについて教育を受ける権利を保障されている。また、自己

の民族的文化ないし自己の出身国の文化などについて教育を受けさせようとする親な

いし法定保護者の適当な指示及び指導を行なう責任等について尊重される権利をも保

障されているものというべきであって、また、政府に対し、外国人が自国の言語や文

＊７ 阿部浩己・今井直・藤本俊明「テキストブック国際人権法（第２版）」３３頁。

＊８ 自由人権協会編「日本でくらす外国人の子どもたち―定住化時代と子どもの権利」（明石書店・１９９７年）
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化を学ぶ機会を保障するための積極的な施策を講ずることが義務づけられているとい

うべきである＊９。

エ 人種差別撤廃条約前文、２条２項、５条、７条

人種差別撤廃条約前文は「すべての人は生まれながらにして平等であり、かつ、尊

厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、

皮膚の色または国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利

及び自由を享有できる」と述べ、また同２条２項では「締約国は、状況により正当と

される場合には、特定の人種又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分

かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当

該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置

をとる。」としている。

オ 世界人権宣言

１９４８年に国連総会で採択された世界人権宣言は、個人の尊厳と平等、合理的理由の

ない差別の禁止が宣言され（前文、１～２条）、またすべての人間が平等でありまた

差別なく平等に権利を保障されることが宣言されている（７条）。

カ 「外国人の人権宣言」

１９８５年１２月１３日の国連総会では、「在住する国の国民でない個人の人権に関する宣

言」（以下「外国人の人権宣言」）が採択された。

同宣言５条は、「外国人は、国内法に基づき、かつ、自己の滞在する国の関連する

国際的義務に従って、特に次の権利を享有する。…（f）自己の言語、文化及び伝統

を保持する権利」と定めている。また、同第８条は「合法的にいずれかの国の領域内

に居住する外国人は、その国の法律に基づいて、次の権利を享有する。ただし、第４

条に基づく義務に従うものとする。…（c）健康の保持、医療、社会保障、社会的サー

ビス、教育、休息及び余暇についての権利。ただし、この権利の享受については、外

国人が参加するための関連する規則に基づく条件を満たしていること、及びその国の

資源に過度の負担をかけないことを条件とする。」と定めている。この２つをあわせ

読むと、外国人は、自己の言語、文化及び伝統を保持するための教育を受ける権利を

有すると解される。

キ 「マイノリティの権利宣言」（国連総会決議）

１９９２年の国連総会決議「少数者の権利宣言」４条３項では、「国家は、可能な場合

は常に、マイノリティに属する人々が自らの母語を学んだり、母語で教育を受ける十

分な機会を得られるように適切な措置をとらなければならない。」とし、母語教育に

ついて締約国の措置義務を認めた。

同宣言は法的拘束力を有するとはいえないものの、先の各人権規約の解釈指針とし

て十分に尊重されるべきものであり、その点できわめて重要な意味を有する。

ク 「人権教育のための国連１０年」（国連総会決議）

１９９４年の国連総会決議「人権教育のための国連１０年」では、「人権教育はたんなる

情報提供にとどまるものではない。人権教育とは、あらゆる発達段階の人々、あらゆ

＊９ 日本弁護士連合会人権擁護委員会「朝鮮人学校の資格助成問題に関する人権救済申立事件調査報告書」（１９９７）
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る社会層の人々が、他の人々の尊厳について学びまたその尊厳をあらゆる社会で確立

するための方法と手段について学ぶための生涯にわたる総合的な過程であることを国

連総会は確信している。」「また、あらゆる年齢の女性及び男性の尊厳と両立しうる発

展の概念に人権教育が寄与すべきことをも確信するものである。そのなかには、子ど

も・先住民族・マイノリティ・障害者など社会を構成する多様な人々への配慮が含ま

れなければならない。」との決議がある。これはあくまで人権教育に関する宣言であ

るものの、先住民族、マイノリティの教育方法に関する人権保障上の配慮も当然に要

請されているものといえる。

ケ その他の国際人権条約等

その他、「教育における差別待遇の防止に関する条約」（１９６０年１２月１４日第１１回ユネ

スコ総会採択）や、日本は批准していないものの「全ての移住労働者及びその家族の

権利保護に関する条約」等のうち関連部分も、この問題に関する国際基準を示すもの

として、十分に参照されるべきである。

�２ 各種国連勧告等

国連では下記のごとく、外国人教育を巡る問題につき、再三にわたり勧告等がなされ

ている。

ア 子どもの権利条約委員会（第１回）の総括所見 １９９８年６月５日

「１３．委員会は、差別の禁止（第２条）、子どもの最善の利益（第３条）及び子どもの意

見の尊重（第１２条）の一般原則が、とりわけアイヌの人々及びコリアンのような国民

的、種族的マイノリティに属する子ども、障害をもつ子ども、施設内の又は自由を奪

われた子ども及び嫡出でない子どものように、特に弱者の範疇に属する子どもの関連

において、子どもに関する立法政策及びプログラムに十分に取り入れられていないこ

とを懸念する。委員会は、朝鮮出身の子どもの高等教育施設への不平等なアクセス、

及び、子ども一般が、社会の全ての部分、特に学校制度において、参加する権利（第

１２条）を行使する際に経験する困難について特に懸念する。」

「３５．委員会は、条約の一般原則、特に差別の禁止（第２条）、子どもの最善の利益（第

３条）及び子どもの意見の尊重（第１２条）の一般原則が、単に政策の議論及び意思決

定の指針となるのみでなく、子どもに影響を与えるいかなる法改正、司法的・行政的

決定においてもまた、全ての事業及びプログラムの発展及び実施においても、適切に

反映されることを確保するために一層の努力が払われなければならないとの見解であ

る。特に、嫡出でない子に対して存在する差別を是正するために立法措置が導入され

るべきである。委員会は、また、コリアン及びアイヌの児童を含むマイノリティの児

童の差別的取扱いが、何時、何処で起ころうと、十分に調査され排除されるように勧

告する。更に、委員会は、男児及び女児の婚姻最低年齢を同一にするよう勧告する。」

イ 自由権規約委員会（第４回）の総括所見 １９９８年１１月１９日

「１３．委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日コリアンマイノリ

ティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第２７条に関する委員会の一般的

な性格を有する意見２３（１９９４年）が、第２７条による保護は国民に限定されないと述べ

ていることについて、締約国の注意を喚起する。」
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ウ 人種差別撤廃委員会（第１回）の総括所見 ２００１年３月２０日

「１５．委員会は、日本に居住する外国籍の子どもに関して、小中学校教育が義務教育と

なっていないことに注目する。委員会はさらに、『日本における初等教育の目的は、日

本民族（Japanese people）をそのコミュニティのメンバーとなるよう教育することに

あるため、外国籍の子どもにそうした教育を受けることを強制するのは不適切である』

という締約国の立場に注目する。委員会は、強制が統合という目的を獲得する上で全

く不適切であるという主張に同意する。しかしながら委員会は、第３条および第５条

（e）（v）に鑑みて、この点に関する異なった取扱い基準が、人種隔離、ならびに教

育、訓練および雇用に関する権利の享受の不平等をもたらすことを懸念している。締

約国に対し、第５条（e）が定める諸関連の権利を、人種や皮膚の色または民族的（na-

tional or ethnic）出身による区別なく保障することを確保するよう勧告する。」

「１６．委員会は、コリアン・マイノリティに影響を及ぼしている差別を懸念している。

朝鮮学校をはじめとする外国人学校を出たマイノリティの生徒が日本の大学に入学

する上での制度的な障害のいくつかを取り除くための努力が行われているものの、委

員会は特に、朝鮮語による学習が認可されていないこと、および在日コリアンの生徒

が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している。

締約国が、この点における朝鮮人をはじめとするマイノリティの差別的な取扱いを撤

廃するための適切な手段を講じ、また日本の公立学校において、マイノリティ言語に

よる教育へのアクセスを確保するよう勧告する。」

エ 社会権規約委員会（第２回）の総括所見 ２００１年８月３１日

「〈主要な懸念事項〉

３２．委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の

文化に関する教育を公立学校で享受する可能性がきわめて限られていることに懸念を

表明する。委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育

カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府

の補助金を受けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについ

ても、懸念するものである。」

「〈提案および勧告〉

６０．委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正

規のカリキュラムに母語（母国語）による教育を導入するよう強く勧告する。委員会

はさらに、締約国が、マイノリティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュ

ラムにしたがっている状況においては当該学校を正式に認可し、それによって当該学

校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資

格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。」

オ 子どもの権利条約委員会（第２回）の総括所見 ２００４年１月３０日

「２４．委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ど

も、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グ

ループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸

念する。」

「２５．委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるいかな
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る婚外子差別も解消するために法律を改正するとともに、法令から「嫡出でない」と

いった差別的用語を根絶するよう勧告する。委員会は、とくに女子、障害のある子ど

も、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子

どもならびに難民および庇護申請者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的

サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育・意識啓発キャンペー

ンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。」

「４９．委員会は、教育制度を改革し、かつそれをいっそう条約に一致させるために締約

国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念す

るものである。

（d）日本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大された

とはいえ、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること。

（f）マイノリティの子どもたちにとって、自己の言語で教育を受ける機会がきわめて

限られていること。」

「５０．委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

（d）マイノリティ・グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明しま

たは実践し、かつ自己の言語を使用する機会を拡大すること。

（e）教科書でバランスのとれた見方が提示されることを確保するため、教科書の審査

手続を強化すること。」

�３ 歴史的経緯

ア 在日コリアン、台湾出身者については、前者は１９１０年８月２９日公布・施行された「韓

国併合ニ関スル条約」に基づき日本が韓国を併合した際に、また後者は１８９５年４月１７

日に発効した日清戦争の講和条約である「下関条約」に基づき日本に割譲された際に、

それぞれ、その構成員として日本国籍が付与された。

その後日本は、１９４５年８月１４日にポツダム宣言を受諾し、ついで９月２日にミズー

リ号艦上で降伏文書に調印し、以後連合国総司令部（GHQ）の占領統治下におかれ

た。

在日コリアン及び台湾出身者は、この時点においても日本国籍を有する者としての扱

いを日本政府から受けていた。

ところが、１９４７年５月２日、外国人登録令（外国人登録法の前身）が施行され、第

１１条で「台湾人のうち法務総裁の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については

当分の間外国人とみなす。」とされ、当時日本国籍を有するとされた在日コリアンお

よび台湾出身者は外国人登録の対象とされることとなった。

イ ついで、１９５２年４月２８日、法務省民事局長通達（１９５２年４月１９日付民事甲第４３８号

「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理につい

て」）によって在日コリアンは一律に日本国籍を喪失することとされた＊１０。すなわち、

在日コリアン、台湾出身者は、その意思によらず、日本国籍に編入され、ついで、そ

の意思を問われることなく、日本国籍を剥奪された。

この措置について、上記通達は、「平和条約によって朝鮮及び台湾が日本の領土か

ら分離する」ことを国籍喪失の根拠としており、事実「日本国との平和条約」は弟２
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条 a項において「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含

む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定めていたが（したが

って、これらの地の人々に対して日本国籍を強制する根拠は失われたが）、そのこと

は、日本に居住し日本国籍を有する人々から自動的に日本国籍を剥奪してよいという

ことを意味しない。国際法学者大沼保昭の詳細な研究によれば、講和条約起草過程で

これらの人々の国籍問題は一切議論されていない＊１１。また、同じ研究によれば、国際

的には、領土の変更にともなって国籍変動があることはしばしばあるが、そのような

場合に各国が国籍問題を処理する為に制定した国内法は、領域変更に伴う領域住民の

国籍の自動変更という考え方はとられておらず、住民に国籍選択を認めるのが通例で

ある＊１２。

なおこの点につき、国籍剥奪当時は当事者たる在日コリアン等からの大規模な抗議

行動はなかったということを正当化根拠としてあげるものもあるが、そもそもある政

策の当否を論じるのに、抗議行動の有無という事後の反応をもって正当化することに

は無理があるというべきである。

このような経緯からすると、いわゆる「平和条約国籍離脱者」とされる在日コリア

ン、台湾出身者とその子孫に対しては、日本国籍を剥奪されなかった場合に準じた取

り扱いがなされるべきであり、教育についても日本国籍を有するものと同等の権利の

享受が認められるべきものである＊１３。

�４ 憲法２６条「教育を受ける権利」

ア 「教育を受ける権利」の保障

判例は、憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民の

みをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても

等しく及ぶ旨を判示している＊１４

＊１０ http : //www．users．bigpond．com/asakawaakihiro/data/law/files／１９５２０４１９．txt から主要部分を引用する。「第一

朝鮮及び台湾関係 �１朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、
朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。 （中略） �５条約発効後に、朝
鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もっぱら国籍法の規定による帰化の手続によるこ

とを要する。（以下略）」

なお、この時以降、この通達により国籍を喪失させられた者は出入国管理令２条６号により、「別に法律で定めると

ころにより在留資格および在留期間が決定されるまでの間引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することがで

きる」ものとされた。この点に関し、このように在留資格なく滞在するものであるために再入国許可の申請要件に当た

らないとして許可が受けられないなどの不利な取扱いがなされたとの指摘もある。

＊１１ 大沼保昭「在日朝鮮人の法的地位に関する一考察�４」（法学協会雑誌９７巻２号２５３頁以下）。本論文において大沼は、
連合国側が国籍問題を全く無視して講和条約の起草を進めた最も根本的な要因は、連合国側が国籍問題を講和条約によ

って解決すべき問題として考えておらず、それは当事国である日本と朝鮮が解決すべき問題でありそもそも国籍問題を

講和条約中に規定するという考えが全く起草者の念頭に浮かばなかったためであるとしている。

＊１２ �１英国においては第二次世界大戦後インドなど多数の旧植民地が独立したが、英本土と密接な絆を持つものに対し
ては権利としての英国国籍取得を認めている。 �２フランスにおいても、フランス在住者などには２重国籍として事実
上国籍選択を認めた。�３ドイツでは１９３８年のオーストリア併合により強制的にオーストリア人に付与されていたドイツ
国籍は１９４５年４月２６日に消滅したとしつつ、同日以降継続してドイツに居住していた者に対しては消失のときにさかの

ぼってドイツ国籍を回復する権利を付与した。

＊１３ 憲法学説としてこの立場に立つものとして松井茂紀「日本国憲法」（有斐閣・１９９９年）１４１頁。

＊１４ 例えば最高裁大法廷判決１９７８（昭和５３）年１０月４日民集３２巻１２２３頁（マクリーン事件）

第５章 外国人・民族的少数者の教育の現状と課題

－ 149 －



一般に憲法２６条は、自由に学び（学ぶ自由）、教育を受け（教育を受ける自由）、そ

の子弟を自由に教育し（教育の自由）、政府によりこれらの学習教育活動の自由を妨

げられないという自由権的な権利と、政府に対して、公立学校を設立するなどの方法

で、教育の機会を実質的に保障するための積極的配慮をつくすことを求める請求権的、

社会権的権利をあわせて定めたものとされている＊１５。

そしてここまで検討してきた諸要素に照らして「国民」文言の解釈を考えるに、憲

法２６条の規定上「国民は」とあることを理由として、この「教育を受ける権利」が性

質上日本国籍を有する者にのみ保障されていると考えることは困難であろう。

以上によれば、すでにあげた各国際条約を批准していること、及び上記各国連勧告

等の存在にてらし、憲法２６条の定める「教育を受ける権利」は「国民」に限られない

と解され、「教育を受ける権利」は外国人（いわゆるオールドカマー、ニューカマー

を問わず）に対しても保障されるものと考えることができる。

すなわち、外国人は日本国民と差別されることなく、自ら選択するところにしたが

って、少なくとも母語ないし母国語教育により学びまたは母語ないし母国語を自ら学

び、またはそのようにその子どもを教育する権利を有しており、また政府は、そのよ

うな権利を意味あるものとするために、合理的な教育制度と施設を整備して教育の場

を提供する、などの方法により教育の機会を提供する憲法上の義務を負っているもの

と解されるのである。

なお、日弁連はすでに朝鮮学校の資格・助成問題に関する１９９８年２月２０日勧告書に

おいて同旨の見解を表明していることを付言する。

イ 「教育を受ける権利」の内容

憲法２６条１項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定して、機会を提供すべき「教育」が「そ

の能力に応じてひとしい」ものであることを定めるが、教育内容自体は定めていない。

教育の多様性からすると当然のことであるが、外国人に対する教育については、すで

にあげた各条約等においてその準則が定められており、それに沿ったものであること

が必要とされることになる。

憲法２６条は、１項の「教育を受ける権利」とならんで２項において、「すべて国民

は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

う。義務教育は、これを無償とする」と定めている。

外国人が憲法２６条に定める「教育を受ける権利」を保障されるということは、あわ

せてその子女に対して２項の「普通教育を受けさせる義務」を負担することを意味す

＊１５ 最高裁大法廷判決１９７６（昭和５１）年５月２１日刑集３０巻６１５頁（旭川学力テスト事件）「（憲法２６条は）福祉国家の理

念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかに（中略）したも

のであるが、この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格

を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、

その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在してい

ると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習を

する権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。」ただ

し自由権的な意味での教育権、学習権は憲法２３条の学問の自由の一内容として保障されているとする見解も有力である。

例えば、松井・前掲「日本国憲法」４８７頁以下

第２節 外国人・民族的少数者の教育を受ける権利

－ 150 －



るものと考えられる。ここの「国民」には外国人も含まれるべきということはこれま

でに述べたとおりであり、そしてこれらの規定をあわせ読むと、国や地方公共団体は、

その運営する公教育において学ぶ全ての外国人の子どもに対して、「（自己の民族ない

し自国の文化による）普通教育」を受ける機会を保障しなければならないと考えるこ

とができる。

ところで、憲法２６条２項の「普通教育」の意味を「法律に定める学校教育（公教育）」

の意味に解する見解＊１６がある。そうであれば、すべての人（日本国民および外国人）

は、小中学校レベルにおいては、日本の法律で定める学校に就学することを義務付け

られることになる。

しかしながら、「普通教育」を「学校教育」と同一に考えなければならない文理的

必然性はない。むしろ、その後批准された社会権規約１３条１項が、「教育についての

すべての者の権利」を認めるべき旨を定めた上で、同３項において「この規約の締約

国は、父母及び場合により法定保護者による、子どものため公の機関によって設置さ

れた学校以外の学校を選択する自由を尊重することを約束する」として、親による子

どものための学校選択の権利（自由）を保障し、さらにこの権利を実効あらしめるた

めに、同４項で「この条文のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置、管理

する自由を妨げるものと解してはならない」として、教育機関（学校）設立運営の自

由を保障していること、また子どもの権利条約も、社会権規約１３条１項、４項の規定

とほとんど同文の規定をおいて（２８条１項、２９条２項）、子どもの「教育への権利」、

そのために「個人及び団体が教育機関を設置、管理する自由」を再確認していること

にかんがみると、「普通教育」とは文字通り、専門教育、職業教育、（障害児教育など

の）特殊教育と対比する意味での普通教育をいうものであり、「学校教育」だけを意

味するものではない。「普通教育」の内容を定める「法律」もこのような内容を持つ

ものであることが必要であるというべきである＊１７。

したがって、外国人は、日本国民と同様に、学齢期に達した子どもを学校教育法に

定める小中学校以外の教育機関－たとえば、各種の「民族学校」や「インターナショ

ナルスクール」とよばれる学校－に通学させる自由を有しており、国は普通教育を行

うそのような学校に対しても、助成、援助をおこなう責務を有しているというべきで

ある。

なお、これらの教育機関の行う教育内容に対する国の介入は最小限度なものにとど

められなければならない。具体的には、社会権規約１３条４項、子どもの権利条約２９条

＊１６ 従来から教育基本法４条１項（「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う」）が憲法

２６条２項を受けた法律であるとされ、保護者には憲法上子どもを学校に通わせる義務があるとするのが一般的な考えで

あったと思われる。

＊１７ 学校教育法２２条では、小学校に通うべき年齢の子どもを持つ親は子どもを小学校に通わせる義務があると定め、一

方、３９条では、中学校に通うべき年齢の子どもを持つ親は子どもを中学校に通わせる義務があると定めている。弁護士

定者吉人は、これらの規定は親の、子どもに「普通教育」を受けさせる義務を果たすための一例を示すものであり、憲

法の定める親の義務としての、子どもに「普通教育」を受けさせる義務は、ホームスクーリングを含み、「小学校」「中

学校」（という名前の、一定の規格の学校）以外の学校へ通わせることも含むものであるとする－http : //www．myforum．

jp/diversity/ihan。憲法学説として「普通教育」は学校教育である必要はなく、憲法上は家庭で教育を施す自由がある、

とするものとして松井・前掲「日本国憲法」４８９頁
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２項の定めるとおり、その行う教育内容が、自由で民主主義的な社会における教育の

普遍的な原則＊１８としてそれぞれの条約に掲げられたものに合致したものであること、

および「国によって定められる最低限度の基準に適合すること」に限られるべきもの

である（なおこの「最低限度の基準」につき、現行学習指導要領の是非についての議

論には、ここでは立ち入らない。）。

＊１８ そのような原則として社会権規約１３条１項は、「教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を

指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきこと」「教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加

すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること」ならびに「平和

の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきこと」を、また子どもの権利条約２９条１項は、「児童の

人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること」、「人権及び基本的自由並びに国

際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること」「児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国

及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること」「すべての人民の間の、種族

的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由

な社会における責任ある生活のために児童に準備させること」「自然環境の尊重を育成すること」をあげている。
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第３節 多文化共生教育

１ 多文化共生教育の必要性

「部落解放は教育に始まり教育に終わる」とは被差別部落解放運動の中で広く人口に膾

炙した言説とされている。類推して在日外国人問題も「教育に始まり教育に終わる」とま

では言えないとしても、教育の持つ意味は極めて大きい。

それはまず、日本の言語や文化に十分に通じないニューカマーの人々に対して、日本で

の生活に不可欠な手段としてこれらの知識を習得し、日本社会への参加を可能とするため

の十分な機会が付与されるべきであるという点において、大きな意味を有している。冒頭

の戦後部落解放運動における言説からして、差別と貧困により奪われた「教育を受ける権

利」の保障を通じた「同和地区に滞留する停滞的過剰人口を近代的な主要産業の生産過程

に導入することにより生活の安定と地位の向上をはかること」＊１９を意味していたのであ

る＊２０。日本の言語・文化に通じることにより、日本社会により安定した地位を得たいとい

う在日外国人の希望は尊重されなければならず、そのために可能な限りの機会が保障され

なければならない。外国人住民に対しては日本語学習や日本の文化社会の学習を強制すべ

きでない、「日本人化」のパターンを強制すべきではない、という意見がある。傾聴すべ

き意見であるが、語学力がないため生活上の困難が生じ日本語指導を求めているなら応じ

るべきであろう＊２１。

このことは、外国人を受容する「国民国家」の側からしても、それら外国人を受け入れ

ることが、それらの人々各自の持てる能力を十全に発揮してもらい、そのことによって社

会全体の活力や効率性、生産性を高めるという政策目標からして当然の考え方といえる。

移民を受けいれている国家では、そのメリットとして一致してこれを掲げている＊２２。

しかしながら、今日、多種多様な文化的・民族的背景（エスニシティ）をもつ人々に対

する教育に関しては、単に受入れ国の言語や文化を教えることをもって足りるものではな

く、学ぶ側の人々の言語や民族性や文化的特質を尊重するものでなければならないこと、

すなわち「多文化（共生）教育」でなければならないことが承認されている。その理由と

＊１９ 総理府同和対策協議会の「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策」に関する１９６５年

８月１１日答申

＊２０ 八木晃介「部落差別と教育－「平等」と「解放」のはざま－」岩波講座現代の教育５巻１１８頁

＊２１ 姫野昌子「日本語支援カリキュラム」「マルチカルチュラリズム」「現代のエスプリ」２００３年７月１日４３２号 なお

同論文はこの部分に続けて武蔵野市における「地域日本語教育推進事業報告書」のなかの「木の下には根がある。言葉、

つまり根が強くないと葉は茂らない。言葉は力である。ある程度言葉がわからないと社会とコミュニケーションはでき

ないし習慣や文化を理解するのは大変だ」という「外国人住民」の「意見」を引用している。

＊２２ 例えばオーストラリアにおいて国家政策として多文化主義をとることを宣言したマニフェスト的文書である「多文

化オーストラリアのための国家的課題－The National Agenda for a Multicultural Australia（１９８９）」においても、「各

人の経歴にかかわらず、すべてのオーストラリア人の技術、才能を効果的に保持し、発展させ、活用させることの必要

性」が「すべてのオーストラリア人が、自分たちの、言語と宗教を含む文化遺産を表現し、かつ共有する権利」と「す

べてのオーストラリア人の、取り扱いおよび機会における平等に関する権利」とならぶオーストラリア多文化主義政策

の３つの主要目標のなかの１つとされている。The National Agenda for a Multicultural Australia についてはオースト

ラリア政府移民・多文化・先住民族局のホームページ http : //www．immi．gov．au/multicultural/_inc/publications/

agenda/agenda８９／abetter．htmを参照のこと。
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しては、次のことがあげられる。

多数者集団により少数者集団の文化や民族性が否定されたり、母語が抑圧されていると

ころでは、少数者集団のメンバーは、自己肯定的で安定的なアイデンティティを形成する

ことが困難である。別の面からいうと、みずからの民族性、文化を多数者集団よりも劣っ

たものと考えて、否定的な自己形成をしてしまう。こうして「彼ら自身の自己蔑視が彼ら

を抑圧するためのもっとも強力な道具のひとつとなる。彼らの最初の任務はこの押しつけ

れた、そして破壊的なアイデンティティを自らのうちから取り去ることでなければならな

い。」＊２３このことは、多文化共生教育が、もっとも基本的な人権である、人が人であるこ

と、すなわち個人のアイデンティティの確立・回復にかかわるものであることを示してい

る＊２４。しかし、それはまたアイデンティティを否定されている少数者は教育においても成

果を得ることができないという事実の指摘をも伴っているものである。

２ 多文化共生教育の意義

アメリカの教育学者ジェニーヴァ・ゲイによれば、アメリカ社会には人種、肌の色、平

生、年齢、出身地による差別を禁止する法律の存在にもかかわらず、ある民族的、文化的、

社会的なグループが他のグループより優越しているという共通の認識が存在する。アメリ

カ人の多くは意識的、無意識的に、「アメリカ」的なものについての１つのイメージがあ

り、それはアングロサクソン中心的（Anglocentric）なものである。政府も学校も、その

組織および各種の手続きにおいて、多数者文化のもとに運営されており、少数者グループ

の文化的社会的伝統との間には、不連続なものが存在している。文化的に異なった背景を

もつ子どもが学校教育の中での成功者となるためには、多数派の文化に従わなければなら

ず、それができない多くの子どもは学校教育から疎外されてしまう。

しかし、多数派文化に従わなければならないという要求は、不公正であるのみならず、

多くの場合達成不可能である。こうして多くのマイノリティの子どもは学業において不成

功者となってしまう。

これに対して、人間が背景となる文化に影響されるものであるかを理解し、その独自の

価値観や文化、記号（シンボル）を尊重する教育家は、自らの文化の横暴から自分自身を

救い出し、また、子どもたちの自身の文化に影響された行動に関する、時期尚早で、不正

確で、不公平な解釈によるダメージから子どもたちを救い出すことができる＊２５。

そのような見地から、この分野における代表的な論者である J．Aバンクス＊２６は、多文

化教育の学校の特性として、次の８つを提示する。

この意味での多文化共生教育の概念は教育技術的ないし教育方法的である。

�教職員がすべての生徒に高い期待を持ち、肯定的な態度を示す。また積極的な愛

＊２３ チャールズ・テイラー「承認をめぐる政治」（テイラー、ハーバーマス他著、佐々木毅他訳「マルチカルチュラリ

ズム」（１９９６）岩波書店３８頁）

＊２４ 国民教育文化研究所「『多文化』化の中での就学・学習権の保障」２２頁（太田晴雄執筆） は次のような「米国在

住のヒスパニック系の作家のことば」を引用している－「ことばは私自身なのです。自分のことばに誇りを持つことで

きない限り自分自身に誇りをもつことなんてできないのです。」

＊２５ Geneva Gay“A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education”（１９９４）http : //www．ncrel．org/sdrs/areas

/issues/educatrs/leadrshp/le０gay．htm

＊２６ J．A．バンクス著 平沢安政訳「入門多文化教育」（明石書店・１９９９年）２２頁以下
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情をもってかかわる。

�学校の公式カリキュラムが男女両性およびさまざまな文化、エスニック集団の経
験、文化、視点を反映している。

�教師が用いる教授スタイルが生徒の学習、文化、動機づけのスタイルに合致して
いる。

�教職員が生徒の母語（第一言語）や方言を尊重している。
�学校で用いられる教材が、さまざまな文化、エスニック、人種集団の視点にたっ
て、できごと、状況、概念を示している。

�学校で用いられる評価や試験の手順が文化的に配慮され、英才児向けのクラスに
非白人生徒も人数比に見合った形で在籍する結果となっている。

�学校文化と隠れたカリキュラムが、文化やエスニックの多様性を反映している。
�学校カウンセラーが異なった人種、エスニック、言語集団の生徒に対しても一様
に高い期待を持つとともに、積極的な進路目標を設定してその実現を助ける。

そして、もうひとつはこれに関連するが、文化的に多元的な社会を積極的な力であると

みなし、グローバルな社会を理解するためのよりよい方策として歓迎する、多数文化の共

存の行方に今までとは異なった文化的な豊かさがもたらされるという理念であり、この考

えの下に多文化社会が奨励される。それは、少数者側にとって彼らの言語を含む固有の文

化的伝統を維持し発展させることを奨励するのみならず、社会全体として新たな文化につ

いての理解・共感を深め、すべての人々の文化的、人種的、宗教的、言語的、その他の多

様性を理解し認識させる教育をおこなうことが意味されている。それは、事実としてわれ

われの社会が多文化的なものとなっていることを前提とし、多文化共生主義を２０世紀的な

国民国家に変わる統合原理として提示することまでをも含むものである＊２７。

注目すべきことは、いずれの場合にも、多文化共生教育とは、単に外国人に対する教育

を問題にするのではなく、外国人を受けいれる側、多数者グループ側に対する、他文化を

受けいれ、共存するため、すなわち単一文化的な、あるいは多数者グループの価値観を意

識的、無意識的に反映させた教育システム・教育内容の変革を併せて求めるものであると

いうことである。日本人の子どもの多くは、外国人の子どもが自分たちの学校に入学する

まで他の文化に接する機会が少ない。したがって、外国人の子どもの存在は、彼らにとっ

てなかなか受け入れることができない。自分の生まれ育ったところの文化を体得するとい

うことは、そこで適切とされている行動を自ずから取れることであるとともに、それに拘

束されるということである。自文化に拘束されていればいるほど、他の文化に対して違和

感が増して、他文化受容への柔軟性を欠きがちとなる。そして、異文化を正しく理解しな

いことは、偏見や差別を生み出す＊２８。

３ 日本における多文化共生教育

このように、多文化共生主義、あるいは多文化共生教育の意味は多面的であり多義的で

ある。

＊２７ 江原武一「公教育における多文化教育の展開」（「多文化教育の国際比較」玉川大学出版部・１９９９・所収）

＊２８ 箕浦康子「地球市民を育てる教育」（岩波書店・１９９７）
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しかし１つの面が他の面を排斥するものではなく、それらは並列的にいわれることが多

い＊２９。そのことになんの不都合もないが、日本においては、この意味の相違は「ニューカ

マー」と「オールドカマー」とがそれぞれ直面する問題に対応している面もあるように思

われる。

すなわち、「オールドカマー」は第二次世界大戦前に来日した人々およびその子孫であ

るから、そのほとんど全部の人々が日本語を話すことに困難を感じることはなく、また日

本の文化・習慣にも通じている。

事実その大半は日本語を母語（第一言語）とする人々である。したがって、日本語や日

本文化の学習の機会の保障は必ずしも大きな問題にならない。後に検討するように、在日

朝鮮人の間では戦後早い段階で民族教育が唱えられ、朝鮮の言語、民族文化について教育

をおこなう民族学校が設立され今日に至っている。またオールドカマーの側からも公教育

における民族教育、外国人母語教育の必要性が求められているが、それらはいずれも、将

来母国に帰国して生活するための必要性というよりも、その民族文化、言語の学習をおこ

なうことによる民族性の回復とそれを通した個人の肯定的アイデンティティの確立や回復

が含意されている。

他方「ニューカマー」の場合は、早い段階で来日した人でも十数年の滞日経験しかない

のであるから、それぞれの出身国の言語を母語とする日本語非母語話者であり、また日本

の文化・習慣についての理解も十分ではない。教育の問題を論じる場合にも、「ニューカ

マー」の子女の直面している問題として、小学校や中学校での学習についていけないこと、

それに伴い発生している高い割合での不就学や、後に項を改めて論ずる低い高校進学率の

問題が指摘されている＊３０。

彼らに対しては、どのようにして日本語や日本文化を学ぶ機会を保障するか、という面

からの考慮が不可欠である＊３１。しかしながら、「ニューカマー」の子女が公教育になじむ

ことができない原因としては、言葉の問題や経済的問題もさることながら、日本の教育が、

＊２９ ひとつの例として、川崎市教育委員会「川崎市外国人教育基本方針―多文化共生の社会をめざして－」（制定１９８６

年３月２５日 改定１９９８年４月２８日）は、「在日外国人が、民族的自覚と誇りを持ち自己を確立」すること、「このことは

また、日本人の人権意識と国際感覚を高めることにもつながる」こと、「日本人と外国人の双方の豊かさを育み、違い

が豊かさとして響き合う人間関係や社会をつくりだしていくことをめざ」すこと、そのことにより「あらゆる人が、相

互の違いを認め合い尊重しあい、ともに生きていく地域社会をつくりあげていく力になるように展開して」いくこと、

を目標として掲げ、そのために「在日外国人児童・生徒に対して、その民族としての歴史・文化・社会的立場を正しく

認識することを励まし助け、自ら本名を名のり、民族差別や偏見に負けない力を身につけることができるよう支援する」

とともに「すべての児童・生徒に対して、日本と外国、特に韓国・朝鮮との歴史的・文化的関係を理解させ、国際理解、

国際協調の精神を養う」ような教育的取り組みをすることが掲げられている。http : //homepage３．nifty．com/N―forum

/kawasakishi％２０gaikokujin％２０kyoiku％２０kihon％２０houshin．htm

＊３０ 前掲・国民教育文化研究所「『多文化』化の中での就学・学習権の保障」によれば、予測、推定の域をでないが「ニ

ューカマー」の子女で日本の学校や民族学校に不就学していない児童・生徒の割合が３０％にのぼる地域があること、ま

た日系人の子女で中学校を卒業した者の高校進学率を４０％そこそこにとどまることを指摘している。（４頁および６６頁、

いずれも佐久間孝正執筆）

＊３１ 社会学者鄭暎惠は、公的機関が作成した広報パンフレットのうち、エイズ対策・啓発用のものについで結核予防対

策・啓発用のものが使用言語数において多いことから、「同じ社会で生きながら日本語を母語としない人々の方が結核

にかかりやすい状況、つまり過労、栄養不良、不衛生の状態で暮らしている場合が多いこと」を推認し、「日本語とい

う言語資源の有無が、少なからず、人々に階級差をもたらす」という「日本語のもつ権力性／特権性」を指摘している。

鄭暎惠「マルチカルチュラリズムの可能性と困難」（「（民が代）斉唱」岩波書店・２００３・所収）２０３頁
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国民教育という名のもとに、日本が単一民族による同質的な社会であることを前提とする

教育が行われてきたこと、子どもに対して画一的な行動を求める均一主義的、同化主義的

な機械的教育がおこなわれていることの問題性が指摘されていることにも留意されなけれ

ばならない＊３２。

現在の学校教育現場では学習指導要領の非常に強い影響力を看過することはできない。

そこでここではまず、今回テーマとしている定住外国人教育および多文化共生教育につき、

現行学習指導要領がどのようなスタンスをとっているのか分析する。

４ 日本の公教育と多文化共生教育－学習指導要領の検討を中心として

�１ 在日外国人教育等をめぐる現行学習指導要領のスタンス

現在の学校教育現場では学習指導要領の非常に強い影響力を看過することはできない。

そこでここではまず、今回テーマとしている定住外国人教育および多文化共生教育につ

き、現行学習指導要領がどのようなスタンスをとっているのか、その分析から入る。

�２ 学習指導要領中、外国人教育・多文化共生教育にかかわる部分

ア 紙面の都合上、小学校学習指導要領（文部科学省１９９８年１２月告示、２００３年１２月一部

改正）のみを例にとり、これを概観し、定住外国人教育および多文化共生教育にかか

わる部分を抜粋し、適宜コメントを付する（下線は報告者）。

○ 小学校学習指導要領

第１章 総則

第１ 教育課程編成の一般的指針

２ 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間

尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の

中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に

努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、

その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

この文章は、学習指導要領改訂前の１９９８年告示にはなかった。そしてこの部分を読むと、

「道徳」教育につきその目的を述べる中で、教育対象児童を「日本人」と想定しているこ

とが分かる。

第３ 総合的な学習の時間の取り扱い

６�６ 国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に

応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小

学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。

＊３２ 太田晴雄「ニューカマーの子どもの学校教育―日本的対応の再考」（「多文化教育の国際比較」玉川大学出版部・１９９９・

所収）他多数
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「総合学習」の中で「国際理解教育」も想定されていることがわかる。一般論として国

際理解は推進されるべきであり、この部分は評価されるべきである。ただしここにおける

「国際理解教育」とは、文脈上、海外における外国人の生活や文化を想定していると読む

ことができ、必ずしも日本国内に住む定住外国人の生活や文化を念頭に置いたものとは思

われない。したがって、現場教員の「国際理解教育」のやり方によっては、ここで言う「国

際理解」は、「定住外国人の存在」とは切り離されたものとなってしまうという危惧が残

る。

第５ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

２�６ 障害のある児童などについては、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫す

ること。特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果

的な指導を行うこと。

２�７ 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国に

おける生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。

ここでは、障害児童・いわゆる帰国子女についての教育的配慮の必要が述べられている。

しかし定住外国人児童につき、このような教育上の配慮が必要であると述べる部分はない。

第２章 各教科

第１節 国語

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い

３ 教材については、次の事項に留意するものとする。

�２ク 我が国の文化と伝統に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと

ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家、社会の発展を願う態度を育てるのに

役立つこと。

コ 世界の風土や文化などに関心を持ち、国際協調の精神を養うのに役立つこと。

ここでは「我が国の文化と伝統に対する愛情」「日本人としての自覚」などが強調され

ている。文化と伝統に対する愛情は一概に否定されないとも思われるが、少なくとも「日

本人としての自覚」という部分は教育対象として日本人児童のみを想定していることをう

かがわせ、またこの部分につき、定住外国人児童についてはどのような教育方針を持つべ

きかという視点は見られない。

第２節 社会

第１ 目標

社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、国際

社会に生きる民主的、平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

「社会」と併記はしてあるものの、「国家の形成者」を育成するということが教育目標

として打ち出されている。
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個人の人格的自立発展につき「社会」を学ぶことはどのような意味があるか、という視

点での学習目標設定は見られず、したがって定住外国人については何を目標に「社会」を

学ぶのかという意識を持ちにくいものとなっている。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年及び第４学年〕

３ 内容上の取り扱い

�５ 内容の�６については、次のとおり取り扱うものとする。
４ エについては、我が国や外国には国旗があることを理解させ、それを尊重する態度を

育てるよう配慮すること。

※ ２ 内容

�６ 県（都、道、府）の様子について、次のことを資料を活用したり白地図にまとめたり

して調べ、県（都、道、府）の特色を考えるようにする。

エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのかかわり

国旗については、ここで初めて記述が現れる。国旗や国歌について教育で扱うことやそ

の扱い方についての議論はここではおくとしても、地理的なことを学ぶ中で突然国旗につ

いてこのような形で記述が現れることについては、やはり唐突な印象がぬぐえない。

〔第５学年〕

３ 内容上の取り扱い

�６ 内容の�４については、次のとおり取り扱うものとする。
ア アの「国土の位置」の指導については、我が国の領土と近隣の諸国を取り上げるもの

とすること。その際、我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに、それを

尊重する態度を育てるよう配慮すること。

※ ２ 内容

�３ 我が国の国土の自然などの様子について、次のことを地図その他の資料を活用して調

べ、国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連を持っていることを考えるようにする。

ア 国土の位置、地形や気候の概要、気象条件から見て特色ある地域の人々の生活

イ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ

ウ 国土の保全や水資源の涵養のための森林資源の働き

国旗についての記述の唐突さについての印象は、先に述べたものと同じである。

〔第６学年〕

１ 目標

�１ 国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関

心と理解を深めるようにするとともに、我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心

を育てるようにする。

�２ 日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関係の深い国の生
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活や国際社会における我が国の役割を理解できるようにし、平和を願う日本人として世

界の国々の人々と共に生きていくことが大切であることを自覚できるようにする。

一見して分かるとおり、「国を愛する心」「日本人として」生きていくこと、が強調され

ており、このままでは定住外国人児童にとってはなぜ「社会」を学ぶのかという動機付け

が困難である。

２ 内容

�２ 我が国の政治の働きについて、次のことを調査したり資料を活用したりして調べ、国

民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしているこ

と、現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考え

るようにする。

イ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民

生活の基本を定めていること。

�３ 世界の中の日本の役割について、次のことを調査したり地図や資料などを活用したり

して調べ、外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や習慣を理解しあうことが

大切であること、世界平和の大切さと我が国が世界において重要な役割を果たしている

ことを考えるようにする。

ア 我が国と経済や文化の面でつながりが深い国の人々の生活の様子

イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力している国際連

合の働き

日本国憲法が「国民としての権利及び義務」を定めているという記述は、外国人には憲

法上の権利保障はされていない、という誤解に結びつく危険があるため、このような誤解

を生まないよう表現上の修正を要する。

外国人と共に生きるには相互理解が大事である、という趣旨の記述については、そのと

おりであってその意味では評価すべき記述である。もっともここでも先に述べたように、

ここにおける「外国の人々」とは、文脈上、海外にいる外国人だけを想定していると読む

ことができ、日本国内に住む定住外国人は念頭に置かれていないとは思われる。したがっ

て、現場教員の指導の仕方によっては、ここで言う「外国の人々」には「定住外国人」は

含まれないという危惧が残る。

３ 内容の取り扱い

�２ 内容の�２については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には、国民の祝日に関心をもち、

その意義を考えさせるよう配慮すること。

エ イの〔天皇の地位〕については、日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児

童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ、歴史に関する学習との関連も図りながら、

天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また、イの「国民としての権

利及び義務」については、参政権、納税の義務などを取り上げること。
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�４ 内容の�３については、次のとおり取り扱うものとする。
エ ア及びイについては、我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を

育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。

全体として「国」ということが強調されている印象を受ける。定住外国人児童の視点か

ら見たときに、「国」を過度に強調することは、外国人児童にとって集団からの疎外感・

劣等感・アイデンティティ上の混乱などを生む危険・不安があり、慎重さが必要である。

第６節 音楽

第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

�３ 国歌「君が代」は、いずれの学年においても指導すること。

中、高の学習指導要領では、芸術分野の記述の中で、世界の諸民族の作品などを扱う中

で、それらを通じて多様性を理解すること、背景となる文化や歴史を理解すること、それ

らを通じて国際理解を深めること、感性や想像力を高めることなどの、教育目標に関する

記述が見られる。日本人の多文化理解や定住外国人に対する理解について、これらの教育

は根幹的なものを含み、意義深いと思われる。その意味で、今回のテーマに関しては、中

学・高校の学習指導要領中、これらの部分は高く評価されるべきである。

小学校「音楽」の指導要領にはそのような記載は見られず、今回のテーマに関して言え

ば、上記のように、「君が代」に関する記述が見られるのみである。その是非はさておき、

国歌の指導を重視するのであれば、それに対置される他国・多文化についての音楽的指導

もなされるべきではないかという疑問がある。

第３章 道徳

第２ 内容

〔第３学年及び第４学年〕

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

�６ 我が国の文化と伝統に親しみ、国を愛する心を持つとともに、外国の人々や文化に関

心を持つ。

外国人児童にとって「国」を強調することの不安はすでに述べたとおりである。また、

外国人や外国文化に関心を持つべきという記述は評価すべきであるが、これもここまで各

所で述べてきたように、ここにおける「外国の人々」とは、文脈上必ずしも日本国内に住

む定住外国人は念頭からはずされているとは思われ、現場教員の指導の仕方によっては、

ここで言う「外国の人々」には「定住外国人」は含まれないという危惧が残る。

同〔第５学年及び第６学年〕

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

�３ だれに対しても差別することや偏見をもつことなく公平、公正にし、正義の実現に努

第５章 外国人・民族的少数者の教育の現状と課題

－ 161 －



める。

�７ 郷土や我が国の文化と伝統を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をも

つ。

�８ 外国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての自覚をもって世界の人々と

の親善に努める。

差別・偏見の除去について触れられていること、外国人や外国文化の尊重につき触れら

れていることは評価できる。しかし、同時に「国を愛する心」「日本人としての自覚」も

強調されていることについてはこれまで述べてきたのと同じ問題がある。

そもそも、現代社会においては、「国家」という概念につきその問題点についてさまざ

まな議論がされている。そのような状況下、学習指導要領上ではこれまでと変わらず、む

しろ色彩が強まるような形で、「国家」「日本人」概念の多用が見られる。このことが根本

的な問題点として指摘されるべきである。

同 第３ 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い

１ 各学校においては、校長を始め全教師が協力して道徳教育を展開するため、次に示す

ところにより、道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。

�３ 各学校においては、特に低学年では基本的な生活習慣や善悪の判断、社会生活上のルー

ルを身に付けること、中学年では自主性、協力し助け合う態度を育てること、高学年で

は自立心、国家・社会の一員としての自覚を育てることなどに配慮し、児童や学校の実

態に応じた指導を行うよう工夫すること。また、高学年においては、悩みや心の揺れ、

葛藤等の課題を積極的に取り上げ、考えを深められるよう指導を工夫すること。

第４章 特別活動

第３ 指導計画の作成と内容の取り扱い

２ 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌

を斉唱するよう指導するものとする。

これらについての問題点は、すでに述べたものと同じである。

イ 概観

小学校学習指導要領を概観してきたが、定住外国人教育・多文化共生教育の観点か

ら評価すべき点、問題点をおおまかにまとめると以下のようになる。

（ア） 評価すべき点：「国際理解教育」「差別や偏見の除去」が明記されている。

（イ） 問題点：「国を愛する心」「日本人としての自覚」「国旗・国歌」が強調されて

いる。

ウ アプローチ

このように学習指導要領を見たとき、定住外国人教育・多文化共生教育をおこなう

につき、その問題点が指摘されるものの、現在の学校教育現場においては、学習指導

要領の事実上の拘束力は絶大なものがある。そこで、公教育で定住外国人教育・多文
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化共生教育を実現あらしめるものにするためには、まずこれら問題点を克服するため

のアプローチを考えなければならない。

そしてそのためのとりあえずのアプローチとしては、（ア）学習指導要領の拘束力を

否定するアプローチ、（イ）学習指導要領の内容を改訂するアプローチ、のふたつが考

えられる。

（ア） 学習指導要領の拘束力を否定するアプローチ

学習指導要領の拘束力については二つの最高裁判決が存在する。そこでここでは

それらの最高裁判決を検討する（下線は報告者）。

ａ）「旭川学テ事件」最高裁判決（最高裁判決１９７９（昭和５１）年５月２１日判例タイ

ムズ３３６号）

「これを前記学習指導要領についていえば、文部大臣は、学校教育法３８条、１０５

条による中学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、普通教育に属する中学

校における教育の内容及び方法につき、上述のような教育の機会均等の確保等の目

的のために必要かつ合理的基準を設定することができるものと解すべきところ、本

件当時の中学校学習指導要領の内容を通覧するのに、おおむね、中学校において地

域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最低限度

の基準と考えても必ずしも不合理といえない事項が、その根幹をなしていると認め

られるのであり、その中には、ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、

必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切

でなく、また、はたしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか

疑わしいものが幾分含まれているとしても、右指導要領の下における教師による創

造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分

に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと

認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないし

は観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。

それ故、上記指導要領は、全体としてみた場合、教育政策上の当否はともかくとし

て、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定と

して是認することができるものと解するのが、相当である。」、
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ｂ）「伝習館事件」最高裁判決（最高裁判決１９９０（平成２）年１月１８日判例タイムズ７１９

号）

（最高裁昭５９（行ツ）第４５号事件）

「高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当

として是認することができ」

（※原審・福岡高裁判決１９８３（昭和５８）年１２月２４日判例タイムズ５１９号 判決理

由：「本件学習指導要領は、学教法４３条、１０６条１項、同法施行規則５７条の２の委

任に基づいて、文部大臣が、告示として、普通教育である高等学校の教育の内容及

び方法についての基準を定めたもので、法規としての性質を有する」「本件学習指

導要領の効力について考えるに、その内容を通覧すると、高等学校教育における機

会均等と一定水準の維持の目的のための教育の内容及び方法についての必要かつ合

理的な大綱的基準を定めたものと認められ、法的拘束力を有するものということが

できるが、その適用に当つては、それが「要領」という名称であること、「大綱的

基準」であるとされること、その項目の目標、内容、留意事項等の記載の仕方等か

ら明らかなように、その項目を文理解釈して適用すべきものではなく、いわゆる学

校制度的基準部分も含めて、その項目及びこれに関連する項目の趣旨に明確に違反

するか否かをみるべきものと解するのが相当」）

（最高裁昭５９（行ツ）第４６号事件）

「国が、教育の一定水準を維持しつつ、高等学校教育の目的達成に資するために、

高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に

法規によってそのような基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容

及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存す

る」

ｃ）両最判の検討

旭川学テ事件最高裁判決においては、その論理構成は読み取りにくいものの、

結論としては学習指導要領の「基準としての性格」は認めつつも、学習指導要領

が「法規」であるとか「法的拘束力を有する」などという表現は用いておらず、

その法的拘束力までは認めていないものと読むことができる。

それに対し伝習館事件最高裁判決においては、学習指導要領の「法的拘束力」

を明言する。この点につき一見最高裁判例間で矛盾があるように思える。

この点については伝習館事件最高裁判決理由中、上記にも引用した「高等学校

教育における機会均等と一定水準の維持の目的のための教育の内容及び方法につ

いての必要かつ合理的な大綱的基準を定めたものと認められ」という部分で「接

ぎ木」（市川須美子「学習指導要領の法的拘束力をめぐる学説」法律時報６２巻４

号１６頁）がなされているものの、両最高裁判例の相互関係を補うに足りる十分な

論証はなされていない。伝習館事件最高裁判決は、「学習指導要領の法的拘束性
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についての判示の先例としての価値は、否定的に評価せざるを得ない。」（市川・

前掲）といえ、同判決については学説上の批判が強い。

学習指導要領の法的拘束性については同判決の拠る立場のほか�大綱的基準説
�外的教育条件説�学校制度的基準説などがあげられ、同判決の存在にもかかわ
らず、法的拘束力否定説は依然有力である。したがってここでさらなる検討が必

要であるが、本稿の目的に照らし、ここではこれ以上深くは立ち入らない。

（イ） 学習指導要領の枠内で多文化多民族共生の教育の実践

仮に上でのべたような学習指導要領の法的拘束力否定が今すぐ現実的には困難と

しても、少なくとも学習指導要領の内容は、多文化共生教育の観点から改訂されな

ければならない。その具体的な内容はたとえば先に小学校学習指導要領を例にとり

述べたようなものであるが、ここで基本的な視点として、たとえばマイノリティに

対してはエンパワーメントの工夫、マジョリティに対しては、学校集団が児童にと

っては単なる知識習得の場であるだけでなくいわゆる「社会化」の過程であること

を意識した、たとえば「隠れたカリキュラム」などを意識的に活用して多文化共生

の視点（これは当然マイノリティ・マジョリティ問わず必要なものであるが）を児

童に提供する工夫などが求められるのではないだろうか。

�３ 日本の公教育の方向性について（多文化共生教育を例にとって）

ア 「日本国民」と「公教育」の問題

ここまでは日本の公教育制度の中での定住外国人教育・多文化共生教育の問題を論

じてきたが、定住外国人と公教育の問題を考えれば、日本国民と「公教育」の問題に

いきあたる。「外国人」と「そうでないもの」とを分かつものは究極には「国籍」で

あり、したがって「定住外国人」に対置されるものは、非外国籍者としての「日本人」

である。日本人と定住外国人をひとくくりにした就学児童集団に対しどのような教育

をするかということは、「公教育」の本来的対象とされていた日本人児童に対し、「公

教育」は今後どのような教育政策で望むのかという問題となる。

イ 問題の二つの側面

日本国民と「公教育」の問題には、大別、２つの問題を想定することができる。

ひとつは、「少数民族系日本国民」と「公教育」の問題である。例えば、アイヌ系

日本国民の存在は、「公教育」について考える時、ほとんど無視されてきた。アイヌ

系日本国民は、「公教育」において、いわゆる和人＝「日本系日本国民」のことば、

文化、歴史、を学ぶことはあっても、アイヌのことば、文化、歴史を学ぶことは困難

であった。沖縄系日本国民、（帰化した）韓国・朝鮮系等の日本国民についても同様

である。「公教育」で教えられてきたのは、日本系日本国民＝ヤマト民族＝和人＝ヤ

マトンチュの文化であった。同じく納税者であるにもかかわらず、これらの少数民族

系日本国民は、「公教育」において、自らの文化を学ぶことが困難であった。そして

このことは、その他の納税者たる定住外国人にも当てはまる。

もうひとつの、日本国民と「公教育」の問題は、「日本国民への『公教育』の内容

の変化なくしては、定住外国人と公教育の問題を改訂しても効果が不十分に終わると

予想されること」である。
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すなわち、「日本社会には多様な外国籍住民も含まれること・日本国民にも多様な

文化的、民族的背景を有する者が含まれていること」を教え、このような社会で暮ら

していくためのスキルや作法を教育内容に組み込んでいくことがなければ、在日外国

人への「公教育」の充実が果たされても、日本社会における在日外国人の「生きにく

さ」は本質において変わらないと予想される。

具体的スキルや作法については日本では民族教育・同和教育におけるこれまでの実

践例も参考になることのほか、イギリス、カナダ、アジア諸国等での実践例もあり（江

原武一編著「多文化教育の国際比較」（玉川大学出版会・１９９９年）、松井清著「教育と

マイノリティ」（弘文堂・１９９４年）、片山隆裕編著「民族共生への道」（九州大学出版

会・２００３年）等参照）、またアメリカで提唱されている人権教育における「TQE」と

いう経営理論的アプローチなども参考になる（P．A．コルデイロ他著・平沢安政訳「多

文化・人権教育学校を作る」（明石書店・２００３年））。

そして、上記の２つの問題は、最後に、「日本社会の統合の原理」を何に求めるか、

という問題に行きつくと思われる。教育の目的についてはさまざまな議論があるが、

すくなくとも教育の事実上の効果として、当該社会の次代の構成員のために、次代の

社会がつつがなく運営されていくように、そのための基礎となる社会的基盤の一つを

提供する効果があると認めざるを得ない。少なくとも、「公教育」としての学校制度

が導入された背景としては、「国民国家」の形成と関連付ける説明が支配的とされる。

すなわち、近代学校制度は、欧米諸国では、国民国家の形成と同時に国民的な一体感

と統合を作り出すための重要な社会的装置として（もちろんその他の教育的側面も無

視できないが）出現したもの、と説明される（天野郁夫編「教育への問い」（東京大

学出版会・１９９７年）１３２頁）。

とすれば、「公教育」制度を仮に今後も維持し「公教育」として教育をなすのであ

れば、（社会についての「国民国家」という捉え方の是非については留保した上で、）

次代の社会を安定的なものとするためにどのような社会として構成していくヴィジョ

ンをたてるべきか、従来のヴィジョンを修正する新たな「社会統合」（このような表

現にも賛否があろうが）のヴィジョンが要求されることになる。そしてそのヴィジョ

ンとしての原理は特定のひとつの価値（たとえば「国民国家」）をそこに置くべきか

（そもそもそのようなものがありうるのか）、または特定の価値を求めるのではなく

「手続保障」的なシステムそのものの確保を求めるものとして構成すべきか、「公教

育」システムは社会形成に際してどこまでの役割を果たすべきなのか、議論が尽くさ

れなければならない。

従来のヴィジョンを振り返ると、「日本国民の統合」は天皇によって象徴されるが

（憲法１条）、この、天皇によって象徴される、「日本国民を統合する原理」の決定的

なひとつは、従来、「日本系日本国民の文化、伝統（一部論者は、天皇はまさにこれ

らを象徴するからこそ、日本国民の統合の象徴とされているとする）」ないし「日本

国家」であった。これが「公教育」によって教えられ、本来、多様な日本系日本国民

を統合する働きを果たしてきた。

しかしそもそも「公教育」で教えられてきた「日本の文化、伝統」は、歴史的には、

本来、多様であったこの列島の文化や、伝統のほんの一部分を切り取ったものといえ
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る。「日本国家」にしてもその存在が当たり前のように論じられるが、「日本」という

国号が定まったのはようやく７世紀末のことであり、それまでは地球上には「日本」

も「日本人」も存在していなかったということになる、といわれている（大崎雄二「中

国の国民統合と中華民族」（西川長夫他編「アジアの多文化社会と国民国家」（１９９８）

１７２頁））。しかし現実にはこれを、あたかも「２６００年前の建国の日」から本質におい

て同一である文化、伝統が連綿と続いてきたもののように教えられてきたのであって、

このような「公教育」のあり方は、結局本質的には戦後においても変化しなかったと

言える。

このような「公教育」は、先に触れた「公教育」システムが導入された背景と結び

つき、効果の面では充分すぎるほど統合の働きを果たしてきた。しかし他方、少数民

族系日本国民児童や外国籍児童を排除する働きをもしている。そしてこれこそがこれ

らの児童の、日本社会における「生きにくさ」の大きな原因のひとつとなっているの

である。

これら「少数民族系日本人」や定住外国人を社会の構成員として今後受け入れ共生

していくのであれば、その共生社会たる日本社会については、「日本系日本国民の文

化、伝統」ないし「日本国家」にかわる社会を統合する原理が必要であるのか、もし

必要であるのなら、その原理の内容を何に求めることができるのか、先に述べた「ヴ

ィジョン」が今後、検討されなければならない。そして検討の結果は「公教育」の内

容に反映されなければならない。そのような検討があってこそ真の多文化共生教育と

なるであろうし、定住外国人にとって生きにくい社会構造が「根本的に」解消される

ことになるのである。
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第４節 外国人・民族的少数者の子どもに対する公教育の現状と
課題

１ 外国人の子どもに対する公教育の概況

�１ わが国における「外国人児童生徒」の数

文部科学省（生涯学習政策局調査企画課）による「平成１５年度学校基本調査報告書」＊３３

によれば、２００３年５月１日現在、日本の国公私立の小・中・高等学校、中等教育学校＊３４

及び盲・聾・養護学校に在籍する外国人児童生徒数は、７６，７２０人である。

学校種別では、小学校４１，９８１人（うち国立１０２人、公立４１，２９９人、私立５８０人）、中学

校２２，５５８人（うち国立６７人、公立２万１２５８人、私立１２３３人）、高等学校１１，８１０人（うち

国立２６人、公立８０１８人、私立３７６６人）、中等教育学校３９人（うち国立２人、公立１７人、

私立２０人）、盲・聾・養護学校３３２人（うち国立４人、公立３２６人、私立２人）である。

なお、上記「学校基本調査」においては、「不就学学齢児童生徒調査」＊３５も行われて

いるが、外国人児童生徒は同調査の対象外である。すなわち、外国人については、不就

学学齢児童生徒の数についてすら全国的な統計資料がないのが現実であり、文部科学省

もその実態を把握できていない。もちろん、学校等の管理の及ばない不就学学齢児童生

徒の実態調査自体が困難であることは理解できるが、外国人登録をしている外国人の子

弟についてすらその調査を試みないのでは、教育行政上外国人児童生徒を軽視している

との誹りは免れないと考えられる。

�２ わが国における「日本語指導が必要な外国人児童生徒」の状況

ア 日本語指導が必要な外国人児童生徒の数

文部科学省（初等中等教育局国際教育課）による「日本語指導が必要な外国人児童

生徒の受入れ状況等に関する調査（平成１５年度）」＊３６によれば、２００３年９月１日現在、

日本の公立小・中・高等学校、中等教育学校及び盲・聾・養護学校に在籍する日本語

指導が必要な外国人児童生徒数は、１９，０４２人（２００２年度１８，７３４人、以下（ ）内は２００２

年度数値）で、前回から３０８人［１．６％］増加している。調査開始以来最も多かった２００１

年度の１９，２５０人よりは減少しているものの、調査開始以来２番目に多い数となった。

もっとも、ここ数年間は増減を繰返しており、不況の影響を受けて定住外国人数に大

きな変化がないこととの相関関係が伺われる。

学校種別では、小学校１２，５２３人（１２，０４６人）、中学校５，３１７人（５，５０７人）、高等学校

１，１４３人（１，１３１人）、盲・聾・養護学校４９人（５０人）、中等教育学校１０人（０人）であ

＊３３ http : //www．mext．go．jp/b_menu/toukei／００１／０４０１１５０１／index．htm

＊３４ １９９８年の学校教育法の改正により創設された学校制度で、文部科学省が進めている中高一貫教育の一形態であり、

いわゆる中学生の課程を「前期課程」、高校生の課程を「後期課程」とするものである。

＊３５ http : //www．mext．go．jp/b_menu/toukei／００１／０４０１１５０１／００１／００３．htm 「不就学学齢児童生徒調査」

＊３６ http : //www．mext．go．jp/b_menu/houdou／１６／０３／０４０３２４０１．htm１９９０年６月に「出入国管理及び難民認定法」の

改正が施行されたことなどにより日系人を含む外国人の滞日が増加し、これらの外国人に同伴される子どもが増加した

ことを契機に１９９１年度から開始された調査である。
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る。

中等教育学校については、２００３年度に兵庫県が異なる言語環境や文化的背景のもと

に育った生徒が６年間の学校教育を通じてその能力や適性に応じて弾力的に学ぶこと

を特色とする県立芦屋国際中等教育学校を設置したことにより、調査開始以来初めて

在籍者数が１０人となったものである。なお、高等学校に在籍する日本語指導が必要な

外国人生徒の内訳をみると、定時制が４６５人（４４６人）、通信制が２８人（１２人）と増加

しているのに対して、全日制は６５０人（６７３人）と減少している。

割合では、小・中学校が９３．７％（９３．７％）、高等学校が６．０％（６．０％）、盲・聾・養

護学校が０．３％（０．３％）、中等教育学校が０．０５％となっている。

イ 日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する学校

日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍学校数は、全体で５，２３１校（５，１３０校）で

１０１校［２．０％］増加し、調査開始以来最も多かった２００１年度の１９，２５０人よりは減少し

ているものの、調査開始以来３番目に多い数となった。

学校種別では、小学校３，１６６校（３，０９７校）、中学校１，７２２校（１，６９４校）、高等学校３０３

校（３００校）、盲・聾・養護学校３９校（３９校）、中等教育学校１校（０校）である。

割合では、小・中学校が９３．４％（９３．４％）、高等学校が５．８％（５．８％）、盲・聾・養

護学校が０．７％（０．８％）、中等教育学校が０．０２％となっている。

ウ 日本語指導を受けている外国人児童生徒の数

日本語指導を受けている外国人児童生徒数は１５，９３１人（１５，８４３人）で、日本語指導

が必要な外国人児童生徒のうち日本語指導を受けている者の割合は８３．７％（８４．６％）

であり、０．９ポイント減少している。

学校種別では、小学校は１０，５７３人（１０，５２１人）、中学校は４，４３８人（４，４３８人）、高等

学校は８８３人（８６５人）、盲・聾・養護学校は２７人（１９人）であり、中等教育学校は調

査開始以来初めて１０人となった。

日本語指導が必要な外国人児童生徒のうち、日本語指導を受けている者の割合は、

小学校は８４．４％（８７．３％）、中学校は８３．５％（８０．６％）、高等学校は７７．３％（７６．５％）、

盲・聾・養護学校は５５．１％（３８．０％）であり、中等教育学校ではそのすべてが日本語

指導を受けている。一般的に、学年進行に伴い、指導体制の充実が課題になっている。

エ 日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍期間別在籍状況

日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍期間は、「２年以上」在籍している児童

生徒数が８，５９０人（８，１８３人）、全体に占める割合も４５．１％（４３．６％）と半数近くを占

めているが、「６ヶ月未満」しか在籍していない児童生徒も３，８８９人（３，６０６人）、全体

に占める割合も２０．４％（１９．２％）と約５分の１いる。

６ヶ月未満の在籍期間の外国人児童生徒が「日本語指導が必要」と判断されるのは

当然と考えられるが、２年以上在籍しているにも関わらず「日本語指導が必要」と判

断された児童生徒が大勢いるということは、適切な日本語指導が行われていない実態

を伺わせるものである。

オ 日本語指導が必要な外国人児童生徒の母語別在籍状況

日本語指導が必要な外国人児童生徒の母語は、ポルトガル語６，７７２人（６，７７０人）、

中国語４，９１１人（５，１７８人）、スペイン語２，６６５人（２，５６０人）、フィリピノ語１，５２３人（１，３３４
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人）、韓国・朝鮮語８４９人（７７１人）、ベトナム語６４８人（６２５人）、英語５２８人（４５９人）、

その他の言語１，１４４人（１，０３７）である。

母語別の割合では、ポルトガル語が３５．６％（３６．１％）を占めており、以下、中国語

２５．８％（２７．６％）、スペイン語１４．０％（１３．７％）の順となっており、これらの３言語

で全体の７５．４％（７７．４％）を占めている。次いで、フィリピノ語８．０％（７．１％）、韓

国・朝鮮語４．５％（４．１％）、ベトナム語３．４％（３．３％）、英語２．８％（２．５％）で、以上

７言語の割合は９４．１％（９４．４％）となっており、特定言語に集中していることがわか

る。他方、言語数は６３言語（６５言語）と多様であり、外国人児童生徒の出身地域や背

景の多様化も進んでいることがわかる。

なお、ポルトガル語、スペイン語が多い理由は、１９９０年６月に「出入国管理及び難

民認定法」の改正が施行されたことによって多数の日系人労働者が来日したからであ

り、他方、わが国に約６１万人いる韓国・朝鮮籍の者＊３７が比較的少ない理由は、その大

部分がいわゆるオールドカマーであって、「日本語指導が必要」ではないからである。

カ 日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍人数別学校数

日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍人数別学校数をみると、「１人」在籍校

が２，４７１校（２，４０１校）で日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する学校全体の

４７．２％（４６．８％）を占め、「５人未満」在籍校は４，１５９校（４，０５３校）で全体の７９．５％

（７９．０％）を占めている。少人数校が多いのが特徴である。他方、「３０人以上」在籍

校が４４校（４７校）あり、分散と集中の二極化の状況にある。一部学校に集中する背景

には、受入れノウハウのある学校へ学区を越えて通学することなどが考えられる。

キ 日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍する都道府県

日本語指導が必要な外国人児童生徒は４７都道府県全てに在籍する。１番多いのは愛

知県２，７７６人（２，５９８人）で、次いで神奈川県１，８９７人（１，８９５人）、静岡県１，７６７人（１，６８４

人）、東京都１，７１６人（１，６８６人）、大阪府１，１３４人（１，０９９人）となっている。

ただし、例えば静岡県ではポルトガル語を母語とする児童生徒が６５．４％（愛知県で

は同６１．６％）であるのに対して、東京都では中国語を母語とする児童生徒が５３．０％で

あるなど、地域による特色がある。

ク 日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍人数別市町村数

日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍市町村数は１，００３市町村（１，０２６市町村）

であり、日本国内により広く分散化する傾向が見える。

在籍人数別市町村数をみると、「５人未満」の市町村が５６５市町村（５６９市町村）と

最も多く、全体に占める割合では５６．３％（５５．５％）と過半数を超えている。他方、「３０

人以上」の市町村が１３９市町村（１３５市町村）あり、分散と集中の二極化の状況にある。

一部地域に集中する背景には、保護者が生活上の理由から移動し結果として居住が集

中することなどが考えられる。

なお、日本語指導が必要な外国人児童生徒のために常勤の担当教員を配置している

市町村は１０６、児童生徒の母語を話せる相談員を派遣している市町村は１４４、それ以外

＊３７ 法務省入国管理局「平成１５年末現在における外国人登録者統計について」http : //www．moj．go．jp/press／０４０６１１

―１―１．pdf
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の指導協力者の配置をしている市町村は２９７に止まっている。

�３ わが国における外国人児童生徒の教育条件

ア わが国における外国人児童生徒の教育については、従来、「外国人子弟の就学義務

について日本の法律による就学義務はなく、また外国人がその子弟を市町村立学校に

入学させることを願い出た場合、無償で就学させる義務はない」（１９５３年１月２０日文

部省初等中等教育局財務課長回答）とされてきた。

しかし、後述するように、外国人児童生徒の教育を受ける権利は、憲法、各条約等

によって保障されており、かかる取扱いは事実上改められてきている。具体的には、

１９９１年から、就学年齢に達した外国人児童生徒の保護者に対して就学案内を通知する

取扱いがなされるようになった＊３８。また、実際には、外国人児童生徒につき、義務教

育に関して授業料を徴収したことはなく、教科書も無償給与されている。

もっとも、就学案内は外国人登録をしている外国人に対してしか送られないから、

外国人登録をしていない外国人の子どもについては依然として学校教育を受ける機会

はない。

イ また、日本（文部科学省）には、外国人児童生徒の教育に関する指針を記載した文

書はなく（したがって、当然に日本国籍を有する民族的マイノリティの児童生徒の教

育に関する指針もない）、日本人児童生徒と同じように、学習指導要領＊３９が適用され

ている。そして、学習指導要領には、後述するように、民族教育＊４０の視点は全く欠落

している。すなわち、日本の外国人児童生徒の教育についての施策には、外国人児童

生徒の民族的アイデンティティを保障する教育の必要性といった視点はない。

日本の外国人児童生徒に対する教育面における施策は、外国人児童生徒を日本学校

に受け入れ、日本語指導を中心とする日本学校への適応を進めていくという視点から

立案されたものばかりである。１９７０年～８０年代にインドシナ難民や中国帰国者の子ど

もたちに対する日本語教育が始まり、１９９０年には「出入国管理及び難民認定法」の改

正を受けて、中南米諸国から日本に働きに来た日系人の子どもたちに対する学校現場

における日本語教育の必要性が説かれるようになったのである。

もちろん、いわゆるニューカマーの外国人児童生徒にとってわが国の生活習慣や学

校生活に円滑に適応したり、教科の学習を行う上で必要な日本語能力の速やかな習得

を図ることが必要なことは言うまでもない。これらの課題に対応していくために、わ

が国の学校が外国人の子供たちを柔軟に受け入れる体制を整えて異文化・異言語に開

かれた学校になっていくこと、効果的な日本語指導等を行うための日本語指導カリキ

ュラム・日本語能力を客観的に把握する診断テストの開発や日本語指導等に当たる教

員研修等の充実を図ることなどが必要である。

＊３８ １９９１年１月３０日文部省初等中等教育局長通知

＊３９ 小中学校では２００２年度から、高校では２００３年度から、国際理解などのテーマを取り上げる「総合的な学習の時間（総

合学習）」を目玉とする新しい学習指導要領が施行されているが、そこでも外国人児童生徒の存在にはまったく触れら

れていない。

＊４０ 「母語の教育」「母語による教育」「民族文化の継承・発展のための教育」「民族の未来に関する教育」などによっ

て民族文化の形成をめざす教育（教育法学辞典・学陽書房）
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総じて、学校現場では外国人児童生徒の受入れ体制を整える方向にはあると評価で

きるが、まだまだ基礎的な調査や研究が不十分であり、地域や学校による格差もある。

特に、母語自体の習得も十分ではなく日本語の習得も進まない子どもに関しての有効

なケアはほとんど行われていない。学習言語が未発達であれば学習効果はあがらず、

生活言語が未発達であれば友人関係を築くこともままならない。学校における指導内

容、指導方法を検討すること、教科教育と日本語教育の連携を図ることなどが必要で

ある。また子どもたちを取り巻く家庭・学校・地域の学習環境を整備し、連携を築い

ていくことも必要である。

もっとも、外国人児童生徒を日本学校に受け入れ、日本語指導を中心とする日本学

校への適応を進めていくといっても、その対象は、自ら進んで日本学校に通う外国人

児童生徒に限られていることには注意を要する。外国人の不就学学齢児童生徒は、切

り捨てられているのが現状である。

２ 外国人の子どもの不就学問題

�１ 不就学の実態

日本政府の公的解釈としては、日本に居住する外国人は、教育の権利もなく、また子

女に教育を受けさせる義務もない、とされている。

しかし、実務的な取り扱いとしては、日本国籍を持たない外国人の子どもの公教育へ

の就学は、次のような手続きによりなされている＊４１。外国人の子どもには、市町村の教

育委員会が、日本人と同様の「就学通知」ではなく、外国人登録をもとにした「就学案

内」を発給する。そして外国人は、その子弟を、たとえば外国人学校（民族学校）に通

学させることもできるが、公教育を受けさせることを希望する場合、その旨を申しでて、

当該教育委員会が「許可」することによってその希望が実現する＊４２。

就学に際しての問題点は、外国人登録をした家庭に就学案内が送付されるので、外国

人登録をしていない家庭や引越をして登録上の住所を変更していない家庭ではこれを受

け取ることができないこと、案内が日本語のみ、あるいは日本語と英語のみで作成され

ている場合もあり、受け取った側でその内容を理解しているとは限らないこと、非正規

滞在者の場合、入国管理局への通告をもたらすのではないかというおそれを抱いて就学

手続きをとらないことがあること、といった点が指摘されている＊４３。かねてから、これ

らの要因を含めてさまざまな要因から、公教育だけではなく外国人学校なども含めてこ

れら教育機関に就学しない外国人子弟が相当数いるのではないかということが指摘され

ているところである。

総務省行政評価局が２００３年８月に発した「外国人児童生徒等の教育に関する行政評

＊４１ 法務総合研究所「在日外国人の実体法及び手続き法上の地位」（法務研究報告書第７１集第２号・１９８３・前掲脚注６

参照）１０３頁以下。馬越徹「社会の他文化化と『永住外国人』子女教育」（「多文化教育の国際比較」玉川大学出版部・

１９９９年・所収）２０９頁以下。

＊４２ １９９２年には香川県善通寺市教育委員会が日系人の子どもの就学を、対応できないという理由で不許可にしたことが

あるほか、公にはなっていないが就学が断られた例があるのではないかという指摘はある（文部科学省科学研究費助成

研究「外国人児童生徒の不就学問題の社会学的研究」２００４．４（宮島喬ほか））が、一般的には、この意味で外国人の子

どもに対しての公教育への就学保障はなされているといえるであろう。

＊４３ 宮島ほか・前掲「外国人児童生徒の不就学問題の社会学的研究」
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価・監視結果に基づく通知」（総務省ホームページに掲載）は、「学齢相当の外国人子女

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２２条第１項及び第３９条第１項に基づき、義務教

育諸学校に保護者が就学させなければならない学齢児童・生徒の年齢に相当する外国人

子女）についてみると、その正確な数は不明であるが、法務省の在留外国人統計により

推計すると、近年増加傾向にあり、平成１３年末で約１０万６，０００人となっている。平成１３

年５月１日現在、義務教育諸学校に在籍している者は約６万８，０００人、また、各種学校

として認可された外国人学校（ただし、幼稚園、高等学校及び大学相当課程も含む。）

に在籍している者は約２万６，０００人となっていることから、これらの学校に在籍してい

ない学齢相当の外国人子女は、相当数になるとみられる。」としている。

また、外国人集住都市会議＊４４の資料によれば、集住都市１４市町（１３市町＋富士市）に

おける外国人登録をしている就学年齢外国人数は７，３４９人、うち外国人学校にも通って

いない不就学者数は１，９１３人、２６．０％に上ることが報告されている。

長野県では、２００３年１２月現在、小中学校学齢期外国人数２，２５７人、うち未就学者数４５９

人、２０．３％と報告されている＊４５。

NPO法人多文化共生センター・東京２１＊４６の「東京都２３区の公立学校における外国籍

児童・生徒の教育の実態調査報告２００２年 VOL．３」によれば、東京都２３区における外

国人登録をしている学齢相当の外国人数は概算約１４，０００～１５，０００人程度、うち数千人が

教育機会を享受しているか、逸しているかわからない状態であると試算されている。

�２ 不就学への問題認識

外国人の子どもたちに教育へアクセスする機会が完全に保障されていないということ

は、まず何よりも子どもたち自身の人格形成にとってマイナスである。また、日本語を

始めとして日本の生活習慣等を学ぶ機会のない子どもたちは社会との関係を良好に築け

ないおそれもある。外国人の子どもたちの不就学問題は、緊急にその対策を講じなけれ

ばならない問題である。

外国人集住都市会議において採択された「浜松宣言」は、「小中学校就学年齢にあり

ながら、不就学の子ども達の存在は、将来の地域社会にとって大きな問題であるとして

いる。しかし、不就学の実態については、前述のとおり国レベルで正確なデータすら存

在せず、外国人の子どもや日本社会全体に対する深刻な影響は未だ十分に語られていな

い。

普通教育というとき、日本の公教育に通うことのみがその選択肢ではないが、そもそ

も外国人の子どもの教育を受ける権利そのものに、日本社会が無関心であってはならな

いであろう。

＊４４ 外国人の多く住む１３都市（浜松市、磐田市、湖西市、豊橋市、豊田市、大垣市、可児市、美濃加茂市、四日市市、

鈴鹿市、太田市、大泉町、飯田市）は、２００１年１０月１９日・２０日、地域で顕在化しつつある様々な課題の解決に積極的に

取り組むことをことを目的として「外国人集住都市会議」を開催し、「浜松宣言及び提言」を宣言した。この宣言では、

「教育」、「社会保障」、「外国人登録等諸手続き」の３つの提言がなされているが、「教育」については、�公立小中学
校に通う外国人児童生徒の日本語指導をはじめとする教育の充実、�不就学の子供たちに対する就学促進や、外国人学
校への就学支援、さらには生活のサポートのための施策など、教育環境の整備を行っていくという提言をした。

＊４５ 長野県国際課調べ http : //www．avis．ne．jp／‾anpie/santa/

＊４６ http : //www．tabunka．jp/tokyo/
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�３ 不就学の原因と対応

ア 総務省の行政評価、監視結果

不就学となっている原因としては、いくつかの原因があげられるが、前記総務省の

行政評価は４３市町村の調査の結果、以下の三つの点をあげる。

（ア） 就学案内等の不徹底

小学校に入学する年齢の外国人の子どもへの就学案内はほぼ全員になされている

が、中学校については、小学校に在籍している子どもに対してしかなされていない。

また、複数言語での就学案内が配布されているにもかかわらず、日本語のみでの就

学案内しかなされていない自治体がある。また、学齢の外国人の子どもが転入して

きた際に、外国人登録窓口で就学の案内や勧奨をしていない自治体がある。

（イ） 就学援助制度の周知徹底の不十分性

文部科学省は、毎年度発出する「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の事務

処理について」（２００２年度の場合は、２００２年１０月２２日付け１４文科初第８１４号各都道府

県教育委員会あて文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長連名通知）

により、都道府県教委を通じて市町村教委に対し、i）公立の小・中学校に在籍す

る外国人児童生徒に係る就学援助については、日本人子弟の場合に準じて同様の取

扱いを行うこと、ii）市町村教委は、就学援助制度の趣旨の徹底を図るとともに、

保護者に対しては、広報等を通じ、この制度の趣旨及び申請手続について周知徹底

を図ること、について通知している。

（ウ） 日本語指導の未整備

文部科学省は、都道府県教委に対し、「通学区域制度の弾力的運用について」（１９９７

年１月２７日付け文初小第７８号各都道府県教育委員会教育長あて文部省初等中等教育

局長通知）を発出し、通学区域制度の運用について、地域の実情に即し、保護者の

意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと等について市町村教委に周知徹底するよ

う通知しており、さらに１９９２年９月、１２年７月及び２００２年３月の３回にわたり、外

国人児童生徒の個別事情に配慮した取扱いの事例等を掲載した「公立小学校・中学

校における通学区域制度の運用に関する事例集」を作成・配布している。

しかし、総務省の調査した４３市町村教委のうち、３０市町村教委は、受入れ学校の

指定の変更を認めているが、１１市町村教委は、日本語指導の必要性に対する配慮は

指定校変更の許可要件に該当しない等として、受入れ学校の指定の変更を認めてい

ない。また、２市教委は、受入れ学校の指定の変更の可否について検討していない。

受入れ学校の指定の変更を認めていない１１市町村教委管内で調査した小・中学校

２４校のうち、専任教員が配置されている学校、専任教員は配置されていないものの

学校において独自に特別な日本語指導を行っている学校又は日本語指導員が指導を

行っている学校（以下「日本語指導体制が整備されている学校」という。）は１７校

であり、他の７校においては日本語指導体制が整備されていなかった。

このように、総務省の行政評価においても、就学案内の不徹底、就学援助が就学

前の子どもの保護者に周知されていないこと、十分な日本語指導が行われていない

ことなどが指摘されている。特に、十分な日本語指導が行われていないということ

は、一旦学校に入学しても、授業の内容そのものが理解できないという致命的な問
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題を抱えることとなる点で重大な問題と言わなければならない。

イ 外国人児童との共生の学校づくり

また、実行委員会が視察したいくつかの外国人学校には日本の公立小学校から外国

人学校に転校した子どもがいたが、それらの子どもは、転校の理由として、言葉の問

題などで他の子どもから馬鹿にされた、いじめられた、などを挙げるものがあった。

主たる理由とまではならないまでも、外国人の子どもに対する無理解、いじめを挙

げる子どもは存在する。視察した公立小学校では、加配教員が、母学級の教員と連携

したり、子どもの出身国の伝統芸能を、日本人の子どもと一緒に学芸会で演じたりす

るといった努力をしていることが見られた。しかし、教育指導要領やカリキュラムの

中で、明確に異なる国籍や民族の子どもと学校の中で共生していくことについて、課

題としているものはない。

ウ 行われている試み

（ア） 「浜松宣言」

外国人集住都市会議において採択された「浜松宣言」は、「小中学校就学年齢に

ありながら、不就学の子ども達の存在は、将来の地域社会にとって大きな問題であ

る。これら不就学の子ども達に対して、公立小中学校への就学促進や、外国人学校

への就学支援、さらには生活サポートのための施策など、滞在形態の実情に対応し

た教育環境の整備も必要になってきている。」として、「就学支援の充実について１）

不就学や不登校、また学校の授業についていけない子ども達のための学校（教室）

の設立運営の補助について検討すべきである。２）外国人学校との連携強化を図る

とともに、公共的使命に鑑み学校法人化の特例について検討すべきである。３）不

就学の子ども達の日本語取得の支援や、生活をサポートし生活習慣や社会ルールに

ついての対応指導の充実について検討すべきである。」との提言を行っている。

静岡県浜松市では、ブラジル人・ペルー人を中心に就学年齢の外国人の子どもが

約１７００人いるが、公立小中学校に通っても言葉や習慣の違いから中退するケースが

目立つ。現在、ブラジル人学校３校とペルー人学校１校に約５３０人が通っているが、

これらの学校は各種学校と認められていないため＊４７に公的助成が受けられず、月謝

は３万～５万円に達しており、保護者がその経済的負担に耐えられず、不就学とな

る子どもも多い。浜松市内の外国人の不就学児童・生徒は約３００人にのぼると推計

されている。

この状況を打開しようと外国人、支援の日本人、NGOらによるねばり強い運動

が続けられていたが、これを受けて静岡県は、２００４年３月１７日、外国人学校を各種

学校に認可するため、審査基準を緩和する方針を固めた。具体的には「校舎は自己

所有」としていた基準について、外国人学校だけを対象に「地元市町村が要望すれ

ば借用でも構わない」とするといい、来年度の施行を目指している。

（イ） 可児市や長野県の試み

＊４７ 各種学校の認可基準は約５０年前に旧文部省が作成した通達で「校舎は自己所有が望ましい」とされてきた。認可権

限は都道府県にあるが、経営の安定を確保するため、借り物の校舎を使う学校は認可してこなかった。ニューカマーの

外国人学校は、いずれも校舎が借用であり、各種学校の認可を受けていない。
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岐阜県可児市は、『外国人の子どもの教育環境に関する実態調査報告書（２００３年

度調査のまとめ）』をまとめ、その中で「『就学案内』の多言語化を進めるとともに、

就学手続をしなかった外国人の子どもの就学状況の把握、就学援助や就学手続の言

語的サポートなどを積極的に行う必要がある。また、地域での日本語教育・教室、

学習支援などの外国人の子どもの支援活動や外国人を雇用している地域の企業とも

連携して、不就学の子どもの減少を図ることが必要である。」と提言している。

長野県も、２００２年１０月、サンタ・プロジェクト（外国籍児童就学支援プロジェク

ト）＊４８を立ち上げ、母国語教室に就学する外国籍児童の授業料についての援助、母

国語教室の施設・設備・備品等の整備に対する助成、母国語教室が必要としている

教材・機器等の県民からの提供についてのコーディネート、その他啓発事業などを

行っている。

（ウ） 今後の課題

以上に鑑みると、第一に、国、自治体のレベルで、外国人の不就学の実態につい

て、正確な資料を集め、その原因を明らかにしていく努力が必要となる。その際に

は、就学や就学に関する調査が在留資格のない者の摘発につながらないということ

を制度的に保障しなければ、調査の実効性は期待し得ないから、そのような運用も

検討されなければならない。

第二に、日本語指導の教員、日本語指導クラスを、通学の可能な範囲内の地元の

学校に適切に配置するなど、日本語指導の体制を取ることが必要である。

第三に、子どもの保護者の経済的状況に応じた就学援助を、十分に周知し、利用

可能なものとしていくことが必要である。

第四に、何よりも、学校や地域が外国人の子どもの持つ、異なる文化や言語を、

価値あるものとして尊重し、そのアイデンティティを保持する体制を確立し、子ど

もが、学校を共生の場として生活できる環境とすることが必要であろう。

３ 外国人の子どもに対する公教育の現状と課題

�１ 外国人の子どもに対する「初期指導」

日本の学校に編入学してきた外国人の子どもに対しては「初期指導」として「日本語

教育」と「適応教育」が行われている。

「適応教育」は、外国人の子どもが入学してきた場合、学校や教師は、外国人の子ど

もができるだけ早く学校に慣れるように対応する。そのために「初期指導」として「適

応教育」が行われる。この「適応教育」の目標は、外国人の子どもが日本人の子どもと

同じように学校生活を送ることにある。集団行動や協調性の涵養を重視する日本の学校

では、多くの規則の遵守が子どもたちに求められる上に、「違い」や「異なること」に

対する許容度はきわめて小さいと指摘されている。母国で学校教育を受けた子どもは、

母国の学校文化と日本の学校文化とのギャップが大きいと感じるために、日本の学校文

化になじめなかったり、そこでトラブルを起こす危険性が高いと考えられる。日本の学

校生活での「適応」は、持ち物から服装、行動や考え方までにいたる。こういった「適

＊４８ http : //www．avis．ne．jp／～anpie/santa/
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応教育」では、子どもの固有の言語、文化、習慣等は無視されるか抑圧されると考えら

れる。そのような教育現場では、日本人の子どもたちにも自分とは違った言語や文化、

習慣を否定するというような意識を芽生えさせる可能性があることが指摘されている＊４９。

次に「日本語教育」であるが、文部科学省の前記調査「日本語指導が必要な外国人児

童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成１４年度）の結果」によると、日本語指導が必

要な外国人児童生徒のうち、日本語指導を受けている者の割合は、小学校では８４．４％、

中学校は８３．５％、高等学校７７．３％、盲・聾・養護学校では５５．１％となっている。このよ

うに、公教育においては、相当高い日本語指導がおこなわれているとされており、その

ことは望ましく、評価されるべきである。

しかしながら、この調査では、「日本語指導」の内容についてなにもふれられていな

いので、どの程度のものを指していっているのかは、明らかではない。

先行研究によれば 日本語の指導方法については、「学校内に特別な指導体制がない

場合、日本語の教育は担任教員に一任される」＊５０ということであり、実際には、休み時

間や放課後等の空き時間に学級担任教員が指導するのが一般的であるということである。

しかしながら、学級担任は、特に小学校の場合、ほぼ全ての教科の担当に加え、学級に

在籍する子どもの学校生活全般を任されているのが現状であり、１人の外国人の子ども

に多くの時間を割くには無理があるであろうし、日本語教育のための研修もおこなわれ

ているが、それが十分なものかどうかは問題があろう。

より望ましい教育形態として、日本語能力が十分ではない外国人の児童・生徒を対象

とした「日本語学級」と呼ばれる特別クラスの設置がおこなわれることがある。

一例として東京都の場合、学校内に日本語指導が必要な児童・生徒が１０人以上集まっ

た時に市区の教育委員会をとおして東京都に「日本語学級」の設置が申請され、都の同

意をもって実施されることになっている。

すなわち「日本語学級」の設置は市区が実施し、教員は都から派遣される（教員の「加

配」と呼ばれる）。日本語学級は１学級の基準児童・生徒数は最大２０人であり、外国人

児童・生徒は普通学級に所属して、普段はそちらで授業を受け、日本語学級には出向い

て授業を受ける（いわゆる「取り出し指導」）。日本語学級での授業時間数はその学校に

在籍する児童の場合毎日１時間、週５回程度となっており、在籍期間は２年間を限度と

する＊５１。そのほかの日本語指導の実施形態としては、在籍する学校に日本語学級がない

場合に、他校の日本語学級通級方式がとられている。この場合通級回数は、１日午前中

または午後２時間、一週間に２回程度が目安となっている。

公表された統計によると、２００２年４月１日において東京都内で日本語学級が設置され

ている学校は、小学校が１８校、中学校が５校である。（別に「公立小・中学校日本語学

級設置要綱」によらない日本語学級設置夜間中学が５校ある。）

日本語学級在籍児童・生徒は小学校２６６名、中学１００名、夜間中学１８５名であり、東京

都においても、学齢期の外国人子女のうちごくわずかなものしか日本語学級における指

＊４９ 以上、太田晴雄「ニューカマーの子どもと学校教育」（国際書院・２０００年）

＊５０ 太田・前掲「ニューカマーの子どもと学校教育」１７１頁

＊５１ 以上は東京都教育委員会「公立小・中学校日本語学級設置要綱」による。
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導を受ける機会を得ていないことがうかがえる。

日本語学級での日本語指導は、「取り出し指導」と呼ばれる。集中的に行う「取り出

し指導」は、「初期指導」としての日本語学習に効果的であるが、そのために割かれた

教科の学習が、一般の児童・生徒より遅れることが問題となる。また、特定の教科での

個別指導が逆差別や特別扱いの印象を与えかねないという点が指摘されている。別の指

導の方式は、「入り込み指導」あるいは「ティーム・ティーチング」と呼ばれるのであ

り、在籍学級の指導の際に、別の教員もしくは日本語指導員等が外国人の子どもに対し

て、授業で使われた言葉をやさしい言葉に直したり、もう一度ゆっくり繰り返したりし

て適宜指導を行うものである。初期指導の後の教科学習には効果的な方法とされている

が、制度的にも未だ不十分であり、実施例は少ないとされている＊５２。

�２ 編入学年次の問題など

外国人の子どもが日本の学校に編入学をする場合であっても、わが国の公教育では、

年齢に応じた学年へ編入させることが原則になっている。

宮島喬ほか・前掲「外国人児童生徒の不就学問題の社会学的研究」において行われた

教育委員会への聞取り調査によると、あらかじめ希望する学年を聞いたり日本語能力な

どに応じて学年を下げて入学させているケースも見られるが、大部分は、日本人の子ど

もと同様に年齢相応の学年に編入させているとのことである。このことが、日本語も教

科学習も理解できなくさせている原因のひとつとなっているといわれている。また、日

本と教育システムが違う外国で教育を受けてきた子どもの場合、進級には一定の到達基

準が設けられている国も多く、必ずしも同年齢の子どもが同学年に在籍するとは限らな

い。つまり、到達基準をクリアすることにより進級が決まるシステムのもとでは、「飛

び級」も「落第」もあり得るのである。したがって、外国人編入学者を一律に年齢相応

の学年に編入させると「空白学年」が生じる恐れがあると指摘されている＊５３。

またこれと似た問題として、本国において小学校を卒業している者は、再度日本で小

学校に編入することはみとめられない、という問題がある。同じ理由から本国で中学を

卒業しているものが日本で夜間中学の日本語学級に入ろうとしたが断れたというケース

が報告されている。

外国人の子どもに対しては、日本語の能力などに応じて下級の学年において学習させ、

その後日本語や学校生活に慣れるに応じて年齢相当学年に戻すといった、受入れ学年、

学校の双方で柔軟な対応が必要であることが指摘されている＊５４。

�３ 母語教育

すでに見たとおり、日本の学校においては外国人の子どもに対して、日本語の指導を

行うとともに、教科学習は日本人の子どもと一緒に、日本語での授業を受けることにな

っている。すなわち日常生活の大半を占める学校内で、外国人の子どもが母語を使用す

＊５２ 佐藤純「日本在住の外国人の子どもと教育」http : //www．kikokusha―center．or．jp/resource/new―resource_f．htm

＊５３ 太田・前掲「ニューカマーの子どもと学校教育」２８９頁

＊５４ 宮島ほか・前掲「外国人児童生徒の不就学問題の社会学的研究」
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る機会は極めて限られている。また同じ言語圏出身の外国人の子どもが多くいる地域で

も、学校側では日本語に少しでも早く慣れるようにという「教育上の配慮」から、外国

人の子どもたちを別々の学級に入れる方針をとる場合が多いと報告されている＊５５。

このような母語を伴わない日本語のみによる教育は次のような問題があるとされてい

る。

すなわち、第一に、当然のことながら、日本語のみの授業では、子どもたちが日本語

を習得するまでは、学習内容を理解することができない。その結果学校へ行くことの興

味を失わせることになる。

第二に、子どもの第２言語の習得は、第１言語がどの程度発達しているかに著しく影

響を受ける。子どもの第２言語における言語能力は、すでに第１言語で獲得した言語能

力のレベルに依存しており、第１言語の言語能力のレベルが高いほど第２言語でも高い

言語能力のレベルを獲得しやすくなる。一方、第１言語での言語能力のレベルが十分に

発達していないと、第２言語での言語能力の発達も難しくなる。このように、第２言語

の習得には、第１言語の発達が不可欠になる。そして、第１言語がどの程度発達してい

るかを知ることが、第２言語を習得する際に必要になるといえる。また、母語は日本語

の習得においても有用な資源であり、母語の発達は、外国人の子どもたちの学習を支え

る上で重要な役割を果たす。

第三に、外国人の子どもたちの日常会話は日本語へと移行してゆき、アイデンティテ

ィ形成の根拠となり家庭内での共通言語でもある母語を喪失してしまう可能性がある。

これらのことから、しばしば母語教育の重要性が提唱され、現に外国人の多い地域で

は、日本語学級などに、外国人の母語が話せる教員を配置したり外国人のティーチング・

アシスタントを採用して、母語による教育を行う試みがなされている＊５６。しかしながら、

それは、地域が限られており、時間的にも限定されている。

母語教育を推進することについては困難な事情は推測され、予算面、教員の言語能力

の問題などから、まず外国人の子どもたちが日本の学校生活に慣れ、社会に適応するた

めに日本語教育が第一義的な意味を持っていることは否定できない。しかし、まずでき

るところからでも、母語を日本語とともに学習・授業言語として用いるような施策が望

まれるところである。

�４ 外国人の子どもの日本語教育―「学習言語能力」の問題

子どもたちは一般に大人に比べて言語習得は早く、言語はその文化に身を置けば自然

と身につき、時間が解決すると考えられることがある。子どもたちの日常会話の習得は、

「個人差はあるものの、編入時から半年ないしは１年も経てばその地方の言葉を使いこ

なし…（中略）…１対１の会話であれば教師と意志の疎通を相当程度はかれるようにな

る」＊５７。全く日本語を話せなくても、意志の疎通は身振りや表情なども交えて行えるこ

＊５５ 太田・前掲「ニューカマーの子どもと学校教育」２９９頁

＊５６ われわれは、２００４年５月に、東京都内の２つの小学校（新宿区と墨田区の小学校）で、日本語学級の見学と担当教

員との意見交換を行うことができた。そのどちらでも、担当教員は子どもたちの母語（中国語と韓国語であった）を話

すことができ、授業中の児童とのコミュニケーションに積極的に取り入れていた。中でも、墨田区立堤小学校では、中

国人とフィリピン人のティーチング・アシスタントが授業に参加していた。
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ともあり、そのようなコミュニケーションをとおして、日常会話を身につけていくのだ

と考えられる。完全に言語を理解していなくても相互理解ができるのは、「日常会話は

言語の意味理解の助けとなる多くの非言語的要素を含む状況において成立している」＊５８

からである。

しかしながら、日常生活において使用される日本語が上手に話せるようになっても、

教科学習を理解し、クラスに参加していくためには、抽象的なことがらを理解し伝達し

ていく能力、抽象的な思考を可能とする言語能力、すなわち「学習言語」「学習日本語」

が使えなければならない。

このような、「学習言語能力」は、子どもの場合には、日常会話をとおして容易に習

得できる「生活言語」とは異なり、その習得に長期間を要するものとされている。日本

語の場合、これに加えて漢字学習の困難さが加わる。

現状では、ほとんどの外国人の子どもは日本語についての「学習思考言語」を習得し

ておらず、こうした教育達成上の問題は高校進学率の低さとなって現れており、さらに

不登校やドロップアウト、不就学などの原因となっていると考えられている＊５９。

この問題を解決する方策を見出すことは容易ではない。それは外国人の子どもの教育

全体にかかわる課題であるというべきであろう。しかしながら、単に外国人の子どもの

日本語能力をいかに高め、日本の学校での教科学習が可能なレベルに到達させるか、と

いう設問のたて方だけではなく、例えば、高校に外国語や第二外国語としてポルトガル

語など多様な言語を取り入れる、国際高校に比較文化コースをつくるなどして母語およ

び自民族の文化を学び表現する機会をつくる＊６０などして、外国人の子どもたちの学習の

機会を、日本語の学習理解能力を前提条件としないようなものに広げていく、すなわち

本当の意味の教育の多言語化、多文化化をすすめていくことも大切なことであるといえ

るであろう。

�５ 公教育におけるアイデンティティ教育

ア 国際人権法上のアイデンティティ教育の位置づけ

「外国人の教育を受ける権利」で述べたとおり、社会権規約１３条１及び２項は、「教

育についてのすべての者の権利を認め」、この規約の締約国は、この権利の完全な実

現を達成するため、初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のもの

とすること、種々の形態の中等教育（技術的及び職業的中等教育を含む。）は、すべ

ての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能で

あり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること、高等教育は、す

べての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべ

ての者に対して均等に機会が与えられるものとすること、などを定めている。

また、子どもの権利条約２８条もまた、すべての者について初等教育を義務的かつ無

償のものとすることとしている。

＊５７ 太田・前掲「ニューカマーの子どもと学校教育」１７１頁

＊５８ 太田・前掲「ニューカマーの子どもの学校教育」２９３頁

＊５９ 国民教育文化研究所・前掲「『多文化』化の中での就学・学習権の保障」２２頁（太田晴雄執筆）

＊６０ 国民教育文化研究所・前掲「『多文化』化の中での就学・学習権の保障」６５頁（福田誠治執筆）
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従って、外国人もまた公教育において無償の初等教育を受ける権利があることは異

論がない。

その教育の内容のうち、自らや自らの祖先の出身国、出身地域に伴うアイデンティ

ティの保障に関連するものとしては、次の宣言や規範が存在する。

（ア） 外国人の人権宣言（国連第４０会期決議４０／１４４）５条１項 f

外国人が、国内法に基づき、かつ、自己の滞在する国の関連する国際的義務に従

って、自己の言語、文化及び伝統を保持する権利を享有することを確認している。

（イ） 子どもの権利条約８条は、１項で、「締約国は、児童が法律によって認められ

た国籍、氏名及び家族関係を含むそのアイデンティティについて不法に干渉される

ことなく保持する権利を尊重することを約束する」とし、２項で、「締約国は、児

童がそのアイデンティティの一部又は全部を不法に奪われた場合には、そのアイデ

ンティティを速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える」こととしてい

る。

また、同条約２９条は、「締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同

意する。」として「（c） 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児

童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重

を育成すること。」としている。

更に同条約３０条は、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である

者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団

の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自

己の言語を使用する権利を否定されない。」としている。

以上が規定された背景には、既に多文化共生教育の意義において述べたとおり、

多数者集団により少数者集団の文化や民族性が否定されたり、母語が抑圧されてい

るところでは、少数者集団のメンバーは、自己肯定的で安定的なアイデンティティ

を形成することが困難である、別の面からいうと、みずからの民族性、文化を多数

者集団よりも劣ったものと考えて、否定的な自己形成をしてしまう。このような、

押しつけられた否定的な自己形成から、人が人であること、すなわち個人のアイデ

ンティティの確立、回復をおこなうために、アイデンティティの保持の為の適切な

援助や保護が必要であると考えられていることによる。それはまたアイデンティテ

ィを否定されている少数者は教育においても成果を得ることができないという事実

の指摘をも伴っているとされている。

イ 日本におけるアイデンティティ教育の位置付け

国際人権法が、外国人児童のアイデンティティ保持の権利とこれを保障するための

締約国の義務を定めていることに対して、日本の国内法はどうであろうか。

日本国憲法、教育基本法は、外国人児童のアイデンティティ保持に関する権利やこ

の権利を実現するための具体的な規定は持たない。

また既に見たとおり教育指導要領においては、その法的拘束性の有無についての議

論はさておくとしても、それは、「国を愛する」日本人の育成を目的として掲げ、日

本にルーツを持つ多数民族としての日本人からみて、諸外国の理解、国際協調などに

触れ、あるいは、外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や習慣を理解しあ
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うことも大切であるとするものがあるに過ぎない。しかし、外国人や外国にルーツを

持つ児童について、彼らの持つ民族的なアイデンティティの保持を課題として掲げ、

そのための指導をするという部分は全く意識されておらず、規定は存在しない。

このように、日本においては、アイデンティティを保持する権利を認め、その権利

の保障のための施策を行うということは、法律上も教育指導要領上も全く触れられて

いない。

以上を受けて、教育指導要領においては、アイデンティティ教育ということそれ自

体をカリキュラムの中に明確に位置付けていない。

このため、アイデンティティ教育に取り組むか否か、取り組むとしてどこで、どの

ような場面で取り組むかは、主として現場の教員の問題意識の有無、意欲の有無、制

度的保障の有無という偶然の要素に委ねられることとなる。

以下、日本の公教育におけるアイデンティティ教育の在り方を見る。

ウ 日本語学級におけるアイデンティティ教育の現状と課題

アイデンティティ教育の契機となりうる一つの場面は、日本語の習得に特別な援助

を要する児童を対象として日本語指導を行う日本語学級である。

シンポジウム実行委員会が見学した公立小学校においては、次のような試みがなさ

れている小学校があった。

（ア） 「外国クラブ」というようなクラブを日本語学級の生徒を中心に発足させ、学

芸会などで民族舞踊や音楽を演奏する。

（イ） 日本語学級の教室内に、母国の地図を張り出し、母語の本や遊び道具などを備

え置き、生徒が折りに触れて母国に触れることができるようにする。

（ウ） 日本語学級の指導において、母語の会話も可能な教師を加配し、母語も交えた

指導を行う（これは見学した日本語学級では必ず行われていた）。

第一に、これらの取り組みは、日本語学級の教師が、独自に、あるいは自主的な研

究会などを通じて、高い問題意識を持って行っていることであって、一般化、普遍化

された方法論などが広まっているとは言い難い。

第二に、日本語学級の位置付けは日本語の習得であって、民族的アイデンティティ

の育成のための取組みはカリキュラムの中で位置付けられていないから、J．Aバンク

スの提示した方法論のうちの多くは実現が困難である。例えば、教職員が生徒の母語

（第一言語）や方言を尊重するといったことは、日本語学級のみでなしうることでは

なく、学校全体での取組みが不可欠であるが、そのような統一的な方針を持つことは

困難である。

とすれば、学校は、日本語学級の中であるにせよ、あるいは総合などの教科の中の

カリキュラムの一つとしてであるにせよ、アイデンティティ教育の必要性を認め、こ

れを課内の授業の中に位置付けることが必要であろう。

第三に、いわゆるオールドカマーやその子孫については、前述のとおり、日本語の

使用においては不自由がなく、日本語が第一言語となっている場合がほとんどである

から、日本語学級に入る必要性がない、従って、オールドカマーやその子どもたちに

ついては、日本語学級による取組みは意味を持たない。

以上により、日本語学級などを契機として、アイデンティティ教育を保障するとい
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う現在の方法は、その位置付けがなされておらず、カリキュラムの中にも取り入れら

れておらず、また、それ独自の予算措置もないことから、未だ広がりや方法論の確立

に至っていない。

結局、子どもの権利条約などの履行という観点からは、現状は極めて不十分と言わ

ざるを得ない。

エ 民族学級の実践と現状

在日コリアンの子どもたちを中心とした、オールドカマーの子どもたちのアイデン

ティティ教育の実践として、大阪を中心として行われている民族学級がある。

（ア） 民族学級とは

韓国・朝鮮にルーツをもつ子どもたちが、公立小中学校の中に開設された課外教

育としての民族学級に集まり、韓国・朝鮮語、歴史・文化などを学んでいる。

２００２年１１月時点で、大阪府内に１６０数校、うち大阪市内に９２校（２００４年６月３日

時点で９８校）で設置され、大阪市内では、２２．７％の小中学校に民族学級が存在する

こととなる。

大阪府内では、常勤の民族講師（現在１１名、後述の覚書民族学級の民族講師）の

ほか、非常勤の民族講師が教育に携わっている。

大阪市の民族学級で学ぶ児童生徒の数は２００３年度で２２６０名、これを除く大阪府内

では４８８名となっている（以上、コリアNGOセンター作成資料「全ての同胞に民

族教育を～大阪の民族学級関連資料」による）。

（イ） 民族学級の歴史

１９４５年の日本のポツダム宣言受諾後もやむなく日本に在留することとなった在日

朝鮮人は、日本の植民地政策により奪われた母国語や母国の文化を取り戻すため、

全国に民族学校を設立し約２年間で５００箇所を超える朝鮮人学校が開設されたとさ

れる。

しかし、１９４８年、文部省は、朝鮮人学校の存在を認めない方針を打ち出し、朝鮮

人学校の閉鎖を強行した。これに対して、特に阪神地域では激しい反対運動（「４．２４

阪神教育闘争」と呼ばれる）が繰り広げられ、１９４８年６月、大阪府知事と朝鮮人代

表との間で「覚書」が取り交わされ、民族学校に一定の条件をつけて私立学校とし

て認可することなどのほか、公立学校において朝鮮語・歴史等の教育を認めること

となった。これを受けて大阪府教育委員会は、３６名の常勤の民族講師を任用し、約

３３の小中学校に朝鮮語や朝鮮歴史などの課外授業を設置した（いわゆる「覚書民族

学級」）。

この民族学級は、行政や周囲の無理解もあり、民族講師の退任に伴って活動を徐々

に停止し、１９７０年頃には１０校にまで減少した。

しかし、１９７２年、部落解放運動の高まりの中で、朝鮮人児童が、朝鮮人差別につ

いては忘れていると訴えたことなどを契機に、学校現場の教師や父母の訴えから、

大阪市は、民族学級の設置に取り組むこととなった。同年以降、前述の覚書民族学

級の数に大きな変化はないが、この１９７２年型の民族学級が、各市の教育委員会など

に対する現場からの要求に応じて順に設置され、現在の民族学級数に至った。

（ウ） 民族学級の現状
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現在の大阪市における民族学級は、週１～２回、課外として韓国・朝鮮にルーツ

を持つ児童生徒（日本国籍であっても父母や祖父母が韓国・朝鮮籍を持つ者を含

む）が、他の学校の民族講師と兼務する民族講師のもとで学んでいる。

教材としては、大阪市教育委員会作成の教育指導資料「チュモニ」「ムヂゲ」を

使用しながら韓国・朝鮮語、朝鮮・韓国の歴史・地理、伝統などを学んでいる。ま

た、この教材には、「本名（民族名）の大切さ」などの項目もある。

民族講師は、覚書民族学校の常勤の民族講師のほかは、非常勤となっている。大

阪市の民族講師の待遇は、１９９２年に「民族クラブ技術指導者招聘事業」として民族

講師への謝金が支払われるようになり、１９９７年には５名の民族講師を専任職民族講

師として任用し、地域総括の役割を担い、教育家庭内や教職員研修などの取組に参

加する機会が増加した。

民族学級、特に１９４８年の覚書に基づく民族学級は、在日コリアンの置かれた歴史

的特殊性から成立したものでり、現在もまたその歴史的経緯から設置が求められて

いる面がある。同時に、１９７２年以降の民族学級設置と運営の流れは、民族的少数者

のアイデンティティ保持という意味で普遍的な価値を持ち、現に、大阪府内では、

八尾市にベトナムにルーツを持つ児童を対象とする民族学級、東大阪市内には中国

にルーツを持つ児童を対象とする民族学級が開設されている。

（エ） 法的位置付け

国内法上、民族学級の設置について明確に規定するものは存在しない。

しかし、１９９１年の日韓外相会談で交わされた「在日韓国人の法的地位に関する覚

書」において、民族学級に言及し、「日本政府として支障なく行えるよう配慮する」

との文言が入り、この趣旨が都道府県宛に通達で伝えられた。

大阪府では、１９９９年教育委員会が策定した「大阪府人権教育推進プラン」におい

て、「在日韓国・朝鮮人の子どもについては、これまでの歴史的経緯を踏まえ、課

外の自主活動（民族学級等）を活用して、歴史、文化、言語等についての学習がで

きる環境の情勢に努める…」として民族学級に言及した。

（オ） 課題

�上記のとおり、民族学級は、在日コリアンの置かれた歴史的な経緯に基づいて、
また、子どもの権利条約などに定められたアイデンティティ教育を保障される権

利の現れと見ることができるが、その一方で、国内的にはその法的位置付けが不

明確である。

いわゆるニューカマーの子どもたちについても、日本語教育と同時に、自らの

アイデンティティを保持するためにも、母語ないし母国の歴史や地理などについ

ての教育を受ける機会は必要であり、その一つの形態として、民族学級の発展と

いう方法も十分に検討に値する。

これらの延長上には、民族学級の法的位置付けにあたり、これを課外授業では

なく課内の授業として位置付けることも考えられる必要がある。

�現在の民族講師は、１週間につき２８時間という限られた総時間で多くの学校を掛
け持ちするという過酷な労働条件を強いられながら、その一方でそれのみでは生

活ができず、民族公演や民族物品販売などでようやく生計を成り立たせている。
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このような不安定な教育環境は好ましくなく、民族学級の法的位置付けとあいま

って、民族講師を一般教諭と同等の雇用に近づけることが課題となっていると言

えよう。

オ まとめ

日本においては、アイデンティティ教育については、法的にその必要性を認め、位

置付けをするということが行われてこなかった。

日本語学級や、民族学校などの先進的な実践が存在するものの、それも、行政によ

る位置付けや援助の薄いままに、これを担う人々の個別の創意や自己犠牲的な努力に

よって維持発展されてきたものと言うことができるだろう。

日本では、国際人権上も認められるアイデンティティ保持の権利の実質的な保障の

ため、早急な対応が課題となっている。
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第５節 民族学校・外国人学校の現状と課題

１ 民族学校・外国人学校の法的地位

アイデンティティ教育のもう一つの在り方として、民族学校、外国人学校が存在する。

民族学校・外国人学校は、現在ではその多くが「各種学校」として認可されているが、

一般の日本の公立・私立の学校と比較するとその処遇に大きな違いがある。日本での一般

的な公立・私立の学校は、学校教育法１条に定められた、いわゆる「一条校」である。そ

の他に修学年限、授業時間数など細かく定めた「専修学校＊６１」があり、それ以外の学校教

育に類する教育をおこなうものが学校教育法８３条で定められた「各種学校」である。「各

種学校」にも修業年数や授業時間数などは一定に定められているが、「一条校」や「専修

学校」と比べると、その卒業生や関係者のうける不利益は著しい。

２ 民族学校・外国人学校に対する日本の政策－朝鮮学校を例にして

�１ はじめに

日本国政府の民族学校・外国人学校に対する政策は、一言でいって「敵視」「放置」「不

保護」である。

日本国政府の民族学校・外国人学校に対する政策は、民族学校・外国人学校の中心的

位置を占める朝鮮学校に対するその政策に顕著に現れている。そこで、まず、朝鮮学校

に対する日本国政府の政策についてみることにする。

�２ 戦後の状況

１９４５年８月、日本の敗戦により、朝鮮は解放された。戦争終結時の在日朝鮮人は約２４０

万人と言われるが、戦争末期に強制連行されてきた人を中心に短期間に朝鮮に帰還し、

約６０万人が日本に残留することとなった。帰国しても、住む家も耕す田畑もない人、日

本定着化が進んでいた人々が残留したものとみられる。現在、日本に居住する約６０万人

の在日朝鮮人は、日本の植民地政策によって、「徴用」、「徴兵」等の名目で日本に強制

連行されてきたか、過酷な人的・物的略奪によって家産を失い、生きる糧を求めて日本

に渡ってきたその子孫である。

日本の朝鮮に対する植民地政策の最も残酷な罪悪の一つは、「皇国臣民化教育」（同化

教育）を強力に推し進めることで、朝鮮人子女を徹底的に日本人化したことである。戦

前は、日本語を「国語」とし、「皇国臣民の誓詞」に象徴される「皇民化教育」、「創氏

改名」を強要することによってその民族性を完全に抹殺した。朝鮮語ばかりか、民族の

歴史や文化も分からない子どもたちが育ちつつあった。戦後、在日朝鮮人は、「日本」

からの決別を、その子女に奪われた言語、文化、歴史、民族性を取り戻すことから始め

た。

＊６１ 専修学校の要件は�修業年限が１年以上、�授業時数が文部科学大臣の定める授業時数であること、�教育を受け
る者が常時４０人以上であることであるが、「我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く」という除外規定が

あるため、外国人学校は専修学校として認められていない。
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１９４５年８月以降、差別と極貧の中から在日朝鮮人自らの手による「国語（朝鮮語）講

習所」が全国各地に設立され、やがてそれは民族学級、民族学校へと発展していった。

１９４６年９月の時点で、日本全国に５２５の初級学校（生徒４２，１８２名）、４つの中学校（生徒

１，１８０名）、１２の青年学校（生徒７１４名）が創設された。

しかし、占領下でのGHQの指示を受けた文部省は、１９４８年１月、朝鮮人も日本人同

様、日本学校への「就学義務」があるとの見解を明らかにし、朝鮮人子女が朝鮮学校で

学ぶことを禁じ、日本学校への入学を強制した。在日朝鮮人は「日本国籍」を有してい

る、すなわち「日本人」であるからというのである＊６２。そして、朝鮮学校の閉鎖・改組

を推し進めた。これに反対する在日朝鮮人の闘いは熾烈を極めた。とくに在日朝鮮人が

多数居住していた阪神地区では「阪神教育闘争」と呼ばれる闘いが起こった。そこでは

１６歳の少年が射殺され、数百人が重軽傷を負った。１９４８年４月に占領下で唯一の「非常

事態宣言」が出されたのは、ほかでもない阪神地区における朝鮮学校閉鎖をめぐってで

ある。

１９４８年８月には大韓民国が、９月には朝鮮民主主義人民共和国が誕生することで、南

北分断は決定的となる。１９４８年９月、法務総裁は団体等規制令違反を理由に朝鮮民主主

義人民共和国を支持する在日本朝鮮人聯盟（朝聯）の解散を命じ、その傘下の朝鮮学校

への弾圧を強化した＊６３。比較的規模の大きい朝鮮学校は、東京都立朝鮮学校など公立学

校に組み替えられるか、名古屋のように市立小学校の分校にされた＊６４。文部省は、「在

日朝鮮人は日本の学校への就学義務がある」との方針を逆手にとって朝鮮学校を接収し、

公立学校に改組したのである。１９５０年代に入って在日朝鮮人子女に対する民族教育は、

自主学校（無認可校）、公立学校・公立分校、日本の公立学校に特設された民族学級及

び夜間学校という形態を通じて行われた。１９５２年４月の時点で、自主学校（無認可校）

４４校、公立・公立分校朝鮮学校３２校、その他日本の公立学校に特設された民族学級７７校

であった。

前述したGHQの「初期の基本指令」にあった「解放人民」と「敵国民」という矛盾

する朝鮮人規定は、日本国政府に最も都合のいいように利用されたといえる。

�３ サンフランシスコ講和条約発効後の状況

１９５２年４月２８日、サンフランシスコ講和条約の発効によって日本国は主権を回復した。

この条約発効日を期して、国籍変更を行うための国籍法の改正も特別立法もないまま、

＊６２ GHQの「降伏後における初期の基本指令」（１９４５年１１月）には、「軍事上安全が許す限り、」「台湾人及び朝鮮人は

解放人民として処遇するべきでる」が、彼らは、今も引き続き「日本国民であるから必要な場合には、敵国人として処

遇されてよい」とあった。つまり、「日本国民」なのか「外国人」なのか、あいまいな“二重性”を有する存在とされ

たのである。参政権の停止、外国人登録令の適用は、いずれも「日本人」と異なった処遇と言えよう。逆に、「義務教

育」に関しては、「日本人」であるして、日本学校への「就学義務」があると扱われた。

＊６３ １９４９年１０月に文部省管理局長・法務省特別審査局長共同通達を出した。その内容は、�旧朝聯が設置していた学校
については廃校になったものとして処置する、�無認可の朝鮮人学校（民団系も含めて）は解散するよう勧告し、応じ
ない学校には２週間以内に私立学校の認可申請を出せ、申請しないものは閉鎖する、というものだった。

＊６４ １０月１９日には「（第二次）学校閉鎖令」（９２校）を発布し、多くの朝鮮学校を武装警察によって強制閉鎖した。また、

１１月４日「改組令」（２４５校）を強要し、学校改組の勧告に応じない学校を自動的に閉鎖し、ついで私立学校認可申請手

続きをした１２８校については、文部省で一括審査したうえで大阪の１学園３校（白頭学園建国小・中・高）だけを認可

したほかはすべて不認可として閉鎖を命じた。
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旧植民地出身者（朝鮮人、台湾人）は「日本国籍」を喪失し、「外国人」になったと一

方的に「宣告」された。

サンフランシスコ講和条約成立前、日本国政府は、朝鮮人を外国人でありながら「日

本国籍」を有する者とみなし、朝鮮人子女に日本学校への「就学義務」を課し、それを

理由に朝鮮学校を閉鎖・改組したことは前述したとおりである。しかし、日本の主権回

復を期して「日本国籍」喪失が「宣告」されることによって、在日朝鮮人の状況は大き

く変わることとなった。日本国政府は、在日朝鮮人子女の日本学校への就学は「恩恵」

であるとし、同時に朝鮮学校を外国人学校として、法的保護を与える必要なしとして放

り出した。

すなわち、在日朝鮮人子女に対する教育について日本国政府はもはや何の義務も責任

もないというのである。朝鮮学校は、朝鮮人による自主学校に切り替えられ、公的なサ

ポートはまったく受けられなくなった。外国人と宣告されたが、外国人としての教育は

認めないというのである。東京都立朝鮮人学校は、１９５５年３月、１５校すべてが廃校にさ

れた。それまで公費で経営してきた朝鮮学校を在日朝鮮人の自主的運営に戻すという名

目のもと、在日朝鮮人子女の教育に対する公費援助（例えば、１９５４年には都立朝鮮人学

校に対し、８５，２８８，８４４円の公費援助があった。）を非合法であるとした。大阪の１校は

１９６１年９月に、神奈川、愛知、兵庫の計１６校は１９６６年３月に、それぞれ廃校となり、自

主学校に移行した。

１９５５年５月に在日本朝鮮人総聯合会（朝鮮総聯）が結成され、朝鮮学校は再建された。

朝鮮総聯の結成は、日本における民族教育の基盤を築く上で大きな役割を果たした。１９５６

年には、朝鮮大学校が創設され、初級学校から大学に至る学校体系が整えられた。

�４ 日韓条約・日韓法的地位協定

日本国政府は１９６５年１２月１８日、大韓民国との間に「日本国と大韓民国との間の基本関

係に関する条約」（以下「日韓条約」という）を締結し、これに伴い、同日、「日本国に

居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との協定」（以下

「日韓法的地位協定」という）を成立させた。

文部省は、１９６５年１２月２８日、日韓法的地位協定における教育関係事項の実施について、

各都道府県教育委員会と知事宛てに次官通達を発し、同協定によって永住を許可された

者に対しては、希望がある場合は日本の小、中学校の就学及び上級学校進学について、

日本国民と同等に取り扱う趣旨の処置を求めた。なお、日韓条約においては、大韓民国

政府を国連総会決議第１９５号（�）に示されているとおり「朝鮮における唯一の合法的
な政府」であるものとしたので、前記通達など日韓条約関連の処置は、大韓民国及び朝

鮮民主主義人民共和国の双方の出身者に適用される扱いになっている。

さらに、文部次官は、前記通達を発するのに合わせて、同日さらに、「朝鮮人のみを

収容する教育施設の取り扱いについて」と題する通達（文管振２１０号）を各都道府県教

育委員会及び各知事宛てに発した＊６５。

それは、�朝鮮人が学ぶ公立小学校分校は存続を認めない。�朝鮮人学校を私立の正
規校として認可すべきではない。また、各種学校として認可すべきではない。�今後は
朝鮮学校を含め新しい外国人学校制度を作りたい、というものであった。朝鮮学校に対
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して、「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、

わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められ

ない」との認識を示した。そして、翌年から外国人学校法案が３年にわたって国会に提

案させることになる。それは、認可権、是正・閉鎖命令権を文部大臣に集中させること

が最大の眼目であった。１４条からなる法案は、認可、届出、是正命令、閉鎖命令、報告

及び検査、教育の中止命令など規制に関するものばかりで、入学資格付与や私学助成な

どの保護規定は何ひとつ含まれていなかった。極端な外国人学校敵視政策というほかな

かった。結局、外国人学校法案は、成立に至らず廃案となっている。

�５ 朝鮮学校に対する認可の動き

１９６７年４月、東京都知事に当選した美濃部亮吉は、文部省の反対を押し切って、１９６８

年４月、朝鮮大学校を各種学校として認可した。１９７５年、島根県において山陰朝鮮初中

級学校が認可を得て、全ての朝鮮各級学校が各種学校として都道府県知事から認可を受

けるにいたった。

文部省の朝鮮学校敵視・否認方針は、地方自治体の努力によって一定の修正が加えら

れたと言える。

朝鮮学校を各種学校として認可した後、地方自治体による教育助成金拠出の動きがは

じまった。東京都は、朝鮮学校に対し、１９７０年から「私立学校教育研究助成金」を拠出

した。それを皮切りに、各地方自治体による教育助成金拠出の動きがはじまった。１９７４

年には大阪府が「私立専修各種学校設備補助金」を、１９７７年には神奈川県と愛知県が「私

立学校経常費補助金」の給付に踏み切った。このように１９７０年代から地方自治体は、日

＊６５ 「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」と題する通達（文管振２１０号）

A 朝鮮人のみを収容する大部分の公立の小学校分校の実体は、教職員の任命・構成・学校管理等において法令の規定

に違反し、きわめて不正常な状態にあると認められるので、次によって適切な処置を講ずること。

ａ これらの朝鮮人のみを収容する小学校分校については、法令に違反する状態の是正その他学校教育の正常化がな

されると認められない場合には、これらの分校の存続について検討すること。

ｂ これらの公立の小学校分校における学校教育の実態が改善され、正常化されると認められない場合には、これら

の分校の存続について検討すること。

ｃ なお、朝鮮人のみを収容する公立の小学校または中学校およびこれらの学校の分校または特別の学級は、今後設

置すべきでないこと。

Ｂ 朝鮮人のみを収容する私立の教育施設の取り扱いについて

朝鮮人のみを収容する私立の教育施設（以下「朝鮮人学校」という）の取り扱いについては、次によって捨置する

こと。

ａ 朝鮮人学校については、学校教育法第１条に規定する学校の目的にかんがみ、これを学校教育法第１条の学校と

して認可すべきではないこと。

ｂ 朝鮮人としての民族性または国民性を滴養することを目的とする朝鮮学校は、わが国の社会にとって、各種学校

の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでないこと。

なお、このことは、当該施設の教育がわが国の社会に有害なものでない限り、それが事実上行われることを禁止

する趣旨ではない。

ｃ すでに学校教育法第１条の学校または各種学校として認可されている朝鮮人学校の取り扱いについては検討を要

する問題であるが、さしあたり報告、届出等の義務の励行等法令を遵守した適正な運営がなされるよう留意すると

ともに実体の把握につとめること。

なお、朝鮮人を含めて一般にわが国に在住する外国人をもっぱら収容する教育施設の取り扱いについては、国際

親善等の見地から、新しい制度を検討し、外国人学校の統一的扱いをはかりたいと考えている。
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本の私立学校と比べるとまだまだ十分とはいえないまでも、朝鮮学校に対し、各種教育

助成金を拠出するようになった。１９９７年に愛媛県が補助に踏みきったことにより、朝鮮

学校が設置されている２９都道府県すべてに及び、空白はなくなった。

また、市区町村からも公的補助がなされた。１９７９年３月、東京朝鮮第６初中級学校の

保護者は区民３万名の署名を集めて大田区に提出し、助成金の交付を請願した。審議の

過程では、「１９６５年の文部事務次官通達があるが、人道に反した通達内容であれば遵守

する義務はない。」「自治体の長は教育の機会均等とすべての人が平等であるとの立場で

独自の判断をすべきである。」といった議論が交わされ、１９８０年９月に「保護者補助金」

が拠出されるに至った。その後、保護者補助金は都内全区に広がり、日野市、府中市な

ど都下１２市、神奈川県川崎市などに拡大していった。

１９９５年現在、朝鮮学校に何らかの形で助成金を支給している地方自治体は、２７都道府

県１５４市２３区３３町に及んでいる。朝鮮学校は地域社会に根づき、民族「学校」として評

価されているのである。

１９９０年代に入ると、文部省の方針に対する部分修正は、JR通学定期券の学割購入が

可能になるとか、スポーツ大会への出場資格が認められることを通じてなされた。２００３

年には、全国高校ラグビー大会の大阪代表に大阪朝鮮高級学校が、全国高校サッカー大

会の京都代表に京都朝鮮高級学校が、それぞれ地区大会で優勝し全国大会に出場した。

また、朝鮮学校卒業（見込）生の大学・大学院入学（受験）資格認定問題においても、

文部省の方針に対する部分修正がなされた。

文部省は、朝鮮学校卒業（見込）生には大学入学（受験）資格がないことを、各大学

に通知＊６６していたが、その通達も公私立に関しては次第に空文化していった。１９７７年当

時は８つの公立学校、５０の私立大学にとどまっていたが、１９９５年になると、２０の公立大

学、１６４の私立大学が、朝鮮高級学校卒業（見込）生を「同等以上の学力がある者」と

認め、大学入学（受験）資格を認めた。

１９９８年以降、それまで朝鮮学校卒業（見込）生の入学（受験）資格を一律に否定して

いた国立大学においても動きが出てきた。京都大学大学院、九州大学大学院が朝鮮大学

校卒業生の入学（受験）資格を認めた。翌１９９９年、文部省はついに大学院については、

各大学院の判断に任せるとの軌道修正に踏み切らざるを得なかった。

�６ 民族学校・外国人学校をめぐる近時の動き

近時、外国人登録数の右肩上がりが続き、外国人児童生徒の増加も進んでいる。２００１

年末現在の５歳から１９歳までの外国人登録数は約２０万人、学校基本調査報告書（初等中

等教育編２００２年５月現在）によると、外国人児童生徒は約８万人、ほかに各種学校の民

族学校・外国人学校生徒が約２万５０００人となっている。外国人登録の年齢層との３歳の

ずれを修正すると約１６万人の学齢期（小・中・高）の児童生徒がいることになる。

半数の約８万人が正規校に学び、２万５０００人が民族学校・外国人学校に学び、その残

りの５万５０００人は、各種学校でもない外国人学校（ブラジル人学校など）に学ぶか、さ

もなければ未就学と考えられる。

こうしたなかにあって、文部科学省は、２００３年３月６日、外国人学校（高校段階）４０

校（欧米系２３校、アジア系１７校、ブラジル学校などは対象外）のうち、欧米系の３つの
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評価機関（WASC、ECIS、ACIS）の認定を受けた１６校の卒業生には大学入学（受験）

資格を認めるとの方針（大学入学資格の弾力化）を発表した。その後、アジア系（朝鮮

学校、韓国学校、華僑学校等）を除外するのは差別だとする強い反発を招き、いったん

はその方針を凍結し、再検討した結果、学校教育法施行規則及び告示の一部改正を行い、

３月発表の上記１６校に加えて、本国の位置づけを尊重するとして、韓国学校２校、中華

学校２校などを認め、その後、ドイツ学校、フランス学校、ブラジル人学校１９校がそれ

に追加された。

しかし、民族学校・外国人学校に在籍する生徒の過半数を占めており、最も日本の学

校に類似している教育システムが整っているにもかかわらず、朝鮮学校は、大学入学（受

験）資格を認める外国人学校からは除外された。朝鮮学校の卒業（見込）生の大学入学

（受験）資格は、受験する各大学の個別の判断に任されることになった。文部科学省の

朝鮮学校を「敵視」する方針が如実に現れている。

文部科学省が同じ各種学校のなかにおいてさえも二重の基準を設けて、朝鮮学校など

の一部の民族学校・外国人学校を差別しているのは、今回の大学入学（受験）資格問題

だけではない。文部省は、１９９６年、下関朝鮮初中級学校が校舎の改築工事を行うための

寄付金について、山口県に対して指定寄付金＊６７の適用を申請したため同県が大蔵省に副

申を出そうとしたのに対して、同省学術国際局名をもって、前記１９６５年の「朝鮮人のみ

を収容する教育施設の取り扱いについて」と題する次官通達の趣旨を変更する状況にな

いとして、措定寄付金適用に関する大蔵省告示の「その教育を行うについて相当の理由

があるもの」とは所轄庁として認めないものとした。これに対し、横浜インターナショ

ナルスクール（１９８７年）、東京韓国学校（１９８９年）、福岡インターナショナルスクール（１９９３

年）は、いずれも各種学校であるが、指定寄付金の対象として認めている。なお、阪神・

淡路大震災による被害の復旧にあたって、兵庫朝鮮学校など指定寄付金の対象校とした

が、政府は大震災にともなう例外的措置であると看做している。

また、文部科学省は、２００３年３月３１日、外国人学校への税制上の優遇措置について、

法人税法及び所得税法の各政省令を改定し、「初等教育又は中等教育を外国語により施

す各種学校」が「特定公益増進法人＊６８」に追加された。しかし、それを受けた文部科学

大臣告示は、「外交」「公用」又は「家族滞在」の在留資格をもつ子女に教育を施し、か

つ、スイス国際バカロレア事務局又は欧米系の３つの評価機関（WASC、ECIS、ACIS）

の認定を受けたものに限定し、アジア系は排除された。

上記の文部科学省の外国人学校に対する大学入学（受験）資格の弾力化の決定、税制

上の優遇措置は、外国人学校に対する文部科学省の方針が改められ、民族学校・外国人

学校に通う外国人・民族的少数者の児童生徒の教育を受ける権利を保障する観点からな

＊６６ 文部省大学局長「朝鮮高級学校卒業生の日本の大学入学資格について」１９５３年。

なお、文部科学省は、大学認定条項（改正前学校教育法施行規則第６９条第６号）は死文化していると回答していた。

＊６７ 指定寄付金は、校舎建て替えや増改築時等、一時に多額の費用がかかる場合に集める寄付への税制上の優遇措置の

ことをいう。

＊６８ 「特定公益増進法人」は、教育・科学振興、社会福祉への貢献など特に公益性の高い活動をしている法人への寄付

の促進を目的としたシステムで、この認定を受けた団体に寄付をした個人は税控除を受けることができ、結果的に学校

施設の充実や授業料の軽減などが図れるメリットがある。多くの民族学校は財政難にあえいでおり、特定公益増進法人

のような認定を受けることは民族学校に多大な利益をもたらすと考えられる。
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されたものでは決してない。

上記決定は、直接的には「対日投資促進案」、「規制改革」のなかで出てきたものであ

る。１９９９年４月、小渕首相の訪米前にまとめられた対日投資促進案のなかには、外国人

ビジネスマン家族の教育について、「�インターナショナルスクールを増やすために、
廃校となった公立学校の転用を促す。�インターナショナルスクールへの民間からの寄
付にも税制上の優遇措置を導入する。�卒業後に日本の高校や大学で学びやすいように
進学資格の拡大を検討する。」とあった＊６９。また、同年３月から４月にかけて、駐日米

大使から当時の有馬文部大臣への書簡とその返信でも、前述の廃校転用案及び税制上の

優遇措置、そして入学（受験）資格問題が扱われていた。また、日本経団連は、２００２年

６月、「インターナショナルスクール問題についての提言」＊７０をまとめ、総合規制改革

会議に要望していた。

前述したように、１９９０年代以降、朝鮮学校を社会的に認知する動きがますます強まり、

また、近時の外国人児童生徒の増加、外国人学校の増加にともなって、外国人学校に対

する文部科学省の方針に対する部分修正がなされた。しかし、文部科学省の朝鮮学校に

対する「敵視」の方針は変更されていない。また、文部科学省のその他の民族学校・外

国人学校に対する「放置」「不保護」の方針も基本的には変更されていないといわざる

を得ない。

以下、日本における民族学校・外国人学校の現状を検討することによって、民族学校・

外国人学校の抱える問題点について考える。

３ 民族学校・外国人学校の現状

�１ 調査方法

本調査にあたっては、特定非営利活動法人多文化共生センター・東京２１が民族学校・

外国人学校を調査した結果＊７１及び名古屋大学大学院国際開発研究科及び教育発達科学研

究科の合同ゼミ「今津ゼミ」のメンバーが東海地域の外国人学校を調査した結果＊７２をも

とに、実際に、朝鮮学校、韓国学校、中華学校、ブラジル人学校の授業の実地検証、並

びに同学校関係者に対する事情聴取等を行った。その他、以下の資料の検討を行った。

①「朝鮮学校の資格助成問題に関する人権救済申立事件調査報告書」（１９９７年１２月、日

本弁護士連合会人権擁護委員会）

②「民族学校が直面する問題」（田中宏 RAIK通信第８５号）

③「国際化に逆行する外国人学校の資格問題」（田中宏 『潮』２００３年７月号）

④「外国人学校の動向」（松本一子「東海地域の新来外国人学校増補改訂版 ２００２年７

月 今津孝次郎・松本一子編」

⑤「迫られる日本の学校の国際化」（今津孝次郎「東海地域の新来外国人学校増補改訂

版 ２００２年７月 今津孝次郎・松本一子編」）

＊６９ 日本経済新聞１９９９年４月２２日

＊７０ �一条校に準ずる教育として認めること、�高校、大学への入学資格付与、�助成を行うこと、�税制上の優遇措
置を導入すること、�廃校となった公立校の転用を認めるなど施設整備の弾力化をはかること、である。
＊７１ 前掲「東京都２３区の公立学校における外国籍児童生徒の教育の実態調査報告 ２００２年ＶＯＬ．３」

＊７２ 今津孝次郎・松本一子編「東海地域の新来外国人学校増補改訂版」（２００２年７月）
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⑥「在日朝鮮人教育論 歴史編」（小沢有作 亜紀書房）

⑦「朝鮮学校の戦後史（増補改訂版）」（金徳龍 社会評論社）

⑧「マイノリティの民族教育権 国際人権法の視点から」（元百合子 法学セミナー２００４

年８月号）

⑨「民族学校問題を考える－江原護 論考・資料集－」（江原護 アジェンダ・プロジ

ェクト）

⑩「国際化時代の民族教育」（高賛侑 東方出版）

⑪その他関連文献

�２ 朝鮮学校の現状

ア 教育目的と教育内容

教育体系は日本の小学校、中学校、高校、大学に相当する初級部、中級部、高級部、

大学校があり、日本の学校教育と同様６・３・３・４年制度の全日制で、カリキュラ

ムは日本の小、中学校の授業時数の標準、高等学校の各教科・科目の標準単科数を参

考にして編成されており、日本の正規の学校と類似したものとなっている。２００３年３

月現在、日本各地には初級部が６５校、中級部が４４校、高級部が１２校、大学校が１校の

計１２１校の朝鮮学校が運営されており、約１２，０００人の児童生徒が通っている。

教育目的は「すべての在日同胞子女を、民族的主体性をもち、知・徳・体をかねそ

なえた朝鮮人として、自分の祖国と民族のために寄与する人材、そして国際化の進む

なか、日本をはじめ世界の全ての国民との友好親善に寄与する人材に育成するところ

にある。」＊７３

朝鮮学校では、初級部１年生や日本の学校からの編入生が入学初期に受ける授業は

日本語と朝鮮語の両方を用いて行われているが、その他は「日本語」の科目を除くと、

基本的に朝鮮語で行われている。相続言語を教育の媒体として使用する朝鮮学校の教

育は、ベーカー＊７４の定義に従えば、イマージョン教育＊７５と並ぶ二言語使用や二言語で

の読み書きに積極的な教育の一形態として、「相続言語バイリンガル教育」と呼ぶこ

とができる。相続言語バイリンガル教育の特徴は、単に二言語での読み書き能力を身

につけることを目指すだけではなく、習得を目標とする言語が、学習者や保護者、学

校にとって民族的なアイデンティティとむすびついているという点である。

朝鮮学校が設立された当時の学生は、大半が在日２世で、家庭で親の話す朝鮮語に

接する機会があったが、現在朝鮮学校に通う学生の多くは３世、４世で、就学以前に

朝鮮語を習得することはほとんどない。宮脇弘幸＊７６が１９８８年に関東地域の朝鮮学校生

徒４６９人を対象に行ったアンケート調査によると、朝鮮語を第１言語であると答えた

者は全体の２．３％にすぎない。それゆえ、初級部では授業の多くの時間を朝鮮語にあ

てている。

＊７３ 在日本朝鮮人教育会編「資料集・在日朝鮮人の民族教育の権利－二十一世紀に向けて、朝・日友好と国際化の中で

－」（１９９６）

＊７４ コリン・ベーカー「バイリンガル教育と第二言語習得」大修館書店（１９９６）

＊７５ 第二言語そのものを学ぶことを目的とするのではなく、第二言語を手段として学習内容を身につける教育方法。

＊７６ 宮脇弘幸「在日朝鮮学校子女の言語生態・民族意識に関する調査」（宮城学院女子大学人文社会科学研究所「人文

社会科学論叢 ２」・１９９３年・１～６３頁）
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２００１年度までのカリキュラム＊７７における初級部各学年の総授業時間に占める朝鮮語

の授業時数の割合をみてみると（授業時数の１単位時間は４５分）、初級部１年生では

総授業時間数の４０％以上、６年生でも２０％以上の時間を朝鮮語の授業に割いているこ

とがわかる。しかし、学生、教師ともに世代交代が進むなかで、教育内容、教育方法

においてその実効性が問われはじめている。

朝鮮学校ではこのような環境の変化にともない、２００３年度より、新しいカリキュラ

ムを実施するとともに、２００６年度までに初級部から高級部までの１１８の教科書を全面

改訂する。教科書が改定されるのは、１９９５年以降今回が６度目となる。

１０年ぶりに行われる今回の教科書改訂により、朝鮮学校はエスニシティの保持・継

承を目的とした朝鮮語、朝鮮文化に関する教育をより発展させるとともに、情報化社

会に適応した幅広い知識を学べる学校へ、また、より広範なバックグラウンドを持っ

た児童生徒の通う学校へと変貌をとげようとしている。

朝鮮学校での教育における近年の大きな変化としては、１９９３年のカリキュラム改定

以降、初級部３年から高級部３年までのすべての学年に「社会」科目が導入され在日

朝鮮人社会や国際社会について学ぶとともに日本の地理、歴史、経済、文化について

も多くの時間が割かれるようになったことが挙げられる。２００３年度に導入される新カ

リキュラムにおいても、日本に関しては地理を初級部４年で、歴史を初級部５年、政

治・経済・文化を初級部６年で重点的に学ぶことになる。

算数、理科、英語などは、２００３年度からの週５日制にあわせて、一部内容が調整さ

れたが、日本の教育内容を多く参考にして作られるなど今日の在日朝鮮人社会の実情

にあったカリキュラム編成となっている＊７８。また、２００３年に入って朝鮮大学校をはじ

めとする各学校教員や関係者による情報教育推進委員会が発足するなど、民族教育に

おける新たな情報ネットワークの構築が目指されていることがうかがえる。

イ 日本の学校制度における朝鮮学校の位置づけ

前述したように、すべての朝鮮学校は１９７０年代までに「各種学校」として認可され

たが、一般の日本の公立・私立の学校と比較するとその処遇に大きな違いがある。「各

種学校」にも修業年数や授業時間数などは一定に定められているが、学校教育法１条

に該当するいわゆる「一条校」と比べると、その卒業生や関係者の受ける不利益は著

しい。

仮に、朝鮮学校が「一条校」に認定されようとするならば、文部科学省認定の教科

書を用いなければならず、教師も日本の教員免許が必要となり、カリキュラムも同様

に日本のものに従わなければならなくなる。このような「一条校」の基準を満たすと

言語教育、アイデンティティ教育を中心とした民族教育ができず、学校存在の意味が

見出せなくなるため、朝鮮学校は、現行法制度の下においては、いまだ「各種学校」

という位置づけに甘んじているのである。

ウ 入学試験資格と進路

（ア） 高等学校への入学・転入

＊７７ ２００２年度は、次年度からの授業週５日制の導入のため、臨時のカリキュラム編成となっている。

＊７８ 「朝鮮学校―教科書が変わる」 （http : //www．korea―np．co．jp/sinboj/j―２００３／j０３／０３０３j０１２３―００００２．htm）
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朝鮮初中級学校は、いずれも小学校及び中学校として認められていない結果、た

とえば朝鮮中級学校の卒業生が日本国の高等学校を受験することも、また朝鮮高級

学校の在校生が高等学校に転入することもできない。

このため、保護者の転勤など住居が移転しために距離的あるいは交通の便等の都

合で転居地の朝鮮高級学校への通学が困難な場合でも、一般の高等学校に転入でき

ないため、高等学校相当の学校教育を受けることを断念するか、あるいは高級学校

所在地に下宿するなど家族と別居して通学を確保せざるをえないことになっている。

また、高級学校在学中に、自己の志望進路として国家検定資格など公的資格の取

得を必要とする場合に、朝鮮高級学校卒業ではこれが不可能なため、朝鮮高級学校

に通学することを断念しても、さらに中学校から卒業し直して高校受験からやり直

さなければならないことになる。

（イ） 大学入学試験資格

文部科学省は、２００３年９月、学校教育法施行規則及び告示の一部改正を行い、外

国人学校の卒業（見込）生の大学入学（受験）資格を認めたが、朝鮮学校卒業（見

込）生は、その教育水準を「公的に確認」できないとして、朝鮮学校を大学入学（受

験）資格を認める「外国人学校」から除外した。朝鮮学校卒業（見込）生の大学入

学（受験）資格は、受験する各大学の個別の判断に任されることになった。各大学

の個別認定では不確定要素が残るため、依然として従来通り大検をとったり、日本

学校とのダブルスクールに通う生徒が多々おり、その負担はなくなったとは言えな

い。なお、２００４年７月現在、朝鮮学校卒業（見込）生の大学入学（受験）資格を認

定した国立大学は全８３校のうち８２校に上っている。

（ウ） 朝鮮学校高級部卒業生の進路

東京朝鮮中高級学校の高級部（以下「東京朝高」という。）卒業生の進路に関す

る統計を検討すると、１９８０年には卒業生総数に対する大学や専門学校への進学者数

の比率が４４％であったのに対し、２００１年には７６％と大幅に伸びている。特に大検の

受験資格が緩和された２０００年度からは、日本の大学への進学が増えていることが分

かる。２００１年度、日本の国立・公立・私立高等学校卒業生の大学進学率が４５．１％、

専修学校（門課程）進学率は１７．５％であることと比較しても、東京朝高の卒業生の

進学意欲の高さがうかがえる。

日本各地の朝鮮高校出身者は、朝鮮大学校のほか、東京大学、京都大学、大阪大

学、東京工業大学、東京都立大学、早稲田大学、慶応大学など国公私立大学に合格

する実績を残している。

エ 助成金・寄付に対する税制措置に関する不利益

私立学校振興助成法においては、助成の対象を学校教育法１条に定める私立学校と

しているので（２条）、同法の主要な補助である同法４条（大学及び高等専門学校に

対する研究・教育に関する経常経費の２分の１以内の補助）、８条（学校法人が行う

その学生生徒の学費に関する貸与の援助）、９条（都道府県が行う小中高校に対する

補助の一部国庫負担）に定める私立学校助成資金の交付の対象にされていない。同法

では、１８条により、準学校としてわずかに私立学校法の６４条４項の各種学校としての

補助金の対象となっているにすぎない。朝鮮各級学校が各種学校として受けている補
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助金は、およそ学校教育法１条に準拠する公立学校の１０％程度、私立学校の４分の１

程度である。朝鮮学校の経常経費に対する助成金がまったくないため、保護者の負担

が増し、教員給与も低額とならざるをえない。

２００３年現在、東京都からの学校教育運営補助金は、高級部に学生一人当たり年間１

万５０００円支給されているが、日本の都立・公立高校は一人当たり約９０万円、私立高校

でも一人当たり約３４万円であることと比較すると、その額は実に数十分の一である。

そのほかに、保護者の学費負担を軽減するための保護者補助金を区ごとに支給してい

るが、その額を概算しても、日本の学校への補助金にはとうてい及ばない。

さらに、朝鮮学校に寄付をする場合も、「特定公益増進法人」の認定をうけられず

損金（控除）扱いにならないなど、納税義務を果たしているにも関わらず、税制上の

優遇措置を受けられないため、保護者は何重もの負担を強いられているのである。

オ まとめ

日本弁護士連合会は１９９８年２月に在日本朝鮮人教育会などから人権救済申立を受け、

朝鮮学校を含む外国人学校の教育内容、差別の実態調査を行い、その結果に基づいて

政府に差別の是正を勧告した。勧告書では、上述したような朝鮮学校関係者が受けて

いる一連の不利益について、甚だしい人権侵害であると指摘するとともに、国連の関

係委員会へもその事実を報告した。しかし、その後も朝鮮学校に対する処遇は全く改

善されていない。

朝鮮学校は創立以来今日に至る約半世紀の歴史のなかで１０万人以上の卒業生を輩出

し、日本において少数派言語である朝鮮語を維持し継承する上で大きな役割を果たし

てきた。１９９０年代以降、日本にはアジアをはじめとする世界各国の外国人が長期滞在

するようになり、外国人児童生徒の日本語習得とともに母語・母国語教育、自己の文

化維持が問題化してきているが、朝鮮学校の教育について、より詳細な研究を進めて

いくことは、これからの外国人子女の教育や言語政策を考えていく上で重要であると

思われる。

�３ 韓国学校の現状

日本全国に４校ある韓国系民族学校のうち、大阪、京都にある３校は「一条校」で、

東京韓国学校だけが「各種学校」として認可を受けている。以下、東京韓国学校及び白

頭学院の現状について検討する。

ア 東京韓国学校の現状

（ア） 概要

東京韓国学校は１９５４年４月２６日に創立された。創立から現在に至るまで東京都新

宿区に校舎を置き、現在は初等部、中等部、高等部合わせて２４クラス、８００人の児

童生徒が在籍している。また東京韓国学校は韓国の学校としての基準にあわせ、週

６日の授業を実施している。東京韓国学校に通う児童生徒のほとんどは、韓国企業

の日本駐在員の子どもたちである。

（イ） 教育方針

東京韓国学校では４つの教育方針を持つ。

�国際化社会に適応できる言語駆使力向上のための言語教育に重点を置く。
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�情報化社会に適応できる情報、通信教育に最善を尽くす。
�民族共同体意識と世界市民意識を共に持てる市民性涵養に力を入れる。
�開かれて透明な学校経営によって教職員・学生・父兄皆が意欲的に参加する学校
の雰囲気を造成する。

（ウ） 教育目標

東京韓国学校では「世界化の主役となる他の人の役に立ち尊敬される韓国人の育

成」を教育目標として掲げている。

（エ） 教育課程

東京韓国学校では韓国語を使って授業を進める。日本語の授業は初等部で、低学

年は年間１３６時間、高学年は年間１７０時間と、国語（韓国語）授業に次いで多くの時

間を費やしている。初等部の授業のなかで日本語および日本社会とは、日本の学校

でいうところの国語および社会に相当する。

中等部では英語、国語（韓国語）、数学とならび、週４時間を日本語にあててい

る。この授業は日本の高校で学ぶ国語と同内容である。

高等部では韓国の授業カリキュラムと日本の授業カリキュラムのどちらか一方を

選択することができる。これは生徒が卒業後、日本、韓国どちらの大学にでも進学

できるように配慮したものと推察できる。

（オ） 進学率、その他卒業後の予定

東京韓国学校卒業生の進学率は毎年９０％以上をたもっている。２００２年度卒業生の

なかで韓国の大学に合格した生徒は８７人、日本の大学に合格した生徒は１３人、卒業

後日本で就職、または専門学校に通う生徒は２人であった。このことから、多くの

生徒が韓国の大学に進学することがうかがえる。

（カ） 授業料

東京韓国学校では小学生で年間２０９，１８３円、中学校で年間２４９，９００円、高校で

３６３，５００円かかる。日本学校の保護者負担額が５６，２１３円であるのと比較するとおよ

そ４倍の費用がかかることになる。

（キ） まとめ

東京韓国学校で学ぶ児童生徒の多くは初等部から高等部にかけての１２年間を同学

校で学ぶ。授業は基本的には韓国語で行われ 日本語の授業時間数は初等部では全

体の１６％から１７％、中等部では１１％から１７％程度となっている。高等部では卒業後

の進路を日本の大学にするか韓国の大学にするかによって韓国の授業カリキュラム

と日本の授業カリキュラムのどちらかを選択することができ、このことは生徒の卒

業後の進路を幅広くサポートしているといえる。また、高等部を卒業した学生の多

くは韓国の大学を受験し、進学していることがうかがえる。

韓国学校児童生徒の在住地域をみると、ほとんどが東京２３区在住となっており、

とくに初等部では東京市部および他県から通う児童は５％未満ときわめて少ないこ

とがわかった。

イ 白頭学院建国学校

（ア） 概要

白頭学院は、５０余年の歴史を誇り、現在では高等学校、中学校、小学校、幼稚園
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の４校を設け国際人育成を目指し、一貫教育を行っている。１９５１年３月に、民族学

校としては最初に１条校の認可を受けた学校である。

（イ） 教育方針

�私立学校の自主性と民族学校としての特殊性を充分に生かし知・徳・体の円満な
発展を期する。

�民族の矜持と国際社会に適応することのできる幅広い能力を持ち、将来民族社会
に貢献することのできる有能な人材を育成する。

（ウ） 教育目標

�在日韓国人としての自覚と矜持を涵養する。
�国際社会に主体的に適応できる能力を育成する。
�自主的な生活実践を通じて社会に奉仕する人間を育成する。
�個性を伸長して、創造性を育成する。

（エ） 学生数（２００３年）

駐日比計その他駐日在日
53％
40％
16％
23％
31％

 38
169
105
101
413

 6
11
23
 9
49

 20
 67
 17
 23
127

 12
 91
 65
 69
237

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
計

出所：白頭学院建国学校資料

（オ） 教育課程

建国高等学校は、日本・韓国の大学に進学できる実力を養うための特別進学コー

ス、韓国語を自由に使える実力を養うための韓国文化コース、情報テクノロジーの

基礎知識を学ぶための情報コース、英米文化に親しみ、情報を通じて、国際社会を

理解することをめざす総合コースの４つを設けている。

建国中学は、国際社会に翔く人材育成を目的に言語学習を重視したトリリンガル

コースとアイデンティティの確立をひとつの目標にすえ、自国（韓国）の文化や芸

術について学ぶ総合コースの二つを設けている。

（カ）２００３年度 卒業生進路状況

２００３年度卒業生は、韓国の延世大学校、高麗大学校や日本の高知大学、大阪産業

大学、京都産業大学、近畿大学、摂南大学、大阪経済法科大学などに合格している。

（キ） まとめ

一条校の認定を受けた韓国学校は、１条校であるがゆえに、あらゆる面で日本の

私立学校と同等の資格を持ち、処遇を受けることができる。

他方、一条校であるがゆえに、文部科学省の検定済み教科書を使用し、同省が定

めた標準体にもとづいてカリキュラム編成をしなければならない。そのため授業は

すべて日本語で行われ、民族教育科目の授業時間は制限される。例えば、中学１年

生で韓国語の授業は週に３時間で、年間１０５時間だが、これは国語（日本語）の２１０

時間、英語の１７５時間に比べてはるかに少ない。また、公式行事の際には、日の丸

の掲揚が義務付けられている。
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�４ 華僑学校の現状

ア 華僑学校の現状

在日華僑学校は日本で生活している華僑の子どもの教育のために作られた教育機関

である。現在日本全国で５校の華僑学校が設置・運営されている。実際に調査のため

訪問した東京中華学校を中心にしながらその現状について以下述べる。東京中華学校

は１９２９年に創立され、１９３７年に日中戦争により一旦閉校した。その後、１９４６年に再建

され、１９４８年千代田区に移り現在に至る。最初は小学部しかなかったが、１９４７年に中

学部、１９５７年に高中部（日本の高校に相当）が設置された。現在３４６人の生徒が在籍

している。教職員数３２人（常勤教員１７人）、そのうち日本人教員とアメリカ人教員も

数人採用している。

（ア） 教育方針

「中国語教育を強化し、中華文化の継承を重視する。中・日・英三ケ国語を兼ね

備えた華僑の子どもの育成に努める。」

（イ） 教育目標

小学部においては、中国語教育を強化すると同時に、知育・徳育・体育・群育・

美育の五育の教育に努める。

中学部においては進学指導、語学力の訓練、学力測定を強化する。

高中部においては、生徒に対し、奉仕の心、法規の順守、礼儀を重んじ、規律を

守るように指導を行い、朝礼や土曜日を利用し、交通安全、救急方法、喫煙や飲酒

の害などについての教育をおこなう。

（ウ） 生徒数の増加傾向

１９７０年代から各華僑学校は生徒数の減少に悩まされ、なかにはそれが原因で閉校

した学校もあった（１９８８年、長崎時中中華小学校）。その後、１９９０年代の後半から、

各学校ともに生徒数の増加が見られるようになった。その原因はニューカマーの増

加にあると考えられる。

東京中華学校、横浜山手中華学校の両校ともに２０００年に入ってから新入学希望の

応募は学校定員を大幅に超える傾向があり、そのほとんどはニューカマーの子ども

である。また、ニューカマーの子どもの増加により編入生も増加している。編入生

の中には、日本の学校から転入してくる生徒もいるが、その多数は中国大陸や台湾

から来日したばかりの子どもである。そのため、各学校では編入生のために特別な

コースを作ったり、専任の教員を配置したりなどの措置を講じている。一方、学校

側は校舎スペース、教職員、設備などの限界で応募者全員を受け入れることができ

ないのが現状である。

（エ） 日本国籍児童生徒の増加

各学校の国籍別統計データから見ると、日本国籍児童生徒の増加、特に低学年に

なるにつれ日本国籍児童生徒の増加が目立つ。中には、日本国籍の児童生徒数が全

校児童生徒数の半分以上を占める学校も出てきている。その原因として考えられる

ことは、以下の三点である。

�華僑社会における日本化（日本国籍に帰化する華人家庭の児童生徒の増加）
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�国際結婚の増加（中国人と日本人の国際結婚による児童生徒の増加）
�日本人の子どもの入学（父母とも日本人の児童生徒の増加）
とくに日本人の子どもの入学は大きな要因である。華僑学校が中国語、日本語、

英語の三言語教育を通じて実践している国際人育成の教育方針は多くの日本人に受

け入れられ、各華僑学校とも日本人の子どもの在籍者が増加してきている。中でも、

横浜山手中華学校においては、２００２年度全校児童生徒３８６人のうち、日本人の子ど

もは８７人、全体の２２．５％を占めている。

（オ） 生徒の多国籍化、多様化

華僑学校は国籍、出身を問わずすべての子ども向けに生徒募集をしているため、

現在は日本国籍と中国国籍のほか、アメリカ、韓国、イギリス、シンガポール、カ

ンボジアなどさまざまな国籍の児童生徒が在籍している。その出身も、老華僑の子

孫（オールドカマー）、新華僑の子ども（ニューカマー）、国際結婚の子ども、日本

人の子ども、韓国人の子ども、ないしアメリカ人の子どもなど実に多様である。

（カ） 日本語の占める割合が高いカリキュラム

各華僑学校のカリキュラムを見ると、中国語での授業より、日本語での授業がか

なりの割合を占めている。その理由として、現在、華僑学校に在籍している児童生

徒が日本で生活しており、将来日本に生活基盤をおくであろうことが考えられる。

そのため、各華僑学校では日本の生活に必要な基礎教養を配慮してカリキュラムを

組んでいる。とくに、華僑学校卒業生の大半が日本の学校へ進学していることから、

中学３年生や、高校３年生になると、各学校とも日本の学校への進学に必要な授業

を多く組むように心がけている。また、カリキュラムに対応して各学校の教授言語

も中国語と日本語を併用している。

（キ） 日本の学校を中心とする進学

東京中華学校２００２年度小学部卒業生２４人の内訳は、同校中学部へ進学が８人、日

本の中学へ進学が１２人、台湾へ進学２人、中国大陸へ進学１人、アメリカへ進学１

人となっている。

２００２年度中学部卒業生２０人の内訳は、同校高校部へ進学１７人、日本の高校へ進学

１人、中国大陸へ進学１人、翌年進学予定者１人（年齢未満のため）となっている。

２００２年度高中部卒業生２４人の内訳は、日本の大学、専門学校へ進学１９人、台湾へ

進学４人、アメリカへ進学１人となっている。

各学校によって多少違いはあるが、ほとんどの華僑学校高中部卒業生が日本の大

学や専門学校へ進学している点では共通している。次いで台湾、中国大陸、アメリ

カの順となっている。とくに２０００年度から華僑学校の高中部卒業生にも大学入学試

験検定（大検）の受検資格が認められ、これにより日本の大学や専門学校への進学

率が上昇している。また、中学部までの横浜山手中華学校においては、中学部卒業

生全員が日本の学校へ進学している。この進学状況からも華僑学校生徒の日本での

定住傾向がみられる。

（ク） 国際的視野を持つ教育方針、教育目標

華僑学校は中国語、伝統文化の習得と同時に、日本の学校と同じレベルの学力維

持を教育目標の重点としており、国際的に通用する人材の育成を教育方針としてい
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る。この教育方針は各学校のカリキュラムや教育活動などにもしっかりと浸透して

いる。たとえば、華僑学校は学生の国際的能力を育成するため、中国語、日本語と

同時に小学校から英語の授業も始めている。なかでも、東京中華学校と横浜中華学

院は小学校１年生から英語を教えており、三ケ国語教育の実施を徹底化している。

さらに中国と日本両国の伝統文化や風俗習慣を教育内容に入れているほか、各華僑

学校は生徒の国際的な感覚を育てるために、日本の学校との交流も積極的に行って

いる。生徒の実際の要望に対応して、華僑学校は従来の民族教育から、国際的視野

を持つ教育方針へと変わり、国際学校としての歩みを試み始めていると考えられる。

イ 華僑学校が抱える問題

法務省の統計によると、２００１年末に入国管理局に登録されている５歳から１９歳まで

の中国人の数は３９，１７１人、うち５歳から１４歳までは２１，２９６人であった。一方、現在日

本にある５校の華僑学校に在籍する児童生徒は約１，８００人（日本国籍、他国籍を含む）

であり、外国人登録者数の十分の一にも満たない数である。つまり、９０％を超える在

日中国人児童生徒は日本の学校で教育を受けているのである。

現在、教育活動を継続している華僑学校５校は全て全日制で、うち東京中華学校と

横浜中華学院は高中部までの教育を行っている。学期制や入学時期、休日などは日本

の習慣に合わせ、一見日本の学校と何ら変わらないように見える。しかし、華僑学校

は日本の正規の学校教育体系には含まれていない。日本の華僑学校は全て華僑の自主

経営・自主管理の学校法人あるいは財団法人学校であり、「１条校」ではなく外国人

学校として学校教育法８３条「各種学校」の範囲で扱われているのである。簡単に言う

と、華僑学校は日本国政府から正式な小・中・高等学校として扱われておらず、日本

の正規教育の場としては認められていないのである。そのため、華僑学校は、運営・

進学などの面で多くの不利益を受けている。

（ア） 入学問題

華僑学校は日本の正規教育の場ではないため、日本の現行法により日本国籍を持

つ児童生徒が外国人学校としての華僑学校に入学することは、義務教育の不履行で

あり学校教育法に反することとなる。つまり保護者が日本国籍の児童生徒を外国人

学校へ入学させることは違法行為になる。実際に１９９０年代の半ばまで、保護者が日

本国籍の児童生徒を華僑学校へ入学させると役所から督促状が届けられ、違法行為

として注意されるケースも少なくなかった。近年になり、この役所からの督促状が

来なくなったが、日本国籍を持つ児童生徒が華僑学校に通うことは法律違反である

ことに変わりはない。

（イ） 進学問題

従来、文部科学省は華僑学校の高中部の修了生を学校教育法上の高等学校の卒業

生として認めておらず、そのため大学の直接受験資格も認めていなかった。このた

め、今まで華僑学校から大学進学を希望する生徒が大学受験資格を得るためには、

華僑学校の中学を卒業して日本の高校へ進学することが唯一の道であった。

１９９７年７月、文部省大学審議会は「大学・大学院入学資格改革方案」を提出し、

「大学院入学資格等の弾力化」の措置を発表した。これにより２０００年度から日本の

中学校卒業資格がない場合でも満１６歳以上の者（合格認定は１８歳以降）に大学人学
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資格検定受験資格が認められようになった。２００３年９月、文部科学省は、学校教育

法施行規則及び告示の一部改正を行い、華僑学校卒業（見込）生の大学への受験が

可能となった。

（ウ） 財政問題

正規の学校教育体系に含まれない華僑学校は、日本国政府及び地方自治体から公

教育としての補助は当然受けられない。さらに華僑学校は各種学校の範囲に入ると

いうことで、国から私立学校としての補助も受けられない。そのため各華僑学校は、

財政経費を授業料以外の学校所属事業財産の運営収入や、華僑社会からの寄付金な

どから補充しているのが現状である。しかしこれらの収入は社会経済などの外在的

要素に影響されやすく、安定した財源とは言いにくい。さらに華僑学校が「特定公

益増進法人」の対象外であるため、日本国政府は個人や企業から華僑学校への寄付

金に対して損金（税）控除を認めていない。このような厳しい状況の下、各華僑学

校は財政困難に陥り苦しい経営状態と戦っている。

現在華僑学校は児童生徒の家庭の負担を考え、すべての華僑の子どもへ教育の門

戸を開くために授業料を低めに設定しているが、これからは経営のためにやむを得

ず授業料を値上げすることも学校側は検討している。しかし、保護者の中では現在

のレベルでも負担が大きいとの声も出ている。

（エ） 教職員の不足

華僑学校の主な教育対象は日本で生活をしている華僑の子どもである。彼らの進

学やその将来を考えると、民族教育のほか日本の学校と同じレベルの学力が華僑学

校にも求められる。そのため華僑学校が期待する教師像は、中国語や中華文化とい

った中国式の教育に詳しい人だけではなく日本の教育システムも把握している人と

なる。すなわち、日本と中国両方の教育について専門知識を持つ人材が適している。

しかし、実際にこのような人材を確保することは至難の業であることは言うまでも

ない。さらに、華僑学校では財政難から、日本の学校に比べ教職員の授業時間数が

多いにもかかわらず、給料は約１割から２割少ないのが普通である。華僑学校の教

師として仕事の量が多い反面、仕事量に相応する十分な待遇を得ていない。したが

って、華僑学校における質の高い教育の保障は大きな問題となっている。

（オ） 教育設備の老朽化

時の経過にともない、老朽化した校舎や教育設備等も更新の時期に入っている。

さらに近年生徒数の増加により校舎スペース、教育機材、および設備の充実化の要

求も増加してきている。しかし、一方で現在の日本の経済状況の停滞で華僑学校の

主要資金源である華僑からの寄付などは不安定になっている。このように財政上の

原因で、実際に各華僑学校では生徒の増加に対応する十分なスペースが確保できな

いことや、教育設備の老朽化問題などさまざまな困難に直面している。

（カ） まとめ

以上のように、華僑学校は多くの問題を抱えている。そのため、ほとんどの在日

中国人の子どもは日本の学校を選択している。しかし、中国人の子どもにとって、

日本の学校は最善の教育環境とは言えない。外国人児童生徒が日本の学校へ入学し

た場合、日本人と同じ教科書を使い同じ授業を受け、その教科書と授業はもちろん
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日本語が中心となり、外国人児童生徒の民族言語、文化はほとんど配慮されないの

が現状である。さらに、日常でも外国人児童生徒には日本人児童生徒と同じような

行動が要求され、民族性を表現することは肯定されていないのも事実である。日本

の教育の実態をみると、外国人の子どもの言語、文化を保障する教育の場は提供さ

れていないのが実状である。かわりに華僑学校を含む外国人学校がこの役割を果た

していると考えられる。この意味で社会的マイノリティである在日華僑児童生徒に

とって、華僑学校は母語・母国語、民族の文化、伝統を継承する重要な場であり、

欠かせない存在である。

現在、華僑学校は中国籍の生徒だけではなく日本国籍を持つ生徒も相当数在籍し、

中には中国に文化的起源を持たない日本人の子どもも多数いる。児童生徒たちの生

活基盤が日本にあるという実情から、華僑学校ではカリキュラムや教育活動におい

て、中国語、伝統文化のほか、日本の学校と同じような授業科目が組まれている。

また、華僑学校の卒業生も日本の学校へ進学する者がほとんどであり、実際、華僑

学校は日本の学校に劣らない進学率を保っているのである。これらのことから、華

僑学校は実に日本の義務教育制度の一部を担っていると考えられ、日本国政府は国

際条約に基づいて、華僑学校を含む全ての外国人学校に対する現行の教育制度をも

う一度見なおす必要性があるだろう。

�５ ブラジル人学校の現状

ア ブラジル人学校設立の背景

１９９０年の入管法の改正以降急増した外国人労働者は、滞在が長期化して家族を呼び

寄せたため、１１年間で就学年齢にあたる子どもたちの数も急増した。もっとも顕著な

例であるブラジル人の場合、ブラジル人全体に占める０～１４歳の外国人登録者数の割

合は１９９０年末現在４．８％であったが、１９９６年末現在１０．９％になり、２０００年末現在では

１５．２％まで上昇している＊７９。また、０～１４歳に占める割合は２０００年未現在で４５．０％で

あり、今後の就学者数はさらに増大することが予測される。

こうした家族にほぼ共通した問題は、親子ともに日本語の読み書き能力はもとより、

日本語の日常会話も十分にできないことである。コミュニケーションが十分にできず、

文化・習慣も異なる子どもを受け入れた日本の保育園や小・中学校は、従来の受け入

れ態勢では対応しきれず、さまざまな対策を講じてきたものの、なお多くの課題を抱

えている。

日本での就労が目的の外国人労働者は、滞在の長期化・定住化が進んではいるもの

の、いつかは帰国するという目標があり、帰国を前提にして子どもの教育を考えてい

る。この帰国するがいつ帰るかわからないという漠然とした親の帰国願望は、子ども

が日本の学校で日本語による教育を受ける姿勢を消極的で中途半端なものにしてしま

っている。日常会話は１～２年で習得可能でも、授業理解のための学習言語の習得に

はさらに長期的に継続的な努力を必要とするが、帰国するなら日本語による勉強は役

＊７９ 法務省入国管理局「在留外国人統計平成３年度版」「在留外国人統計平成９年度版」「在留外国人統計平成１３年度版」

より、報告者算出
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に立たないと安易に考えたり、将来への展望がもてないために学習意欲を無くしてし

まうケースが後を絶たない。日本の小・中学校を中退したり、小学校卒業後進学しな

い、あるいは再来日後日本の学校へ編入せずどこにも所属しない、という子どもたち

が増え続けている。原因は、言葉の壁や学力の問題だけでなく、文化・習慣の違いか

らおきる無理解や偏見、さらには、外国人児童生徒の場合は就学義務がないという認

識から、日本人と外国人を分けて考えてしまう差別意識の問題、外国人児童生徒の親

の就学に対する意識の問題などが複雑に絡み合っている。

母国の教育制度を取り入れたブラジル人学校は、帰国後に備えて母語による教育を

望む場合や日本の学校に馴染めない場合などに、願ってもない学校としてあちこちで

設立されるようになった。設立経緯を見ると、�ブラジルで教師をしていた人が、経
験を生かしてポルトガル語で勉強を教えたことがきっかけになり、学校（塾）を経営

するようになったケース、�日本人経営者がブラジル人教師を雇って学校経営する
ケース、�ブラジル本国で学校経営をしている教育機関が日本で姉妹校を作るといっ
た３タイプに分けられる。

ブラジル人が多数居住している東海地域について見ると、１９９５年に設立されたもの

が一番古く、１９９８年頃から学校数が増えはじめ、児童数も増大した。２０００年３月にブ

ラジル人学校がブラジル教育省（文部省）に認可されたとブラジルの新聞やテレビで

報道されてからは、１年間で１００人程増えた学校も珍しくない。認可された学校は２０００

年３月現在で７校であったが、２００１年４月現在で１１校、２００２年５月現在で２４校になり、

なお６校が申請中である。認可された学校を卒業すれば、ブラジル本国の学校を卒業

したのと同様の資格が与えられることになった。

ブラジル人学校は、３～４歳児から中学生まで、５～６歳児から高校生まで、０歳

児から高校生まで、などのように託児所も併設しているところが多い。また、両親と

もに働く家庭が多いことから、市によっては単独の託児所だけで５～６箇所あり、中

には１００人規模のものもある。

イ ブラジル人学校の編入時の受入れ態勢

ブラジル人学校は在籍数が３０人位から４００人位まであり、施設や教育内容など教育

環境の学校間格差が大きい。しかし、ブラジル本国から来日直後の子どもでも、必ず

しも年齢相応の読み書き能力があるとは限らないため、ブラジルから直接ブラジル人

学校への編入や、日本の学校からの編入に対する受入れ体勢は、各学校でそれぞれ工

夫があり興味深い。

（ア） 年齢にかかわらず１年生のクラスから順番に入れて、子どものボルトガル語の

能力や算数のレベルを把握しながら数日から数ヶ月単位でクラスをあげていき、子

どもに達成感を持たせる指導をする。

（イ） 編入時に親子ともに面接をしてどこまで勉強したかを確認して所属クラスを決

める。その上で午前と午後に補修クラスを作り、学校の２部制を利用して、午前の

クラスに所属する子どもには、午後の補習クラスでポルトガル語を集中的に指導し

たり、遅れている教科を指導したりする。午後のクラスに所属する子どもには、午

前の補修クラスで同様の補習授業をする。特別クラスがない学校の場合は学年の低

いクラスが補習クラスの役割を果たすことになる。
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（ウ） 編入時に算数とボルトガル語のプレイスメントテストを実施して能力を把握し、

ポルトガル語能力がなければ専門の担当者が集中的にポルトガル語を指導してから、

年齢に近いクラスに入れて教科補充をする。いずれも、言語能力の個人差が大きい

子どもたちの転出入が頻繁にあるという事情から、柔軟に対応できる態勢をとって

いる。

日本の学校の場合は、言語能力や学習歴を問わず、まず年齢相当の学年に入れて

から、取り出し指導をしたり、入り込み指導をするのが一般的である。２０００年９月

から始まった豊田市の「ことばの教室」は、来日後３ケ月間をめどに日本語指導を

集中的に実施し、日本の学校文化への適応をスムーズにする試みを続けているが、

こうした新たな受け入れ態勢や下学年に通級する試みなど、さらに多様で柔軟な取

り組みが望まれる。

ウ ブラジル人学校の抱える問題

ブラジル人学校は財政的に課題を抱えた状態が続いている。ブラジル人学校として

本国から認可されても、経済的なメリットはない。また、日本では本国から認可され

ても、各種学校としてさえ認められず、私塾扱いになっているため、諸機関からの助

成もほとんどなく、税金の優遇措置もない。経営を維持していくためには、生徒の授

業料を高くせざるをえないが、それにもかかわらず生徒の通学定期の学割さえ認めら

れていない。学校施設・設備は十分ではく、教師の確保が困難である。行政や企業に

よる支援体制の確立が早急に求められる。

エ 今後の課題

ブラジル人学校は在籍数の変動が予想以上に大きい。増設や移転により、６ケ月で

１００人前後増加した学校をはじめとして、編入の問い合わせや、転出入が日常的にあ

ることなど、学校運営は多忙で難しい。在籍数の変動は、場所、教員、教材の確保や、

カリキュラムにも影響を及ぼすため、一定の水準を保つための苦労は尽きない。また、

経済不況の影響で親が失業し、授業料を滞納したり、学校をやめたり、授業料のより

安いブラジル人学校や公立の学校へ転校したりする子どもたちがさらに増加傾向にあ

る。子どもたちの教育環境は不安定で厳しい。そして、学校運営も厳しさを増してい

る。

ブラジル人学校の中学卒業生は、帰国して高校に入学したり、日本のブラジル人学

校の高校課程に入学する場合が多い。しかし、中学卒業後、帰国も進学もしないで日

本に留まり、就職もしないでぶらぶらしている子どもたちも少なからずいる。ブラジ

ル人学校は義務教育が８年で終わるため、卒業しても就労可能な１６歳には届かないか

らである。高校の卒業生は、母国での大学進学を希望しているだけでなく、アメリカ

やオーストラリアへの留学希望者もいるとのことであった。しかし、授業料が高額で

あることや、働けば自由に使えるお金を稼げるという誘惑から、学年が上がるにした

がって在籍数が減り、卒業を迎えることができる人は少なくなるのが実情である。

経済的な理由で公立中学校に転校せざるを得なくなった児童生徒が週に２日ブラジ

ル人学校に通えるようになったり、ブラジルに帰る準備のため中学３年の３学期から

ブラジル人学校に転校した児童生徒に公立中学の卒業証書が渡されるなどの事例があ

る。また、全国的にいくつかの県で、外国人の生徒のために高校入試の際に辞書の持
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込みや試験時間の延長、入試科目の選択などの特別措置や特別枠を設置して進路を広

げたり、沖縄のアメラジアンスクールのようなフリースクールで学んだ生徒が地元の

公立中学校の卒業証書を手にすることができる所もある。しかし、現行制度では、義

務教育を終えることができなかった子どもたちが再挑戦して中学卒業資格を得ること

は極めて難しい。中学校卒業程度認定試験には外国人生徒のための特別措置はなく、

過年齢でも学ぶことができる夜間中学校のような場は限られた地域にしかない。中学

課程の通信教育制度があれば、再挑戦への可能性がうまれるはずである。

早急に現行の受入れ施策を見直し、それぞれの教育制度をしっかりと視野に入れた

新たな施策を探ることが必要である。将来、日本でも、ブラジルでも、あるいは、ど

の国においてでも、一人の自立した人間として生活するために必要な基本的な能力を

身に付けるべき成長期に、子どもたちから学びの場を奪うことがあってはならない。

ブラジルの学校と日本の学校を行き来するような、異なる教育制度の間を行き来して

学ぶ子どもたちを支える施策が求められている。

４ 民族学校・外国人学校の課題

�１ 民族学校・外国人学校の意味と意義づけ

ア 外国人学校は「一条校」（学校教育法１条）ではないため、「各種学校」としてしか

認可されておらず、そこに通う児童生徒たちはさまざまな不利益を被っている。

日本弁護士連合会は、１９９８年２月、日本国政府に対し、朝鮮学校等に対する資格・

助成制度などの差別的な取り扱いが日本に在住する外国人の母国語ないし自己の国な

いし民族の文化を保持する教育に関する重大な人権侵害があるとして、人権侵害を除

去し、その被害を回復する適当な処置をとるよう勧告した。

また、日本が批准している子どもの権利条約、自由権規約、社会権規約、人種差別

撤廃条約の履行監視機関である国連の各委員会は、１９９８年以来、日本国政府に対し、

朝鮮学校等に対する差別政策について勧告・懸念を度重ねて表明している。

とくに、２００１年８月３０日の国連社会権規約委員会の総括所見【→資料⑨－４】にお

いては、「委員会は、それが国の教育課程に従っている状況においては、締約国がマ

イノリティの学校、特に在日韓国・朝鮮人の人々の民族学校を公式に認め、それによ

り、これらの学校は補助金その他の財政的援助を受けられるようにし、また、これら

の学校の卒業資格を大学入学資格と認めることを勧告する」と明言した。

前述したとおり、２００３年、文部科学省が学校教育法施行規則及び告示の一部改正を

行い、大学入学（受験）資格を弾力化したが、朝鮮学校は日本の大学入学（受験）資

格を認められた「外国人学校」から除外された。また、同省は米国のWASCとACSI、

英国のECIS、国際バカロレア（スイス）のいずれかの評価団体から認定を受けてい

る外国人学校のみを「特定公益増進法人」と認定し、またも民族学校等を外国人学校

に対する優遇措置から除外した。

日本においては、外国人や民族的少数者の子どもたちが母語・母国語と民族の歴史

や文化を学ぶこと、あるいは母語・母国語による教育を受けることが権利として認め

られておらず、集団的アイデンティティの保持に不可欠かつ重要な言語・民族教育が

制度的に保障されていない現実状況がある。
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現行憲法下でも外国人や民族的少数者に対する日本国政府の姿勢は、基本的には単

一民族国家幻想と国民国家というイデオロギーを基盤とする同化・差別・排他であり

続けてきた。日本国政府は、外国人を国際人権上のマイノリティと認めず、外国人の

子どもたちの教育については、公立学校か外国人学校という希望に応じた選択肢が「与

えられている」ことをもって「開かれた教育制度」であると自賛し、「民族文化の尊

重」と主張している。＊８０

しかし、民族学校・外国人学校に対しては、法的・財政的処遇上の差別が行われて

きた。保護者の経済的負担と児童生徒が進学や就職などでこうむる不利益は大きく、

自由な選択肢として機能していたとは到底いえない。「国民育成」教育を旨とする公

立学校では、一部の自治体による課外授業を除き、母語・母国語教育はなされていな

い。

国際人権基準に照らせば、このような国家政策は、�国際人権法の基礎にある非差
別平等原則に反し、�外国人や民族的少数者の権利に関する国際基準を満たしていな
いという大きな問題点がある。

朝鮮学校、韓国学校、華僑学校の教育は日本学校の教育と同等、もしくはそれ以上

の水準を誇っていることは明確である。ブラジル人学校などの多くも本国と同等の教

育水準を保っていることが明らかである。そして、これらの民族学校・外国人学校は

外国人や民族的少数者である児童生徒に独自の言語・文化継承を組織的に遂行してい

る重要な組織機構でもある。多くの外国人児童生徒が本名就学をためらわざるをえな

いという事実が象徴しているように、日本学校ではこういった外国人児童生徒への文

化的配慮が欠如しており、彼（女）らが民族性を積極的に表現することは奨励されて

いない。国際理解教育や多文化共生の理念が重要視されている昨今、このように外国

人児童生徒ばかりに日本の社会への順応を求めるという一方通行の教育システムでよ

いはずがない。「わが国の学校が、異文化・異言語に開かれた学校になっていくこと、

そして、外国人の子どもたちに対しても、柔軟な受け入れ体制を整えていくこと」と

いう文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の提言を、文部科学省はより真摯

に受けとめるべきである。また、外国人の児童生徒を含めた民族的少数者の教育を担

うかけがえのない組織機構として、民族学校・外国人学校の日本社会での存在・役割

をきちんと評価することが早急に行なわれるべきである。なぜならば前述したように

民族学校・外国人学校のカリキュラムを見ればわかるとおり、これらの学校は優れた

バイリンガル教育、異文化間教育をおこなっており、日本の学校も国際理解教育を推

進していく上で、学ぶべきところが多くあるからである。

対日貿易促進や規制改革のなかで、とりあえず欧米系のインターナショナルスクー

ルに関する手直しをするだけでは新たな差別を生むだけである。文部科学省は、民族

学校・外国人学校に対する方針を改め、日本の学校制度の抜本的改革に乗り出すべき

である。

イ 日本の少子・高齢化のなかで、今後在日外国人が今までよりも増加するという事態

になると、当然、生活上の受け入れ諸条件の整備が不可欠となる。いうまでもなく、

＊８０ 人種差別撤廃委員会に対する第１・２回日本国政府報告書審査過程における追加回答書
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生活上の受け入れ諸条件整備の重要項目として、外国人児童生徒の教育が挙げられる。

それは、これまでのように場当たり的な対応で済ましたりするような課題ではなくな

る。真正面から日本の学校教育システムを国際的にも通用するものとして「開く」こ

とが肝要な課題になってこよう。

１８７２年に近代学校制度が発足してから、１３０年以上が経過としているが、これまで

の学校システムの基本原理は一貫して日本人、というよりも大和民族の教育システム

として、いわば「閉じた」しくみを保持してきた。むしろ、「閉じた」ということさ

え意識されないくらいの均質的で画一的なシステムであった。

そして、「閉じた」システムに思いがけず気づかせてくれるのが、外国人児童生徒

の存在である。もちろん、「閉じた」システムに埋没したまま、気づくことすらない

場合もある。それは外国人児童生徒に対する徹底した同化主義的指導と結びついてい

く。つまり、暗黙の日本の学校文化に有無もいわせず適応させていくような指導であ

る。しかも、そうした指導が根底にもっている性質をまったく意識もしない。

さて、依然として「閉じた」システムが根強い状況のなかで、ここ数年の間に急速

に増えてきた外国人学校をどう受け止めるべきか。外国人の切羽詰まったニーズから

生まれた外国人学校が示している意味は何であるのか、を改めて検討してみると、そ

れは２１世紀の日本の学校のありかたにとって重要な内容を含んでいることがわかる。

外国人学校の増加に伴って、日本の学校から外国人学校へ転校する児童生徒のケー

スが急に目につくようになった。それらのいくつかのケースを見聞きするにつけ、転

校理由はそれほど単純ではないように感じられる。まもなく母国へ帰るので、母語を

学ぶためにという理由のように、母語学習を核とする外国人学校本来の明確な目的も

ある。しかし他方では、日本の学校側に問題があるためとしか思えないようなケース

もある。日本語がわからない、日本の学校の授業がわからない、日本の学校内に居場

所がない、友達がいない、といった理由である。これらは、日本の学校が外国人に対

して「開く」ことをしていけば、少しは解決するであろう諸問題である。

そして、それらは実は外国人だけでなく、同じ日本人についても配慮すべき諸点で

ある。学業不振の子ども、居場所のない子ども、友達がいないどころか、ひそかにい

じめられている子どもなど、日本人に対してさえも学校を「開く」必要性が求められ

ているのである。

子どもが学校組織に適応するという発想だけでなくて、子どもたちのニーズに学校

組織が適応していくという新たな発想が求められているのかもしれない。

母国に帰るのか、あるいは帰らないで日本に長期滞在するのか、あるいは定住の道

を選ぶのか、確固とした選択肢が定まらないまま、又は選択肢は定まっていても、外

国人学校と日本の学校の間を揺れている子どもたちは少なくない。母国に帰るなら外

国人学校へ、日本に残るなら日本の学校へ、などと単純に決められる問題ではない。

いずれにせよ、外国人及び民族的少数者の子どもたちに対し、集団的アイデンティ、

母語・母国語及び自己の文化を継承する教育の場を提供することが不可欠である。そ

のためには、民族学校・外国人学校に対し、１条校と同等な法的地位を制度的に保障

することが必要不可欠である。それとともに、子どもやその保護者が希望するなら、

滞在日数にかかわらず、気軽に受け入れられ、本人の望む進路を柔軟に取りうるよう
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な「開いた」システムを準備することが、これからの日本の学校には必要だろう。日

本の学校が民族学校・外国人学校と連携しあうことも今後迫られてくるはずである。

�２ 外国人及び民族的少数者の民族教育権の国際的保障

国際人権法においては、教育を受ける権利を含む社会権も、内外人平等原則に基づい

てすべての人に等しく保障すべきものとされる。教育の場においても国籍による区別や

除外、制限や優先は許されない。

子どもの権利条約は、差別の禁止（２条）を謳ったうえで、教育について子どもの権

利が機会の平等を基礎に達成されるべきことを定めている（２８条）。人種差別禁止条約

は、権利享有の非差別に関する５条に、教育権を含む社会権に関する項目（e）を設け

ている。条約履行機関である社会権規約委員会及び人種差別撤廃委員会は、日本に生き

るマイノリティの子どもたちの母語・民族教育の現状に懸念を表明し、適切な措置をと

ることを日本国政府に勧告した。これらの条約規定と関連する条約機関の見解や勧告か

らは、無償で基礎的初等教育を受ける権利を超えた範囲に及ぶ教育権について、形式的

平等ではなく実質的平等の実現が求められることが明らかである。マジョリティの子ど

もたちが当然のこととして享受する、母語・母国語による教育、母語・母国語と自民族

の歴史・文化を学ぶ機会が、マイノリティの子どもたちにも保障されるべきなのである。

なお、社会権は、国家の財政状態によっては漸進的達成が許されるとはいえ、各国政府

は「利用できる最大限の資源」を動員して権利の保障をはかる条約上の義務（２条２項）

を負うことを忘れてはならない。

自由権規約２７条は「種族的、宗教的又は言語的少数者が存在する国において、当該少

数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教

を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と定める。

自由権規約２７条は、マイノリティに属する人びとが「…権利を否定されない。」とい

う消極的な表現を用いているものの、自由権規約委員会によってたんなる受動的な不介

入以上のものを要求していると解釈されてきた＊８１。

自由権規約２７条を敷延しつつ発展させたマイノリティ権利宣言【→資料⑨－１】は、

「マイノリティに属する人びとは、私的かつ公的に、自由に、干渉を受けずに、またい

かなる形態の差別もなく、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰・実践し、自己の言

語を使用する権利を持つ。」（２条１項）と積極的な表現を用いて、積極的な行動を要求

することにおいて、より明確である。また、「国家は、それぞれの領域内において、マ

イノリティの存在と民族的、宗教的、言語的アイデンティティ（独自性）を保護し、そ

のアイデンティティを促進するための条件を助長しなければならない。国家はこれらの

目的を達成するために適当な立法その他の措置をとらなければならない。」（１条）、「国

家は、必要な場合には、マイノリティに属する人びとが、自らのあらゆる人権と基本的

自由を、いかなる差別もなく、法の前においてまったく平等に、十分かつ効果的に行使

できるよう確保するための措置をとらなければならない。国家は、可能な場合には常に、

マイノリティに属する人びとが自ら母語を学んだり、母語で教育を受ける十分な機会を

得られるように適正な措置をとらなければならない。」（４条１項、３項）と定め、それ

＊８１ 自由権規約委員会の１９９４年の第５０会期で採択された一般的意見第２３の第６�１段落と６�２段落
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らの権利が保護的措置やアイデンティティ促進のための条件の助長及び国家による積極

的措置を含む行動をしばしば要求することを明らかにしている。

自由権規約委員会による自由権規約２７条の有権的解釈とマイノリティ権利宣言におか

れる規定によれば、マイノリティに属する人々は、私的及び公的に、自由にかついかな

る形態の差別もなしに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰・実践し自己の言語を

使用する権利をはじめ、あらゆる形態の公的生活に参加する権利、自己に影響の及ぶ全

国的・地域的決定に効果的に参加する権利その他の権利をもつ。享有主体は個人だが、

他の構成員とともに集団的に行使する自由が保障されている。集団の存在と特性の維持

と発展にかかる権利である以上、当然であろう。それらは、一般的人権に付加される、

マイノリティに特有の権利である。

その実現をはかるため、国家には積極的に立法その他の措置を講ずる義務が課されて

いる。それには、�マイノリティが集団的アイデンティティを表現し、発展させるのに
有利な条件を創出する措置、�母語・母国語を学び、母語・母国語で教育を受ける十分
な機会を保障するための措置、�マイノリティの歴史、伝統、言語、文化についての知
識を向上させるための教育分野での措置が含まれる（マイノリティ権利宣言４条）。作

業部会の逐条解説によれば、�は、マイノリティ自身の民族教育だけでなく、集団によ
って異なるニーズに合う教育方針の策定と実践も要請されている。

そうした措置に伴う財政的補助の義務は明示されていない。しかし、国家の義務が立

法措置に限定されないのであるから、財政的負担の要請がないと解することはできない。

国や自治体は、当事者の意見を十分に聞き、それを反映させた措置を決めなければなら

ない。

子どもの権利条約２９条（c）も、「子どもの父母の文化的独自性、言語及び価値観、子

どもの居住国及び出身国の民族的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を

育成すること」を指向すべき方向と謳い、マイノリティの子どもが、自己の属する集団

のアイデンティティを保持する権利を保障している（第３０条）。同条約実施機関である

子どもの権利委員会は、１９９８年の第１回審査に引き続き、２００４年１月に行った第２回日

本国政府報告書審査の総括所見において、日本におけるマイノリティに属する子どもた

ちの状況全般についての懸念を表明し、前述のような他の条約機関の統括所見と同趣旨

の具体的な是正措置を勧告した。

�３ 助成

日本に在住する外国人にも教育を受ける権利が保障されることは第２節２において詳

述したとおりであり、外交官及び日米安全保障条約の関係者を除いて納税の義務におい

て日本国民と同等であるから、その使途についても公平にその利益を受けるべきであ

る。＊８２

日本に在住する外国人は、日本国民に比較してはるかに少数であるから、その独自の

文化を保持し、日本国民と同等の程度の水準の教育を維持するには、その児童生徒一人

＊８２ 日本弁護士連合会人権擁護委員会「朝鮮人学校の資格助成問題に関する人権救済申立事件調査報告書」（１９９７年１２

月）
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あたりの経費は日本国民の児童生徒に比して高額とならざるを得ない。外国人の児童生

徒の教育について、日本国民の教育より低額の経費の教育で良いとする理由はないし、

また日本国民以上の教育を保障しなければならない理由もない。

したがって、民族学校や一定の条件を満たす外国人学校に通う児童生徒に対して、原

則として少なくとも日本国民と同等の経費を日本国として国庫及び地方財政から支出す

べきである。その際、これらの教育機関の行う教育内容についての国による介入は最小

限度なものにとどめられなければならない。具体的には、社会権規約１３条４項、子ども

の権利条約２９条２項の定めるとおり、その行う教育内容が、自由で民主主義的な社会に

おける教育の普遍的な原則としてそれぞれの条約に掲げられたものに合致したものであ

ることおよび、「国によって定められる最低限度の基準に適合すること」に限られるべ

きものである（第２節２�３イ参照）。（なお、以下に述べる具体的な助成方法（特に高等
教育における部分等）は報告者の私見も含む。）

ア 経常経費に関する助成金

（ア） 義務教育

日本に在住する外国人の児童生徒が、子どもの権利条約などで保障されていると

おりに、自らの文化を保持して義務教育課程を無償で受けられるために、一人あた

り少なくとも日本の国公立小・中学校の児童生徒一人の教育に要する経費と同額の

助成金を交付すべきである。

（イ） 高等教育（高等学校相当）

高等学校教育については、日本国民との不平等を解消するために、少なくとも以

下の計算による金額を外国人学校とその児童生徒に一人あたりの助成金として交付

するべきである。

日本の国公立高等学校の生徒に必要とする経常経費の総額＋日本の私立高等学校の学

校及び生徒が受けている助成金の総額÷日本の国公立及び私立高等学校の生徒総数

（ウ） 大学教育及びその研究

日本の私立学校振興助成法に基づく私立大学と同等の助成金を交付すること。

イ 施設費

児童生徒学生の数に応じて、日本の国公立小・中・高等学校と同程度の環境・施設

において教育するに必要な施設費を助成する。ただし教育施設の固定資産（土地建物）

については、賃借費用相当を限度とすることができる。

ウ 児童生徒に対する学資の貸与の援助

日本国政府は、私立学校振興助成法の運用と同額の援助をする。

エ 教員の養成に関する経費

日本国は、学校教育の教育に関する予算とは別に、国公立大学において教員を養成

し、都道府県などもまた教員の資質を向上させるために研究及び研修施設を設置運営

している。

したがって、民族学校・外国人学校に対しても、この活動に相当する活動に要する

経費を税の公平な使途として相当額助成すべきであり、またこれは日本の社会で活動

する外国人の教育内容の充実のためにも有効であり日本の社会に還元される性質でも

ある。

第５章 外国人・民族的少数者の教育の現状と課題

－ 211 －



日本がかつて自国領土として支配した朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、台湾の

各出身者の学校については、ポツダム宣言受諾まで三十数年間以上にわたって日本文

化による教育をした結果、それぞれ自己の民族的ないし自国文化による教育能力を有

する教員の育成に甚だ困難を生じた。これは日本国の先行行為に基づく影響である。

したがって、これらの地域出身者の日本国在住者を教育する教職員の養成については、

少なくとも一世代については国公立大学相当の経費を負担すべきである。

�４ 寄付に対する税制上の優遇措置

文部科学省は、２００３年３月３１日、外国人学校への税制上の優遇措置について、法人税

法及び所得税法の各政省令を改定し、「初等教育又は中等教育を外国語により施す各種

学校」を「特定公益増進法人」に追加した。しかし、それを受けた文部科学大臣告示は、

「外交」「公用」又は「家族滞在」の在留資格をもつ子女に教育を施し、かつ、スイス

国際バカロレア事務局又は欧米系の３つの評価機関（WASC、ECIS、ACIS）の認定を

受けたものにその対象を限定し、その他の民族学校・外国人学校を合理的な理由なく排

除した。

日本に在住する外国人がその独自の言語、文化、伝統を保持し、日本国民と同等程度

の水準の教育を維持するとすれば、その児童生徒一人あたりの経費は日本国民の児童生

徒に比して高額とならざるを得ない。

日本の学校においては、外国人児童生徒の母語・母国語、その民族ないし本国の文化

にほとんど配慮されない現状に鑑み、外国人児童生徒の母語・母国語、自己の文化、伝

統を保障する教育の場として民族学校・外国人学校は不可欠である。

民族学校・外国人学校に通う児童生徒の教育を受ける権利を実質的に保障するために

は、少なくとも日本の学校に対する税制上の優遇措置と同等な措置を認めるべきである。

したがって、日本国は、「初等教育又は中等教育を外国語により施す各種学校」を等

しく「特定公益増進法人」に追加する措置を速やかに講じるべきである。

�５ 卒業資格、修了資格

外国人の教育は、その民族ないし本国の文化に基づいてその民族構成員ないしその国

民によって実施されるのであるから、卒業資格や修了資格の基準は民族ないし本国の基

準を尊重し、在住国の社会生活と文化程度に必要な最低限度にしなければならない。ま

た、国際協力及び国際化の進行により、各本国の学校教育の卒業者は、既に日本国にお

いて同等の学校の卒業資格を認められる必要があり、これを認めたとしても何ら不都合

が生じていないのであるから、各本国の教育内容を尊重すべきである。

日本国に在住する外国人の学校について、国際的にはそれぞれの在住国が教育内容な

どの最低基準を定めてその水準を椎持することを要求することを認めており、外国人の

権利宣言はかかる前提に立っている。日本国は、その各初等中等高等の教育課程の最低

基準を法定していないから、速やかにこれを法定すべきである。

そして、その各要件を満たした学校については、法定した要件を満たす学校の卒業生

は、それぞれ日本国の学校教育を受けた者と同等に、その初等、中等、高等の学校教育

を卒業した資格を認めるべきであり、また在籍している者にはそれぞれその学年まで修
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業した者として転入を認めるべきである。

文部科学省は、２００３年９月、学校教育法施行規則及び告示の一部改正を行い、大学入

学（受験）資格を弾力化した。しかし、前述したとおり、朝鮮学校は、日本の大学入学

（受験）資格が認められた「外国人学校」から除外された。文部科学省は、朝鮮学校を

日本の大学入学（受験）資格が認められる学校として認めなければならない。

�６ 学校教育法８２条の２（専修学校制度の適用除外）の解除

日本の学校制度は、当初、正規の学校と各種学校の二系列だったが、１９７５年に専修学

校制度が創設されて３系列になった。専修学校高等課程修了者には、１９８５年から大学入

学資格が認められた。その要件は、�修業年限３年以上、�総授業時間数が２８００時間（２００２
年から２５９０時間に緩和）以上、�普通科目の総授業時数４２０時間以上、である。専修学
校は、デザイン科、鍼灸師科、調理師科などさまざまで学習指導要領などはなく、総授

業時間数のみを要件としている。民族学校・外国人学校（高校相当）が、この要件を満

たしていることはいうまでもない。ただ、専修学校制度は、「外国人を専ら対象とする

ものを除く」（学校教育法８２条の２）とあるため、外国人学校が専修学校になれないだ

けである。

日本国は、「民族学校・外国人学校振興法」を創設するまでの暫定的措置として、民

族学校・外国人学校の実態を直視し、専修学校制度の適用除外を解除する立法措置を速

やかに講じるべきである。

�７ 「民族学校・外国人学校振興法」の創設

ア 規制立法としての外国人学校法案（前出・日弁連人権権擁護委員会調査報告書参

照）

外国人学校法案は、１９６８年３月１２日に国会へ提出され、以後１９７２年まで数回にわた

り成立への動きがあったが、同法案は成立を見なかった。

この法案は、もっぱら外国人を対象として組織的に教育を行う施設を外国人学校と

して、

�その教育は国際的友好関係を増進することを旨として行われなければならず、�日
本国と外国との間における理解及び友好関係を著しく阻害し、又はわが国の憲法上

の機関が決定した施策をことさらに非難する教育その他わが国の利益を害すると認

められる教育を行ってはならない、との基本的な制約を定めている（３条）。

また、同法案は、外国人学校の設置、廃止設置者の変更及び目的の変更については、

同法には規定せずに政令で定めることができるところとして、その政令の定めるとこ

ろにより文部大臣の認可を受けなければならないものとしている（６条）。

そして同法案は、文部大臣に外国人学校に必要に応じて報告をさせまた検査できる

権限を与えて（１０条）、さらに是正命令（８条）、閉鎖命令（９条）の権限まで与えて

いる。

しかも、同法案においては、前記の外国人学校に該当する教育施設の設置者が、同

法による外国人学校の認可の申請を行わないときは、文部大臣は外国人学校の認可の

申請をすることを勧告し、その勧告に従わないとき又は勧告しても認可が得られない
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ときは、教育の中止命令を出せるものとし（１１条）、同法違反には懲役、禁固、罰金

などの罰則を定めている。

したがって、同法案は、実質的に全ての外国人の組織的な教育を行う学校を、文部

省による管理の下において、日本国政府がわが国の憲法上の機関の決定を非難するも

のと認めたり、また日本国にとって外国との理解と友好関係を著しく阻害すると認め

る教育をした場合には、教育内容を変更させ、あるいは教育活動を中止させ、さらに

閉鎖することを罰則をもって強制できるものとしている。

同法案には、日本に在住する外国人が、それぞれの文化を維持・承継・発展させる

ことを保障する条項も、また外国人が自己の所属する国家ないし民族の文化に基づく

教育をなし、またこれを受ける権利の保障もなく、またその助成処置もなければ、外

国人学校及びその在学生と卒業者の資格による不利益を解決する何らの処置も取られ

ていない。

政府が上記法案で企図した外国人に関する教育制度は、憲法及び世界人権宣言及び

国際人権規約の保障する言論の自由、学問の自由など文化的諸権利の保障が確立され

ず、その後成立した外国人の人権宣言と子どもの権利条約において保障している各権

利、特に子どもの権利条約によって保障されなければならない「親子の文化的同一性

の保障」、「民族文化の維持・承継・発展に関する権利」の保障についても、その理念

においてもこれを保障しなければならないわが国の義務においても、全く相容れない

ことは明らかである。

また、上記法案が「日本国憲法上の機関が決定した施策をことさらに非難する教育」

という文言で規制している内容は、条文の文言として甚だ不明確であるとともに、日

本国の政府及び地方自治体並びに国と地方自治体の各議会がいかなる施策を取り込ま

れた立法活動をしても、外国人学校においては一切の批判・非難が刑罰を持って封じ

込められることになる危険性が大である。

イ 真の国際化にふさわしい民族学校・外国人学校を保障する法制度の創設

日本の学校においては、外国人児童生徒の母語・母国語ないし母国及びその民族の

文化にほとんど配慮されない現状に鑑み、自己の言語、文化、伝統を保障する教育の

場として民族学校・外国人学校は不可欠である。

それにもかかわらず、日本に在住する外国人の母語・母国語ないし母国及びその民

族の文化の保持（維持・承継・発展）を教育する学校について、既存の教育関係法規

は全く配慮されていない。

その結果、日本弁護士連合会の１９９７年に実施された調査で明らかにしたとおり極め

て重大な人権侵害が継続している。

日本国の教育関係法規は、主として文部科学省により原案作成作業がすすめられて

きたが、民族学校・外国人学校に対する政策は、「敵視」「放置」「不保護」であった。

日本国の学校教育法１条の学校システムの基本原理は一貫して大和民族の教育、同化

主義的教育であった。

外国人及び民族的少数者の教育を受ける権利を実質的に保障するためには、�外国
人及び民族的少数者が集団的アイデンティティを表現し、発展させるのに有利な条件

を創設する措置、�母語・母国語を学び、母語・母国語で教育を受ける十分な機会を
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保障するための措置、及び�民族及び母国の歴史、伝統、言語、文化について知識を
向上させるための立法措置が速やかに講じられなければならない。そうした措置にと

もなう日本国政府の財政的補助は不可欠である。日本国政府は、一日も早く民族学校・

外国人学校の存在を制度的に保障し、財政的に援助することが要請される。

日本国政府は、日本国に滞在する外国人に対して教育、学問、言論などの人権及び

前記子どもの権利条約によって保障しなければならない文化的権利を保障する責務を

自覚して、かつての規制立法としての外国人学校法案とは異なる、真の国際化にふさ

わしい民族学校・外国人学校を保障する法制度を創設すべきである。

そして、民族学校・外国人学校に対し「一条校」と同等の扱いをする各種措置、少

なくとも、�前述した水準の助成措置、�税制上の優遇措置、�各種資格試験（大学
入学資格含む）における取扱いにおいて「一条校」と同等の扱いをする措置等が明確

に規定されなくてはならない。
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第６節 外国人生徒の高校進学への保障

１ 高校進学の実態

�１ ニューカマーの高校進学

現在、日本では高校進学率が９７％程度となっている。

現在では、大学入学に際しては当然ながら、一定の資格を取るにもほとんどが高校卒

資格を要する。したがって、日本で生活していくには、高校卒業資格は事実上必須なも

のであるといえる。

しかし、新渡日の外国籍の子どもあるいは、外国にルーツをもつ子どもの高校進学は

かなり困難である。

もともと、これらの子どもに関する基礎的調査がなく、高校進学率を示す調査や統計

はない。しかし、ある程度の数字からこれらが裏付けられる。

まず、２００３年度文部科学省の学校基本調査によれば、小学校在籍者総数は７，２２６，９１０

人、中学校在籍者総数は３，７４８，３１９人、高校在籍者総数は３，８０９，８２７人であり、中学校と

高校のそれはほぼ同じで、高校進学率９７％を裏付けている。ところが、外国籍の児童生

徒をみると様子が変わる。すなわち、外国籍の小学校在籍者は４１，９８１人、中学校在籍者

は２２，５５８人、高校１１，８１０人であり、高校在籍者は中学校在籍者の半数である。外国籍児

童生徒の中には在日韓国・朝鮮人も含まれるから、ニューカマーの子どもの高校在籍者

はこの数字よりかなり低くなると推測される。

表１　集住都市における外国籍の中学生の進路状況（2001年度）

進学率その他就職ブラジル
人学校

専門学校
進学

高校進学中学校卒
業

66.1%19233862静岡県浜松市
40.0% 33 410静岡県磐田市
60.0% 311 510静岡県湖西市
63.6% 1213 711静岡県富士市
60.4%16332648愛知県豊橋市
61.0%1062241愛知県豊田市
75.0% 12 912岐阜県大垣市
20.0% 31 1 5岐阜県可児市
22.2% 331 2 9岐阜県美濃加茂市
66.7% 12 6 9三重県四日市市
23.1% 46 313三重県鈴鹿市
18.2% 211群馬県太田市
75.0% 211 812群馬県大泉町
71.4%2 5 7長野県飯田市

（出所・外国人集住都市会議資料・特定非営利活動法人多文化共生センター・東京21「東京都23
区の公立学校における外国籍児童・生徒の教育の実態調査報告」2002年VOL．３より）

表１は、外国人が集住している都市における外国籍の中学生の進路状況（２００１年度）

である。これをみれば、自治体によってばらつきがあるものの、ある程度の高校進学率

を示している。但し、「集住都市」というある程度施策のある自治体ということ、また、

母数が小さいので、全体状況をここからはかることはできない。
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全体状況を推測する基礎資料になり得るものとして、文部科学省による「日本語指導

が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」がある（図１）。（注．この調査

については何をもって「日本語指導が必要」と判断するか客観的な基準がなく、回答者

の主観で回答されているという問題があるが、一応の目安とする意味で引用する。また、

前記集住都市のデータには「日本語指導が必要な外国人児童生徒でない」ニューカマー

の子どもも含まれると推測されるので、これを使ってみてみる。）
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図１　在籍児童生徒数 

同調査（２００３（平成１５）年度）によれば、中学校在籍者は５，３１７人であり、高等学校

在籍者は１，１４３人である。

同調査をみると、１９９７（平成９）年度から１９９９（平成１１）年度の間には、中学校在籍

者数に比して高校在籍者が相当増えたが、１９９９（平成１１）年度以後２００２（平成１４）年度

までの過去３年間、すなわち、２０００（平成１２）年度では前者（中学校在籍者）が５，２０３

人、後者（高校在籍者）が９１７人、２００１（平成１３）年度では前者が５，６９４人、後者が１，０２４

人、２００２年度では前者が５，５０７人、後者が１，１３１人と、ほぼ一貫して、後者は前者の５分

の１程度である。

前述のように、日本では、中学校在籍者総数と高校在籍者総数はほぼ同じという状況

である。これらの調査の対象になった「日本語指導が必要な外国人児童生徒」は、２年

以上の在日が６割程度占めることを鑑みる（調査の年毎に滞在２年以上が顕著にふえて

くる）と、中学校を卒業した後も在日している可能性が高い。そうみると、中学校在籍

者数に比して５分の１程度しか高校在籍者がいないという事実は、中学校を卒業しても

高校に進学することが少ない、すなわち、高校進学が困難なことを示しているといえよ

う。なお、高校は入学してからの退学者の存在もあり、後述のように、ニューカマーの
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生徒の場合、入学後の学習権保障の問題があって、退学者の数も多いと推測される＊８３。

ただ、日本では２００２年度において高校退学率２．３％という状況を勘案して高校進学率に

つき一定の推測をするために、上記数字を使用する。

このことは、次の内訳をみると裏付けられる。

表２　日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査（2003年度）

在籍者数の多い都道府県別内訳

中学校在籍者数に対す
る高校在籍者数の割合

高校中学校小学校総数
人

都道府県
構成比人構成比人構成比人

10.0％2.4％ 6724.2％67273.1％20322776愛知県1
45.3％12.6％24027.9％52959.3％11251897神奈川県2
 2.0％0.4％  822.6％40076.9％13591767静岡県3
34.7％12.1％21334.8％61451.4％8831716東京都4
57.0％16.5％18728.7％32654.2％6151134大阪府5
28.1％7.5％ 6526.5％23165.6％571 870千葉県6
30.0％7.0％ 5923.2％19569.5％583 839埼玉県7
 9.6％1.8％ 1418.8％14578.9％609 772群馬県8
 8.7％3.3％ 2535.3％28757.5％442 764兵庫県9
29.0％8.3％ 6328.8％21762.7％473 754三重県10
17.7％6.1％ 3834.5％21459.2％368 621長野県11
23.9％8.3％ 5034.8％20956.9％342 601広島県12

注．引用者が上記調査に基づいて作成。他に養護学校等の在籍者がいるので、全体は100％には
なっていない。

「日本語指導が必要な外国人児童生徒」の多い順は上記表２のとおりであるが、その

内の高校在籍者の構成比をみると、在籍者総数が１位の愛知県は全体の２．４％、２位の

神奈川県は同１２．７％、３位の静岡県は同０．４％、４位の東京都は同１２．４％、５位の大阪

府は同１６．５％であり、愛知県と静岡県という在籍者総数が１位と３位の県では高校在籍

者が少ないという事実がわかる。

高校在籍者の多い都道府県は、

神奈川県２４０人（１，８７９人中１２．７％）、東京都２１３人（１，７１６人中１２．４％）、大阪府１８７人（１，１３４

人中１６．５％）、愛知県６７人（２，７７６人中２．４％）、千葉県６５人（８７０人中７．４％）、三重県６３

人（７５６人中８．３％）、埼玉県５９人（８３９人中７．０％）、広島県５０人（６０１人中８．３％）

であり、占める割合からいうと、大阪府・神奈川県・東京都の順となっている。

もっとも、小学校在籍者数の構成比の大きい都道府県（愛知県・静岡県がそれに該当

する）の場合、当然高校在籍者は少なくなるので、中学生の在籍者数とも対比した（表

２）。

しかし、これをみても、高校在籍者数の多い府県がやはり高い数値（大阪府・神奈川

県・東京都・埼玉県・三重県・広島県の順）を示している。

このように最も「日本語指導が必要な外国人児童生徒」の多く在籍する愛知県では、

高校在学者が全体の２．４％しかしめず、在籍中学生の数と比較しても上記トップの大阪

府の５分の１の割合でしか在籍していない。特筆すべきは、「日本語指導が必要な外国

＊８３ ある高校では、１年から２年に進級する段階で、全体の３分の１が退学するという（研究代表者・宮島喬「外国人

児童生徒の不就学問題の社会学的研究」・２００４年３月）
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人児童生徒」の在籍者数全国３位の静岡県は、高校在籍者数が極端に少ないということ

である。

母語別にみると、愛知県・静岡県においては、圧倒的に南米系の子どもが占めるのに

対し、東京と大阪では南米系は少なく、中国語を母語とする子ども多いが、このことと

高校進学は関係している。

「日本語指導が必要な外国人児童生徒」によれば、高校在籍者の母語別にみると、中

国語５４．３％（「日本語指導が必要な外国人児童生徒」全体の中では２５．８％）、ポルトガル

語１２．６％（同３５．６％）、スペイン語１１．５％（同１４．３％）、タガログ語５．９％（同８．０％）、

韓国・朝鮮語３．１％（同４．５％）、ベトナム語４．４％（同３．４％）である。これをみれば、「日

本語指導が必要な外国人児童生徒」全体の中では、中国語を母語とする子どもの高校在

籍率がかなり高く、次いで、ベトナム語の割合が高いのがわかる。

ベトナム語の子どもは難民の子どもである。これは受入時にある程度整備されている

ので、比較的数字が高くなっている。

一方、中国語を母語とする子どもは、中国帰国者家族が圧倒的に多いと思われる。中

国帰国者家族の子どもに対しては、永住ということを前提にしているため、自治体で高

校進学を進める施策がとられ、とりわけ１９９４年に「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」ができ、十分ではないが進んでいる。

�２ 入試に際しての特別措置

新渡日の子どもたちに、日本人の子どもと同じように高校入試を科した場合、日本語

能力とりわけ日本語学習能力の問題等で、その多くは合格は困難である（中国語など漢

字圏以外の出身者は更に困難である）。

１９８６年に、民間の運動の結果、はじめて東京都立高校に「中国帰国生徒」を受け入れ

る特別枠ができたが、以後、各自治体で、特別枠、入試特別措置（ルビふり、辞書持込・

時間延長等）により、受入策を講じてきた。各自治体の２００３年度の入試に関するものは

表３のとおりである。

これに似たような形で、中国帰国生徒以外の外国人生徒にも広げられつつある（表３）。

しかし、いまだに何の措置のないところもあり、あっても中国帰国生徒のみとすると

ころもある。

最も高校進学率の高いと推測される大阪府の場合、高校在籍者においては圧倒的に中

国語を母語をする生徒が多い（２００１年度で、全体の８３．６パーセント）。つまり、中国帰

国生徒が多いということである。彼らに対する施策から始まり、それを他のニューカマー

の生徒にも拡大していった。その方策として、特別枠が設定されたのは２００１年度である

が、１９８８年度入試から、特別措置（時間延長、振り仮名付、日中辞書使用…その後中日

辞書使用可等）をとり、以後、母語記述の許可等加わるなど改善を重ねながら、高校進

学を促進していった。＊８４

＊８４ 各自治体の特別措置の内容については、２００１年度に関しては、安場敦「各都道府県による“中国帰国生徒・外国人

生徒”の進学保障の現状―公立高校の入試特別措置の設置状況についての調査報告―」（中国帰国者定着促進センター

「紀要」第１０号・２００３年・所収）にまとめてある。
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表３　2003年度都道府県立高校の中国帰国生徒及び外国籍生徒への高校入試特別措置等について

（○は、措置や枠があるもの　　×は、措置や枠がないもの　　△は、その他）
定時制高校について全日制高校について　

中国帰国生徒以外
の外国籍生徒

中国帰国生徒
中国帰国生徒以外
の外国籍生徒

中国帰国生徒

特別入学枠入試特別措置特別入学枠入試特別措置特別入学枠入試特別措置特別入学枠入試特別措置
××××××××北海道
××××××××青森県
××××××××岩手県
×△×△×△×△宮城県
×○×○×○×○秋田県
×△×△×△×△山形県
××××○○○○福島県
○○△△○○△△茨城県
×○×○×○×○栃木県
××××○○○○群馬県
××××○○××埼玉県
××○○○○○○千葉県
××××○×○○東京都
×○×○○○×○神奈川県
××××××××新潟県
××××××××富山県
×××××△×△石川県

非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開非公開福井県
○○○○○○○○山梨県
×△×△×△×△長野県
××××○○×△岐阜県
××××○○××静岡県
××××○×○×愛知県
×○×○○○△○三重県
×〇×〇×〇×〇滋賀県
××〇〇××〇〇京都府
×〇×〇〇〇〇〇大阪府
×〇×〇×〇×〇兵庫県
×○×○〇×〇×奈良県
××〇〇××〇〇和歌山県
×〇×〇×〇×〇鳥取県
×○×○×○×○島根県
××××××××岡山県
××××××〇〇広島県
××〇〇××〇〇山口県
×〇×〇×〇×〇徳島県
×○×〇×○×〇香川県

非公開〇非公開〇非公開〇非公開〇愛媛県
×〇×〇×〇×〇高知県
×　〇×〇×〇×〇福岡県
×〇×〇×〇×〇佐賀県
○△○△○△○△長崎県
×〇×〇×〇×〇熊本県
××××××××大分県
×〇×〇×〇×〇宮崎県
×〇×〇×〇×〇鹿児島県
××××××××沖縄県

中国帰国者定住促進センターのHP（http://www.kikokusha-center.or.jp/）より
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�３ 中国帰国生徒からニューカマーの生徒へ

しかしながら、まだまだ受入策は不十分で、外国籍生徒への特別枠・特別措置のある

はずの静岡県において、上記のように極端に少ない。

一方、高校在籍者の多い神奈川県は、母語別にみると、南米系と中国系その他がバラ

ンスよくいる。明らかに神奈川県は他の都府県とは別に積極的な施策を取っていること

がわかる＊８５。

中国帰国者や難民の高校受入については、彼らは永住するなり、あるいは日本人の子

孫である等の考えがあるのに対し、「いつかは母国に帰る、こうした人への教育を保障

する必要はない、せいぜい義務教育を受け入れればよい」という認識がまだあるからだ

と思われる。

このように中国帰国者は他の外国籍の（ないし外国にルーツをもつ）子どもに比べて

進学率は高いが、それでも、日本の子どもの進学率と比較するとまだ大きな差があり、

中国帰国生徒も高校進学が十分に保障されているとはいえない。

中国帰国生徒の高校進学率については、少し古いが、以下の資料がある（最近は、こ

うした数値が公表されていないので、最近の状況は不明である）。

表４　中国帰国生徒のうち、前年度中学３年在籍生徒数と当年度高等学校（全日制）１年在籍生
徒数との比較【単純全日制高等学校進学率】

一般全国平均
（含む定時制課
程）

海外勤務者帰国
生徒の場合

B÷A／単純全
日制高等学校進
学率

B／当年度高等
学校１年在籍生
徒数

A／前年度中学
３年在籍生徒数年度

97.10％80.30％53.20％325人611人1996
97.00％81.99％52.80％358人678人1997
97.00％82.64％46.65％384人823人1998
96.90％90.00％55.28％481人870人1999

 （歴年の文部省教育助成局海外子女教育課『海外子女教育の現状』から作成）

最近の数値はないが、東京都における中国帰国生徒の在籍調査（これも２００１年度まで

しかない）において、１９９９年度は中学校在籍者６３０人で、高校在籍者（定時制も含む。）

は２６７人であり、高校在籍者数（後者）は中学校在籍者数（前者）の４２％である。２０００

年度は前者４３１人で後者２２５人であり、同割合は５２％である。２００１年度は前者３８４人で後

者１９４人であり、同割合は５０％である。こうみると前記の表以後多少は高まったとして

も、高校進学率が急激に高まったとは思われない。

こうした状況をみても、我が国における９７％という高校進学率と比して、法律上の支

援策を求められる中国帰国生徒さえ、その高校進学率はまだ低率であることがわかる（文

部省は１９８５年に「中国帰国子女全国実態調査」を発表したが、１９８５年度の全日制高等学

校進学率は、５８．０％であり、１９９９年においても、その進学率が上がらないどころかむし

ろ下がっている）。

＊８５ 宮島ほか・前掲「外国人児童生徒の不就学問題の社会学的研究」によれば、それでも高校に進学する外国籍生徒は

約半数にとどまっているという。
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�４ 問題の所在

前述したように、高校受入れはまだまだ緒についたばかりであり、とりわけ、中国帰

国者以外の新渡日の子どもについてはあまりに不十分といわざるを得ない。

その大前提としては前述したように、永住をする者でないという前提で捉えているこ

とが大きいと思われるが、具体的な施策でみると、高校入学の情報が十分に届けられて

いないこと、まったく特別な配慮のない道県があること、特別枠や特別措置等特別な配

慮があるところでも中国帰国生徒だけであるところがあること、また、特別配慮のある

ところでは、入国後何年以内（大阪府は小学校２年次編入、東京都は小学校４年次編入

以降の者とされているが、多くは来日「３年以内」）という条件が付されていること等

さまざま要因がある。

他方、これも大きな要因であるが、高校は義務教育ではなく「適格者主義」という考

えが大きく潜んでいることがある。

�５ 今後の方向…条約を踏まえて

ア しかしながら、もともと戦後スタートした新制高校は、学校教育法４１条で「中学校

における教育の基礎の上に、心身の発達の応じて高等普通教育及び専門教育を施すこ

とを目的とする」とあるように、中学校との連続性のなかでできるだけ多くの希望者

を受け入れることを目的として出発した。入学試験は定員をオーバーしたときのやむ

をえない措置と考えられていたのであり、「適格者主義」という考えではなかった。

この趣旨を外国人に対しても広めていくべきである。

イ そのことは、実は子どもの権利条約でも求めていることである。

すなわち、子どもの権利条約２８条１項で、

「締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ

機会の平等を基礎として達成するため、特に、」として、（a）初等教育を義務的なも

のとし、すべての者に対して無償のものとする。とするばかりか、（b）種々の形態

の中等教育の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であ

り、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、

必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる、としているのであ

る。

高校教育は、ここにいう「中等教育」の後期に該当する「後期中等教育」である。

社会権規約の同じ趣旨の部分について日本政府は留保したが、子どもの権利条約につ

いては前記条項を留保していない。ゆえに、これを批准している日本政府は、この条

項を遵守する義務がある。したがって、外国人を含め高校における希望者全入、そし

て無償教育（又は財政的援助）の導入が求められているわけである。

現実に日本では高校進学率９７％に及んでおり、いまや希望者全入・無償教育導入が

求められている状況になっている。

ウ 現在すぐに希望者全入ができず、入学試験を要するとしても、前記子どもの権利条

約の趣旨からいえば、彼らに対する入試特別措置は不可欠である。

基本的人権としての教育への権利保障であるから、自治体によって差があってはな

らない。
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なお、特別措置といっても特別枠でない場合は、一定の配慮はあるものの日本人生

徒と同じ試験を受けなければならず、合格が困難であることはすでに述べたとおりで

ある（とりわけ非漢字圏出身者は困難）。特別措置と特別枠を並存して、彼らの進学

率を向上させるべきである。なお、これらの特別措置も含め一般入試においても、外

国語の受験は母語によるものも可とすべきである。

また、現在の特別措置は入国後の期間で制限があるが、これも撤廃すべきである。

前述したが、現在母語保障のないまま学んでいる子どもにおいて、とりわけ、幼いこ

ろ日本に来た子どもは生活日本語はできても、学習言語としての日本語能力は十分に

育まれない。にもかかわらず、このことが理解されず、単に「勉強のできない子ども」

とみなれている、という指摘が各方面からなされている。こうしてこうした子どもは

一般入試を受けても困難である。したがって、特別措置・特別枠について入国後の期

間は問題にされるべきではない。

エ また、財政的援助も不可欠である。高校に進学したくてもニューカマーの多くは経

済的に困難な状態にあることが推測され、また進学したとしても、経済的理由で中退

せざるを得ない場合も多いとされる。子どもの権利条約の上記条項からいえば、「差

別なく」「平等に」扱われるべきであるから、少なくとも日本国籍の子どもで財政的

援助を受けている場合と同様の経済状態である家庭にあって、公立高校在学の外国人

の生徒に対しても同じような財政的援助をすべきであろう。

オ その上で、彼らに対し十分な情報を与えるべきである（母語を用いた説明書や説明

会等を用意）。現在一部自治体やNPO法人等が説明会を開いているが、これをすべ

ての自治体が施策として取り入れるべきである。

２ 高校教育における学習権の内実保障を

�１ 高校教育の内実を保障しなければ

いまだ高校進学が叶えられる子どもの数自体が少数であるから、これを進めることが

まず必要であるが、今後は受入れ後の、彼らの学習権をいかに保障するかも考えていか

なければならない。

基本的な問題状況は、既に述べた義務教育学校のものと同じであるが、学習内容がよ

り難しくなる高校では、更にこうした問題は深刻になる。現在は高校が再編成され、独

自の課程や独自のカリキュラムをもてるなど、高校教育が多様化されてきている。こう

した状況にあっては、彼らの特質に合わせた教育が可能となり、また、それを核にしな

がら、国際理解教育・多文化共生教育への道も開かれる可能性をもっている。

しかしながら、現状の大部分はお粗末で、高校に入学したものの退学する生徒が多く

存在する（報告者は以前、中国帰国者で高校を中退した生徒と多く関わっていた。その

関係で退学率を調べたことがある。実数は明らかにならなかったが、１９９５年度の東京都

教育委員会調査によると、中退率において、中国帰国生徒特別枠をもつ高校（４．１％）

と都立高校の平均中退率（３．３％）と有意の差があった）。その理由として「学習につい

ていけない」「学校がおもしろくない」「校則等において学校に合わない」を挙げるもの

が多いが、「学校から排除された」などを挙げるものもある。後者は前者とも深く関係

している。また、経済的な理由のものも少なくない。
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�２ 日本語指導が必要な外国人高校生～４分の１は日本語指導を受けていない

前述した文部科学省の、「日本語指導が必要な外国人児童生徒」中、日本語指導を受

けている割合は以下のとおりである。

2003年度2002年度2001年度2000年度1999年度学校
84.4％87.3％85.6％82.7％83.3％小学校
83.5％80.6％83.7％79.2％79.6％中学校
77.3％76.5％73.8％66.7％72.0％高校

（文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況に関する調査」より）

このように、「日本語指導が必要な児童生徒」で高校に在籍している者については、

約４分の１弱はいまだ日本語指導を受けていない。にもかかわらず彼らは日本語で授業

を受けているのである（高校であるから高度の学習になっている）。これでは学習すら

困難である。退学につながり易い。

高校には小中学校と違って、日本語学級や国際学級がないが、それらの設置が必要だ

ろう。

�３ 教科学習につながる日本語教育

日本語指導が必要かどうかの判断に際しては、義務教育のところで述べたように、生

活言語と学習言語は異なるので、慎重にしなければならない。高校教育を受けるに必要

な日本語能力、学力形成につながる言語能力をどのように習得させるか、が課題である。

義務教育の項で述べたように、教科が理解できるような日本語能力をつけるには相当長

期間が必要であり、また、学習言語としては、第二言語としての日本語（JSL）が小学

校用に開発されてきているが、これを小中学校段階からすべきである。

高校での日本語教育は、教科内容と日本語を統合させる指導が必要である。さらに、

思考能力を伸ばす、すなわち、学力の下支えとなる母語の伸張を取り入れるべきである。

�４ 母語保障、そして外国語に彼らの母語を

母語の保障は、彼らのアイデンティティを保障することにもなるし、学習という観点

からみた場合も必要性が求められる。

第二原語としての日本語指導（JSL）カリキュラムが開発されてきているが、ここで

もこれだけ指導することになれば、彼らの母語能力が減退し、また「母語は劣ったもの」

とのメッセージを彼ら及び彼ら周辺の日本人にも与えてしまう。

彼らの母語を保障し、それをより伸張するための教育が求められる。

大阪府のある府立高校では、「中国語文庫」があり、中国語の図書を読める。読書は

「読み書き能力」を育み、二言語能力の発達・保持と学力形成に大きな効果をもたらす

といわれている。彼らの家庭ではこうした図書を十分購入する余裕はないだろうから、

学校図書として揃えるというのは大きな意味があろう。

それに、教科としての外国語は何も英語だけでなくてもよく、彼らの母語を外国語と

して選択できるようにしたりなど、そしてそれを日本人生徒等彼ら以外も選択できるよ

うにすれば、彼らの母語保障と同時に、日本人生徒側からも「外国語のできる生徒」と
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の目で彼らをみるようになり、共に同じ言語を学ぶことを通して、共生への一歩を築く

ことができると思われる。

�５ 大学進学を展望する

日本では大学進学も４割を超えている。中国帰国生徒の場合、一定の大学では特別枠

をもっており、これによって大学進学を果たしている学生もいるが、またまだ緒につい

たばかりであり、絶対的多数においては「夢」でしかない。高校教育の充実が図りなが

ら、彼らに対する大学進学も施策を拡大していくべきである。

�６ 多文化共生教育を

彼らの学習権を保障するものとして、言語に力点が置かれるのはやむをえないかもし

れない。しかし、言語だけが問題になっているのではない。彼らに対するアイデンティ

ティ保障のためにも、彼らの文化や価値観を大切にする教育が必要である。

とりわけ、「日の丸・君が代」強制問題や、教育基本法「改悪」問題にみられる「日

本人の育成」の強調や、「日本の国を愛する心・日本の伝統文化を尊重する心」の醸成

の強調などは、多文化共生教育が求められる中にあって、マイノリティの存在を無視す

るものと言わざるを得ない。マジョリティ側だけ（マジョリティ側に対してすら憲法上

疑義がある）の強調を説く昨今の動きは、強く懸念されるところである。

その一方、現在の日本における国際理解教育において、あるいは異文化理解教育にお

いて、その実態は、彼らは日本人用に「使われる」側にある。それも、「衣食芸」とい

う博物的なものとして使われがちである。これは危険である。こうしたものでは彼らは

「一色」にみられ、「物珍しいもの」としてのみしか受け取られないからであり、彼ら

側からは「なぜ自分たちがみせなければならないのか」という意識を持たせてしまう。

そうではなく、彼らも「個」としてそれぞれの生活の中で生きているのであり、日本

人の側も「個」として、生活の場で、それぞれが違いを違いとして認め尊重しあう関係

を生み出すことが必要である。

また、教科内容、たとえば歴史や地理・国際関係の教育、芸術科目等の見直しが求め

られるし、図書館の図書や学校行事やクラブ活動なども、多文化共生という観点で点検

や見直しが必要である。そのためには、学習指導要領の根本的見直しも求められる。そ

して、彼らのもつ文化を、物珍しい、博物的なものとするのではなく、日本の教育の中

につなげる工夫が求められる。

小中学校段階でもその推進が必要であるが、高校段階になれば、よりそれが必要であ

る。

�７ 教育相談および生活支援活動

新渡日の子どもとその家庭の多くは経済的に困難をかかえながら、日本の状況や教育

制度等に対する知識も十分ではない。また、周囲の日本人との人間関係も薄い。そこで、

生徒の悩みもそうであるが、その家族の相談にも乗り、それらを支援する活動が求めら

れる。そのため、学校と家庭や地域をつなぐスクールソーシャルワークが求められる。

但し、相談というのは信頼関係が基礎になるので、日常的に子どもとその家族にかか
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われる状態が必要である。ここには母語話者が必要である。彼らの家庭も含めた相談に

なれば、母語話者でないと困難であるからである。現在は、たとえば、日本語学級の担

任や日本語指導員（東京都立川市では非常勤でこれらを採用し、１年間にわたって教室

での通訳や日常の生活支援に当たっていたが、本年廃止された。復活させるべきであ

る。）などがしているが、「外国人児童生徒教育推進」担当教員として加配で充実した人

員が配置され、母語話者が加われば、これは可能である。現状では教員だけでは十分で

きない状態もあると思われるので、ボランティア等も活用すべきである。ただ、子ども

と家族全般にわたる援助のためには、本格的なスクールソーシャルワーカーが必要な時

期だと思われる。

�８ 大阪府立高校の試み

前述したように、大阪府では中国帰国生徒が多く、比較的早くから高校進学を可能に

し、高校教育のなかみも模索してきた。

大阪府のある府立高校では、国語の時間の抽出授業では中国人教員（講師も含む）が

系統的な日本語指導を行う。また、第二言語としての日本語（JSL）科目もある。さら

に、母語教育については、中国人教員による、「母語中国語」「中級中国語」「上級中国

語」「中国文学」「中国語表現」などの二言語による読み書き能力を伸ばす科目が提供さ

れている。また、日本人生徒も参加する「中国文化研究部」や「外国語としての中国語」

科目設置など、学校内すべての生徒が異文化に触れる機会ももうけられている。

こうした中で、大阪府では、外国人生徒に対する施策から一歩踏み出し、学校全体の

教育方針につらなる大きな枠組みの中に彼らを位置づけようとした試みも考えられてい

るようである。＊８６

＊８６ 全日制府立高等学校特色づくり再編整備第一期実施計画「境地域新高校（普通科総合選択制高校）整備推進プロジ

ェクトチーム報告書」より
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第７節 外国人及び民族的少数者である成人の教育を受ける権利

１ 成人学習の必要性

本報告書では十分な検討をしえなかったが、成人についての教育を受ける権利の重要性

も明らかである。また、成人についても当然、民族的アイデンティティを保持する権利が

保障されていることは第２節に記載のとおりであるが、そのためには成人についても民族

的アイデンティティを保持・発展させるための教育を受ける権利が重要となる。

１９９７年７月１８日にユネスコ第５回国際成人教育会議において採択された「未来へのアジ

ェンダ」＊８７は、４３項で、「教育を受ける権利は万人のための普遍的な権利である。成人学

習は全ての人にアクセスできるものでなければならないという考え方がある一方で、実際

には、高齢者、移民、ジプシー及びその他決まった領土を持たない者及び／又は遊牧民、

避難民、障害者及び囚人など多くの集団がいまだに排除されている。これらの集団は、彼

らのニーズを満たすことのできる個人の視点に立った教育学を彼らに提供し、彼らが社会

に十分参加できるようにする教育プログラムにアクセスすべきである。地域社会のすべて

の構成員は、成人学習に参加することを勧奨され、必要な場合には援助されるべきである。

これは、満たされるべき学習ニーズの多様性を意味している。」とし、更に、４４項で、「（a）

移民及び難民の能力及び彼らの文化的基盤の充実を図るとともに、彼らの政治的、経済的

及び政治参加を促進するために、彼らに総合的教育・訓練を提供することによって、（b）

成人教育を主催する人々、特に政治家、メディア専門家、法執行機関、教育者及び社会サー

ビス機関を対象に、移民及び難民の権利と現状について理解を深めるためのプログラムを

開発し、実施することによって、（c）成人のジプシー及びその他の遊牧民の生活スタイル

や言語を考慮しながら、彼らが既存の機関で学習を再開し、訓練を継続することによっ

て、」「移民、避難民、難民及び障害をもつ人々が成人教育に参加する権利を保障すること。」

を求めている。

２ 日本における現状と課題

上記のアジェンダなどと比較した時、日本における外国人・民族的少数者の成人に対す

る教育は、極めて不十分である。

社会生活を営むための日本語学習や日本社会に対する知識を学ぶ機会は、ほとんど保障

されておらず、夜間中学などがその場として活用されているが、夜間中学ですらむしろ縮

小の方向にある。

また、人種差別撤廃委員会最終所見（２００１年）は、日本に対して、待遇に関する異なっ

た基準が、一方でインドシナ難民に、他方で限られた数の他の国民的出身の難民に適用さ

れていることに懸念を表明し、インドシナ難民に与えられる住居、財政的支援及び政府の

援助による日本語語学コースへのアクセスをすべての難民に対して等しい給付資格を確保

するための必要な措置をとることを勧告した。

一方、中国残留孤児やその家族に対する日本語指導も極めて不十分であることが九州弁

＊８７ 日本語教育フォーラムの仮訳に基づく http : //homepage３．nifty．com/N―forum/
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護士会連合会の勧告（２００４年７月）などによって明らかになっている。

日本語指導だけではなく、前記アジェンダにもあるとおり、母国語や母国語による教育

を受ける機会の保障などを通じて、民族的少数者の成人についても、その持っている文化

的な基盤を保持・発展させる権利を保障し、そのための施策を講じることが求められてい

るが、そのような面での考慮は極めて不十分である。緊急な対応が求められていると言う

べきであろう。
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第８節 外国人・民族的少数者の教育をめぐる課題

１ 教育全般の課題

以上を踏まえてまとめると、外国人・民族的少数者の教育をめぐっては、以下の課題が

あると言える。

�各学校において、外国人児童生徒（オールドカマー・ニューカマー）と外国にルーツを
もつニューカマーの児童生徒の在籍状況に関する基本調査をすること

�「外国人児童生徒教育支援プログラム」の策定をすすめること
�第二言語としての日本語（JSL）カリキュラムの開発及び教科指導と結びつく等の日本
語教育カリキュラム及び指導方法の作成

�中学校教育及び高校教育の外国語は英語に限定せず、中国語・ポルトガル語・韓国朝鮮
語等、彼らの母語も選択可能とすること

�現行の「日本語指導」加配を「外国人児童生徒教育推進」担当教員加配とし、定数も改
善すること

�母語保障を進めること
�母語話者を教員として採用するために、積極的な施策を進めること
�日本語指導講師の派遣、通訳指導員派遣等の助成をすること
	学習及び生活支援派遣事業に助成し、スクールソーシャルワークができるようにするこ
と


多文化共生教育をすすめるために、教科内容や、国際理解教育、図書館の図書、学校行
事、クラブ活動などの見直しが必要であり、根本的には、学習指導要領を、多文化共生

教育を達成するよう見直すべきである。

２ 高校進学・高校教育に関する課題

また、高校進学および高校教育に関しては、以下の課題がある。

�全国自治体で、ニューカマーの生徒に対する入試特別措置（特別枠含む）を設置すべき
である。その特別措置を受ける前提として設けられている、入国後の期間制限は撤廃す

べきである。また、特別措置も含めた高校入試の外国語科目に、彼らの母語を含めるべ

きである。

�少なくとも日本国籍の子どもで財政的援助を受けている場合と同様の経済状態である家
庭にあるニューカマーの生徒に対しては、同じような財政的援助をすべきである。

�彼らに対し高校進学と入試について、各自治体は十分な情報を与えるべきである（母語
を用いた説明書や説明会等を用意）。

�高校入学後も、彼らの学習権を保障するために、上述した教科教育につながる日本語教
育、母語教育をすべきである。

第５章 外国人・民族的少数者の教育の現状と課題
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第６章
外国人・民族的少数者の女性の人権の現状と課題

外国人・民族的少数者の女性は、女性であることによる差別のみならず、民族的マイノ

リティーとしての差別という複合的な差別を受ける立場にあり、暴力や人権侵害を受けや

すい脆弱な地位にあることが指摘されている。

しかし、日本社会においては、このようなマイノリティー女性の人権状況について、十

分に認識されているとは言いがたい状況にあった。

これに対し、国際社会においては、女性差別撤廃条約以降、女性の人権に対する認識が

高まっていたところ、近時、マイノリティー女性に対する複合的差別の問題が重視される

ようになっており、その傾向は国際文書にも顕著に現れるようになっている。

このような状況において、２００３年７月１８日、女性差別撤廃委員会は、女性差別撤廃条約

日本政府報告書に対する最終コメントにおいて、国際人権基準に照らし、移住女性に対す

るドメスティック・バイオレンス、人身売買、複合的な差別の状況等についての懸念を明

らかにしている。

以下においては、民族的マイノリティーである外国人女性のこのような人権状況のうち、

まず、人身売買について、その被害の実態を詳細に明らかにするとともに、主にその被害

者保護の観点から、採られるべき対策を検討することとする【→第１節】。次に、外国人

女性に対するドメスティック・バイオレンス及び国際結婚における問題点について、日本

及び国際社会におけるDV防止の取組みを概観した上、在留資格等の外国人女性に特有

の問題点を明らかにし、被害者の救済のための課題を提示することとする【→第２節】。

第１節 人身売買

１ 人身売買被害の実態に関するメモランダム

�１ 性風俗業に従事する外国人女性と人身売買被害

ア 概観

日本で、海外から来日した外国人女性が、売春及びファッション・ヘルスなどの売

春類似の性風俗業で、いわゆる風俗嬢として働くようになったのは、主として１９８０年

代からとされる。

当初、外国人女性の中心は、「ジャパゆきさん」と呼ばれるフィリピン人女性であ

ったが、１９８０年代後半からはタイ人女性が増加し、性風俗業における外国人女性のプ

レゼンスが拡大するとともに、人身売買業者によって売春等を強要される事件が、折

に触れ新聞等で報道されるようになり、さらには、劣悪な環境で売春を強要された女

＊１ 「下館事件」（１９９１年９月２９日発生）、「茂原事件」（１９９２年９月２６日発生）、「市原事件」（１９９４年２月８日発生）で

ある。加害者はいずれも、多額の「借金」を負わされたうえに、被害者（外国人女性）から日常的に厳しく監視され、

暴行を加えられるなどしており、被害者を殺害する以外に悲惨な状況から逃れるすべはないというところまで追い詰め

られていた。詳細については、京都YWCA・APT「人身売買と受入大国ニッポン」（明石書店）１２０頁以下参照。
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性が、管理者の立場にある者を殺害する事件まで発生するようになった＊１。

さらに、１９８０年代終わりごろから９０年代にかけて、アジア諸国出身者に加えて、主

としてコロンビア人からなる南米諸国出身者の増加が目立つようになり、さらに、最

近は、ロシアその他東ヨーロッパ諸国からも、多数の女性が来日しているといわれて

いる。

他方、中国、台湾、韓国ら、近隣諸国出身の女性が、来日して性風俗に関わる事例

も多い＊２。

イ いくつかのカテゴリー

性風俗に従事する外国人女性については、在留資格との関係も踏まえたうえで、概

ね以下のように分類することができる。

すなわち、�業者の斡旋で、在留資格「興行」または「短期滞在」を得て、又は他
人名義の旅券で日本に上陸し、業者に旅券を取り上げられ、業者の主張する「借金」

を負わされたうえに、指定した住居で生活し、外出を制限されるなど、日常生活の隅々

まで管理された状態で働く者、�業者の主張する「借金」を返済し終わった後、なお
日本に滞在を続け、風俗店に所属しながら、あるいは街娼として暴力団等にいわゆる

「ショバ代」を支払いながら働き続ける者、�日本人と偽装結婚し、在留資格「日本
人の配偶者等」（出入国管理及び難民認定法（入管法）別表第２参照）を取得し、在

留資格をいわば「隠れ蓑」にしながら性風俗に従事する者、�婚姻自体は真実で、在
留資格の正当性には疑いがないものの、夫に隠れて性風俗で働く者であり、それぞれ

のカテゴリーに属する女性は、いずれも相当数存在している。

さらに�のカテゴリーの中にも、当該女性が日本で売春に従事することを知ってい
た場合と、そのようなことを行わされることを全く知らない場合がありうる。

ウ 人身売買被害者像の相対性

人身売買について初めて定義を行った「国際的な組織犯罪の防止に関する国連条

約」（以下「国連国際組織犯罪防止条約」又は「本体条約」という。）に関する「国際

的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を

防止し、抑止し及び処罰するための議定書（以下「人身売買議定書」又は単に「議定

書」という。【→資料�－１】）は、人身売買を「力の行使またはその威嚇、あるいは
その他の形態の強制、誘拐、詐欺、欺瞞、権力乱用、弱みにつけ込むこと、ある者に

対して支配力をもつ人物の同意を得るための金銭や利益の授受などを手段として、搾

取を目的として人の募集、搬送、移送、住居提供、受け取りを行うことを意味する。

搾取には、少なくとも他人の売春からの搾取、その他の形態の性的搾取、強制労働や

強制奉仕、奴隷状態あるいは類似状態、苦役、臓器摘出が含まれる。」（３条（a））と

し、「（a）に規定する手段が用いられた場合は、人身取引の被害者が（a）に規定する

搾取に同意しているか否かは問わない。」としている（３条（b））。また、１８歳未満

の者については搾取の目的がある限り用いられた同意も手段も問わない（３条（c））。

＊２ 警察庁によると、風俗業に関連する人身取引事件の検挙件数は、統計を取り始めた２０００年から２００３年までの４年間

で計８１件。検挙者はブローカーや風俗店経営者など計１６４人。２００３年は２０件（前年比４件増）、４１人（同１３人増）で増加

傾向にあり、暴力団が組織的に関与したケースもあった。この８１件で判明した被害女性の数は計３０７人。タイが過半数

の１７３人で、コロンビア５３人、台湾２５人、フィリピン１８人、中国１３人、ロシア１２人、インドネシア１０人などだった。
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この定義をもとにする限り、上記のカテゴリーの�から�のうち、典型的な、少な
くとも理念的な「人身売買被害者」の中心が、�の、しかも当該女性が日本で管理を
されながら売春に従事することを知らない場合であるとされること、�の大半が、少
なくとも現状では「人身売買被害者」として扱われにくいことについては、おおむね

異論はないように思われる。

しかしながら、人身売買被害の実態は、出身国や出身階層、個人の事情によって実

にさまざまであり、例えば「詐欺」と言っても、何をどこまで説明すれば「詐欺」で

はないのか、「弱みにつけ込む」と言っても、具体的には何を示すのか、さまざまな

議論がありうる。

また、日本で性風俗に従事する外国人女性の大半は、まず�のカテゴリーを経て、
次の段階である�、さらに場合によって�、�へと移行する現実があり、全ての出発
点は、�である「管理された状態での」売春等性風俗への従事にあることが多い。そ
して、実際の事件において、その境界は微妙である。

さらに、いずれのカテゴリーに属する者についても、おおむね共通して、本国の極

端な貧しさから売春・性風俗に従事する以外に自己もしくは本国家族の生計が維持で

きない（もっとも実際の被害者の考える「生計が維持された状態」については、各国

の事情や各人の考えにより多様である。）などの事情が認められる。このような事情

は、後に述べるとおり人身売買被害を考えるうえでは核の要素である。とすると、こ

れらの分類については、あくまでも相対的なものであることが認識されなくてはなら

ない（そのため、以下、本節では「人身売買被害者」「被害者」「被害女性」という語

を用いるが、その範囲は、議定書のものに必ずしも限っていない。文脈により範囲が

異なる可能性があることを了承されたい。）

エ 喚起された関心

その範囲をどのように捉えるかはともあれ、日本に「人身売買被害者」が多数存在

していること自体は、紛れもない事実である。しかしながら、これまでは、その存在

が、特にこれらの女性を支援するNGO等から指摘されながらも＊３、政府はもちろん、

社会全体としても、具体的な実態の把握についても、対策の必要性についても、ほと

んど省みられることがなかった。

ところが、２００４年現在、日本は人身売買の主要な受入国の１つとして、国際的にも

批判を受けるようになり、政府もようやく対策に乗り出そうとしている。きっかけと

なったのは、アメリカ合衆国（以下「米国」ともいう。）が２００４年６月１４日に発表し

た「人身売買報告書」である＊４。

これは、売春や強制労働をめぐる人身売買への各国の対応を、米国務省がランク付

けした年次報告書で、２００１年から発表されているものである【→資料⑥－２】。各国

の米大使館や民間団体などを通じ、年間１００件以上の被害報告があった国を対象に調

査・評価する。アメリカ合衆国自身は含まれていない。２００４年版報告書は、１３１か国・

＊３ 代表的なNGO組織ないしネットワークとして、日本キリスト教婦人矯風会女性の家HELP、女性の家“サーラー”、

京都YWCA・APT（Asian People Together）、人身売買禁止ネットワーク（JNATIP）など。

＊４ “２００４Victims of Trafficking and Violence Protection Act of２０００：Trafficking in Persons Report”

第１節 人身売買
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地域を対象にしたものであり、対象国は３段階にランク付けされ、日本は「分類２」

に指定された。外国人女性らの被害の大きさや国際的に活動している暴力団の関与を

根拠に、人身売買を防ぐための法整備や被害者保護が最低限の基準を満たしていない

とされ、１年以内に適切な措置を講じない場合、最低ランクの「分類３」に転落する

可能性がある「監視対象国」に挙げられている。「分類３」の国が３か月以内に改善

措置を取らない場合は、経済制裁を取るとしている。

この報告書は、全体として、いかなる資料に基づいて作成されているのか不明確で、

内容においても不正確な点が多く、分類もアメリカ合衆国から政治的に敵対している

とされるいくつかの国が低くランク付けされるなど客観性に欠け、各国の人身売買事

情を知るために役に立つものではないが、わが国の人身売買被害の存在と対策の遅れ

が、「同盟国」にここまであからさまに指摘されたという事実が、日本政府に与えた

衝撃は大きく、これまで被害者を単なる売春婦、不法滞在者としてしか考えていなか

った日本政府が、突如として「被害者保護」を口にするようになった。その意味では、

報告書の効用は大きかったというべきであろう。

現在、ようやく、日本では人身売買被害に対する具体的な対策が、政治課題として

日程に上りつつある＊５。

�２ 人身売買被害の実態把握の試み

ア 困難な被害実態の把握

ところで、人身売買被害の実態については、いくつかのNGOや研究者によって、

実例が紹介されてきたが＊６、その実態が広く知られているとは言いがたい状況にある。

これは、�人身売買そのものを直接に処罰し、人身売買被害者を人身売買被害者で
あるということそのものを理由として保護をする制度がない現行法制のもとで、網羅

的な統計ないし資料が存在しないこと＊７、�人身売買被害に関連して行われる現在
（２００４年８月時点）の法的手続は、被害女性に対する売春防止法違反被疑事実か入管

法違反（不法入国ないし不法滞在）被疑事実、加害者管理者に対する入管法違反（不

法就労あっせん）、職業安定法（有害業務のあっせん）に関するものがせいぜいで＊８、

被害の実態は、法的手続がこれに関連して行われる場合であっても、単なる情状とし

＊５ ２００４年７月７日付日本経済新聞によると、政府は同月６日、海外から女性や児童を売春や強制労働などの目的で送

り込む人身売買（トラフィッキング）の撲滅に向けた「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を開催した。この中

で各省庁は人身売買への罰則強化や被害者の保護・救済を柱とする包括的な「行動計画」を年内に取りまとめることで

一致。来年の通常国会で必要な法整備を進める。行動計画に盛り込むのは�１人身売買の処罰範囲の拡大や厳罰化�２婦人
相談所の活用や民間機関との連携による被害者保護の充実�３帰国すると身に危険があったり、病気や心理的なダメージ
を抱えた被害者の日本滞在の特別許可�４各国政府と連携したダンサーなど「興行資格」での入国者への審査の厳格化―
―など。処罰範囲の拡大では、「人身売買罪」の創設が検討課題。営利目的で海外から連れて来るだけでも罰すること

を可能にするほか、現在は不十分な臓器摘出を目的とした人身売買への処罰で法的な手当てを拡充するという。

＊６ 京都YWCA・APT編「人身売買と受入大国ニッポン」（明石書店）、田崎英明編著「売る身体／買う身体・セック

スワーク論の射程」（青弓社）、移住連・“女性への暴力”プロジェクト「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」

（現代人文社）。もっとも、送出元国のひとつであるコロンビアでは、１０年以上前から日本への人身売買については、

しばしば通常のニュースで報道されており、著名なジャーナリストによるベストセラーでも取り上げられている。“Mu-

jeres de Fuego”Alonzo Salazar，Corporacion Region”１９９３

＊７ 官製の統計もあるものの（例えば注２のほか、警視庁は２００４年１月から６月の人身売買の摘発件数２４件、被害女性

１６人としている。前掲日本経済新聞）、質量ともに実態の把握には全く役に立たない。
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て位置づけられるうえ、女性自身話しても何の得にもならない被害の実態を話したが

らないこと、�被害女性自身が、性風俗に従事していることから、ある種の偏見を受
け易く、普段こういった被害者と接する機会が乏しく人身売買の背景事情に理解のな

い一般の日本人との意識のギャップから、被害の実態を彼女ら自身があまり積極的に

語りたがらないこと＊９等が原因になっていると考えられる。

しかしながら、事実を知らないままに対策を立てる事はできない。彼女たちは、ど

こから、なぜ、外国へ行くのか。なぜ日本なのか。どういう方法で日本に来るのか。

そして日本でどのような扱いを受けるのか。そして、自分たちをどのように認め、取

り扱って欲しいと願っているのか。

人身売買被害に対する対策、特に「人身売買被害者」の範囲を定め、彼女らに対す

る保護を効果的なものとするためには、まずその実態を知ることが、必須である。

もとより、「人身売買被害」は性質上、表面化しづらく、NGOや弁護士にアクセス

する事件は「氷山の一角」に過ぎない。また彼女らの経験は、国により、また時期に

より、さらには個人により多様なものであり、網羅的な資料も、事例を統一的に整理

するノウハウもない報告者にとって、被害の実態を把握することはその能力に余る作

業である。

そこで、今回は、最近被害が増大していると言われるコロンビア人の例に絞って、

報告者が１９９９年から２００３年までに実際に聞き取りをした事件４２件の事例から、代表的

なものを紹介し（ただし家族関係、出身地等の情報の一部を本質に関わらない限度で

変更している。）、あわせて可能な限りで周辺事情にも言及し、実態の把握に対する今

後の試みに、多少の貢献をしたいと思う。さらに、既に公刊された出版物から、タイ

人女性のケースについて紹介する。

イ コロンビア人女性の場合

（ア） コロンビアについて

コロンビアは南アメリカ大陸の北西部にある共和国で、南アメリカ大陸で唯一、

カリブ海と太平洋の両方に面している国である。面積は１１４万１７４８km２。人口は４１６６

万２０７３人で（いずれも２００３年推計）、首都はボゴタである。

コカインを中心とした麻薬産業の隆盛と、左翼ゲリラ、右派民兵が入り乱れた４０

年以上も続く内戦のために社会情勢は極めて不安定で、治安が悪い。

（イ） 現地での生活

「私はカルダス県マニサーレス市にて出生しました。私には兄弟姉妹が３人いまし

たが、私以外はみな幼くして亡くなりました。両親は結婚していませんでしたので、

私は、母に育てられました。父とは、６歳の頃に初めて会いました。コロンビアでは

姓は父方の姓と母方のそれとを組み合わせるのですが、私にはそれまで母方の姓しか

なく、学校へ入るのに不都合だったことから、父と会い、公証役場で父の名字を登録

＊８ ただし、２００４年８月１７日付朝日新聞記事によると、法務省は国連や米国国務省の指摘を受けて、刑法に「人身売買

罪」を新設する方針を固め、２００５年の通常国会に法案を提出する意向とのことである。

＊９ （売買春に抗議する日本の女性たちに『そんな仕事していないで早くタイへ帰りなさい』と言われたらどう答える

かという問いに対し）「お金くれたら帰るって言うよ。帰ってどうするの？仕事ないでしょ」（前掲・田崎「売る身体／

買う身体・セックスワーク論の射程」１９５頁）
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してもらったのです。それから何度か父と会う機会がありましたが、父は、私が１１歳

くらいの頃、亡くなりました。小学校は、５年ほど行ってからお金がないので辞めざ

るを得ませんでした。その後、私は路上で母と一緒に果物を売るなどして生活するよ

うになりました。

１３歳の時に、私は、友達の紹介で、ある男性と知り合い、やがて交際するようにな

りました。彼との交際は、その後５年間続きました。その間、同居したことはありま

せんし、結婚もしませんでしたが、１６歳の時に、私は、彼との間の子を出産しました。

私たちは、その子を、実家で育てましたが、彼は、養育費を支払ってくれませんでし

た。私は母とともに幼い子を抱えて、必死に働きましたが、まったく希望の見えない

生活を送っていました。」（来日時１９歳。）

「私はアンティオキア県メデジン市で生まれました。幼い頃、病気がちの祖母と、

８人の異なった父親から生まれた１０人の兄弟姉妹で一緒に生活をしていました。母は

２、３日に一度私たち兄弟姉妹を訪ねては、市場に連れて行ってくれました。父のこ

とは知りません。私たち兄弟は貧乏だったので、小学校にすら満足に行くことができ

ず、物心がついたころから、私は家の仕事を全てしなくてはなりませんでした。私が

１３歳のころ、母は、売春宿を始めました。それと同時に、私も母の経営する売春宿で

売春を始めました。私は、度々男性とともに部屋に閉じ込められ、彼らは私とセック

スをして母にお金を払っていました。母は私に、男は皆悪い人間だから、お金のこと

だけを考えるんだよと言っていました。」（来日時１８歳）

「私はリサラルダ県ペレイラ市で生まれました。私の家族は母親と父と弟２人で、

コーヒー農園の小作農でした。７歳の頃に父が、１０歳の頃に母が死亡し、弟２人は親

戚に預けられ、私は一人になりました。その後は、農園を抜け出して、ペレイラ市内

で友人と同居しながら、喫茶店で働いたり、ゴーゴーバーで売春をするなどして生活

していました。」（来日時１６歳）

４２人の女性のうち４０人は、アンティオキア県、バジェ・デル・カウカ県、キンデ

ィオ県、カルダス県、リサラルダ県の出身である＊１０。これらの地域は、アンデス山

系に位置し、主たる産業はコーヒー生産で、特に後３県は“Eje Cafetero”（エヘ・

カフェテーロ、「コーヒー枢軸」）と呼ばれる。

コロンビアの失業率は、１９９０年代末から現在までおおむね約１４～１８パーセントで

推移し、南米地域で最悪を記録しているが、これらの地域は、１９９０年代からからコー

ヒー豆相場が歴史的な暴落を経験したことが原因となって、コロンビアの中でも特

に失業率が高い。いわゆるインフォーマル・セクターの労働者を考慮すると、おお

むね５０％かそれ以上の住民に定職がない。その結果、カルダス県の約２１％、キンデ

ィオ県の約１２％、リサラルダ県の約２３％の住民は、一日の収入が１ドル以下の生活

を強いられており、３県５１の自治体のうち３９で住民の一人当り平均年収が６００ドル

に満たないなど、極度の貧困が蔓延している。その結果３県で初等教育（コロンビ

＊１０ この点は他の研究でも一致している。たとえば、コロンビアの人身売買被害者の救済を目的とするNGO Fudacion

Esperanza はこれらを「ハイリスク地域」としている。この団体の出版物として“Trafico de Mujeres en Colombia―Di-

agnostico，Analisis y Propuestas”“Trafico Internacional de Mujeres Colombianas―Analisis del Tratamiento Periodis-

tico”“Trafico DE Personas―Naufragio de Suenos２００３”
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アの場合は５年）を修了する者は６０％に満たない＊１１。

また、３県の人口は２００３年の推計で合計約２７７万人であるが、２００４年の最初の３

か月間で、この地域唯一の国際空港であるマテカーニャ空港から出国した人数は１０

万人を超える。そのため、リサラルダ県の県庁所在地ペレイラ市では両親が親権を

放棄して、子どもを Instituto Colombiano de Bienestar Familiar（コロンビア家族

福祉協会）に預ける事例が急増している。

被害に遭った彼女らの出身階層は中下層以下で、おおむね低学歴である。２０歳に

満たない者も多く＊１２、スペイン語がきちんと書けない者＊１３、自分の生年月日を正確

に知らない者もいた。また、父親がいない、又は両親がいない者がかなりの数を占

める。さらに、現地では、少女売春が広く行われていることから＊１４、被害者の中に

は、幼少の頃から他に選択肢がない環境で、売春に従事して生活していた者も相当

数存在する。なお、女性には、しばしばシングル・マザーが見られ＊１５、多くの場合、

男性は子の養育について無責任である。

なお、アンティオキア県の県庁所在地メデジン市、バジェ・デル・カウカ県のカ

リ市には、世界的な麻薬カルテルの本拠がある。キンディオ県では７５％、リサラル

ダ県では７１．４％、カルダス県では５６％の土地を麻薬業者が所有している。コロンビ

アでは麻薬業者を中心として、武器の密輸、偽造文書や偽札の作成、女性の密輸な

ど様々な犯罪者集団が構成されており、これらの地域における犯罪者集団のプレゼ

ンスの大きさは、来日して性風俗業に従事するコロンビア人女性の問題が、海外の

犯罪組織と、暴力団等日本の犯罪組織の密接な提携関係の中で行われている、「人

身売買業」の問題であることを強く示唆している。

人身売買被害について考えるには、まずこうした現地の女性がおかれた状況を具

体的に把握することが不可欠である。

（ウ） 日本に来るきっかけとその準備

「日本に来たのは、テアトロで知り合った友達に、日本で働いて帰国した経験のあ

る友人が何人かいたからです。彼女らは、日本へ行けば、簡単にお金をつくることが

できる、貧乏から脱したいなら、ぜひ日本へ行くべきだと言いました。そこで、私は、

日本に出稼ぎに行くことを決意しました。なお、日本に行ってするのがいわゆる売春

か性風俗の類であることは知っていましたが、貧しくて学校も行かず、特に技能のな

い私がお金を稼ぐとしたらそれぐらいしかないので、その点は割り切って考えており

＊１１ Informe Regional de Desarollo Humano del Eje Cafetero，Un pacto por la region（「コーヒー枢軸の人道的発展に

関する報告書」国連開発計画・２００４年７月８日）

＊１２ ２００３年２月に警察が行ったストリップ劇場の一斉取り締まりの際には、１４歳の者も逮捕されている。２００３年３月１

日付 International Press

＊１３ 前掲 Informe Regional de Desarollo Humano del Eje Cafetero もこの地域における識字率の低下について指摘して

いる。

＊１４ Combating Child Prostitution in Colombia，Garry Leech，２００２年４月２９日によるとコロンビアでは３５，０００人の子ど

もが売春に従事している。

＊１５ なお、Salud sexual y reproductiva en Colombia（Profamilia，ano２０００）によると、コロンビア全体では、毎年約

４０万人の少女が妊娠をしている。２００３年４月１６日付El Tiempo。ちなみに人口がコロンビアの約３倍の日本では１９歳以

下による出産は２００２年で年間２万人強に過ぎない。厚生労働省人口動態調査より。
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ました。その後、私は、友達に紹介してもらったAというコロンビア人女性に頼み、

日本行きの手配をしてもらいました。」（来日時２０歳）

「１９９×年に私は中等学校を卒業しました。卒業後は雑貨店でアルバイトなどをしま

したが、コロンビアにはほとんどまともな仕事がありませんでした。私は、病弱で苦

労をしていた母のために家を買いたいと考えていましたし、幼い弟たちの学費も払わ

なければなりませんでした。また、自分自身も勉強をして看護婦になりたいと思って

いました。貧しい私にはどれも払えないくらいのお金がかかる夢でしたが、何とかし

てお金を稼ぐ方法がないものか、といつも考えていました。その頃、近所に住んでい

た私よりも１０歳ぐらい年上の女性から、日本に行って働いてみてはどうか、と言われ

ました。その人から、日本に行って、お店で、男性に性的なサービスをすれば、６か

月後には家を買って、弟たちの学費を出して、自分が看護婦になるための学費を出す

くらいのお金は十分に残る、と聞きました。

日本に行くためには、飛行機のチケット代と、彼らへのコミッションを払う必要が

あるのとのことでしたし、裸になって仕事をすることには大変な抵抗を感じましたが、

コロンビアでこのまま生活していても、全く私達には未来がないのは明らかでしたか

ら、私は、６か月我慢して、私だけでなく家族みんなが幸せになることができるなら

ば、と思い、その誘いに乗ることにしました。なお、この時、私は１８歳で、外国に行

ったことはありませんでしたので、ビザの問題については何も考えていませんでした。

ただ、その国の外国について追い返されなければ問題ないんだろう、くらいに思って

いました。」（来日時１８歳）

「１９９９年のある日、知人の一人が、日本に行ってみないか、と持ちかけました。そ

の人は、日本はコロンビア人にはすぐに３か月のビザをくれるいい国だ、その間、人

にお酒を注いだりして働けば、お金がたまる、と言っていました。私は、フィンカ（農

園）の暮らししか知らないので、日本は中国と一つの国で、忍者がいて、お金持ちら

しい、程度の認識しかなかった。そして、３か月でお金が貯まるなら日本に行ってみ

たい、お金があればもう一度学校に行き、少しはマシな仕事につけるかも知れない、

と思ったのです。早速、私は、知人の紹介であるコロンビア人女性にコンタクトを図

った。その女性は、５００万ペソ（約２，０００ドル）の金がかかるが、それは日本で働いて

返済すればよい、と説明しました。そこで私は、早速彼女に日本に連れて行ってくれ

るように頼みました。数日後、私は、生まれて初めてリサラルダ県の外に出て、セサ

ル県へと行きました。そして、ある町で、とあるペルー人男性と、コロンビア人女性

の子として、あらためて出生登録をしました。私は、１９８×年生まれの別人に生まれ変

わり、その日のうちに旅券を取得しました。」（来日時１６歳）

日本に来るきっかけは、新聞広告（求人広告）など、結婚斡旋会社の勧誘なども

あるとされるが、多くの場合は、他のコロンビア人、特に女性からの紹介、勧誘で

ある。

紹介、勧誘する女性のほとんどは、過去に人身売買の被害者として来日経験があ

る。その後に強制送還で帰国してコロンビアで暮らしている者もいれば、日本人等

と結婚して、在留資格を取得し、日本とコロンビアを自由に行き来できる点を活か

して紹介・勧誘役を務める者もいる。日本で生活している紹介・勧誘役の中には、
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特定の業者と癒着して女性の勧誘を業として行っている者もいれば、通常は人身売

買と無関係の平穏な生活を送りながら、いわゆる「小遣い稼ぎ」として単発で勧誘

役に関わる場合もある。また、姪など自分の親戚を誘う場合も少なくない。勧誘役

の女性は、多くの被害女性に海外渡航の経験が乏しいことから、トランジットの際

のトラブルを避けるため、また日本の入国管理の際に被害女性の入国目的を知人訪

問等と説明するために、コロンビア出国から日本上陸まで女性に付き添う場合があ

る。

これらの女性は、日本での仕事をウエイトレスあるいはホステスと説明する場合

もあるが、少なくとも上記４２件の大半について、売春もしくは売春類似の性風俗で

あることは伝えられていた。但し、その労働条件、特に後述する「借金」について、

事前に詳細に説明をされているケースは皆無であった。また、勧誘した女性に日本

行きを納得させるために、洋服等を与えて歓心を引く例もあるという＊１６。

コロンビアの場合、１８歳未満の者が国外に出るには親権者の同意が必要とされて

いる。そこで、１８歳未満の者の出国に際しては、旅券が偽造されるのが一般である。

また未成年者に限らず、コロンビア旅券では日本の入国に際してトラブルが発生す

ることから、他国の旅券がしばしば用いられる。実際に確認しただけでも、スペイ

ン、アルゼンチン、メキシコなどコロンビアと同様にスペイン語を公式言語とする

国のみならず、イタリア、オーストリアなどの場合もあった。

（エ） 日本に上陸、そして上陸した後の生活

「私は、１９××年×月×日、在留資格『短期滞在』、在留期間『９０日』を得てAと

ともに成田空港より上陸しました。来日するとすぐに旅券を取り上げられ、私は、A

の友人のところへ連れていかれました。場所については、全く覚えていません。私が

Aの友人のところへ到着して約１時間ほどたった頃、一人の日本人男性がやって来ま

した。

私はその男性の人相の悪い顔を見て、とても怖くなりました。彼の名前は、Kとい

いました。Aは、私に、これからKのところで働いてもらう、売上の中からKには

相当なお金を払わなければならない、とも言いました。私は、Kが怖かったので、彼

のところで働くことに抵抗を感じました。しかしながら、初めて来た国で旅券も取り

上げられ、Aの言うことに逆らえるはずもありませんでした。私は、半ば、Kに売ら

れたような形で彼について行きました。」（来日時１８歳。なお、Kは２００３年１１月に職業

安定法違反で逮捕されたが、不起訴処分となっている。）

「１９××年×月×日、私は、日本に着く前に韓国でトランジットをしました。その

際に、空港の外のホテルで、予め言われていた日本人と会いました。その男性は『H』

という３０がらみの男性でした。その男性は、名前は思い出せませんが、コロンビア人

の女性と一緒でした。彼から、スムーズに日本に入国するために、その男性と一緒に

行くように、また日本に着いたら彼らのへのコミッションの手続きのために必要だか

ら、その男性に旅券を渡すように、と言われました。私は素直にその指示に従いまし

た。こうして私は、同日、在留資格『短期滞在』在留期間『９０日』を取得し、成田空

＊１６ ２００３年６月２１日付 Semana

第１節 人身売買

－ 240 －



港より日本に上陸しました。空港から出ると、まずその男性に旅券を渡しました。そ

して彼に新宿まで連れていかれました。新宿には、韓国で会ったのとはまた別のコロ

ンビア人の女性が居たのですが、その女性から、初めて、私がこれから田舎のお店に

『売られる』こと、借金が４００万で、それを返済しなければならないこと、を告げられ

ました。私は『売られる』と言う言葉に大変なショックを受けて、怖くなって国に帰

りたいと思いましたが、旅券を取り上げられていたので、どうすることも出来ません

でした。そのまま私は、I県にあるお店（デートクラブ）に連れていかれ、早速客を

取らされました。情けなくって涙が出てきましたが、その翌日には、４００万というのが、

４００万ペソ（当時のレートで１９２，０００円）ではなくて、４００万円であることを知り、さら

にショックを受けました。しかしながら、既に私は彼らの完全な管理の下にありまし

たので、私には何の抵抗も出来ませんでした。

そこでの生活は大変辛いものでした。覚悟していたとは言え、知らない男性とセッ

クスをするのはとても嫌でした。またそこでは日本人の男性と台湾人の女性が、私た

ちコロンビア人女性の管理をしていたのですが、私達は客以外と外出することは全く

許されず、遅刻した、ゴミの出し方が悪いと言ってはペナルティと称して金を取られ、

幸い私自身はその被害者になったことはなかったのですが、何か彼らの気に食わない

ことがあると、殴る、蹴るの暴力を受けました。

そんな生活を送っているうちに、最初に定められた在留期間９０日は超過してしまい

ました。当時、まだ私の手元には旅券はなかったのですが、最初のビザが切れること、

それが日本の法律に違反しているくらいのことは分かりました。ただ、当時は余りに

も辛い生活だったので、そのことを深刻に考える余裕はありませんでした。６か月を

ちょっと越した頃、彼らが言う『借金』の返済を終えることができました。私は管理

売春から解放され、旅券も返してもらうことができました。しかしながら、その時点

で、私の手元には、お金は全く残っていませんでした。私は、これでは何のために日

本まで来たのか分からないので、最初考えていた６か月を超えて、しばらく日本で働

きつづけることに決めました。

こうして、１９××年×月ころ、私は、同じデートクラブで働いていたコロンビア人

の女の子と一緒に、東京に行き、知人の紹介で、デートクラブで働き始めました。仕

事は相変わらず嫌なことばかりでしたが、東京の都会的な雰囲気は気に入りました。

それに、連中に『借金』を払わなくてよくなったために、月１５万円ぐらい送金するこ

とができたので、そのお金で幼い弟たちも学校に行くことができ、病弱な母も市場で

のつらい肉体労働を辞めることができました。コロンビアに帰ると、こんなお金を私

が稼ぐことは到底不可能ですから、私はこの頃から『いつ帰る』といったことはまっ

たく考えなくなったのです。」（来日時２０歳）

「O駅で、私は５人の日本人男性に取り囲まれました。男達は２０代から４０代、派手

な色のシャツを着ている者やサングラスをしている者もいました。人相がマフィアみ

たいで恐かったから、私、やっぱりコロンビアに帰りたい、って言ったの。すると、

コロンビアからの長い旅の間、優しく私の世話をしていたコロンビア人女性Bの態度

が急に変わった。『帰るって？冗談じゃない、今更何を言ってんの。あんたはね、もう

この人達に売られたんだよ。借金は４，５００ドル（当時のレートで約５００万円）、全部返す
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まで逃げられないからね。しっかり稼いでさっさと返しな。それがあんたのためだよ』

って。借金は５００万ペソ（同じく１，７００ドル）のはずじゃない、と叫び出したくなった

けど、恐怖のあまり声も出なかった。そのまま私は電車に乗せられて、H県のある市

まで行き、そこのストリップ劇場まで連れて行かれた。到着するや否や、早速ショー

に出演することになった。ショーの前に、仕事の内容について既にそこで働いていた

コロンビア人女性が手短に説明してくれました。服を脱いで適当に踊って、自分のこ

とが気に入った客がいたらその男と寝る。…その後、日本中を回ったの。福山、宮崎、

鹿児島、横浜、蕨、川口、船橋、山梨、いわき、青森、新宿…ストリップ劇場のセッ

ションを単位に、１０日から１４日ごとに町から町へ渡り歩く毎日。チンコなめるくらい

はさせられると思ってたけど、こんなに毎日売春させられるとは思っていなかった。

それにこの借金。聞いてないよ、こんな金額！そのうえ、やれ遅刻した、やれゴミを

出し忘れた、と何かにつけてペナルティ、ペナルティでどんどん引かれちゃう。いく

ら稼いでもちっとも手元に残んない。」（来日時１６歳）

日本に到着したコロンビア人は、たいていの場合、その場で逃亡防止のために旅

券を取り上げられる。

そして、マニージャと呼ばれる役割の人間に引き渡される。「マニージャ」とは、

その語源についてスペイン語の「手錠」を意味する語“manilla”とも、英語の“man-

ager”とも言われるスラングで、女性の手枷足枷として日常生活を隅々まで監視

し、逃亡を防止するのが主たる役目であるが、さらに女性の受け取った金額の回収

や、売春業者との連絡・調整まで受け持つことが多い＊１７。マニージャは日本人であ

ったり、コロンビア人であったり様々であるが、コロンビア人の場合は、元人身売

買の被害者であった場合や、その元被害者の兄弟姉妹である場合も多い＊１８。

業者の主張する「借金」は、４００～６００万円というケースが大半で、これより高い

場合も安いケースも少ない。なお、コロンビア人の場合は、「借金」の額が他の国

に比べて高額に及ぶことが多いとされている。それは渡航に金がかかること（コロ

ンビア人はたいてい査証免除協定を利用して日本に上陸しているが、日本からは距

離が遠く直行便もないうえ、アメリカ合衆国を通過できないことから～アメリカ合

衆国は、コロンビア人に対して、２００１年３月２９日より、「不法滞在者、不法入国者

が多すぎる」という理由でアメリカ合衆国を経由して第三国へ乗り継ぎする旅客へ

のビザ免除プログラム（TWOV）の適用を排除しており、かつほとんどビザを発

給しない～、ヨーロッパ周りのルートを選択している。） があるが、それを考慮

しても、女性一人当たり数百万円の金額が関係者に転がり込むのであるから、利幅

は極めて大きい。

女性が働く場所は、彼女たちが「テアトロ」と呼ぶストリップ劇場が多い。ステー

ジでストリップをして仕事が終わるわけではなく、ステージ上で観客の面前で＊１９、

あるいは個室で客とセックスをする。また「デートクラブ」に勤務する場合もある。

＊１７ 細かな役割分担がされている場合もある。

＊１８ ２００３年６月１５日に、日本から強制送還され、ボゴタの空港でコロンビア当局に人身売買で逮捕されたコロンビア人

女性は、３人の兄弟とともに４００人以上のコロンビア人を日本に連れて来て管理して、月に８０，０００ドルを稼いでいたが

（前掲 Semana）、彼女も元は人身売買の被害者だった。
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この場合は、客が電話で連絡を取ってカタログで女性を選びホテルに行ってセック

スをする。街娼として働き、あるいはソープランド、ファッション・ヘルスのよう

ないわゆる店舗型の風俗に従事するのは、業者の主張する「借金」の返済が終了し

たケースが、比較的多い。

業者の管理下に置かれるコロンビア人の場合、性風俗に従事して得られる「給料」

は、４０～５０万円とされている。ほぼ連日売春をするケースも考えると、この給料は

相当に安いと言えるだろう。その金額のうち、１０万円程度が日常生活費として差し

引かれ、ここから女性に２～３万円の小遣いが渡されることがある＊２０。残額のほと

んど全部は「借金」の返済に充当される。したがって、返済にかかる期間は、順調

に仕事をこなしている限りで、８か月～１年強で、この期間は、ほぼ「ただ働き」

ということになる。もっとも、返済の途上でさらに一方的に「借金」が増額される

事案が多数存在し、稼ぎが悪い場合なども、この期間が伸びる。

要するに、この間の生活は、およそ非人間的な生活を強いられており、「奴隷状

態」と表現しても過言ではない。

「借金の返済」でトラブルが生じたために殴る、蹴るの暴行を受けた事例は珍し

くない。上記の事例の中でも、殴られて顔面を骨折した被害者が複数存在し、さら

に逃亡を図りペンチで歯を抜かれた女性を知っている、という証言も得られた。ま

た、本国の家族がコロンビアの組織から脅されて、転居を余儀なくされた事例も存

在する。

報告者の受任した事件の中には、１７歳の少女が仕事で妊娠したものの「借金」の

返済が済まないことから妊娠中も客を取らされ、C県のデートクラブの管理から解

放された１４日後にK県で出産した事例も存在した（この少女は、その後、ファッ

ション・ヘルスで働きながら子を養っていたが、入管法違反で逮捕され、一時仮放

免を得たものの、最終的には父親不明の子とともに強制送還された。）。

こうして過去１５～２０年間に人身売買で来日したコロンビア人はある推計によると

１万５０００人に達するという＊２１。

ウ タイ人女性の場合

（ア） 送出国の事情

１９９７年に、日本での就労経験（主に性関連産業）があり、タイ北部の二県（チェ

ンライ県、パヤオ県）の村に戻ったタイ人女性５３名を対象に、日本へ行くまでの状

況や帰国後の生活の問題点などを調査した斉藤百合子の報告によると＊２２、１９５０、６０

＊１９ この行為に大変な屈辱と精神的衝撃を受けたと証言する被害者はたいへん多い。前掲“Mujeres de Fuego”１４４頁

には、ジャンケン（“yankin pull”）で勝った男性がステージでコロンビア人女性とセックスをする様について書かれて

いる。その他１９９７年５月４日付 International Press“Jan―ken―pon，un juego sexual humillante y repulsivo”（ジャン

ケンポン、屈辱的でおぞましい性的な遊び）など。

＊２０ ２００４年６月１３日付琉球新報によると、那覇市で２００４年５月３０日に摘発されたケースでは、女性らには劇場から１カ

月の給与として、約４５万円が支給されていたが、そのうち約３０万円がコロンビア側の密航ブローカーへ、約１２万円が日

本側のあっせんブローカーへ流れていた。手元に残った金額は最終的に約３万円だったという。

＊２１ 米国務省のジョン・ミラー人身売買監視対策室長が在日コロンビア大使館から聞き取りした結果。２００４年２月２７日

付毎日新聞。なお２００４年３月２９日付 Semana は海外で売春をしているコロンビア人を４５，０００人から５０，０００人とするコロ

ンビア当局の集計を紹介し、Fundacion Esperanza は被害者女性の行先の１２．５％を日本としているので、この数字もあ

り得ない話ではない。
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年代に幼少期を送った女性の場合、当時のタイの経済状態を反映して＊２３、幼少期の

生活は厳しく、家族の窮状を救うため、親の合意の下で、半ば強いられて村から連

れ出されてバンコクなど都会の売買春ビジネスに送り込まれるケースが多かった。

斡旋人（ローカル・エージェントもしくはリクルーター）は、借金で首が回らなく

なった家庭や、器量のいい少女がいる家庭などを中心に、娘たちを都会の「職場」

で働かせるよう説得に回り、合意した両親にはまとまった前金が渡され、少女たち

には家族に渡された金額の２倍から３倍の金額が「借金」として課せられたという。

しかし、その後、たとえば、都会に働きに行った女性たちの垢抜けた姿を見た村

の少女たちのなかには、両親の合意を得ずに、好奇心で誘われるままに村を出て都

会に赴く者も出現する。また、７０年代後半から８０年代にかけて、若い女性の身体が

大金を生み出すことを知った家族が、家の新築や家電製品の購入、農地拡張からバ

イクや車などの購入のため娘を売るという現象まで現れるようになった。２０００年代

になってからは、奨学金の返済という来日理由も見られるという＊２４。

こうした女性をターゲットに、急増する国内外の買春需要に応える斡旋ビジネス

が盛んになっていく。斡旋人たちは、国境を越えて、南部タイからマレーシア、シ

ンガポールヘ、バンコクからは香港やヨーロッパ諸国や日本へ、女性の斡旋範囲を

広げていった。女性たちには、海外就労がタイおよび渡航先の出入国管理法や労働

法などさまざまな法律に抵触すること、行き先の国での言語や生活習慣の違い、ま

た、タイ人女性に対する差別や偏見、さらに前借金に縛られた隷属的な扱いなど、

国外で予想される労働の現実についてほとんど事前に知らされることがなかった。

（イ） リクルーターとの接触から日本入国まで

リクルーターとは女性に日本行きを誘う斡旋人のことである。リクルーターは、

たいていの場合、女性たちの顔見知りであったり、同郷の友人、知人、親類だった

りする。さらにタイ国内の性関連産業へ女性を周旋していた斡旋人が外国行きを誘

うリクルーターとなることもある。リクルーターがもっとも声をかけやすいのは、

すでにマッサージパーラーやナイトクラブなどで働き売春経験のある女性であるが、

ナイトクラブ、カフェ、キャバレーなどの歌手やモデル、レストランのウエイトレ

スなどサービス産業で働いている女性たちにも声をかけることがある。

リクルーターは、日本行きを了承した女性たちをエージェントのもとへ連れて行

く。エージェントの役割は、リクルーターが連れてきた女性に対して、旅券を含め

た偽造書類を作成したり、複雑な出国ルートを手配したり、入国時に就労目的だと

疑われないように夫婦での観光旅行を装うため同行者を手配するなどである。

エージェントによってリクルーターが連れてきた女性を「商品」として審査する

こともあるという。顔はもちろん、胸を触ったり、お腹の妊娠線をチェックしたり、

膣の状態まで確かめられ、審査によっては、女性たちはまぶたや鼻の整形手術を受

＊２２ 前掲「人身売買と受入大国ニッポン」４０頁。以下タイ人に関する報告は特に注釈がない限り同書による。

＊２３ 国家経済社会開発局が発表した１９６３年の貧困ライン以下の人口比率は、タイ北部では６５％、さらにタイ東北部は７４％

で、全体として国民の半数以上が貧困ライン以下の状態にあったとされている。

＊２４ 女性の家“サーラー”の新倉久乃の報告。前掲「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」２５頁。タイでは、１９９７

年の経済危機後、政府が積極的に奨学金政策を行ったことの影響があると分析されている。
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けるという。そのほかに、日本語会話や日本人相手の接客マナーを訓練したり、日

本での空港の入国審査の際に必要な英会話を教育することもある。

渡航手続きは、就学目的でビザを取得し旅券を偽造して入国させたり、観光目的

の団体旅行の一員として入国させ、実際に数日間日本での観光を楽しんだ後に女性

参加者の何人かをスナックなどに送るなど巧妙化している。エージェントは渡航

ルートを確定すると、女性たちに同行して出国や入国手続きの書類記入などを行い、

日本側で待つ人に確実に引き渡すためのエスコートを手配する。エスコートは女性

の逃亡防止のために、女性たちからパスポートを取り上げる。空路のエスコートは、

女性と夫婦に見せかけるタイ以外の国籍の男性であることも少なくない。アメリカ

人や、ときには日本人がエスコート役となることもある。ときに年配の女性の場合

もある。裕福な家庭の親子に見せかけて、観光旅行、もしくは就学ビザをもった「娘」

の留学の付き添いを装って入国した経験があると語った女性もいたという。入国審

査を無事に終え、空港にタイ人女性を迎えに来ているブローカーに女性を引き渡し

てエスコートはその任務を終了する。

（ウ） 日本入国後の生活

バンコクのエージェントと連絡をとりながら空港で女性たちを受け取り売春スナ

ックなど風俗営業店に斡旋するのが日本側のブローカーである。ブローカーは日本

人の場合が多いが、暴力団組織と関係した外国人の場合もある。ブローカーは、自

分の関係している風俗営業店と常に連絡をとり、どこの店でホステス、売春婦が何

人必要かを把握し、派遣の約束を取り交わす。女性たちが到着すると、契約した風

俗営業店に女性を運ぶ。

工場や食堂で働くと聞かされてきた人にとっては、まったく違う現実に直面する

ことになる。売春の仕事であることを聞かされてきた人でも、３００～４００万円という

莫大な「借金」を返済しなければならない上に、店を変更できないこと、仕事を欠

勤する自由もないことなどは知らされていない。

風俗営業店には、たいてい、店の経営者とママの二人の管理側の人間がいる。女

性たちには元手がかかっているので、経営者は彼女たちに逃げられては困るのであ

る。女性たちを管理するのがママの役割である。ママは経営者の配偶者や愛人であ

ることが多く、元ホステスから「出世」したタイ人や台湾人である場合が少なくな

い。同じ立場で以前に強制売春や前借金を経験した女性が、今度は中間管理職とし

て同胞を管理する立場に立つ。そのことによって女性たちから直接憎悪を受けるな

ど、非常に危険な立場にたつ＊２５。

こうして管理された状態で売春をする女性たちの日常生活には、さまざまな禁止

事項がある。一般に無断で外出をすることは禁じられている。カメラが設置されて

日常的に監視されていた事案もある。さらに、「逃げてもヤクザを使って捕まえる。」

「借金の返済が遅れたら、ここよりもっと過酷な売春宿に売り飛ばすぞ。逃げたら

全裸写真をばらまいて暴力団に追いかけさせる」などと言った精神的な脅迫を受け

る場合も珍しくない。

＊２５ 脚注＊１の事件を参照。
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こうして人間としての尊厳を踏みにじられて精神的にも追い詰められた女性の中

には、逃亡や反抗を試みるものもあるが、ほとんどの女性たちは、逃亡や反抗をす

ることをあきらめ、逆に自らを現在の状況に順応させて生き延びようとする。睡眠

薬やアルコールで、悲しみや怒りなど自分の感情をマヒさせたり押し殺したりして、

やりきれない状況を乗り切ろうとする。麻薬中毒になり、再起不能になる人、精神

的に異常をきたす人も少なくない＊２６。

�３ 人身売買被害について考える際に押さえておくべきポイント

人身売買に対する対策が、�被害者保護、�加害者処罰、�社会・経済的観点からす
る予防策の３つの柱からなるべきことについては、概ね異論がないと思われる。

だが、これらの対策を具体的に考える前に、人身売買被害の実例を踏まえて、押さえ

ておくべきポイントについて提唱したい。

ア 社会経済的観点からする施策の重要性

まず、人身売買被害が、決して人身売買業者が作り出したものではなく、日本を初

めとする先進国と発展途上国との圧倒的な経済格差（相対的貧困）及び（又は）送出

国の社会・経済の危機的状況（絶対的貧困）の中で発生した現象であることを理解し

なければならない。したがって、人身売買被害は、日本人も含めた性風俗に従事する

女性一般の問題であるというよりは、移民労働者の問題であり、発展途上国の貧困の

問題である。

仮に人身売買被害について、「わが国に来なければそれでよい」という態度を取る

のであれば格別、その根本的な解決を目指すのであれば、人身売買業者の処罰といっ

た刑事司法的対応では全く不十分である＊２７。結局、自国でさらに過酷な状況で売春に

従事するか、別の国に行くだけである。さらに、被害者の保護といった社会福祉的観

点からする政策でも十分でない。これでは新たな被害者が生まれることを防ぐことが

できない。いかに困難な道であろうとも、根本的な原因たる経済格差と貧困の解消を

志向するものでなければならない。彼女らの客は、日本の一般市民たる男性であり、

彼女らを引き寄せているのは、送出国と私たちの国の圧倒的な格差である。人身売買

業者ばかりを「加害者」と捉えるのではなく、私たち一人一人がこの問題について当

事者であるという意識を持たなければ、いかなる施策も失敗に終わるであろう＊２８。

イ 被害者像の固定化の忌避

被害女性は、あるときは欺瞞され、あるときは脅迫され、あるときはその与えられ

＊２６ 新倉久乃は、人身売買被害のタイ人について、送出国の状況の変化もあり、日本での仕事の内容をまったく知らな

いということは少なくなっているとしながらも、現実の借金と厳しい管理の中で耐えられなくなって勇気を振り絞って

逃げるというのが現状であると強調する。前掲「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」２６頁。

＊２７ 前掲２００４年８月１７日付朝日新聞記事によれば、「政府はこの議定書（人身売買議定書）の批准に必要な法整備を検

討しており、４月に関係省庁連絡会議を立ち上げ、取り締まり強化、被害者の保護策なども検討している。」とのこと

である。

＊２８ グアテマラ、メキシコに長く在住したジャーナリスト上野清士はメキシコにおいて少女売春、特に１５歳以下の子が

強いられている性的搾取の被害者のほとんどは先住民出身であるとしたうえで「生きるため、家族を養うために売春を

するしかない少女たちに…別の仕事を探せ」というのは「空言」であり、「彼女たちに必要なのは…糊塗を凌ぐ具体的

なカタチ、金銭的な裏付けである。…彼女たちが納得する仕事を用意することでしかない。それもできずに『売春は悪

だ』というのは空念仏に過ぎない。」とする（「南のポリティカ」ラティーナ２００１年５月）
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た社会・経済的条件に規定されながら、懸命に自分の意思で行動している。

被害の態様は、国や社会の状況、出身階層や家族関係等、一様ではなく、同一人の

中でも、時と場合によって、様々な選択がありうる。したがって、一定の「人身売買

被害者」像を固定的なものと捉え、たとえば売春をすることを予め知っていたか、偽

造の旅券で上陸することを承知していたか、売春に従事する際に物理的に抵抗不能の

状態におかれていたか、などと言った、単純なメルクマールを設定して、人身売買被

害者に該当するか否かを判断する手法には、十分警戒してあたらなければならない。

また、仮にこれらの要件を加害者に関する処罰対象の画定のために一定限度で用いる

としても、そこからこぼれ落ちた女性について保護が一切不要であるなどと判断して

はならない。

人身売買被害者にとってもっとも必要なのは、主体の回復である。尊厳ある人生を

送るために、再び人身売買被害に陥らないために、真に主体的な選択を可能にするた

めの物質的・精神的条件の整備が、被害者に対する保護策の中心となるべきで、一時

的に組織の追及から逃れることができればそれでよし、というわけではない＊２９。

ウ 包括的な加害者対策の必要性

人身売買はリクルート、書類の偽造、渡航の斡旋、風俗業者への売渡し、金の回収、

逃亡の防止の全体からなるひとつの産業として行われ、各仕事について綿密な役割分

担がされている。したがって、加害者処罰を考える際には、対策は、これらにかかる

すべてを対象とした包括的なものでなければならない。

２ 現行法における対応

それでは、現行法のもとでは、被害女性はどのような取り扱いを受けているのか、また

人身売買業者に対してどのような措置が行われているのか＊３０。以下、概観する。

�１ 被害者の処遇

現行法上、人身売買被害者が「被害者」として扱われることはまったくない。

「被害者」ゆえに公的保護を受けることなく、ほとんど全てのケースで刑罰法令によ

＊２９ そもそも、「人身売買被害者」とひとくくりにされる女性の全部を、不平等な経済開発の単なる「受動的な被害者」

であり、単なる「性的奴隷」として扱うのは、正確ではない。多くの被害女性が、日本で性産業に従事する初期の段階

では、業者の拘束の元で極めて非人間的な生活を送りながらも、その拘束から逃れた後も、不法滞在者としての不利な

地位を受け入れて、本国での低賃金を拒否して日本に残り、自分と家族に本国レベルでの「最低限の生活」以上の生活

（たとえば本国に店を持つ、親に先進国なみの医療を受けさせる、子どもや兄弟に高等教育を受けさせるなど。）を実

現するために、なお日本で性産業に従事している現実がある。人身売買被害者と国境を越えたセックスワーカーの概念

は相対的であることを認めなければならない。人身売買被害が、単なる業者を加害者とする犯罪被害ではなく社会の構

造的な要因から生じた問題であるとする限り、彼女らのそのような行動様式は「人身売買被害者」であることとは必ず

しも矛盾しないし、彼女らの中に「自律的な主体としての女性出稼ぎ労働者」、「国際移動を利用して自分や家族の生活

を改善しようと自律的に闘っている女性」としての側面を見出さないわけにはいかない（前掲「売る身体／買う身体」

２３９頁以下。同書は、その点を明らかにして、出稼ぎ女性に対する見方の転換、売春の非犯罪化などを主張している。）。

なお、こうしたセックスワーカーたちの（自己決定権を含む）人権を認める権利運動から学ぶべき点は少なくないが

（Transnational Prostitution : Changing Patterns in a Global Context，Susanne Thorbek，Bandana Pattanaik，Rout-

ledge）、何度も強調するとおり、人身売買は、貧困問題と切り離すことができず、限られた選択肢しかない彼女らの問

題を、抽象的な性に関する自己決定権の議論に還元できるものではないのは当然である。

＊３０ 前掲「人身売買と受入大国ニッポン」２０３頁以下、２５５頁以下参照。
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る処罰及び入管法に基づく退去強制手続の対象とされている。

ア 刑事処罰

（ア） 入管法違反

まず、被害者の多くは、偽造旅券で入国しているか、在留期間を超えて滞在して

いる場合がほとんどである。したがって、警察に発見されれば、入管法違反で逮捕

される（入管法７０条１号、５号）。

逮捕後は起訴猶予になる場合もあるが、起訴されれば裁判で有罪判決を受ける（来

日が初めてであれば、ほとんど全ての事件で執行猶予付判決である。）。

被害者が日本に不法滞在するに至る経緯については、被害者に法違反の意識が欠

如している場合や、自ら期間内に帰国したいと考えていたものの、業者に日常生活

を管理された状態でどうにもならなかった場合、帰国の費用もままならなかった場

合等、様々な事情がある。しかし、そのような彼女らの言分は、情状として考慮さ

れることはあっても、犯罪の成否に影響を与えることはない。

（イ） 売春防止法違反

被害者が街頭等で買春者を勧誘した場合は、公然勧誘罪が成立し（売春防止法５

条）、被害者は処罰対象とされる。

（ウ） 公然わいせつ罪（刑法１７４条）

被害者がステージでセックスをした場合に適用された事例がある。

（エ） その他

虚偽名義の旅券の使用について私文書偽造・同行使罪（刑法１５９条）、日本人との

偽装結婚について公正証書原本等不実記載罪（刑法１５７条）などが考えられる。

イ 退去強制手続

被害者の大半は、他人名義の旅券で上陸したか、あるいは在留期限を超えて日本に

滞在している。これらはいずれも退去強制事由である（入管法２４条１号、４号ロ）。

また、「売春に直接関係がある業務に従事する」場合も退去強制事由に該当する（入

管法２４条４号ヌ）。こうして、人身売買の被害者のほぼ全員が、退去強制手続の対象

とされる。

被害者に対する権利としての、一時的または長期的な在留資格の付与制度はない。

日本人若しくは在留資格のある外国人の配偶者である場合、日本人の実子を養育監護

する親権者である場合に、在留特別許可（入管法５０条１項３号。なおいわゆる７３０通

達＝「日本人の実子を扶養する外国人親の取り扱いについて（通達）」法務省入国管

理局長・１９９６年７月３０日参照。【→資料③－１】）の可能性があるに過ぎない。

ウ 被害者に対する保護策の欠如

公的シェルターとしては売春防止法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律に基づく婦人相談所があるが、言語の問題や生活費の問題もあり、現実の

受入は困難である。

人身売買被害者を受け入れる民間シェルターとして前掲脚注＊３のHELP（東京）、

サーラー（横浜）があり、いずれも献身的な保護を提供しているが、在留資格のない

被害者のためには公的助成もないうえ、人身売買被害者の数に比べて規模は十分でな

く、財政的には大変厳しい。
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生活保護については在留資格のない外国人は１９９０年１０月の厚生省口頭指示により完

全に排除されており、特定の自治体で日本人の子どもを養育監護している場合に認め

られているにとどまる。そのほとんどが適法な在留資格を持たない人身売買被害者に

適用されることはない。

国民健康保険については１９９２年３月３１日付厚生省保険局国民健康保険課長名で、「外

国人に対する国民健康保険の適用について」（以下「本件通知」という。【→資料⑦－

１０】）によりもともと在留資格のない外国人について被保険者資格を認めない運用が

なされていたが、２００４年６月８日改正後の国民健康保険法施行規則第１条１号で改め

てその旨が定められた。

�２ 加害者に適用される国内法

ア 人身売買に関する行為を処罰する規定とその適用状況

２００４年９月の時点で、「人身売買」を定義し、一般的にこれを禁止し処罰する規定

はない＊３１。以下のとおり、限定された状況で適用されうる規定が存在するのみである。

（ア） 刑法

刑法２２４条の未成年者略取誘拐罪、同２２５条の営利目的等略取誘拐罪は、「暴行又

は脅迫を手段として、又は欺罔又は誘惑を手段として（誘拐）、人をその従来の生

活環境から離脱させて自己または第三者の実力支配内に移す」行為を処罰する。ま

た、これらの被害者の収受については被略取者収受罪（刑法２２７条）がある。

しかしながら、略取・誘拐罪については、処罰の対象となる行為が狭く、被害者

の社会経済的な立場を利用し、あるいは手口が巧妙化している人身売買の実態から

すると、これらの規定で人身売買の加害者を効果的に処罰することはできない。

その他、被害者を管理下においた状況での具体的な加害者の行為次第で、暴行、

傷害、脅迫、強要、逮捕監禁等の各罪が、被害者に偽造旅券を用意し、偽装結婚を

あっせんする場合等の加害者の行為について文書偽造、同行使、公正証書原本等不

実記載等の各罪が、それぞれ成立しうる。しかしながら、これらについても、立証

の困難さなどから、実際に適用がありうるのはせいぜい文書偽造罪関係に限られる

だろう。

（イ） 児童買春等禁止法、児童福祉法、青少年保護育成条例

児童買春等禁止法第８条は、児童を児童買春における性交等の相手方とさせた者

については、１年以上１０年以下の懲役とし、当該目的で、外国に居住する児童で略

取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民につい

て２年以上の有期懲役と規定するとともに、その未遂を処罰する。

また児童福祉法３４条は「児童に淫行をさせる行為」（６号）、「前各号に掲げる行

為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれの

ある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれ

があるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為」（７号）、「児童が四親等内の児

童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか又は家

＊３１ 脚注＊８参照。
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庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児

童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に

置く行為」（９号）を禁止し、同法６０条はこれらの行為についての罰則を規定する。

また各県のいわゆる青少年保護育成条例には、適用可能な規定がある（例えば「青

少年に対して…みだらな性行為、わいせつな行為若しくはとばくが行なわれ…、又

は青少年がこれらの行為を行なうことを知って場所を提供し、又は場所の周旋を

し」た行為について処罰する山梨県青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

１３条）。

（ウ） 労働関係法

労働基準法５条（強制労働）、６条（中間搾取）、１７条（前借金相殺の禁止）、職

業安定法６３条（精神身体の自由を不当に拘束する手段による、又は公衆衛生上・公

衆道徳上有害な業務に就かせる目的での、職業紹介・労働者の募集供給）、労働者

派遣法５８条（公衆衛生上・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での派遣）の規定

が適用されうる。

（エ） 売春防止法、風営法

売春防止法６条（周旋等）、７条（困惑等による売春）、８条（対償の収受等）、

９条（前貸等）、１０条（売春をさせる契約）、１１条（場所の提供）、１２条（売春をさ

せる業）、１３条（資金等の提供）は、人身売買を業とする行為の多くの場面に適用

可能性がある。

また、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律１８条の２（接客従業員に

対する拘束的行為の規制）も適用されうる。

（オ） 入管法

在留資格のない被害者を就労させたことに関して罰則がある（不法就労の助長

罪・入管法７３条の２）。

いずれの規定についても、適用事例はないか、あっても極めて少ない。これらの

罪は性質上立証に困難があり、加害者処罰のためには、被害者の全面的な協力が不

可欠であるが、協力をした場合には、被害者自らもまた、入管法違反ないし各罪の

共犯として処罰される可能性があり、さらに例外なく強制送還されるからである。

２００２年１２月、日本人の男性ブローカーが約８か月間にわたり、コロンビア女性８０

人を各地のストリップ劇場などに斡旋し、脅しや暴力で売春を強要し続けて、多額

の紹介料を得ていたとして、入管法違反（不法就労の斡旋）と職業安定法違反の容

疑で逮捕された。女性たちは、渡航費や仲介料の名目で手数料が積算され、１人あ

たり５００万円を超える「借金」が課せられていた。２００３年３月の東京地方裁判所に

よるこのブローカーへの判決は、実刑にはなったものの僅か１年１０か月という軽い

刑に過ぎなかった＊３２。

＊３２ この事件はコロンビアでも大きく報道された。たとえば２００３年１月１９日付El Pais。

さらに「マイノリティ女性の視点を政策に！社会に！」反差別国際運動日本委員会（解放出版社）８３ページ以下など。
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３ 人身売買の被害者に対するアプローチ

�１ 様々な立場

人身売買の被害者に対する対策を論じる際に、考えるべきは、被害者に対する視点を

どこに定めるかという問題である。

すなわち「人身売買被害者」を、「社会と環境の被害者」として捉える視点を徹底し

て、自律的な発展を遂げるべき一個の主体的人格として尊重するのか、それとも「社会

の厄介者」と捉え、気の毒な面があるにせよ治安や健全な性風俗を含むわが国の秩序に

対する紊乱者として見るのか、ということである。

いかなる立場に立っても、人身売買それ自体が「憎むべき犯罪」であることには争い

がなく、被害者保護と加害者処罰はともに追求されるべき目的である。しかしながら、

人身売買被害における女性の具体的な立場には出身国の状況、出身階層、家族状況、問

題になる時期に従って様々な事情がありえる。他人名義の旅券で入国し、在留期間を超

えてわが国に滞在することが退去強制の対象になり、売春が違法ないしは公序良俗に反

する行為であるという現行法の価値判断を前提とする限り、被害女性には、常に払拭す

る事の困難な違法性が付きまとう。

それゆえ、現実に取られる対策には、さまざまな立場からするものが考えられる。こ

の点について、被害者の定義と、加害者処罰と被害者保護の関係を念頭に、以下、二つ

のアプローチを提唱する。

�２ 二つのアプローチ

ア 治安維持型

これは人身売買の本質を、組織犯罪とその被害と捉え、組織犯罪の撲滅を対策の中

心と捉えるアプローチである。

警察や入国管理局が対策の主体となり、治安維持が主たる目的となる。

（ア） 被害者の地位と保護の範囲

被害女性の地位については、不法滞在者であること、売春従事者であるという点

を、基本的な属性とみるか、あるいは被害者であることと同程度の重要性を持つも

のとする。

被害者の範囲については、限定的に設定する。具体的には、性的な搾取をされる

こと自体に同意ないしは認識があった場合、明示された特定の手段が用いられてい

ない場合等について保護の対象としない。同意ないし認識があった場合や特定の手

段が用いられていない場合については、加害者の処罰に結びつかないからである。

したがって、加害者処罰における罪刑法定主義の要請から、保護の対象になるか否

かの具体的な指標についても限定的に解釈される。

（イ） 保護の態様

被害者の法的地位は、必要な証言や情報を得て、加害者処罰に役に立つという限

りで、認める。

加害者処罰が終了した段階では、退去強制手続に従って、帰国を強制させる。

イ 人権救済型アプローチ
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これは人身売買の本質を、各国間の経済格差等、貧困の問題から生じた女性移民労

働者の人権侵害と捉え、彼女らの保護を対策の中心と捉えるアプローチである。

（ア） 被害者の地位と保護の範囲

性的な搾取に同意ないし認識があった場合、限定された特定の手段が用いられて

いない場合も含めて、広く保護の対象として検討する。同意や手段は、人身売買被

害の本質的な要素とは限らないからである。

被害者の入管法違反、売春防止法違反等については免責の対象とする。

（イ） 保護の態様

加害者の処罰とは切り離して、被害者女性に法的地位を認める。具体的な加害者

たる人身売買業者の行為が処罰の対象になることと、対象者の保護とは不即不離の

関係にはない。

退去強制手続、強制送還は所与の前提とされず、加害者処罰が終了するか否かに

関わらず、被害者が再び人身売買に陥る危険がある限り、受入国の責任において保

護を継続する。

さらに、新たな被害者が生じることがないように、加害者の処罰・根絶とは別に、

様々な対策を講じる。

�３ いずれのアプローチを採用するのか

人身売買対策としては、加害者処罰と被害者保護の双方が必要であることは明らかで

ある以上、実際の対策については２つのアプローチが、判然と区別されるとは限らない。

いずれかのアプローチを採用しても、現実に取られる対策についての評価はアプリオリ

に決定されるものではない。

それでもなお、２つのアプローチという概念は有効であるように思われる。なぜなら、

現在、日本政府は人身売買について、被害者保護も含む対策を立てるとしているが、こ

れまで人身売買被害者を「被害者」として認めてこなかったわが国が、昨今の治安重視、

不法滞在外国人排斥の風潮の中で＊３３、「人身売買被害者対策」を講じた場合、加害者処

罰に重きがおかれ、被害者保護が不十分になり、場合によっては加害者の手口の更なる

巧妙化のみを招いて、被害者の地位をさらに悪くする危惧があるからである。私たちは、

これまで、日本政府が彼女らを、単なる不法滞在者、単なる売春婦として取り扱い、彼

女らの立場に何ら思いを馳せてこなかったことを、彼女らに何の保護も差し伸べてこな

かったことを決して忘れてはならない。従って、今後、明らかになる官製の人身売買対

策を警戒し、これに適切に評価を加えるためには、私たちのよって立つ視点を確立する

必要がある。

いずれのアプローチを採用するかは、端的に言うと「わが国から被害者がいなくなれ

ばそれでいい」と考えるのか、それとも「人身売買被害そのものを根絶するべき」とい

う立場を採用するかによる。前者の立場に立てば、治安維持型のアプローチを採用して、

加害者を処罰し、日本に現にいる被害者を本国に送り返し、今後日本に被害者が来なけ

＊３３ 「小泉改革宣言―自民党政権公約２００３」は「国民の安全を守ります。５年以内に、治安を回復します。５年で治安

の危機的現状を脱し、５年間で不法滞在外国人を半減します。」と宣言している。
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ればこの問題は決着である。後者の立場に立てば、被害者が保護によって立ち直り、二

度と人身売買被害に陥らないようになるまで、そして新たな被害者が、世界のどこであ

れ生まれることがなくなるまで、この問題は終わらない。

後者の理想が実現することは、おそらく私たちの力のみでは不可能である。それでも

私たちは、人権救済型のアプローチを採用して、被害者の保護の徹底を図らなければな

らない。それは、人身売買の被害者が、世界でもっとも人権を侵害された人々であり、

その悲惨な立場を脱却して、真に主体的な決定をする権利を、彼女たちもまた有してい

るからである。そして、そのために必要な保護について、これまで多くの人身売買被害

に関わってきた私たちが、国際社会の一員として、道義的な責務を負っているからであ

る。

４ 人身売買議定書の評価

�１ 人身売買議定書

さて、人身売買の意義を初めて定義した人身売買議定書であるが、同議定書は、本体

条約である国連国際組織犯罪防止条約を補完する議定書として位置づけられている。

国連においては、主要８か国（いわゆるG８）の主導の下、１９９８年以来、国際組織犯

罪と戦うための法的枠組みを包括的に規定する初めての普遍的条約である国際組織犯罪

防止条約及び密入国（不法移民）、人の密輸、銃器に関する議定書の策定作業が進めら

れてきた。このうち、本体条約及び人身売買議定書については、２０００年１１月に第５５回国

連総会において採択された。また、２０００年１２月にイタリアのパレルモで開催された本条

約のハイレベル署名会議において、荒木外務総括政務次官が日本を代表して本体条約に

署名した。

議定書自体に条約としての効力が発生するには、４０か国以上の国が批准をすませるこ

とが要件として定められていたが、２００３年９月２６日、ベリーズ、ラオス、ポーランド、

ルワンダの批准書寄託により、批准・加入国が４０か国となり、同年１２月２５日に発効した。

日本は人身売買議定書については署名をまだしていない。

人身売買議定書は、３条で「人身売買」（人身取引）を定義するとともに、加害者処

罰に重点を置き、３条に該当する行為を行った者の処罰を締約国に求めるとともに（５

条）、さらに被害者の保護について規定している（６条～８条）

人身売買は、国境をまたぐ現象である。従って、我が国においても、人身売買に関す

る取り組みをするのであれば、各国との連携を図り、国際的な水準との整合性を保つ必

要がある。従って、今後わが国で策定される人身売買被害対策についても、議定書の内

容が前提とされ、あるいは重要な参考になることは確かであろう。

ただ、議定書の性格は以下に見るとおりかなり複雑で、議定書が認める人身売買被害

者像や、その保護のために求められる手段等、様々に解釈する余地を残している。そこ

で、議定書についても、人権救済型のアプローチを念頭に、その内容を検討することが、

必要になる。

�２ 議定書の位置づけ

ア 犯罪防止条約としての性格
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人身売買議定書は、先に指摘したとおり、国際的組織犯罪撲滅のための国際協力の

促進を中心的な目的として作成された国連国際組織犯罪防止条約の補足として位置づ

けられ、人身売買は、不法移民、銃器の不正製造等とともに並列におかれている。

国連国際組織犯罪防止条約は重大犯罪に係る共謀罪の犯罪化、証人等買収行為の犯

罪化、犯罪収益規制関係の規定の整備、所要の国外犯処罰規定の整備等について規定

しており＊３４、その補足文書たる人身売買議定書も、その本来的な性格は、人権条約と

いうよりはむしろ犯罪防止条約として捉えることができる。被害者の保護は、犯罪撲

滅のためのひとつの方策として位置づけられているのである。

議定書は、人身売買の根絶のためには、送出国、経由国、受入国がそれぞれ協力し、

包括的かつ国際的なアプローチをとることが不可欠との認識に立ったうえで（前文）、

国際的組織犯罪撲滅のための国際協力の促進を目的に、各締約国内で人身売買を犯罪

として規定し、国際的な組織的犯罪集団が関与する人身売買を防止し、根絶するため

の国内立法措置及びその他の措置をとることを締約国に義務づけている。

イ 条約の構成と理念

議定書は、前文と２０条からなる。議定書は、本体条約である国際組織犯罪防止条約

を補完するものであり、本体条約と一体で解釈されることが定められている（１条）。

さらに、議定書には、以下の三つの目的が掲げられている（２条）。

・女性と子どもに特に留意しながら人身売買を防止および禁止すること

・人身売買の被害者を、その人権を十分に尊重しながら保護し支援すること

・以上の目的を達成するために、締約国間の協力を促進すること

このとおり、議定書は、人身売買が女性あるいは女性と子どもに特有の問題ではな

く、成人男性も含めた問題でありながら、なお、女性と子どもが被害者によりなりや

すいとしたうえで、その対策として被害者の人権保障が必要であること、国際的な協

力が問題の解決に不可欠であるという認識を明らかにしている＊３５。

�３ 議定書における人身売買の定義

ア 議定書の規定

議定書は、３条で、人身売買を以下のとおり定義している。

「力の行使またはその威嚇、あるいはその他の形態の強制、誘拐、詐欺、欺瞞、権力

乱用、弱みにつけ込むこと、ある者に対して支配力をもつ人物の同意を得るための金

銭や利益の授受などを手段として、搾取を目的として人の募集、搬送、移送、住居提

供、受け取りを行うことを意味する。搾取には、少なくとも他人の売春からの搾取、

その他の形態の性的搾取、強制労働や強制奉仕、奴隷状態あるいは類似状態、苦役、

臓器摘出が含まれる」。

また、搾取されることに当事者が同意していても、力の行使など定義のなかで示さ

れた手段のいずれかが利用される限りは、同意の有無に関係なく、人身売買に当たる

（３条 b）。

＊３４ この条約及びこれを受けた国内法整備の問題点については、日本弁護士連合会「国連『越境組織犯罪防止条約』締

結にともなう国内法整備に関する意見書」（２００３年１月２０日）

＊３５ 議定書の解釈については前掲「人身売買と受入大国ニッポン」１４１頁以下。
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搾取に同意しており、かつ定義に示されたいずれの手段もない場合は、人身売買に

は当たらないことを意味する。しかし、子どもの場合は別である。搾取を目的とした

子ども（１８歳未満の者）の募集、搬送、移送、住居提供、受け取りは、定義書のなか

で示された手段のいずれにもよらないとしても、「人身売買」とみなされる（３条 c）。

一般に、性犯罪については、判断力が不十分な子どもと大人について区別をする立

法例が見られるが（たとえばわが国の刑法１７６条《強制わいせつ罪》、１７７条《強姦罪》

は１３歳未満の者についての同意の有無を問題にしない。）、議定書はこの考え方をさら

に進めて、まず１８歳未満の者については搾取を目的として所定の行為が行われた場合

はついては、同意の有無・手段のいかんを問わず一律人身売買にあたるとし、被害者

の意思形成に強い影響を与える所定の手段が用いられた場合には、１８歳以上の者であ

っても、同意の有無に関わりなく人身売買として取り扱う。

イ 具体的な解釈

なお、各文言の解釈の参考として、議定書が総会で採択される際に、解釈注記（Gen-

eral Assembly，Report of Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention

against Transnational Organized Crime on the work its first to eleventh sessions，

Interpretative notes for the official records of the negotiations of the United Nations

Conventions against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto）が

提出されている。

それによれば、「弱味につけ込むこと」（the abuse of a position of vulnerability）

とは、人身売買にかかわる者がその優位な立場を悪用することに、被害者は服従する

以外に、受け入れることのできる実際的な選択肢がほかにないような状況のこと（any

situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to

submit to the abuse involved）のことである。

また、「他人の売春からの搾取」または「その他の形態の性的搾取」については、

議定書は定義していない。したがって、この言葉は、締約国がそれぞれの国内法で売

春をどのように扱うかに影響を及ぼすものではないとされる。これは、売春の法規制

についてさまざまな立場に立つ国があることに配慮したものとされている。

この点を考えると、売春に従事することに、なんらの強制的な手段なく同意した者

は、議定書に基づく「人身売買の被害者」としての権利の救済はなく、売春を違法と

する国において摘発されれば国内法に基づき処罰の対象となり、強制送還となるとい

う解釈が、予想される。

ウ 議定書の限界

議定書が、人身売買を定義したことの意義は大きいが、議定書によって人身売買が

定義されたからといって、さまざまなケースがある具体的な人身売買被害において、

人身売買の被害者か否かが振り分けられるわけではないことに注意する必要がある。

解釈注記にも関わらず、手段たる「弱味につけ込むこと」にしても、法執行機関の更

なる解釈によって補充されなければならない。「同意」についても同じことである。

例えば売春をすること自体については未必的な容認があったとしても、実際に行われ

る際の条件や借金の額についての、説明を受けた上での同意（いわばインフォームド・

コンセント）が欠けていた場合はどうだろうか。そして、具体的な適用にあたっては、
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その背景事情についても検討する必要がある。たとえば、初等教育すら満足に修了し

ていない女性に対して、日本で売春をすることの条件や、在留資格のないまま日本に

滞在することの意味、「国に帰りたい」と思っても容易には帰れない状況についての、

十分な理解がありうるのだろうか。

なお、ここであらためて想起すべきは、議定書は基本的に犯罪処罰のための条約で

ある、ということである。処罰規定である以上、いかに悪辣な行為を対象としようと、

罪刑法定主義の要請をおろそかにすることはできない。とすると、加害者処罰の観点

からは、締約国間の合意を得つつ、構成要件の明確性の要請、すなわちいかなる行為

が処罰対象となるかをあらかじめ明確にし、国家権力の恣意的取り締まりを抑止する

という要請を満たすために、目的・手段・行為の三点から人身売買を限定的に定義す

ることにも、一定の合理性があると言えよう。被害者保護を、加害者処罰の反射と捉

えて、罪刑法定主義の要請を徹底すると、保護されるべき被害者の範囲は狭くなると

も考えられる。

しかしながら、具体的な事情は様々であれ、多くの被害女性は、発展途上国で、幼

少の頃から過酷な生活を強いられたうえで、札束で頬を叩かれるようにして日本にや

って来て、自由を極度に制限された状態で売春を行い、そこから本来であれば手にで

きるはずの対価を、架空の「借金」を理由に召し上げられていたのである。犯罪防止

のための国際的な取り組みの中で「処罰されない行為」が行われた、ということは、

その対象にされた女性を単なる不法滞在者、売春防止法違反者として扱ってもよい、

ということを意味しない。

議定書の人身売買の定義を解釈し、具体的な方策を作成すること自体は必要である

が、人身売買の問題は、議定書を実現すれば済むというものではないことを忘れては

ならない。

特に、被害者の保護は、加害者の処罰にこだわることなく、具体的な被害の実態に

即して考えられなければならない＊３６。

�４ 刑事犯罪としての人身売買と被害者の保護

ア 犯罪としての人身売買

議定書は、国際的な性格をもつ組織犯罪集団が関与する犯罪の防止、調査、訴追に

適用され、そのような犯罪の被害者の保護にも適用される。犯罪行為が複数の国にわ

たってなされる場合や、犯罪行為地は１か国であっても、その準備や計画などが他国

で行われた場合に「国際的」と見なされ、そのような犯罪を犯す者が少なくとも３人

以上で組織される集団を対象としている（本体条約１条１項、２項）。

締約国は、３条に定義された人身売買を国内において刑事犯罪とし、犯罪者を処罰

することが義務づけられている（５条）。罪となるのは、犯罪を実行することだけで

なく、犯そうと試みること、人身売買を手助けすること、犯罪を犯すように他人をそ

そのかしたり、命令することも含まれる。

＊３６ 加害者処罰と被害者救済で対象となる人身売買被害者の範囲に差を設ける考え方を提唱するものとして、前掲「ド

メスティック・バイオレンスと人身売買」７５頁。
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イ 被害者の保護

被害者保護の規定は、人権保障の観点からも盛り込まれているが、より直接的な動

機は、人身売買者の訴追および処罰の確保にある。すなわち、そのためには人身売買

の被害者による証拠の提供（証言等）が重要な役割を担うからである。従来は、多く

の国で被害者は司法手続に協力しても、被害者自身が入管法違反として扱われるため、

被害者本人にとっては得るものよりも失うものの方が多かった。そこで、被害者への

援助および保護として、プライバシーの保護、司法手続きおよび行政手続に関する情

報、身体的・精神的回復のための措置がとられた。

たとえば、被害者の肉体的・精神的および社会的回復のための措置として、適切な

住居、被害者が理解できる言語での情報およびカウンセリング、医学的・心理学的・

物質的支援、雇用、教育、訓練の機会などの提供、被った損害の賠償を得る機会の確

保、さらには送出先国における一時的または恒久的な滞在の許可などが規定されてい

る。

しかしながら、これらは明確な義務づけとはなっておらず、「○○の措置を実施す

ることを考慮する」、「適切な場合には」、「国内法の下での可能な範囲で」といった表

現によって、緩やかに規定されている。処罰が明確な義務づけとなっているのとは対

照的である＊３７。

これらの規定が、犯罪としての人身売買の撲滅ほどには、人身売買被害者の保護に

関心がない受入国の態度の反映でないことを祈るばかりである。残念ながら、議定書

からは被害者の主体の回復という視点は、それほど強くは見えてこない。

�５ 人身売買の防止のための国際協力

議定書は、９条で人身売買の防止および根絶、そして人身売買の被害者が再度被害者

とならないように保護するための包括的な政策、計画、その他の措置を定めることを締

約国に義務づけている。そして、そのような政策等には、適当な場合にはNGOとの協

力を含むことも定めている。また、人身売買を招く要因（貧因、低開発、平等な機会の

欠如など）を緩和するための措置の強化が２か国間または多数国間の協力を含めてなさ

れることも締約国に義務づけている。

その他、行政官、入国管理局による情報交換、さらには、これら人身売買の防止にか

かわる公的職員に対して人身売買防止に関する訓練の実施も締約国に義務づけている。

この場合、訓練は、人権への配慮や子どもやジェンダーに関する問題への配慮の必要性

が考慮されるべきであり、NGOなど関連団体との協力の促進が奨励されるべきである

ことも定められている＊３８。

５ とられるべき被害対策～法的整備

�１ 議定書の批准と３つの柱

ア 議定書の批准について

＊３７ 前掲「人身売買と受入大国ニッポン」１４５頁以下

＊３８ 前掲「人身売買と受入大国ニッポン」１４７頁
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人身売買議定書については、批准を求めるべきである。

議定書については、まず本体条約たる国連国際組織犯罪防止条約自体に大変な問題

点があるが、いちおう批准に伴う国内法整備については本体条約に基づく国内法整備

とは別に考えられること、現在、議定書以外に人身売買に関する実効的な条約が存在

せず、その批准抜きにわが国が独自に人身売買対策に取り組むとは考えられないこと、

が理由である。

但し、具体的な対策、特に保護策は、議定書からさらに踏み込んで考える必要があ

る。議定書は保護対策の上限を限定するものではないので、国内法でさらに手厚い保

護を講じることに、何らの問題はない＊３９。

イ ３つの柱

人身売買の対策としては、被害者保護、加害者処罰、社会経済対策がある。

�２ 人身売買の定義

ア 加害者処罰の観点から

議定書の定義は、日本の国内法を検討する際におおいに参考になるし、特に加害者

処罰の観点からは基本的には妥当であろう。すでに人身売買禁止法を定めた国の多く

も、この定義を参考にしている。

イ 被害者保護の観点から

ただ、被害者保護の観点からは、被害の実情、被害防止の観点も踏まえて、以下の

とおり修正すべきである。

（ア） 同意要件の撤廃

まず、同意要件については、多額の「借金」を負わされた状態で売春をさせられ

ている状態にある限り、年齢に関わらずあらゆる場合に被害者が搾取に同意してい

るか否かを問うべきではない。女性のほとんどが売春すること自体について未必的

であれ認識のある現状にまったくそぐわない。「売春するであろうことを知ってい

るなら被害者でない」という立場は、「日本に人身売買被害者はいない」いうに等

しい。

（イ） 特定の手段を問わないこと

次に、手段については、具体的に誰が騙したか、誰が脅したか、などという議論

をするのではなく、背景にある社会状況、すなわち送出国の貧困と社会不安、受入

国との経済格差、受入国の需要が、女性を人身売買被害に陥れていることを直視す

べきである。議定書自身も１８歳未満の者については同意や手段を問うていない。し

かしながら、人身売買被害者の多くは劣悪な環境で早熟を強いられているので、先

進国の成人年齢を機械的に当てはめることには意味がない。他方、１８歳を過ぎたら

途端に経済的・社会的くびきから脱して自由な選択が可能になるわけでもない。年

齢で区別をすることはナンセンスである。

そもそも、密行性の強い人身売買被害を考えると、実務上、このような要件を実

＊３９ なお人身売買被害者の救済に関する国際条約は議定書のみではない。詳細は前掲「人身売買と受入大国ニッポン」

１２９頁以下、特に１４８頁以下参照。
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際に認定するのには無理がある。あまりにも非現実的かつ検証困難な要件を設定す

ると、かえって女性において保護の対象になろうとして極端な嘘をつくおそれも出

てくる。これではかえって被害の実態の解明にも保護すべき人の保護にも妨げにな

る＊４０。

（ウ） 保護の時期の拡大

なお、いわゆる「借金」を手段として管理された状態での性的搾取が、被害者の

人生に害悪を及ぼすのは、借金の返済が終わるまでのことではない。被害にあった

ことの肉体的、精神的な後遺症が被害者の人生に暗い影を落としていることは、前

記のタイ人女性に関する報告で触れたとおりである。精神的・肉体的な虐待を受け、

本来取得できるはずの対価（売春が公序良俗にあたるか、対価についての支払請求

権があるかないかという点は別問題である。）を「借金」名目で全て召し上げられ

ていた被害者が、「借金」の返済が終わった途端に、被害者でなくなるというのは、

被害の実態にそぐわないし、本人自身が再び日本ないし他国で被害者になることを

防げない。

人身売買被害者が、加害者の管理を脱した後であっても、その被害が彼女の人生

に影響を及ぼし、または再び被害に陥る可能性がある限り、広く保護の可能性を探

るべきである。

�３ 被害者保護のための方策

議定書は、「締約国は、適当な場合には、非政府組織その他の関連団体及び市民社会

の他の要素と協力して、特に、次のものの提供を含む人身取引の被害者の身体的、心理

的及び社会的な回復のための措置を取ることを考慮する。（a）適当な住居（b）人身取

引の被害者が理解することのできる言語によるカウンセリング及び情報で特に当該者の

法的な権利に関するもの（c）医学的、心理的及び物的援助（d）雇用、教育及び訓練

の機会」と規定し（６条）、「締約国は、前条の規定に基づく措置をとることに加え、適

当な場合には、人身取引の被害者が一時的又は恒久的に当該締約国の領域内に滞在する

ことを認める立法その他の適当な措置をとることを考慮する。」（７条）とするとともに、

強制送還を原則とすることの禁止、その他帰国に関する妥当な措置を求めている（８条）。

その実現として以下の方策が考えられる。

ア 刑事不処罰

まず、売春防止法違反、入管法違反等については、原則として刑事手続から免除し、

さらに強制送還を所与の前提とするべきではない。被害者保護と言ってみたところで、

被害者が犯罪者として処罰され、あるいは退去強制手続に付せられるのでは、被害者

の保護に全くならないのはもちろん、加害者処罰にも役に立たない。たいていの被害

者は、何の得にもならないのに、わざわざ被害の事実を他人に話すわけがないからで

ある。

イ 一時的ないし恒久的な在留資格付与の制度

一時的、又は恒久的な在留資格を認めることは非常に重要である。なぜなら、被害

＊４０ 同意要件の排除と手段の非限定を訴えるものとして、前掲「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」７４頁。
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者を既存の社会福祉制度も活用しつつ保護するためには、在留資格を有していること

を当然の前提としているほとんどの現行制度を前提とする限り、被害者保護のための

種々の方策をとることができないからである。

ウ 権利回復のための措置とその際の加害者からの防御のための制度

受けた虐待から肉体的、精神的に立直り、生活を立て直す手段を考え、被害者かど

うか見極められるために、少なくとも６か月の滞在許可は必要である。被害者が、告

訴、捜査への協力、証言について十分に考え、決断するために必要な時間を与え、犯

罪組織の摘発にも役立つ。

在留許可は更新でき、あるいは在留特別許可（入管法５０条１項３号）の柔軟な運用

等により恒久的に在留できる可能性があることが望ましい。在留許可は、被害者が加

害者を訴追するために証言する意思、可能性に関わらず与えられることが必須であ

る＊４１。

エ 住居、医療、カウンセリング、社会福祉、帰国費用、就労訓練その他の援助制度

滞在期間中は、適切な住居が提供され、性感染症等の診察・治療等肉体的なダメー

ジから回復するための医療、精神的な被害を癒すためのカウンセリングが施される必

要がある。

さらに、再び人身売買被害に陥る危険がある場合は、教育、就労訓練その他自立の

ための措置が用意されるべきである。

さらに、帰国に際しては強制送還を避け、必要な費用が提供されなければならない。

オ 人身売買被害者保護コーディネートセンターとNGOの役割

以上の保護対策を実現するために、人身売買被害者を認定して被害者保護に関わる

様々な機関の調整を行う「人身売買被害者保護コーディネートセンター」の設置が提

唱されている＊４２。

センターは被害者認定の専門家を備えた上で、以下の役割を果たす。

（ア） 人身売買の被害者認定

（イ） 退去強制手続中の人身売買被害者の保護

退去強制を受ける対象者について面接等を行い、保護を受けるべき者については

退去強制手続を中止させて、速やかに保護策の実施を図る。

（ウ） 被害者保護策の実施のためのコーディネーター的役割

センターの位置付けとしては、内閣府が適切というのが提唱者の主張である。少

なくとも警察や入管は不適当である。なぜならば、人身売買被害者との関係で考え

た場合、警察や入管の本来的な役割は不法滞在者に対する取り締まり、退去強制手

続の実施であり、保護と摘発という矛盾した役割をひとつの機関が担当するのは適

当でないからである。実際、被害者は、被害に苦しみながらも警察・入管を恐れな

＊４１ 加害者処罰のための協力を保護の要件とすることは、送出国の実態を考えた場合、非現実的である。例えば、コロ

ンビアの年間の殺人事件は、２０，０００人～３０，０００人弱で、２００３年５月２１日付EI Tiempo によると、多くの被害者の出身

地であるカリ市の死亡原因のトップは殺人である。人身売買に送出国の犯罪組織も深く関与している現状を考えた場合、

適切な保護を得られない本国への強制送還がありうる状況で、被害を進んで捜査機関に話すことは、被害者にとって大

変な決意のいることなのである。

＊４２ 前掲「人身売買と受入大国ニッポン」２６８頁以下
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がらわが国への滞在を続けているのが実態で、刑事処罰や強制送還の可能性が完全

に排除できない状態では、彼女らは警察や入管を信用しない＊４３。

なお、センターは、実際の業務の執行に際して、NGOと密接に連携を保ちなが

ら行動すべきである。

NGOの役割としては、その有するシェルターを保護策実施のための場として提

供することにとどまらず、被害者認定におけるこれまでの活動で得たノウハウの提

供、被害者に対する親身なケアも期待される。

そのためには、NGOに対する大幅な資金援助がぜひとも必要である。

�４ 加害者処罰

ア 人身売買を定義しこれを禁止し処罰する規定の制定

行為について、議定書に沿って、特に収受後の搾取行為も検討課題に含めるべきで

ある。日本には、「収受」後の搾取を適正に取り締まる十分な法律がないので加害者

からみれば「採用～収受」の段階をうまくすり抜ければ処罰は免れることが指摘され

ている＊４４。

イ 具体的な執行

人身売買との戦いで重要なのは、犯罪ネットワークの解体である。

その実現のためには、

・犯人は、犯した犯罪に見合った刑期を務めるべきである。

・犯罪組織の主要人物、主犯を突き止め、処罰する必要がある。

・法の執行は、送出国でのネットワークの根幹から、受入国の末端利用者まで及ぶ

べきである。

調査、告発は、大規模な人身売買のネットワークの存在を想定したうえで行う必要

がある。そのためにも、送出国の捜査機関と密接に連携することが重要である。

�５ 被害の予防～社会経済政策としての総合的施策の必要性

受入各国と送出各国は、互いの政府組織、NGOの協力関係を確立し、送出国の社会

＊４３ 被害者の売春防止法違反被疑事件の調書にはしばしば「観光目的で日本に来たが金がなくなったので売春をした。」

と記載されている。ところが、接見の席では人身売買業者の脅迫や管理の厳しさを訴える。また多くの女性が警察の取

調において下品で粗野な言葉を連発されたと涙ながらに訴えるのである。報告者の経験では、２００４年１月に東京地裁に

おいて売春防止法違反で有罪判決を受けたあるコロンビア人女性も、家族が組織からひどく脅迫されていたが、逮捕以

来、法廷で弁護人から促されて傍聴席に組織の関係者がいないことを確認して涙ながらに証言するまで、自己の被害に

ついては一言も話さなかった。

＊４４ 前掲「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」７４頁。その他加害者処罰については「人身売買と受入大国ニッ

ポン」２１０頁以下が詳しい。

＊４５ なお、わが国は、タイについて家族計画／母子保健プロジェクト（プロジェクト方式技術協力、１９９１年６月～９６年

５月、出生率、乳幼児死亡率ともに高いタイ東北部において家族計画及び母子保健活動を促進・強化。）、女性職業訓練

支援事業（草の根無償資金協力、１９９５年度、バンコクのスラム地域の女性の雇用機会を増やすため、ミシン及び車両を

購入し、裁縫の職業訓練の活動を拡充。）、コロンビアについて国境なき医師団ベルギー支部の行うカリ市・アグアブラ

ンカ地区における貧困街少女等教育・母子保健支援計画（草の根資金無償資金協力、１９９７年度。アグアブランカ地区は

コロンビアにおけるハイリスク地域で最大のスラム街。）に、それぞれ援助をしたことがある。ハイリスク地区の女性

に絞った援助は人身売買の未然の被害に役に立つ。
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問題としての低開発、女性の貧困、労働市場へのアクセスの困難さを、ODAその他の

援助を通じて解決を図らなければならない。

最終的には、社会的、経済的支援によってのみ、被害者を人身売買被害から解放する

ことができる。そのための枠組みについても、人身売買被害に関する法制度の整備の中

で規定する必要がある＊４５。
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第２節 国際結婚とDV

１ DVの定義・背景及びDV防止の取り組みについて

�１ 定義

DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、夫や親密な関係にある男性、あるいは、

過去に夫であったり親密な関係にあった男性から女性に対して向けられる暴力であり、

内縁、事実上の夫婦関係を含む。

「暴力」には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力も含まれる。

１９９３年１２月に国連総会で採択された「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」（以下

「暴力撤廃宣言」という）第１条は「女性に対する暴力」を次のように定義している。

「女性に対する肉体的、精神的、性的又は心理的損害又は苦痛が結果的に生じるか若

しくは生じるであろう性に基づくあらゆる暴力行為を意味し、公的又は私的生活のいず

れで起こるものであっても、かかる行為を行うという脅迫、強制又は自由の恣意的な剥

奪を含む。」【→資料�－３】。

�２ 原因・背景

DVの研究・調査はまだ歴史が浅く、その原因も単純にひとつの理由で説明すること

は困難であるが、次のようなことが指摘されている。

ア 社会に広く存在する性的・経済的不平等の構造を反映していること

DVは、人種、階級、収入、文化の違いを超えて、昔から世界中で行われてきたに

もかかわらず、かつては個人的な問題であると捉えられてきた。

しかし、アメリカで１９７０年代中頃からはじまった「殴られた女性たちの運動（The

battered Women's Movement。以下、「BW運動」という。）」が、自らの体験を語り

合う中で、親密な関係における暴力は、特定のカップルの喧嘩や対立などといった個

人的なことではなく、実は男性優位の社会では女性が多かれ少なかれ経験するであろ

う、普遍的・社会的問題であることを実証し、これを「ドメスティック・バイオレン

ス」と名づけて以来、DVは、社会的な問題であると認識されるようになり＊４６、女性

に対する暴力は、単に個人的な問題ではなく、社会に広く存在する性的・経済的不平

等の構造を反映していることが指摘されるようになった。

そして、暴力撤廃宣言は、DVをはじめとする「女性に対する暴力」が「男女間の

歴史的に不平等な力関係の現われであり、これが男性の女性に対する支配並びに女性

の十分な地位向上の妨害につながってきたこと、及び女性に対する暴力は女性を男性

に比べ従属的な地位に強いる重要な社会的機構の一つである」と明確に位置づけた。

また、１９９５年の第４回世界女性会議における北京宣言においても、暴力撤廃宣言が

再確認され、同会議で作成された行動綱領は、「女性の社会的および経済的に低い地

位は、女性に対する暴力の原因とも結果ともなりうる」と指摘した【資料�－４、５】。
この性的・経済的不平等を正当化してきたものとして、「男性が外で働き、女性が

＊４６ 「夫（妻）からの暴力」調査研究会 「ドメスティック・バイオレンス」（有斐閣）参照。
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家事・育児を担う」という伝統的な性別役割分業論や「男女の特性は異なる」との特

性論を指摘することができる。

なお、２００１年１１月に発表された内閣府男女共同参画局の「配偶者等からの暴力に関

する事例調査」は、女性に対する暴力の背景には、女性蔑視、所有意識（女性を対等

な人間として認めない。結婚をしたら妻は夫の所有物であるという考え）、固定的な

性別役割分担意識があることを指摘している。

イ 妻の自立を阻害する制度

前述のように、伝統的な性別役割分業論の下では、特に既婚女性は就労の機会や職

種が限られ、就職しても賃金、昇進等の差別の壁にぶつかる。しかも、女性労働者は

男性に比べ、パート、派遣、契約社員など、雇用が不安定な非正規雇用の割合が多く、

結局、経済的に自立していくことは困難な状況にある。

また、特に日本に見られる税制や社会保障制度における世帯単位主義も、伝統的な

男女の性別役割分業を固定するものとして機能している。

さらに、妻が離婚した際の母子福祉政策（就業支援、児童扶養手当、保育所の整備、

公的住宅の整備など）の貧困や、父親からの養育費の支払い確保の制度の不備なども、

女性の自立を妨げ、離婚を思いとどまらせる要因となっている。

ウ 妻はなぜ逃げられないのか

夫から暴力を受けているなら、逃げればいいのではないか、なぜ逃げないのか、と

いう非難はよく聞かれる。しかし、夫（恋人）からの暴力にさらされている妻は、�
暴力による精神、肉体のダメージによる疲労困憊、�それらのダメージによる自己評
価の低下、�報復や更なる暴力への恐怖心などからなかなか逃げ出すことができない
ような状況におかれている。また、暴力をうける妻は、夫の暴力のサイクル（緊張の

高まりの時期→緊張が高まりすぎてコントロールが効かなくなった激しい虐待の時期

→優しさ、悔恨や愛情を示す時期というサイクルが円環的に繰り返されるというも

の）や共依存により心理的に拘束される場合もあるとの指摘もある。

仮に、逃げ出したい、離婚したいと思っていても、安全を確保する場所やそれに対

する情報の不足、社会的経済的な不平等の構造の中で、経済的に自立していくことが

困難であることなどから、なかなか逃げ出すことができないという場合も多い。

エ 加害者は特別な人間ではないこと

かつては、「暴力は貧しい社会層だけに起こっていることだ」「妻に暴力を振るうの

は、アルコール依存や薬物依存の男性だけだ」などということが言われた。しかし、

現実はそうではない。

日本でも、東京都が、１９９７年度に、都民を対象に「女性に対する暴力に関する調査」

を実施して以来、公的な機関で実態調査が相次いで実施された。東京都の調査結果に

よれば、１、２度暴力をうけた人も含めて、暴力をうけた経験のある人は、精神的暴

力では５５．９％、身体的暴力では３３％、性的暴力では２０．９％という結果が出ている【→

資料�－６】。つまり、精神的暴力は２人に１人、身体的暴力は３人に１人、性的暴
力は５人に１人が何らかの被害体験をしているということが判明した＊４７。その後の公

＊４７ 東京都「女性に対する暴力に関する調査」（１９９７年）参照。
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的機関の調査でも、ほぼこのような調査結果が報告されている。

こういった統計から、暴力をふるう夫は、決して特別な男性ではないということが

実証されている。なお、加害者に対するケアの問題も今後の課題として指摘されてい

る。

�３ 国際社会におけるDV防止の取り組み

前述のように、１９９３年に暴力撤廃宣言が採択されて以後、国際的に、女性に対するあ

らゆる暴力の撤廃に向けた取り組みが具体化されるようになった。

暴力撤廃宣言の意義は、�女性に対する暴力は、歴史的に形成された男女の不平等な
力関係が生み出す社会構造的な問題であり、かつ、女性支配・差別の社会的しくみであ

ることを明らかにしたことのみならず、�私的領域を含めてあらゆる女性に対する暴力
の撤廃をめざして、女性に対する暴力の包括的な定義を行い、かかる暴力の撤廃につい

ての国家の責任を明示し、�立法措置を含む暴力撤廃のための総合的・多元的な戦略の
必要性を強調していることにある。

その後１９９５年に開催された北京世界女性会議において、「女性に対する暴力」は最重

要課題の一つと位置づけられ、「行動綱領」は、２０００年までに、各国政府に対して、被

害者に対する保護と、補償、賠償、治療へのアクセスを含む公正かつ有効な救済方法、

加害者に対する処罰と社会復帰のための立法措置、とくに暴力防止と加害者制裁に実効

ある法制度の確立を要請した。翌１９９６年の、国連人権委員会特別報告者ラディカ・クマ

ラスワミ報告においても、DVに関する特別法（保護命令制度を含む法制度）を制定す

るほか、DVを防止し、女性を保護する諸施策をとる義務があることを強調している【→

資料�－７】。
このような国際社会における女性に対する暴力撤廃に向けた具体的な動きが契機とな

り、わが国においても、立法化を含む取り組みが具体化されるに至った。

�４ 日本におけるDV防止の取り組み

ア DV防止法制定以前

前記した東京都を初めとする各種機関による調査によって、日本においても、広く

DV被害が発生していることが明らかになっていた。

しかし、日本においては、警察は、被害が重大でない限り、「民事不介入」の名目

で、夫婦間の暴力事案に対する介入には極めて消極的であり、様々な暴力に対する民

事・家事法上の手続きによっても被害者の救済はあまりに不十分であった。

女性が暴力から逃げるため家を出ても、安全が確保できる緊急一時避難所（シェル

ター）の設置を公的に義務付ける法律がなく、売春防止法の要保護女子のための施設

である各都道府県の婦人相談所の一時保護所が、夫などの暴力から逃れて来る女性と

子どものためのシェルターとして事実上機能していた。また、児童福祉法による母子

生活支援施設において、都道府県からの委託等により緊急一時保護を実施する例もあ

った。他方、民間シェルターは１９８０年代後半から設置されることが増えたが、設置を

根拠づける法律がないことから、財政基盤が非常に不安定なところが多く、設置され

ていない地域もあるなど、被害者の救済にとっては限界があった。
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イ DV防止法の成立とその概要

前記した北京行動綱領が、日本政府にとってそれまで立ち後れていた女性に対する

暴力撤廃の取り組みを加速させる要因となり、２００１年４月、DV防止法が成立した（以

下、同年成立したDV防止法を「旧DV防止法」という）。

旧DV防止法は、前文において配偶者からの暴力（身体的暴力）を「犯罪」と位

置づけ、人権の擁護と男女平等の実現を図るため、DVの防止と被害者保護を目的と

すると掲げている。そして、６か月間の接近禁止命令（被害者の住居その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他通常所在する場

所の付近を徘徊することを禁止すること）及び２週間の退去命令（加害者たる配偶者

とともに生活の本拠としている住居からの退去を命ずること）という保護命令（１０条）

を中心にして被害者の身体的暴力からの保護を図り、都道府県が設置する配偶者暴力

相談支援センターを中心にして、広く暴力からの保護、支援を図ることを規定してい

る【→資料�－８】。
ウ 改正DV防止法とその課題

２００３年７月、国連女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し、「配偶者暴力防止法を

拡大し、様々な形態の暴力を含めること」や、DVを含む女性に対する暴力の「被害

者に保護、支援その他のサービスを提供し、犯罪者を処罰するための政策を実施す」

べきとの勧告をした。国内でも、旧DV防止法制定当初より様々な問題点が指摘さ

れており、２００４年５月２７日、旧DV防止法の一部を改正する法律が成立した【→資料

�－８】。
改正DV法は、「暴力」の定義を身体的暴力以外にも拡大し（但し保護命令の対象

となる暴力は身体的暴力に限定）、保護命令についての改正（接近禁止の対象に被害

者と同居する未成年の子を含む、退去命令を２か月間に延長など）、被害者の自立支

援の責務の明文化などの点では一歩前進したと評価できる。

しかし、未だ被害者保護・支援にとって十分とは言えず、�接近禁止命令の対象者
を親族等に拡大する、�保護命令の期間の延長、�国や自治体の民間団体への資金援
助の義務の明文化、�DVに関する教育・研修の充実など、更に改正が必要と思われ
る。

特に、�資金援助、�教育・研修は、国際結婚におけるDV被害への対応にとっ
ても不可欠と思われる。

２ 国際結婚とDV

�１ 国際結婚による外国人女性の定住化とそこにおける問題

ア １９８０年代以降、アジアからの女性を中心に、日本人との国際結婚や同居によって定

住を望む外国人女性の数が急増していった。

１９７０年には、国際結婚総数は、５５４６組であり、結婚総数の０．５％、日本人男性と外

国人女性の組み合わせは結婚総数の０．３％に過ぎなかった。それが、１９７５年頃から、

特に日本人男性と外国人女性の結婚が、急増するようになったのである。

この背景としては、一般には、就労、留学、旅行などで国境を越えた人の移動が世

界規模で拡大する過程で、来日する外国人女性（特に就労目的で来日するアジアほか
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途上国の女性）も、外国にビジネス、観光等の目的で渡航する日本人男性も増加し、

その中で日本人男性との婚姻も増加したということができる。すなわち、日本人と外

国人女性が接触する機会が増える過程で、日本人男性と接する女性たちは、個々の男

性の実態以上にその経済力を見せつけられ、日本人男性はその意味で魅力があると認

識させられ、中にはその延長線上に婚姻が成立していったという場合もある。このよ

うな経緯で成立する結婚は、いわば経済力を見せ付けて女性を妻として買い取ってく

る側面があることは否定できず、結婚の当初から、男性と女性の力関係が決定づけら

れていたといえる＊４８。

イ １９８５年から９０年は、国際結婚がさらに増加した。１９８５年には１年間で総数１２，１８１組

の国際結婚があり、結婚総数の１．７％を占めるに至った。このうち、日本人男性と外

国人女性の組み合わせは７，７３８組で全体の１．１％に達している。そして、１９８５年から１９９０

年の５年間で、国際結婚は２５，６２６組と倍化し、結婚総数の３．５％を占めるに至り、特

に日本人男性と外国人女性との組み合わせは２０，０２６組で結婚総数の２．８％を占め、５

年間で約３倍になった。その後も国際結婚、特に日本人男性と外国人女性の結婚の比

率の上昇傾向は継続している＊４９。２０００年実施の国勢調査によると、１９９５年から２０００年

の５年間で、日本人男性と外国人女性の結婚は３９．４％増加しており、２０００年における

日本人男性と外国人女性の結婚での女性の国籍は、フィリピン３１．１％、韓国・朝鮮

２４．５％、中国２３．６％、タイ７．４％の順になっている【→資料�－９】。
ウ １９８５年から９０年にかけて、このように、日本人男性と外国人女性、特にフィリピン

や中国国籍の女性との国際結婚が急増した背景として、３点が指摘されている＊５０。第

１に経済的な条件がある。円高ドル安の進行、バブル景気の発生に伴い、日本に来て

働き、本国に送金しようとする外国人入国者が急増したことである。第２に、このよ

うな経済的条件にある日本に、就労目的で留学や興行などの資格で来ていた外国人女

性のうち、本国より経済的に豊かな日本で、安定した在留資格を取得し、半永久的に

居住することを考えて、日本人男性と結婚する決意をした者が少なからずおり、これ

は９０年代になっても増え続けた。第３に、１９８０年代には、東北地方などの農村部にお

いて、若年層の都市部への流出、高齢化そして「嫁」不足に対応するため、行政や地

元を挙げて外国人花嫁を斡旋する動きが起こり、また都市部でも結婚紹介所が日本人

男性に外国人女性を紹介する営業を盛んに行い、その結果フィリピン、スリランカ、

中国などから多くの女性が移住してきたと指摘されている。

エ このように国際結婚が本格化し、また、正式な婚姻関係になくても、長期間同居・

滞在していく中で子どもが生まれ育つなどの事情もあって、日本への定住を希望する

外国人女性は確実に増えていった。

定住化に向かう外国人女性たちは、伝統的な日本の「家」制度の中で「嫁」として

扱われることから来るストレスにさらされたり、言語や文化・習慣の違いなどから、

日本人に比べて、社会生活における様々な場面で孤立したり、不利益を受ける可能性

＊４８ 三木恵美子「国際結婚とその破綻、そしてそこから生まれてくる子どもたち」（「女性の家サーラー１０年のあゆみ」

所収）参照。

＊４９ 三木・前掲「国際結婚とその破綻、そしてそこから生まれてくる子どもたち」参照。

＊５０ 三木・前掲「国際結婚とその破綻、そしてそこから生まれてくる子どもたち」参照。
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がある。また、外国人、とりわけアジアや南米などの途上国の女性に対しては、日本

人・日本社会の差別意識があり、これら女性は欧米から来日した女性に比べて、上記

のような困難に遭いやすい傾向にあった。

このような状況にある外国人女性について、特に９０年代から深刻な問題として浮上

してきたのが、DVによる人権侵害である。

オ 離婚の数と比率

１９９５年における日本全体での離婚総数は１９万９０１６組であり、このうち国際結婚をし

て離婚した数は７９９２組で、全体の４．０％を占める。そして、妻が外国人である場合の

離婚率（同一年内の婚姻総数で離婚総数を割った値）は、１９９２年から９５年まで平均し

て３１％に上っており、日本人同士の場合より６％も高い。２０００年における日本国全体

での離婚総数は２６万４２４６組で、そのうち国際結婚をして離婚した数は１万２３６７組で、

全体の４．６％を占める＊５１。

もちろん、国際結婚に至る経緯も、それが破綻に至る経緯も、人によって当然に異

なっている。そして、大多数の国際結婚においては、言語・文化・習慣の違いを互い

に尊重しあって幸福に婚姻生活を送っている。他方、日本人同士の結婚であってもDV

は起こっているし、その結果として婚姻が破綻・離婚している例があることも言うま

でもない。

しかし、外国人女性のDV被害者に直接接触し、実情を体感してきたシェルター

のスタッフや弁護士などからは、「国際結婚→DV→離婚・破綻」として極端にパター

ン化されてしまう事例（後記カ参照）が少なからず存在することが指摘されている。

このような結婚について言えば、日本人の夫は、妻の国に行ったこともないか、行

ったとしてもお見合いや婚姻手続の時に行った程度であり、妻の国（多くは、フィリ

ピン、中国などアジア諸国、中でも途上国）の文化や社会に特に関心もない。また、

外国人の妻の方も、結婚前に日本にいた経験が全くない者（農村花嫁、お見合いツアー

など）とか、日本にいても限定的で特殊な環境（風俗営業など）にいたため、日本社

会についての知識に乏しい者が相当数いる。そのため、このような男女の結婚におい

ては、互いの言語・文化・習慣等について無知であり（特に男性においてその傾向が

強い）、外国人女性の法的に不安定な地位や経済力などの諸事情により、結婚する当

初から、男性と女性の力関係・上下関係が決まっているという特徴があって、これが、

DVの発生や婚姻の破綻に結びついているのではないかと思われる。

カ 典型的な結婚とその破綻例

（事例１）

「興行」・「短期滞在」の在留資格で来日し、ホステス、ダンサー等として働いて

いた外国人女性と日本人男性の結婚

フィリピン国籍の女性Ａは、「興行」の在留資格で入国し、フィリピンパブで働いてい

た。Ａは店の客として来た日本人Ｂに気に入られ、結婚することになった。Ａはオーバー

ステイになっていたのでいったん帰国し、婚姻手続をとって「日本人の配偶者等」の資

＊５１ 三木・前掲「国際結婚とその破綻、そしてそこから生まれてくる子どもたち」参照。
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格で再入国した。ＡＢ間には子ども一人がいる。しかし、結婚してみると、Ｂは殆ど働

いておらず借金だらけで、Ａは昼夜働いて何とか生活を支えた。その上Ｂは、結婚後も

パブに通い、Ａがそれを責めると殴ったり蹴ったりの暴力を振るった。そのうちＡの暴

力は特別に理由がなくても気に入らないことがあると振るわれるようになり、フィリピ

ンのくせに、売春婦、などと言うこともあった。ある日、ＡはＢがパブの若い女性と不

倫関係になっていることを知り、それをＢに質すと、ＢはＡに激しい暴力を振るった挙

句、出て行けと言って、Ａを追い出してしまった。

Ａは子どもを連れて家を出たが、行くあてはなかった。

上記事例のように、「興行」「短期滞在」という在留資格で入国したり、あるいは不

法入国したりしてホステス、ダンサー等として働く外国人女性が、そこに客としてき

た日本人男性と結婚することがある。

このような結婚の場合、まず、店の客と従業員という関係で出会うことから、結婚

当初から（少なくとも夫の主観では）夫と妻が対等ではないため、妻が店でとってい

たような態度ではなく対等な態度を示すと、夫がこれに怒り、妻をしつけるなどと称

して暴力を振るうことがある。また、妻の過去の職業、出身国やその国民に対する偏

見から、妻を侮辱する発言をすることも珍しくない。他方、妻の方も、客としては羽

振りのよかった男性が結婚してみるとそれほど収入がないとか、ひどい場合は働いて

いないで借金だらけだとかいうことがわかって失望し、その上暴力をふるわれるため、

別れたいと考え始めたりする。

しかし、離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が失われ、次回の更新

ができなくなる。のみならず、離婚をしなくても夫が協力しなければ、「日本人の配

偶者等」の在留資格の更新は極めて困難であり、妻は在留資格を失うことになる。そ

こで様々な暴力にさらされながらも、妻は在留期間更新ができなくなることをおそれ、

被害を訴えることもできず、暴力に耐え続ける。さらに、夫が不貞行為に及び、妻を

遺棄することも稀ではない。夫に遺棄され、子どもがいない場合は、妻は多くの場合、

在留期間更新ができなくなる。事実婚の場合も、在留資格を取得するためには夫（恋

人）の協力が不可欠なので、同様に暴力に耐え続けざるを得ないことになる。

（事例２）

農村花嫁・お見合いツアーで結婚した外国人女性と日本人男性の結婚

中国国籍の女性Ｃは、日本のある農村が主催したお見合いツアーで出会った日本人男

性Ｄと結婚した。Ｄは休暇を利用して中国を訪れ、帰国するまでの３日間で結婚を決め、

２人が会ったのはお見合いの時１回だけだった。Ｃは貧しい農村に生まれ、日本に行け

ばよい生活ができる、働いて実家に仕送りもできると思っていた。 その後Ｃは「日本

人の配偶者等」の在留資格で日本に来た。初めて来た日本で、日本語も、日本のことも

何もわからなかった。Ｄも農家の長男だったが、会社に勤めており、家にはＤの両親が

いて、Ｃは年老いて働けなくなった義父母に代わり、農作業、家事、義父母の世話いっ

さいをすることになった。Ｃは一生懸命働いたが、何をするにも勝手がわからず、義父
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母からは虐められた。

Ｄは飲酒した際や、些細なことに腹を立てて、Ｃに暴力を振るった。中国人は貧乏、

くさい、などと、言葉の暴力もひどかった（後に離婚調停のとき、Ｄは、業者から、「中

国人女性には日本女性に失われた奥ゆかしさや素朴さがある。妻として理想的」などと

言われたから金を払ってまで結婚したのに、日本語もわからないしろくに家事もできな

い、などと暴力の理由を説明している）。まもなく子どもができたが、Ｄの態度に変化は

なく、子どもの世話もＣに任せきりだった。Ｄは母国に電話や手紙で連絡することもで

きず、誰にも相談することができない孤独から、うつ状態になった。

ある日、Ｄの激しい暴力にＣはひどい怪我をし、ついに離婚を決意した。子どもを連

れて家を出ようとしたら、子どもは家の子だから置いていけ、と義父母に言われた。

上記事例のように、日本人男性が主に中国などにいわゆる「お見合いツアー」に行

って花嫁を探すということが、１９８０年代から増え始めた。中には、男性が休暇をとっ

て行き、帰国するまでには（つまり数日中に）結婚する意思を固めるということもあ

る。妻のために「日本人の配偶者等」の在留資格を取る手続なども業者に頼めばやっ

てくれるので、お見合い後に妻と夫が連絡する必要もない。このように、結婚前の接

触が殆どなく、相互について何も知らないという状態で結婚することから、日本に来

た外国人女性は、日本語もわからず、日常生活もままならない。この場合も、経済力

はもとより、日本語や日本についての情報、支援者の存在といった点でも結婚当初よ

り妻は夫より弱い立場にあり、夫の方は妻の事情など省みることもなく、妻が日本語

ができない、何もできないと罵ったり、さらに暴力に及んだりする。そこで、あるい

はそうなる前に、妻が逃走することも少なくない。

他方、逃げるだけの情報や経済力がない妻は、孤立した状況の中で夫の両親との確

執も抱え、虐めにあったりして精神的に追い詰められ、うつ状態やノイローゼになる

こともある。また、農村花嫁などは、子どもを産むための存在と見られていることも

多いことから、早く子どもを作るよう迫られるし、実際に早く子どもを作る。そして、

子どもがいる場合は、破綻後に子どもの奪い合いになることが多い。

（事例３）

「就学」ないし「留学」の在留資格で来日した外国人女性が在留期間満了直前に日本

人男性と結婚する場合

中国国籍の女性Ｅは、日本でアルバイトをしながら大学に通っていた。在留資格は「留

学」。日本での就職を希望していたが、卒業を間近に控えても就職先が決まっていなかっ

た。Ｅは在留資格を得る最後の手段として、結婚紹介業者の紹介で、日本人男性Ｆと結

婚することを決意した。

Ｆは一流企業の社員で、収入も十分あり、生活には困らないように見えた。しかしＥ

は、大学で勉強したことを生かしてやがては就職したいと思っていたため、結婚してか

ら数年たった頃、仕事に就きたいとＦに相談した。しかしＦは、女は家で家事に専念す

るものと言ってとりあわなかった。Ｅが家事とも両立させるし、家計の助けにもなるな
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どとさらに言うと、Ｆは腹を立てて、Ｅをいきなり殴りつけた。驚いたＥは、なぜこん

なことで暴力をふるうのか、と言うと、さらに激しい暴力がおそってきて、Ｅはそれ以

上何も言えなくなった。その日以来、Ｆは夜帰りが遅くなり、Ｅが話しかけても無視す

るようになった。Ｆは結婚した当初から、Ｅの話し方やその内容について逐一、女のく

せに、などと言ったり、休みの日などにＥが出かけることや、本国の親族への連絡につ

いても、細かくチェックしたりしていた。また、生活費についても、少しずつしか渡さ

ず、お金が要ると言うと、何に使うのか答えさせ、必要最小限しか渡さなかった。

ＥはＦのそのような言動に疑問や不満を抱き、Ｆにその理由を質すこともあったが、

Ｆは答えなかった。Ｅは今回の暴力を契機に、Ｆに対する疑問や不満に加えて恐怖が生

じ、離婚を考えるようになった。しかしＥは日本にとどまりたいと思っていたので、我

慢して婚姻生活を続けていた。ところがあと３か月でＥの３度目の在留資格の更新とい

う時に、Ｆが離婚を言い出し、更新手続に協力するのを拒否した。

日本に「就学」や「留学」の在留資格で来日した外国人女性が、学業を終えた後に

日本で就労を希望しながら「人文知識・国際業務」「技術」といった在留資格が取得

できない場合に、オーバーステイになるのを避けるため、最後の手段として、日本人

男性と結婚することもある。これに目をつけた結婚紹介業者が、日本人男性から高額

な登録料を取り、他方、外国人女性の登録料は無料として、多数の国際結婚を斡旋し

ていったという背景もある。

このような妻は日本についての知識や日本語の能力もあり、夫と対等な関係をもと

うとする。ところが夫の方は、そのような妻の態度に不満を抱いて、時には暴力に及

ぶこともあり、早期に結婚が破綻することも多い。妻は離婚しても経済的には自立し

ていくことは可能であるが、在留資格の取得が最大の問題となる。

（以上の事例は、三木・前掲を参考にした。）

�２ 外国人女性のDV被害の実態

ア 被害者数

外国人女性のDV被害者数についての公的な統計はない。しかし、「２００２年度にお

ける２０歳以上の外国人登録女性の合計数は８２万４４２１人となっている。２００２年内閣府調

査による「身体的暴行、心理的脅迫、性的強要のいずれかの経験者」は、女性１９．１％、

女性の約５人に１人となっている。外国籍女性のDV被害者推定数として、この割

合を単純にあてはめれば、日本に滞在する外国籍女性の約１６万人程度がDV被害を受

けている可能性があるといえることになるが、実際にはこれよりさらに多いことも考

えられる＊５２。

また、厚生労働省児童家庭局福祉課作成の「婦人相談所において一時保護された女

性の件数」（２００３年１２月）によると、２０００年度には３９０７件、うちDVを理由とするも

のが１８７３件で全体の４８．０％、２００１年度には４８２３件、DV理由が２６８０件で５５．５％、２００２

＊５２ 移住労働者と連帯する全国ネットワーク「ドメスティック・バイオレンスと人身売買」（現代人文社・２００４年）参

照。
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年度には６２６１件、DV理由が３９７４件で６３．４％となっている。

しかるところ、上記資料によれば、外国人の一時保護の状況は、２００１年度は２０８件

で、一時保護件数全体の４．３％、２００２年度は３２１件で、５．１％を占めているのである。

イ 暴力の態様

日本人女性が受けているような暴力は、外国人女性も受けている。さらに外国人女

性は、それに加えて、外国人女性という立場に特有の暴力の被害を受ける。

（ア） 身体的暴力、言語による暴力、行動の監視・束縛、性的暴力、経済的暴力など

が重複して起こることは、日本人女性と変わりはない。

（イ） 外国人女性に対する暴力の特徴

言葉の暴力では、妻の本国、民族、言語や文化を理解しようとしないばかりか、

それを侮辱して差別的な発言をする。

さらに、外国人女性に特有の被害として、妻が日本語や日本の事情を知らないた

め、騙されて協議離婚届にサインさせられ、その際に親権を勝手に夫とされること

や、妻が知らない間に無断で協議離婚届を出されることもある。また、逆に逃げら

れないように、在留資格の更新や延長に協力しないなどと言って脅されたり、パス

ポートや身分証明書を隠され、又は取り上げられたりするということもある。

そして、外国人女性（法律婚の場合）は、日本人夫に依存した在留資格のため、

逃げ出すか、暴力の被害を訴えるか、離婚するか、などの意思決定の自由が事実上

奪われている。また、後述するように、DVから保護される手段に対するアクセス

障害が、日本人以上に顕著であることが、彼女らの選択の自由をさらに奪っている。

この主体的意思決定の自由に対する侵害は、日本人女性と質が異なり、外国人女性

の受けるDV被害の最大の特徴であるということができよう。

ウ なぜこのような暴力が起きるのか。上記の事例にあるような、日本人男性と外国

人女性の夫婦においては、多くの場合、妻の人格に対する夫の理解不足がある。す

なわち、夫は、潜在的に妻の出身国の文化や生活様式に対して、差別や偏見を抱い

ていることがあり、さらに、「妻は夫に仕え、子どもを産む存在である」というよ

うな家庭における女性の役割に対するステレオタイプな理解が加わって、妻の人格

やその生活様式を、軽視する傾向がある。そのため、妻が夫に対して自分の意見を

主張し、家庭で生じた問題について自国の生活習慣に沿った行動を取ると、夫は、

苛立ち、暴力を振るうのである。例えば、フィリピン人妻と日本人男性の夫婦で、

妻の本国家族に対する送金が夫の不満を募らせて、暴力に繋がるケースはしばしば

見られるのである。

そして、外国人には、本来日本に在留する権利はなく、日本人男性と結婚し、在

留資格「日本人の配偶者等」が与えられて、初めて在留の権利と各種社会福祉を享

受する地位を認められるという日本の法制度が、妻の人格を軽視する夫の態度に拍

車をかけるのである（自分の意見に従わない外国人妻に対して「入管に通報してお

前を国に送り返す」と言って脅す日本人男性の事例はさほど珍しいものではない。）

改正DV法２３条は、被害者の保護等に職務上関係のある者は、「被害者の国籍、

障害の有無等を問わずその人権を尊重し…なければならない。」と規定している。

無論これが明記された意味は大きいが、このような当然のことを明記しなければな
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らなかったほど、外国人被害者の人権は尊重されていなかったのである。

�３ 外国人女性被害者の保護とそこにおける問題点

ア はじめに

DV防止法においては日本国籍や在留資格があることは要件とされていないので、

形式的には、外国人であっても、また、在留資格がなくても法による保護の対象とな

る。

また、前記のようなDVの定義、原因や背景は、外国人女性に対するDVにもあ

てはまるといえるであろう。

しかし、日本女性と比較した統計はないものの、外国人女性は一般にDV被害に

遭いやすく、その被害は潜在化し、深刻なものとなりやすい。

すなわち、�当該女性の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合、その取得・
更新には夫の協力が不可欠であるところ、夫による暴力は、意図的に在留資格の申請・

更新等に協力しない、別居すると脅すなど、日本人夫に依存せざるを得ない外国人女

性の法的地位を利用したものとなる。そのため、女性は在留期間更新ができなくなる

ことや退去強制をおそれて被害を訴えることができないことになるのである。

また、�言語・情報の格差が、女性を孤立させ、日本人夫との力関係の格差を増大
させ、夫への服従を要求し、相談や脱出へのアクセスを阻害する傾向にあることや、

�友人・家族などの後援者が少ない又はいないこと、�日本においては外国人（とり
わけアジアや南米などの途上国の国民）に対する差別意識が強く、日本の文化・生活

様式・価値観への同化を要求する傾向が強いことなどの事情から、外国人女性は、極

めて不安定で弱い立場に置かれている。

このように、女性であるということに加えて、外国人であるという複合的な立場が、

外国人女性に対するDV被害を潜在化、深刻化させている。

したがって、外国人女性が日本人女性と同様の保護・支援のスタートラインに立つ

までには、本人の在留資格をはじめとした大きな壁が立ちはだかっており、日本女性

以上に特別の配慮が必要であることが念頭に置かれなければならないのである。

イ 各自治体のDV施策の現状について

移住労働者と連帯する全国ネットワークが、２００３年７月から２００４年１月にかけて、

全国４７都道府県に対して行ったDV施策の現状や外国人女性支援に関する質問調査の

結果によれば、各自治体のDV施策と取り組みについて、以下のような現状が見ら

れたとされている【→資料�－１０】。
（ア） 自治体の施策の中に女性への暴力対策が含まれ、外国人女性への規定があると

回答した都道府県はなかった。ただ、女性への暴力関連条例や計画があり、その中

に外国人女性の特別規定があるとの回答も４県あった。

（イ） 外国人女性の保護についての考え方としては、日本人女性と同様の対応という

のが圧倒的多数だった。民間団体などとの協働によって特別な施策を行う、言語や

文化の違い、社会的背景など外国籍ゆえの特性に配慮する、という回答もあった。

（ウ） 女性への暴力に関しての多言語広報については、実施していない県が大多数で

あった。広報誌やリーフレット、ホームページで多言語広報を行なっている県、NGO

第６章 外国人・民族的少数者の女性の人権の現状と課題

－ 273 －



の協力で多言語の相談事業を実施しているという先駆的な県もあった。

（エ） 外国人女性からの相談件数については、一桁というのが圧倒的であった。一時

保護件数は、相談件数以上に一桁台が多い。大都市、関東地域での保護件数が多い。

（オ） 実際に外国人女性から相談があった場合には、必要があれば通訳の確保等の対

応をすると回答したところが多い。

（カ） 在留資格がない外国人女性からの相談実績がある都道府県のうち、在留資格の

有無を問わず相談、一時保護等の対応を行うと回答した県は１４県であった。入管と

連携、協議の上必要な対応を行う、と回答した県が７県あった。

（キ） 通訳について、確保していないと回答したのは５県であった。大多数の県が通

訳を依頼している。確保先は、国際交流協会や民間団体、登録している通訳者など

であった。

通訳費用については、基準がある県の間では単価にばらつきがあった。なお無償

ボランティアが７県であった。

（ク） 外国人女性支援についての研修は実施していない県が大多数であった。

（ケ） 民間団体との連携については、重視するという回答が圧倒的であった。具体的

には、研修会等への協力要請、民間シェルター委託、立ち上げ費用の補助、調査研

究助成などである。

（コ） 公的機関の支援につながりにくい外国人女性の保護、在留資格がない外国人女

性への対応の重要性、必要性を認識している県は多い。具体的な対策としては、広

報や啓発活動の充実、民間団体との連携強化が挙げられていた。

ウ 問題点

（ア） 上記のとおり、自治体によっては、外国人女性に対するDVについて、民間団

体とも協力しつつ被害者の保護支援に積極的に取り組んでいるところもあるが、地

域差が大きく、全国的な状況としては、被害者の保護支援対策は未だ不十分である。

具体的には、以下のような問題点が指摘できる。

� 公的施設では通訳や翻訳ができるスタッフが不足しており、被害の実情や被害

者の意思の確認、カウンセリング、法的権利に関する情報へのアクセスなどに支

障をきたしている。地域によっては通訳の確保先が見つからないこともある。

� 公的機関において、問題についての知識を持ったスタッフが不足している。

� 日本語ができないという理由で公的施設への入所を拒否される場合がある。

� 外国人登録地でないことを理由に（在留資格があっても）生活保護の準用を拒

否される場合がある。

（イ） 被害者が在留資格を有していない場合は、次のとおりさらに深刻な問題点が指

摘されている。

� 公務員には通報義務があり（入管法６２条２項）、被害者は退去強制されるおそ

れを覚悟しないと公的機関に相談すらできない。

この点、通報義務については、２００３年１１月、法務省が、「通報義務を履行する

と当該行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合に

は、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂

行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能で
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ある」との通知を関係機関に発している。

そして、同通知では、DVの「被害者が日本において正規に在留できる状態を

回復するためには、入管当局に出頭の上、退去強制手続きの中で、法務大臣から

在留特別許可を受けるしか方策はないので、仮に支援センターにおいて、通報し

ない場合であっても、在留資格を回復させるため、入管当局への出頭を勧めるこ

とが望ましい」とされている【→資料�－１２】。
しかしながら、後記のとおり、在留特別許可が得られる場合は非常に限定され

ている。また、スタッフのDVについての認識不足もあり、支援センターの中

には、通報した上で一時保護する、通報はしないが出頭を促すなどの対応をとる

ところも相当数ある。被害者は、仮に一時保護はされても、その後は、生活支援

も精神的ケアもなく放置され、又は退去強制を余儀なくされることになるのであ

る。

� 本来被害者を保護すべき警察に相談した場合も、加害者の責任は不問にされた

まま被害者が入管法違反の被疑者として逮捕・起訴され、判決後は退去強制され

るおそれが高い。

� 加害者に対する損害賠償請求、離婚、子どもの認知・国籍取得等の手続をとる

という当然の権利の行使が、逮捕や退去強制により事実上不可能となる。

� 医療保険の適用や生活保護の準用も在留資格がないと拒否される。そのため、

被害者は経済的に自立することができないだけでなく、人間としての生存すら脅

かされる。

（ウ） このように、被害者の公的な保護支援対策は未だ不十分であると言わざるを得

ず、被害者を長期にわたって保護し、生活支援、自立援助をする役割は、NGOの

みに事実上委ねられているところ、公的機関はその負担をほとんど担えていないと

言わざるを得ず、このようなNGOへの資金援助も極めて不十分な状況にあるので

ある。

�４ DV被害者と在留資格

上記のとおり、DVによる婚姻の破綻によって外国人女性が受ける被害は、その在留

資格がない場合により深刻なものとなることから、DV被害者と在留資格の問題点につ

いてさらに検討することとする。

ア 「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人女性について

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人女性が、夫

の暴力から避難し、別居を余儀なくされている場合、在留を継続することができるか。

（ア） この点に関する判例としては、最高裁判決２００２（平成１４）年１０月２７日がある。

タイ国籍の女性Xが、タイで日本人男性Aと婚姻し、１９８９年４月、「日本人の

配偶者等」の資格で日本に入国し、Aと同居を開始し、翌年には在留期間を１年

更新した。しかしAは１９９０年７月には別の女性Bと同居するようになった。Xは

Aに虚偽の申告の協力を要請し、１９９１、９２、９３年と在留期間を１年ずつ更新して

いたが、１９９４年、更新が拒否された。Xはいったん「短期滞在」に資格を変更し、

「日本人の配偶者等」への変更申請をしたが不許可となったため、不許可処分取消

第６章 外国人・民族的少数者の女性の人権の現状と課題

－ 275 －



を求めて提訴した。第１審判決は請求を棄却したところ、原審判決はこれを取り消

し、Xの請求を認容したことから、これに対し、法務大臣が上告した。

しかるところ、上記最判は原審判決を取り消し、Xの控訴を棄却した。

判旨は、�「日本人の配偶者等」の資格で本邦に在留するためには、日本人配偶
者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦におい

て行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するこ

とを要する、�婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双
方が既に永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活

を営む意思を確定的に喪失すると共に、夫婦としての共同生活の実態を欠くように

なり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生

活上の実質的基礎を失っている、�日本人との間に婚姻関係が法律上存続している
外国人であっても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合は、

その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するとはいえ

ない、�婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っているかどうかの判断は客観的
に行なわれるべきで、有責配偶者からの離婚請求であることがその判断を左右する

ものではないなどとして、XとAは４年８か月別居し、AにはBとの間に認知し

た子がおり、AはXとの離婚意思を有していたことなどから、Xには「日本人の

配偶者等」としての在留資格は認められないとした。

（イ） 上記最判を前提とすれば、夫の暴力を逃れるために外国人妻が逃げたり、別居

したりしたような場合、法律上離婚が成立していなくても、客観的にみて婚姻関係

が破綻していた場合は、「日本人の配偶者等」の資格の更新は極めて困難である。

しかし、妻が日本人の場合、日本人夫は有責配偶者に当たるところ、原則として

有責配偶者である日本人夫からの離婚請求は認められないことから、妻は一方的に

離婚を強いられることはなく、別居中の婚姻費用の請求をすることもでき、また、

離婚に際しては慰謝料を請求することもできる。

しかるところ、別居した外国人妻に在留資格の更新が認められないとすれば、日

本人夫は、妻の在留期間が経過しさえすれば、離婚請求をするまでもなく、事実上

妻を本国に追い返してしまうことができることになる。

この点、自由権規約２３条４項は、「この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消

の際に、婚姻にかかる配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置を

とる」と規定している。また、女性差別撤廃条約１６条１項（c）にも同種の規定が

ある。

上記のような場合に、妻の在留資格が認められないとすれば、妻は、夫の上記「責

任」を追及するために法的手続を行うことが事実上極めて困難となる。こうした結

論は、外国人女性の不利な立場やそれに乗じたDVを事実上助長するものであり、

上記自由権規約等に反する疑いがあるものと言わざるを得ない。

（ウ） では、現行の制度の下において、このような外国人妻について、「日本人の配

偶者等」以外の在留資格が認められる可能性はないのであろうか。

この点、日本人の未成年の子の親権者として実際に養育・監護をしている場合は、

別居していても期間満了までに「定住者」への変更申請をすれば、「定住者」の在
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留資格を付与するというのが現在の通常の取扱いである（１９９６（平成８）年７月３０

日付通達【→資料③－１】）

しかるところ、未成年の子がいない場合や外国人妻がその子を実際に養育・監護

していない場合は、婚姻期間及び在留期間が比較的長期にわたる場合でない限り、

定住者への在留資格変更は困難であるとされている。

しかし、仮に比較的短期に破綻に至った事例においても、DV被害によって婚姻

関係の実態を奪われた外国人女性については、婚姻関係の解消に際しての権利の行

使や夫の責任を追及するのに必要な期間、当該女性に安定して日本で生活できるよ

うな在留資格が付与されるべきものである。

イ 在留資格のない外国人女性の場合

これに対し、在留資格のない状態で日本人夫と結婚したが、未だ在留特別許可を取

得していなかった外国人女性や、このような状態で日本人夫と内縁にあった外国人女

性が、夫の暴力から避難し、別居を余儀なくされた場合は、退去強制手続の対象とな

ることになる。

しかし、在留資格のない状態であっても、外国人妻が、その日本人夫との間に子を

有しており、その子の親権者として実際に養育・監護している場合は、在留特別許可

が認められる可能性がある。

もっとも、在留特別許可については、法務大臣又は地方入国管理局長の広範な裁量

によるというのが行政解釈である。

�５ DVによる国際結婚の破綻と被害女性の救済

以上に検討したところを踏まえ、前記�１ カで述べた典型的な「婚姻→DV→破綻」

の事例について、それぞれの被害女性の救済はどのように図られうるのか、今後の課題

を考える上でも検討してみたい。

ア （事例１）

家を出たAとその子は、住むところもなく、近くの福祉事務所に相談に行った。しか

し言葉が十分通じない。職員に、帰宅するよう勧められ、「離婚する」というと、それな

ら帰国しなさいと言われた。Aは日本での生活が長く、ましてAの子は日本で生まれて、

日本語で育っていた。フィリピンの言語も文化も知らない。フィリピンに帰っても仕事

のあてはなく、家族とも事実上音信が途絶えていた。子どものためにもAは日本に留ま

りたいと思っていた。以前知人から聞いたことがある、民間のシェルターを頼って行っ

た。シェルターのスタッフがシェルターの所在地の福祉事務所に生活保護の申請をして

くれたが、外国人登録地の福祉事務所に申請するようにと断られた。地元の福祉事務所

に連絡すると、そちらで保護しているなら…と、シェルター所在地の福祉事務所に申請

するようにと言われ、結局たらいまわしにされて日が過ぎた。一方、Bは、Aの知らな

い間に離婚届を出してしまっていた。Bは子どもへの執着がなかったので、親権者はA

になっていた。

Aの「日本人の配偶者等」の在留期限は経過してしまっていたところ、Aの生活保護
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申請については、在留資格がないという理由で拒否されたが、子については日本国籍を

有していたことから認められた。

Aはシェルターから母子支援施設への入所を希望したが、空きがなく、何か月も待っ

た。民間アパートに入居しようとしたが、保証人がいないことや、外国人であることな

どから、入居を断られた。

Aは、日本人の子の親権者となって養育・監護している場合には、在留特別許可が認

められるかもしれないと聞いたことから、入管に出頭したが、許可が下りて定住者の資

格を取得するまでに２年もの期間を要した（通常、１年数か月から３年くらいかかると

されている）。その間、適法な就労をするための在留資格がないため職に就くこともでき

ず、、子どもの保護費以外殆ど収入がなく、生活は苦しかった。シェルターのスタッフか

ら、Bに対して養育費等の請求をすることも勧められたが、Bは既に消息不明になって

おり、精神的にも参っていたため、そのような行動を起こす気持ちにはなれなかった。

Aのように、日本人と法律上婚姻し、夫との間に子がいる場合、離婚しても、A

が親権者として未成年の子を養育・監護していれば、在留特別許可が出され、「定住

者」としての在留資格を得ることが可能である。

では、Aと Bが事実婚であった場合はどうか。日本の国籍法では、出生時に父又

は母が日本人であることが日本国籍取得の要件である。Bに胎児認知をしてもらわな

い限り、子どもは日本国籍を取得できない。そして、Aと Bの事実婚が破綻した場

合、Aはオーバーステイであり、子どもも日本国籍ではないから生来的オーバース

テイである。在留特別許可を得ようとするなら、Aが親権者としてその子を養育・

監護しているのみでは足りず、少なくともBを相手に認知訴訟をして認知の判決を

得なければならない。

同じような男女の関係で、子どもがあり、DVによってそれが破綻しても、法律婚

の有無で事情は全く異なる。

イ （事例２）

CはDから離婚調停を起こされた。Cは子どもの親権を主張したが、義父母の強い意

向でDも親権を譲らず、Cは精神病で仕事もできない、子どもを育てる事などできない、

家庭でも何の役にもたたなかった、などと嘘を言われ、費用がなく代理人を立てられな

かったCは、日本語も十分話せないため反論もできず、Dの言い分がそのまま通ってし

まっていた。Cは疲れ果てて、早く中国に帰りたいと思うようになり、子どもの親権を

とることを諦めた。調停調書には、親権者はDとされ、Dは Cの面接交渉権に配慮する

と記載されていた。しかし、その後帰国したCは一度も子どもに会っていない。

子どもがほしいために嫁として迎えられた外国人妻と日本人夫との婚姻が破綻し、

子どもの取り合いになった場合、経済的にも社会的にも弱い立場の外国人女性が親権

者となることは困難である。Cのように、来日してあまり期間が経たないうちに離婚

することになると、日本語の能力が不十分であることや、精神的に追い詰められた状
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態になっていることがいっそう不利に働く。そして、親権者になれなかった外国籍の

母は、原則として在留期間更新許可を受けることは極めて困難であり、帰国せざるを

得ない。いったん帰国すると、子どもに会うために日本に来るような経済的余裕もな

く、子どもも母がどこにいるか知ることもできず、母子は一生会えなくなる可能性も

高い。もっとも、婚姻期間が比較的長い場合、離婚前に外国人女性が「定住者」への

在留資格の変更申請をして、認められる可能性はあり、その場合には、親権を取るチ

ャンスも皆無ではない。

ウ （事例３）

Eはこのままでは在留期限が切れ、オーバーステイになってしまうと思った。Fに在

留期間の更新に協力してくれるよう頼むと、Fは、これからはもっと夫の言うことに従

って「よい妻」になると約束するなら協力してもいいなどと言った。Eが、これまで妻

として落度があったとは思っていない、夫婦は対等であるはずだと思わず言ったところ、

Fからこれまでにないすさまじい暴力を受け、かろうじて家を逃げ出し、大学時代の友

人宅を頼った。Eは「定住者」への在留資格の変更申請をしたが認められなかった。E

は帰国を考えたが、諦めきれなかった。「短期滞在」の資格を取得し、再申請した。

子どもがいない場合、現在の運用の下においては、「定住者」への在留資格の変更

は非常に難しい。婚姻期間が比較的短い場合はほとんど無理である。現状では、Eは

帰国するほかないであろう。

�６ 今後の課題

ア 外国人被害女性の現状を考慮すると、DV防止法には更に改正が必要である。

具体的には、以下のような点である。

（ア） 「在留資格の有無や内容」を問わず、被害者の保護・救済は国及び自治体の責

務であることを条文上明記すること。

（イ） 配偶者暴力支援センター（法３条２項）の業務に、被害者が外国籍である場合、

被害者が理解可能な言語で、利用可能な情報を提供することを明記すること。通訳

人の確保は、民間団体と協力するとしても、費用は公費で賄うことを明記すること。

（ウ） DV被害者の保護に当たる関係機関に対し、入管法６２条２項の通報義務を「免

除」することを明記すること。

（エ） シェルターなど民間の援助団体への資金援助を義務化すること。

（オ） 職務関係者による配慮等（法２３条）に、被害者の文化的・社会的背景等に配慮

するべきことを明記すること。

（カ） 教育及び啓発（法２４条）に、外国籍被害者を含むマイノリティーの置かれてい

る状況への理解を深めるための具体的な方法を含むことを明記すること。

イ 他の法制度については、以下のような見直しが必要である。

（ア） 入管法

� 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人女性は、夫の協力がないと在留
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期間の更新ができないため、DV被害に遭っていながら、妻がDV防止法による

保護を初めとする公的保護を事実上受けられないという実態がある。

このような事態を防ぐため、夫が意図的に協力を拒否しているような場合は、

夫の協力が得られない理由を疎明させ、妻が夫との婚姻を継続するか解消するか

の考慮・判断とその実現に必要な期間、在留資格を与えるべきである。

� 在留資格がない被害者（夫の非協力で更新ができずオーバーステイとなった場

合や、最初からない場合）に対しても、DVによる被害の回復が可能となるよう

に、離婚手続（調停及び裁判）中や損害賠償請求訴訟の継続中などは、退去強制

手続を進めないことを原則とすべきである。

（イ） 生活保護法

� 在留資格がない場合は原則として生活保護が準用されない取扱いとされている

が、生存の権利について、在留資格の有無で差異を設ける根拠はなく、要保護状

態がある以上は認めるべきである。

� 生活保護の実施機関は、基本的に外国人登録地の管轄の福祉事務所であるが、

公的な一時保護所に入所できず、登録地の近隣に民間シェルターがないなどの理

由で遠隔地のシェルターへ逃げてきたような場合、シェルターの所在地の管轄の

福祉事務所が保護を実施するように運用上配慮すべきである。
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第７章
外国人・民族的少数者の労働、社会保障、医療の現状と課題

第１節 外国人の労働をめぐる現状と課題

１ 外国人の労働と日本

�１ 日本における外国人の労働の現状

ア 労働者数

日本において就労している外国人労働者の数を正確に把握することはできない。入

管法は、就労を目的とする在留資格（別表第１）を定めており、この在留資格を有す

る外国人登録者数についての統計は存在するが、これ以外に、在留活動に制限のない

別表第２で定める在留資格を有して就労している者や、不法残留者、不法入国者、資

格外労働者等の非正規労働者（国連の公式文書では、「非正規の（irregular）」又は「未

登録の（non―documented）」という用語を使うという決議がある。あるいは、「証明

書を持たない」（undocumented）という用語が用いられることもある）が存在し、

これらの就労者数については、推定するほかはない。

例えば、２００３年末の「外交」「公用」以外の就労を目的とする在留資格（入管法別

表第１）に定める在留資格のうち、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法

律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」）

を有している外国人登録者数は、１８万５５５６人と発表されている＊１。これ以外に、別表

第２で定める在留資格を有して就労している者が、２２万人程度と推定されている。さ

らに非正規労働者が、３０万人近く存在すると推定されている＊２。

入国管理局統計及び労働省資料を基にしたある研究結果によれば、１９９９年における

日本で就労する外国人の数は、就労可能な在留資格（「外交」「公用」を除く）を有す

る専門的・技術的労働者が１２万５７２６人、それ以外の在留資格（「特定活動」「日本人の

配偶者等」「定住者」）を有して就労する者、資格外活動許可を得て就労する者、不法

残留者で就労する者の合計が５４万２４５５人（ほとんどがいわゆる単純労働者）、このほ

かに相当数の不法入国者等が存在するという＊３。

イ 「単純労働」とこれが生じる構造的要因

日本へ来る外国人労働者については、アジアを中心とする発展途上国出身者が多い

とされ、その多くがいわゆる単純労働に従事している（「単純労働」という言葉自体

否定的な意味合いを有するとして研究者等からの批判も強い。最近発表された経済産

業省の「少子・高齢社会の海外人材リソース導入に関する調査報告書」（２００１年）及

び厚生労働省の「外国人雇用問題研究会報告書」（２００２年）では、「単純労働者」とい

＊１ 法務局入国管理局「平成１５年末現在における外国人登録者数統計」（「国際人流」２００４年７月号４２頁）

＊２ 移住労働者と連帯する全国ネットワーク「『多民族・多文化共生社会』に向けて～包括的外国人政策の提言２００２年

版」（同ネットワーク発行）１４頁

＊３ 鈴木江理子「日本における多文化主義の実現に向けて Part�」４２頁
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う言葉を避け、「積極的に受け入れる労働者」と「労働需要に応じて受け入れる労働

者」という二分類を用いている＊４。

このような発展途上国から先進国への人口移動が生じる要因としては、送り出し国

の状況として、�発展途上国と先進国との間には、大きな経済不均衡が存在するため、

発展途上国の国民が、先進国の高い所得水準と雇用の機会を求めて移動すること、し

かも、通信技術の発展により、発展途上国においても他国の雇用や所得状況、出入国

管理等に関する情報を入手することが可能になり、他方、交通手段の発達により海外

への移動が容易になったことが、こうした国際人口移動を促進させていること、�発

展途上国国家の一部では、過剰労働力、貧困・失業・国際収支の悪化という問題を解

決するために、国内に潤沢に存在し、「比較優位」を持つ生産要素、すなわち労働力

という商品の輸出を促進しようと考えたこと（フィリピンの海外雇用庁、インドネシ

アの海外雇用センター、スリランカの海外雇用公社など）、�いわゆる緑の革命によ

り農村が崩壊し、都市へと流入したが、このうち近代工業部門に吸収されなかった人

口が、大都市のスラムの中に居住し、インフォーマル・セクターと呼ばれるさまざま

な不安定職業に従事することになり、先進国への移住者予備軍として存在しているこ

と、�戦争、内乱、政治的混乱、飢饉、自然災害、環境問題、適正な政治制度ないし

司法制度の不存在等の理由により、強いられた移動（代表例として、難民）をする人

が存在すること等が挙げられている＊５。

他方、受け入れ国の必要性としては、欧米諸国に見られた高度成長期の労働力不足

に対する外国人労働者受け入れのほか、不況下においても、全世界に分散した企業の

生産活動を管理・支配する本社中枢機能の拡大の結果、交通・通信・ビルなどの維

持・保安・管理業務や事務の末端職種や、高所得者を中心とする新たな都市型ライフ

スタイルに提供されるサービス部門（２４時間ショップ、レストラン、家政婦や育児等

の仕事）の新たな低賃金労働に対する需要の増加が指摘されている。このような低賃

金職種の多くは、パート労働など不安定な就業形態で、低賃金の肉体労働であり、夜

間・休日労働などを伴う。この需要は、従来、女性、マイノリティや合法移民によっ

てみたされてきたが、彼ら・彼女らの地位向上に伴い賄うことができなくなり、不法

移民労働者によってうめられるようになっている＊６。

ウ 「不法就労」とこれが生じる構造的要因

（ア） 日本においては、他の先進諸国と異なり、高度成長時代には、新たな外国人労

働者を受け入れなかった。

しかし、１９８０年代特に１９８０年代後半に入り、大量の外国人労働者が日本に流入す

るようになった。近隣のアジア諸国との所得格差・賃金格差が拡大し、高い所得水

＊４ 鈴木江理子「『外国人』受け入れ議論のゆくえ」（「国際人権ひろば」No．３＝２００４年１月）８～９頁

＊５ 伊豫谷登士翁「グローバリゼーションと移民」（有信堂）、マイロン・ウェウナー「移民と難民の国際政治学」（明

石書店）５７頁、大塚友美「ボーダレス化の国際政治学」（創成社）１１頁、外務省監訳「国際人口開発会議行動計画」６６

頁

＊６ 梶谷孝道「外国人労働者と日本」（日本放送協会）１６～２２頁、伊豫谷・前掲「グローバリゼーションと移民」第８

章、戸塚秀夫・徳永重良「現代日本の労働問題（増補版）」（ミネルヴァ書房）２４１～２４２頁、関東弁護士会連合会「外国

人の就労と人権」（明石書店）１１６頁
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準、単純労働に対して大きな需要を有する日本に外国人労働者が流入したのは当然

である。日本経済の強化にともなう円高も、外国人労働者を日本に呼び寄せる魅力

となった。

しかしながら、日本政府は一貫して外国人単純労働者の受け入れを拒否してきた

ため、不法就労という形で外国人労働者の流入が組織的に行われたのである。

（イ） 産業の高度化に伴い、自国民労働者は、大企業の労働市場に吸収され、外国人

労働者は、その穴を埋めるために、自国民が就きたがらない、しかも海外移転ので

きない特定の職種において必要とされるようになる。例えば、金属プレス、メッキ、

プラスティック、建設・解体、港湾、食品加工、外食などの部門や、自動車産業な

どの構内下請け、特に女性については性産業部門などである。

日本において、「３K（きつい・汚い・危険な）」と呼ばれる職場がその典型であ

り、外国人労働者は、既に日本の基幹労働力になっている。１９９０年の入管法改正に

際しては、改正直前に多数の不法就労者が帰国したが、これによって彼らを雇用し

ていた職場でさまざまな影響が発生したことは、これを如実に示している。ゴミの

収集に支障が生じたこと、教科書の製本が間に合わなかったこと、建設会社が人手

不足で倒産したことなど、彼らが３K 職場において必要不可欠な労働力であったこ

とを示している＊７。現在、入管法上の合法・非合法を問わず日本において単純労働

に従事する外国人は、約５０万人と言われる＊８。

（ウ） 構造的労働力不足

日本の労働力は、長期的労働需給見通しから不足が予測されている。三菱総合研

究所の試算では、２０００年に５６３万人、２０２０年には８９７万人の労働力が不足するという。

従来新規の労働力を供給してきた農村人口は、１９５０年に約５０％であったが、１９８７

年には１０％を割り込み、過疎化がすすんでおり、都市への労働力の追加的な供給源

とはなり得ない。青少年労働者の高学歴化や意識変化も、人手不足に拍車をかけて

いる。

しかも、日本の高齢者の労働力率は欧米諸国に比べ極めて高い水準にあり、さら

に、女性の労働力率についても、１９７０年初めを底に上昇し、さらにパートタイム労

働による既婚女性の大量動員によって、欧米諸国と同程度の水準に達している。従

って、高齢者や女性を労働力の追加的な供給源と見なすことはできない。

さらに、前述のとおり、サービス業や建設業などの非輸出型労働集約的産業の人

手不足は著しいが、こうした産業の海外への移転は不可能である。

このような構造的労働力不足がある以上、外国人労働者が減少することはありえ

ない。

�２ 日本の外国人労働者問題に対する方針とその問題点

ア 移民労働者の非公式化と人権侵害

以上のとおり、日本の産業構造は、単純労働の分野において、外国人労働の流入を

＊７ 戸塚・徳重・前掲「現代日本の労働問題（増補版）」２３７頁

＊８ 移住労働者と連帯するネットワーク・前掲「『多民族・多文化共生社会』に向けて」８頁
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不可避としている。それにもかかわらず、これまで日本政府は、一環して単純労働に

おける外国人の流入を容認しないという政策を維持してきた。

第９次雇用対策基本計画（１９９９年８月閣議決定）においても、専門的、技術的分野

の労働者は積極的に受け入れることとするが、いわゆる単純労働者の受入れについて

は、十分慎重に受け入れることを基本方針としている。２０００年３月の「出入国管理基

本計画（第２次）」においても、「我が国が必要とする外国人労働者の円滑な受け入れ」

を唱っているが、その場合の「外国人労働者」とは、「専門的、技術的分野と評価し

得る人材」のことであり、いわゆる単純労働者の受け入れを認めたものではない。２００１

年の経済産業省の報告書、２００２年の厚生労働省の報告書、２００３年７月の通商白書等で

は、高度な人材以外の外国人労働者の受け入れの可能性が示唆されているが、移民政

策の全面的な見直しには至っていない。

以上のようなこれまでの日本移民政策が、結果として、不法就労という形態での外

国人労働者の流入を生み出したのである。日本において外国人労働者がおかれてきた

状況は、前述のとおり労働需要がきわめて大きく、外国人労働者の流入が不可避であ

るにもかかわらず、その就労が法的には容認されず、そのギャップが、さまざまな「バ

ック・ドア」並びに「サイド・ドア」政策（移民労働者の非公式化）により埋め合わ

されてきている。日本では、本来「外国人労働者」として扱われるべき人々が、不法

就労者、留学生・就学生、研修生・技能実習生など、異なった形で入国ないし滞在せ

ざるを得ない。「バック・ドア」方式とは、公式には外国人労働者を受け入れないが、

以下に述べるように「興行」「就学・留学」「日系人」といった形で裏口から外国人労

働者を導入する方法をさす。一方で、技能実習制度は、一定の条件付きで通常の就労

を認めており、裏口ではなく横口からの外国人労働者受け入れという意味で、「サイ

ド・ドア方式」と呼ばれる＊９。

その結果、「不法」就労外国人が、不法であるがゆえに摘発をおそれて必要な法的

保護を受けられなかったり、彼らを搾取する「ブローカー」などの問題が生じたりし

ているのである。

イ 労働関係諸法令の適用による人権保護と入管法による取締りの衝突

政府は、労働関係諸法令が在留資格の有無を問わず外国人にも適用されることは認

めているものの、労働者の権利保護と不法就労の防止という利益が衝突する場面では、

後者の利益が優先されがちである。

１９８８年の労働省通達「外国人の不法就労等に対する対応について」は、入管法上の

「不法」就労事案について、入管行政機関への情報提供と不法就労の防止を求めた。

これでは、「不法」就労者が労働監督行政機関に権利侵害の救済を求めたくても、入

管への通報を覚悟しなければならず、事実上、入管法によって権利行使が不可能とな

る。

この点の批判を受けた労働省は、１９８９年通達「入管法上不法就労である外国人労働

者の入管当局への情報提供について」において、外国人労働者から労働基準関係法令

＊９ 梶谷・前掲「外国人労働者と日本」３３頁、同４５頁、戸塚・徳永・前掲「現代日本の労働問題（増補版）」２４３～２５４

頁。なお、第２章第３節も参照。
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への違反の申告・相談を受けた場合、まず法違反の是正と権利の救済をはかり、入管

当局への通報は行わないこととした。しかしながら、その一方で、重大悪質な法令違

反があった場合や多数の不法就労者が雇用されている場合には、通報をするものとし

ている。

どうしても「通報」を担保しておきたい労働行政の姿勢が如実にあらわれていると

の批判がなされるゆえんである。

「不法就労外国人対策関係局長連絡会議」「不法就労外国人等対策協議会」の定期

的な開催、「不法就労等外国人労働者問題地方協議会」の設置等、これまで労働行政

においては、労働者の権利救済よりも、取締当局との連携に力点を置いてきたことが

疑われる。

その結果、非正規労働者の無権利状態に対し無策であり、多くの場合、労働者本人

が支援者の協力を得て申告を行った場合に消極的に対応しているのが現実である。

一方で、労働基準監督官は、労働基準法違反及び労働安全衛生法違反の罪について

は、刑事訴訟法に規定する司法警察官としての職務権限を有している（労基法１０２条、

安衛法９２条）。従って、本来であれば、労基法違反や安衛法違反を行う悪質な雇用主

については、同法違反での立件を検討すべきであるにもかかわらず、実際には是正勧

告どまりで刑事手続まで踏み込むことはほとんどない。これが、非正規労働者の人権

侵害を放置する結果につながっている。

２ 外国人の労働と在留資格制度問題

�１ 不法就労

日本における不法就労の形態としては、不法入国後に就労するケース、入国目的を偽

って観光ビザ等で入国し就労するケース、在留期間経過後も残留して就労するケース、

無許可で資格外活動を行うケースなどが考えられる。

前述のとおり、中小企業・零細企業を中心に、いわゆる「単純労働者」を望む声が強

く、これまで日本政府は厳格な形での取締りを行っていなかった。近年、東京都・法務

省入国管理局・東京入国管理局・警視庁の「首都東京における不法滞在外国人対策の強

化に関する共同宣言」の発表と摘発の強化を契機として、取締りは厳しくなっている。

東京で活動するある支援団体によれば、上記共同宣言以降、労働関係相談が減少して

いる（一方で在留関係相談の相談数は維持されている）という。その原因として、�上

記宣言以降、都内では外国人が道を歩いているだけで職務質問を受けるような状態で、

周りの友人達が次々に都内で摘発されており、在留資格のない人にとって都内に行くこ

と自体がとても恐い状態であり、相談に行けないこと、�新たな仕事を見つけるのが困

難になっているため、社長に文句を言ってクビにされるのを恐がって、残業代未払いや

軽いケガの労災といった「小さな問題」だと相談にいかず、我慢しながら今の仕事にし

がみついて働いている人が多いことなどが指摘されている【→資料�―１】＊１０。

外国人労働者の労働法上の人権が侵害されているにもかかわらず、摘発強化の結果、

その被害が潜在化してしまっているとしたら、由々しき問題である。

＊１０ A．P．F．S．“This Land is―Asian Peoples Friendship Society”２００４年７月５日号、２頁
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�２ 個別の在留資格と問題点

ア 「興行」の在留資格

日本の風俗産業、娯楽産業で働くアジア人女性の多くが、「興行」の在留資格で滞

在している。

日本では、原則として特殊な技術や専門的知識を要する職種についてのみ就労を目

的とする在留資格を与えるというシステムをとっており、本来「興行」の在留資格で

行うことができる活動は、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動又はその

他の芸能活動であって、接客や風俗業に従事することが認められるわけではない。し

かしながら、現実には、「興行」の在留資格を有する者の中には、世界的な歌手など

が含まれる一方で、ダンサーとして在留資格を取得したものの実際にはホステスとし

て接客業に従事したり、風俗産業で働く者も含まれているのである（前述の「バック・

ドア」方式）。「興行」の在留資格を持つアジア人女性の大量の入国は、日本社会の風

俗産業・娯楽産業のあり方が反映しており、日本に特異な現象である。

一方で、日本が単純労働を受け入れないという建前を維持しているため、アジア人

女性、特にフィリピン女性の海外での労働分野である家事労働、看護労働が受け入れ

られておらず、その結果として「興行」の在留資格による風俗産業への従事に偏る結

果になるとの指摘もある＊１１。

現在、フィリピン、タイなどとの間で、看護師、マッサージ師、介護労働者などの

受け入れが懸案となっている。

イ 就学生・留学生

就学生や留学生は、資格外労働の許可を受ければ、週２８時間以内でアルバイト労働

が認められる。しかし、この許可の範囲を超えて、または最初から許可を受けずに就

労するケースが日常化している。１９８０年代には、入国管理局の OB が日本語学校に天

下って偽装就学の手助けをするというケースや、日本語学校の経営者が、上海で、日

本での就労を求める中国人に便乗する形で金を集めたが、学校開設の認可がおりず集

めた金を返すことができなかったために外交問題化したというケースも明らかになっ

た。

他方、勉学のみを目的として来日した就学生・留学生であっても、就学生・留学生

が利用できる奨学金や寮がほとんどない現状において、物価の高い日本においては、

生活費を稼ぐために許可された時間を超えて働かなければならず、結果として資格外

活動者ということになる場合もある＊１２。

さらに、近年、真面目に勉学に励む留学生・就学生が風俗店でアルバイトをしてい

て摘発され、入管法２４条４号の「報酬を受ける活動を『専ら』行っていると明らかに

認められる者」にあたるとして退去強制令書発付処分を受ける事例が増加している。

処分の違法性を訴訟で争うことは可能であるが、訴訟係属中退去強制令書に基づく収

容が続くと、通学することができず、結果として出席日数や単位が足りずに退学をせ

＊１１ 梶谷・前掲「外国人労働者と日本」３９頁

＊１２ 戸塚・徳永・前掲「現代日本の労働問題（増補版）」２５４頁
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ざるを得ない。従って、収容部分についても執行停止決定を受けることが重要であり、

それが認められなければ訴訟の結論を待たずに帰国するほかはなく、実際には処分の

違法性を争う道が閉ざされることになる。これまで、こうした事情が収容の執行停止

の要件としての「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」（行政事件訴訟法２５条

２項）があるかどうかについて、地裁レベルの判断は分かれていたが、収容部分も含

めた退去強制令書の執行停止を認めた地裁の決定（東京地裁決定２００３（平成１５）年１０

月１７日）が、高裁において維持された例があり（東京高裁決定２００３（平成１５）年１２月

２６日）、収容のもたらす不利益を直視した判断として注目される（いずれの決定も公

刊物未登載）【→資料�―２及び�―３】。

なお、上記地裁決定及び高裁決定は、いずれも、「本案について理由がないとみえ

るとき」（同条３項）に該当するかどうかの判断に際し、申立人の出席状況、成績、

学費・生活費の調達方法、アルバイトの実態、入管法違反の刑事事件が不起訴となっ

たこと等を丁寧に認定した上で、申立人が入管法２４条４号イ所定の「第１９条第１項の

規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行ってい

ると明らかに認められる者」に該当することが明らかであるとは到底いい難いとして

いる。同法１９条１項の「専ら」の解釈として正当な判断である。

ウ 研修・技能実習制度

「研修制度」「技能実習制度」は、日本の技術・技能・知識を発展途上国に移転し、

発展途上国の経済発展を担う人材の育成に寄与することを目的として創設された制度

である。研修生としての新規入国者は、１９８５年には１万３９８７人であったが、２００２年に

は、５万８５３４人となっており、そのうち５万３６９０人がアジアからの入国者である＊１３。

また、１９９３年から１９９８年までの間の技能実習生への移行者総数は、２万７３４６人である＊１４。

法務省は「第２次基本計画」において、これらの制度を一層充実させ、対象職種を拡

大することを目指しており、今後も受け入れは拡大していくと思われる。

しかしながら、実体としては、「研修」という形でアジアからの外国人労働者を受

け入れ、実際には通常の労働に従事させながら制度を悪用して給料を支払わず、結果

として研修生が通常の不法就労者以上に搾取されたという事態が多発している＊１５。

労働力不足に悩む中小企業・零細企業は、十分な研修能力を有していないにもかか

わらず、「研修」という公式の制度を利用して、実際には外国人労働者を非公式に受

け入れ搾取しているのである＊１６。研修生は、「労働者でない」という建前のために、

賃金ではなく「研修手当」としての生活実費を受け取るだけであること、原則的には

労災補償がないこと、受け入れ企業を変えることができず企業に隷属させられること

等の人権侵害を受けている。

そもそもこの制度は、研修生自身、発展途上国のためと称しながら、実際にこれを

受け入れているのは、送り出し国や本人が必要としている技術等を取得できる分野で

はなく、むしろ日本社会で労働力を必要としていながら合法的に外国人を受け入れる

＊１３ 法務省大臣官房司法法制部編「第４２出入国管理統計年報平成１５年版」（国立印刷局）５３頁

＊１４ 外国人研修生問題ネットワーク「まやかしの外国人研修制度」（現代人文社）９７頁

＊１５ 日経ビジネス２０００年１１月６日号、外国人研修生問題ネットワーク・前掲「まやかしの外国人研修制度」参照

＊１６ 梶谷・前掲「外国人労働者と日本」４４頁
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ことができない分野、いわゆる「３K」労働の分野が中心となっていることに、制度

の基本的な矛盾があらわれている。

技能実習制度は、研修生制度の延長であり、研修生制度の弊害がそのまま技能実習

生制度に引き継がれている（ただし、技能実習者は労働者とされるので労働関係法令

が適用され、労災保険も受給できる）。

しかも、研修生は法務省、技能実習制度は厚生労働省管轄となり、両制度を通じて

責任をもって対応する政府機関が存在しない。１９９１年９月に法務省・通産省・外務

省・労働省・建設省の五省共管で設立された財団法人国際研修機構（JITCO）は、外

国人研修生の出入国・在留に関する手続を支援したり、研修・実習の状況を把握した

り、技能評価の援助を行ったりする組織であるにとどまり、研修生・技能実習生の抱

えるさまざまな問題の解決を図ったり、問題企業の取締をする機関ではない＊１７。

基本的には発展途上国援助と外国人労働力の導入という全く異質な課題を人為的に

結びつけて解決しようとしたものであり、うまく機能するかどうかには疑問が残る＊１８。

研修・技能実習制度を抜本的に見直しまたは廃止し、外国人労働受け入れについて制

度を整備する一方で、発展途上国の人材育成には別個新たな方策が必要であろう。

エ 日系人の「定住者」

日本は、１９９０年の法務省告示により、日系三世及び日系二世・三世の配偶者に定住

者の在留資格を付与するものとし、日本での滞在・就労を合法化した。

日系人の就労は、いわゆる間接雇用が中心であり、１９９２年の調査では、６３．０％とい

う多数が人材派遣業者・中間業者と契約している＊１９。これは、上述の法務省告示の結

果、多くの人材派遣業者・ブローカーが中南米にリクルートに行き、戸籍等の必要書

類の準備、職場や住居の用意、入管手続の代行等を行うなどして、日系人を日本に送

り出すシステムを作り出したことに起因している。これまで既存の出稼ぎ・季節工・

期間工に代わり、より安い中南米の日系人が送り込まれるようになったのである＊２０。

しかしながら、間接雇用形態には、後述するように様々な問題点が指摘されている。

また、人材派遣業者・ブローカーによる搾取の問題も存在している。

１９９３年に国際協力事業団が発表した「平成四年度日系人本邦就労実態調査報告書」

によれば、ラテンアメリカ日系人の相談内容のうち、求職２２．１％、労働問題１７．０％と

なっており、両者あわせて４割近くを占めているという。労働問題についての相談（６０９

件）の内訳をみると、「会社・人材派遣会社との問題」１３．８％、「賃金支給されず」１３．１％、

「罰金課せられる」８．４％、「解雇される」７．７％、「パスポート取り上げられる」６．６％

であり、日系人雇用の主体をなす派遣業者の問題が明らかになっている。＊２１

２００２年８月にブラジルのサンパウロ市及びロンドリーナ市で開催された「日伯比較

法及び在日ブラジル人就労者に関する国際シンポジューム」においても、こうした問

＊１７ 外国人研修生問題ネットワーク・前掲「まやかしの外国人研修制度」１０３頁

＊１８ 梶谷・前掲「外国人労働者と日本」４６頁

＊１９ 駒井洋「日本の外国人移民」（明石書店）５８頁

＊２０ 丹野清人「在日ブラジル人の労働市場－業務請負業と日系ブラジル人労働者」（大原社会問題研究所雑誌４８７号、１９９９

年６月）３３～３４頁

＊２１ 駒井・前掲「日本の外国人移民」５８～６１頁
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題が議論され、シンポジュームの結論として発表された「サンパウロ・ロンドリーナ

宣言」においては、労働条件に関する問題として、�斡旋業者および人材派遣業者の

仲介による雇用が支配的であり、それが雇用の不安定、給与面での損失、社会保険な

らびに労働保険による保護の欠如を招来していること、�すべての雇用は基本的、原

則的に、直接雇用が望ましいこと、�直接雇用が可能でない場合においては、日本の

法律または諸規定において、職業斡旋・人材派遣を目的とする企業設立および営業に

関する、より厳格な基準の設定、労働法および社会保障上の権利に関する雇用主の補

助的責任の設定、労働者の労働法および社会保障上の権利を遵守しない企業への所管

当局による実効的監督および厳格な処罰の実施等のための改正が行われることが望ま

しいとされた【→第１０章も参照】。

３ 外国人の労働と権利の保障

�１ 外国人労働者に適用される条約、法令

ア 国際条約

（ア） 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）２条２項及び

７条は、締約国に対し、外国人労働者が労働法上平等の取扱いを受ける権利を保障

することを義務づけている。また、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条

約（人種差別撤廃条約）５条（e）（i）及び（ii）も、締約国に対し、同様の義務を

定めている。日本は社会権規約及び人種差別撤廃条約の締約国であるから、当然に

これらの条約に法的に拘束される。

（イ） しかし、就労を目的として外国に入国する移住労働者は、国籍国を離れて外国

に在住することに加えて、被雇用の労働者であるという二重の困難を負っているた

め、一般的人権条約だけでは権利の保護として十分ではない。とりわけ、非正規労

働者の場合は、「非適法」という弱い立場を悪用する雇用と就労条件によって、人

権と基本的自由が脅かされる場合が多く、個別的人権文書による保護が必要であ

る＊２２。

日本は未批准であるが、外国人労働者の保護を内容とする条約として、ILO 諸条

約とこれを補う勧告＊２３がある。１９３９年「移民労働者の募集、職業紹介、労働条件に

関する条約」（６６号）及び勧告（６１号）（ただし、発効せずに１９４９年条約に修正採択

される）、１９４９年「移民労働者に関する条約」（９７号）及び勧告（８６号）は、家族を

含み、移民労働者の内外人平等を定める。１９５８年の「雇用及び職業の差別待遇に関

する条約」は、人種、国民的出身または社会的出身などに基づいて行われるすべて

の差別待遇を除去すべきことを定めている。１９６２年の条約（１１８号）は、移民労働

者の社会保障制度の適用に関して、内外人平等処遇を定める。１９７５年の ILO 条約

１４３号及び勧告１５１号は、移民労働者の雇用の機会及び処遇の均等の促進に関するも

ので、いわゆる「不法な」移民労働者の増大や、非熟練労働者もしくは単純労働者

＊２２ 金東勲「国際人権法とマイノリティの地位」（東信堂、２００３年）２２２頁

＊２３ 日本が批准していない ILO 条約の原文は、ILO のホームページで検索することができる。http : //www．ilo．org/

ilolex/englisi/index．htm
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の急増によって引き起こされる新しい事態と、１９４９年条約のギャップを埋めるため

に採択されたものである＊２４。同条約は、第１部“Migrations in Abusive Conditions”

において、締約国に対し、すべての移民労働者の基本的人権の尊重を義務づける。

さらに、勧告１５１号は、条約をさらに詳細にしたものであり、再雇用の保証（３１項）、

解雇に対する救済手続（３２項）及び退去強制に対する不服申立手続（３３項）、出国

する外国人の労災補償（３４�１（a））等に関し、滞在の適法・不適法にかかわらず認

めるべきであるとしている。このように、ILO 諸条約及びこれを補う勧告は、移民

労働者が合法であるか違法であるかを問わず、人権保障の面で平等処遇を要請して

いる。

（ウ） この趣旨をより具体化した「すべての移住労働者及びその家族構成員の権利保

護に関する国際条約」（以下、「移住労働者権利条約」という。）＊２５は、ILO 条約よ

りもさらに広い範囲の事項について、詳細に規定している。

特に、移住労働者権利条約は、前文に「移住に関する人道問題が、非適法な移住

の場合さらに重大であることを認識し及びそのために、移住労働者の秘密裡の移動

と不正取引を防止し除去するために、その基本的人権の保護を確保すると共に、適

切な行動が奨励されるべきであることを確信し」「証明書を所持しないか、又は非

適法状態にある労働者が、しばしば他の労働者より不利な労働条件の下に雇用され

ていること、及びある雇用者が不公平な競争の利益を獲得するためにそのような労

働者を認める誘因にしていることを考慮し」たことを掲げており、非適法状態にあ

る移住労働者の人権保護を主要な目的としている。

具体的には、条約の第３部（８条～３５条）が保障する権利については、すべての

労働者とその家族について、その滞在や就労が合法か非合法かを問わず、自国民と

同等の待遇を付与すべきことを規定している。恣意的追放の禁止（２２条）、報酬及

び労働条件の内国民取扱い（２５条）、労働組合・団体に対する権利（２６条）、緊急医

療（２８条）などがこれに含まれる。とりわけ２５条３項は、すべての移住労働者の労

働条件、雇用条件における内国民待遇を保障した１項をうけて、締約国に対し、移

住労働者の在留又は雇用の違法性を理由として、平等原則によって保障されるいか

なる権利も奪われないことを確保するため、「あらゆる適切な措置を取る」べき積

極的義務を定める。労働関係行政機関は、この条項に基づき、�外国人労働者の労

働基本権の確保、労働災害の防止、違法なブローカー・プロモーターなどによるピ

ンハネ、派遣事業の抑止のために、労働条件、職場環境、雇用実態についての把握

に努め、適切な監督、取締りを行う義務、�外国人労働者、特に「不法」就労者と

いわれる人たちの労働基本権を確保する上で、最も重要である、労働関係行政機関

が「不法」就労者を入管に通報してはならないという義務を負うのである＊２６。

また、適法状態にある移住労働者とその家族については、第４部において追加的

権利を定めている。さらに、移住労働者権利条約の目的の一つに移住労働者の非適

＊２４ 金・前掲「国際人権法とマイノリティの地位」２２６頁

＊２５ ２００３年７月１日に発効した。

＊２６ 金東勲「国連・移住労働者権利条約と日本」（解放出版社、１９９２年）５１～６１頁
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法状態をなくすことがあることから、同条約は、第６部において、労働者及びその

家族構成員の国際的移住に関する健全、衡平、人道的及び合法的状況の促進につい

て定める。例えば、移住労働者の募集活動を公的な役務または機関と国際協定によ

って設立される機関に限定し、私的な斡旋業者及び雇用者もしくはその代理人によ

る募集活動は、公的機関の許可、承認と監督を条件とすること（６６条）、締約国は、

非適法状態をなくすため、適法化の可能性を含む適切な措置をとること、適法化の

可能性の検討に際しては、入国の状況、雇用地国における在留期間及びその他の関

連事項、とくに家族の状況に関して適切な配慮が払われなければならないこと（６９

条）などが挙げられる。

（エ） 上に掲げた ILO 諸条約及び移住労働者権利条約について、日本は未批准であ

り、法的拘束力はない。将来的には批准が望まれるが、未批准であっても、適法・

非適法を問わず外国人労働者の人権と人間の尊厳を尊重すべきことは、日本がすで

に批准した国際人権規約によっても義務づけされている。従って、移住労働者権利

条約は、同じ精神と内容を有する国際人権規約を補完し、当該規約の解釈の指針的

役割を果たすと考えるべきである。

具体的には、移住労働者権利条約２５条１項は、滞在の適法・不適法を問わず、全

ての移住労働者について、報酬及びその他の労働条件及び雇用条件に関し、内国民

と同等の取扱いを受けることを定める。同条項は、同条約前文とあいまって、在留

資格の有無といった入管法上の理由のために労働基本権が侵害されてはならないこ

とを宣言したものである。本条項が国連において採択されたということは、在留の

合法、非合法により取扱いに差異を設けることは、労基法３条、社会権規約２条２

項及び７条などの各平等原則に反する、という解釈が国際的にも支持される解釈で

あることを示すことになる＊２７。

（オ） さらに、移住労働者権利条約第６部が条約締約国に求めている労働者の国際的

移住の適法化促進のための協力と措置は、日本のように多数の外国人労働者が非正

規状態で滞在している日本にとって、避けて通れない問題である。従来のような表

向きの政策と実態が乖離したままの対応を持続することは不可能に近い。在留特別

許可の適切な運用やアムネスティの実施などによる合法化が検討されなければなら

ないことは明らかである。従って、この条約は、日本政府が今後とるべき外国人労

働者政策のよるべき基準として作用すべきである＊２８。

イ 法令

憲法２７条２項及び２８条を受けて、労働基準法及び労働組合法は、「使用者は、労働

者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件につ

いて、差別的取扱いをしてはならない」（労基法３条）、「何人も、いかなる場合にお

いても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと、

を労働組合の規約に含まなければならない」（労組法５条２項）と定める。また、職

業安定法も、「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、

＊２７ 金・前掲「国連・移住労働者権利条約と日本」５５～５６頁

＊２８ 金・前掲「国際人権法とマイノリティの地位」２４２～２４３頁
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労働組合の組合員であることを理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的

取扱を受けることがない」（職安法３条）と定める。従って、労働関係法が外国人に

対しても日本人と同様に適用されることは明らかである。

これを受けて、１９８８年１月２６日通達（基発５０号、職発３１号）は、「職業安定法、労

働者派遣法、労働基準法等労働関係法令は、日本国内にある労働であれば、日本人で

あると否とを問わず、また、不法就労であると否とを問わず適用されるものであって、

両機関（職業安定機関及び労働基準監督機関）は、それぞれの事務所掌の区分に従い、

外国人の就労に関する重大、悪質な労働関係法令違反についても情報収集に努めると

ともに、これらの法違反があった場合には厳正に対処すること」と定める。

ウ このように、労働関係諸法令（労働安全衛生法や労働者災害補償保険法などを含む）

が在留資格の有無を問わず外国人労働者に日本人と同じく適用があることに問題はな

い＊２９。

しかしながら、現実には、労使間において外国人労働者は一般に日本人労働者より

も弱い地位におかれており、その権利を守るべき行政機関も、外国人労働者の権利擁

護よりも不法就労の禁止を優先しているのである。

�２ 労働条件に関する問題点

ア 募集・採用における問題点

（ア） 外国人の募集や職業の斡旋がいわゆるブローカーにより行われることが多いこ

とから、多くの人権問題が生じている。

このブローカーの多くが、職安法上の有料職業紹介、委託募集の許可を得ず、刑

事法上も違法である。

（イ） 外国人労働者は、国内に生活基盤を有さず、日本語や日本の労働慣行に習熟し

ていないため、不当な条件で雇われたり、使用者との間でトラブルに巻き込まれや

すい。

こうしたトラブルを防止し、雇用管理の改善、適正な労働条件及び安全衛生の確

保を推進することを目的として、１９９３年５月に「外国人労働者の雇用、労働条件に

関する指針」が出されている。

イ 労働法上の問題点

国籍や在留資格の別にかかわらず、労働法が平等に適用されることは、前述のとお

りである。しかしながら、実際には、外国人労働者について労働法違反の人権侵害が

生じている例が多く存在する。

（ア） 労働条件の明示義務

外国人の場合、労働契約が締結されず、その内容が不明確であることが多い。

募集・採用時に十分な労働条件の明示や説明がなされていないこと、外国人の職

業斡旋の多くが派遣業者やブローカーによってなされていることがその一因である。

（イ） 強制労働

外国人について、パスポートの留置やアパートへの軟禁など、労基法１１７条が罰

＊２９ 手塚和彰「外国人と法（第２版）」（有斐閣）２２２頁
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則をもって禁じる強制労働による人権侵害が生じている。

（ウ） 立替分等の控除

使用者により現物支給された宿舎代、食事代、作業衣代等が賃金から控除された

り、旅費立替分の控除がされたりすることがある。

こうした控除（相殺）は、賃金全額払いの原則から、労働者の過半数を代表する

者との協定がない限り、原則として許されない。労使間の合意と仮定しても、外国

人の場合、言語の問題等があり、完全な自由意志によるものではないことが考えら

れ、こうしたときには相殺は許されない。

また、相殺額について明確な根拠が示されず、支給された賃金が不当に低額であ

る事例が存在する。

一賃金支払期の賃金又は退職金の４分の３に相当する部分については、民法５１０

条及び民事執行法１５２条２項により、使用者側から相殺することはできないことに

注意すべきである＊３０。

（エ） 時間外手当等の不払い・賃金不払い・解雇

繰り返し述べるとおり、労働基準法は、外国人に対しても、その滞在の適法・不

法を問わず適用されるのであり、時間外手当・休日手当や賃金の不払い、不法な解

雇に対し、救済を求めることができることはいうまでもない。

しかしながら、非正規就労者をはじめ、実際に救済を受けることができない外国

人労働者は数多くいる。

労働基準監督機関は、まず外国人労働者が相談を受けやすい体制をつくり、また、

外国人が自己の権利（時間外手当や休日手当について知らない外国人は多い）を理

解できるよう、法律や制度の仕組みをわかりやすく説明した外国人向けのパンフレ

ット等を作成すべきである。さらに、労基法違反の申告があった場合には、積極的

に対処し、場合によっては、是正勧告のみならず労基法違反での立件を検討すべき

であろう。

さらに、外国人労働者が司法的救済を受けられるよう、労働基準監督機関と弁護

士会との連携や法律扶助の対象の拡大など、制度的な改革も必要である。

（オ） 安全教育

労働安全衛生法は、事業主に対し、労働者を雇入れたとき、または労動者の作業

内容を変更したときは、当該労働者に安全または衛生教育を行わなければならない

とし、厚生労働省令で定める危険・有害業務については、特別教育を行わなければ

ならないとする（法５９条、規則３５条ないし３６条）。そして、このような義務は、単

に労基法上の「使用者」のみならず、事業経営の利益の帰属主体に広く課せられて

いる。建設業、造船業など特定業種の数次の下請に関しては、元請の事業者を「特

定元方事業者」として、また、その他の業種の数次の下請の元請の事業者を「元方

事業者」として関係請負人への安全衛生教育などによる労災の防止が義務づけられ

ている（安衛法１５条、２９条、３０条）。下請企業の労働者が社外工として注文者の事

業場で、注文者が管理する設備、工具などを用い、その作業内容も注文者の従業員

＊３０ 手塚・前掲「外国人と法（第２版）」２４４頁
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である本工と大差ないという事実関係の下では、注文者は下請企業の労働者と特別

な社会的接触の関係に入り、信義則上の安全配慮義務を負うという判例もある（最

高裁判決１９９１（平成３）年４月１１日判例時報１３９１号３頁）。さらに、労働者の派遣

先事業の事業主も労働安全衛生法上の義務を負っている（労働者派遣事業法４５条）。

従って、外国人を現実に派遣業者などから受け入れている事業主や、元請業者に、

安全・衛生教育や、設備などの安全確保、危険防止義務、健康診断を行う義務など

が課せられている。外国人については、通訳などを通じて、日本人一般よりも丁寧

な安全・衛生上の措置をとることが必要なのである＊３１。

しかし、実際に発生した労災事故を見ると、安全衛生規則が守られていれば発生

するはずのない、例えば「鉄パイプを曲げる作業中、品物を引き出すときにプレス

が落ちてきて、左中指、薬指を切断した」といった事故が発生している。また、操

作上の危険性が労働者にきちんと教育されていれば、発生しなかった労災事故もあ

る＊３２。

ウ 間接雇用問題

（ア） ２００２年１２月１６日に厚生労働省が発表した「外国人雇用状況報告（２００２年６月１

日現在）」によると、外国人のうち、現に働く事業所で直接雇用されている者と、

現に働く事業所以外で雇用され、派遣や請負によって現場で働く者（いわゆる「間

接雇用」）の人数の割合は、おおむね８対５（１４万１２８５人対８万６６９９人）となって

いる（「国際人流」２００３年２月号）。実際には、全体に占める間接雇用の割合はもう

少し高いとの指摘もある。

労働者派遣は、労働者派遣事業法により適用対象事業は制限され、外国人労働者

が多く働く港湾運送、建設、製造工程等は対象外であった。しかしながら、２００４年

３月の法改正により、製造業務への派遣が解禁された。

「請負」については、適用対象業務に制限がないため、これまで間接雇用の外国

人の多くは「請負」のもとで働いている建前になっている。しかしながら、「請負」

と認められるためには派遣元が現場の全ての指示を行い、現場の設備を所有ないし

相当な対価を払って賃借していることなどが必要であるが（職業安定法施行規則４

条、１９８６年４月１７日労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に

関する基準を定める告示」）、こうした要件を満たしておらず、労働者派遣事業法違

反であるのが現実である。

（イ） 外国人労働者において間接雇用形態が多いのは、いうまでもなく、企業にとっ

てコスト抑制につながるからである。

雇用保険・社会保険・厚生年金等の加入も不要であるし、「解雇」の要件を満た

さなくても「請負」の解除は可能である。

逆にいえば、間接雇用されている外国人は、保険もなく、いつ解雇されるか分か

らない不安定な状態におかれている（「派遣元」での保険加入については、多くの

人材派遣業者は法律上の義務を無視している。役所は、社会保険に加入すべきであ

＊３１ 手塚・前掲「外国人と法（第２版）」２４９～２５０頁

＊３２ 天明佳明「外国人労働災害―その現状と実務Ｑ＆Ａ―」（海風書房）２３～２６頁
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るとして、国民健康保険への加入を認めないことが多い。）。

解雇された場合等に、派遣先、請負先に対し、実質的な雇用関係の存在を主張し

て請求を行うことも法律上不可能ではないと考えられるが、外国人労働者は、人材

派遣業者に次の仕事を紹介してもらえないことを恐れ、泣き寝入りをすることが多

い。

前述の「サンパウロ・ロンドリーナ宣言」の指摘する問題点は、在日ブラジル人

就労者にとどまらず、間接雇用形態で働くすべての外国人労働者にあてはまる問題

といえよう。

その他の問題として、人材派遣会社が居住地と派遣先企業を結ぶ送迎のシステム

を作り、これによって労働者を時間的・空間的に管理することにより、結果として

日本人との接触が制限され、生活全般の人材派遣会社への過度の依存が生じるとの

調査結果がある（「囲い込み型労務管理」）。

�３ 外国人の労働災害とその問題点

ア 総論

製造業、建設業等時に危険を伴う職場において外国人が雇用される場合、日本語能

力が十分でないことも多く、また、前述のとおり職場での訓練や安全衛生教育が適切

に行われておらず、外国人労働者の労働災害罹災率は極めて高く、日本人の労災発生

率をはるかに上回っているとの医療現場からの意見もある＊３３。同じ理由で、被害の内

容も、手指などの切断、機械の下敷きになって死亡する例、高所からの転落など、重

大事故であることが多い。

しかし、こうした職場にいる外国人の多くは不法就労者であることから、雇い主が

不法就労助長罪、あるいは労働基準法・労働安全衛生法違反の発覚を恐れる、あるい

は、雇い主や医療機関等の関係者が不法就労者であっても労災保険が適用されること

を知らない＊３４、などの理由で労災の適用が妨げられることが多い。他方、労働者は不

法就労が行政機関に把握されるのを恐れ、労災申請をしないことも多い。

また、労災申請をした場合であっても、退去強制令書発付処分を免れたり執行が停

止されたりするわけではないので、退去強制になった場合に本国においてどのように

補償を受けるのかという問題がある。

さらに、使用者に対し損害賠償請求を行う場合も、損害額の算定において、日本と

本国の物価水準の差から、日本人よりも低い額の損害賠償しか認められないという問

題もある。

イ 労働災害保険

（ア） 在留資格の有無を問わず、外国人労働者にも日本人と同様に労災保険法は適用

される。国の直営事業、官公署ならびに船員保険の被保険者以外、労働者を使用す

る事業については、全て労災保険適用事業であるから、当該事業で使用される外国

＊３３ 天明・前掲「外国人労働災害―その現状と実務Ｑ＆Ａ―」２０頁

＊３４ 警察が事業主に対し、不法就労外国人には労災が適用されないと明言した例もあるという。天明・前掲「外国人労

働災害―その現状と実務Ｑ＆Ａ―」２２頁

第１節 外国人の労働をめぐる現状と課題

－ 296 －



人についても、労災保険に加入しなければならない。

しかし、現実には、約半数近くの事務所で外国人につき労災保険に加入していな

い状況がある。

もっとも、労災保険の適用は、各労働者につき保険加入をしているか否かではな

く、事業が開始された日に、その事業につき労災保険の保険関係が成立するのであ

るから、保険関係の届出、労災保険料の納付がなされていない場合であっても、労

災保険は申請できる。

（イ） 労働安全衛生法は、労働者の業務上の負傷について、労働者死傷病報告書を所

轄の労働基準監督署に提出しなければならないと定める。

しかし、現実には、外国人労働者の労働災害の場合、その発生の事実を隠すため

に、故意に報告書を提出しない、事故内容・休業日数等について虚偽の内容を記載

している、被災者の外国人を日本人の名前で報告する、元請が加入している労災保

険番号で請求するなどの「労災隠し」が続出している。

虚偽報告について、被災労働者や遺族、労働者を代表する者などの確認を受ける

欄がないことも、虚偽報告のチェックができない理由とされている。

（ウ） 外国人労働者の側からすると、労災保険の手続を知らず、事業主の協力を得ら

れにくいこと、労働基準監督機関の外国人に対する相談体制が十分ではないこと（例

えば言語の問題）、そもそも不法就労の場合、入管への通報を恐れて労災申請や相

談をすることができないことなどが、問題点として指摘されている。

（エ） 不法就労の場合、公務員の通報義務との関係では、労働基準監督機関としては、

まず法違反の是正を図ることにより本人の労働基準関係法令上の権利の救済に努め

ることとし、原則として入管に対し通報を行わないとしており（１９８９年１０月３１日基

監発４１号）、この趣旨は労災補償にもあてはまるものと考えられる。

しかし、同通達上は、不法就労者に関し重大悪質な労働基準関係法令違反が認め

られた場合等、不法就労者を放置することが労働基準監督行政としても問題がある

場合については、通報を行うべきものとされている。これでは、重大な権利侵害を

受けた不法就労者ほど入管に通報され退去強制の危険にさらされるという矛盾が生

じている。被災者の災害補償が確定され、治癒・症状の固定に至るまでは、通報を

行うべきではない。

厚生労働省は、事実関係（災害発生状況、災害の原因など労災認定に必要な調査

や平均賃金の額の算定）の調査が終わるまでは通報を差し控えるとしている。

（オ） 仮に入管当局が不法就労の事実を把握した場合でも、被災者については、災害

補償が確定してこの支払いを受け、疾病が治癒又は症状の固定に至るまでは、被災

者本人の在留を認めるべきである。その際には、被災者の出身国と日本との医療水

準の差も考慮し、被災者が日本であれば受けられる治療を帰国した場合には受けら

れないということがないように配慮すべきである。

しかしながら、現在までのところ、労災申請や治療の必要性を理由に在留特別許

可を認められた例はないものと思われる。

（カ） 労災保険の内容については、日本人と外国人との間で異なる点はない。

しかしながら、現実の問題としては、とりわけ外国人の場合、賃金の具体額が現
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物給付もあったり、逆に旅費・住宅費等を控除したりしていて、算定の基礎となる

平均給与額の算定が困難であったり、金額が不当に低く算定される可能性がある。

従って、労働基準監督機関としては、現物給付による賃金や、立替払控除の実体

について十分に検討し、適切な給付基礎日額を定めるべきである。

（キ） 外国人が帰国した後に労災給付を受けられることは当然であるが、これが確実

に行われるようにすることが重要である。

また、とりわけ遺族給付の場合には、受給資格者の確定が困難であることもある

ので、その場合には、被災者の本国政府と協力して受給資格者を確定し、その者が

確実に給付を受けられるような措置を講ずることが必要である。

（ク） 実際に労働に従事し労災に被災している場合であっても、「労働者ではない」

という建前のもと、労災保険が適用されない可能性がある事例として、研修生、「興

行」の在留資格で就労する外国人がある。

研修生について、労災保険が適用された例はこれまで存在しない＊３５。２００２年２月、

あるインドネシア人研修生が、三条労働基準監督署に対し、プレス災害での負傷を

労働災害として認定するよう、傷害補償給付の申請をしたが、労働者性が認められ

ず不支給となった。審査請求も２００３年２月に棄却され、現在、再審査請求中である

【→資料�－４】＊３６。

就労の実態がある以上、労災保険法を含む労働関係法令の適用を認めるべきであ

ることは言うまでもないにもかかわらず、行政機関がこれを否定するのは、これま

で研修制度を推進してきた日本政府にとって、研修生＝労働者ということになれば、

制度の破綻を認めることになるからであろうか。

（ケ） いずれにしても、外国人労働者、特に「不法」就労外国人が労災申請の手続を

行うには、以下に述べる訴訟の場合と同様、ボランティア団体・労働組合・支援者

等の支援がない限り、実際には困難であろう＊３７。従って、労働基準監督機関として

は、相談体制を充実させ、弁護士会と協力して必要な場合には弁護士にアクセスで

きるようなシステムを構築していくべきである。

ウ 労働災害における損害賠償請求訴訟

（ア） 国籍や在留資格の有無に関わらず、被災者は、使用者に対し、安全配慮義務違

反に基づく損害賠償を請求できる。

しかしながら、使用者が任意に支払わない場合には訴訟提起が必要であるが、外

国人の場合、日本人以上に弁護士や裁判所等へのアクセスが困難であることは容易

に予想できる。現時点では、ボランティア団体・労働組合・支援者等の支援がない

限り、訴訟提起は困難である。

従って、労働基準監督機関としては、相談体制を充実させ、弁護士会と協力して

＊３５ もっとも、手塚・前掲「外国人と法（第２版）」６９頁は、研修が実質的には労働にあたるとして労災保険法の適用

を行った事例も存するとしている。

＊３６ 飯田勝泰「インドネシア研修生の労災事件」（Ｍ－ネット２００４年６月号）１０～１２頁

＊３７ １９９２年５月に発表された外国人の労災問題に関するある調査結果では、労災保険の適用を受けた６７件のうち、雇用

主が率先して労災申請をしていたのは１５件に過ぎず、あと５２件は何らかの形で支援団体が介入して労災申請の手続をと

られたものだという。全国労働安全衛生センター連絡会議編「外国人労働者の労災白書 ９２年版」（海風書房）１８～１９

頁
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必要な場合には弁護士にアクセスできるようなシステムを構築していくべきである

し、また、訴訟提起に要する費用について、在留資格のない外国人についても、法

律扶助が認められることが必要である＊３８。

（イ） 損害賠償請求訴訟提起に際し問題となる点に、立証の困難がある。特に、不法

就労の場合、証人となり得る現場にいた同僚も不法就労であることが多く、入管へ

の発覚を恐れて証人になりにくいということがある。

このような場合には、被災者の代理人と裁判所が協議して、証人が裁判所におい

て入管に収容されるのではないか等の不安を払拭させるような方法を考える必要が

あろう。

（ウ） 損害賠償請求の論点として、損害賠償額の算定がある。

とりわけ不法就労の場合、休業損害については日本における実収入額で計算する

が、逸失利益については日本での就労可能期間を３年程度とし、その期間について

は日本での実収入額を基準として算定し、その後は本国での平均収入額を基礎とし

て算定するという方法が裁判実務において採用されており（最高裁判決１９９７（平成

９）年１月２８日判例時報１５９８号７８頁ほか）、さらに、後遺障害及び死亡の慰謝料に

ついても、本国の物価水準を考慮して算定している裁判例が存在する（交通事故の

場合について「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 ２００２年」（東京三弁護士

会交通事故処理委員会））。

労災事故の多くは、前述のとおり不法就労者が働く職場で起きることが多く、そ

のような外国人は発展途上国から就労に来ていることが大部分であるから、結果と

して、逸失利益や慰謝料の算定額が、日本人の場合と比べ低額となる。

しかしながら、このような結果は、以下の理由により妥当ではなく、国籍や在留

資格の有無を問わず日本での物価水準を基準とし、損害賠償額が日本人を下回るよ

うなことがあってはならない。

ａ）憲法１４条に反すること

例えば、日本人の逸失利益を計算する場合であっても、専業主婦や若年女子の

逸失利益の算定に際しては、男女平等の原則の要請が働いている。外国人の場合

であっても、平等原則という理念は、尊重されるべきである（一時旅行中の中国

人が交通事故にあった事例において、憲法１４条の法の下の平等の原則から、外国

人であっても日本人と同一方式で逸失利益を計算すべきであり、本国の経済的事

情を考慮すべきでないとした裁判例も存在する。（高松高裁判決１９９１（平成３）

年６月２５日判例タイムズ７７０号２２４頁）。

ｂ）国籍や出身国によって賃金や労働条件を差別することを禁じた社会権規約２条

２号、７条に反すること。また、労災事故の損害賠償額を出身国により区別する

ことは、外国人労働者に対する安全意識を低下させ、結果的に「安全かつ健康的

な作業条件」の保障を差別することになる。

ｃ）不法就労であっても、有効である労働契約に関して生じた労働災害であること

＊３８ １９７５年のＩＬＯ勧告１５１号は、滞在の合法・非合法を問わず、出国する移民労働者は、労災補償を受ける権利を有

し、これについて紛争となったときには、内国民と同等に、法的な援助を受けることができなければならないとする（３４

項）。ただし、日本は未批准。
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ｄ）不法就労外国人の使用者は、安い賃金（社会保険料やボーナス等も支払ってい

ないことが多い）で劣悪な労働環境で雇い入れ、利益を受けていること。

従って、安全配慮義務違反の点からいっても、利益のあるところに帰責を求め

るという点からいっても、使用者の違法性の程度は、より強いにもかかわらず、

日本人や合法的に就労可能な外国人が被災者となった場合より低い賠償額ですむ

というのは、正義に反すること

ｅ）発展途上国では、医療水準が日本より低く、また失業率も高い。社会保障制度

も十分ではない。従って、被災者が帰国した場合、日本と同水準の治療を受ける

ことは不可能であり、また、後遺障害が残った場合に本国において就労すること

は困難であり、また、社会保障を受けることも困難である。

しかしながら、損害額の算定に際し、物価水準のみを考慮し、上記のような点

を考慮しないのは、公平の原則に反し、被害者の救済という損害賠償法理からみ

て妥当でない。

ｆ）とくに慰謝料の場合、被害者の精神的な苦痛を金銭的に償うものであるが、精

神的苦痛を個別に金銭評価することは困難な事項であって、また、被害者間の平

等という観点から、実務的には定額化が図られている。従って、慰謝料の算定に

おいては、定額化、公平という観点に鑑み、在留資格のない外国人であるからと

いって日本人と異なった扱いをすることは相当でない。

さらに、慰謝料の性格としては、被害者の精神的苦痛の填補に加えて、将来の

加害行為の再発防止や、加害者に対する制裁的な意味を有している。このことは、

実務上、同じ身体に対する加害行為であっても、故意行為による場合と過失行為

による場合、あるいは過失行為であってもきわめて重大な過失行為（例えば飲酒

運転中の交通事故など）とそうでないものとでは慰謝料額の金額が違ってくるこ

とからも、明らかである。このような慰謝料の制裁的、再発予防的意味を考慮す

れば、被害者の母国の経済水準を勘案して日本人に比べ低額な慰謝料を算定する

ことは、加害者に合理的な理由なく不当な利得をもたらすことになり、極めて不

当である。

裁判例においても、母国の経済的事情を考慮せず、日本人と同様に慰謝料額を

認定した裁判例が主流であり、逸失利益については在留資格を考慮する立場にた

った裁判例であっても、慰謝料については日本人と同様の基準で算定している例

も多い。

例えば、東京高裁判決１９９７（平成９）年６月１０日（判例タイムズ９６２号２１３頁）

及びその第１審である東京地裁判決１９９６（平成８）年１１月２７日（判例タイムズ９６２

号２１８頁）は、在留資格のない中国人が交通事故に遭い、後遺障害を負った事案

であるが、控訴審及び第１審のいずれの裁判所も、後遺症慰謝料について、日本

人と区別することなく慰謝料額を認定している。

また、多くの学説が、慰謝料算定について母国の経済事情を考慮することに批

判的である。

なお、後遺障害の事例ではないが、中国人女性の日本人男性に対する離婚慰謝

料請求に関し、仙台高裁秋田支部判決１９９６（平成８）年１月２９日（判例時報１５５６
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号８１頁）は、「本件慰謝料が日本における婚姻生活の破綻に基づき現に日本にお

いて請求されていることに照らすと本件慰謝料を算定するに当たっては、控訴人

の中国の帰国後の同地の所得水準、物価水準如何は、逸失利益算定の場合と比較

してさほど重視すべきものではなく、かえってこれを重要な要素として慰謝料の

額を減額すれば、被控訴人をして、一般的に日本人である妻と離婚した者の支払

うべき慰謝料の額と対比し、不当に得をさせる結果を生じ、公平を欠くこととな

ると考えられる。」と判示し、被害者の母国の経済状況を考慮して低額の慰謝料

しか認定しなかった第一審判決（秋田地裁大曲支部判決１９９３（平成５）年１２月１４

日判例時報１５３２号１１６頁）を変更した。上記判決は、慰謝料の認定に際し、被害

者の所得水準、物価水準等はさほど重視すべきでなく、仮にこれを重視すれば、

加害者に対し不当な利得を許す危険を指摘したきわめて正当な判断であり、参考

とされるべきである。

４ 外国人の労働に関する今後の展望

労働は、生活の糧を得る手段であり、労働に関する諸権利が保障されないことは、人の

生活そのものを脅かす結果につながる。労働者の人権の保障は、きわめて重要な問題であ

る。

日本の法律は、外国人労働者に対し、その滞在の適法・不法を問わず、日本人と同様に

労働基準法を初めとする労働関係諸法令の適用を認める。しかしながら、現実を見たとき、

外国人労働者の権利が実質的に保障されているかといえば、以上に見てきたとおり、余り

にも多くの問題があると言わざるを得ない。

その理由は、言語や文化の違いによるコミュニケーション不足、日本人の外国人に対す

る差別意識等、様々なものがあるであろうが、多くの事例において、「非正規就労者であ

ること」が最大の理由の一つであることは否定できない。その意味で、日本における外国

人労働者問題の解決に際しては、究極的には滞在の合法化（具体的には、個別の在留特別

許可の付与、アムネスティの実施、在留資格制度の改正などが考えられるであろう）の検

討が必要となるはずである。しかしながら、在留資格の問題を措くとしても、解決しなけ

ればならない問題は多々存在する。

近年の政府や地方自治体の「不法滞在外国人は犯罪の温床」キャンペーンが影響したの

か、内閣府が２００４年５月に行った世論調査では、外国人の不法就労を「よくないことだ」

と答えた人が、前回調査の４９．２％から７０．７％へと大幅に増加したという【→資料�―５】＊３９。

しかし、なぜ「不法就労」が生じるのかを、もう一度考えてみる必要があるのではないだ

ろうか。「不法就労」は、個々の「不法就労」外国人の規範意識の問題ではなく、入管法

上の建前と実態の乖離から生じているのである。

２００１年９月２４日に発表された社会権規約委員会総括所見（日本）６１項は、日本政府に対

し、次回の政府定期報告書（２００６年６月３０日提出期限）において、「資格外労働者及び研

修生を含む外国人の、公正かつ良好な労働条件に対する権利、社会保障および保健サービ

＊３９ 朝日新聞２００４年７月２５日朝刊

＊４０ 社会権規約ＮＧＯレポート連絡会議「国際社会から見た日本の社会権―２００１年社会権規約第２回日本報告審査―」

（現代人文社）５４頁、２２７頁
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スに対する権利、および患者の権利」についてより広範な情報を提供するよう求めている＊４０。

この報告書が作成されるまでの間に、外国人労働者の「公正かつ良好な労働条件」が実現

されるように、我々としても努力していかなければならないと考える。
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第２節 外国人の社会保障をめぐる現状と課題

１ 外国人をめぐる社会保障制度とその歴史的経緯

�１ 外国人に対する社会保障制度の適用

ア はじめに

多数の外国人が地域で居住し、就労しているという現実の中で、クローズアップさ

れてきているのが、外国人の日常生活そのものに直接に関わる医療、社会保障、社会

福祉等の社会保障制度の問題である。

しかし、日本の社会保障制度は、外国人に対して開かれているとは言い難い現状に

ある。

イ 外国人への社会保障制度の適用に関する規範

（ア） 国際人権保障規範

国連は、１９４８年に、世界人権宣言を採択し、「国民的もしくは社会的出身による

差別なしに」（２条１項）、すべての人は「社会の一員として、社会保障を受ける権

利を有」し（２２条）、「衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族

の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配

偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有

する」（２５条１項）と宣言した。

同宣言に法的拘束力を付与するため、１９６６年に採択された社会権規約（日本は１９７９

年に批准）は、「この規定の締約国は、この規約に規定する権利が…国民的または

社会的出身…によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束す

る」（２条２項）として、「この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障につい

てのすべての者の権利を認める」（９条）とし、家族・母親・児童の保護及び援助

について定め（１０条１項）、「この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当

な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不

断の改善についてのすべての者の権利を認める」（１１条１項）、「この規約の締約国

は、すべての者が到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有

することを認める」（１２条１項）と規定している。重要なのは、この規約において、

実体的な権利規定による人権尊重の原理ともに、無差別条項が強く打ち出されてい

ることである。

社会権規約と同時に採択された自由権規約では、総則部分で差別禁止と規約実施

義務条項をおき（２条）、さらに、「全ての者は、法律の前に平等であり、いかなる

差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。」（２６条）として、法の

保護における国籍による差別を禁止している。

１９５１年、国連は「難民の地位に関する条約」を採択している（日本は１９８１年に加

入）が、この中では、「公的扶助及び公的援助に関し」（２３条）、「社会保障（業務災

害、職業病、母性、疾病、廃疾、老齢、死亡、失業、家族的責任その他国内法令に

より社会保障制度の対象とされている給付事由に関する法規）について」（２４条）、

それぞれ「自国民に与える待遇と同一の待遇」を保障するものと定められている。
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さらに、１９９０年、国連は、「すべての移住労働者およびその家族の権利の保護に

関する条約」を採択した。同条約につき、日本は批准していないが、すでに２００３年

７月に２０以上の国の加入を経て発効している。同条約は、締約国の包括的な義務規

定として、「締約国は、その地域内またはその管轄下にあるすべての労働者とその

家族に対し、…人種…国民的、民族的若しくは社会的出身、国籍…のようないかな

る種類の区別なしに本条約に規定する権利を尊重し、確保することを約束する」（７

条）と規定した上で、社会保障に対する権利について、居住国の法制または二国間

もしくは多国間条約の要件をみたすかぎり内国人と平等待遇すべきであること（２７

条１項）が原則として示され、「移住労働者及びその家族構成員は、関係締約国の

国民と平等な取扱いに基づき、その生命維持又は回復しがたい健康上の危害を回避

するために緊急に必要とされるすべての医療を受ける権利を有する。このような緊

急医療は、滞在又は雇用に関するいかなる非適法状態を理由に拒否されない」（２８

条）と緊急医療の平等待遇の貫徹について明記された。また、移住労働者及び家族

について、住宅、保健上サービスについての平等待遇条項をおき、正規労働者に対

しては、締約国側に実効的な取扱いを確保する条件を促進する義務を課している（４３

条、４５条）。この条約の特徴は、非正規移民労働者の権利保障に主眼をおき、禁止

される差別事由として「国籍」を明記して、すべての外国人労働者に自由権のみな

らず、社会権を保障し、そのうえで、非正規入国者とその家族には特別に手厚い保

護規定を設けているところにあるといわれる＊４１。

（イ） 国際人権保障規範の解釈基準

社会権規約２条１項が「この規約の各締約国は、…この規約において認められる

権利の完全な実現を漸進的に達成するため、…行動をとることを約束する」と規定

していることをもって、自由権規約上の国家の義務が即時実現義務であるのと比較

して、社会権規約は、国家の積極義務を課すのではなく、単なる方針規定であると

する見解がある。この見解は、自由権と社会権の性格やそれぞれの権利実現のため

の国家の義務の相違を強調する権利の性質を二分する考え方と共通の基盤を持つ。

しかし、自由権の実現にも国家の相当程度の積極的な施策が必要であること、社会

権にも干渉を排除するという自由権的側面があることからして、両者の違いは相対

化しており、規定の違いを過度に強調することは失当である。ましてや、社会権規

約上の権利を本来の人権ではないとみることは誤りである＊４２。

ここでは、解釈基準として、社会権規約委員会の一般的意見（ゼネラル・コメン

ト）を紹介する。一般的意見は、締約国の条約履行状況を監視するそれぞれの委員

会に与えられた権限のもとで作成・採択されたもので、条文解釈や適用方法の基準

とされている権威ある指針である。

社会権規約２条１項の解釈については、１９９０年に一般的意見３として、１４項にわ

たる見解が示されている。同２項は、「その目標に向けての措置は、関係国にとっ

て規約が発効した後、合理的な短期間内にとられなければならない。この措置は、

＊４１ 高藤昭「外国人と社会保障法」（明石書店）７４頁

＊４２ 申ヘボン「人権条約上の国家の義務」（日本評論社）参照
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規約で認められた義務の履行に向けて、可能な限り意図的、具体的かつターゲット

を持ったものであるべき」とされている。また、同９項では、「漸進的な達成」の

読み方として、「この文言は全体的な目標、すなわち、当該諸権利の完全な実現に

関して締約国に明確な義務を設定することという、規約の存在理由に照らして読ま

れなければならない。それは、その目標に向けて、可能な限り迅速かつ効果的に移

行する義務を課しているのである」という。つまり、締約国が措置をとる義務は法

的義務である。たしかに、権利の実現の程度に関しては弾力性が認められるものの、

少なくとも一貫性をもった具体的な行動計画によって権利の実現が図られなければ

ならないのである＊４３。

また、同１０項では、「最低でも、各権利の最低限の不可欠なレベルの充足を確保

することは、各締約国に課せられた最低限の中核的義務である」とし、この内容に

ついて、必要不可欠な食糧、必要不可欠な基本的健康保護、基本的な住居、初級教

育などが例示されている。これらの最小限の中核的義務が果たされていない場合に

は、締約国は、「その利用可能な資源」との関係で、これらを最優先事項としてあ

らゆる努力をしたことを示さなくてはならないとされる。

社会権規約の締約国の国内適用については、同様のテーマについての一般的意見

９が解釈基準となる。

同３項では、「条約法に関するウィーン条約２７条にあるように、『当事国は、条約

の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない』という

ことが第１の原則である。換言するならば、国家は、条約上の義務を実施するため

に、必要に応じて、国内法制を修正すべきなのである」と、国家の義務を示してい

る。すなわち、国際法上の義務があれば、国内法体系を整備・改変すべきなのであ

って、国内法として具体的な立法がないから具体的な請求権でないという立論はな

りたたない。

また同項ではさらに、「経済的、社会的及び文化的権利の侵害に対して、いかな

る国内的な法的救済手段も用意していないことを正当化しようとする締約国は、そ

のような救済措置が、規約２条１項の『適当な方法』でないこと、または、その他

の用いられている方法から不必要であることを示さなければならない。これを示す

ことは困難であり、委員会は、多くの場合、その他の用いられている『方法』が司

法上の救済措置により補強または補完されていない場合には、それらが実効的なも

のではないことを表していると考える」とする。

さらに、同１０項は、裁判規範性について触れる。裁判所が「資源の配分を含む権

利」について謙抑的であるべきとの見解に対して、同項は「経済的、社会的及び文

化的権利を、定義により裁判所の範囲外におくような硬直的な類型を採用すること

は、結果として、恣意的なものになり、人権の２つの集合が、不可分かつ相互依存

的であるという原則に矛盾するものとなるだろう。それは、また、社会における最

も脆弱かつ不利な立場にある集団の権利を保障するという裁判所の権限を大幅に縮

小することにもなるだろう」と述べている。

＊４３ 申・前掲「人権条約上の国家の義務」３９～４３頁

第７章 外国人・民族的少数者の労働、社会保障、医療の現状と課題

－ 305 －



（ウ） 日本の法理論状況

伝統的国家は自国の構成員でない人間の生活の保障について何ら関心を持ってこ

なかったと言ってよい。従来、社会保障・社会福祉政策は国ごとに異なるレベルで

行われてきており、その対象が自国民に限定されてきた。

憲法２５条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

とし、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならない」としているのも、この趣旨と解されてきた。

すなわち、外国人の人権保障については、「憲法第３章の諸規定による基本的人

権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除

き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」（マクリーン事件判決）との

判例があり＊４４、これと同趣旨の、外国人に人権共有主体性は認めるものの、個々の

権利の性質によって、外国人にも適用可能なものとそうでないものを区別し、権利

の性質の許す限り保障されるとする権利性質説＊４５が、学説上も通説とされてきた。

従来の権利性質説の一般的な結論によれば、生存権を始めとする社会権は、各人の

所属する国家により保護されるべきであるから、外国人には保障が及ばないという

ことになる＊４６。

しかし、この解釈は、いまだ国民国家的感覚から脱却していないもので、上記の

国際規範で定立されている内外人平等待遇原則と大きく乖離している。

近時、「生存の基本に関わるような領域で、一定の要件を有する外国人に憲法の

保障を及ぼす立法をなすことは、社会権の性質に反するものではない」など、立法

政策により社会権の保障を外国人にも及ぼすことが望ましいと解する見解＊４７、これ

をさらに進め、社会権については、国籍の基準ではなく、「社会構成員性」を基準

として、「少なくとも日本に居住し、国民と同一の法的・社会的負担を担っている

定住外国人にも該当するもの」であるとする見解＊４８など、社会権の保障の水準を高

めようとする解釈が有力である。

�２ 外国人に対する適用状況の概観

ア 日本の社会保障制度

日本の現行の社会保障制度としては、�社会保険（労働保険：健康保険法、労働者

災害保険法、雇用保険法、厚生年金保険法 一般国民対象とする保険：国民健康保険

法、国民年金法）�公的扶助（生活保護）�社会手当（児童手当法、児童扶養手当法、

特別児童扶養手当等の支給に関する法律）�社会福祉（児童福祉法、精神薄弱者福祉

法、老人福祉法）�住宅保障（住宅金融公庫法、公営住宅法、住宅都市整備公団法、

地方住宅供給公社法）等があると整理される＊４９。

＊４４ 最高裁判決１９７８（昭和５３）年１０月２４日

＊４５ 宮沢俊義「憲法�」（有斐閣、１９５９年）２３５頁以下、芦部信喜編「憲法�人権�１」（有斐閣、１９８４年）６頁以下など

＊４６ 宮沢・前掲「憲法�」――社会権は、「まず各人の所属する国によって保障されるべき権利を意味するのであり、

当然に外国によっても保障されるべき権利を意味するのではない」２４２頁

＊４７ 芦部・前掲「憲法�人権�１」

＊４８ 大沼保昭「単一民族社会の神話を超えて」（東信堂・１９８６年）２３０～２３１頁
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イ 外国人に対する適用状況

以下、日本における外国人に対する社会保障制度の具体的適用状況について、概観

する【→資料�－６】。

まず、被用者を対象にした健康保険については、１９２２年の制度発足当初より国籍要

件はなく、健康保険制度の適用事務所に使用されている者であれば、外国人であって

も適用される建前であった。また、同様に被用者を対象とする厚生年金も、GHQ の

「職業政策に関する覚書」により、１９４６年に国籍要件を撤廃し、外国人に適用される

ことになった。公務員についても、１９５６年公共企業体職員、１９５９年国家公務員、１９６２

年地方公務員につき、それぞれ国籍条項のない各共済組合法が成立した。これらは、

外国人であれ日本人であれ、雇用関係という観点からは同一であることを根拠にして、

早い段階から適用されてきたものである。

同様に、１９４７年に制定された雇用保険法、労働者災害補償保険法、児童福祉法、１９４９

年に制定された身体障害者福祉法、１９６０年に制定された精神薄弱者福祉法、１９６３年に

制定された老人福祉法にも、当初から国籍要件はない。

一方で、国民年金、国民健康保険、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に

ついては、戦後３５年以上、外国人には適用されなかった。「難民の地位に関する条約」

を日本が１９８１年に加入（１９８２年発効）した後、ようやく、これらの法規の国籍要件が

撤廃された（国民健康保険のみ１９８６年、他は１９８２年）。

生活保護については、そもそも、１９４６年に施行された旧生活保護法に国籍要件はな

かったが、１９５０年に制定された新生活保護法では、憲法２５条の生存権に依拠し、生存

権は国民のみに保障されるものであるという法解釈のもと、「国民」を対象とすると

定められた（ただし、外国人を排除する旨の明文規定はない）。以後の推移について

は、後述する。

ウ 旧植民地出身者の問題

戦前、旧植民地出身者は、日本国籍を保有しており、社会保障制度に国籍条項があ

ることは、問題にならなかった。しかし、１９４７年５月２日施行の外国人登録令は、「台

湾人及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間これを外国人とみなす」と

したため、日本人と同様の扱いを受けることができなくなった。さらに、日本政府は、

１９５２年４月法務府民事局長通達により、講和条約の発行日（同月２９日）をもって、「朝

＊４９ 高藤・前掲「外国人と社会保障法」第４部は、第２次世界大戦中は日本国籍者であって、戦後は国際関係からその

国籍を失った外国人に対する「戦争補償関係法」をとりあげる。これは、原爆医療法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、

恩給法、平和祈念事業特別基金法などの諸法を社会保障法の中に位置づける見解が存在するからであるが、本稿におい

ては、戦後補償の問題と密接にからむ問題であるため、社会保障の分野でこれを取り上げることはしない。問題点だけ

を参考文献から引用する形で示す。

「日本に居住し、日本国籍をもっていた分離独立地域出身者は、…講和条約発効の１９５２年４月２８日をもって日本国籍

を喪失することとされた…。そして、…条約４条（a）では、その者の財産・請求権の問題は、日本とその地域の施政

を行っている当局との間の「特別取極」の主題とする旨規定されていたが、同年４月３０日制定…の援護法は、受給者が

障害状態になった日に日本国籍を有しないか、その日以後昭和２７年３月３１日以前に日本国籍を失った者には不支給とし

…、また日本国籍を失ったことを権利消滅事由とする「国籍条項」…と、受給者を、当分の間、戸籍法の適用を受けて

いる者に限定する「戸籍条項」を設け、「在日外国人」は適用対象としないこととした」（２８６頁）。この結果、「日、韓、

中華いずれの国からも補償を受けられらなかった在日外国人は多数存在し、現に提起されている訴訟は５０件にものぼる

といわれている」（２８９頁）。
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鮮人及び台湾人は、内地在住者を含めてすべて日本の国籍を喪失する」とし、国籍の

選択権も与えず、一方的に国籍を剥奪した。このため、旧植民地出身者は、他の外国

人と同様に、国籍要件がある社会保障立法の適用から全面的に排除されることになっ

てしまった。

�３ 政府の基本的立場

厚生省は、改正入管法が施行された１９９０年６月に『外国人労働者問題と厚生行政の課

題』と題する文書を公表している。その中で、厚生省は、「外国人労働者の受け入れ問

題については、外国人労働者の生活の保護・安定と、受け入れに伴う種々の社会的コス

トとの両面に留意しながら、慎重に検討する必要がある」という基本的な立場を示した

上で、厚生行政が取り組むべき課題として、将来的な課題としてではあるが、短期在留

外国人のための特例（社会保険加入義務、保険料、給付、在外扶養親族、年金掛け捨て

等の問題）をもうける必要があるかどうかを検討するという。同文書では、現状の外国

人への適用に関して問題が存する旨の指摘はなく、むしろ、「国内在留の外国人には原

則として日本人と同様に社会保障制度を適用しており、生活保護についても予算措置に

よって日本人と同様の保護を実施している」と主張している。

また、社会権規約についての政府報告書にも、「国内に適法に在住する外国人に対し

ては、内外人平等の原則に立ち、国籍の別なく、所要の負担の下に、国民と同様の社会

保障を実施するよう努めている」との記載にとどまり、特に問題点は指摘されていない。

確かに、前述したとおり、日本の社会保障制度については、生活保護法を除いては、

１９８１年難民条約の批准の際、国籍要件が撤廃され、法律上、内外人平等原則は、公的扶

助の適用を除き、一応達成されたかにみえる。しかし現実には、以下にみるように、外

国人に対する社会保障制度の現状は厳しいものがある。

２ 外国人をめぐる個別の社会保障制度の現状と問題点

�１ はじめに

生活保護法以外の法文上の国籍要件が撤廃された現在でも、�外国人に対して加重な

要件を要求し、社会保障制度の運用から外国人が排除される現実があること、�必要な

経過措置をとらないことで著しく不平等な結果が生じていること、�非正規滞在の外国

人に保護が及ばないこと、�制度上の不備から、外国人自身が社会保障制度への加入に

積極的でないことなど、日本の外国人に対する社会保障制度の現状には極めて問題点が

多い。

以下、主な制度について具体的に指摘する。なお、生活保護法における医療扶助制度、

児童福祉法における障害児に対する育成医療など、外国人の医療問題は社会保障制度と

も深く関連しているが、医療問題についてはまとめて第３節で述べる。

�２ 国民年金をめぐる現状と問題点【→第２章第２節６も参照】

ア 法制度

年金制度は、老齢・障害・死亡の事故によって加入者の生活が損なわれることがな

いようにするものであり、被用者年金制度（厚生年金、船員保険、共済組合制度）と
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地域年金制度（国民年金制度、農業者年金基金）とから構成されている。そして、拠

出性年金を原則とし（老齢年金、障害年金、母子年金、寡婦年金等）、補完的に各種

の無拠出の年金が設けられている。

前述したとおり、被用者年金制度には発足当時から国籍条項はない。しかし、被用

者年金制度ではカバーされない自営業者・無職者等を対象とした国民年金については、

１９５９年の制定当時、国籍条項が明文で定められ（「日本国内に住所を有する２０歳以上

６０歳未満の日本国民は、国民年金の被保険者とする」）、外国人は排除された。また、

無拠出性の福祉年金からも、当然のように外国人は排除されてきた。

１９８１年、難民条約批准に伴う国内法整備の一貫として、国民年金法の国籍条項が撤

廃され、現在のように、被保険者について「日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未

満の者」（国民年金法７条１項）と変更された。これによって、１９８２年１月から、外

国人も国民年金に加入できるようになった。

しかし、同法附則５項では「この法律による改正前の国民年金による福祉年金が支

給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であって、施行日前に生じたも

のに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による」

と規定され、これにあわせて出された社会保険庁の通知（１９８１（昭和５６）年６月２５日

庁保発第１７号）では、「今回の改正は、難民条約に定める内国民待遇を実現するため

に必要な限度の措置を講じる観点から国籍要件を撤廃したものであり、新たに適用対

象となる外国人に対して老齢年金等の受給資格の短縮等の特例措置は一切講じられて

いないものである」とあえて明記された。これにより、後述の無年金者問題が生じる

こととなった。

１９８５年、基礎年金制度が導入されるための法改正が行われた際に、永住者について

は、国籍条項ゆえに加入できなかった期間分（制度発足の１９６１年４月１日～国籍条件

撤廃の１９８１年１２月３１日までの２０年９カ月分）を、受給資格を得るための合算対象期間

とすることができるようになり、国籍条項撤廃時に、年金加入期間が年金受給資格で

ある２５年に満たない永住者にも老齢基礎年金を受給する道が開かれた（１９８６年４月１

日施行）が、下記に述べるように年金を受給できない外国人の問題はなお解消されて

いない。

イ 無年金者問題

（ア） 問題の所在

適切な経過措置がとられなかったため、国籍条項が撤廃された後も、国民年金を

受給できない外国人は、なお多数存在する。

すなわち、�１９８６年４月１日時点で６０歳を超えていた外国人は、（８５年改正によ

っても）年金加入が認められず、老齢福祉年金が支給されない、�１９８２年１月１日

時点で２０歳を超えていた外国籍障害者には、障害福祉年金が支給されない、�年金

制度発足時の１９５９年１１月１日の時点で２０歳を超えていた外国籍障害者は、その日を

もって「障害認定日」とされるため、そのあと日本国籍を取得しても、障害福祉年

金が支給されないのである。後述の無年金者の訴訟を担う弁護団の推計によれば、

無年金の在日高齢者は約３万５０００人にのぼるとされる。

また、合算対象期間は年金額には反映されないため、たとえ年金を受給できても
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その受給額はきわめて低額である。

これらの問題については、国は、「国民年金は日本国民の社会保障制度である。

難民との格差是正のために国籍条項を外したが、外国人に関して、過去にさかのぼ

って救済する必要はない。」という態度をとっている。

一方で、国は、国民年金制度を創設した当時、受給資格を満たすことができない

日本国民が無年金状態にならないように、�国民年金保険料の徴収開始の１９６１年４

月１日時点で５０才を越えている日本国民は国民年金に加入することができないので、

保険料を納めなくても７０歳になれば支給される無拠出制の老齢福祉年金の制度を設

ける、�１９５９年１１月１日時点で２０才を越えている日本国民の障害者については、国

民年金に加入したとしても障害年金の受給対象とはされなかったので、障害福祉年

金を支給する制度を設けるなどの措置をとっていた。

また、沖縄・小笠原「復帰」時や「中国残留日本人」帰国時など、制度発足時に

加入できなかった国民に対して、その間の保険料を国庫負担で免除するという措置

がとられてきた。最近では拉致被害者にも特別措置を取っている。

（イ） 訴訟で争われた事案

ａ）塩見訴訟

国民年金法施行当時全盲であり、かつ韓国籍であった原告が、１９７０年に日本国

籍を取得し、障害福祉年金（８１条）の支給を請求したところ、法施行日に原告が

外国人であったという理由で、知事が裁定請求却下処分をした。この取消しを求

めたのが、塩見一次訴訟である（１９７３年に提訴され、１９８９年に最高裁判決が出さ

れた）。

１９８２年の国民年金法の国籍条項撤廃後、原告は、再度この年金の裁定請求をし

たが、前述のとおりの内容の附則の存在により、不適法として却下処分をした。

この取消しを求めたのが、塩見二次訴訟である（１９８７年に提訴され、２００１年に最

高裁判決が出された）。

一次訴訟地裁判決は、国は２５条によって概括的責務を負担するのみであるとし

た上で、２５条に基づく施策について、１項に基づいて行われるべき救貧政策と２

項に基づく防貧政策に二分し、障害福祉年金を後者に位置づけ、立法府の広い裁

量を認めた。そして、給付を日本人に限定するかどうかは立法政策の問題で、立

法府が裁量権の逸脱をしたと認められない限り、２５条２項違反ではなく、生存権

保障の母国主義は世界でも有力であること、障害福祉年金は経過的・補完的措置

で費用は国庫負担であることなどから、立法府の裁量権の逸脱はない、不合理な

差別ではないから、１４条違反ともならないと判断した（大阪地裁判決１９８０（昭和

５５）年１０月２９日判例時報９８５号５０頁）。

次いで一次訴訟高裁判決は、社会権規約の内外国人平等原則について、「その

内容がそのまま国内法と同様に通用せしめられる種類の条約ではなくして、その

内容を実施するためには立法手続を要する種類の条約であって、直接裁判規範と

はなりえない」とし、地裁とは異なり、求貧政策と防貧政策を分けずに、具体的

立法措置全体を立法府の裁量の問題とした。そして、生存権保障の母国主義から

外国人排除を正当化した（大阪高裁判決１９８４（昭和５９）年１２月１９日判例時報１１４５
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号３頁）。

さらに、最高裁は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇

するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国と

の外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしな

がら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られ

た財源の元で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人より優先的に扱う

ことも、許されるべきことと解される」と国に広い立法裁量を認めて、憲法２５条、

１４条１項のいずれにも反しないとした。さらに、社会権規約９条について、「締

約国において、社会保障についての権利が国の社会政策に保護されるに値するも

のであることを確認し、右権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべ

き政治的責任を負うことを宣明したものであって、個人に対し、即時に具体的権

利を付与すべきことを定めたものではない」として、９８条２項違反の主張も排斥

した（最高裁判決１９８９（平成元）年３月２日判例時報１３６３号６８頁）。

二次訴訟で、大阪地裁は、憲法２５条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」

なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であり、現実の立法として具体化す

るにあたっては、高度の政治的判断が必要になるから、「立法措置の選択は、立

法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の

逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審理判断するに適しな

い事柄である」という前提のもと、これにはあたらないとして、憲法に違反しな

いと判断した。また、附則については、改正が難民条約への加入のための国内法

整備の目的でなされたことからして、従前の無資格者に資格を与えなければなら

ないものではなく、その性格は注意的なもので、既得の権利・利益の侵害はない

とした（大阪地裁判決１９９４（平成６）年３月２４日判例タイムズ８５５号１８１頁）。

最高裁は、国籍条項を削除するにあたり、その改正の効果を遡及させるなど特

別な救済措置をとるか否かは、もとより立法府の裁量事項に属することであり、

「国民年金制度の仕組み、経過的な障害福祉年金の性質、法律不遡及の原則、本

件改正の趣旨などに照らせば、そのような特別の救済措置を講じなかったことが

著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ないものとはいえな

い」とし、さらに、本人と改正後の年金受給要件を満たす状況にある在留外国人

との間で、障害福祉年金の受給に関して差異が生じることについて、「とりわけ

上告人と同様に本件改正前に障害が固定した在留外国人には障害福祉年金が支給

されないことなどに照らして総合的に判断する…と、このような差異が何ら合理

的な理由のない不当な差別的扱いであるということはできない」として、憲法２５

条、１４条１項に違反しないとした（最高裁判決２００１（平成１３）年３月１３日訟務月

報４８巻８号１９６１頁）。

ｂ）在日外国人障害者年金訴訟

２０００年３月、京都市在住の聴覚障害者の在日コリアン７名が原告となり、旧国

民年金法の国籍条項と国籍条項撤廃後も経過措置をとらなかった立法不作為を国

際法違反、違憲であるとして、国民年金不支給決定の取消しと国家賠償を求めて

提訴した。
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これについて、京都地方裁判所は、前述の第一次塩見訴訟の最高裁判決をその

まま引用し、立法裁量論を展開して棄却の判決を下した（２００３（平成１５）年８月

２６日）。しかし、「（原告らのように国籍条項撤廃によっても給付対象から外れる

者に対して）何らかの救済措置を講じることが望ましいものであったことは否定

しがたいところである。特に原告らは、いずれも我が国において出生し、以来我

が国において継続的に居住して生活をしている者で、それぞれ重度の障害を負っ

ている特別永住者であるから、在日韓国・朝鮮人に関する歴史的経緯等をふまえ

た何らかの立法措置がされるべきであったとの主張も立法論としてあり得るとこ

ろである。」との付言がある。

同訴訟は現在、大阪高裁で控訴審が係属中である。

ｃ）在日外国人高齢者年金訴訟

２００３年１１月、大阪市在住の高齢者の在日コリアン５名が原告となり、旧国民年

金法の国籍条項と国籍条項撤廃後も経過措置をとらなかった立法不作為を国際法

違反、違憲であるとして、国家賠償請求訴訟を提起した。現在、大阪地裁で係属

中である。

（ウ） 戦後補償的観点

無年金状態におかれている高齢者は、１９８２年１月当時６０歳を超えている人たちで

あり、実際には、日本による植民地支配のもとで、強制的にあるいはやむなく日本

に渡航してきた朝鮮・韓国、台湾出身者のいわゆる在日一世である。彼らは、植民

地支配を通じて押しつけられた日本国籍を、１９５２年サンフランシスコ講和条約によ

って一方的に剥奪された、ある意味で「特殊な」外国人であり、戦中・戦後を通じ

て納税の義務を果たし、日本社会に貢献してきた。しかし、彼らは、無拠出部分の

年金を支える税金を納入しているにもかかわらず、国民年金制度から排除されてき

たのである。

このような歴史的経緯からすれば、高齢無年金者を国民年金制度から排除するこ

とは許されないと解すべきである。

（エ） 差別の温存

２００１年７月、学生の国民年金加入が任意だった時期に加入せず、その間に２０歳を

越えて障害を負ったため障害年金を受給できなかった日本人「学生無年金障害者」

が国を相手に、各地で年金支給を求める訴訟を起こした。

これに対して、国は即座に反応し、厚生労働省は立法化を視野に当事者の生活実

態などの調査をし、２００２年７月、厚相は改善が必要という内容の私案を提出した。

さらに、２００４年３月２４日、同訴訟について、東京地裁が、「日本政府が学生無年金

障害者に対して保険給付を受けられる立法措置をとらないまま放置したのは、法の

下の平等を定めた憲法に違反する」との判決を下したのを受けて、本格的に立法措

置が検討された。

この措置に関しては、外国人障害者・高齢者の問題も考慮すべきとの申し入れが、

日本人無年金者の弁護団、民族団体を始め、さまざまな団体等からなされたが、２００４

年秋の臨時国会で本格的な審議が予定されている与党案は、年金保険料を使わず福

祉予算から障害基礎年金の半額程度の救済金を支払うというもので、日本人学生の

第２節 外国人の社会保障をめぐる現状と課題

－ 312 －



みが対象とされ、外国人は排除された。

（オ） 地方自治体による措置（福祉給付金）

このような無年金者への対応として、地方自治体レベルで、年金ギャップを補う

「在日外国人の無年金者に対する特別給付金」等の独自の救済措置がとられてきた。

在日本大韓民国民団中央本部の調査によれば、２００４年７月現在、全国３３０２自治体

の内、７４０自治体が高齢者に対する給付金を実施し、６１９自治体が障害者に対する給

付金を実施している。しかし、この制度は、国民年金制度の根本的不備によってお

きた不利益を人道的な立場で救済するための措置にすぎず、その給付金額は、基礎

年金の支給額に比べて低額である【→資料�－７】。

ウ その他の問題点

制度上の欠陥から、外国人本人、特にいわゆるニューカマーの外国人が社会保障制

度に加入することに積極的とはいえない現状もある。すなわち、日本は、国籍要件撤

廃以降もいかなる国とも通算協定を結んでいないため、資格期間が２５年と長い老齢年

金の受給権を得るのは困難で、保険料の掛け捨てになる公算が高い。そのため、滞日

期間が短い外国人の場合、保険料の支払いが「無駄」になることが多く、さらに、保

険料が高いため、外国人の国民年金への現実加入率がきわめて低い。外国人にも利用

しやすい制度を構築するため、外国との年金通算の協定が必要であろう。

これに対しては、社会保障の通算協定は同等の水準の社会保障制度を持つ国同士の

間でのみ成立しうるとの批判がある。しかし、EU 加盟国は、戦後、外国人労働者を

受け入れる際に当該国との間で社会保障の二国間協定を結び、立法水準の差を問わず、

失業給付以外の社会保障の全部門について均等待遇を保障するように努めているので

あり、国の姿勢の問題に帰すると言わざるをえない。

�３ 公的扶助―生活保護をめぐる現状と問題点

ア 法制度

生活保護制度は、何らかの原因で貧困に陥り、自力では生計を維持できない人々に

対して、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障することを目的と

し、最後のセーフティーネットとしての機能を有するものである。

１９４６年１１月制定の旧生活保護法は、「この法律は、生活の保護を要する状態にある

者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱いをなすことなく平等に保護して、社会の

福祉を増進することを目的とする」と第１条でうたい、対象に外国人も含まれるもの

とされていた。このことは、行政通達でも明らかにされていた。

しかし、１９５０年に成立した現行生活保護法は、「この法律は、日本国憲法２５条に規

定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応

じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長す

ることを目的とする」とし（１条）、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす

限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」（２条）と規定し

た。同法には、外国人を排除する明文規定はないが、外国人を適用から排除するとい

うのが政府の意図であった。すなわち、生活保護制度を、受給に権利性が認められる

「社会保障」制度としてみる以上、「生存権」が保障されていない外国人は排除でき
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るというのである。

イ 外国人への適用の変遷

新生活保護法の施行において、直ちに問題になったのは、特に旧植民地出身者に対

する適用であった。

すなわち、旧植民地出身者は日韓併合により日本国籍を取得していたため、国籍要

件があったとしても、生活保護法が適用されるはずであった。しかし、１９４７年の「外

国人登録令」という勅令によって、「台湾人及び朝鮮人は、この勅令の適用について

は、当分の間これを外国人とみなす」とされたため、旧植民地出身者は（少なくとも

１９５２年までは）日本国籍を有していたにもかかわらず、他の外国人と同様に、新生活

保護法施行以降、生活保護の適用を受けることができなくなったのである。

しかし、政府も、旧生活保護法上適用対象としてきた外国人をそのまま放置するこ

とはできず、通達により、事実上の保護が継続された。

すなわち、「生活保護法における外国人の取扱に関する件」という通知（１９５０（昭

和２５）年６月１９日社乙発９２号）により、「困窮の状態が現に急迫、深刻であって、こ

れを放置することが社会人道的にみても妥当でなく他の行使の救済の途がまったくな

い場合に限り、当分の間、本法の規定を準用して保護して差し支えない」とされたの

である。しかし、この通達は、同時に、「準用」について、「一般的国民に認められた

保護を受ける権利はなく、恰も旧法におけるが如き反射的利益を受けるにとどまるも

のであること」とし、外国人に対する生活保護が恩恵的なものであることを明示した。

１９５４年、厚生省は困窮外国人の生活保護について基本的な行政指針である「生活に

困窮する外国人生活保護の措置について」（１９５４（昭和２９）年５月８日社発第３８２号

厚生省社会局長通知）【→資料�－８】を出し、「困窮外国人を放置することは、社会

的・人道的にも妥当ではなく、治安上も種々の問題を惹起するおそれがある」として、

「当分の間」生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施

の取り扱いに準じて、必要と認める保護を行いうるとした。この通知では、法の準用

による保護と国民に対する法の適用による保護との相違について、「外国人に対する

保護は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置に

よって行っているものである。従って、生活に困窮する外国人は、法を準用した措置

により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはで

きない。日本国民の場合には、法による保護を法律上の権利として保障しているので

あるから、保護を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途（不服申立の制

度）が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできない

わけである」としている。

この通知は、１９５０年通知とは異なり、困窮の程度について限定を加えてはいない。

しかし、この暫定的であったはずの規定は、何ら法的措置がなされないまま現在に至

っている。

実際、この通知によって、有効な外国人登録証明証を呈示し、保護の申請書を出す

等の手続を経た場合、実施機関が必要性を判断して個別に生活保護の実施を行ってき

た（ただし、１９８１年まで生活保護を受けることは退去強制事由とされていた）。

だが、１９８０年代に非正規滞在者が増加し、国が管理体制を強化して、１９８９年に入管
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法を改正し、翌年６月の同改正法が施行されると、この運用に変化が生じた。１９９０年

１０月、厚生省が外国人の生活保護について定住外国人を除き適用しないよう各自治体

に指示をしたのである。すなわち、厚生省主催の生活保護指導職員ブロック会議での

指示連絡事項として、厚生省社会局保護課企画法令係長は、生活保護準用の範囲を、

入管法の別表第２に記載された在留資格に限定する方針を明らかにした。これは、�
別表第１に記載された在留資格を持つ外国人は、「そもそも在留するについて生活上、

国または地方公共団体の負担になるおそれがないことを条件に、在留が認められた

者」であるため、「原則的に生活保護制度が前提にしている者であるとは考えにくい」

こと、�稼働能力が活用ができず、資産調査や不要調査も事実上困難であること、�
稼働能力の発揮、生活向上の努力義務を事実上果たすのが困難であること、�外国人

を無差別に保護すると生活保護を目的として入国を助長するおそれがあることを理由

とするものといわれる。

この口頭指示により、オーバーステイ等の非正規滞在者のみならず、在留資格を得

て日本に滞在する留学生や研究者等の滞在者も生活保護を受けることができなくなる

など、従来の準用対象外国人の幅が大きく限定されることとなった。

さらに、１９９７年、厚生省は、「在留資格を取得する見込みがある外国人に対する保

護の準用」についての問い合わせに対して、入管法別表第２「定住者」の資格取得が

ほぼ確実であることを理由として、保護の準用が可能であると回答し、いったん適用

範囲が広がるかにみえた。しかし、その後、厚生省は、「在留資格が切れる前に取得

申請をしていれば、現に在留資格がなくても保護の準用の協議対象とする」と方針の

転換を行った。これによって、在留資格が切れた後の外国人等、在留資格がない外国

人が取得申請をしても、原則として保護の準用が認められないことになってしまった。

ウ 問題点

生活保護は、社会保障の体系の中で、社会保険その他の制度によっては救われない

者の生命・生活を守る最後のネットである。つまり、自力では最低限度以上の生活を

送ることができなくなった外国人に生活保護を適用することは、前述の社会権規約委

員会一般的意見３にいう「最低中核義務」にあたり、日本政府が、外国人に対する生

活保護の適用を排除し、「準用」による事実上の保護措置しかとっていないこと自体、

許されない。生存権は全ての外国人に保障されているものであって、最低限度の生活

保障は、これがなければ種々の人権を享有することがきわめて困難になるという意味

で人権保障を確保する基礎を提供するものであるから、外国人にも最低限度の生活を

保障するために生活保護受給権があると考えるべきである。

権利性を認めない現在の運用は、行政担当者の現場判断にゆだねられる側面が多く、

あまりにも不安定である。また、現状では、外国人は、行政担当者の判断に不服があ

っても、行政上の不服申立制度を利用することすらできない。

さらに、長年にわたり非正規滞在者を含めた外国人に準用されてきた生活保護法を、

一片の口頭指示で準用をとりやめるという運用をした点は、要保護性のある外国人に

保障されてきた具体的な生活保護受給権を法的根拠なく侵害するものであり、違法で

ある。

入管法上の在留資格の有無と生活保護の必要性とは全く別個の問題であることから

第７章 外国人・民族的少数者の労働、社会保障、医療の現状と課題

－ 315 －



すれば、退去強制の対象者である外国人であっても最低限度の生活が自力で維持でき

ない者については、生活保護受給権を認めるべきであり、入管法上の在留資格を生活

保護の要件とすることは、生活保護法が要求していない要件を加重することになるで

あろう。

なお、外国人を原則として排除することで、現実化した最大の問題は、従来「医療

扶助」として扱ってきた緊急医療対応が不可能になったことである。これについては、

第３節で詳述する。

付言すれば、生活保護受給に際しては、福祉事務所において、日本人に対しても、

いわゆる「水際作戦」（できるだけ窓口で申請を受理せず、相談だけで追い返し、申

請件数を少なく抑える）がとられている現状があり、９０年口頭指示に適合するような

ケースであっても、外国人に対する適用については、きわめて抑制的に対応するとい

う問題もある。

エ 外国人の生活保護適用に関する裁判例

以下の判例については医療問題にかかわるので、第３節２�５イで詳述するが、生活

保護法全体に関する判断部分に着目して簡単に紹介する。

（ア） 外国人緊急治療国庫負担金請求住民訴訟事件

神戸に留学していたスリランカ人男性が、くも膜下出血で入院・手術を受け、生

活保護法に基づく医療扶助準用の職権発動を申し立て、神戸市内の福祉事務所長が

これに応じたところ、厚生省がそれを不当支出とし、その分の国庫負担金を神戸市

に支払わなかった。しかし、神戸市は同負担金を厚生省に請求しなかったため、神

戸市民が神戸市に代位して、国に対し、この負担金部分を神戸市に支払えとの住民

訴訟を神戸地裁に提訴したというケースである。

一審は本案前の争点について原告の主張を認めず、これを却下したが、「憲法並

びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関

する国際規約等の趣旨に鑑み、さらに、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

が人の生存に直接関係することをも併せ考えると、法律をもって、外国人の生存権

に関する何らかの措置を講ずることが望ましい。特に、重大な傷病への緊急治療は、

生命そのものに対する救済措置であるから、国籍や在留資格にかかわらず、このこ

とが強く妥当する」と言及した（神戸地裁判決１９９５（平成７）年６月１９日判例地方

自治１３９号５８頁）。

（イ） 中野区福祉事務所長事件

中国国籍を有する原告が、在留資格を得て日本に入国したが、その後更新申請を

せずに在留していたところ、交通事故に遭遇して重傷を負った（当時オーバーステ

イ状態３年７ヶ月）。原告が、医療費等の支払ができないとして、中野区福祉事務

所に生活保護の申請をしたところ、不法滞在外国人であることを理由にして中野区

福祉事務所に却下処分を受けたので、その取消しを求めたものである。

原告は、憲法２５条、１４条、国際人権規範違反、生活保護法の準用を認めなかった

ことの違法性を主張したが、一審から最高裁まで棄却された。

一審では、生活保護法の淵源たる憲法２５条は外国人への生存権保障を原理的には

排除していない、としたが、実質的には従来の判例を踏襲した（東京地裁判決１９９６
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（平成８）年５月２９日判例時報１５７７号７６頁）。憲法２５条は、在留資格の有無を問わ

ず、すべての外国人に対して緊急医療を受ける権利を直接保障しており、生活保護

法は少なくともその限度で在留外国人を保護の対象としていると解すべきであると

いう原告の主張に対して、最高裁は、「生活保護法が不法在留者を保護の対象とす

るものでないことは、その規定及び趣旨に照らして明らか」とし、憲法２５条に基づ

く措置について広汎な立法裁量を認めた上で、憲法２５条に違反しないと解するのが

相当であるとした（最高裁判決２００１（平成１３）年９月２５日判例時報１７６８号４７頁）。

オ 自治体レベルでの対応

１９９０年口頭指示に対しては、自治体レベルで、個別の対応がなされてきた。

たとえば、ある自治体では、地方分権法の施行に伴って、厚生省の口頭による指示

が事務処理基準として有効かどうかという問題が生じることを指摘した上、在留資格

取得申請をしており、資格取得の可能性が高いことを要件として、例外的に在留資格

のない外国人に対しても保護の準用を認めている。また、その他の自治体でも、個別

の事情によって、例外的に保護の準用がなされていることもある。

�４ 社会手当―児童手当等の現状

児童手当制度は、児童養育家庭の家計負担の軽減と「次代の社会をになう児童の健全

な育成及び資質の向上」を図ることを目的とした制度である。社会保険と公的扶助の制

度的間隙をうめる社会手当（定型的所得給付）の典型とされ、１９７１年児童手当法の制定

で制度化されたが、受給者の資格としては「日本国民」に限定されていた。

児童扶養手当制度は、「国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手

当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的」とするものであり、主

として生別の母子家庭及びそれに準ずる監護養育者に対して現金給付を行うもので、児

童養育者側のハンディキャップに着目して支給される。児童扶養手当法の制定で制度化

され、受給資格は日本国民に限定されていた。

１９８１年の難民条約加入に伴う一連の法改正に際して、国籍条項が撤廃され、１９８２年１

月１日から外国人への適用が実施されている。ただし、居住要件があり、外国人登録を

していることが必要とされる。また、実務上原則として非正規滞在者には適用されない

運用となっているとされている。

�５ 社会福祉―児童福祉等の現状

児童のための福祉措置及び保障として、児童福祉法によって、障害のある子どもの保

護（療育の指導、育成医療の給付、補装具の交付など）、要保護児童の保護措置（児童

相談所のシステム、里親委託、施設入所など）、同居児童の届出、児童の福祉を阻害す

る行為の禁止等が定められている。また、同様の社会福祉的観点から、身体障害者福祉

法、知的障害者福祉法、老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、母子

及び寡婦福祉法などがあるが、これらについては、権利としての「社会保障」ではなく、

「社会福祉」であるという考え方から、国籍要件は設けられていなかった。また、在留

資格の有無で区別する規定も存在しない。

しかし、２０００年の福祉基礎構造改革によって、児童、身体障害者、知的障害者の各福
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祉法は、従来のこれら対象者に対する措置に代えて、支援費が支給されることになり、

この部分は社会手当としての性格を有するようになった。特に、身体障害者手当につい

ては、身体障害者手帳を持つことが要件とされたため、原則として外国人登録をしてい

ることが必要になる＊５０。

児童福祉法による育成医療及び身体障害者福祉法による更生医療については、第３節

で詳述する。

�６ 住宅保障の現状

ア 外国人の居住の現状

外国人の居住地傾向は、国籍によって大きく異なる。なぜなら、外国人登録者の在

留資格が、国籍によって特徴づけられているからである。たとえば、中国人は就学・

留学ビザが全体の３分の１であり、フィリピン人は日本人の配偶者として、あるいは

興業ビザで来日する人が多く、しかも登録者数の９割近くが女性である。バングラデ

シュ人やパキスタン人、イラン人の場合は観光ビザが多く、登録者の９割近くが男性

である。これらの特徴が、居住地傾向に影響を与えているのである。

入居拒否などの差別的な対応があり、非欧米系の外国人が賃貸不動産物件を借りよ

うとするのには大きな困難が伴うことが多い。そして、そのような状況につけこんで

劣悪な物件を高い賃料で提供しようとする悪質な業者もいるため、公的な住宅政策が

強く求められる＊５１。

イ 法制及び国や地方自治体の対応の現状

（ア） 公的住宅（公営住宅、公社住宅、公団住宅）

公営住宅法によって、公営住宅については、永住許可を受けている外国人のほか、

地域の住宅事情、入居希望外国人の事情等によってはその他の外国人にも適用がさ

れる。ただし、解釈上、不正規入国者は除外される。

また、公団住宅については、分譲は永住許可を受けている外国人で契約内容を十

分に理解できる者も対象とし、賃貸は登録外国人で同様に契約内容を十分に理解で

きるものを対象とする（都市基盤整備公団法）＊５２。

しかし、公営住宅、公社住宅は、入居基準がある程度各地方自治体に委ねられて

いるため、外国人登録をしていても一定の在住在勤期間の規定があるなど、地域に

よって対応はさまざまである。また、外国語によるパンフレットの作成はまだ少な

く、情報へのアクセスも困難である＊５３。

また、愛知県の県営保見住宅では、２００４年１月現在で約３５０戸が空き部屋となっ

ているにもかかわらず、「日系ブラジル人を始めとする外国人住居者がこれ以上増

えると自治会活動が困難になる」との理由で県は募集を制限して、年３回の定期募

集に各回１０戸しか募集していないなど、差別的な対応も報告されている。

＊５０ 高藤・前掲「外国人と社会保障法」１１１頁

＊５１ 駒井洋監修「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」（明石書店）第４章

＊５２ 高藤・前掲「外国人と社会保障法」１１２～１１３頁。なお、独立行政法人（都市再生機構）化に伴い、同法は廃止され

ている。

＊５３ 駒井・前掲「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」１３０～１３１頁
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（イ） 条例などによる対応

いくつかの自治体が、条例によって、外国人と私人である不動産仲介業者または

大家との間の契約に際して、啓発を行うことなどを定めている。たとえば、東京都

の「東京都住宅基本条例」には、「都は、高齢、障害、国籍等の理由により民間賃

貸住宅への入居の機会が制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対す

る啓発に努めるものとする」といった規定があり、新宿区では「東京都新宿区の住

宅及び住環境に関する基本条例」で、高齢、障害、乳幼児、児童、国籍等による居

住差別の解消をうたう。同区内では、宅地建物取引業協会等の協力を得て「協力店

制度」を構築している＊５４。

また、神奈川県、横浜市、川崎市などでは、「外国人向け賃貸住宅情報案内」を

行っている。

ウ 課題

公的住宅の供給量は少なく、多くの外国人が民間住宅市場に頼らざるを得ない。し

かし、一方で、外国人は、民間住宅からも嫌われる傾向があり、不動産業者や大家に

対する啓発活動、貸し手借り手双方に対応できる相談窓口の設定、積極的貸出に対す

る支援が必要であろう。また、役所が保証人を紹介するようなシステム作りも検討さ

れてよい。

３ 目指されるべき社会保障制度

�１ 日本の社会保障制度の問題点

以上のとおり、難民条約加入を機に法整備がなされたことで、生活保護法以外は法文

上、社会保障の対象が国民だけだということはいえなくなった。

しかし、現実の社会保障は、立法、行政、司法の各面で、非常に遅れていると言わざ

るをえない。

その大きな原因は、外国人が生存権の権利享有主体であることが、立法、行政に認識

されていないことにあるといえる。すなわち、上記の法整備も、難民に適用する以上、

他の外国人を積極的に排除する理由がないということからなされたものであり、直接に

外国人の生存権の享有主体性を認めてなされたものではない。

また、司法の現状は、上で紹介したように、国際規範に反しているといってよい。す

なわち、憲法２５条については広汎な立法裁量を認めて合憲とし、１４条との関係でも排除

に合理性を認めて合憲とするという塩見訴訟上告審判決の枠組みを利用する。そして、

国際人権規範については、「漸進的実現説からの即効性の否定→平等権実現の政治的義

務性→具体的権利性否定→直律効否定→裁判規範性否定という法理的コンテキスト」を

もって、平等条項を排斥する＊５５。

１９９８年１１月に、国連規約人権委員会が出した、第４回政府定期報告書に対する最終見

解３２項が、「委員会は、規約で保障された人権について、裁判官、検察官、及び行政官

に対する研修がなんら提供されていないことに懸念を有する。委員会は、このような研

＊５４ 駒井・前掲「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」１３１～１３２頁

＊５５ 駒井・前掲「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」２８０頁
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修を受講できるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約に習熟させるため、裁判

官の研究会およびセミナーが開催されるべきである。委員会の『一般意見』および第１

選択議定書による個人通報に対して委員会が表明した『見解』が、裁判官に配布される

べきである」と述べているが、これを司法の現状に対する痛烈な指摘だと受け止めるべ

きである。

�２ 生存権の人類普遍性

生存権は、人々の生活共同体たる社会の社会連帯原理をふまえたものであり、もはや

一国の枠内でとらえることはできないというべきである。外国人の生存権享有主体性否

定の根底には、国民国家的憲法感覚からくる自国民優先、母国主義的な考え方が存在す

ると思われるが、生存権の人類普遍性から、社会保障制度がとらえ返されなければなら

ない。

特に深刻な問題となるのは、非正規滞在者の扱いである。すなわち、現在、日本にお

いて、非正規滞在者は社会保障法制から、実質的に排除されており、いったん非正規滞

在者が病気になった場合には、何らの保障も受けられず、直接生命の危険にさらされる

ことになってしまう。

当然ながら、たとえ在留資格の面については非正規であったとしても、彼らが１個の

人間としての尊厳を有することは、日本国籍を有する人と変わりがない。現代社会にお

いては、社会保障の権利は、現代社会における実質的適応形態の１つの現れであり、国

籍、在留資格のいかんを問わず、何人に対しても保障されなければならない。

�３ 内外人待遇平等原則

前述の国際法（社会保障一般について、世界人権宣言２２条、難民条約２４条、社会権規

約９条、移住労働者権利条約２７条、公的扶助について難民条約２３条など）の状況からす

ると、現在では、その条約を批准すると否とを問わず、国際的には「内外人平等待遇」

が遵守すべき規範として確立していると言ってよい。このもとで、各国は自国内に居住

する外国人に対して自国民同様の保障をしなければならない（内外人待遇平等原則）と

いう国際法的義務を負うと考えるべきである＊５６。

ここで、１つのモデルとして、EU の「共同体内を移動する被用者、自営業者および

その家族への社会保障の適用に関する規則」（１９７１年）の内容を検討すると、同規則は、

�内外人均等待遇、�適用法規の決定、�資格期間の通算制度、�給付の国外支給の４

原則からなっている。具体的には、�内外人均等待遇では、疾病および出産、障害、老

齢、遺族、労災、死亡一時金、家族、失業の各給付の法制度における国籍差別の禁止を

うたう。�ないし�は、�を実質的に保障するための前提であると解される＊５７。日本に

おいても、同様の法整備が必要である。

�４ 運用面での工夫

＊５６ 駒井・前掲「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」３２頁

＊５７ 駒井・前掲「講座・外国人定住問題 自治体政策の展開と NGO」第６章、１８５頁
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外国人に対する社会保障制度の実効性を高めるためには、運用面での工夫も必要であ

る。

特に、国や地方自治体が積極的に、地域のアクセスしやすいポイントでの積極的な情

報提供や、多言語に適応した相談活動を行うことは重要である。その際は、相談員とし

て外国人を採用するなどして、実効性の高い相談活動が行えるよう工夫が必要になる。

また、外国人が社会保障を受けることに対する国民の社会的な抵抗感を減らすために、

日本人に対する啓発活動を行うことも一方で重要なことになる。
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第３節 外国人の医療に関する現状と課題

１ 日本における外国人の健康問題

人が日常生活を送る上で健康問題を避けて通ることはできない。今日の日本社会におい

ては、多民族・多文化社会の傾向が顕著になっており、外国人が日本で医療サービスの提

供を受ける機会も増加している状況にある。また、日本における外国人の健康問題につい

ては、外国人労働者が労働災害のハイリスク・グループであること、外国人母子が周産期

リスクの高いグループであること、言葉も文化も異なることから精神疾患のハイリスク・

グループとなり得ること等が指摘されている＊５８。

このように、今日の日本における健康問題を考えていく上で、外国人の健康問題は重要

な課題となっている。その重要性は、外国人の定住化の傾向が進むにつれ、今後もさらに

高まり続けるものと思料される。

しかし、外国人の中には病気になっても適切な医療を迅速に受けることができず、その

ため、手遅れになってしまう患者がいることが指摘されている。

そして、その要因としては、�コミュニケーション問題、�経済的問題、�病気を含む

医療に関する情報不足、�入管に対する恐れなどが一般的に挙げられている＊５９。

これらの要因のうち、最もよく発生しているのがコミュニケーション問題である。その

ため、外国人患者及び医療機関の双方から、母国語による医療通訳の必要性が指摘されて

いる状況にある。

また、外国人の医療機関の受診においては、医療費の問題も注目すべき要因とされてい

る。特に、医療保険に加入していない、又は加入することができない外国人にとっては、

医療費が受診の妨げになっている。

本節においては、これらの要因のうち、まず、医療費の問題と密接に関連する外国人の

医療保障に関する現状と問題点を明らかにし、次に、コミュニケーション問題について、

医療通訳の現状と課題を考察する。

なお、近時、主として入管収容施設に収容された難民申請者について、その施設におけ

る医療体制の問題点が指摘されていることから、最後に、入管収容施設における医療の現

状と問題点についても触れることとする。

２ 外国人の医療保障に関する現状と問題点

医療保障とは、病気・負傷等が発生した後に治療を行い、病後のアフター・ケアを施し、

さらに、疾病を予防することを目的とする制度をいうが、日本における医療保障は、医療

保険、公費医療、医療扶助の３つの方法を組み合わせて行われているとされている＊６０。

以下においては、外国人の医療保障について、医療保険、公費医療である母子保健、子

どもに対する養育・育成医療及び身体障害者に対する更生医療並びに医療扶助に大別して

＊５８ 平野（小原）裕子「定住外国人の健康問題と保健・医療・福祉」（駒井洋監修・石井由香編「移民の居住と生活」・

明石書店・２００３年・所収）９８～１０５頁

＊５９ 山村淳平・沢田貴志「超過滞在外国人の結核症例検討」（「結核」７５巻２号＝２０００年２月）７９～８８頁

＊６０ 西村健一郎「社会保障法」（有斐閣・２００３年）１５１頁
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述べ、併せて保健衛生に関する現状と問題点について述べる。

なお、外国人労働者の医療保障においては、業務上の負傷、疾病を対象とする社会保険

である労災保険が重要な機能を有するが、その現状と問題点については、本章第１節で既

に述べたところである。

�１ 医療保険

医療保険は、医療を対象とする社会保険であるが、大別して、被用者を対象とする健

康保険、各種共済組合及び船員保険と地域住民を対象とする国民健康保険がある。

以下においては、これらのうち、中核的な位置を占めている健康保険及び国民健康保

険の現状と問題点を述べることとする。

ア 健康保険

（ア） 制度及び適用の現状と問題点

ａ）健康保険法によれば、法人及び同法１３条所定の事業で常時５人以上の被用者を

有する個人に使用されている者は、健康保険の被保険者となるとされている（同

法１３条）。

すなわち、健康保険については、法令上、外国人を被保険者から除外する規定

は存在せず、在留資格の有無で区別する規定もない。

もっとも、外国人に対する健康保険の適用については、行政通達が発せられて

おり＊６１、これによれば、外国人に対する適用の基本原則について、「適法に就労

する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取り扱いをする者

であることから、適用事業所と実体的かつ常用的な使用関係にある被用者につい

ては、被保険者資格取得届の届出もれ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図る

こと」と定められている。

ｂ）このように、上記行政通達によって、不法滞在者等の適法に就労する在留資格

を有しない者は、「常用的雇用関係」にあるとは認められないとして、事実上健

康保険の適用がされない解釈が採られている。

しかし、健康保険制度が雇用関係に着目した保険制度であることに加えて、社

会権規約１２条（身体及び精神の健康を享受する権利）、２条２項（差別の禁止）、

自由権規約２６条（差別の禁止）等に照らせば、不法滞在者等であったとしても、

これらの者を健康保険の適用対象から除外すべきではない。

この点、厚生省内に設置された「外国人に係る医療に関する懇談会」も、１９９５

年５月２６日付け報告書（以下「１９９５年懇談会報告書」という。）【→資料�―９】

において、健康保険制度は雇用関係に着目した職域における保険制度であるとこ

ろ、日本に滞在している外国人の多くは就業しているものと考えられ、健康保険

制度の適用事業所に雇用されていれば適用対象となるものと見込まれるという解

釈を示しているところである。

ｃ）なお、健康保険法３条１項（２００２年改正前の１３条の２）によれば、臨時的・季

＊６１ 「外国人に対する健康保険制度の適用の適正化について」（１９９２（平成４）年３月３１日保険発第３８号厚生省保険局

保険・社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知）
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節的業務に使用される者は適用除外事由に該当する者とされており、これらに該

当するとして、健康保険の適用がされない外国人も少なくないと考えられる。さ

らに、実際はこれらの適用除外に該当しない外国人についても、臨時的・季節適

業務に使用されると解釈され、健康保険の適用がされず、被保険者資格取得の届

出をしないことが従来から多かったことが指摘されている＊６２。

（イ） 運用の現状と問題点

ａ）健康保険への加入については、厚生年金との同時加入が必要とされているが、

外国人にとってはその保険料が掛け捨てになることが多いこと＊６３、雇用主が不法

滞在者等も雇用している場合、その摘発を恐れて加入の手続を採らないことなど

から、加入率は非常に低いものになっていることが指摘されている。

このような現状を改善していくためには、健康保険の加入の手続もれのないよ

う適用を徹底させるため、雇用主に対し、その手続を指導していく必要があるこ

とは言うまでもない。

なお、仮に外国人が従前健康保険に加入していなかったとしても、外国人が健

康保険の被保険者資格の確認を求めた場合においては（健康保険法３９条参照）、

就労が開始された時点を健康保険の被保険者資格取得時点とする取扱いがされる

べきである。

ｂ）また、多数の日系ブラジル人が居住する静岡県浜松市が２０００年３月に公表した

調査によれば、健康保険の加入率は１６．５％にすぎないところ、その主たる理由と

しては、ほとんどの外国人労働者は雇用関係が不明確な派遣労働者であることに

あるとされている＊６４。

すなわち、雇用契約上の使用者である派遣業者の多くが法人ではないことから、

実質的な使用者が派遣先の事業主であるにもかかわらず、形式上は健康保険の適

用がないと解釈されるという問題が生じる。

また、仮に派遣業者が健康保険上の適用事業所に該当するとしても、労働者派

遣事業法上は就業中の安全及び衛生に関する事項のみ契約内容とされるため（同

法２６条１項）、派遣業者が加入の手続を怠っているという問題点も指摘されてい

る＊６５

これらの問題点を解決していくためには、実質的な雇用者である派遣先の事業

主について、健康保険に加入する手続を採るべきものとすべきである＊６６。

イ 国民健康保険

（ア） 制度の現状と経緯

＊６２ 手塚・前掲「外国人と法〔第２版〕」２７７頁

＊６３ 外国人は、障害年金と老齢基礎年金の受給の可能性はあるとしても、老齢厚生年金の受給資格を取得するのに必要

な２５年以上の被保険者期間を満たすことは通常あり得ないとの批判があった。そこで、年金法改正（１９９４年法律９５号）

により、国民年金又は厚生年金に６か月以上加入していた外国人が、帰国後２年以内に請求を行ったときは、本人負担

分保険料（ただし、３年分を上限とする）に相当する脱退一時金を支払うこととされた。

＊６４ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」１５頁。

＊６５ 手塚・前掲「外国人と法〔第２版〕」２８４頁。

＊６６ 小山千陰「外国人の社会権」（駒井洋監修・近藤敦編「外国人の法的地位と人権擁護」・明石書店・２００２年所収）

１００頁。
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国民健康保険法によれば、市町村又は特別区（以下単に「市町村」という）の区

域内に住所を有する者は、健康保険の被保険者等の適用除外事由に該当する者を除

き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とされている（同法５条、６条）。

そして、上記被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は適

用除外事由のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得するものとされ

ている（同法７条）。

もっとも、国民健康保険においては、「その他特別の理由がある者で厚生省令で

定めるもの」を適用除外とする同法６条８号の規定を受け、かつての同法施行規則

１条２号は、原則として日本国籍を有しない者を適用除外者としていた。

その後、１９８１年に日本が難民条約に加入したのを受け、同年厚生省令第６６号によ

り、同法の適用対象に難民条約等の適用を受ける難民が加えられ、さらに、１９８６年

厚生省令第６号により、同法施行規則１条２号は削除されるに至った。

（イ） 適用の現状と問題点

ａ）しかし、その一方で、外国人に対する国民健康保険の適用について、行政通達

が発せられ＊６７、国民健康保険の適用対象となる外国人は、�外国人登録を行って

おり、入国時に決定された入国当初の在留期間が１年以上である者、�入国当初

の在留期間が１年未満であっても、外国人登録を行っており、入国時において、

日本への入国目的、入国後の生活実態等を勘案し、１年以上日本に滞在すると認

められる者等とするとされた。

ｂ）すなわち、入国当初の在留期間が１年以上である者のほか、入国当初の在留期

間が１年未満である者についても、当初から数年間の滞在が予定されている留学

生、就学生等は、外国人登録を行った時点から国民健康保険への加入が認められ

るが、短期滞在の在留資格で入国した者、在留資格を有しない者については、外

国人登録を行ったとしても、国民健康保険の適用対象とはならないとされ、かつ、

事実上日本に１年以上滞在することとなったとしても、適用対象となるものでは

ないとされた。

（ウ） 在留無資格外国人国民健康保険訴訟事件

ａ）このように、厚生省の行政解釈において、在留資格を有しない外国人について

は、国民健康保険の被保険者資格を有しないものとされていたが、最高裁判決２００４

（平成１６）年１月１５日（判例時報１８５０号１６頁）は、在留資格を有しない外国人に

対する国民健康保険の適用について、上記行政解釈とは異なる解釈を示した。

すなわち、上記最高裁判決は、国民健康保険法の規定及び同法施行規則の改廃

の経緯について検討を加え、日本の国籍を有しない者が、法制定当初は適用除外

者とされていたものの、その後、これを適用除外者とする規定が削除されたこと

にかんがみれば、同法５条が、日本の国籍を有しない者のうち、在留資格を有し

ないものを被保険者から一律に除外する趣旨を定めた規定であると解することは

＊６７ 「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（１９８１（昭和５６）年１１月２５日保険発第８４号厚生

省保険局国民健康保険課長通知）及び「外国人に対する国民健康保険の適用について」（１９９２（平成４）年３月３１日保

険発第４１号厚生省保険局国民健康保険課長通知）【→資料�―１０】。
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できないと判示した。

その上で、上記最高裁判決は、日本に在留する外国人の法的地位に検討を加え、

在留資格を有しない外国人が同法５条所定の「住所を有する者」に該当するとい

うためには、単に市町村の区域内に居住しているという事実だけでは足りず、少

なくとも、当該外国人が、当該市町村を居住地とする外国人登録をして、入管法

５０条所定の在留特別許可を求めており、入国の経緯、入国時の在留資格の有無及

び在留期間、その後における在留資格の更新又は変更の経緯、配偶者や子の有無

及びその国籍等を含む家族に関する事情、日本における滞在期間、生活状況等に

照らし、当該市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み、将来にわたってこ

れを維持し続ける蓋然性が高いと認められることが必要であると解するのが相当

であると判示し、本件の事情に照らせば、当該外国人は、同法５条にいう「住所

を有する者」に該当するというべきであるとした。

ｂ）上記最高裁判決の１審である横浜地裁判決２００１（平成１３）年１月２６日（判例時

報１７９１号６３頁の原判決）は、在留資格のない外国人であっても、居住関係を中心

とした客観的生活状況及びその者の定住意思から、日本に住所があると認めるべ

き場合も例外的に生じるとして、上記最判と同様に国民健康保険法５条の「住所

を有する者」に該当するとしたのに対し、原審である東京高裁判決２００２（平成１４）

年２月６日（判例時報１７９１号６３頁）は、同条の「住所」の意義として、外国人に

ついては、一定の在留資格があることをその概念に当然内包しているとして、「住

所を有する者」と認めることはできないとしていた。

従来の裁判例をみると、東京地裁判決１９９５（平成７）年９月２７日（判例時報１５６２

号４１頁）は、同条の「住所を有する」といえるためには、少なくともその者が適

法に日本に入国し在留し得る地位を有していることが必要であるとしていたのに

対し、東京地裁判決１９９８（平成１０）年７月１６日（判例時報１６４９号３頁）は、外国

人について、在留資格を有することを同条の「住所を有する者」に該当するため

の一律の要件と解することはできないとしていた。

ｃ）しかるところ、上記最高裁判決は、国民健康保険法５条が、日本の国籍を有し

ない者のうち、在留資格を有しないものを被保険者から一律に除外する趣旨を定

めた規定であると解することはできないと判示したが、その一方で、社会保障制

度を外国人に適用する場合には、そのよって立つ社会連帯と相互扶助の理念から、

その対象者を国内に適法な居住関係を有する者に限定することに合理的な理由が

あるとして、施行規則又は各市町村の条例において、在留資格を有しない外国人

を適用除外者として規定することが許されると判示していた。

そうしたところ、厚生労働省は、２００４年６月８日改正後の国民健康保険法施行

規則１条１号において、上記行政解釈と同旨の施行規則を制定するに至ったもの

である。

しかし、国民健康保険は、皆保険として健康の保持と医療における社会保障の

目的を持つものであり、社会連帯と相互扶助という理念から在留資格のない外国

人を一律に国民健康保険の適用除外者とすることは許されないと言わざるを得な

い。
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また、このような解釈は、社会保障に関する内外人平等原則（世界人権宣言２

条参照）を損なうものであって、社会権規約１２条（身体及び精神の健康を享受す

る権利）、２条２項（差別の禁止）、自由権規約２６条（差別の禁止）の各条項に違

反する疑いがあるのであって、国際人権法の観点からしても相当に疑問があるも

のである。

（エ） 運用における問題点

国民健康保険の運用については、特に静岡県浜松市及びその周辺の自治体におい

て、健康保険法の規定による被保険者であることを理由として（国民健康保険法６

条１号）、日系ブラジル人の国民健康保険への加入が拒否されているという問題点

が指摘されている＊６８。すなわち、国民健康保険法６条１号は、健康保険の被保険者

を同法の適用除外としているところ、健康保険の適用事業所に使用されている者は、

実際に健康保険への加入の手続をしていなかったとしても、同条項の規定する健康

保険の被保険者に該当するというのである。

しかし、健康保険の加入率が低い主たる理由として、雇用主又は派遣業者が加入

の手続を怠っているという事情があるのであるから、このような外国人にとって、

国民健康保険に加入する以外に医療保険の適用を受ける手段は事実上ないものと言

わざるを得ない。

この問題点についても、根本的には、実質的な雇用者である派遣先の事業主につ

いて、健康保険に加入する手続を採るべきものとすることにより解決されるべきで

はあるが、少なくとも雇用主等の手続の懈怠による不利益をこのような外国人に負

わせるべきではなく、国民健康保険への加入を拒否すべきではない。

�２ 母子保健

外国人の母子保健について、入院助産制度と母子健康手帳の現状について述べる。

ア 入院助産

児童福祉法２２条は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、それぞれその

設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわら

ず、経済的理由により、入院助産を受けることができないと認めるときは、その妊産

婦を助産施設に入所させて助産を受けさせる措置を採らなければならないと定めてい

る。

入院助産については、法令上、外国人をその適用の対象から除外する規定は存在せ

ず、在留資格の有無で区別する規定もないところ、実際の適用においても、在留資格

の有無にかかわらず、助産施設への入所の措置を採り得るものとされてきた。

もっとも、１９９３年４月以降、不法滞在者等について入院助産の措置を拒否する事例

が報告されていたが＊６９、１９９５年懇談会報告書を受け【→資料�―９】、厚生省は、在留

資格の有無にかかわらず、この措置を採り得るものという解釈を示した＊７０。

２０００年５月２６日付け内閣総理大臣森喜朗の参議院議員大脇雅子提出外国人の医療と

＊６８ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」１５頁。

＊６９ 小山・前掲「外国人の社会権」１０５頁。
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福祉に関する質問に対する答弁書（内閣参質１４７第２６号）（以下「２０００年答弁書」とい

う。）【→資料�―１１】においても、在留資格及び外国人登録の有無にかかわらず、こ

の措置を採り得るものという解釈が示されている。

しかし、実施機関である自治体が必ずしもこのような行政解釈に沿って実施してお

らず、在留資格又は外国人登録がないことを理由として、これらの措置を拒否すると

いう事例が報告されており＊７１、その徹底が強く要請されるところである。

イ 母子健康手帳

母子健康法によれば、妊娠した者は、速やかに、妊娠の届出をするようにしなけれ

ばならないとされ（同法１５条）、市町村は、妊娠の届出に対して、母子健康手帳を交

付しなければならないとされているところ（同法１６条１項）、これらの制度について

は、妊娠期間中及び出生後に健康診査、保健指導等の行政サービスを適切に適用でき

るようにすることを主な目的としている。

そして、これらの制度についても、法令上、外国人をそれらの適用の対象から除外

する規定や在留資格の有無で区別する規定はなく、実際の適用においても、在留資格

の有無にかかわらず、母子健康手帳の交付がされてきた。

もっとも、母子健康手帳についても、１９９３年４月以降、不法滞在者等についてその

交付を拒否する事例が報告されていたが＊７２、２０００年答弁書においては、外国人登録を

受けていない外国人が妊娠の届出を行う場合、居住地の市町村に届出を行うことが適

当であるとして、当該市町村が母子健康手帳を交付することとなるとされている【→

資料�―１１】。

すなわち、今日においては、在留資格及び外国人登録の有無にかかわらず、妊娠の

届出が行われた場合、母子健康手帳を交付するという解釈がされているものというこ

とができる。もっとも、入院助産と同様に自治体が必ずしもこのような行政解釈に沿

って実施していない事例が報告されている＊７３。

�３ 子ども

外国人の子どもの医療について、未熟児に対する養育医療と障害児に対する育成医療

の現状について述べる。

ア 未熟児に対する養育医療

母子保健法２０条は、都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院

又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療（以下

「養育医療」という。）の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支

給することができると規定し（同条１項）、その給付の範囲として、診察、薬剤又は

治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院又は診察所への入院及び

その療養に伴う世話その他の看護等を定めている（同条３項）。

未熟児に対する養育医療についても、法令上、外国人をその適用の対象から除外す

＊７０ 移住労働者と連帯する全国ネットワーク・前掲「『多民族・多文化共生社会』に向けて」５０頁。

＊７１ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」１６～２１頁。

＊７２ 小山・前掲「外国人の社会権」１０６頁。

＊７３ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」３９頁。
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る規定は存在せず、在留資格の有無で区別する規定もない。

この点、厚生省は、１９９５年懇談会報告書を受け【→資料�―９】、在留資格の有無に

かかわらず、当該給付を行い得るものという解釈を示していたが＊７４、２０００年答弁書に

おいては、未熟児に対する養育医療について、都道府県、保健所を設置する市又は特

別区は、出生時の体重が２０００グラム以下である等の状態にあり、医師が入院養育を必

要と認めた場合には、当該未熟児の在留資格の有無にかかわらず、当該給付を行い得

るものという解釈が示されている【→資料�―１１】。

なお、養育医療の給付の対象について、外国人が医療保険の資格を取得している場

合は、医療保険による給付が優先するとされ、自己負担分を対象とするが、医療保険

資格を取得していない場合は、公費医療として全額がその対象とされることになる。

イ 障害児に対する育成医療

児童福祉法２０条は、都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得る

ために必要な医療（以下「育成医療」という。）の給付を行い、又はこれに代えて育

成医療に要する費用を支給することができると規定し（同条１項）、その給付の範囲

として、診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに

施術、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診

療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護等を定めている（同条３項）。

障害児に対する育成医療についても、法令上、外国人をその適用の対象から除外す

る規定は存在せず、在留資格の有無で区別する規定もない。

もっとも、２０００年答弁書においては、障害児に対する育成医療の給付について、障

害児の生活能力の向上等を目的とするものであること、指定育成医療機関において一

定期間継続して治療を受けることを前提としていること等から、基本的には在留資格

のない不法滞在者等への適用は想定していないとされたが、緊急に手術等を行わなけ

れば将来重度の障害を残すような場合には、都道府県指定都市等は、当該給付を行い

得るものという解釈が示されている【→資料�―１１】。

上記の「緊急に手術等」の解釈について、「緊急」とは、生命に危険があるという

ことではなく、障害児に対する治療のため医師が必要と認めた場合をいうとされてお

り、また、「手術等」は入院に限らず、外来による治療も含まれるとされている＊７５。

なお、養育医療と同様に、育成医療の給付の対象についても、外国人が医療保険の

資格を取得している場合は自己負担分を対象とするが、医療保険資格を取得していな

い場合は公費医療として全額がその対象とされる。

�４ 身体障害者に対する更生医療

外国人の身体障害者の医療について、更生医療の現状について述べる。

ア 身体障害者福祉法１９条は、市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であ

ると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療（以下「更生

医療」という。）の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給する

＊７４ 移住労働者と連帯する全国ネットワーク・前掲「『多民族・多文化共生社会』に向けて」５０頁。

＊７５ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」５６頁。
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ことができると規定し（同条１項）、その給付の範囲として、診察、薬剤又は治療材

料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅における療養上の管

理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴

う世話その他の看護等を定めている（同条３項）。

身体障害者に対する更生医療についても、法令上、外国人をその適用の対象から除

外する規定は存在せず、在留資格の有無で区別する規定もない。

イ この点、１９９５年懇談会報告書は、生命に直結するような緊急かつ重篤な疾病・負傷

の場合には、緊急の治療の必要性が高く、多額の費用を要する場合も多いことから、

患者が医療費を支払えない事例が生ずるおそれがあるとして、何らかの対応措置を検

討する必要があると指摘していた【→資料�―９】。

しかし、２０００年答弁書においては、身体障害者に対する更生医療の給付について、

国籍要件はないが、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体

障害者を援助し、及び必要に応じて保護するという同法の目的を踏まえれば、在留資

格のない不法滞在者等は身体障害者福祉法の適用を受ける身体障害者としては想定さ

れておらず、不法滞在者等に対する当該給付も想定されていないという解釈が示され

ている【→資料�―１１】。

ウ この点、厚生省によれば、医療を目的とする入国を生じさせるおそれがあることか

ら、「想定されていない」という表現を用いたとのことであり、適用の判断を自治体

に委ねたものであるとされている＊７６。

しかし、特に人工透析や HIV 等の生命に直結するような疾病・負傷の場合におい

て、不法滞在者等であることを理由として更生医療の適用の対象から除外することは、

人道上の配慮を極めて欠くことになる。

少なくとも本国に帰国すれば十分な医療を継続することのできないおそれがある者

については、その者の生存自体が危機に瀕しているのであるから、在留資格の有無に

かかわらず、その者を法律上も保護すべきものである。

�５ 医療扶助

外国人の医療扶助について、生活保護における医療扶助の現状と問題点を述べること

とする。なお、外国人に対する生活保護の現状及び運用とその問題点については、本章

第２節で既に述べたところであり、本節では医療扶助について必要な限度で述べること

とする。

ア 制度及び適用の経緯と問題点

（ア） 生活保護法１５条は、医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することが

できない者に対して行われると規定し（同条１項）、その給付の範囲として、診察、

薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅に

おける療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入

院及びその療養に伴う世話その他の看護等を定めている（同条３項）。

＊７６ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」５６～５７頁。同書によれば、２０００（平成１２）年答弁

書以降も、適用された事例が複数報告されているとのことである。
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一方で、同法１条は、国が生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行

うこと等を目的とすると規定し、同法２条も、すべて国民は、この法律の定める要

件を満たす限り、生活保護を無差別平等に受けることができると定めている。

（イ） このように、生活保護法においては、同法１条、２条の文言上、その適用の対

象が国民に限定されているかのように解し得ることから、外国人に対する適用の可

否が問題とされている。

この点、行政通達によれば、外国人に対する生活保護の措置について、「当分の

間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱

に準じて必要と認める保護を行うこと」とされ、その準用が認められてきた＊７７。

そのため、１９８１年に日本が難民条約に加入したのを受け、国民年金法等に定めら

れていた国籍要件が撤廃されたが、生活保護法については、従来から準用という形

式で外国人にも適用されていたとして、改正はされていなかった。

（ウ） しかし、厚生省は、１９９０年、生活保護法を準用する外国人は、出入国管理及び

難民認定法（入管法）別表第２に掲げる在留資格を有する外国人、すなわち、永住

者、定住者、日本人の配偶者等に限る旨口頭で指示した（以下「１９９０年口頭指示」

という）。

この１９９０年口頭指示により、仮に生活に困窮していたとしても、不法滞在者のみ

ならず、短期滞在、留学等の在留資格を有する外国人も、同法の準用の対象から除

外されることになった。

そのため、精神医療の分野や母子保健の分野をはじめ、緊急医療の現場を中心と

して、医療費の未払いにより医療機関に費用負担が生じることや、これを恐れた医

療機関が外国人患者をたらいまわしにするなどの問題点が指摘されている＊７８。

イ 外国人緊急医療生活保護訴訟事件【→第２節２�３�も参照】

これに対し、裁判例は、外国人の緊急医療に関する生活保護の適用について、外国

人が生活保護を受ける権利を有することについては消極的に解しているものの、国が

外国人の緊急治療に対する立法措置を講ずべきであると提案している。

（ア） 外国人緊急治療国庫負担金請求住民訴訟事件

神戸地裁判決１９９５年６月１９日（判例地方自治１３９号５８頁）は、スリランカ人留学

生がくも膜下出血で倒れ入院して手術を受け、生活保護法に基づく医療扶助を申請

したところ、その適用を認めて市は全額を支給したが、厚生省が非定住の外国人に

生活保護は適用されないとの見解を示し、市が国庫負担分の請求をしなかったため、

市の住民が外国人にも生活保護法が適用又は準用されるべきであると主張して、国

に対し、市に代位して、国庫負担分の請求を求める住民訴訟を提起した事案である。

上記神戸地裁判決は、現行法上、外国人は、生活保護法によって具体的な権利を

享有しているとまでは解することはできないものの、憲法並びに社会権規約及び自

由権規約等の趣旨に鑑み、さらに、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が人

の生存に直接関係することをも併せ考えると、法律をもって、外国人の生存権に関

＊７７ 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（１９５４（昭和２９）年５月８日社発３８２号（なお、昭和５７

年１月４日社発２号により一部改正）厚生省社会局長通知）【→資料�－８】。
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する何らかの措置を講ずることが望ましいとして、特に、重大な傷病への緊急治療

は、生命そのものに対する緊急措置であるから、国籍や在留資格にかかわらず、こ

のことが強く妥当するとしている。

（イ） 中野区福祉事務所長事件

最高裁判決２００１（平成１３）年９月２５日（判例時報１７６８号４７頁）（２審東京高裁判

決１９９７（平成９）年４月２４日（判例時報１６１１号５６頁）、１審東京地裁判決１９９６（平

成８）年５月２９日（判例時報１５７７号７６頁））は、不法残留中の中国国籍を有する外

国人が、交通事故によって頭蓋骨骨折等の傷害を負ったため、医療費等が支払えな

いとして生活保護の申請をしたところ、中野区福祉事務所長から、不法残留外国人

には生活保護法の適用はないとして申請の却下処分を受けたことから、同処分は憲

法１４条、２５条等に違反するとして、その取消しを求めた事案である。

上記１審は、生活保護法の文言及びその沿革からして、その適用の対象を日本国

民に限定しているものと解され、また、外国人に憲法２５条の趣旨が及ぶとしても、

その保障の程度において日本人を外国人より優先的に扱うことも憲法は許容してい

るものと考えられるから、その適用の対象には外国人は含まれず、憲法１４条、２５条

に違反しない等と判示し、上記２審もこれを全面的に引用した。

上記最高裁判決は、本件で問題となったのは不法残留者であるところ、生活保護

法が不法残留者を生活保護の対象とするものでないことは、その規定の文言及び趣

旨に照らして明らかであるとして、憲法２５条についても、不法残留者を保護の対象

に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らかであり、不法残留者

が緊急に治療を要する場合についても、この理が当てはまるとして、憲法２５条、１４

条１項に違反しない等と判示した。

もっとも、上記１審は、人の生存自体は人権享有の前提となるところ、その性質

上日本国民のみを対象としているものを除く、人であることによって認められる基

本的人権は国籍又は在留資格の有無を問わず尊重されるべきであるから、在留する

資格の有無にかかわらず、生存そのものの危機に瀕している者の救護は法律上の配

慮を受けるべきものであるとして、生死に関わる緊急の場合の外国人に対する医療

扶助については、生活保護と行旅人救護との中間領域の問題として立法的検討の余

地があるとしており、上記２審も、これと同旨の提唱をしている。

（ウ） 上記両判決の評価

生活保護法は、人間の生存に関する最後のよりどころになっており、特に、医療

扶助に関しては、外国人に対する緊急医療の根拠になるのであるから、人道主義の

観点からも外国人を排除すべきではない。

この点、生活保護法の文言においても、旧国民年金法のような明文の国籍条項を

定めているものではないのであって、現行法の解釈としても、在留資格の有無にか

かわらず、外国人に対する生活保護の適用は排除されていないと解するべきであ

る＊７９。

上記裁判例は、このような緊急医療的な医療扶助を含む生活保護について、外国

＊７８ 平野（小原）・前掲「定住外国人の健康問題と保健・医療・福祉」１０７頁。

＊７９ 倉田聡「外国人の社会保障」（ジュリスト１１０１号４９頁）。
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人は具体的権利を享有するものではないと解しているのであって、不当であると言

わざるを得ない。

もっとも、上記神戸地裁判決は、憲法並びに社会権規約及び自由権規約等の趣旨

から、上記東京地裁判決及び東京高裁判決は、社会保障における内外人平等が社会

権規約によって課せられた日本の責務であるという立場から＊８０、いずれも、外国人

に対する緊急医療に係る保護について、立法的措置を提唱している。国は、これら

の裁判例による要望を十分に尊重し、人道主義の観点から、在留資格の有無にかか

わらず、外国人に対する緊急医療に係る保護の措置を速やかに講じるべきである。

�６ 行旅病人及び行旅死亡人取扱法・外国人未払医療費補填事業・健康互助組織

上記のとおり、１９９０年口頭指示により、不法滞在者、短期滞在等の在留資格を有する

外国人は、生活に困窮していたとしても、生活保護法の準用の対象から除外され、医療

費の未払いによる医療機関の負担、外国人の受診拒否などの問題が指摘されるに至った。

これを受けて、自治体は、生活保護の準用の対象とならない外国人患者について、行

旅病人及び行旅死亡人取扱法を適用する予算措置を実施したり、未払補填事業の制度を

開始したりするなどの施策を実施している。

また、外国人が医療保険に加入することが困難な状況に鑑み、外国人労働者がお互い

に助け合いながら、医療を受けられる制度を設立すべく、健康互助組織が設立されてい

る。

ア 行旅病人及び行旅死亡人取扱法

（ア） 行旅病人及び行旅死亡人取扱法（以下「行旅病人法」という）は、歩行が困難

な旅行中の病人であって、療養の方法を有しない者を行旅病人と規定し（同法１条

１項）、その所在地の市町村が行旅病人を救護すべきものと定めている（同法２条）。

市町村が救護に要した費用については、原則として被救護者が負担するが（同法

４条）、被救護者が救護に要した費用を支払うことができない場合、都道府県は、

その費用を市町村と分担して負担するものとされている（同法５条）。

行旅病人法については、法令上、外国人をその適用の対象から除外する規定は存

在せず、在留資格の有無で区別する規定もない。

（イ） 行旅病人法は、１８９９年に成立した法律であるが、外国人に対する生活保護の準

用を認める１９５４年の行政通達以降＊８１、行旅病人に対する適用は停止されてきた。

しかし、１９９０年口頭指示により、不法滞在者、短期滞在等の在留資格を有する外

国人が生活保護法の準用の対象から除外されたことから、１９９４年以降、自治体は、

独自の予算措置を講じて行旅病人法の外国人に対する適用を開始した。

現在、このような予算措置を講じている自治体としては、千葉県、神奈川県、東

京都、埼玉県、政令指定都市では川崎市、横浜市があるとされているが、他の自治

体においても外国人に適用された事例があると報告されている＊８２。

（ウ） もっとも、行旅病人法はあくまで旅行者を対象とするという点からの限界があ

＊８０ 東京地判１９９６（平成８）年５月２９日判例時報１５７７号７６頁のコメント参照。

＊８１ 前掲「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」【→資料�－８】
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り、運用の現状においても、入院していること、住所がなく、就労もしていないこ

と、救護者がいないことが必要とされていると報告されている＊８３。

イ 外国人未払医療費補填事業

（ア） 外国人未払医療費補填事業は、医療保険又は医療扶助の適用を受けない外国人

の医療に関し、医療機関に発生した未払医療費について、自治体がこれを補填する

という制度である。

東京都による外国人未払医療費補てん事業によれば、外国人未払医療費に係る医

療機関の負担の軽減を図るとともに、外国人医療の確保に資することを事業目的と

しており、国が施策を講じるまでの暫定事業として東京都が実施しているものであ

るとされている＊８４。

この事業は、１９９３年に群馬県及び神奈川県によって開始されたが、現在、これら

の県の他に千葉県、埼玉県、東京都、兵庫県、栃木県、茨城県及び長野県で事業が

開始されている。

（イ） これらの事業のうち、長野県を除いた事業の概要は次々頁の別表のとおりであ

る＊８５。

ａ）実施時期について、茨城県及び山梨県はそれぞれ１９７８年及び１９７９年と記載され

ているが、これらは、元々外国人のみを対象としたものではなく、救急車等で搬

送された県民を対象としている。

ｂ）対象外国人については、概ね公的医療保険又は公的扶助が適用されない者とさ

れているが、県内に居住している者のみか、県内で就労している者をも含むかと

いう差異がある。

ｃ）対象医療については、緊急性を要する医療、急性期の傷病等の表現の差異があ

るが、実際には広汎な範囲の医療が対象となっていると報告されている＊８６。

もっとも、救急自動車等で搬送された救急患者のために生じた医療として、そ

の範囲を限定するものもある。

ｄ）対象医療機関については、概ね国立及び県立又は都立の医療機関は除外されて

いる。

ｅ）補助基準額については、保険診療として算定した医療費から回収額を控除した

額とする事業とその額から３割を減じた額とする事業とがある。

ｆ）補助限度額については、１件１人当たり１００万円とする事業と２００万円とする事

業があるが、補助総額が予算額を上回る場合に減額するという事業もある。

補助期間についても、入院の日から１４日間の事業が多いが、７日間、１０日間とさ

れている事業もある。

＊８２ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」５８頁。これらの調査の結果は、外国籍府民の医療

補償問題を考える連絡会「地方自治体の外国人未払い補填事業対策一覧表」による。

＊８３ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」５９頁。

＊８４ http : //www６．ocn．ne．jp／‾iryo―hp／。

＊８５ これらの事業の概要については、外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」８８ないし９３頁に

記載された要綱、外国籍府民の医療補償問題を考える連絡会「地方自治体の外国人未払い補填事業対策一覧表」、手塚・

前掲「外国人と法〔第２版〕」２８６頁による。

＊８６ 外国人医療・生活ネットワーク・前掲「まるわかり外国人医療」５８頁。
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ｇ）実施機関については、県が全額負担する事業と県と市町村が分担する事業があ

り、県又は都が財団法人に委託している事業もある。

ウ 健康互助組織

外国人が医療保険に加入することが困難な状況に鑑み、外国人労働者がお互いに助

け合いながら、医療を受けられる医療保険類似の制度として、健康互助組織が設立さ

れている。

以下においては、その代表的な組織である「みなとまち健康互助会（MF―MASH）」

について、その内容を紹介することとする＊８７【→資料�―１２】。

みなとまち健康互助会は、１９９１年１１月１日、外国人労働者の健康問題について積極

的に取り組んでいた横浜市所在の港町診療所において、発足された健康互助組織であ

る。

その内容は、毎月２０００円の会費を支払うことにより、港町診療所など５つの診療所

において、３割負担で診療が受けられ、また、年に２回の健康診断を受けることがで

きるというものである。

みなとまち健康互助会の目的としては、�すべての外国人労働者に、その在留資格

を問わず、医療への「かかりやすさ」の実現、�「権利と義務に基づく契約」を明確

にすることによって、医療機関と患者との間に、「対等で自立的な関係」を成立させ

ること、�健康診断や教育活動によって予防医学的な働きかけをしていくことが挙げ

られており、「みなとまち健康互助会ニュース」という冊子を多言語で発行している

【→資料�―１３】。

発足当初は、会費の未納などの問題点もあったが、現在では充足率は約８０％になっ

ており、主として慢性疾患の外国人労働者に対応するものとなってきているとのこと

である。

�７ 保健衛生

以上に述べてきた外国人の医療保障と密接に関連するものとして、外国人の結核予防、

精神保健、予防接種等の保健衛生の現状を述べることとする。

ア 結核予防

結核予防法によれば、都道府県は、その区域内に居住する結核患者が指定医療機関

で医療を受けるために必要な費用について、当該患者等の申請により、その１００分の

９５に相当する額を負担することができるとされている（同法３４条）。

また、都道府県知事が結核患者の従業を禁止し（同法２８条）、又は結核療養所に入

所することを命じた場合（同法２９条）、当該患者等の申請により、当該患者が指定医

療機関において受ける医療に要する費用等を負担するとされている（同法３５条）。

結核予防法が、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止するという目的

によるものであることからすれば（同法１条参照）、外国人についても、その在留資

格の有無にかからず、当然にこれらの規定が適用される＊８８。

＊８７ 天明佳臣「みなとまち健康互助会発足―その前後事情について―」（神奈川県勤労者医療生活協同組合編「みなと

まち健康互助会資料集」（２００２年）２頁）
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外国人未払医療費補填事業の概況

対象医療機関対象医療対象外国人実施時期
国立及び県立
を除く県内の
救急医療機関

急病又は事故等によ
る急性期の傷病で保
険診療で認められる
範囲内の医療

県内に居住を有し、救急医療機関に
おいて救急医療による治療を受け
た者（ただし、労災保険又は自賠責
保険等が適用され、もしくは、法令
に基づく制度が適用され、医療費の
弁済が行われる者等は除く）

1993年４月１日

神
奈
川
県

県内の国立及
び県立を除く
医療機関

緊急性を有する医療県内に居住もしくは就労している
者または県内の医療機関で受診す
ることがやむを得ない者で、医療
保険に未加入の者

1993年６月17日
群
馬
県

県内の国立、
県立及び千葉
市立を除く医
療機関

救急自動車等で搬入
された救急患者のた
めに生じた医療

救急自動車等で搬入された者で、
原則として県内に居住し、公的医
療保険または公的医療扶助の適用
を受けていない者

1994年４月１日
千
葉
県

国立及び県立
を除く県内の
救急医療機関

急病又は事故等によ
る急性期の傷病で保
険診療で認められる
範囲内の医療

県内に居所等を有し、医療機関におい
て救急医療による治療を受けた者（た
だし、労災保険等が適用され、又は、国
民健康保険等の公的医療保険制度や
生活保護法の適用を受け、医療費の支
払が行われる者等は除く）

1994年４月１日
埼
玉
県

国立を除く県
内の救急医療
機関

急性期の外傷や疾病
のうち保険診療で認
められる範囲内の医
療で、審査会の認定
を受けたもの

県内在住の外国人（観光目的で県内に
滞在する者を含む）で、救急医療機関
において救急医療による治療を受け
た者（ただし、健康保険、社会保険、
旅行保険等に加入している者、労災保
険又は自賠責保険等が適用され、医療
費の弁済が行われる者等は除く）

1994年９月１日
兵
庫
県

国立及び都立
を除く県内の
医療機関

医療機関が不慮の事故等
による緊急性を要する傷
病に対して行った診療

都内に居住し、又は在勤する者で、
公的医療保険が適用されない者又は
公的医療扶助の給付を受けない者

1994年10月１日
東
京
都

国及び労働福
祉事業団が開
設者であるも
のを除く県内
の医療機関

不慮の傷病等による
緊急入院（ただし、
救命救急センターに
入院している場合は
除く）

県内に居住し、公的医療保険又は
公的扶助が適用されない者

2002年４月１日
栃
木
県

国立及び県立
を除く県内の
救急医療機関

救急患者の医療上必
要かつ相当と認めら
れる医療

県民で、消防本部の救急車により
搬送された者1978年４月１日

茨
城
県

国立及び県立
を除く県内の
医療機関

救急患者の医療上相
当と認められるもの

救急車等により搬入された者
1979年４月１日

山
梨
県
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実施機関補助期間補助限度額補助基準額
県と市町村が概ね２
分の１ずつ負担（ただ
し、３次救急医療機関
〈横浜市および川崎
市以外の市町村所在〉
は、県が全額負担）

入院を必要としたものに
あっては、入院の日から14
日を限度（ただし、特別の
事情のある場合を除く）、
必要としなかったものに
あっては、初診料相当額

１件１人当たり100
万円（ただし、３次医
療機関にあっては
200万円）を限度（た
だし、特別な事情が
ある場合を除く）

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額

県が譛群馬県国際交
流協会に委託し、県
が７割、市町村が２
割、企業等が１割を
負担

１医療機関１人当
たり200万円を限
度とする

保険診療で算定した医療費
（ただし、１万円超）から回
収額を控除した額から３割
を減じた額に調整率（補填金
の額が補填金予算額を上回
った場合に適用）を乗じた額

県救急患者の搬入があった
日から起算して14日間を
限度とする（ただし、重
度熱傷、脳挫傷等で、救
急患者を動かすことが極
めて困難な場合を除く）

民間医療機関は、
補 助 基 準 額 の
100％ で１件１人
当たり200万円、公
的医療機関は、補
助基準額の２分の
１で１件１人当た
り100万円を限度。

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額

県と市町村が概ね２
分の１ずつ負担

入院を必要としたものに
あっては、患者１人あた
り、入院の日から14日を
限度とする（ただし、特
に知事が認めた場合を除
く）

１件１人 当 た り
200万円を限度と
する

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額が１件当たり10万
円を超えるもののうちか
ら１件あたり10万円を控
除した額

外国人患者の居所が
明らかな場合は、県
と市町村が２分の１
ずつ、その居所が不
明な場合は、県が10
分の10を負担

外来にあっては、初診日
から原則として３日、２
次、３次医療機関におい
て、入院を必要とした者
にあっては、入院の日か
ら14日を限度とする。

１件１人 当 た り
100万円を限度と
する。

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した金額から３割を減じ
た額

都が譛東京都保険医
療公社に委託

入院の場合は14日、外来
の場合は３日を限度とす
る

１医療機関当たり
１患者につき200
万円を限度とする

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額の７割

県入院期間14日分を限度と
する（ただし、補助総額
が予算額を上回る場合に
は、一律減額）　　　

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額の７割

県初診日から起算して10日を限
度とし、入院治療を要しなかっ
た者は初診時の医療費とする

１件当たり100万
円を限度とする

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額

県搬入があった日から起算
して７日間を限度とする
　　　　　　

保険診療として算定した
医療費から回収額を控除
した額
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イ 精神保健

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健法」という）は、自傷

他害のおそれのある精神障害者について、都道府県知事による措置入院を定めている

が（同法２９条）、その入院に要する費用は都道府県が負担とするとされている（同法

３０条）。

また、精神障害者が医療機関等で通院医療を受ける場合において、都道府県は、そ

の医療に必要な費用の１００分の９５に相当する額を負担することができるとされている

（同法３２条）。

外国人についても、その在留資格の有無にかかわらず、当然にこれらの規定が適用

されるが、緊急医療の現場においては、特に、精神症状の激しい急性期の状態におい

て、措置入院のための告知が非常に困難であることが指摘されている＊８９。

ウ 予防接種

結核予防法１３条は、定期の健康診断を行った者は、ツベルクリン反応検査を行い、

かつ、その反応が陰性である者に対して、定期の予防接種を行わなければならないと

定めている。また、予防接種法３条は、市町村長は、同法２条各号に掲げる疾病のう

ち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定め

るものに対し、保健所長等の指示を受け、予防接種を行わなければならないと定めて

いる。

これらの予防接種については、伝染のおそれのある疾病の発生等の予防という目的

からすれば、外国人についても、その在留資格や外国人登録の有無にかかわらず、都

道府県又は市町村がその費用を支弁すべきである（結核予防法５１条、予防接種法２０条）。

なお、２０００年答弁書においては、予防接種法３条１項に定める定期の予防接種につ

いて、外国人に係る居住の有無は、当該予防接種の実施者である市町村長が外国人登

録等により判断しているところであるとしている【→資料�―１１】。

３ 医療通訳に関する現状と課題

外国人が速やかに受診することを妨げる要因としては、治療費の負担とともに、コミュ

ニケーションが困難であることが指摘されており、医療機関においても、外国人の診療に

当たっては、患者の既往歴などの診療に決定的な事項の確認が困難であること、患者との

間に信頼関係を築くことが困難であることなどが指摘されている＊９０。

そして、このような状況は、特に緊急医療の現場においては、深刻なものとなっている

とされており、インフォームド・コンセントを得るために必要不可欠なものとして、患者

の母国語による通訳が強く求められるところである。

すなわち、外国人が医療を受けるに当たって、医療通訳は、以上に述べてきた医療保険、

公費医療及び医療扶助と同様に強く保障されるべきものであると言うことができよう。

＊８８ なお、結核以外の感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、都道府県知事に

よる入院の勧告又は措置入院（同法１９条）、都道府県の入院患者の医療に要する費用負担を定めているが（同法３４条）、

在留資格の有無にかかわらず、外国人がこれらの規定の適用を受けることは当然である。

＊８９ 平野（小原）・前掲「定住外国人の健康問題と保健・医療・福祉」９５頁

＊９０ 平野（小原）・前掲「定住外国人の健康問題と保健・医療・福祉」９５頁
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以下においては、神奈川県と協働して医療通訳派遣システムの事業を行い、また、独自

事業として医療通訳派遣の活動を行っている団体である特定非営利活動法人多言語社会リ

ソースかながわ（MIC かながわ）【→資料�―１４】が発行した「ことばと医療―医療通訳

派遣システムをつくろう―」を参照しながら＊９１、医療通訳に関する現状と課題について述

べることとする。

�１ 医療通訳の必要性

ア 神奈川県外国籍住民生活実態調査によれば＊９２、「病院に行ったことがない」という

ニューカマー外国人は１９．３％であり、また、日本語理解度が低い外国人では３０．１％が

病院へ行ったことがないと答え、日本語理解度が高い外国人の４．７％と比べて大きな

差となっていることが指摘されている。

また、通院経験のある外国人に対して、病院で困ったことは何かを聞いた中では、

ニューカマーの２５．８％が「言葉が通じなくて困った」と回答しているとされており、

外国籍住民の観点からは医療通訳派遣制度が整備を求められているとされている＊９３。

イ 一方、医療機関に対する調査の結果においても、８割以上が外国人の診療経験があ

るとされ、意思疎通は多言語問診票よりも通訳に頼っていること、自治体又は NPO

による通訳派遣制度が望ましいと考えているとされている。

また、医療機関の５割は外国人の診療に積極的ではないが、４割弱はこれに積極的

であるところ、病院の医療相談室のソーシャルワーカーからは、医療通訳の確保の困

難とともに、医療通訳派遣制度の整備が要望されている＊９４。

ウ このように、外国籍住民のみならず、医療機関からも医療通訳制度の整備が要望さ

れており、特に、医療現場のソーシャルワーカーからは、医療通訳の確保が困難であ

る状況において、患者とのコミュニケーションをいかに円滑に行うかについて苦労し

ている実態があることが指摘されている＊９５。

�２ 医療通訳派遣の状況

ア このように、医療通訳制度の取組みは必要不可欠であるとされているが、（財）自

治体国際化協会が都道府県・政令指定都市の国際交流協会等の地域国際化協会にその

取組み状況を照会したところ、５９団体中３７団体から回答があり、うち２４団体が何らか

の対応を行っていると回答している。

その形態としては、通常の通訳ボランティアで対応すると回答した団体が１７団体、

民間のボランティア団体に対応を依頼するとした団体が３団体で、うち１団体は県の

医療担当課がその NPO に医療通訳者養成のための助成金を出している。自団体で医

療通訳派遣制度を構築していると回答した団体は、予定も含めて３団体であり、自団

＊９１ 西村明夫「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」（特定非営利活動法人多言語社会リソースかな

がわ、２００３年）

＊９２ かながわ自治体の国際政策研究会発行、２００１年８月、１３３頁。

＊９３ 西村・前掲「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」１６頁。

＊９４ 西村・前掲「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」１７頁。

＊９５ 西村・前掲「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」１７頁。
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体の職員を派遣しているという団体も１団体ある。

イ この点、神奈川県においては、２００２年度に試行的に医療通訳派遣を行う「かながわ

外国籍県民医療通訳サービス支援モデル事業」が、県、MIC かながわ、県医師会、

県歯科医師会、県薬剤師会、県病院協会の６者の協働事業として実施された。

言語は、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ハングル、タガログ語の５つであり、

MIC かながわが推薦し、県が委嘱するコーディネーターが派遣調整業務を行う。派

遣する病院は６病院であり、これらの協力病院の病院スタッフからの依頼により派遣

する形式が採られていた。

費用負担は県が負い、医療通訳とコーディネーターに交通費相当の謝金（１回又は

１日３０００円）を支払う。

実績は、２００２年８月から２００３年１月までの６か月間で、２２４件、内訳は、スペイン

語１２８件、ポルトガル語４３件、中国語２２件、ハングル２１件、タガログ語１０件とのこと

であった。

これを受けて、２００３年度からは、「かながわボランタリー基金２１」の負担金により、

「医療通訳派遣システム構築事業」として、対応言語に英語、タイ語を増やし、協力

病院も増やすなど、県との共同事業を拡大実施している＊９６。

２００４年２月及び３月の派遣実績は６病院・７言語で１１９件であり、同年５月現在、

派遣協力病院は１６病院とされている【→資料�―１５】＊９７。

�３ 医療通訳派遣の課題

ア 以上に紹介した医療通訳派遣制度の取組みにおいては、下記のような課題が指摘さ

れ、これに対する解決方法が模索されている＊９８。

（ア） 医療通訳においては、ボランティアであっても誤訳の場合の責任が生じること

から、高度の言語能力と相当程度の医療通訳技術・医療関係知識が必要になる。

（イ） 損害賠償責任が生じた場合に備えて、医療賠償責任保険とボランティア保険の

確保が必要である。医療通訳派遣制度の実施者は、これらの環境の整備を自ら行う

のが適当である。

（ウ） ボランティアは、現場で患者側と医療機関側の双方からプレッシャーを受け、

精神的負担が大きいものと思われる。身分証の発行、事前の病院内各科への制度の

周知などの配慮とともに、病院スタッフ又はコーディネーターが別途コーディネー

ト機能を担うべきである。

（エ） 医療通訳制度の構築・維持のためには、医療通訳研修が必要不可欠である。

（オ） 費用負担は原則として患者及び医療機関の受益者負担と考えられるとされてい

るが、医療機関が自ら負担する意向は必ずしも高くないという調査の結果がある。

現状では、医療機関の理解を求め、自治体、医療機関、患者が応分の負担をする制

度にもっていく必要があるとされている。

＊９６ 西村・前掲「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」２６～２７頁。

＊９７ MIC かながわでは、県との共同事業の他に、独自事業として医療通訳派遣を行っており、２００４年２月及び３月の

派遣実績は１５病院・６言語で８４件であり、同年５月現在、派遣先病院は２５病院とされている【→資料�―１５】。

＊９８ 西村・前掲「ことばと医療―医療通訳派遣システムをつくろう！―」３７頁。
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イ これらの課題については、費用負担が今後も重要な問題となると考えられる。

この点、現状では、地域の状況に併せた派遣システムを構築していくことが必要で

あるが、少数言語の通訳人の確保や地域間の連携の強化など、個別の自治体の取組の

みでは解決の困難な問題点も指摘されている。

これらの問題点を解決し、外国人患者に対する医療通訳の保障を十全なものにする

ためには、医療通訳派遣を保険点数にカウントするなどの健康保険制度の整備も含め、

国による公的な医療通訳派遣制度が整備されなければならないと考えられる。

４ 入管収容施設における医療の現状と問題点

入管法は、収容令書によって収容することができる場所及び退去強制を受ける者を直ち

に本邦外に送還することができない場合に送還可能のときまでその者を収容することがで

きる場所として、入国者収容所及び各地方入国管理局の収容場を定めている（同法４１条２

項、５２条５項）。

このうち、入国者収容所は、基本的には、退去強制令書の執行を受ける者を送還するた

め一時これらの者を収容するための施設であり＊９９、現在、大村入国管理センター、東日本

入国管理センター及び西日本入国管理センターの３つが設けられている。

以下においては、入管収容施設のうち、入国者収容所、特に東日本入国管理センターに

おける医療の現状と問題点について述べ、併せて速やかに実施されるべき対策について指

摘することとする。

�１ 入国者収容所における被収容者の精神的・身体的症状

ア 入国者収容所は、前記のとおり、退去強制されることが決定した外国人を送還可能

のときまで収容するための施設とされているため、その収容期間は、収容場に比較し

て長期にわたっている＊１００。このように、収容期間が長期間になるにつれ、被収容者

が施設内で診療を必要とする機会は必然的に増加することになるが、特に、収容に伴

う精神状態の悪化により、様々な精神的・身体的症状が発現することが報告されてい

る。

この点、東日本入国管理センターに収容された難民申請者の健康状態及び同セン

ター内の医療状況を対象にした調査によれば＊１０１、難民申請者３７名のうち３２名が自覚

症状を訴えており、そのうち２３名は入所直後から２週間以内に症状が出現していた。

症状は多岐にわたっているところ、不眠、体重減少、食欲不振、頭痛、身体の痛み、

腹痛、身体の震えなどが見られており、体重減少は平均収容期間７．４か月間に平均８．４

＊９９ 坂中英徳＝齋藤利男「全訂出入国管理及び難民認定法逐条解説」（日本加除出版・２０００年）７１頁。

＊１００ この点、２００１年８月７日付け内閣総理大臣小泉純一郎の衆議院議員北川れん子提出出入国管理及び難民認定法に

おける退去強制手続に関する質問に対する答弁書によれば、同年６月２７日の時点で、収容期間が４００日以上の者が東日

本入国管理センターで５名、西日本入国管理センターで３名おり、特に、東日本入国管理センターにおいては、収容期

間が８００日以上８５０日未満の者が１名、６５０日以上７００日未満の者が２名いたとされている【→資料�－１６】。高橋徹「密

室の人権侵害～日本の入管収容施設」（入管問題調査会編「入管収容施設～スウェーデン、オーストラリア、連合王国、

そして日本」・現代人文社・２００１年・所収）でも、同答弁書の内容等が解説・分析されている。

＊１０１ 山村淳平「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」（メ

ディカル朝日２００４年２月号５２頁）。
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kg の減少が見られたとされている。

これらの症状については、同センターで過度の緊張を強いられ、ストレスが蓄積し

た結果である可能性が高く、精神状態の悪化によるうつ状態、PTSD、さらに、自殺

企図やハンガーストライキなどの行動に発展している。

また、このような精神疾患のみならず、長期間の収容が続けば、ストレスによる虚

血性心疾患、潰瘍、喘息などを招くおそれがあるとともに、ハンガーストライキによ

る不可逆性の神経障害や腎障害などの器質的な疾患のおそれも指摘されている。

イ このような精神的・身体的症状が多数の被収容者に短期間に見られた事例として、

２００１年後半から２００２年前半当時、東日本入国管理センターに収容されていたアフガニ

スタン人難民申請者による自損行為、自殺企図等がある。

アフガニスタン難民弁護団からの報告によれば、当時、東日本入国管理センターに

おいては、２２名のアフガニスタン人難民申請者が収容されていたが＊１０２、２００２年２月

１３日、２名が精神状態の悪化による意識障害に陥った。翌１４日には、他の１名がはさ

みで自らの身体を切りつけるという自損行為に及び、同人は、翌１５日にはパジャマで

首を吊ろうとして自殺を企図した。その後、翌１６日には、他の１名が吐血して倒れ、

同年３月１１日には他の５名が硬貨を飲み込み、同月１５日には他の１名が洗剤を飲み込

むという自損行為に及んだ。さらに、同月２５日には上記５名を含む６名が薬を大量に

飲み込んで自殺未遂に及ぶという行動に出るに至ったとのことである。

ウ また、このような自損行為、自殺未遂等以外にも、入国者収容所においては、スト

レスのために摂食障害の状態に陥ったり、ハンガーストライキなどの行動に及んだり

する事例が相続いている。

上記のアフガニスタン人難民申請者の事例においても、摂食障害、ハンガーストラ

イキなどの行動が見られたが、近時、西日本入国管理センターにおいて、ベトナム難

民が仮放免許可を求めてハンガーストライキに及んだ事例が報道されている＊１０３。

また、中東出身の３０歳代の男性が、仮放免許可を求めて１か月以上もハンガースト

ライキを続けていることから、激しく衰弱し、意識が朦朧としている事例も報道され

ているところである＊１０４。

�２ 入国者収容所における医療体制の問題点とその対策

ア そこで、入国者収容所における医療体制について検討するに、被収容者に対する医

療を含む入管収容施設の被収容者の処遇については、被収容者処遇規則（１９８１年１１月

１０日法務省令第５９号）が定められている。

しかし、その内容は必ずしも被収容者に対する医療に十分な配慮がされているもの

ではない。

（ア） すなわち、同規則８条は、新たに収容される者に対する健康診断等を定めてい

るが、所長等は、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病し

＊１０２ なお、これらの２２名は、山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態および

センター内の医療状況」の調査の対象に含まれている。

＊１０３ http : //www．asahi．com/kansai/news/OSK２００４０６１５００４０．html

＊１０４ http : //headlines．yahoo．co．jp/hl?a＝２００４０７１４―０００００２０５―yom―soci
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ていることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならないと定

めているにすぎない。

（イ） 同規則３０条は、傷病者の措置を定めているが、所長等は、被収容者がり病し、

又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなけれ

ばならないと定めているのみである（同条１項）。

緊急医療についても、収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を

常備しておかなければならないと定めているのみであって（同条２項）、特に、緊

急時の医療体制に対する配慮を欠いているものと言わざるを得ない。

（ウ） 同規則３１条及び３２条は、伝染病等に対する措置等を定めているが、伝染病等が

流行し、又はそのおそれがあるときの必要な予防措置、被収容者が伝染病等にかか

ったとき、又はその疑いがあるときの隔離等を定めているにすぎない。

イ 次に、入国者収容所における具体的な医療体制について検討するに、法務省入国管

理局は、東日本入国管理センターにおける医療体制について、退去強制令書発付処分

取消請求事件を本案とする執行停止申立事件において、概ね下記のとおり主張してい

る＊１０５。

（ア） 一般診療

ａ）診療室には、看護婦１名が配置されており、また、つくば市内の病院から派遣

されている嘱託医（専門：外科）が被収容者からの申出等により診療を実施して

いる。

現在、月曜日、火曜日、金曜日の週３日を定期診療日として診療を実施してい

る。

なお、上記医師の専門外の疾病等の場合には、同医師の指示を受けて近隣の外

部病院等に連行し、専門医に受診させている。

ｂ）医師の不在時に、診療を要する被収容者がいる場合には、同医師の登庁を求め

るか、その指示を得て外部病院等に連行している。

夜間及び休日において、医師及び看護婦とも不在の場合であっても、看護婦は、

庁舎敷地内の職員宿舎に居住しており、緊急の場合には、直ちに登庁して医師と

連絡を取った上、その指示により外部病院等への連行又は救急車の出動要請を行

う体制となっている。

ｃ）診療室には、被収容者の診療に備え、各種の薬剤のほか、診療用ベッド、X 線

撮影装置、多要素心電計、超音波診断装置及び全自動血圧計等各種医療機器を備

えている。

（イ） カウンセリング

２００１年２月からは、カウンセリング制度を導入し、カウンセリング室を設置して

いる。

カウンセリングの対象者は、長期収容者、精神的不安定者、粗暴者、難民申請者

及びその他の特別な対応を必要とする者として、専門のカウンセラー（臨床心理士）

が１週間に１回を目途に来庁し、１回当たり２～３人を対象にカウンセリングを実

＊１０５ なお、２００３年６月時点のものである。
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施している。

ウ しかし、これらの入国者収容所における医療体制については、被収容者、支援団体、

入国者収容所内の医療状況を調査した医師等から、多数の問題点が指摘されていると

ころである。

（ア） 前記の東日本入国管理センター内の医療状況を対象にした調査によれば、同セ

ンターに派遣されている嘱託医は、病状を訴えても触診や聴診を行わないとされ、

被収容者は、医師に対する不信感を増大させているとされている。そのため、被収

容者は、外部病院での診察を申し出るに至るが、多数の申出は拒否されており、許

可された場合であったとしても、平均して２か月を要していたとされている＊１０６。

このような事情の背景としては、同センターの医師がつくば市内の病院から派遣

されているにすぎず、その人数もわずか１名のみであり、診療日も週３日にすぎな

いことから、医師の１回当たりの診療の負担が過重になっていることが考えられる。

また、同センターの患者が例外なく外国人であることからすれば、同センターに派

遣される医師には異文化に理解のある医師が求められるところ、被収容者からの事

情の聴取によれば、必ずしもこのような医師が派遣されてはいないようである。

さらに、同センターにおける被収容者に見られる精神的・身体的症状に鑑み、同

センターにおいて求められる専門と派遣された医師の専門とが必ずしも一致してい

ないことも重大な問題点である。

（イ） 前記調査によれば、診察時に通訳人を立ち合わせるなどの出身国の言語での対

応がされておらず、患者との間のコミュニケーションが成立していないとも報告さ

れている＊１０７。

この点、被収容者からの報告によれば、日本語を解することができない被収容者

の診察について、通訳人を立ち会わせることが必要な場合には、日本語を解する他

の同国の被収容者に通訳を依頼しているようである。

しかし、このように他の被収容者に通訳を行わせることは、入国者収容所におけ

る医療体制の不備を被収容者の負担で補っていることにほかならないと言わざるを

得ない。

なお、患者に対するインフォームド・コンセントに関連して、入国者収容所にお

ける被収容者が診察を受けた場合において、派遣された医師又は外部の医師が診断

書の発行を拒否するという事例が複数報告されている。

しかし、このような措置は、診察に立ち会った医師は、診断書の交付の求めがあ

つた場合には、正当の事由がなければこれを拒んではならない旨を定める医師法１９

条２項に明らかに違反するものであり、速やかに是正されるべきである。

（ウ） 前記の２００１年後半から２００２年前半当時に東日本入国管理センターに収容されて

いたアフガニスタン人難民申請者が行った自損行為等は、同センターの緊急時の医

療体制が全く不備であることを明らかにした。

＊１０６ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５３～５４頁。

＊１０７ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５４頁。
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すなわち、前記調査によれば、緊急時に外部病院での診察を受けるまでの日数に

ついて、自殺企図５名、意識障害１名は翌日又は翌々日、意識障害１名は３日間、

ハンガーストライキ１名は１週間、摂食障害１名は２週間を要している。さらに、

摂食障害、ハンガーストライキ、吐血、胸痛を申し出た４名については、同センター

において対症療法がされたのみであり、外部病院での診察はされなかったとされて

いる＊１０８。

このように、同センターにおいては、自損行為、自殺企図、病状の急激な悪化等

にもかかわらず、速やかに外部病院での診察を受けさせていないのであって、医療

よりも収容を優先させているという批判がされている＊１０９。

（エ） 前記のアフガニスタン人難民申請者の事例においては、医師の不在時に意識障

害を生じさせた患者に対し、看護婦が血圧を測定して事実上診断する等の行為が行

われたことが報告されている。また、前記の調査によれば、医療従事者でない入管

職員が被収容者に薬を投与していたところ、解熱鎮痛剤が必要以上に投与され、そ

の副作用で症状を悪化させていた事例も報告されている＊１１０。

これらの行為は、医師でない看護婦が事実上医療行為を行っている点、医療従事

者でない入管職員が投薬を行っている点において、医師法１７条等に違反する疑いが

あると言わざるを得ない。

（オ） 以上の問題点に加えて、入所時にスクリーニング検査が実施されておらず、被

収容者の健康状態が十分に把握されていないことも、結核などの感染症の対策の観

点から問題であると指摘されている＊１１１。

エ これらの入国者収容所における医療体制の問題点、特に緊急時の医療体制の問題点

については、それが被収容者の生命にかかわるものであることに鑑み、速やかに対策

が講じられなければならい。

これらの問題点に対する対策としては、少なくとも以下の事項を挙げることができ

よう＊１１２。

（ア） 入国者収容所における医師については、他の病院からの派遣によるのではなく、

専門の異なる複数の医師を常駐させるべきであり、臨床経験を豊富に有する異文化

に理解のある医師を配置すべきである。また、入国者収容所の被収容者に見られる

精神的・身体的症状、国連被拘禁者処遇最低基準規則２２条に鑑み、少なくとも１名

は精神科の専門医を常駐させるべきである。

（イ） 入国者収容所に医療通訳を配置し、又は速やかに医療通訳を派遣できる体制を

整備すべきである。

＊１０８ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５３頁。

＊１０９ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５５頁。

＊１１０ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５４頁。

＊１１１ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５４頁。

＊１１２ 山村・前掲「傷つけられた難民―入国管理センターに収容された難民の健康状態およびセンター内の医療状況」

５５頁参照。

第７章 外国人・民族的少数者の労働、社会保障、医療の現状と課題
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（ウ） 入国者収容所の職員は、緊急時に適切な医療的対応ができるよう必要な知識を

習得すべきである。そして、外部病院との連携を強化し、患者の申出があれば、速

やかに外部病院での診療を受けさせるべきである。

特に、緊急時には直ちに外部病院での診療が受けられるよう早急に体制を整備す

べきである。

（エ） 結核などの感染症の対策の観点から入所時にスクリーニング検査を実施すべき

である。

（オ） 入国者収容所における医療体制について、外部の医療機関による意見を定期的

に受けるべきである。

（カ） 患者又はその代理人がその希望する医師による診察を求めた場合は、速やかに

その診察を受ける機会を与えるべきである。

第３節 外国人の医療に関する現状と課題
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第８章
外国人・民族的少数者に対する差別の現状と課題

第１節 日本における民族排外主義と外国人差別の実態

１ 「外国人犯罪」キャンペーンについて

�１ 問題提起

いま、日本は外国人にとって「住みにくい国」である。外国籍住民を対象とした公的

機関によるアンケート調査【→詳細は本節３�１参照】などを見ても、多くの外国籍住民
が、日常生活の中で外国籍であることを理由とする様々な差別や偏見を受けていること

が明らかになっている。

このように、外国籍の住民に対する差別が日本社会に蔓延している背景には、元来の

「単一民族国家観」の幻想に加え、昨今では、拉致報道による韓国・朝鮮人に対する不

当な差別偏見の広まりや、「外国人犯罪報道」による「凶悪な外国人犯罪が激増してお

り、そのせいで日本の治安が悪くなっている」といった悪しきイメージの広まりもある

と思われる。

このような外国人に対する悪しきイメージは「多文化共生社会」を謳うにあたっても、

強力なアンチテーゼとなって跳ね返ってくる。

拉致報道の問題は別項に譲るとして、ここでは「外国人犯罪激増」というイメージが

いかにして形成されたのか、そしてそれは真実なのかを検証する。

�２ 「外国人犯罪」キャンペーン

ここで、「外国人犯罪が増加している」とのイメージ形成に関連があると思われる政

策や報道等を、まとめて「外国人犯罪キャンペーン」と呼ぶことにする。

「外国人犯罪キャンペーン」は警察庁を筆頭に１９９１年頃から始まっているが、ここ数年

の目立った「外国人犯罪キャンペーン」だけ挙げれば以下のとおりである。

ア 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」

２００３年９月、内閣総理大臣が主宰し、全閣僚によって構成される政策会議の一つと

して「犯罪対策閣僚会議」が結成され、同年１２月１８日には同会議によって「犯罪に強

い社会の実現のための行動計画－『世界一安全な国、日本』の復活を目指して－」が

発表された。

この中では、「来日外国人犯罪の凶悪化・組織化と全国への拡散」も「治安水準の

悪化を後押ししている」とし、「外国人受け入れ方策を検討する際には、現在、我が

国においては、大半の外国人が適法かつ平穏に滞在する一方で、依然として極めて多

数の不法滞在者が存在し、これが温床となって来日外国人犯罪が多発するとともに、

その凶悪化・組織化、全国への拡散が進展していることが国民に多大な不安を抱かせ

ていること等を踏まえた、治安に影響を及ぼさないための措置を併せて検討する。」

と述べ「犯罪情勢を見据えた外国人受け入れ方策の検討」の必要性に言及している。
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イ 「首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」

２００３年１０月１７日、法務省入国管理局、東京入国管理局、東京都、警視庁は、「首都

東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」を発表した。

この宣言によれば、首都東京には約２５万人の不法滞在外国人がいて、「その多くが

不法就労活動に従事しているほか、安易に金を得るため犯罪に手を染める者も少なく

なく、さらには、暴力団等と結託し、あるいは犯罪グループを形成するなどして、凶

悪犯罪に関与する者も増加しているなど、一部不法滞在者の存在が、多発する外国人

組織犯罪の温床となっているとの指摘があり、我が国の治安対策上、これら不法滞在

者問題の解決が喫緊の課題となっている。」と述べた上で、かかる状況を改善するた

めの具体的な取り組みとして、「首都東京の不法滞在者を今後５年間で半減させるこ

とを志向し」そのために「不法滞在者の摘発強化と効率的な退去強制」「入国・在留

資格審査の厳格化」「不法滞在を助長する環境の改善と悪質事案の徹底取締り」等を

進めることを宣言している。

ウ 法務省入国管理局の、いわゆる「密告」ホームページ

また、法務省入国管理局は、２００４年２月１６日より、同局のホームページにおいて「不

法滞在者等の外国人情報」の受付を開始した。これは、ホームページ上の受付書式に

従い、「不法滞在者と思われる外国人」の名前、国籍や「働いている場所又は見かけ

た場所等」の住所、電話番号、業種などの情報を入力した上で、「送信」ボタンをク

リックするだけで、入国管理局に通報できるというシステムである。他にも刑法犯罪

や行政法犯罪が数多くある中で、殊更不法滞在者等の外国人の情報のみを匿名でかつ

手軽な方法により募集することは、外国人一般に対する漠然とした不安感・反感・嫌

悪感を煽るものであり、いたずらに人種差別を助長する恐れがあるとして批判が相次

いだ。

エ 東京地方検察庁の「論告要旨」

超過滞在や不法入国の外国人は、出入国管理及び難民認定法違反に問われ、逮捕・

起訴される場合がある。その刑事裁判において、東京地方検察庁の検察官は、量刑の

理由として、最近、以下のような論告要旨を読み上げている。

「わが国において、不法滞在中の不良外国人による凶悪犯罪が頻発するとともに、

その存在自体が犯罪の巨大な温床となっていることは周知の事実である。このよう

にわが国の治安にとって不法滞在者の存在は重大な驚異となっている。したがって、

一般予防の見地からも被告人を厳重に処罰する必要がある。」

「近年、我が国国民の生命身体及び財産に損害を加えて、自らは本国でぬくぬく

と生活している外国人が多数存在し、それをみならって本邦に犯罪目的で入国する

不良外国人が後を絶たない。」

確かに検察官が述べるようなイメージが世間である程度蔓延していることは否めな

い。しかし、そのような世間のイメージが果たして真実なのかを検証することなく法

廷の場でやみくもに主張することは、法曹の職務遂行としては乱暴に過ぎるとの批判

は免れないだろう。

オ 警察署等による防犯ビラ

また、各地域の警察署が作成する防犯ビラの中には、ことさらに外国人に対する不
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信感や恐怖心を煽る表現が用いられているものが少なくない。

例えば、

「ご注意！！不良外国人グループによる“注意そらし盗”多発」「不審な外国人を見

たら直ちに１１０番しましょう」（大崎警察署・大崎防犯協会作成）

「銀行帰りを狙う特異窃盗犯 不良外国人グループにご注意を！」「犯人は東南アジ

ア系、南米系、インド系外国人グループで女性が加わっている」「不審な外国人から

声を掛けられたも（ママ）、現金やカバンから目を話さない（ママ）ようにしましょ

う」（以上、蔵前警察署地域総務係作成）

「車に乗る時、電車に乗る時、自宅についた時ほど、不審な外国人がいないか周囲に

警戒しましょう」（同警察署防犯係作成）

「外国人グループによる『途中狙い』続発 犯人は東南アジア系男若しくは男女連れ

中南米系男もしくは男女連れ」（築地警察署作成）

等といったものが、公的機関や銀行入口ドア等に貼られている【→資料�－１】。
確かにこれらの記載は、外国人一般に対する警戒の呼びかけではなく、あくまで「不

良」あるいは「不審」な外国人に対する警戒の呼びかけにはなっている。

しかし、例えば、これらのチラシを銀行の入り口で見てから銀行店内に入り、偶々

そこに外国人がいたら、その人に特段不審な様子が見られなくとも何らかの警戒心を

抱いてしまうであろう。つまり、「不良外国人」との用語は戦前の「不逞鮮人」との

用語と同じく、それを聞いた者の中で無意識のうちに「外国人」と「不良」のイメー

ジを結合させてしまい、結果的に犯罪者ではないほとんどの外国人に対しても一律に

恐怖心や偏見を抱いてしまうという悪しき効果がある。

カ 新聞報道

（ア） 新聞報道の中身

最後に、「外国人犯罪が増加している」あるいは「不法滞在者が犯罪の巨大な温

床となっている」というイメージを広く世間に浸透させる一連の「外国人犯罪」キ

ャンペーンの中で、最もその影響力が強いと思われるのが、外国人犯罪報道である。

【→資料�－２】のように、「外国人グループ 暴力団と共謀」「外国人犯罪 過去

最高」「中国人の犯罪４２％増」等の大見出しが新聞紙上に並ぶことはもはや珍しい

ことではない。

これを読んだ一般人は「外国人」＝「その多くが犯罪者又は犯罪者予備軍」とい

う漠然とした恐怖感を抱くことになろう。

（イ） 日本人の場合との報道率の差

関西大学社会学部の間淵領吾助教授がそのホームページで公表している研究結果

（「新聞犯罪報道における容疑者の国籍―国籍別『犯罪者率』との比較」http : //www．

wombat．zaq．ne．jp/mabuchi/lectures_nara/nwsppr_ntnlty．htm）によれば、１９９８

年度前半の朝日新聞を対象にした調査では、日本人の検挙人員数に対して新聞紙上

で報道された件数の比率は１．４９％であるのに対して、来日外国人のそれは７．２５％で

あったという。すなわち、日本人犯罪の報道率に比べて、来日外国人犯罪の報道率

は、４．８７倍であるとのことである。さらに、国籍別の検挙件数が明らかになってい

る外国人について見てみると、特に、韓国・朝鮮人が容疑者または犯人である場合、

第１節 日本における民族排外主義と外国人差別の実態
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日本人による犯罪よりも極端に過剰（１０．７９倍）に報道されているという。

この点については、「来日外国人」以外の外国人に関しても同様であるという。

容疑者ないし犯人が日本人である場合と比較すると、外国人による犯罪は、５．３９倍

も過剰に報道されているとのことである。

また、「コムスタカ外国人と共に生きる会」の中島真一郎氏は、最近１４年間の外

国人刑法犯検挙人員の推移（「犯罪白書」より）と、新聞メディアのデータベース

として日本最大の規模の日経テレコン２１で最近１４年間の「外国人犯罪」の単語で記

事検索した結果とを比較した結果を、自身のホームページで公開している（「最近

１４年間《１９８９年―２００２年》の外国人犯罪刑法犯検挙人員と新聞社などの外国人犯罪

報道件数の比較」http : //www．geocities．jp/kumstak/hodohikaku．html）。

それによると、１９８９年から２００２年の１４年間に外国人刑法犯検挙人員は１．６倍の増

加であるのに対し、外国人犯罪報道は２２．２倍以上に増えており、とりわけ１９９９年以

降「外国人犯罪」の報道が急増している。さらに、１９９９年以降、「犯罪」報道件数

全体のうち「外国人犯罪」報道件数の占める割合は、全国の刑法犯検挙人員に対す

る外国人刑法犯検挙人員の構成比を上回っているという。

以上のとおり、容疑者・犯人が外国人である場合、日本人の場合よりも報道され

やすいという実態があり、このことも、「外国人犯罪が増えている」とのイメージ

を助長させる効果をもたらしている。

�３ 検討～外国人犯罪は本当に増えているのか～

先に述べたとおり、外国人＝犯罪者のイメージ作りに最も強い影響力を持っていると

思われる外国人犯罪報道。その報道の根拠は、主に「犯罪白書」「警察白書」その他警

察庁が発表するデータである。「警察白書」が来日外国人犯罪に関する独立の項を設け

てこれを強調するようになったのは１９９１年以降であるが、２００３年度の警察白書を見ても、

「来日外国人犯罪」については、非常に強調され、多くのページが割かれている。すな

わち、同白書は冒頭に「我が国における組織犯罪の現状」と題する章を配置し、その中

で、暴力団、銃器、薬物の問題よりもまず「来日外国人犯罪の変質」と題する項を冒頭

に配置している。さらに最後に、今度は、暴力団と来日外国人の関係に関する項が独立

して設けられている。その結果、「我が国における組織犯罪の現状」全８８頁のうち、来

日外国人関連のデータは何と５４頁（６１％）にわたっている。

しかしながら、このようにして「外国人犯罪」を強調しようとする警察白書等のデー

タについては、その正確性、中立性につき、様々な研究者等から疑問の声が挙がってい

る。

ア 「犯罪白書」「警察白書」とマスコミ報道

２００４年３月１１日付け夕刊や１２日付朝刊の各新聞紙面には「来日外国人の犯罪最多」

「５年前の２．４倍」「外国人犯罪４万件突破、摘発人数も最多２万人突破」等の見出し

が踊った。

これは警察庁の発表をそのまま記事にしたものであるが、その内容の詳細は同庁の

ホームページで公開されていている。警察庁のホームページのトップ画面の左側「組

織犯罪対策」をクリックし、さらにその中の「国際組織犯罪対策」をクリックすると、
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「来日外国人犯罪の現状（平成１５年中）」と題する PDFファイルが現れる。来日外

国人犯罪が「組織犯罪」に分類されていること自体に対する疑問はさておくとして、

このファイルを開き、内容を吟味すると様々な問題点が浮き彫りになってくる。

以下、挿入されている表は断りのない限り、上記 PDFファイルからそのまま引き

写したものである。また、以下の検証にあたっては、「コムスタカ―外国人と共に生

きる会」の中島真一郎氏による分析データ（http : //www．geocities．jp/kumstak/intro．

html）、自由人権協会主催の旗手明氏による講演レジュメ（「外国人犯罪は真実を伝

えているか」）を参考にさせていただいた。

イ 「来日外国人」とは何か。

我々は、「外国人犯罪」の報道に接するごとに、「日本人よりも外国人の方が犯罪を

犯しやすいのではないか」つまり「日本人の犯罪率よりも外国人の犯罪率の方が高い

のではないか」とのイメージを抱いていないだろうか。

しかしそのようなデータはそもそも存在しない。なぜなら日本にいる外国人の数を

正確に把握することが不可能なため、外国人の犯罪率を割り出すための分母が確定で

きないからである。

したがって、警察庁も「犯罪率の高さ」よりもむしろ、「検挙人員や件数の増加」

という方法で「外国人犯罪」の増加を強調している。

さて先のデータで「検挙人員、件数ともに過去最多」とされているのは「来日外国

人犯罪」である。単なる「外国人犯罪」とも異なる概念である。

警察庁の定義によれば「来日外国人」とは、「日本にいる外国人のうち、いわゆる

定着居住者（永住者等）、在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者」とされて

いる。やや分かりにくい定義であるが、要するに、「永住者」「特別永住者」「永住者

の配偶者等」以外の在留資格を有する者と、「不法滞在者」（不法入国・上陸、不法残

留者の合計）により構成されている人々である。しかし、例えば「短期滞在」の在留

資格で入国した者は、１５日あるいは３０日など極めて短期のうちに出国するので、その

数は常に流動している。さらに超過滞在者や密入国者はそもそも正確な数字を把握す

ることは不可能であり、来日外国人全体の人口も推計しかできない。そのため、「日

本人の犯罪率と来日外国人の犯罪率の比較」をはじき出すにあたり必要とされる「来

日外国人」という分母の確定は不可能ということになる。

したがって、もし我々が「日本人の犯罪率よりも外国人の犯罪率の方が高いのでは

ないか」というイメージを抱いているとしたら、誰かが推測に基づいてはじき出した

不正確なデータに接したことがあるのか、あるいは一度もそのようなデータに接した

ことがないにも拘わらず知らず知らずのうちにそのようなイメージを抱かされている

かのどちらかであるということになる。

ちなみに警察庁は、１９９１年から「警察白書」に「国際化社会と警察活動」等の独立

した章を設け、「来日外国人犯罪」を強調するようになった。また、１９９４年版から９８

年版まで、毎年その記述のなかに「検挙人員に占める来日外国人構成比の高さ」とい

う見出しをつけ、９８年版では「人口の１．０％」を占める来日外国人が「刑法犯検挙人

員の１．７％」を占めるとして、「国際化がもたらす治安上の問題として注目する必要が

ある」と述べていた（１９９８年版「警察白書」２５８ページ）。しかし１９９９年通常国会の審
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議で、そもそも前提とされている外国人人口が外国人登録者数より少なく報告されて

いる国勢調査からの推計にすぎないことが明らかになり、かつ、「来日外国人刑法犯

検挙人員」には、「外国人登録者のうちの非永住者」以外に「短期滞在者」や「不法
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滞在者」の検挙人員も含まれており、これに対応する９８年の来日外国人人口を計算（新

規入国の短期滞在者数を分母に加える）すると、来日外国人の人口構成比は約４％に

なり、「人口の約４％」を占める「来日外国人」が「刑法犯検挙人員の１．７％」を占め

ているに過ぎず、著しく低いことになってしまうことが明らかになった。以後、１９９９

年度版の「警察白書」からは上記の記述が消えて現在に至っている（http : //www．

geocities．jp/kumstak/siryo３．html 参照）。

ウ 「来日外国人犯罪」の中身

次に問題となるのは、「来日外国人犯罪」の中身である。

我々は「来日外国人犯罪の急増」という見出しだけを見て、外国人が殺人、強盗、

引ったくり等をしている姿を想像し、そのような犯罪が増えているために日本の治安

が危機的状況にあると思いこんではいないだろうか。

警察庁の定義によれば、「刑法犯」とは「交通事故に係る業務上過失致死傷及び危

険運転致死傷を除いた『刑法』に規定する罪並びに『盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法

律』『暴力行為等処罰ニ関スル法律』『決闘罪ニ関スル法律』『爆発物取締罰則』『航空

機の強取等の処罰に関する法律』『火炎瓶の使用等の処罰に関する法律』『航空の危険

を生じさせる行為等の処罰に関する法律』『人質による強要行為等の処罰に関する法

律』『流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法』『サリン等による人身

被害の防止に関する法律』『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』

『公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律』及び『公衆等脅

迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律』に規定する罪」であり、

「特別法犯」とは、上記刑法犯以外の罪で、かつ、交通事故に関する業務上過失致死

傷等や道交法違反は除くとされている。

前頁に掲載した警察庁のデータにおいて、過去最高とされている検挙人員、件数は

いずれも主語は「平成１５年中の来日外国人犯罪（刑法犯及び特別法犯）」とされてい

る。とすれば、来日外国人の場合、入管法違反（特別法犯）がかなりの割合を占めて

いるのではないかとの推測が容易に働く。そこで、同じ警察庁データの中にある「来

日外国人検挙人員」の「罪種等別」を見ると、次頁のとおりである。

次頁のとおり、平成１５年度の総検挙人数２０，００７人のうち刑法犯は８，７２５人（４４％）

であり、残る１１，２８２人（５６％）は特別法犯である。さらに特別法犯のうち入管法違反

は９，２１１人（８２％）を占めている。つまり総検挙人員のうち入管法違反で検挙された

者が４６％とほぼ半分を占めている。

入管法違反とは、いわゆる密入国やオーバーステイ、旅券不携帯や資格外活動を指

すが、これらは他人の生命・身体・財産に危害を加える刑法犯と異なり、平穏に真面

目に暮らしている者であっても政策的に処罰されるものであり、一般に「犯罪」とい

う言葉から抱かれるイメージとは異なる犯罪なのである。かつ、日本国籍を有する者

はそもそも犯し得ない罪でもある。

したがって、来日外国人の犯罪の数を示す際、少なくとも日本人のそれと比較する

趣旨で用いる場合には入管法違反については除外して考えるべきである。

エ 「検挙」件数は、客観的か
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さらに「検挙件数、人員の増加」というときの「検挙件数」とは何かという問題も

ある。

我々はただ単に「増加」という言葉から、客観的・現実的に犯罪が多発しているイ

メージを抱くが、犯罪白書によれば、検挙件数とは「警察等が検挙した事件の数をい

い、検察官に送致・送付した件数のほか、微罪処分にした件数等も含む」とされてい

る。

すなわち、警察の取締りの強弱、被害届を受理するか否かの内部基準の変更により

影響を受ける数字なのであって、客観的に社会で発生している犯罪件数の増減を忠実

に示す数字ではないことに注意を要する。

最近、上記の「外国人犯罪キャンペーン」のほか、対テロ対策と称して、外国人に

対する取り締まりが非常に強化されているが、そのことによっても検挙件数は容易に

増加するのであり、だからといって、以前よりも客観的に犯罪が増えたか否かは別問

題なのである。

また、先に述べた中島真一郎氏の分析によれば、２００２年から２００３年にかけて来日外

国人犯罪の検挙件数、人員は増加しているが、全国９警察管区別で見ると、警視庁（東

京都）と関東管区（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・山梨・長野・静

岡）における増加分が、検挙件数において９３％、検挙人数において８２％を占めている

という。すなわち、２００３年の検挙件数・人員の増加は、２００３年に警視庁と関東管区の

警察署が「来日外国人」を集中的に取り締まった結果の「増加」であると述べている。

オ 不法滞在者は犯罪の温床か

また、前記「外国人犯罪キャンペーン」の中では、「不法滞在者が犯罪の温床」で

あると声高に叫ばれている。これを聞いた我々は、不法滞在者が殺人、強盗、引った

くり等を繰り返している姿を想像する。しかし実際はどうか。

上記「ウ」で掲げた表をもう一度ご覧頂きたい。２００３（平成１５）年度の来日外国人

来日外国人 罪種等別 在留資格の有無別 検挙人員（平成１５年史）
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総検挙人員２０，００７人のうち、不法滞在者は１０，７５２人と５３％を占める。これだけを見る

と、どうやら不法滞在者の犯罪率は高いように感じられるのであるが、一方、刑法犯

だけを見ると、計８，７２５人のうち不法滞在者は１，５２０人と１７％に過ぎない。つまり、不

法滞在者で検挙された１０，７５２人のうち残る９２３２人（８６％）は特別法犯で検挙されてお

り、そのうち８，６２３人（９４％）は入管法違反（密入国やオーバーステイ）で検挙され

ているのである。入管法違反が一般の「犯罪」のイメージと異なることは前記のとお

りである。

さらに後出の「罪種等別検挙に占める来日外国人構成比推移」によれば、２００３年度

の日本全体の総検挙人員のうち不法滞在者総検挙人員の占める割合は２．３％、刑法犯

だけについてみれば何と０．４％に過ぎない。

この０．４％をもって「犯罪の温床」と叫び、「我が国の治安対策上、これら不法滞在

者問題の解決が喫緊の課題」あるいは不法滞在者の存在が「国民に多大な不安を抱か

せている」などとして摘発のため膨大な予算をつぎ込んでいるのが実態なのである。

カ 「留学生」「就学生」は犯罪の温床か

さらに、警察庁は「５年前に比べ、『留学』『就学』で入国した者の検挙が増加」と

題して以下のグラフを公開している。在留資格ごとの検挙人数の割り出しは２００３年度

が初めてであったこともあり、各新聞社も「留学・就学生の立件 ５年前の２．４倍」

などと大見出しを振ってこの点を強調する記事を掲載した。

しかし、法務省の統計によれば、そもそも１９９９年から２００３年にかけて、「留学」の

在留資格により外国人登録した者は６４，６４６人から１２５，５９７人と約２倍に、「就学」の在

留資格により外国人登録した者も、３４，５４１人から５０，４７３人と約１．５倍増加している。

以上のような前提事実を無視して、検挙人数の増加のみをことさらに取り上げること

は、データ分析としては一面的である。

キ 日本全体の犯罪の中で来日外国人の犯罪の占める割合
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最後に、日本全体の中で来日外国人の犯罪の占める割合を見ると、我々がマスコミ

報道によって抱かされているイメージとのギャップに更に驚かされることになる。

先に挙げた「来日外国人犯罪の現状（平成１５年中）」には末尾に「罪種等別検挙に

占める来日外国人構成比推移」と題する表が二つ掲載されている。一つは「検挙件数」

もう一つは「検挙人員」を基準にしたものである（次頁参照）。

（ア） これによれば、刑法犯の総検挙件数のうち来日外国人の総検挙件数の占める割

合は、２００３（平成１５）年度は４．２％、前年度より０．１％増、１０年前より１％増で過去

最高であることは確かである。

しかしながら、来日外国人に対してのみ余罪のカウントが厳しいためか、検挙人

員はより低い数値となっている。すなわち、平成１５年度の刑法犯の総検挙人員のう

ち来日外国人の総検挙人員は２．３％でありこれも前年度よりも０．１％増とはいえ、過

去１０年間の推移をみればほぼ横ばいであり、かつ過去最高の平成５年の２．４％より

も０．１％減少していることが分かる。

というのも、来日外国人の刑法犯検挙人員は、１９９３（平成５）年度は７２７６人であ

ったのに対して、２００３（平成１５）年度は８７２５人と約１５００人（１．１９倍）増加したが、

一方で、日本全体の刑法犯検挙人員が、１９９３（平成５）年度の２９万７７２５人から２００３

（平成１５）年度は３７万９６０２人と約８万人（１．２７倍）と、それ以上に増加したからで

ある。

（イ） 人口の推移との関連

また、日本人の人口と来日外国人の人口の推移も考慮に入れる必要がある。すな

わち日本人の人口はここ１０年にわたり減少あるいは横ばいの状況である一方で、来

日外国人の総数は毎年右肩上がりに増加しているのである。

法務省によれば２００３年末における外国人登録者数は１９１万５，０３０人で、前年に引き

続き過去最高記録を更新しており、１０年前に比べると４５％の増加となっている。

（法務省のHPより）

外国人登録者総数・我が国の総人口の推移
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罪種等別検挙に占める来日外国人構成比推移
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また、外国人入国者数は１０年前の３７４万７１５７人から５７７万１９７５人へ、１．５４倍増えて

おり、新規入国者数に限っても１０年前の３０４万７１９人から４６４万６２４０人へ１．５２倍増え

ている。

入国者数の推移（法務省統計）

とすれば、むしろ来日外国人犯罪の数、及び、それが日本全体の犯罪数の中で占

める割合が増えていくこと自体は、むしろ自然な現象であるとも言うことができる

が、前記のとおり、日本全体の刑法犯検挙人数の中で来日外国人の刑法犯検挙人数

の占める割合は、ここ１０年間横ばいであるから、むしろ来日外国人以外の者（主に

日本人）による刑法犯検挙人数の割合が増加していることが分かる。

（ウ） 特別法犯について

次に、特別法犯を見ると、総検挙人員のうち来日外国人の検挙人員は１６．１％、検

挙件数については１５．３％と刑法犯のそれに比べて高い。但しこれは、先に述べたと

おり、外国人にしか犯し得ない入管法違反が数多く検挙されているからに他ならな

い。

そして特別法犯の検挙件数・人員は、ともに１０年前の２倍になっているが、そも

そも、このうち８割を占める超過滞在や密入国等の入管法違反は、不法残留者数が

１０年前の２９万８６４６人から２２万５５２人へと３割減少していることに鑑みれば（次頁の

表）、客観的に特別法犯が数多く発生したというよりも、摘発強化の結果であると

考えるのが自然であろう。
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不法残留者数（法務省統計）

�４ まとめ

ア 以上見てきたとおり、「外国人犯罪キャンペーン」は様々な形で展開されているが、

中でも外国人に対する恐怖感を煽る効果が高い「外国人犯罪報道」は、「警察白書」「犯

罪白書」その他警察庁が発表するデータを、検証なくそのまま流したものである。

しかしながら、我々が外国人犯罪報道や警察庁等のデータに接する際には、以下の

点に留意すべきである。

（ア） 日本人による犯罪よりも外国人による犯罪の方が何倍も報道されやすいこと。

（イ） 来日外国人の正確な数字が算出できない以上、日本人と外国人との「犯罪率」

の正確な比較は不可能であること。

（ウ） 「来日外国人犯罪の数」と言ったとき、その半数は「入管法違反」であること。

（エ） 「検挙件数」「検挙人員」とは、あくまで警察等が検挙した件数・人員であっ

て、警察の取り締まりの強弱等により影響を受ける数字であること。

イ 一方、確かに１０年前よりも来日外国人の摘発件数・人員そのものは増加している。

それ自体問題がないとは言わないし、犯罪が減少すること、ひいては撲滅されること

が望ましいことは言うまでもない。

しかし、今や「外国人を見たら犯罪者と思え」というイメージを浸透させるまでに

「外国人犯罪キャンペーン」が華々しく展開していることは明らかに行きすぎで客観

性を欠く。なぜならば、�平成１５年度、日本全体の刑法犯総検挙人員のうち、来日外
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国人の占める割合は２．３％、また不法滞在者の占める割合は０．４％に過ぎないし、�こ
こ１０年間の日本全体の刑法犯総検挙人員のうち、来日外国人の占める割合は１．７％か

ら２．４％の間を増減しつつ、ほぼ横ばいの状態であるが、そもそも外国人登録者数、

新規入国者数いずれも１０年前の１．５倍に増加していることに鑑みれば、むしろ来日外

国人以外（主に日本人）の犯罪の増加の方が著しいことになるからである。

したがって、２％前後の外国人による犯罪の撲滅だけをことさらに強調しても、残

り９８％を占める来日外国人以外の者（主に日本人）による犯罪が減少しなければ治安

は回復されないし、下記カに述べる「外国人犯罪キャンペーン」の害悪に鑑みても、

「外国人犯罪」の取り上げ方は余りにもバランスを失している。

ウ 「外国人犯罪キャンペーン」展開と検挙率の低下

政府は「外国人犯罪キャンペーン」を展開する。一方、１９８０年代末、警察庁は重大

犯罪の検挙に人的資源をシフトさせる捜査方針の転換を図ったが、それにより検挙率

の低下を招いた面もあると言われる。治安悪化の本質的理由はどこにあるのか、冷静

な議論が必要である。

エ 「外国人犯罪キャンペーン」を受け入れてしまう社会的背景

次に、報道機関が警察庁の「外国人犯罪」データを無批判に垂れ流し、しかも大見

出しで報道する理由は何か。それを受け取る我々の中に、顔の見えない、個別性のな

い「外国人」全体に対するおそれを受容しやすい背景があるかもしれない。

オ 「外国人犯罪」というカテゴリーに対する疑問

そもそも「外国人犯罪」というカテゴリー自体が差別であるとの意見もある。例え

ば、他の社会的マイノリティーのグループに対して「○○犯罪」というカテゴリーで、

その検挙数等の分析を行うことはしていないし、仮にそのような分析を行えば強い批

判が巻き起こることは必至である。にも関わらず「外国人犯罪」というカテゴリー化

だけが許されていることは、差別であるという意見である。確かに、外国人が自ら批

判の声を挙げられない（参政権がない）弱者であるということにつけ込んでいるとの

批判も免れないであろう。

カ 「外国人犯罪キャンペーン」が社会にもたらす害悪

外国人による犯罪であっても日本人による犯罪であっても、犯罪は犯罪であり許さ

れないものである。

このうち「外国人による犯罪」だけをことさらに取り上げる「外国人犯罪キャンペー

ン」の問題点は、�日本政府の政策の問題点や治安悪化の本質的理由が見えなくなっ
てしまうこと、�外国人に対する差別や偏見が蔓延し、平穏かつ真面目に暮らす数多
くの外国人が「生きにくい」社会になってしまうこと、�外国人受け入れに消極的な
国家、つまり多文化共生社会を否定する方向に社会が向かう危険性があることである。

２ 公人による民族差別発言の横行

�１ 問題提起

これまでに述べた「外国人犯罪キャンペーン」に加えて、公人による民族差別発言も

後を絶たない。公人の発言は一般市民に対する強い影響力を持つ。下記発言の中には、

その影響力を自覚しつつ、敢えて排外主義を蔓延させようという積極的意図すら感じる
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ものが少なくない。ここ数年の目立った差別発言を取り上げれば、以下のとおりである。

�２ 公人による差別発言

ア ２０００年４月９日 石原慎太郎東京都知事 陸上自衛隊の記念行事にて

「今日の東京をみますと、不法入国した多くの三国人、外国人が非常に凶悪な犯

罪を繰り返している。もはや東京の犯罪の形は過去と変わってきた。こういう状況

で、すごく大きな災害が起きたときは大きな大きな騒擾事件すらですね、想定され

る、そういう現状であります。こういうことに対処するためには我々の警察の力を

もっても限りがある。だからこそ、そういうときに皆さんに出動願って、災害の救

急だけではなしに、やはり治安の維持も一つ皆さんの大きな目的として遂行してい

ただきたいということを期待しております。」

イ ２０００年９月２日 石原慎太郎東京都知事 同日号の「週刊現代」にて

「東京にはやらなければいけないことが、山ほどある。治安も考えなければなら

ない。新宿や池袋にいる不法入国の外国人がそのうち災害などのドサクサにまぎれ

て何をやりだすか分からない。いま府中刑務所には２犯以上の重複犯が服役してい

る。その定員２０００人のうち、四百数十人が三国人、外国人です＊１。ちなみに三国人

というのは差別用語じゃありませんからね。それが使えないと外務省も困るよ。で、

こないだ閣議了解したそうだね。」

ウ ２００１年５月８日 石原慎太郎東京都知事 同日付産経新聞朝刊にて

『日本よ／内なる防衛を』と題する記事の中で、警視庁視察の感想を述べる中で、

中国人による殺人事件に触れ

「こうした民族的DNAを表示するような犯罪が蔓延することでやがて日本社会

全体の資質が変えられていく恐れが無しとはしまい。」「日本への不法入国者は年間

およそ１万人、うち中国人が４０％弱。彼らは不法入国故正業にはつけず必然犯罪要

因となる。」「東京の新宿、池袋、あるいは六本木といった町の深夜過ぎから未明に

かけての状況は、ここがはたして日本の一部かと思わせるほどの有様なのだ。そこ

ではもう、日本の暴力団々員さえもがあたりをはばかるという、皮肉というか滑稽

というか、だいそれた現状である。おそらくそこにたむろする外国人の大方は不法

入国不法滞在の連中だろうが、手入れして一網打尽は不可能ではないがその後彼ら

を収容する場所がない。」

エ ２００１年７月３日 鈴木宗男元衆議院議員 日本外国特派員協会での講演にて

「（日本は）一国家一言語一民族と言っていいと思う」「北海道にはアイヌ民族と

いうのがおりまして、嫌がる人もおりますけれども、今は全く同化されております」

オ 同年同日 平沼赳男元経済産業相 札幌市内の政経パーティーにて

「小さな国土に、１億２６００万人のレベルの高い単一民族できちんと詰まっている。

日本が世界に冠たるもの」

カ ２００３年５月３１日 麻生太郎自民党政調会長 東京大学内の講演にて

＊１ 府中刑務所は、通訳や食事など外国人受刑者を受け入れるのに必要な処遇条件を備えた東日本唯一の刑務所であり、

もともと日本人男子のＢ級受刑者（犯罪傾向が進んでいる２６歳以上の者）と男子F級受刑者（外国人受刑者）のみを

対象にした施設である。現在は２８４２名の受刑者のうち外国人受刑者は５４０名である。

第１節 日本における民族排外主義と外国人差別の実態

－ 362 －



「創氏改名は朝鮮の人たちが望んで始まった」「ハングル文字は日本人が教えた。

義務教育も日本がやった。正しいことは歴史的事実として認めた方がいい。」

キ ２００３年７月１２日 江藤隆美元総務庁長官 福井市内で開かれた党支部定期大会にて

不法滞在の外国人について

「朝鮮半島に事が起こって船で何千何万人と押し寄せる。国内には不法滞在者な

ど、泥棒や人殺しやらしているやつらが１００万人いる＊２。内部で騒乱を起こす」「新

宿の歌舞伎町見てみなさい。第三国人が支配する無法地帯。最近は中国やら韓国や

らその他の国々の不法滞在者が群れをなして強盗をやっている」「南京大虐殺の犠

牲者が３０万人などというのはでっちあげのうそっぱち」

ク ２００３年１１月１日 石原慎太郎東京都知事 鹿児島県指宿市で行われた衆院選の応援

演説にて 同年１０月の中国の有人ロケット打ち上げ成功について

「隣の中国でも人間積んだ宇宙船を上げて、みんなびっくりして。中国人は無知

だから『アイヤー』と喜んでいる。あんなものは時代遅れ。日本がやろうと思えば

１年でできる。」

ケ ２００３年１１月２日 松沢成文神奈川県知事 川崎市高津区での総選挙の応援演説にて

治安悪化の問題をめぐり

「中国なんかから就労ビザを使って（日本に）入ってくるけど、実際はみんなこ

そ泥。みんな悪いことやって帰るんです。」

「（日本の）刑務所は暖房も入っている。ご飯も食べさせてくれる。だから犯罪

やっても全然怖くないからどんどん（外国人による）空き巣や窃盗が増える」

�３ まとめ

このように公人による差別発言は、前記の「外国人犯罪キャンペーン」と相まって後

を絶たない。中には、客観的事実からかけ離れた虚偽の発言を平然と行い、外国人に対

する無用の恐怖心を煽る発言も散見され、到底許されることではない。しかも、これら

の発言の中には、事後の批判を受けてもなお真摯な謝罪がなされないものも多い。

本来であれば、これら公人による差別発言は、人種差別撤廃条約４条（c）の「国又

は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動すること」に該当し、締約国で

ある日本政府はこれを「認めない」義務を負っているが、日本政府によってこれら差別

発言を抑止するための積極的措置が講じられているとは言い難い。それどころか、例え

ば、石原都知事によるいわゆる「三国人発言」については、日本の在日コリアン弁護士

らが日本弁護士連合会及び法務省人権擁護局に対して人権救済申立をしたにもかかわら

ず、法務省は調査の勧告すらせず、国連人種差別撤廃委員会への日本政府の報告書でも

三国人発言について報告をしなかった。そのため、NGOからの報告を受けた同委員会

によって、日本政府は勧告を受けるに至ったのである。

いずれにせよ、公人による差別発言は、一般人に対する影響力が大きい一方で、これ

に対する効果的な法的抑止力が存在しないことも、差別発言が後を絶たない一因であろ

う。

＊２ ２００３年度の来日外国人の総検挙人数は約２万人。「泥棒や人殺し」にあたる刑法犯に至ってはわずか８７２５人である。
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以上の点からも差別禁止法制定の必要性が改めて実感させられるのである。

３ 民間における排外主義の浸透の実態

これまで見たように、政府や公人による排外主義的な考え方が日常的に流されているが、

日本社会において排外主義がどの程度浸透しているのだろうか。

政府や地方自治体による民間における差別の実態・意識調査がいくつかなされているの

で、まずそれらにより、全体的な傾向をみて、その後、就職、教育、住居など各分野ごと

の実態をみてみよう。

�１ 差別実態・意識調査

ア 内閣府による人権擁護に関する世論調査

内閣府大臣官房政府広報室は、２００３年２月、人権擁護に関する国民の意識を調査し、

今後の施策の参考とするため、「人権擁護に関する世論調査」を実施した（調査項目：

�人権問題について�主な人権課題に関する意識について�人権擁護に関する啓発活
動について、調査対象：全国２０歳以上の無作為に選ばれた３０００人、調査期間：２００３年

１月３０日～２月９日）。その調査結果のうち、外国人・民族的少数者の人権に関する

部分について示す。

（ア） アイヌの人々に関する人権問題の周知度

アイヌの人々の人権問題を「知っている」と答えた者の割合が３４．０％、「知らな

い」と答えた者の割合が６６．０％だった。都市規模別に見ると「知っている」と答え

た者の割合は大都市、中都市で、「知らない」と答えた者の割合は町村で、それぞ

れ高くなっていた。

そして、「知っている」と答えた者（７００人）に、アイヌの人々に関し、現在どの

ような人権問題が起きていると思うか聞いたところ、「独自の文化や伝統の保存、

伝承が図られていないこと」を挙げた者が４８．１％と最も高く、以下、「差別的な言

動をすること」（３２．０％）、「結婚問題で周囲が反対すること」（２５．６％）、「就職・職

場で不利な扱いをすること」（２４．３％）の順となった。なお、「わからない」と答え

た者の割合が、１６．６％であった。この点、年齢別に見ると、「独自の文化や伝統の

保存、伝承が図られていないこと」を挙げた者の割合は４０歳代で、「差別的な言動

をすること」、「結婚問題で周囲が反対すること」を挙げた者の割合は２０歳代で、そ

れぞれ高くなっていた。

また、「知っている」と答えた者（７００人）に、アイヌの人々の人権を守るために

必要なことはどのようなことだと思うか聞いたところ、「アイヌの人々の独自の文

化、伝統について認識を深めるための教育・啓発広報活動を推進する」を挙げた者

の割合が７２．７％で最も高く、以下、「アイヌの人々の就職機会を確保する」（２３．０％）、

「アイヌの人々のための人権相談所や電話相談所を充実する」（１７．１％）の順とな

った。なお、「わからない」と答えた者の割合が１４．３％であった。

（イ） 外国人の人権擁護についての考え方

日本に居住している外国人は、生活上のいろいろな面で差別されていると言われ
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るが、外国人の人権擁護についての意見を聞いたところ、「日本国籍を持たない人

でも、日本人と同じように人権を守るべきだ」と答えた者の割合が５４．０％、「日本

国籍を持たない人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない」と答

えた者の割合が２１．８％となった。なお、「どちらともいえない」と答えた者の割合

が１５．７％となった。

前回の調査結果と比較すると、「日本国籍を持たない人でも、日本人と同じよう

に人権を守るべきだ」（６５．５％→５４．０％）と答えた者の割合が低下し、「日本国籍を

持たない人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない」（１８．５％→

２１．８％）と答えた者の割合が上昇している。この結果をみても、排外主義の浸透の

可能性が危惧される。

都市規模別に見ると、「日本国籍を持たない人でも、日本人と同じように人権を

守るべきだ」と答えた者の割合は中都市で高くなっている。年齢別に見ると、「日

本国籍を持たない人でも、日本人と同じように人権を守るべきだ」と答えた者の割

合は２０歳代から４０歳代で、「日本国籍を持たない人は日本人と同じような権利を持

っていなくても仕方がない」と答えた者の割合は６０歳代、７０歳以上で、それぞれ高

くなっている。若い世代においては、外国人に対する偏見が少なくなる傾向にあり、

それが反映されているのかもしれない。

（ウ） 外国人が不利益な取扱いを受けることについての考え方

日本に居住している外国人が不利益な取扱いを受けることがあるが、このことに

ついてどう思うか聞いたところ、「外国人に対する差別だ」と答えた者の割合が

３０．４％、「風習・習慣や経済状態が違うのでやむを得ない」と答えた者の割合が

２８．３％、「日本の事情に慣れるまでトラブルがあっても仕方がない」と答えた者の

割合が１９．８％、「外国人だから不利益な取り扱いを受けても仕方がない」と答えた

者の割合が３．３％となっている。なお、「わからない」と答えた者の割合が１６．８％と

なっている。

前回の調査結果と比較して見ると、「外国人に対する差別だ」（３９．９％→３０．４％）

と答えた者の割合が低下している。これも、「差別があっても仕方ない」という雰

囲気（諦めも含む）が、徐々に蔓延してきていることを示していよう。

また、都市規模別に見ると、「外国人に対する差別だ」と答えた者の割合は大都

市・中都市で、「わからない」と答えた者の割合は町村で、それぞれ高くなってい

る。年齢別に見ると、「外国人に対する差別だ」と答えた者の割合は２０歳代から４０

歳代で、「風習・習慣や経済状態が違うのでやむを得ない」と答えた者の割合は５０

歳代で、それぞれ高くなっている。若い世代の純粋な感覚に、大きな期待がかかる

ところである。

イ 新宿区における外国籍住民との共生に関する調査

財団法人新宿文化・国際交流財団が、２００３年度の東京都新宿区内における外国籍住

民との共生に関する調査を行い、その結果を２００４年３月に報告書としてまとめた。そ

の中の外国人差別に関する部分につき示す。

（ア） 偏見や差別

外国人が偏見や差別を感じる場合に関する質問調査結果では、「住まいを探すと
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き（４４．９％）」、「公的期間などの手続きのとき（２１．０％）」、「仕事上で（１９．３％）」、

「社会保障制度の面で（１４．５％）」の順に、外国籍住民自身が偏見や差別を感じて

いることが分かった（複数回答あり、以下同様）。なお、「全くない」と答えが２３．９％

あった。

また、上記結果を在留資格別に分析してみると、「全くない」については、最も

高いのは「企業内転勤」の在留資格が３割台半ばを超え、次いで「日本人の配偶者

等」「定住者」の各在留資格が３割を超え続いた。そして、具体的な項目について

は、「住まいを探すとき」では「留学」の在留資格が６割台半ばと突出し、続く「投

資・経営」と「人文知識・国際業務」で半数を超えた。「公的機関などの手続きの

とき」は「投資・経営」「永住者」の各在留資格が３割を超え比較的高く、「仕事上

で」では「留学」「就学」の各在留資格が他と比べて高かった。

一方、日本人住民に対する「日本人から外国人に対する偏見や差別があると思い

ますか？」「あるとして、どのような差別・偏見だと思いますか？」との質問調査

結果においては、「あると思う」との回答が６割を超え（「よくあると思う（１７．９％）」、

「ときどきあると思う（４２．５％）」）、「ないと思う」との回答を上回った。また、そ

の内容についても、外国籍住民も日本人住民もおおむね共通の項目で偏見や差別が

あると捉えていることが分かった。ただ、「自分や家族が結婚するとき」を答えた

日本人住民の割合が高く、この点については、外国籍住民と日本人住民との間で認

識の差異があるようである。

（イ） 偏見や差別をなくすために

日本人住民に対する「偏見や差別をなくすためには、何が必要だと思いますか？」

との質問調査結果では、「外国人も日本の制度や風習を尊重する」が６０％で最も高

く、「外国人の生活習慣の違いを認め、助け合う（４５．９％）」、「お互いを認め合う教

育に力を入れる（４０．７％）」、「日本人と外国人が率直に話し合う（２６．４％）」がそれ

に続いた。外国人差別があると感じる日本人が多いとしても、それをなくす方法と

なると、違いをともに認め合う共生よりも、「郷に入りては郷に従え」といった考

えが先行してしまうようである。

ウ 京都市在住外国人意識・実態調査

京都市は、１９９７年、在住外国人が同じ市民の一員として受け入れられる暮らしよい

まちづくりを進める取り組みの一環として、市内に在住する外国人の実態調査を行っ

た。調査期間は１９９７年１月３１日から３月４日、調査方法は郵送によるもので、京都市

に在住する２０歳以上の外国人登録者を対象に行われた。なお、調査票は、在留期間や

在留に至った背景等を考慮して、部分的に質問事項を違えたものを２種類（「１９５２年

以前から日本にお住まいの方、あるいは日本で生まれたすべての方」用と、「外国で

生まれて、１９５３年以降日本にお住まいの方」用：便宜上前者をオールドカマー、後者

をニューカマーと称する）作成されている。

（ア） 基本的な属性

外国人であることを意識する機会については、ニューカマーの５６．３％が「よくあ

る」と答えたのに対し、オールドカマーは２６．３％に止まった。外国人であることを

意識する機会については、オールドカマーでは何らかの制度的・心理的差別を受け
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た時が多く、ニューカマーにおいては、言葉の壁や日本文化に異質なものを感じた

時に多いようである。

（イ） 地域とのかかわり

自分が外国人であることを近隣の人に「あまり」若しくは「ほとんど」知られて

いないケースは、オールドカマーの在日韓国・朝鮮人においては２５％を超えていた。

通名使用による影響と思われる。また、オールドカマー・ニューカマーを問わず、

京都市在住の子どもの大多数は日本の公立・私立の学校に通学している。

なお、在日韓国・朝鮮人の「本名使用」の問題は、本名をつねに名乗って生活し

ている人がわずか１５％しかおらず、依然として、本名では生きづらい、すなわち本

名を名乗ると民族差別を受けるという日本社会の民族差別の現実を浮き彫りにして

いる。

（ウ） 差別と偏見

オールドカマーの７割、ニューカマーの５割以上が過去に何らかの差別をされた

と答えている。現在では、差別が「よくある」という回答は減少しているものの、

「ときどきある」という回答を加えると、回答者の４割以上が依然として何らかの

差別を感じていることになる。

また、具体的な差別内容としては、オールドカマー、ニューカマー、アジア系・

欧米系を問わず、住宅入居時の差別が深刻であることが分かる。「外国籍であると

分かると、不動産業者の対応がよそよそしくなったり、家主などから入居を断られ

たりした」「入居を希望した物件に『外国人お断り』と書かれていた」という経験

を持つ人も少なくなかった。

さらに、日本人と何ら変わりなく生活してきた韓国・朝鮮籍者を中心とするオー

ルドカマーのうち７割近くが「仕事を探すとき」に差別や偏見を感じると回答して

いる。オールドカマーでさえもこのように感じている現状が、根強く残る外国人差

別の現状を物語っている。欧米系の外国人においては、ジロジロと好奇の目で見ら

れたり忌避されたりすることが、不快な被差別体験となっている。外国人に対し閉

鎖的な日本故の現象であろう。

（エ） 在住外国人施策のあり方

外国人差別関連にのみ言及して言うと、「国籍や民族の違いを理解しあえる教育

を学校で行う」「民族学校・外国人学校の支援など、外国籍の人々が安心して学べ

るようにする」などの要望が多く、オールドカマーにおいては８割を超えていた。

また、ニューカマーにおいては「差別や偏見がなくなるよう啓発を」「行政上の

扱いを日本人と同等に」「国籍や民族の違いを理解しあえる教育を学校で」などの

要望が上位を占めた。オールドカマー、ニューカマーのいずれにおいても、教育や

啓発を通じて、在日外国人の理解を深め、差別を解消することを強く求めているこ

とが分かる。

エ 広島市外国人市民生活・意識実態調査結果について

広島市では、外国人市民も暮らしやすいまちづくりを進めるための指針を策定する

予定であり、その基礎資料とするため、外国人市民の生活や意識についての調査を２００２

年度に行った。そのうち、外国人差別に関する調査結果の概要を示す。
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（ア） 差別や偏見を感じる場面

普段の生活の中で、外国人ということで日本人から差別されたと感じるかどうか

という質問に対しては、「よくある」８．２％、「ときどきある」４２．３％、「あまりない」

３２．４％、「全くない」１７．１％であった。「全くない」を除くと、全体の８割以上の人

たちが、日常の生活の中で多かれ少なかれ、日本人からの差別を感じていることが

明らかとなった。

差別されたと感じる具体的な場面については、回答数が多い順に示すと、「仕事

探し」で３１．５％、「政治的権利の面で」２２．６％、「自分や家族が結婚を考えたとき」

１９．８％、「どこというわけではないが、何となく」１９．３％、「住まいを探すとき」１７．６％、

「警察署や交番で」１４．２％、「職場で」１３．２％、「市役所や公共機関の窓口で」１３．０％、

「近所づきあいで」１２．３％、「クレジットカード」１１．９％、「社会保障制度の面で」

１０．２％、「自分の名前」８．２％、「レストランや店」５．５％、「街で」「子どもの学校」

４．６％、「病院で」４．５％、「タクシーで」２．９％、「銭湯やサウナで」１．０％の順であ

った。

（イ） 住居

回答数が多かった順に見ると、「外国人であることがわかると、不動産業者の対

応がよそよそしくなったり家主などから入居を断られたりした（入居拒絶）」１６．１％、

「保証人がなかなか見つからず困った（保証人探し困難）」９．１％、「入居を希望し

た物件に『外国人お断り』または『住民票必要』と書かれていた（物件の条件）」７．５％、

「家主、不動産業者からの立ち退き」１．０％、「近隣住民からの立ち退き」０．６％で

あった。

（ウ） 本名（民族名）／通称名（日本名）の使用

本名（民族名）の使用については、【地域・近所で】は「以前から名乗っている」

４４．９％、「以前は名乗っていなかったが、今は名乗っている」３．１％、「今は名乗ら

ない」２．７％、「以前から名乗っていない」３２．２％、「相手によって使い分けている」

１７．０％であった。また、【職場または学校で】は、「名乗っている」４５．３％、「名乗

っていない」４１．３％、「場合によって使い分けている」１３．３％であった。

オ 文京区外国籍区民の住みやすさ調査

東京都文京区では、外国人の生活全般の実態やニーズ等を総合的に把握したうえで、

文京区国際協会の事業活動の推進に役立てること、今後の区行政の政策に反映させる

ことの２点を目的として、「文京区外国籍区民の住みやすさ調査」が行われた。その

調査結果のうち、外国人差別に関連する事項を示す。

（ア） 日常生活で困っていること

上記質問に対し、

１ 特に問題ない

２ ことばが通じない

３ 文化、生活習慣や考え方が違う

４ 日本人と知り合う機会がない

５ 仕事や学校が忙しい

６ なんとなく日本人社会に入りにくい
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７ 外国人に対する差別や偏見がある

８ 無回答

の８つの項目が用意され、３つまで回答可能という質問があった。その結果、もっ

とも回答が多かったのは「特に問題ない」の４６．２％、続いて「外国人に対する差別

や偏見がある」の２９．５％、「仕事や学校が忙しい」の２７．３％の順であった。もっと

も回答が少なかったのは「文化、生活習慣や考え方が違う」の１４．７％であった。

「特に問題ない」と答えた人は半分以下であり、また、日常生活において「文化

や生活習慣の違い」に困るのではないかと一般的に思われるところ、それよりも「差

別や偏見」に対し困っている外国籍区民が圧倒的に多いことに驚かされた。文化や

生活習慣の違いについては通常予想されるところ、日本における外国人に対する差

別や偏見は、一般に想像される以上に根強いものがあるのはないか。

（イ） 自由記述

文京区の調査においては、自由記載欄が設けられており、その中にも差別や偏見

に関する記載が見受けられた。居住や就職といった生活に密接に関わる部分での差

別が一番頭を悩ますようである。また、外国人犯罪の増加が叫ばれるなか、それに

伴う偏見も増加しているようである。以下、差別に関する自由記述を抜粋する。

・これまでの経験ですが、アパート・マンションの入居を外国人という理由だけで

門前払いにするケースが多い（３分の２以上の割合？）。何とかしてほしい。（韓

国・女性）

・ひとつ気にくわない事は、外国人登録課の窓口です。何故、贅沢すぎるほどの快

適な空間が無数にありながら、奥まった隅に追いやられ、まるで取調室のような

異様な雰囲気です。これぞ、外国人に対する偏見、差別だと思いますがいかがで

しょうか。（韓国・男性）

・外国人に対して偏見を持たないように希望する（中国・男性）

・私は在日朝鮮人ですが、最近のマスコミで、特に在日の私達はより住みにくくな

りました。政治的なものと私的なものを混同して考えて、冷たく、より差別化さ

れるのを体験しているのでやめてほしい（女性）

・特別永住です。親もその親も日本で生まれています。選挙権があるようになれば

いいと思います（女性）

・３才の子供を安心して預け、仕事をしたいと考えていますが、職場探しも国籍の

問題があり、見つかりにくいです（フィリピン・女性）

・日本で５年以上生活していますが、やはり最大の問題は「差別」ではないかと思

っております。外国人（特に中国人）犯罪も年々高くなっており、治安の悪化の

大きな原因になっているので、悪いイメージを持っている日本人が多いのはある

程度仕方がないと思うところもあります。差別がなくなることはおそらく不可能

でしょう。ただし、分かって頂きたいのは、犯罪を犯す人はあくまで一部の一人

で、大多数の人はまじめに、一生懸命に自分の力で生きているということです。

そういう人が増えると同時に、「中国人」と聞いただけで「皆が犯罪者だ」と言

わんばかりに、拒絶反応をする人が減っていくことを願うしかないのが今の心境

です（中国・女性）
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・日本は外国人にはとても住みにくい所だと思っています。～私の息子たちも日本

の大学に入らせたくないのです。アメリカに行かせます。やはり多民族・多人種

の国には生活しやすいです。

・住居の賃貸やその他の場面で差別にあったことはない。しかし、私の友人（欧米

人やアジア人）にはそのような経験をした者がいる（アメリカ・女性）。

�２ 暴力・嫌がらせ

１９４５年８月、朝鮮は日本による植民地支配から解放されたが、現在に至るまで、日本

における在日朝鮮人への暴行・嫌がらせ事件はあとをたたず、ここ数年に一度は、政府

関係者の発言・マスコミの報道を契機にして全国的規模で一斉に、朝鮮学校の生徒たち

をはじめとする在日コリアンの子どもたちへの暴行・嫌がらせ事件が多発するという状

況が繰り返されている。日本社会の朝鮮人に対する民族差別は根強く、植民地支配の歴

史への真摯な反省がないまま現在に至っていることが歴史的な原因となっていることは

これまで弁護士会でも指摘されていることである。

特に、暴行・嫌がらせ事件が起きるたびに、在日の人々の間で想起される関東大震災

における朝鮮人大虐殺については、昨年８月に日弁連人権擁護委員会が勧告を出したと

ころでもあり、まずこの事件を振り返ることからはじめたい。

ア 関東大震災における朝鮮人大虐殺

戦前の植民地支配および侵略戦争により、日本はアジア太平洋地域の人々を大量虐

殺したが、日本国内で平時に日本人の民間人が、日本で生活していた数千人もの朝鮮

の人々を虐殺したのは、この関東大震災の事件以外にはない。

日本は１９１０年韓国併合条約により朝鮮植民地支配を行い、ほどなく開始した土地調

査事業などで土地を奪われた朝鮮の人々が日本に職を求めて渡航し、１９２３年当時には

日本に数万人が生活していた。

同年９月１日、関東大震災が発生した直後から政府・警察が中心となって「朝鮮人

が井戸に毒を投げた」「暴行をなした朝鮮人が来襲するかもしれないから、警察は青

年団などと一致協力して警戒せよ」との流言飛語を流し、軍隊・警察の一部のみなら

ず、青年団などに属する一般の民間人がその流言飛語に乗せられて、自警団を組織し

て竹槍・刀・鉄棒・斧・木刀・こん棒・銃・くわ・カマ・ノコギリなどで武装し、集

団となって朝鮮の人々に襲いかかり、少なくとも数千人の朝鮮人を虐殺した。たとえ

ば、本庄事件の確定記録（浦和地裁判決１９２３（大正１３）年１１月２６日）においては、事

実関係が以下のように記されている（注・個人名は記号化）。

当時極度に昂奮せる群衆は同署（注・本庄警察署）構内に殺到し来りて約三千人に達

し、同夜中（注・９月４日夜）より翌５日午前中に亘り右鮮人（ママ）に対して暴行を

加え騒擾中

一、被告Aは同日４日同署構内に於て殺意の下に仕込杖を使用し他の群衆と相協力して

犯意継続の上朝鮮人３名を殺害し、

一、被告Bは同日殺意の下に同署構内にて朝鮮人を殺して了えと絶叫し長槍を使用して

他の群衆と相協力して犯意継続の上朝鮮人３名を殺害し

一、被告Cは同日５日同署に於て殺意の下に金熊手を使用し他の群衆と相協力して朝鮮
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人１名を殺害し

一、被告Dは同日４日同演武場に於いて殺意の下に木刀を使用し他の群衆と相協力して

犯意を継続の上朝鮮人３名を殺害し尚同署事務所に居りたる朝鮮人１名を引き出し群

衆中に放出して殺害せしめ（以下略）

１９２３年１０月下旬当時、関東地方の自警団の数は４０００弱にのぼり、１つの自警団に数

十人から多くは何百人が所属していたことは警視庁などの研究資料でも判明している

ことであり（吉川光秀「関東大震災の治安回顧」４３頁、法務省特別審査局・１９４９年、

山田昭次「関東大震災時の朝鮮人虐殺」８３頁・２００３年）、また、当時の記録・文献に

よると日本人の成年男性が自警団に入らないことはむずかしい状況であったことなど

から、当時関東地区に在住していたかなりの数の日本人男性が自警団への参加などを

通じ、直接朝鮮人虐殺に加わったと考えられる（巻末参考文献参照）。

当時、直接手を下した民間人のうち百数十人は殺人罪で刑事裁判にかけられている

が、残りの人々は不問とされた。私たちの父、祖父、曾祖父である当時の関東地区在

住のかなりの数の日本人男性が虐殺に加わりながら、自らの罪への反省を表明した人

は少ない。また、最も責任の重い、流言飛語を流した官憲や虐殺を行った一部の軍隊・

警察は一切処罰されず、現在に至るまで政府・自治体による公式の調査も謝罪も補償

もない。

この事件は歴史の教科書においても記述されていない場合が少なくないため、集団

的な他民族大量虐殺の加害者であった歴史をもちながら、現在多くの日本人が事実自

体を知らない。ドイツ・ナチスによるユダヤ人大虐殺については多くの日本人が犯罪

として批判的に認識しているが、日本人自らによる朝鮮人大量虐殺の歴史的犯罪につ

いては認識すらないのである。

他方、被害者である朝鮮の人々の間では語り継がれ、現在も朝鮮人への全国的な暴

力・暴言事件が起こるたびにこの事件が想起され、日本の公権力・私人が一体となり、

いわば日本社会全体が敵となって襲いかかったこの事件が再現されるのではないかと

の現実的な恐怖感をもたらしている。

８０年前のことは過去のことで、現在、このような朝鮮人への暴行、虐殺が起こらな

いといえるだろうか。歴史的事実から目を背け、事実を隠蔽したままで、反省がなけ

れば、教訓もえられず、再発防止策もたてられないのではないか。

一般の日本人が政府の流言蜚語にのせられた背景について、１９２３年当時、中西伊之

助氏は「朝鮮人のために弁ず」という論文の中で「試みに、朝鮮及び日本に於いて発

行せられている日刊新聞の、朝鮮人に関する記事をごらんなさい。…（中略）…私は

寡聞にして、未だ朝鮮国土の秀麗、芸術の美、民情の優雅を紹介報道した記事を見た

ことは、殆どないと云っていいのであります。そして、爆弾、短銃、襲撃、殺傷、―

あらゆる戦慄すべき文字を羅列して、所謂不逞鮮人（ママ）―近頃は不平鮮人と云う

名称にとりかえられた新聞もあります―の不逞行動を報道しています。…（中略）…

朝鮮人は、何等考慮のないジアナリズムの犠牲となって、日本人の意識の中に、黒き

恐怖の幻影となって、刻みつけられているのであります。…（中略）……今回の鮮人

（ママ）暴動の流言蜚語は、この日本人の潜在意識の自然な爆発ではなかったか？黒

き幻影に対する理由なき恐怖ではなかったか？」とマスコミ報道における朝鮮人に対
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する報道による排外主義の浸透の問題点を指摘している（「婦人公論」１９２３年１１・１２

月合併号）。本節１の「外国人犯罪」キャンペーンのところで指摘したように、現在、

政府が主導し、外国人全体への恐怖感、嫌悪感をあおる報道が連日なされ、排外主義

が浸透している状態は類似しているのではないだろうか。

２０００年４月には石原都知事は「東京の犯罪はどんどん凶悪化している。誰がやって

いるかといえば、全部三国人（ママ）」「後ろめたい思いをしている外国人がいて…大

きな災害の時、どんな形で爆発するか、…知事として本当に寒心に堪えない」などと

発言し、まさに関東大震災における誹謗中傷をなぞり、民族差別を煽動し、朝鮮人を

はじめとする外国人へのいわれのない恐怖感を煽る発言を行っている。この発言につ

いては国連の委員会から懸念が表明されたことは前述のとおりであるが、政府および

日本社会全体としての批判の声は弱く、その発言後、彼は１００万票以上もの得票を得

て、都知事に再選されている。

そして、実際、在日の人々をはじめとする暴行・嫌がらせが止まらぬ状況であり、

後述のように、なかには傷害致死・殺人・放火事件までもあり、さらに凶悪な暴力事

件へと発展する危険が内在していると言わざるを得ない。

日弁連の関東大震災人権救済申立事件調査報告書においても、近年在日コリアンの

子どもたちに対する多数の暴行・嫌がらせが起きていることから、「予測できない大

きな事件や災害が起きたとき、今の日本でも流言飛語などの影響で在日外国人に不当

な民族差別と嫌悪感、排斥的感情を引き起こす可能性があることを自戒すべきであ

る」と指摘されている。

イ 在日コリアンに対する暴力・嫌がらせ

在日コリアンに対する嫌がらせは日常的に行われているが、ここでは特に、近年全

国的規模で、数百件単位での集中発生が繰り返されている子どもたちへの暴力・嫌が

らせ事件について、中心的に述べる。

（ア） 近年の暴力・嫌がらせ事件

１９８９年１０月、衆議院予算委員会で、公安調査庁次長が「朝鮮総連は危険な存在」

「朝鮮学校は一貫して反日的教育を行っている」と発言した。その後２０日間で全国

で４８件、６４人の朝鮮学校の女子生徒が暴力・嫌がらせの被害を受けた。

１９９４年４月には朝鮮民主主義人民共和国の「核疑惑」問題で政府関係者が同国批

判を行い、マスコミでとりあげられた結果、４月から７月にかけて、朝鮮学校の女

子生徒に対し殴る、チマ・チョゴリを切る、髪を切るという暴行事件が朝鮮学校の

ある２９都道府県のほぼ全域で発生し、「朝鮮人学生に対する人権侵害調査委員会」（代

表・床井茂弁護士）の調査では１５５件が確認されている。国連人種差別撤廃委員会

に対する日本政府第１回・第２回報告書（２０００年７月１４日）によれば、当時警察が

検挙したのは３件で、うち１件は起訴猶予で、有罪となったのは罰金１０万円となっ

た１件のみである。

１９９８年８月３１日、「朝鮮民主主義人民共和国が日本に向けてミサイルを発射した」

と政府が発表しマスコミでも連日とりあげられた。翌日９月１日から１０月２６日まで

の１か月半の間に朝鮮学校に報告された生徒への暴行・暴言は５７件以上で、朝鮮学

校や在日朝鮮人団体に脅迫電話が多数あった。このときは、在日朝鮮人団体の宿直
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職員を殺害の上放火するという残虐な事件まで発生している。しかし、この時もこ

れらの暴力事件はほとんど未解決で、警察が認知したのは６件で、検挙は０件であ

る。

（イ）２００２年９月以降の暴力・嫌がらせ事件と弁護士会の取り組み

２００２年９月１７日、日朝ピョンヤン会談における拉致事件への朝鮮民主主義人民共

和国側の謝罪以後、数か月もの間、連日テレビ局全局の朝から深夜まで、朝鮮民主

主義人民共和国への誹謗中傷を含む批判一色の過剰とも言える報道が流された。

この９月１７日以後、全国で朝鮮学校の生徒をはじめとする在日コリアンの子ども

たちへの暴力・嫌がらせが続発した。朝鮮学校では、生徒たちの身の安全を守るた

め、チマ・チョゴリなどの制服を当分着ないように指導したり、バスに記載してあ

った学校名を消したり、教職員が連れ添って集団登下校したりという不自由な状態

を強いられた。

このような在日の子どもたちへの暴行・嫌がらせに対し、同年１０月に弁護士にな

ったばかりの５５期の若手弁護士が中心となり、名古屋、関東、大阪、福岡で在日コ

リアンの子どもたちへの嫌がらせ問題に取り組む弁護士有志のグループが結成され、

２００３年にかけて各地で地域の朝鮮学校を訪問し、生徒たちに対して面談による聞き

取りやアンケート調査を行った。

その調査の概要は、下記のとおりである。

・在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせを許さない若手弁護士の会が関東地方所

在の全朝鮮学校２１校の生徒を対象に行ったアンケート調査の結果（回答数２７１０名）に

よると、拉致報道以降何らかの嫌がらせを受けた生徒は５人に１人で、それ以前に比

して激増しており、特に、女子は、低学年とより弱い立場の者がねらわれている。中

級学校（日本の中学校）の女子生徒では３人に１人が被害にあっている。嫌がらせの

形態は、４分の３は「朝鮮人死ね」「おまえら殺してやろうか」「朝鮮語をしゃべるな」

などという暴言であるが、他方、「朝鮮人なんか死ねばいい」と云いながら中級学校３

年生の女子生徒を駅のホームから突き落とそうとしたり、「おまえ朝鮮人だろ」と言い

ながら、中級学校３年生の女子生徒を蹴ったり、その他、駅の階段で突き飛ばす、殴

る、唾を吐きかける、チョゴリを切るなどの暴行・傷害・殺人未遂・器物損壊などに

あたる明らかな犯罪行為も少なくない（資料編・在日コリアンの子どもたちに対する

嫌がらせを許さない若手弁護士の会「在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ実

態調査報告集」ダイジェスト）

・在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせを許さない大阪弁護士の会が大阪府内の全朝

鮮学校１２校の生徒を対象に行ったアンケート調査の結果（回答数１７６８名）によると、

拉致報道以降何らかの嫌がらせを受けた生徒は４人に１人で、やはり女子生徒の被害

の割合が多く、中級学校の女子生徒に至ってはなんと過半数が被害を受けていた。嫌

がらせの形態の比率は関東とほぼ同じである。また、被害を受けた３割強の生徒が誰

にも相談しておらず、嫌がらせの日常化、慢性化によるあきらめの気持ちが背景にあ

ると指摘されている。

・名古屋では弁護士有志により朝鮮学校の子どもたちへの聞き取り調査が行われたが、

電車の中でチマをひっぱられたり、店に行った際に「植民地の時に朝鮮人を全員殺し
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ておけばよかった」などと暴言を吐かれたりしている。

・福岡県では在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせを許さない若手弁護士の会・

福岡が県内の全朝鮮学校４校の生徒を対象にアンケート調査を行った結果、拉致報道

以降、嫌がらせが激増し、「朝鮮へ帰れ」「拉致られるぞ」などと暴言を吐かれたり、

足をひっかけられるなどの暴行も行われたことが明らかとなっている。

今年の４月にも都内で女子生徒が JR駅構内などで暴言・暴行を受ける被害が数件

おき、また、去る６月２５日には、都内で朝鮮学校の男子生徒が地下鉄の車内で中年男

性から突然「朝鮮人死ね」と言われて顔面を殴られ全治一週間の怪我を負った事件が

報道され、また、同時期に名古屋でも朝鮮学校の生徒が嫌がらせにあい、弁護士への

相談を求めるなど、１年半以上もの間、在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせは継

続している。

子どもたちに対して以外も、在日朝鮮人団体の事務所に爆弾を仕掛けた事件もあり、

脅迫・嫌がらせ電話などが殺到した。

また、ここ数年インターネットが急速に普及し、外国籍者を含む日本社会の過半数

の住民がインターネット上の情報に接するまでになっているが、そこにおいても、特

に２００２年９月以降、朝鮮学校関係や在日コリアンの著名人のHPに対し匿名での嫌が

らせメールが殺到し、HPの一時閉鎖に追い込まれたものもる。また、２チャンネル

と呼ばれるインターネット上の誰もが見ることのできる掲示板において、朝鮮人に対

し「ゴキブリ」「劣等民族」呼ばわりしたり、「植民地時代に皆殺しにしておくべきだ

った」など、極めて侮辱的な憎悪に満ちた表現がまかり通り、排外主義の宣伝の一翼

を担い、在日の人々の心をひどく傷つけているが、現在それを規制する法制度は存在

しない。

このような今回の長期間全国で継続している在日コリアンへの悪質な暴力・嫌がら

せ事件により、在日の人々の間では、関東大震災における大虐殺がさらに現実感をも

って想起され、マスコミでも「もう日本にいられない」「恐ろしくて家の外に出られ

ない」との切実な声が報道された。

植民地支配の結果、日本に来ることを余儀なくされ、すでに四世、五世も生まれ育

って日本に生活の本拠を有する在日の人たちが、「もう日本にいられない」とまでの

思いを強いられている状態は、他民族の人々の人格権、生活・存在そのものへの迫害

というべきであって、到底許されるべきではない。自らが優越民族に属するというゆ

がんだ優越感にのっとって、他民族に属する人、なかでも抵抗できない女生徒、子ど

もたちという弱い立場のものをあえて選んで、暴力・嫌がらせを行うとは卑劣としか

言いようがない。日本社会の恥部であり、この問題の解決なしに、日本の政府も日本

社会も「国際化」「人権」などという言葉を使う資格はないとさえ思える。

政府は、人種差別撤廃条約により、人種差別を防止し根絶する義務を負い、特に同

条約７条で人種差別に基づく暴力行為にたいして対策をとるべき義務を負っている。

この点、国連人種差別撤廃委員会は、前述のように、２００１年３月２０日の最終所見１４に

おいて、「委員会は、韓国・朝鮮人、主に子どもや児童・生徒に対する暴力行為の報

告、およびこの点における当局の不十分な対応を懸念し、政府が同様の行為を防止し、

それに対抗するためのより断固とした措置をとるよう勧告する」と述べている（反差

第１節 日本における民族排外主義と外国人差別の実態

－ 374 －



別国際運動日本委員会「国連から見た日本の人種差別」）。しかし、勧告後の２００２年９

月以降、またもや続発した暴行・嫌がらせに対し、政府は「断固とした措置」をとっ

ておらず、現在にいたるまで暴行・嫌がらせを放置している。

他方、日本弁護士連合会では、前述の各地の若手弁護士グループによる実態調査結

果を受け、２００２年１２月１９日には在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせに対し、人権

侵害であって憲法第１３条や国際人権諸条約に違反すること、在日コリアンに不安と恐

怖を生み出しているこれらの嫌がらせに対して早急な対策を講じるよう政府に要請す

る会長声明と緊急アピールを出した。名古屋弁護士会、福岡県弁護士会、東京弁護士

会などでも相次いで同趣旨の会長声明を出している。

弁護士会はこれまでも、在日コリアンへの嫌がらせが全国的に集中的に頻発した際

に抗議する会長声明を出してきているが、会としての継続的な取り組みとしては弱か

ったことは否めない。しかし、今回、若手弁護士たちの地道な調査に基づく真摯な訴

えを契機として、日本社会全体が朝鮮バッシングともいうべき排外主義的な危険な状

態に陥っている今こそ、少数者の人権の砦たるべき弁護士会が正面からその根絶に向

けて取り組むべきであるとの議論が弁護士会の内部でわき上がった。

まず、東京弁護士会では２００３年４月、嫌がらせ問題根絶に向けての継続的な取り組

みを行うため、外国人の権利に関する委員会内に「在日コリアンの子どもたちに対す

る嫌がらせ等問題対策プロジェクト・チーム」が結成された。同チームは同年９月、

嫌がらせに反対するポスター（資料）を作成し、都内私鉄数社における駅構内や車内

中吊りでの掲出、都内公私小中高等学校や各地方自治体公共施設での掲出を実現して

いる。

これを受けて、日弁連でも２００４年６月にポスターを作成し、７月には各単位弁護士

会に対し交通機関、公共機関、学校への掲出活動を呼びかけている。これと別に６月、

大阪弁護士会でもポスターを作成し、掲出活動を行っている。

さらに、このような嫌がらせを根絶するためには、歴史理解と多民族・多文化共生

に向けた人権教育および人種差別を禁止する立法とがもっとも重要ではないかとの観

点から、東京弁護士会では都内公私立の全小中高等学校にたいし外国籍の生徒に対す

る教育や人種差別に関する人権教育の実態のアンケート調査を行い、また、日弁連の

本シンポジウムのプレ企画として、東京・第一東京・第二東京の三弁護士会は、２００４

年７月３日「このままでいいの？外国人差別に『寛容』な日本～人種差別禁止法制定

に向けて」と題するシンポジウムを行った。

暴力・嫌がらせが止まぬ現状に対し、今後、弁護士会としてさらに継続して取り組

む必要がある。

ウ ニューカマーに対する対する暴力・嫌がらせ

１９９０年の入管法改正以降、旧植民地出身者以外のいわゆるニューカマーの外国籍住

民が急増し、２００２年末現在約１３０万人の移住労働者とその家族が日本で生活している。

ニューカマー、特に、日常的に日本社会と接する子どもたちへの嫌がらせは、日常

化している。それは、前述の差別実態調査結果や、また、本シンポジウム実行委員会

が行った群馬県太田市のブラジル人学校のあるクラスの生徒たち全員における聞き取

り調査において、日本の公立学校に在籍したことのある生徒たち全員が異口同音に日
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本人生徒から差別を受けたことがあると答えたことからも明らかであろう。

ニューカマーの子どもたちへの嫌がらせが大きな暴力事件に発展した例としては、

１９９７年１０月、愛知県小牧市で発生したブラジル人少年傷害致死事件がある。約３０人の

日本人の男性（１８歳ないし２０歳）が木刀や金属バッド、鉄パイプ、ナイフなどで武装

し、小牧駅前に集まっていたブラジル人少年たちを襲撃し、３人に傷害を負わせた上、

エルクラーノ君（当時１４歳）を拉致して総数２７名で集団暴行を行い、死亡させている。

日本人男性たちは、襲撃に際し、「何をしに日本に来とるんや」「ブラジルに帰れ」「ガ

イジンでかい面するな」などと怒号しており、民族差別・国籍差別にもとづく犯罪で

あることが明らかになっている。

しかし、このような差別にもとづく犯罪について、日本ではドイツなど諸外国と異

なり特別の犯罪類型は存在せず、刑事裁判にかけられたのは６名であり、最高刑でも

懲役５年であった。

�３ 雇用

１９９５年の国勢調査によれば、労働人口に占める完全失業率は（全国）は、日本国籍者

が４．３％なのに対し、韓国・朝鮮国籍者は８．５％である。前述の京都市在住外国人意識・

実態調査報告書においても、特にオールドカマーが「差別をされている」と感じた経験

として、６６．５％が「仕事をさがすとき」に感じたと回答している。また、この調査によ

ると、オールドカマーにおいて自営業の割合が３分の１を占めており日本人より高く、

企業への就職が難しいことを示している。このように、旧植民地出身者に対する民間企

業における就職差別は蔓延しており、憲法２２条で規定する職業選択の自由が実質的には

保障されていない。特に本名での民間企業における就職は未だきわめて難しい状況にあ

る。

同調査によると、ニューカマーも３５．１％が「仕事をさがすとき」に差別されていると

感じている。なお、ニューカマーの労働問題全体については、「労働…」の頁をご参照

いただきたい。

店の外に貼られているアルバイト募集のポスターで「日本人に限る」と明記されてい

るものも散見されるし、募集要項に明記されていなくとも、戸籍謄本、住民票を提出必

要書類とする形態での就職差別は、そうでない企業を探す方が困難なほどである。

しかし、「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律」

３条の性別による差別禁止のように、特に募集、採用段階における民族差別を直接禁止

する法制度はなく、私企業の営業の自由、契約締結の自由の名のもとに就職差別が横行

している。

なお、雇用における民族差別の問題としては、いわゆる当然の法理による公務就任権

からの排除、公務員における国籍条項という政府・地方自治体による差別の問題も重要

であるが、この問題は【→第４章】をご参照いただきたい。

�４ 教育

人種差別撤廃条約は７条において、教育や文化の面で差別撤廃精神を普及させること

を定めている。すなわち、差別撤廃のためには事後的措置のみならず、教育・文化・情
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報等の分野において教育や情報の提供が行われ、人権尊重と差別に反対する根本的な価

値観が形成されることこそが重要である。また、こうした措置は自由権規約２７条（マイ

ノリティの権利）及び子どもの権利条約２９条（教育の目的）及び３０条（先住民と外国人

の子供の母語教育）など他の国際人権文書によっても求められているものである。

しかし、外国人の子どもが学校その他の場で差別を受けいじめを受ける例は、後を絶

たない。例えば、①インド人の小学生女児が、同級生から「おまえは風呂に入っていな

いから黒いんだろう。汚ねえなあ。」「おまえのお母さんはインド人なんだろう。うちの

お母さんが言っていたぞ。インド人は自分の国へ帰れ。」「こいつ、カレー臭いぞ。」な

ど言われたり、ピアスを引っ張られるなどのいじめを受けた、�私立中学２年生の日系
三世ブラジル人男子生徒が、同級生男子４・５人から「臭い」などとからかわれ、ノー

トや鉛筆をごみ箱に捨てられるなどのいじめを受け、最終的に退学することになった、

等が報告されている＊３。

これに対しては、周囲の大人達がすぐにこれを止めさせる措置をとり、子ども達に対

して許されないことであると徹底的に教え込む必要がある。しかし現状において、外国

人に対する差別をなくすための教育の必要性さえ認識されておらず、そのための時間が

割かれていることもほとんどない状態である。すなわち、東京弁護士会・外国人の権利

に関する委員会の行った都内学校アンケート報告【→資料�－１】によれば、「外国人
を差別しない、または外国人と仲良くするといったテーマの教育を実施しているか」と

の問いに対して、実施しているとの回答は５７％、していないが４２％であった。また「し

ている」と回答された場合でもその内容としては、基本的には「道徳」や「人権教育」

「国際理解教育」「総合的な学習の時間」の中で取り扱っているといったやや抽象的な

回答が多く、「差別・いじめ」を特にテーマとして扱っているプログラムは極めて少数

であった。

上述のような差別を撤廃のための教育の重要性からすれば、より実質的に、大人が差

別を許さないという断固とした態度を示すとともに、差別事例を取り上げそれを考える

機会を持つなど、より実質的な差別をなくすための人権教育が行われる必要があろう。

�５ 住居

ア 住居は生活の基本であるが、外国籍を理由に賃貸住宅の入居を拒否されるケースが

後を絶たない。公営住宅については１９８２年に入居の国籍条項が撤廃さたが、民間賃貸

住宅の入居申し込みに対しては、住宅所有者ないし不動産仲介業者が、契約に際して

外国人登録原票記載事項証明書を拒否して住民票の提出を要求したり、「外国籍の人

の保証人は日本人でないと駄目」と言って断わられたり、日本語が話せないので意思

疎通の問題があると言って断わられるなど、申込者が外国人であることを理由として

契約締結を拒否することは日常的に行われている。

一例として、後述の埼玉皮膚の色入居差別事件【→第２節２�２判例�】においては、
不動産業者の従業員が入居希望者に「肌の色は何色であるか」「普通の色であるか」「普

通の色とは日本人の肌のような色である」との発言をし、これについて裁判所から慰

＊３ http : //onespeace．hp．infoseek．co．jp/ibunka/cing４class．html
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謝料等５０万円の支払いを命じた事例であるが、このようにあからさまでなくとも、何

らかの理由をつけて拒絶されることが多い。

また入居を断られない場合でも、必要のない消火器の代金や防虫代金、保険料など

を請求されて必要以上のお金を払わされた例もある。

イ 「友人の中国人男性が部屋を探していますが、どこか紹介してくれますか、という

電話での問い合わせに対して、不動産仲介業者２８２業者のうち、２４８業者（８７．９パーセ

ント）が「外人はだめ」と回答しているという調査結果がある。回答の中には欧米人

なら可とするものもあった。

また、広島市外国人市民生活・意識実態調査結果によれば、入居差別体験について、

「外国人であることがわかると、不動産業者の対応がよそよそしくなったり家主など

から入居を断られたりした（入居拒絶）」１６．１％、「保証人がなかなか見つからず困っ

た（保証人探し困難）」９．１％、「入居を希望した物件に『外国人お断り』または『住

民票必要』と書かれていた（物件の条件）」７．５％、「家主、不動産業者からの立ち退

き」１．０％、「近隣住民からの立ち退き」０．６％であり、特にアジア諸国出身者の３割

が入居拒絶を体験していた。

ウ 事例

（ア） 民族差別看板による立退強制

１９９７年５月、大阪市内の賃貸マンションにおいて、建設会社が在日韓国・朝鮮人

の入居者に立ち退きを迫るため、露骨な民族差別の看板を掲示した事件であり、大

阪地裁は「明らかに正当な表現を逸脱した違法行為」と認定した。

（イ） 県営住宅の入居制限

言葉や慣習の違いから自治会での清掃や集金の当番を引き受けてもらえないなど

のトラブルがあり、「外国人入居者がこれ以上増えると自治会活動が困難になる」

と自治会の要望を受け、県営住宅の入居が制限されることが相次いだ。姫路市内の

３か所の県営住宅では２００２年６月以降空き室があるにもかかわらず外国人の入居を

認めず、ベトナム人が抽選に当たっても、入居中のベトナム人が転出しないと入居

を拒み、当選した１４世帯のうち１１世帯の入居の順番を飛ばした。

滋賀県では「日本語が話せない」という理由だけで、日系ブラジル人ら外国人を

県営住宅の募集対象から除外された。公営住宅の運営などを定めた公営住宅法は日

本語能力を入居基準にしていないにもかかわらず、県は独自に設けた取り扱い要領

で、「日本語を日常会話に支障がない程度に使えること」という条件を追加し、窓

口で職員が日本語を話せないと判断した場合は申し込みを受け付けず、通訳同席で

の申し込みも認めなかった。

また、愛知県豊田市保見団地にある県営保見住宅は、応募者のほとんどが外国人

世帯であるが、年３回の定期募集に各回わずか１０戸しか募集しておらず、１０戸の募

集に対して毎回１０倍の約１００世帯が応募している。かかる制限の結果、２００４年１月

現在で約３５０戸が空き部屋になっており、外国人に対する不当な制限となっている。

エ しかし、こうした状況を改善するための公的機関の対応は不十分である。

不動産屋などの宅建業者に対しては、免許を与えた建設大臣および都道府県知事が、

宅地建物取引業法第１条にもとづき指導を行うべきであるが、指針等を示すに止まり、
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具体的な法的規制はなされていない。また貸主などに対しての法的な規制や啓蒙活動

もほとんどなされていないのが現状である。

そのため入居拒絶に直面しても泣き寝入りのケースが多く、縁故を頼って入居でき

る住居を探すか、日本人の知人に名義貸しを受けるなどの手段を講じる例が多いもの

と推測される（以上、日弁連のカウンターレポート＊４より）。

なお、尼崎市在住の在日三世夫婦が、韓国籍を理由に民間賃貸住宅から入居を拒否

されたのは人種差別撤廃条約に違反するとして家主と不動産仲介業者を相手取り、慰

謝料などの支払いを求め、２００４年６月１８日、神戸地裁尼崎支部に提訴している。

�６ 施設・サービス

ア 入店拒否

宿泊施設や飲食店、カラオケ店、ディスコ等などの集客施設において「外国人お断

り」と掲げられ、入店を断られる事例が少なからず存在する。

静岡県浜松市在住のブラジル人が同市内の宝石店に入店したところ、経営者から出

身地を訪ねられ、答えたところ立入禁止を言われ、「外国人の入店をお断りします」

と書かれた張り紙を示され、さらに警察を呼ばれるなどして店を追い出された。静岡

地裁浜松支部は、宝石店経営者に１５０万円の慰謝料など支払いを命じた【→第２節２

�２判例�】。サービスを提供する側に「外国人客はトラブルのもと」という偏見が根
付いており、入店などを拒否することで予め排除しようという風潮があり、しかも行

政がこれを差別であるから止めるようにと強力に指導することもないのが現状である。

イ 温泉での入浴拒否

北海道小樽市において、一部民間入浴施設（３施設）が、１９９９年外国人の利用を拒

否した。施設側はこれは「浴室に飲食物をもちこむ、酔って騒ぐ、湯船に飛び込む」

などの日本人からの苦情に応じたものであるとの説明をしたが、このようなある一部

の利用客のマナーないし利用方法の問題を「外国人」という包括的な対象に対する拒

否に結びつけることは、人種差別行為に他ならない。札幌地裁・高裁は入浴施設に対

して原告１人につきそれぞれ１００万円（３人合計３００万円）の支払いを命じた【→第２

節２�２判例�】。
上記小樽の入浴拒否事件の原告である有道出人氏のホームページによれば、山梨県

甲府市の温泉においても常連客から「何の病気があるか分からないから外国人と一緒

に風呂に入りたくない。」として外国人入浴客を閉め出すよう求められた。経営者が

これを拒絶したところ、売り上げが３０％ほど低下し、回復まで数年を要したとのこと

である。その他にも、店舗前の和英看板にて入館拒否対象者として「不法滞在の外国

人の方（身分証明書をご提示下さい）」という掲示がなされている健康ランドの例な

どが報告されている。

ウ その他

住宅ローンにつき、住宅金融公庫の融資においては日本国籍であることは要件では

ないものの、「永住・特別永住許可を受けている」ことが要件となっている。民間銀

＊４ http : //www．nichibenren．or．jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/race/report―１st２nd/jfba―report/contents．html
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行の場合、ある都市銀行が永住資格のない外国人に対して永住資格がないことを理由

として住宅ローン融資を拒絶したことが不法行為に当たるかが争われ、裁判所は原告

の請求を棄却した【→第２節２�２判例�】。また、表向きは永住権の取得が要件とな
っていない場合でも、その後の審査の結果拒絶される場合がある。ローンを組む場合

や、クレジットカードを作る場合も、外国人であることによる困難が伴う。また、NTT

ドコモは２００１年４月から料金未収防止策として、永住権を持たない外国人が携帯電話

を契約する際、預託金３万円の支払いなどを求めている。

これらはいずれも永住資格のない外国人は債権の回収が困難になることを理由とし

ているが、永住資格のない外国人であるというだけで一律に債権回収が困難になる対

象と判断し、与信を拒絶するのは差別と言える。

この点、人種差別撤廃委員会は、国籍を理由として銀行からローンを拒否されたケー

スについて、人種差別撤廃条約２条の解釈として「国籍は、ある者のローンの返済意

思又は能力を調査するに際して最も適切な要件であるとはいえない。申請者の常居所

もしくはその雇用場所、財産の所在地又は家族の紐帯がみられる場所がより関連性の

ある事項であるといえよう」と判断している＊５。よって、外国人であることのみによ

って外国人を厳しく扱うことは不当であるというべきである。

＊５ 一般的意見１０（２条）
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第２節 差別に対する法規制の現状と課題

１ 国際人権諸条約

�１ 社会権規約２６条

法の前の平等の権利と、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な保護が

保障されることを定めている。

そして、規約人権委員会は、一般的意見において「ここにいう『差別』は人種差別撤

廃条約１条１項と同様、全ての人々が対等の立場で、全ての人権と自由を認識・享有・

享受・行使することを阻止し又は妨げる目的・効果を有するものを意味する」と解説し

ている＊６。

�２ 人種差別撤廃条約（あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約）【→資料⑧－５】

（International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

略称：ICERD）

あらゆる種類の人種差別を非難し、人種差別を撤廃する政策等をとること等人種差別

の撤廃と人種間の理解促進を目的としている条約であり、数ある国際人権条約の中でも、

子どもの権利条約・女性差別撤廃条約に次ぐ１６９ヵ国（２００４年７月現在）の締約国を持

っている。

ア 制定の経緯

本条約の制定は、女性差別撤廃条約の１９７９年や子どもの権利条約の１９８９年などより

もかなり早い１９６５年である。１９６０年頃、ヨーロッパを中心に反ユダヤ主義を煽るネオ・

ナチズム活動による事件が頻発したことや南アフリカにおいてアパルトヘイト政策が

とられていたこと等を背景に、１９６３年に国連総会で「人種差別撤廃宣言」が決議され

たが、こうした決議や宣言では法的拘束力を持たないことから本条約が起草され、１９６５

年の国連総会において全会一致で採択され、１９６９年に発効した。

日本は１９９５年に１４６番目の締約国として加入し、１９９６年１月１４日に発効した。

イ 条約の内容

本条約は前文と２５ヶ条からなるが、実質的な内容である第一部の実体規定は７ヶ条

であり、自由権規約や子どもの権利条約のような包括的な人権条約に比べてコンパク

トなものとなっている。

（ア） 実体規定

ａ）差別の定義（１条）

「人種差別」は、「人種、皮膚の色、世系又は民族的もしくは種族的出身に基

づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」と定義され、対象とする差別はきわめ

て広範囲に及んでいる。そして「人種・皮膚の色」といった生物学的特徴のみな

らず、「民族的（national＝民族又は国民）種族的（ethnic＝種族又は民族）出身」

が挙げられており、言語、文化・伝統を共通にし、あるいは過去又は現在の国籍

＊６ 一般的意見１８（２６条・法律の前の平等）１９８９年１１月９日採択第７項
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を共通にする集団の構成員に対する差別、さらには「世系（descent）」といった

さらに細かな社会的集団に属することに基づく差別も人種差別に包含させ、極め

て広い範囲の差別の根絶を目指している。

また差別の態様についても、「政治的、経済的、社会的、文化的またはその他

のすべての公的生活分野における人権および基本的自由の平等な立場における承

認・享有または行使」を妨げるものとあり、きわめて広範なものである。

ｂ）「人種差別」と国籍に基づく差別（１条２項・３項）

そもそも外国人差別は、外国人の国籍を理由とする差別だけでなく、むしろ、

その外国人が何人であるか、つまりその民族や種族を理由にする民族的差別又は

偏見である場合が多く、本条約の対象となるものである。

しかし、１条２項が「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設け

る区別・排除・制限または優先については、適用しない」と定め、また３項が「（特

定の民族に差別を設けていない限りは）国籍・市民権・帰化に関する法規に影響

を及ぼすと解してはならない」と定めていることから、外国人に対する差別すな

わち「国籍」に基づく差別が条約の対象とならないのではないかが問題とされて

きた。

しかし、一見国籍による区別のように見えても、実質的には人種、民族的、種

族的出身等に基づく差別とみなすべきものは２項の例外には当たらない。

また、外国人に対する差別が一般的に人種差別の範疇に含まれることは、条約

の実施過程や人種差別撤廃委員会の一般的意見の中で繰り返し確認されてきてい

る。例えば１９９３年には、外国人もしくは非市民に関する締約国の実施義務につい

て、一般的勧告を採択し、その中で「締約国は外国人に関する立法とその実施に

ついて十全に報告する義務を有する」とし、さらに「１条２項の規定は、他の人

権文書とりわけ世界人権宣言、自由権規約及び社会権規約によって承認され宣明

されている権利と自由を、いかなる方法においても損なうものと解釈されること

があってはならない」ことを確認している＊７。

よって、国籍を理由とする差別であっても、むしろ人種、民族的、種族的出身

等に基づく差別とみなすべきものは、「人種差別」にあたるものであり、１条２

項は外国人に対する差別的取り扱いを積極的に認めるものではなく、客観的具体

的理由に基づく合理的な場合にのみ、国籍の有無による取扱いの差違を設けるこ

とが許されると限定的に解されるものである。

この点、日本政府も同様に解している＊８。

ｃ）当事国の差別撤廃義務（２条）

本条は、各締約国が取るべき具体的行動について定めているが、国や自治体が

自らが人種差別的な公権力の行使を行わないことのみならず、私人間における人

種差別についても、「すべての適当な方法により禁止・終了させる」ことを定め

ている。

＊７ 一般的な性格を有する勧告１１（１９９３年Ａ／４８／１８「市民でない者に関する一般的な性格を有する勧告」）

＊８ 「人種差別撤廃条約 Q&A」【→資料⑧－６】Ｑ４の回答を参照。

第２節 差別に対する法規制の現状と課題

－ 382 －



そしてこの方策については「状況により必要とされるときは、立法を含む。」

とされており、締約国に立法措置を含むさまざまの措置を講ずるということを条

約上義務付けている。

さらに実質的平等を達成するために必要な特別措置、いわゆるアファーマティ

ブ・アクションを「状況により正当とされる場合」にとることが定められている

が、日本では現在まで行われていない。

ｄ）人種的優越主義に基づく差別および扇動の禁止（４条）と日本政府の留保

４条は、人種差別の宣伝・団体を非難し、扇動や行為を根絶するために迅速か

つ積極的な行為を取ることとし、具体的には人種的優越・憎悪思想の流布、人種

差別の扇動、人種差別にもとづく暴力行為及びその扇動、援助の提供や、これら

を目的とした団体の結成や加入を犯罪とみなし、処罰することを求めている。本

条約の制定経緯を考えれば、本条は条約の中心とも言える。

しかし日本政府は、この条文の一部に留保を付している。

すなわち、４条は上記のような行為を犯罪とするものであるから憲法２１条の表

現の自由と抵触する虞れがあることを理由に、４条の（a）（b）について、「日

本国憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触する

おそれがあるため、それらの権利と抵触しない限度において、これらの規定に基

づく義務を履行する。」という留保を付した上で本条約を批准したのである（な

お、アメリカ・スイスも日本と同様留保を付しており、英国・フランス等は解釈

宣言を行っている）。

確かに、ナチズムの苦い経験を持つドイツ等で民主主義を否定する主義主張の

言論や政党の活動には自由を与えないという、いわゆる「たたかう民主主義」の

立場がとられているのに対し、日本国憲法は一般にそのような立場をとらないと

解されており、人種差別を肯定・助長・扇動する言論活動であっても、言論活動

にとどまっているかぎり、直ちに処罰する立法を行なうことは、憲法２１条に抵触

する恐れがないわけではない。

しかし、報告者の私見によれば、本条も「世界人権宣言に具現された原則及び

次条（５条）が、明示的に定める諸権利に十分な考慮を払って」と目的達成と他

の基本的自由の保護に留意しており、かかる留保により具体的措置がとられず、

差別的表現や行動が野放しにされることは結局人種差別を助長し、本条約に反す

ることになりかねない。よって、留保が意図する「他の権利と抵触しない限度」

の義務履行の具体的内容を明らかにし、憲法と抵触しない範囲で差別撤廃のため

の立法措置をとられ、４条の趣旨が実現されるべきであると考える。

ｅ）無差別・法の下の平等（５条）

本条は、締約国が人種差別を禁止し平等な共有を保障すべき権利について、特

に重要なものを明示している。

すなわち、（a）裁判機関などにおける平等な取り扱い、（b）暴力に対する身

体の安全と保護及び（c）主要な政治的権利と（d）市民的権利並びに（e）経済

的、社会的及び文化的権利が保障されることと、そのうちでも重要な権利が列挙

されている。
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ここで掲げられている権利は、世界人権宣言及び国際人権規約が保障しており

例示的なものであるといえるが、これらがいずれも保障していない（f）「輸送機

関・ホテル・飲食店・喫茶店・劇場・公園など一般公衆の使用を目的とするあら

ゆる場所又はサービスを利用する権利」が保障されていることは、黒人その他有

色人種に対する欧米諸国における差別の実体を反映したものといえる。

本条は、各締約国において規定されている諸権利が存在しかつ認めているとい

うことを前提とし、その前提の上に政府はこれらの人権の享受を妨げるような人

種差別を禁止し撤廃する義務を負うこととしたものであり、列挙されている権利

について差別が行われていないか留意されるべきであろう。

ｆ）人種差別による権利侵害に対する救済（６条）

本条では人種差別に対し、裁判所及びその他の国家的機関を通じて適切な救済

措置を取ることを定め、この条約に反して人権と基本的自由を侵害する人種差別

行為に対し、実効的な保護と救済、差別の結果被ったあらゆる損害に対する正当

かつ完全な保障もしくは賠償を求める権利を保障している。

このように損害の救済につき補償又は賠償の請求権を保障しているものは諸条

約の中でもあまり見あたらず、本条約が差別された者の救済を強く求めているこ

とが窺われる。

ｇ）条約の目的・原則等の普及（７条）

条約は、上記のように法律を制定や処罰について定めるのみならず、「この条

約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野にお

いて、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。」（７条）と定めている。

すなわち、条約は既述のように人種差別が発生した場合の事後の対応を定める

が、そもそも人々の心に潜在する人種的偏見や差別意識を取り除かない限りは、

人種差別の根絶は達成できない。教育・文化・情報等の分野においてしかるべき

教育や情報の提供が行われ、人権尊重と差別に反対する根本的な考え方を形成す

ることこそが人種差別の根絶に対する真に有効な措置であり、条約の目的を達成

するためには、本条の定める教育等が履行されることが重要である。

そして日本においては、従来から「単一民族国家観」が支配的であり、これに

基づいて日本国内の民族的マイノリティの存在とその基本的権利を否定する同化

政策が行われてきたものであり、よって多民族多文化社会観に基づいた教育が迅

速に行われ、このような価値観が形成されることが「効果的な措置」であるとい

えるであろう。

また、権力を行使する法執行官に対する教育も重要とされ、その訓練が要請さ

れている。

（イ） 条約を守るための方策

まず国家報告制度（１１条）があり、締約国は２年毎に報告書を人種差別撤廃委員

会に提出し、委員会がそれを審議し条約の実施状況を監督し、「勧告」をする。

次に特別調停制度（１２条）があり、締約国間の紛争を調停委員会が調停にあたる。

さらに個人及び集団の通報制度（１４条）があり、人種差別によって権利を侵害され

た被害者であると主張する個人または団体が直接、人種差別撤廃委員会に事実を通
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報し、同委員会による審議によって解決を図る通報制度を設けている。

しかし、かかる通報による被害者の救済と履行確保は、条約の批准又は加入によ

る締約国の義務受諾とは別の意思表示（通報を受理し審議する人種差別撤廃委員会

の権限を認める宣言）を行う必要があり、これを認めた締約国の数は約２０カ国とま

だ少ない。日本はかかる宣言を行っておらず、本条にもとづく救済の申立ができな

いのが現状である。

ウ 日本政府は１９９９年、国家報告制度による第１回・第２回の定期報告を人種差別撤廃

委員会に提出した＊９。

これに対し、日弁連などのNGOがカウンターレポートを提出するなどして審理さ

れた結果、委員会は２００１年３月、日本政府への「最終見解」の勧告書において、日本

の差別について具体的な問題を指摘し、種々の懸念・勧告を表明している【→資料�
－７】。一例として

（ア） 条約の規定が国内裁判所によってほとんど援用されていないことを懸念（９

項）

（イ） 人種差別禁止立法が存在しないことを懸念し、特別法の制定を勧告（１０項）

（ウ） 人種差別が刑法で犯罪とされていないことを懸念し、人種差別を犯罪とするよ

う確保し、いかなる人種差別行為に対しても裁判所や他の国家機関を通じて効果的

な保護と救済措置を利用する機会を確保することを勧告（１２項）

（エ） 高い地位にある公務員による差別的な性格を有する発言や条約４条（c）の違

反として当局がとるべき行政上または法律上の措置がとられていないこと等を懸念

をもって留意するとし、事件の再発を防止するための適切な措置をとること、特に

公務員、法執行官および行政官に適切な訓練を行うよう要求（１３項）

（オ） 在日韓国・朝鮮人（主に子どもや児童・生徒）に対する暴力行為の報告と当局

の不十分な対応を懸念し、政府が防止・対抗措置をとるよう勧告（１４項）

など、日本の差別について具体的な問題を指摘している。

これに対し、日本政府は「最終見解に対する日本政府の意見」を２００１年７月に提

出し、最終見解に対する説明・反論等を行っている＊１０。

エ 国内的効力

条約には国内法的効力が認められているが、直接適用されるかについては争いがあ

る。日本政府はしばしば裁判などで条約の規定の直接適用可能性を否定するため、条

約の直接適用による差別行為に対する処罰、救済、撤廃措置は、不確実な状況にある。

裁判所は民法９０条・７０９条の解釈基準として用いる間接適用説を採っており、前述

の宝石店入店拒否事件・公衆浴場入浴拒否事件において本条約の実体規定を援用し、

私人である被告の損害賠償責任を認めたが、他方、地方公共団体の条例制定不作為、

業者に対する監督権限の不行使などについての責任追及などは悉く退けられている。

しかし、人種差別撤廃条約はすでに述べたように国や自治体に対し、人種差別の防止

＊９ http : //www．mofa．go．jp/mofaj/gaiko/jinshu／９９／index．html

ちなみに、これに対する日弁連のカウンターレポートは

http : //www．nichibenren．or．jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/race/report―１st２nd/jfba―report/contents．html

＊１０ http : //www．mofa．go．jp/mofaj/gaiko/jinshu/iken．html
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と撤廃という具体的かつ詳細な執行を義務づけた国際条約であり、国際法上締約国に

具体的な法的義務を課すものであることは明らかである。

日本のような人種差別問題について無自覚な社会において、条約の目的を効果的に

実現するためには国内法の制定が必要であって、第２条に基づく人種差別撤廃のため

の立法措置や第６条による救済措置、補償の規定などを定めた立法が人種差別の犠牲

者の保護と救済にとって必要不可欠である。

２ 国内法令と判例の現状と課題

�１ 日本における差別禁止法令

憲法１４条は差別を禁止し、労働基準法３条等、いくつか差別の禁止がうたわれている

法律もあるものの、現段階では何が差別か、及び差別行為に対する処罰、救済、撤廃義

務などを具体的に規定した法令は存在しない。

なお、神奈川県川崎市は、２０００年に制定した「川崎市住宅基本条例」において、高齢

者等と並んで正当な理由のない外国人への入居の機会の制約等を禁止する条項を定めて

いる。

�２ 判例の分析

従来、私生活・私的な取引の分野における外国人差別の違法性についての裁判例はあ

まり多くないが、１９９６年に人種差別撤廃条約が国内で発効して以降かかる条約に基づく

主張が多くなされるようになり、さらには原告が地方公共団体の責任を問うケースも増

えている。

ア 外国人に対する差別が問題となった判例概観

（各判例の出典については【→資料�－８】参照のこと）
結果・判断内容事案の概要相手裁判所

判決日
N
o

・解雇の無効確認
・民法709条で民族的差別に
よる精神的苦痛を評価し慰
謝料50万円

・在日韓国人
・国籍秘匿に対し採用内定
取消

雇用企業○横浜地裁
1974（昭49）
６月19日

解雇①

・憲法14条・民法90条に反し
ない

・団体に私的自治があり、外
国人の異質性から加入制限
規約は社会的許容範囲

・帰化した在日韓国人
・株主会員制ゴルフクラブ
の外国人の入会を制限す
る規約

ゴルフ場
会社

×東京地裁
1981（昭56）
９月９日

ゴル
フク
ラブ

②

・民法709条において、民族的
差別よる精神的苦痛を評価
し慰謝料150万円

・在日韓国人
・婚約後、民族的差別に起
因した迷いや躊躇から婚
約破棄

元婚約者
とその両
親

○大阪地裁
1983（昭58）
３月８日

婚約
破棄

③

・在日韓国人であることを理由
とした契約締結拒否は合理的
な理由がなく、契約準備段階

・在日韓国人
・マンションの賃貸借につ
き、手付金５万円を支払

家主不動
産仲介業
者

○大阪地裁
1993（平５）
６月18日

賃貸
借

④
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での信義則上の義務違反
・慰謝料20万円＋諸費用６万円

い入居申込後、外国籍を
理由に契約締結拒否

①憲法22条・社会権規約は作
為義務の根拠とならない

②宅建業法の「取引の公正」
は経済的公正の確保の趣旨
であり。国籍を理由とよる
入居拒否はこれにあたらな
い

・行政指導を行うかは行政庁
の自由裁量

①憲法・国際人権規約に基
づき指導監督・啓発活動
する義務

②宅建業法上の業者指導監
督権限により差別的入居
拒否を防止・除去すべき
義務の不行使

大阪府×

・憲法14条は私人間に直接適
用されず、民法１・90・709
等により適切な調整

・今日のゴルフクラブの社会
性から、入会の判断につい
ての裁量には一定の限界あ
り、日本国籍者であること
を課すことは憲法14条の規
定の趣旨に照らし違法・慰
謝料30万円

・在日韓国人
・日本国籍を有しないこと
を理由に法人会員への変
更申請を不承認

ゴルフ場
会社

○東京地裁
1995（平７）
３月23日

ゴル
フク
ラブ

⑤

・一律にすべての管理職への
任用（昇級）を認めないの
は憲法22条・14条１項違反

・慰謝料20万円

・在日韓国人職員に対し、
課長級への昇任に必要な
管理職選考の受験を認め
ず、受験申込書の受取り
拒否

・１審地裁では憲法22条・
14条１項義務違反なしと
して敗訴

東京都○東京高裁
1997（平９）
11月26日
（上告審中・
最高裁大法廷
回付）

昇級⑥

・人種差別撤廃条約の実体規
定が不法行為の要件の解釈
基準として作用する

・慰謝料100万円＋諸費50万円

・在住のブラジル人
・宝石店経営者が「外国人
入店お断り」なる張り紙
を示し、店から追い出す

宝石店経
営者

○静岡地裁浜松
支部
1999（平11）
10月12日

宝石
店入
店拒
否

⑦

・入管法上、永住資格がない
と不確定な地位なので、永
住資格の有無は基準として
客観的かつ明白で合理性あ
り

・日本人配偶者を有する米
国人・銀行が永住資格の
ないことを理由として住
宅ローン融資を拒絶

都市銀行×東京地裁
2001（平13）
11月12日
東京高裁
2002（平14）
８月29日

住宅
ロー
ン

⑧

・クラブの結社の自由を侵害
してまでも平等権を保護す
べき特別な場合といえず、
決議は民法90条に違反しな
い

・人種差別撤廃条約４条（a）
（b）を日本政府が留保し、結
社の自由は重視されている

・在日韓国人
・外国人会員に問題が生じ
S53年に「外国人の入会
を当分の間制限する」と
した理事会決議がなさ
れ、それに基づく入会拒
否・会員権の譲渡の承認
と慰謝料請求

ゴルフ
会社

×東京高裁
2002（平14）
１月23日
上告棄却
2002（平14）
７月18日

ゴル
フク
ラブ

⑨

・憲法14条１項・国際人権B
規約・人種差別撤廃条約は

・米国籍・独国籍・帰化者
・公衆浴場が外国人入浴者

浴場
経営者

○札幌地裁
2002（平14）
11月11日

公衆
浴場

⑩
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私法の諸規定の解釈基準
一律入浴拒否は不合理な差別
・慰謝料各100万円

のマナーが悪いことを理
由に外国人の入浴を一律
に拒否  

11月11日
札幌高裁
2004（平16）
９月16日

入浴
拒否

・憲法等により一義的に明確
に条約制定義務が認められ
る場合を除いて法的義務な
し

・可能な諸施策を取り、効果
もあったので不作為なし

・人種差別撤廃条約２条・
６条に基づき差別撤廃条
例制定義務違反

・入浴拒否を禁止・終了さ
せる措置を取る義務の不
作為による違反

小樽市×

 ・慰謝料等50万円・在住のインド国籍者
・不動産業者の従業員が問
い合わせ電話に対して
「肌の色は普通の色か」
「普通の色とは日本人の
肌のような色」と発言

不動産業
会社と従
業員

○さいたま地裁
2003（平15）
１月14日
東京高裁
2003（平15）
７月16日

入居⑪

・権限行使は知事の合理的裁量
・国から県に通達・指示なし
・不動産業者が本件のような
明白な人格的利益侵害行為
をすることは予想の範囲外

・事後注意喚起措置を実行よ
って権限不行使に違法なし

・宅建業法の指導監督権限
で人種差別禁止を周知徹
底する義務

埼玉県×

・国籍条項は、団体の目的及
び役割を達成するための資
格制限規定で合理性があ
る。オリンピックも国・地
域対抗制をとっていること
から、公正な対抗戦を目的
とした国際大会のために
も、合理的な理由を有する

・国体への参加資格に日本
国籍を要する要項細則の
国籍条項は外国人の平等
権を害するか

宮城県
譛日本体
育協会・
アイスホ
ッケー連
盟等

×仙台高裁
2003（平15）
７月25日
上告棄却
2004（平16）
６月11日

国体
参加

⑫

イ 裁判所の憲法１４条・国際条約に対する姿勢

「憲法１４条１項の趣旨は、特段の事情が認められない限り、外国人に対しても類推

されるべきもの」（最高裁１９６４（昭和３９）年１１月１８日大法廷判決）としているが、私

人間においては、直接適用も類推適用も認めず、その趣旨を民法その他の規定の解釈

の判断基準とする間接適用の手法が確立されている。

そして各種国際条約についても、私人間への直接適用は認めず、上記のような間接

適用の手法によっている。すなわち「国際人権規約の各規定が国内的効力を有する法

源として機能するのは、国ないし地方行政機関がその趣旨に沿った立法政策上の措置

をとるべきことを要請する面にとどまり、私人相互間に直接作用するものではない」

（判例�。但し人種差別撤廃条約批准前）、「国際人権B規約及び人種差別撤廃条約
は、国内法としての効力を有するとしても、その規定内容からして、憲法と同様に公

権力と個人との関係を規律し、国家の国際責任を規定するものであって、私人間相互

の関係を直接規律するものではない」（判例�）と判示する。
しかし、人種差別撤廃条約は憲法１４条１項とは異なり、明示的に私人間の人種差別

を禁止し、裁判所に賠償や救済を求める権利を保障しているのであるから、損害賠償
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請求権の根拠として、あえて私法の規定を経由する必要性は乏しいのではないかと考

えられる。

また、人種差別撤廃委員会が、２００４年に行った「非市民に対する差別」についての

一般的な性格を有する勧告３０＊１１において「人種、皮膚の色、出自、国籍または人種的

起源に基づいた差別をめぐる民事訴訟における立証責任は次のように調整すること。

即ち、いったん非市民者がそのような差別の犠牲者であると一応なりとも証明される

ならば、答弁者は行った差別的待遇に対する客観的且つ正当な理由を提供しなければ

ならない。」と述べ、民事訴訟における差別の救済を求めている点に留意されるべき

である。

ウ 公序良俗等違反の判断枠組みについての考察

私人間では、外国人に対して差別的な行為等が公序良俗（民法９０条等）に違反しな

いか、違法なものとして損害賠償（民法７０８条）の対象となるかが争われている。

以下、一例として、ゴルフクラブへの加入について３例（前掲判例���）の判決
について検討する＊１２。一連の判決において、私的団体であるゴルフクラブの結社の自

由と、外国人の加入を制限する内規や決議が憲法１４条の観点から民法９０条に反するの

ではないかが争われた。

（ア） 規範の問題について

まず、判例の規範を検討すると、消極例である二例においては、原則は団体の自

由裁量であり、極めて例外的な場合にのみ裁量は制限を受けるとしている。すなわ

ち判例�は「団体としてその者の加入を認めるか否かは、私的自治の原則が最も妥
当する領域の問題として、その自由な自主的裁量的判断によって決すべき…その決

定が、他面、個人の基本的な自由や平等に対する侵害となる場合でも、その態様、

程度からして社会的に許容しうる限度を超えない限り、公序良俗違反にはならない

（最高裁判決１９７３（昭和４８）年１２月１２日）」、判例�「新たな構成員としてどのよう
な条件で加入を認めるかについては、法律その他による特別の制限がない限り、原

則として自由にこれを決定することができ…（これが制限を受けるのは）結社の自

由を制限してまでも相手方の平等の権利を保護しなければならないほどに相手方の

平等の権利に対して重大な侵害がなされ、その侵害の態様・程度が憲法の諸規定に

照らして社会的に許容し得る限度を超えるような極めて例外的な場合に限られる」

とし、広範な裁量を認めている。

しかし、そもそも「外国人」というだけで一律排除するという扱いは原則的に人

種等による差別に当るものなのであり、人種差別撤廃条約の対象として撤廃される

べき差別である。よって「差別的扱いは原則違法であり、合理的な理由のある場合

に限って許される」という枠組みで判断されるべきであると考える。

（イ） 評価の問題

この点、判例�がゴルフクラブの公共性から裁量の限界を導き出し、国籍条件を
課すことに合理的理由がなく、在日韓国人である原告の申請を承認しなかったこと

＊１１ 人種差別撤廃委員会・一般的勧告３０「非市民に対する差別についての一般的勧告」２４項【→資料⑨－１０】

＊１２ 村上正直「人種差別撤廃条約における私的人種差別の規制」国際人権第１４号

判例�につき山本敬三教授の評釈（判例時報１７９４号・判例評論５２５号）
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は憲法１４条の規定の趣旨に照らし社会的に許容し得る範囲を超え違法と判断したの

に対し、上記消極例��は、抽象的に外国人の異質性、日本人との意思疎通の困難
性などを強調して、加入制限は許容範囲内と結論づけた。

その判断内容は、例えば「国籍を異にする自然人同士がときに利害の複雑に絡み

合った、相対立する立場を有する場合もあり得ることは否定できない。…個人の私

生活の場面を見ても、人は国籍によって帰属する国の歴史・政治・経済・文化・社

会・宗教・民族等に関する理解や考え方、利害状況等と全く無縁であるとはいえず、

実際的にみても、生活様式・行動様式・風俗習慣・思考方法などに関し、外国人は

しばしば日本人と異なる個性が認められることも否定できない。…ときに日本人と

の意思の疎通や信頼関係の形成・発展に微妙な影響を生ずる場面があることも否定

できない」（判例�）などと当該申請者の当否を一切考慮せず「外国人」として一
括りにする抽象的なものとなっている。

しかし、私見によれば少なくとも一律排除する扱いは不当な差別であるといわざ

るをえず、これら消極例の判断は是認し難いと考える。なぜなら差別は上述のよう

に合理的な理由がない限りは許されるべきではなく、その合理性の判断にあたって

は、差別的取扱の目的に合理性があるか、効果が目的達成のために必要最小限度で

あり、それを超えて必要以上の差別的な扱いとなっていないかが吟味されなければ

ならないと考える。

そしてゴルフクラブが基本的には親睦団体という性質を持つとしても、日本人を

メンバーとすることを目的とすることが当然の前提となっている性質の団体ではな

く、また過去に外国人メンバーによるトラブルがあっても、日本人メンバーの間で

もトラブルは起こりうるのであって、トラブルが外国人に必定のものとはいえない。

また、外国籍の者の中にも日本で生まれ育ち日本人と差異のない者もいることを考

えれば判例が重要視する外国人の異質性はあてはまらない。よって、「外国人メン

バーによるトラブル防止」という目的自体にまずもって合理性を認めがたいと考え

る。

そしてその効果についても、「外国人」という形式的事由ゆえの入会拒否はすな

わち「人種」「民族的出身」等に基づく「排除」であり、まさしく条約が禁じてい

る「人種差別」に他ならない。そして、かかる形式的な排除は、当該申請者に過去

にトラブルがあったかなどの個別事情による審査による検討を経ることなく、その

ようなトラブルを起こす虞のない外国人まで一律排除するものであり、目的達成の

ために必要以上の排除効果をもたらしていることは明らかである。

（ウ） 小括

判例�はいみじくも「このような一律的な（排除）規定を定めると、個別具体的
な場合に、時として、日本人と言語、情緒等精神活動面で十分意思疎通をはかり得

る者をも会から排除することとなり、そのために硬直に過ぎて妥当性を欠く結果を

招く場合もなくはないと考えられるが、しかし、それにしてもなお、カントリーク

ラブの私的な閉鎖的社交団体性をもって、社会的に許容される限界を超える定めを

しているものとは断じ難い」と述べ、自らの結論によって問題のない外国人に対す

る差別が行われる場合がありうることを自白している。
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しかし、人種差別撤廃条約において裁判所は差別からの救済機関としての責務を

負うものであるから（６条）、このような差別を生む可能性のある結論を是認すべ

きではない。「いかなる人種差別も許されるべきではない」との価値判断が立法そ

の他において明示され、裁判所が差別を許さない姿勢で裁判に臨むべきことが明ら

かにされるべきであると考える。

エ 人種差別損害賠償訴訟

人種差別撤廃条約発効後、この条約を根拠に私人間の人種差別行為の責任を問う、

いわゆる「人種差別損害賠償請求訴訟」が少なからず提訴されてきた（前掲判例��
��等）＊１３。

これらの訴訟においては、人種差別撤廃条約が、私法の諸規定とりわけ不法行為の

解釈にあたって基準となるということが承認または前提とされている。

すなわち、判例�において裁判所は「人種差別撤廃条約は憲法優位の下、わが国に
おいての国内法としての効力を有する…本件のような個人に対する不法行為に基づく

損害賠償請求の場合には、右条約の実体規定が不法行為の要件の解釈基準として作用

する」と差別撤廃条約について明示し、「被告らが原告をブラジル人と知っただけで

追い出しを図った行為は、その考え方において外国人をそれだけで異質なものとして

邪険に扱うところであり、その方法についても（外国人お断り等）見せてはいけない

張り紙を示して原告の感情を害したうえ、警察官を呼び込むような行為は、あたかも

原告をして犯罪予備軍的に取り扱うものとして妥当性を欠く」として、原告の請求１５０

万円を全面的に認めた。

また判例�においては、「私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具
体的に侵害され、又はそのおそれがあり、かつそれが社会的に許容しうる限度を超え

ていると評価されるときは、私的自治に対する一般的規定である民法の諸規定等によ

り、私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人

の利益を保護すべきである。そして、憲法１４条１項、国際人権B規約及び人種差別

撤廃条約は、前記のような私法の諸規定の解釈にあたって基準の一つとなりうる」と

し、「本件入浴拒否は、…入り口には外国人の入浴を拒否する旨の張り紙が掲示され

ていたことからして、国籍による区別のようにも見えるが、外見上国籍の区別ができ

ない場合もあることや、…入浴拒否においては日本国籍を取得した原告○が拒否され

ていることからすれば、実質的には人種・皮膚の色・世系又は民族的もしくは種族的

出身による区別・制限であると認められ、憲法１４条１項・国際人権B規約２６条、人

種差別撤廃条約の趣旨に照らし、私人間においても撤廃されるべき人種差別にあた

る」とし、「公衆浴場の公共性に照らすと、…その実行が容易でない場合があるから

といって安易にすべての外国人の利用を一律に拒否するのは明らかに合理性を欠く。

本件入浴拒否は、不合理な差別であって、社会的に許容しうる程度を越え、違法であ

って不法行為にあたる」として、各原告にそれぞれ１００万円の慰謝料を認めた。

オ 地方自治体の監督責任

そしてさらに、私人間の損害賠償のみならず、地方公共団体等の責任が追求される

＊１３ 東澤靖「人種差別損害賠償請求訴訟の到達点と課題」（自由と正義２００３年１０月号）

第８章 外国人・民族的少数者に対する差別の現状と課題

－ 391 －



ケースが増えている。

人種差別撤廃条約発効前の前掲判例�においても、地方公共団体に対して業者の監
督権限不行使に基づく国家賠償請求がなされた。その根拠として�憲法・国際人権規
約違反として宅建業者に対して指導監督し、業者以外の一般家主に対しては啓蒙・啓

発活動をすべき義務の懈怠、�宅建業法上知事に免許制度による監督権限があること
から、知事は業者に対して必要な指示や指導等の行政処分をする監督権限及び義務が

あり、かかる権限を行使して、差別的入居拒否を防止・排除すべきであったのに作為

義務に違反し権限行使をしなかったことによる責任が主張された。しかし裁判所は、

�については、憲法や国際人権規約は「個別的な実体私法の各条項を通じて間接的に
適用され、あるいは法律制定の一般的指針を基準を示すものであるから、直接個々の

国民に対する具体的な作為義務を規定したものではなく」知事の監督権限の根拠規定

とならないとし、さらに�についても、宅建業法の目的である「取引の公正の確保」
とは宅地建物取引における経済的公正の確保の趣旨であって、国籍を理由とする取引

拒否は「取引の公正」を害する行為といえず、権限行使の根拠事実がないとし、さら

に行政指導については行政庁の自由裁量であるから法的義務はないと判示し、地方自

治体の責任を認めなかった。

さらに人種差別撤廃条約発効後の前掲判例�では、原告は「人種差別撤廃条約２条・
６条に基づき、地方自治体は条例制定などの差別防止義務を負い、さらに差別を終了

させるために適当な措置を取る義務を負うから、その不作為についての賠償する責任

を負う」と主張した。これに対して札幌地裁は、条約２条については「地方公共団体

である小樽市が国と同様に差別を禁止し終了させる義務を負うものとしても、それは

政治的責務にとどまり、個々の市民との間で条例を制定することによって具体的な人

種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではない」とし、

また条約６条についても「主には裁判手続等による救済方法を確保するという手続き

的保証に関する規定であり、賠償又は救済を求めうる実体要件について具体的に言及

するものではないから、これにより条例の制定を義務づけられることはない」と判示

し、条例を制定しなかったことは違法と評価できないと判断した。また、差別を終了

させるための具体的な措置の不作為については、「差別撤廃条例の制定以外に本件入

浴拒否のような人種差別措置を禁止して終了させるために地方公共団体が取りうる施

策は被告の裁量に委ねられている。したがって、被告が上記のような施策を取らなか

ったとしても、その不作為は原則として違法ではなく、例外的に被告において外国人

一律入浴拒否に対し有効な施策を容易にとることができ、市民から見ても被告がその

施策を取ることを期待するのが相当であるのに、これを怠った場合に限って違法とな

るものと解するのが相当」として広範な裁量権を認め、市の責任を否定した。

また、前掲判例�においては、原告が「県が宅建業者に差別を行わないように努力
するよう示した指針を今回の差別発言の直前まで発表せず、またその内容も抽象的な

ものにとどまるから、県は人種差別を周知させこれを効果的に防止する義務を怠っ

た」と主張したのに対して、裁判所は、権限の行使は知事の合理的裁量に委ねられて

おり、国から人種差別撤廃条約と民間の住宅・住居について正式な通達・指示などを

受けたこともなく、また本件発生後業界の研修会において周知徹底を図り、さらには
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今回のように明白な人権侵害行為を業者が行うことは県には予想外のことであるから、

県には具体的な防止措置をとる義務があるとはいえないとして、権限不行使は違法で

はないと判断した。

このように判例は地方自治体に広範な裁量が認め、明白に不当といえる場合でなけ

ればその責任を問えないとしている。

しかしながら、人種差別撤廃条約上、国・自治体が実現すべき目的は人種差別事象

の廃絶であって、それ自体はまさに一義的なものといいうる。このように目的が明確

である場合には、そのための手段に幅があるといっても、その幅を逸脱していれば裁

量権の範囲外であり、違法との評価を下しうる余地があるのではないか。

すなわち、国・自治体はいかなる手段で差別の廃絶を実現するか、という点での裁

量権を有するにとどまり、およそ何もしない、という選択肢を有しているわけではな

い。さまざまの手段を検討中であるとか、よもやと思われるような差別事象が発生し

たといった、作為義務の具体的履行に至らなかったことにそれなりの理由がある場合

には、結果として不作為にとどまったとしても、違法な不作為とまでは言い難い場合

もありうる。（「合理的期間」・最高裁大法廷判決１９７６（昭和５１）年４月１４日参照）。

しかしながら、例えば前掲判例�において、入浴拒否事件発生を受けて被告市は関
係者による会議の開催やビラ配布などを行ったとのことであるが、なお本件被告との

関係では有効な手だてを講ずることが出来ず、浴場名の公表や罰則を伴うところの、

入浴差別を禁止する条例を新たに制定するといった、より有効と考えられる施策も存

在したにもかかわらず、そこまでの手段を尽くす姿勢をみせなかったというように被

告市が条例制定等の更なる措置をとる意図を一定期間およそ有しなかったのであれば、

上記の「合理的期間」がすでに徒過したものとして不作為の違法（条約違反）を認め

る余地があると思われる＊１４。なお、人種差別撤廃委員会の前述「非市民に対する差別」

についての一般的勧告３０において「非市民による人種差別の申し立てに徹底的な調査

を保証すること。」と勧告されている＊１５ことにも留意されるべきである。

以上より、少なくとも人種差別撤廃条約が批准された以上は、国・地方自治体が差

別問題を認識した場合は、速やかに調査を開始しその是正のために必要な措置を取る

義務を負うものであって、裁判中でそのような措置が問題となった場合には、取りう

る手段を誠実に遂行しているのかが厳しく審査されるべきであり、漫然と広範な裁量

を認めることは厳に慎まれるべきである。

カ 立法による明確化の必要性

以上のように、現状においては、憲法１４条や人種差別撤廃条約は民法などの判断要

素の一つとはなりえても、それ自体で差別行為を判断する根拠とはなりえていない。

これでは個々の裁判官が条約をどのように解釈し考慮するかに左右されかねない危険

を孕んでいる。

よって、人種差別に対する訴訟上の救済をより確実なものとし、かつそれによって

私人間の人種差別の防止を図るためには、人種差別行為が禁止されることが明示され、

＊１４ 棟居快行教授の前掲判例�の控訴審における「人種差別撤廃条約の国内法的効力と自治体の作為義務」意見書
＊１５ 人種差別撤廃委員会・一般的な性格を有する勧告３０「非市民に対する差別についての一般的な性格を有する勧告」

２３項【→資料⑨－１０】
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人種差別行為は不法行為に該当し損害賠償の対象となることを確認し、さらには国や

地方自治体に差別を防止・終了するための方策を取らなければならないことを定めた

立法が定められることが望ましいであろう。

３ 国連・反人種差別モデル国内立法と各国の差別禁止法

�１ 反人種差別モデル国内立法

【→資料�－１０】
２０００年２月１９日、国連人権高等弁務官事務所（UNHCHR）は、「反人種差別モデル国

内立法」（model national legistration against racial discrimination）を公表した。この

反人種差別モデル国内立法は、「国連・人種主義と闘う第２期１０年のための行動計画」

の一環として準備されたものであり、各国で反人種差別法を立法する際の基礎・ガイド

ラインを掲示するためのものであり、各国で活用されることが期待されている。差別禁

止法のない日本においても、立法化において参考にするべきものである。

＜＜概要＞＞

第�部 定義

第�部 一般原則と措置

A一般原則

B制裁（penalty）と補償（compensation）

C申立手続き

D反人種差別国内当局

第�部 刑罰と制裁

A言論・表現の自由の行使として犯される人種差別犯罪

B暴力行為と人種暴力の煽動（incitement）

C人種主義団体と活動

D公務員が犯す人種差別行為

E場面別人種差別行為

１．雇用における人種差別行為

２．教育における人種差別行為

３．住居に関する人種差別行為

４．商品、施設およびサービスの提供における人種差別行為

Fその他の人種差別行為

G被害者の保護と司法の妨害

＜＜主な内容＞＞

ア 人種差別の定義

反人種差別モデル法（以下、「モデル法」という）は、まず、人種差別の定義につ

いて、次のように規定する。

第２条 この法律において、人種差別とは、人種、皮膚の色、門地または国籍もしく

はエスニック的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限、優先または不作為であって、

国際法上認められた人権及びおよび基本的自由を承認し、平等にこれを享受しまたは

行使することを、直接または間接に、妨げまたは害する目的または効果を有するもの
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をいう。

イ 一般原則―人種差別の位置づけ

モデル法は、人種差別は、犯罪であると位置づけている（４条）。

また、すべての人間は、人種差別に対抗し平等の保護を受ける法律上の権利を有す

る、とする（５条）。そして、この権利には、人種差別に対する効果的な救済への権

利、ならびに人種差別の結果として被ったあらゆる損害に対する公正かつ適正な賠償

その他の満足（satisfaction）を求める権利が含まれる（５条）。

これに対し、国家は人種差別に反対する政策と措置をとるものとされる（６条・７

条）。

ウ 制裁と補償

人種差別の犠牲者は、被ったすべての損害について、公正かつ適正な賠償（repara-

tion）その他の満足を受ける権利をもつ（９条）。その場合の賠償とは、弁償（restitu-

tion）および／または補償をいう（１１条）。弁償や補償は、a人種差別による危害や損

失に対する支払、b出費の返済、サービス提供または権利の回復、c人種差別犯罪の

犠牲者に対する不利な影響を除去しまたは軽減する措置、d発行部数の多い新聞等に

おける人種差別行為者負担による司法的決定の公表や人種差別を受けた者の回答権の

確保、の形でなされる（１１条）。前述のように、人種差別は犯罪とされるが、刑罰手

段として、a禁固、b罰金、c公職に選出される権利の停止、d異なる人種集団間の

良好な関係を促進するための社会サービスを挙げる（１０条）。

エ 申立て手続

個人や集団、人種差別行為以前に存在した法人で、人種差別と闘う目的を持つもの

は、人種差別の苦情を申立てることができる（１３条）。苦情申立ては、司法機関に提

起されるか、またはその他の国内的救済手続に付託される（１４条）。

オ 反人種差別国内当局

人種差別に反対する独立した国内委員会を設置する（１７条）。この委員会は、人種

的・地理的代表を確保する方法で任命された専門家で構成され（１７・１８条）、人種差

別に関するあらゆる事柄を検討し、決定する権限を有する（１９条）。委員会の機能と

して、aモデル法の実施を検討し、審査すること、b私的および公的団体に勧告的意

見を与え、これら団体によるモデル法の実施や人種差別撤廃のための措置を支援する

こと、cモデル法実施のための行動綱領の準備、d立法機関への提言、g苦情申立の

処理、j訴訟の提起等がある（２０条）。

カ 刑罰と制裁

（ア） 言論の自由の行使として犯される人種差別犯罪

言論の自由の行使として犯される人種差別犯罪では、人種差別または憎悪を生じ

させ、あるいは生じさせる企てと合理的に解釈される言葉または言動によって、個

人や集団を脅かし、侮辱し、あざけるなどの侵害行為、または、個人や集団に対す

るこうした行為の煽動は、犯罪とされる（２３条）とし、いわゆる人種的憎悪・煽動

の犯罪性を認めている。また、人種的な理由での名誉毀損も犯罪とされる（２５条）。

この結果、表現および言論の自由ならびに平和的集会および結社の自由は制限され

る（２２条）。
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（イ） 暴力行為と人種暴力の煽動

人種を理由とする個人もしくは集団に対する暴力、暴力行為の煽動は、犯罪とさ

れる（２９条）。

（ウ） 人種主義団体と活動

人種差別を促し、煽動し、宣伝しまたは組織する団体は、違法と宣言され、禁止

され（３０条）、このような団体を組織すること（３１条）ならびに、故意に参加する

こと、支援することは、犯罪とされる（３４条・３５条）。

（エ） 公務員が犯す人種差別犯罪

公務員等が、人種を理由として、個人または集団が権利、特権または便宜を享受

するのを否定することは、犯罪である、としている（３６条）。

（オ） 場面別人種差別犯罪

雇用、教育、住居、商品、施設およびサービス提供、の分野での人種差別を列挙

し、これを犯罪とする（３７条～４２条）。

�２ 各国の差別禁止法検討の視点

諸外国では、どのような形で差別禁止を法的に整備しているのだろうか。

以下の点にできるだけ留意しながら、検討する。

視点

� 差別禁止事由・差別禁止分野の特定と法実施主体

� 被差別者救済のシステム

� 反差別的行為（差別禁止事由と差別禁止分野に反する行為）を行った者には、

いかなる制裁が加えられるのか

�３ イギリスの差別禁止法

ア はじめに

英国では、第２次世界大戦後生じた移民に対する差別の解消を目指して、「人種関

係法（Race relations act）」により人種や民族的出自（ethnic origin）などを理由と

する差別は違法とされる。特にこの法律の実施機関である「人種平等委員会（Com-

mission for Racial Equality）」は、具体的に発生する差別の犠牲者を救済するだけで

なく、差別の防止に必要な措置と啓発・教育など幅広い機能と権限を有しており、国

連が人権擁護と差別撤廃に必要な国内機関の設置に向けて検討を続け、確認してきた

原則と基準にも対応するものである。

イ 人種関係法の内容

人種関係法は、１９６５年に制定された。その後、１９６８年、１９７６年【→資料�－１３】、
２０００年に改正が行われ、差別禁止のためが時代と共に徹底され、現在に至っている。

（ア） 差別の定義（１条）

（ａ） 人種的背景により、ある者を他の人々に比べ、より不利に扱う場合

（ｂ） ある者に、その者と異なる人種グループの人々と同様に適用する、若しくは

適用するであろう要求または条件を適用したが、�その条件を満たすある者と同
じ人種グループの人々の割合が、その条件を満たす他の人種グループの人々の割
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合に比べ、かなり少ない場合、�その条件が適用される者の皮膚の色、人種、国
籍及び民族的若しくは国民的出身にかかわりないという正当性を示しえない場合、

�その条件を満たせないことを理由に、その者を損なっている場合
この（ｂ）により、直接差別（direct discrimination）だけでなく間接的差別（indi-

rect discrimination）も違法差別とされた。この間接差別の具体例とは、人種平等

委員会によれば、ある企業が従業員募集に際し、「２０年以上英国に居住した者」を

応募条件とすることにより、まだ１０年または１５年しか居住歴のないカリブ海出身者

やアジア人を排除することは法律が禁止する人種差別になるというものである。

さらに、報復的差別を禁止している（２条）。すなわち、法律の規定に基づいて

差別を訴えたり、差別に関する証拠または情報を提供するなど、差別の撤廃に協力

したことを理由に行う不利な処遇も差別とみなしている。

（イ） 差別禁止事由

人種差別禁止事由として、皮膚の色、人種、国籍（nationality）若しくは民族的

または国民的出身（ethnic or national origin）が挙げられている。ただし、宗教は

排除されている。

（ウ） 差別が禁止される分野

差別禁止分野は、教育、雇用、住宅、財産の取引を含む、物品、役務及び便宜の

供与、また同法が指定する様々な組織のサービス（事務所、会社、組合、教育機関・

施設など）にまで拡大された（４条～１６条）。

さらに、２０００年改正で、全公的機関に人種差別撤廃が義務づけられた。また、全

ての公的機関の取引相手に対する契約要件として、人種差別除去が実行されている

ことが盛り込まれた。

これについては、別項をとって説明する。

（エ） 全公的機関の差別撤廃義務

公的機関は、関連機関や組織と共に人種平等政策のための協議を行い、政策実施

後の効果や影響に対するモニターを実施しなければならないとされた。また、全て

の公務員は、仕事、昇進および訓練におけるエスニックに関するモニターに応じな

ければならない。教育機関は人種平等方針を文書で著し、エスニック・マイノリテ

ィの習熟度を引き上げる義務と責任を有することとなった。

公的機関が差別撤廃義務を遵守しているか監視する権限を有するのは、人種関係

委員会（CRE）である。公的機関を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こす権

利は、個人には保障されていない。その点が問題であるといわれている。

（オ） 人種的憎悪の煽動

１９７６年改正法により、人種的憎悪の扇動を犯罪（offence）とし、処罰すること

を定めている。すなわち、「いかなる人種集団に対するものであれ、脅迫し侮辱す

る書物を出版しまたは配布すること、または、公の場所または公の会合において、

脅迫し侮辱する言葉を用いることにより、憎悪が扇動された場合は、犯罪を犯した

ものとみなし、即決裁判により有罪と認められた者に対して、６か月以下の懲役ま

たは４００ポンド以下の罰金に処せられ、公訴により有罪となった者は、２年以下の

懲役または罰金、もしくは両方の刑に処せられる。」との規定である。
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（カ） 人種平等委員会（CRE）

１９７６年改正法により、それまであった人種関係委員会に代わって、人種平等委員

会（CRE）が設立され、同委員会の機能強化が行われた。その結果、差別に対す

る公式調査権（formal investigation、４８条）、証人の出席・記録の提出・証拠の提

供それぞれに対する命令権（５０条）、差別禁止通告権（Non―discrimination Notices）、

個人救済支援のための裁量権などがCREに付与され、さらには弁護士斡旋や訴訟

費用の扶助も可能となった（６６条）。

前述した２０００年改正によって、公的機関へ差別撤廃義務が科された。それに伴い

CREの権限も強化された。

すなわち、人種平等促進に関する公的機関への強制権、人種平等政策実施コード

の策定権が付与された（７１条D）。その結果、ある公的機関が義務規定を遵守して

いないとCREがみなした場合、CREは、同機関への勧告を通して、人種差別除去

を強制できるようになった。しかし、同機関が通告内容を遵守しない場合は、通告

から３か月後にCREは、裁判所に遵守命令を出すよう要請することができる。ま

た、人種平等政策のコード策定の権利が付与されたことにより、それまでは努力義

務であった、各公的機関による行動計画策定への同コードへの取り込みが義務化さ

れた。つまり、同コードにのっとった人種平等政策の行動計画が作成されなければ

ならなくなったのである。

（キ） 差別救済手続のプロセス

人種差別法の下で、違法差別を受けた者は、その差別に対する救済の申し立てを

監視機関に行うことができる。その手続を概略すると、以下のとおりである。

CREは、エスニック・マイノリティの集住地区や差別問題が頻発する地区など

必要と思われる地域に、地方調停委員会を設置する。この地方調停委員会が、差別

を受けた者からの訴えを受理し、当事者間の説得と調停を通して、差別行為中止の

保障を確保する。調停が不調に終わった場合、地方調停委員会はその旨をCREに

報告しなければならない。報告を受けたCREは、差別行為が繰り返して行われて

おり、かつ継続するであろうとみなした場合には、その旨を法務総裁（Attorney

General）に報告する。人種差別行為の禁止命令を求める民事訴訟は法務総裁によ

って提起される。差別行為が連続して行われ、かつ、裁判所の禁止命令によってし

かその差別行為が中止されないと判断される場合、裁判所は差別行為の停止等の禁

止命令を出す。前述した人種的憎悪を扇動する言動は、犯罪として刑事罰が科せら

れるが、この訴訟提起は法務総裁だけができる。＊１６

�４ オーストラリアの差別禁止法

ア オーストラリアは移民を多数受け入れてきた。この移民に対する差別の問題がある。

また、先住民族（アボリジニおよびトレス海峡諸島民）に対する差別等の問題は、現

＊１６ 以上、イギリスにつき、山田澄子「イギリス人権関係政策の現状と枠組み―Introduction to the Race Relations Pol-

icy inＵ．Ｋ」（比較社会文化研究第１３号・九州大学大学院比較社会文化学府）、金東勲「英国の人種関係法と人種平等委

員会」（マイノリティ研究会（代表・武者小路公秀）編「各国の人権擁護制度」所収）、石田玲子「イギリス・人種関係

法の制定―差別撤廃への挑戦―」（部落解放研究所編「世界はいま―諸外国の差別撤廃法と日本」所収）
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人種差別法により禁止される差別行為と、事由（オーストラリア）

禁止される差別分野禁止される差別事由法律

１）職場
２）公共のビルや場所へ入ること
３）土地や住居などの居住
４）商品・サービスの販売・提供
５）労働組合への参加
６）人種憎悪発言

１）人種
２）皮膚の色
３）出自
４）民族的起源
５）種族的起源

人種差別法
（1975年）

在も根強く残っているとされる。

オーストラリアは、連邦国家で、差別撤廃については、各州に反差別法と独立人権

機関（反差別委員会、機会均等委員会など）がある。また、連邦政府も、１９７５年に批

准した人種差別撤廃条約の義務を果たすため、人種差別法（１９７５年）、性差別禁止法

（１９８４年）、障害差別法（１９９２年）、人権委員会法などを制定し、差別を禁止するとと

もに、これらは、政策提言、世論喚起、差別事件の救済などを目的とした独立機関で

ある人権委員会および機会均等委員会によって実施されている。

イ 差別禁止事由

人種差別法（９～１８）は、人種の違い、皮膚の色、社会的な出自や出身国（national

origin）、民族的な出自（ethnic origin）などを理由とする差別を禁止している。イギ

リス同様、宗教が差別事由に挙げられていない。

ウ 差別が禁止される分野

職場・雇用、市民が立ち入ることができる施設（レストランなど市民がアクセスで

きるはずの場所を含む）、土地や住居などの販売・賃貸、商品・サービスの販売・提

供、労働組合への参加、教育などで合理的な理由なく不利となるような扱いを行った

場合に、法律違反の差別とされる。人種差別法は、それぞれについて例外も細かく規

定している。例えば、雇用差別は、職住一体の小規模な事業所については除外されて

いる。雇用と私的な生活の分野が明確に区別できないからである。

エ 人種憎悪表現の禁止

人種差別法では、人種憎悪表現を公共の場で行うことを禁止している。これは、人

種差別撤廃条約４条に基づく規定で、言論の自由に抵触するというおそれから、当初

は人種差別法に規定されなかった。しかし、人権委員会、法改正委員会、「アボリジ

ニの拘禁中の死亡に関する王立調査委員会」などの独立機関の調査の結果、人種差別

的な表現や暴力が看過できないものであると考えられるようになった。このため、１９９５

年に法改正が行われ、人種憎悪表現も人種差別の禁止として禁止された。人種憎悪禁

止規定の対象となるのは「人種、皮膚の色、国もしくは民族的出自」に基づき個人も

しくは集団を「攻撃、侮辱、辱め、脅迫」するような公共の場での表現である（１８b

―１８f）。ただし、芸術的な活動、学問的な出版物・討議、公共の利益に関わる事柄に

ついての公平・正確な報告、個人の真摯な信念を公式な形式で表現したもの、などで

誠実に表現されたものは除かれる。また、公共の場ではないプライベートな場で行わ

れた個人的な会話なども対象外である。このような規制が表現の自由を侵害するので
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はないかという疑問に対して、人権委員会は次のような考え方を表明している。それ

は、表現の自由は、中傷を受けずに生きる権利の侵害を認めるものではなく、すでに

名誉毀損などによって制限されているが、これは具体的に中傷を受けた特定の個人し

か守ることができないため、人種憎悪の規制が必要となる、というものである。

オ 差別救済のプロセス―人権委員会による救済

差別禁止規定に反する違法行為は、当然に犯罪（offence）を構成するわけではな

い。人種差別行為が、実際に行われた場合、被害者の救済にあたる組織が、人権委員

会である。人権委員会の人種差別に関する権限は、人種差別法（Racial Discrimination

Act）に定められている。

委員会は、人権侵害の被害者の申し立てを受けて、差別事件の調停が行われる（調

停前置主義）。調停の申立にあたって、委員会は、書面による照会、証人の聞き取り、

現場検証などの調査を開始する。また、委員会は、文書提出・証人出頭命令権限を持

っている。調査に基づき、事実関係の確認や相互の認識の食い違いを明らかにしてい

くが、このやり取りは、全て申立者・被申立者に開示される。調査の過程で解決がみ

られない場合、非公開の調停会議（conciliation conference）が開催される。これら

の手続は全て無料で行われる。調停が成立した場合には、文書でその結果が確認され

る。この文書は、契約の一種であり、もし履行されない場合は、裁判を通じて実施を

求めることができる。調停が不調に終わった場合、申立人には裁判所に訴えることが

できるが、人権委員会自体が被差別者のために提訴することはできない。事件が特に

重要な場合には、委員会は「法廷の友」という制度を通じて、裁判で発言することが

できる。

カ 人権委員会のその他の活動

人権委員会は、個別の差別事件の救済にあたるだけではなく、差別の予防のための

教育活動、政府への政策提言活動、裁判所での証言による司法への貢献などを行って

いる。

また、人権委員会は、広く市民の意識を喚起する活動も行っている。人種差別につ

いては「事実に直面しよう（Face the Fact）」という題名の基本資料を作成、先住民

族や移民、難民についての市民への情報提供のほか、メディア向けに人種憎悪規定に

ついての解説書（人種憎悪表現についてのガイド）を策定している。＊１７

�５ カナダの差別禁止法

ア カナダ人権法

カナダは、地方分権制の極めて強い連邦国家である。カナダでは、連邦及び各州と

もども立法権を持っている。

１９６０年代から国内人権システムが構築されはじめ、１９６０年には連邦で人権章典が制

＊１７ 以上、オーストラリアにつき、安田伸之「オーストラリア人権委員会の紛争処理手続：人種差別事件を中心に」（名

古屋大学大学院国際開発研究科、国際開発研究フォーラム１９９９年３月号所収）、川村暁雄「オーストラリア人権及び機

会均等委員会と人種差別」（アジア・太平洋人権情報センター編集・発行「人権保障の新たな展望・国内人権機関の機

能」所収）、山崎公士「国内人権システムの整備と差別禁止法」（反差別国際運動日本委員会「日本にも必要！差別禁止

法」所収）
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カナダ人権法で禁止される差別事由と差別行為

禁止される差別行為禁止される差別事由

１）物品・サービスの供与・施設利用・宿泊
２）店舗・住居の占有の拒否
３）雇用・求人差別
４）労働組合がその構成員に対して行う差別
的扱

５）差別事由に基づいて雇用機会を奪うよう
な政策・慣行の実施または協定の締結

６）不平等賃金
７）差別的言辞
８）憎悪の表明
９）嫌がらせ

１）人種                    
２）肌の色
３）出身地（国）・民族
４）宗教
５）年齢
６）性別（妊娠・出産に基づく差別を含む）
７）婚姻の有無
８）家族関係（子どもの有無など）
９）心身障害（アルコール依存・約物依存を含
む）

10）赦免された犯罪歴
11）性的指向

定され、各州でも同様の人権章典等が成立し、この課程で１９６２年から１９７７年にかけて

各州に人権委員会が設置された。特に人種差別禁止のみを目的とした立法はないが、

特筆すべきは、１９７７年に制定された、広範な差別禁止規定と連邦人権委員会の設置を

内容とするカナダ人権法である。さらに、１９８２年には、「権利と自由に関するカナダ

憲章」を含む１９８２年憲法が成立した。その後もカナダ人権法は改正され、次第に差別

禁止事由・行為の幅を広げつつある。

１９７７年カナダ人権法で差別事由と差別行為にあたるものは、下記表のとおりである。

それにあたらない行為は、差別とはみなされず、人権委員会の救済も及ばないという。

イ 差別禁止事由と差別が禁止される分野は、下記表のとおりである。

例えば、雇用段階においては、カナダにおける様々の人権立法は、労務契約過程及

び雇用契約の全過程の双方で差別を禁止することで一致している。例えば、「すべて

の者は、人種、家系、出身地、カラー、民族的出身、市民権、信条、性別、年齢、犯

罪記録、結婚上の身分、家族的身分、あるいは身体障害を理由とする差別なしに、雇

用に関して平等な取扱いを受ける権利を持つ。」（Ontario 法典４条１項）などがそれ

である。

ウ 差別救済のプロセス―人権委員会と人権審判所【→資料�－１４】
こうして法定された差別禁止規定は、カナダ人権委員会によって、運用・実施され

る。差別事案が人権委員会での調停により解決されない場合には、人権審判所という

準司法機関に付託される。人権審判所における審判の結果、差別行為が認定された場

合、同審判所は差別行為者に対し、以下のような救済措置を命じることができる。こ

の命令は連邦裁判所の命令と同等の法的拘束力を持ち、これに従わない者に対しては

法定侮辱罪として、制裁金を科すことができる。

（�） 差別行為の停止
（�） 差別行為や不公正な行為をただすための計画やプログラムの策定
（�） 差別行為によって侵害された権利等の回復
（�） 逸失賃金・逸失利益等の補償
（�） 肉体的・精神的苦痛に対する２万カナダ・ドル（約１７０万円）以下の損害賠償
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（�） 故意または過失に基づく差別行為に対する２万カナダ・ドル以下の付加的賠償
（�） 憎悪の表明（ヘイト・メッセージ）に対する１万カナダ・ドル以下の罰金
このように、カナダ人権法は、差別行為の救済と行為者への制裁として、� 差別

行為の行政的事後規制、� 差別行為者への人権研修の義務づけ、� 差別行為者へ

の損害賠償命令、� 差別行為者への罰金という手法を用意している。＊１８

�６ フランスの差別禁止法

ア 人種差別禁止法

フランスは、１９７１年１１月１０日、人種差別撤廃条約を批准し、後にみるように、１９７２

年に新たに人種差別禁止法を制定し、その後、何度か改正して現在に至っている。

１９７２年人種差別禁止法の正式の名称は、「人種差別に対する闘いに関する１９７２年７

月１日法７２－５４６号」といい、「出版の自由に関する１８８１年７月２９日法」、「刑法」、「刑

事訴訟法」、「戦闘集団および私的軍隊に関する１９３６年１月１０日法」をそれぞれ改正す

ることによって、様々な形態の人種差別を禁止しようとするものである。

イ 差別禁止事由

１９９２年７月２２日に改正された人種差別禁止法では、刑法の一部を改正したが、その

中で、差別とは「出身・性別・続柄・健康状態・身障状態・習俗・政治的意見・組合

活動および特定の民族・国籍・人種・宗教への所属・非所属を理由とする区別のすべ

ては差別を構成する」と規定している（２２５条）。

ウ 差別が禁止される分野

人種差別禁止法が制定される以前は、出版物による人種差別的名誉毀損・侮辱のみ

が刑事罰によって規制の対象とされていた（マルシャンドーのデクレ）。人種差別禁

止法制定以降は、同法により、差別が禁止される分野が広がった。その後、同法が改

正され、人種を理由とした入居、宿泊拒否、レストランなどでの入店拒否などといっ

た財務や役務提供における人種差別、人種を理由とした採用の拒否、解雇、条件付き

解雇等雇用における人種差別も規制の対象とされるようになった。１９７７年の改正によ

って、経済活動における人種差別も処罰の対象となっている。

エ 差別的表現行為・結社に対する規制

（ア） 差別・憎悪・暴力の「煽動」を行った者は、処罰される。すなわち、「公の場

所もしくは集会においてなされた演説、怒号もしくは強迫により、あるいは、一般

に販売もしくは配布された、または、公の場所もしくは集会において販売もしくは

展示される、文書、印刷物、図画、版画、絵画、標章、マークもしくはその他のす

べての文書・言論・想像の支えとなるものにより、あるいは、公衆にふれるプラカー

ドもしくは掲示」を用いて、「人または人の集団に対し、その出身または特定の種

族、民族、人種もしくは宗教への所属または非所属を理由に」差別・憎悪・暴力の

「煽動」を行った者は、１か月以上１年以下の禁固および２，０００フラン以上３０万フ

ラン以下の罰金の双方またはいずれかが科され処罰される（１条・２条）。

＊１８ 以上、カナダにつき、前掲・山崎「国内人権システムの整備と差別禁止法」、松林和夫「カナダにおける人種差別

禁止立法―雇用差別を中心として―」（岡山大学法学界雑誌）
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（イ） 上記（ア）の場合と同じような方法・理由でなされる、人種差別的「名誉毀損」

は処罰される。この場合、刑罰は、１か月以上１年以下の禁固および３００フラン以

上３０万フラン以下の罰金の双方またはいずれかである（第３条）。

（ウ）３３条２項は「私人に対して同一の方法でなされた侮辱は、これに煽動が先行し

なかった場合、５日以上２か月以下の禁固および１５０フラン以上６万フラン以下の

罰金の双方またはいずれかに処せられる」としている。また、同条３項は、人種差

別的侮辱が「人または人の集団に対して」行われた場合には、禁固刑の最高は６か

月、罰金の最高は１５万フランとされた。

（エ）１９７２年の人種差別法改正により、「戦闘集団および私的軍隊に関する１９３６年１

月１０日法」が改正（第１条に、第６号を追加）され、人種差別的結社に対する解散

命令を認めた。

すなわち、「人または人の集団に対し、その出身または特定の種族、民族、人種

もしくは宗教への所属または非所属を理由に、差別、憎悪または暴力を煽動するか、

あるいは、この差別、憎悪または暴力を正当化または助長する傾向のある理念また

は理論を宣伝した」結社・団体は、閣議によって大統領デクレによって解散を命じ

られることになった。その後の改正（１９９２年）により、現在は、解散だけでなく、

閉鎖、没収、司法監視などの措置も可能となった。

オ 差別行為へのサンクション及び差別救済のためのプロセス

（ア） 刑事罰

フランスの人種差別法による差別行為に対するサンクションとして、極めて特徴

的なことは、上記差別的表現行為結社に対する規制でも触れたが、刑法の改正によ

って規制していることである。すなわち、刑事罰による規制である。これは、表現

行為のみならず、財及び役務の提供における人種差別、雇用における人種差別の場

合も同様である。すなわち、これら人種差別行為を行った者は、禁固２年および

２００，０００フランの罰金の双方またはいずれかに処せられる。また、「公権力の受託者

または公的役務執行の委任を受けた市民」が、人種差別に基づき、個人や結社・団

体（またはその構成員）に対して、これらが請求する権利の享有を故意に拒否した

場合、３年以下の禁固および３００，０００フランの罰金の双方またはいずれかに処せら

れる。

（イ） 民事訴訟

また、差別された者は、裁判所に対し、民事訴訟を提起し、損害賠償請求できる。

フランスでは、付帯私訴が認められており、被差別者は、刑事訴訟に要した費用の

償還請求のほか、収奪された物の返還請求および損害賠償請求を、公訴と同時に、

同一裁判所に、あるいはまた、民事裁判所に提起しうる。フランスの人種差別法で

は、この付帯私訴原告適格を被差別者だけでなく、「行為のあった日に少なくとも

５年以上正規に登録された結社で、人種差別と闘うことをその定款により目的とす

るものはすべて」人種差別罪（公務員による人種差別・財および役務の提供におけ

る人種差別・雇用における人種差別）についての付帯私訴原告適格を有するものと

している。換言すれば、公訴権の発動に関して結社にも民事当事者としての権利行

使の権限を認めているということである。１９８５年には、さらに結社の付帯私訴原告
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適格が広げられ、人種差別的暴力に基づく犯罪についても認められた。

（ウ） 公民権停止

差別禁止法に反したとして有罪判決を受けた者に、裁判所は最高５年までの公民

権（被選挙権および陪審、公務就任）停止を命じることができる。ただし、出版社、

ジャーナリストについては適用を除外している。

（エ） 反論権

出版文書の差別表現については、結社・団体にかぎり新聞または定期刊行物上で

の反論権を認めている。

カ 人権擁護体制

一言でいえば、フランスでは、差別禁止を直接の目的とした特別の組織はない。強

いて言えば、首相直属の機関で、人権問題につき首相を補佐する国家人権諮問委員会

（１９８６年１２月３１日設置）くらいであろうか。国家人権諮問委員会は、首相に対する人

種差別および排外主義に関する年次報告書を提出するものの、人種差別禁止を直接の

目的としていない。むしろ、フランスにおいて、人種差別禁止、撤廃の中心的役割を

担ってきたのは、MRAP（反人種主義・人民間友好のための運動・１９４９年設立）や LI-

CRA（反人種主義・反ユダヤ主義国際連盟）などの人権擁護団体である。＊１９

�７ ドイツの差別禁止法

ア ドイツには、差別禁止法は、存在しない。唯一、ドイツ刑法には、後述のとおり、

差別行為の一部を犯罪としてその処罰を定めた規定が存するのみある。これらの規定

は、必ずしも人種差別撤廃条約（１９６５年）を受けて制定されているものではない。し

かし、ドイツ（当時は西ドイツ）は、同条約の批准にあたって、同条約４条（人種的

優越主義に基づく差別及び煽動の禁止）について全く留保も解釈宣言も行っていない

こと、および同条約批准国として、人種差別撤廃委員会が総会に対して行った報告及

び報告書では、とくに上記２ヶ条の規定で、一応、条約４条の履行を果たしているも

のとされていることがうかがえる＊２０。

イ ２ヶ条の規定は以下のとおりである。

刑法

第１３０条（民衆煽動罪）

公の平穏を害するのに適した方法で、他人の人間的尊厳を

�住民の一部に対する憎悪を挑発すること、�これに対する暴力的措置もしくは恣意
的措置を煽動することまたは、�これを中傷し、悪意で侮蔑し、もしくは不実の誹謗を
することによって侵害した者は、３月以上５年以下の自由刑に処する。

第１３１条（暴力賛美および人種的憎悪挑発の罪）

�１人間に対する暴力的行動を、残虐なもしくはその他非人道的な態様で描写し、これ
によってそのような暴力的行為を賛美しもしくはそれを軽微な行動にすぎないとみなす

＊１９ 以上、フランスにつき、林瑞恵「フランスの反人種差別法」（法律時報１９７９年２月号）、同「フランスの人権状況と

人権擁護体制」（前掲「各国の人権擁護制度」所収）、市原靖久「フランスの１９７２年人種差別禁止法」（前掲・部落解放

研究所編「世界はいま…」所収）

＊２０ 部落解放研究所人権部会「人種差別撤廃条約―第４条・７条の実施に関する研究報告―（仮訳）」５０頁以下参照。

第２節 差別に対する法規制の現状と課題

－ 404 －



ことを表現する文書、または人種的憎悪を挑発する文書につき、以下の行為を行った者

は、１年以下の自由刑または罰金刑に処する。

１ 頒布し、

２ 公然と陳列し、掲示し、展示し、もしくはその他の方法で普及させ、

３ １８歳未満の者に、提供し、譲渡し、もしくはその他の方法で普及させ、または、

４ その文書もしくはそこから得られた部分を第１号から第３号までの意味において使

用するために、もしくは他人がそのように使用するのを可能にするために、作成し、

入手し、供給し、保管し、提供し、広告し、宣伝し、または本法の場所的適用領内へ

の輸入もしくは同領域外への輸出を企てること。

�２第１項にあげられた内容の作品を、放送にによって流布した者も、前項と同じであ
る。

�３第１項及び第２項の規定は、その行為が、時事または歴史上の事件に関する報道の
ために行われたときは、これを適用しない。

�４第１項第３号の規定は、その者に対する監護の権限を有する者が行なったときは、
これを適用しない。

ウ 民衆煽動罪（刑法１３０条）について

（ア） 本条は、１９６０年６月３０日の刑法一部改正により、それ以前からあった「民衆の

諸階級に対し相互の暴力的行為を公然と煽動する」ことを罰する規定を改正して規

定された。その背景には、１９５９年から６０年にかけてヨーロッパ各地に拡がった「反

ユダヤの波」があった。西ドイツにおいても、当時、ユダヤ人協会に対する襲撃や

ナチス犠牲者の記念碑に対する汚辱が相次ぎ、とくに１９５９年のクリスマスにはケル

ン市において大規模な騒動が発生した。このような背景の下で本条の改正が行われ

た。

（イ） 本条の適用に際して、最も争いのある要件は、「住民の一部」という要件であ

る。本条の改正にあたり、当初の政府草案は、憎悪煽動の対象を「国民的、人種的、

宗教的なグループ、または民族性によって規定されたグループ」と規定していた。

ところが、このような表現では、ユダヤ人の保護を特別に意図したように受け取ら

れ、「憎むべき特権（privilegium odiosum）」として逆に作用する危険があるとさ

れ、「住民の一部」という一般的表現に改められたとされている。

住民の一部には、「国民的、人種的、宗教的なグループ、または民族性によって

規定されたグループ」を超えて、「政治的、経済的、社会的グループ」も文言上は

含まれうる。しかし、それによって政治、経済、社会の諸問題に関する自由な討論

が制約されることになるならば、それは民主主義に根幹を揺るがせることにもなり

かねない。この点に関連して、「外国人労働者」が問題となった事件がある。

事件の内容は、１９６８年８月、大言壮語癖のある被告人が、飲食店内で店内にいた

スペイン人の外国人労働者に対し、いやがらせをしたうえ「自分はナチスだ。ヒト

ラーの時代ならスペイン人の外国人労働者を皆ガスで殺しただろうに」などと言っ

た上、店主に追い出されるにあたって「ハイル・ヒトラー」と叫んだというもので

ある。裁判は、第１審有罪、第２審無罪、ツェレ上級裁判所は、本条の「住民の一

部」には、旧規定の「諸階級」と異なり、外国人労働者も含まれるとし、第２審が、
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狭い限られた範囲内でしかも相当な飲酒のもとに行われたので、「公の平穏を害す

るのに適した方法」とはいえないとして無罪とした点につき、むしろ一般的な法的

平穏あるいは法秩序の保護のもとにあるという住民の平穏感情に対して遠因的な危

険を生じさせれば十分であるとして、第２審無罪判決を破棄した。

これに対しては、確かに煽動の対象を拡大したため、「住民の一部」には外国人

労働者も含まれるが、この拡大とのバランスをとるために行為自体は強度なものに

制限されるべきであり、単なる名誉侵害や人格的諸権利に対する不相当な取扱いま

たは侵害だけでは不十分であるとする主張がある。この考え方によれば、本条第１

号の「住民の一部に対する憎悪の挑発」も、住民の一部に対する単なる軽視や拒否

的態度では足りず、切迫した形での敵対を煽動するものでなければならないとされ

る。このような観点からは、飲食店が外国人労働者の入場を拒否しただけの場合、

外国人に対する偏見、差別を助長するきっかけにはなるが、憎悪の煽動とまではい

えないとする。

エ 人種的憎悪挑発の罪（１３１条）

（ア） 本条は、１９７３年１１月２３日の刑法改正により新設された。暴力的行為の賛美と人

種的憎悪の挑発は、性質を異にする別種の犯罪であるが、手段を共通にすることか

ら１ヶ条に収められたものである。

（イ） 「人種的憎悪の挑発」は、１３０条とは異なり「人種」を保護の対象としている。

したがって、それが国内の住民の一部とはいえない場合にも対象となる点、および

「挑発」が公の平穏を害するのに適した方法で行われることを要しない点に注意を

要する。

連邦裁判所の決定によれば、「人種的憎悪」とは、他の人間に対し、その人物を

評価することなしに、単にその者が一定の人種に属しているということのみを理由

として憎悪の感情を持つことをいう。この場合、「人種」は、厳密な生物学的・人

類学的な意味での人種を指すのではなく、むしろ人種イデオロギーの意味における

人種を指す。これは、大まかな人類学上の人種の差、とくに身体的な共通要素を元

に、人種の生物学的な差異が、その相対的な優越性または劣等性つまり異なる位階

の原因となるという考え方である。ユダヤ人に対する感情的な強度の敵対心を作り

出すことを目的として行われたユダヤ人憎悪の煽動は、その典型である。例えば、

実際に問題となった事件を挙げると、ヒトラーの下でのガス室及びユダヤ民族抹殺

は実際に行われたものではなく、シオニズムに由来する嘘であり、その嘘を利用し

ているのはイスラエルであるとし、「６００万人虐殺の嘘」「残酷な作り話」といった

表現を用いた小冊子が問題となった事案がある。この事件では、１３１条だけでなく、

１３０条の成立も肯定された。

（ウ） 第１項１号の頒布などの行為は、人種的憎悪挑発のためだけでなく、同時にそ

れが芸術作品としての性格をも有するときには（稀有ではあろうが）、人間的尊厳

と芸術の自由との衝突が問題となる。＊２１

＊２１ 以上、ドイツにつき、浅田和茂「西ドイツ刑法の差別行為処罰規定」（前掲・部落解放研究所編「世界はいま…」

所収）
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�８ スウェーデンの差別禁止法

ア 人種差別禁止法

第二次世界大戦後、スウェーデンにおいては、移民が著しく増大した。１９７５年及び

７６年、スウェーデン議会は、移民政策に対する基本目標を定めた法律を制定した。そ

の目標とは、�平等（移民に対して、労働市場及び社会保障の一般的枠組みの中で、
スウェーデン国民と平等の権利と機会を保障する。）、�選択の自由（移民に個性と私
生活を尊重し、共存のための基本的枠組みの中で、スウェーデン国民と平等の権利と

機会を保障する。）、�共存（すべての民族主義的団体が相互に調和して共存し、それ
ぞれの出自に対する尊厳と寛容を享受させる。）であった。

移民に対する差別の禁止については、憲法が民族差別立法を禁止しているほか（政

体法第２章第１５条「いかなる法律、政令、その他が、人種、皮膚の色、出身民族に基

づく差別を内容とすることは許されない」）、民族差別を禁止する様々な法律がある。

イ 差別禁止事由及び差別の定義

１９９４年４月に公布され、７月より実施されている人種差別禁止法【→資料�－１５】
によれば、「人種差別とは、人種、肌の色、国籍または民族的出身若しくは宗教を理

由にして、個人又は特定のグループを他の人と異なった方法で不公平な取扱いをする

ことをいう。」（第１条）と規定している。

ウ 刑事罰

民族差別に対しては、刑法上、刑罰規定を設けている（第１６章第８条「人種、皮膚

の色、国籍、出身、信教をもとに特定の社会集団あるいは個人についての発言を行っ

たり、脅迫したり、侮辱した者に対しては、最高２年の服役、ないしは罰金の刑を科

す」、同章第９条「レストラン、商店経営者が、人種、皮膚の色、国籍、出身、信教

を理由に差別したときには、罰金あるいは最高６か月の服役の刑を科す」）。当初は、

少数民族に反対する扇動だけが処罰の対象であったが、人種差別撤廃条約批准（１９７１

年）後、民間及び行政分野における民族差別をも犯罪として処罰する規定が設けられ

た。この規定は、労働を除く、小・中学校、医療及び住宅の分野に適用されている。

１９８６年移民政策法が制定され、移民に対する違法な差別に対する罰則が、６か月以下

から１年以下に加重された。

エ 損害賠償

労働の分野では、刑事法でなく、労働立法として、職場における移民差別を解消す

るための特別の立法がなされている。この法律では、差別に対する労働者の立証責任

を緩和する反面、差別に対する制裁は刑罰ではなく、賠償責任とされた。

人種差別禁止法によれば、「使用者は、雇用に際し、求職者の人種、肌の色、国籍

または出身部族または宗教上の理由から、求職者を無視することによって、求職者を

不当に差別する取扱いをしてはならない。」と定める（第８条）。そして、「使用者は、

被用者の人種、肌の色、国籍または出身部族もしくは宗教上の理由によって次のこと

を行ってはならない。」とし、「� 不当な雇用条件または労働条件を課すること、�
明らかに被用者にとって不当な方法をもって、仕事の指図、割り当てを行うこと、

� 首、解雇または帰郷、その他それに類する行為を行うこと」と禁止事項を列挙し
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ている（第９条）。求職者が以上の規定に反して、使用者から差別待遇を受けた場合、

求職者は使用者に対して損害賠償を求めることができる（第１３条）。

オ 差別救済のためのシステム

（ア） 人種差別禁止オンブズマン

１９８６年７月１日、民族差別解消法に基づき、労働生活、その他の社会生活におい

て、人種差別が行われないようを監視するため人種差別禁止オンブズマン（ombud-

man mot etnisk diskiminering 略称 DO）が設置された（２条）。さらに、１９９９年

３月１日からは、人種差別禁止法を受けて、同内容の人種差別防止オンブズマンに

関する法律が施行されている【→資料�－１７】。
オンブズマンは、勧告その他の方法をもって、差別を受けている者がその権利を

回復するために必要な援助をしなければならない（人種差別禁止法３条）。オンブ

ズマンは、行政機関、企業、団体と協議して、また同時に世論の喚起、インフォメー

ションその他の方法をもって人種差別が行われないよう指導的役割を果たすことを

義務づけられている（同３条）。

とりわけ、オンブズマンは、求職者に対する人種差別が行われないよう努めなけ

れなければならず（同４条）、求職者が不当な取扱いを受けた場合、オンブズマン

は労働裁判所に訴えることができる（同１７条）。オンブズマンから要請があった場

合、使用者は、求職者または被用者との関係に関する会議に参加し、オンブズマン

業務の執行に関して必要な資料を提出しなければならない（同６条）。使用者が、

オンブズマンの要請に従わなかった場合、オンブズマンは違反者に対して制裁金を

賦課することができる。オンブズマンの制裁決定に異議がある者は、後述する人種

差別抑止委員会に対して異議の申し立てを行うことができる（同７条）。

（イ） 人権差別抑止委員会

このオンブズマンを支えるために、３人の委員からなる人種差別抑止委員会が設

置されている（同５条）。

委員会の委員長は法律専門家で、かつ裁判官経験のある者から選任される。この

委員会は、オンブズマンが課した制裁に対する不服申立てを審査し、重要な問題に

ついて、オンブズマンに助言し、政府に対して法令の改正、人種差別を抑止するた

めに必要な施策を提案する権限を有する（同５条）。＊２２

�９ アメリカ合衆国の差別禁止法

ア アメリカ合衆国憲法

１７８８年制定のアメリカ合衆国憲法は、当初は、平等規定を持っていなかった。平等

に関する条項が追加されたのは、南北戦争後の憲法改正によってである。すなわち、

１８６５年の修正１３条第１節で奴隷制度を廃止し、１８７０年の修正１５条は、人種、体色、過

去における奴隷状態にもとづく、投票権における差別を禁止した。続いて、１８６８年の

＊２２ 以上のスウェーデンの参考文献として、平松毅「スウェーデンにおける人権擁護とオンブズマン」（前掲・マイノ

リティ研究会編集「各国の人権擁護制度」所収）、竹崎孜「外国籍とスウェーデンの法制度」（部落解放研究所「世界は

いま―諸外国の差別撤廃法と日本」所収）
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修正１４条では、「合衆国において出生し、または帰化し、その管轄権に服するすべて

の人は、合衆国およびその居住する州の市民である」として黒人も市民であることを

明示し、「いかなる州といえども…その管轄内にある何人に対しても法律の平等なる

保護を拒むことはできない」と平等原則を定めた。併せて、連邦議会に本条施行のた

めの法律制定権が認められた。なお、本条の対象は「州の行為」（State Action）で

なければならず、単なる私人の行為には本条の適用はない。連邦政府の行為に対して

は、修正５条を媒介として修正１４条の適用があるというのが確立された判例である。

イ 公民権法

連邦レベルでは、憲法制定後、上記修正１３・１４・１５条を実効化あらしめようと公民

権法（Civil Rights Act）が、次々と立法化された。その中でも、特筆すべきは、１９６４

年公民権法である。１９６４年公民権法は、黒人の平等な政治参加にとどまらず、人種分

離の禁止という社会システム全体を変える措置を含んでいた。さらに、職業の平等と

いう産業社会秩序の根本的是正をも対象とし、のちの投票権保障やアファーマティ

ブ・アクション施策へと進んでいく原動力となった。

ウ 差別禁止事由

１９６４年公民権法第７編（雇用）によれば、差別禁止事項（「セクション７０３」と呼ば

れる）として、人種、体色、宗教、性、出身国を挙げる。

住宅、教育分野においても、上記差別禁止事由が挙げられるのが一般である。

エ 差別が禁止される分野と規制の内容等

差別が規制される分野は、後述するように、雇用、住宅、教育、生活一般にまで及

んでおり、非常に広範であるのが、アメリカ合衆国の特徴の一つである。以下、それ

ぞれの分野につき、差別規制の内容とそれを実施するための制度、被差別者の救済方

法等につき述べる。

（ア） 雇用面における差別禁止政策

（ａ） 差別の禁止

使用者が、前述した差別禁止事項（セクション７０３）を理由として、雇用、解

雇、報酬、期間、条件、特典に関して人を差別することは禁止される。これら差

別の禁止は、使用者だけでなく、職業紹介機関（上記事由を理由する雇用の斡旋、

拒否等の禁止）、労働団体（上記事由を理由とする組合からの排除、雇用機会の

制限等の禁止）にも向けられている。

（ｂ） 雇用機会均等委員会

差別禁止の実効性を確保するために「雇用機会均等委員会（Equal Employment

Opportunity Commission=EEOC）」が創設されている。EEOCは、上院の同意

をえて大統領が任命する５人の委員会からなり、その任期は５年である。

（ｃ） 違法な労働慣行に対する救済

本編に反する労働慣行が存在する場合には、差別を受けた当事者またはEEOC

の委員の一人が書面でEEOCに提訴する（１９７２年雇用機会均等法によって、当

該差別的取り扱いによって影響を受ける地位にある者も提訴できることになった。

これにより、被差別組織などが提訴可能となった。）。提訴があった場合、EEOC

は、その写しを使用者（職業紹介機関・労働団体）に付与し、それにつき調査す
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る。その際、EEOCは、証人喚問および資料収集をすることができる。そして、

その結果、違法な労働慣行の存在が確認されたときには、和解・懇談・説得など

の非公式手続で除去を図る。これらの手続は、原則的に非公開である。

非公式の手続で解決できないときは、EEOCは提訴人にその旨を通知する。

その場合、差別を受けた当事者またはEEOCの一員は、連邦裁判所に民事訴訟

を提起できる（１９７２年雇用機会均等法により、EEOC自体が民事訴訟を提起で

きることになった）。裁判所は、意図的な差別が存在すると認めたときには、そ

の行為を禁止し、バック・ペイ、雇用回復、雇用命令などのアファーマティブ・

アクションを命じる。

違法な労働慣行に対する刑事罰は用意されていないが、巨額のバック・ペイな

どを命じられる結果になれば、企業にとっては、痛手となるので、違法な雇用慣

行に対する抑制として機能している。

（イ） 住宅に関する人権擁護政策

住宅に関して、人種差別禁止等人権擁護政策に関わる法律として、連邦レベルで

は、連邦公正住宅法（FFHA）とセクション１９８２の２つの法律がある。

FFHAは、原則として連邦政府の建てた住宅や連邦政府から援助を受けている

住宅を対象に、人種、皮膚の色、宗教、性別、出身地を理由にした、住宅の売買、

賃貸しに関する差別の禁止、及び金融機関が住宅ローンの提供にあたり前述の理由

で差別することの禁止を規定している。FFHAが適用される住宅差別については、

住宅都市開発局（SHUD）により行政上の救済措置がなされる上に、裁判所に提訴

することもできる。

セクション１９８２は、住宅や土地の売買・賃貸などに関し、白人と同じ権利をすべ

ての市民に保障しており、人種と皮膚の色に関する差別を禁止している。セクショ

ン１９８２が適用される住宅差別には裁判所に訴えることができるが、FFHAと異な

り、行政上の救済措置はない。

州法レベルでは、カリフォルニア州が、公正雇用住宅法（FEHA）とアンルー公

民権法（Unruh Civil Right Act）によって、差別を規制している。前者において

は、住宅・アパートの売買・賃貸に関して、住宅・アパートの所有者のみならず管

理人や不動産業者などの人種等差別行為をも禁止している。後者では、ビジネス施

設（ホテルだけではなくほぼ全ての住居施設）における差別行為を禁止している。

これらの法律では、被害者はDFEH・通常裁判所に提訴できる。救済措置は、

原状回復、慰謝料、懲罰金等がある。

（ウ） 教育における人権擁護（差別禁止）政策

１９６４年公民権法第４編、１９７２年改訂教育法第９編などの法律により、公教育にお

ける人種・体色・宗教・出身国による学生・教職員への差別は禁止される。対象は、

公立機関のみではなく、連邦政府の資金を受けている全ての公的機関を対象にして

いる。

教育委員会によって、差別されているとの親の署名ある書面による告訴状、また

は大学入学・在学が拒否されているとの親の署名ある書面による告訴状を司法長官

が受け取った場合、その告訴に理由があると司法長官が認め、訴訟を本人が提起で
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きず、しかもその訴訟が秩序ある差別解消に役立つと認められるとき、司法長官は

教育委員会に通知し是正を求めた上で、なおかつ是正がなされない場合には差別撤

廃のための訴訟を連邦地裁に提訴できる。

州レベルの法律では、カリフォルニア州のように、人種、宗教、信条、性別を理

由に看護学校への奨学金の供与などにおいて差別を禁止したり（Business and Pro-

fessionals Code）、学生や教職員への性差別（セクハラを含む）の禁止、特定の人

種、皮膚の色、信条、出身地、祖先、性別、職業の人々にネガティブな影響を与え

るような内容を含んだ教材を教育委員会が採用することの禁止、そして奨学金を差

別的に供与することを禁止している（Education Code）。

（エ） 生活一般における人権政策

カリフォルニア州では、ラルフ（Ralph）公民権法により、憎悪犯罪（Hate Crime）

が禁止されている。それによれば、人種、皮膚の色、宗教、祖先、出身地に基づく

暴力や破壊行為を禁止しており、それに反する行為については、司法長官や地検検

事が提訴できる。また、同州刑法では、人種、膚の色、宗教、国籍、出身地を理由

にした意図的な殺人は、死刑または無期懲役とされる（１９０条２項）などの規定が

設けられている。

さらに、カリフォルニア州では、アンルー公民権法によって、レストランや商店

などの事業体がサービスの提供に関して差別することを禁じている。この法律のも

とでは、皮膚の色、宗教、性別、結婚の有無、出身地、祖先に基づく、恣意的な差

別行為は違法とみなされる。

連邦レベルでは、金融機関の融資差別を禁止している地域社会再投資法がある。

様々な機関の調査によれば、同所得水準にある黒人と白人を比較した場合、黒人が

住宅ローンの申請で拒否される割合は、白人の２～３倍であると言われている。

オ アファーマティブ・アクション（Affirmative Action）

（ア） アファーマティブ・アクションとは

黒人や女性に対する差別は、社会的にみて構造的な差別であり、単に、これらの

人達を差別せず、形式的に平等に扱っても差別は無くならない。差別を解消するた

めには、一定の積極的な施策が必要であるとするものである。あえて、定義するな

らば、差別を解消する目的のために、人種・体色・宗教・性・出身国を考慮に入れ

た積極的努力とでもいおうか。

その、典型的な政策は、数量的検討を考慮に入れた「優先処遇」である。極端な

例を挙げれば、雇用等において黒人等に特定の人数を割り当てる「クォーター制」

である。

（イ） 実施形態

アファーマティブ・アクション政策が行われる場合として、大統領行政命令（Ex-

ecutive Order）に基づく場合、連邦法が義務づける場合、裁判所の命令に基づく

場合、同意判決に基づく場合、自発的に行なわれる場合がある。

大統領行政命令に基づく場合として、有名なものは、ジョンソン大統領が１９６５年

に出した大統領行政命令１１２４６である。これによれば、政府との契約者およびその

下請業者、連邦から財政援助を受けている建設の請負人に対して、その契約にあた
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っては契約書に「契約者は、従業員または応募者を、人種・信条・体色または出身

国によって差別しない。契約者は、人種・信条・体色または出身国にかかわりなく

応募者が雇用されかつ従業員が取り扱われることを保障するアファーマティブ・ア

クションをとる」との条項を入れることを命じた。契約者が、この規定に反した場

合、契約の全部または一部が取り消され、あるいは以後の契約に不適格と宣言され

る。

連邦法が義務づける場合としては、１９７７年制定の「公共事業雇用法（Public Work

Employment Act）」がある。この法では、州、地方の公共事業のための連邦補助

金の１０％がマイノリティの企業に支出されなければならないと定められている。

裁判所の命令に基づく場合とは、裁判所が特定の差別行為を認定した後に、当該

差別行為に対する救済手段の一つとして、アファーマティブ・アクションを命じる

ことがしばしば行われている。憲法修正１４条違反の差別に対して命じられることも

あるが、多くは１９６４年公民権法第７編（雇用）違反の差別に対するものとして行わ

れている。

例えば、使用者が意図的に雇用において、人種差別を行っていると裁判所が認定

した場合、裁判所は、バック・ペイ等を命じるほかに、目標ないしクォーター制と

時間割を自ら作成してその実施を使用者に命じる。２０人のマイノリティが雇われる

に至るまで、３人採用すればうち１人はマイノリティといった割合で採用を命じる

などである。

（ウ） 批判

アファーマティブ・アクションについては、現在でも賛否両論がある。批判論と

しては、法的観点からは、アファーマティブ・アクションは、個人主義原理にたっ

て平等を保障しようとしている憲法修正１４条に反する、アファーマティブ・アクシ

ョンは、マジョリティに一方的に不利益を与えるものであるから、憲法修正１４条に

反する、救済手段としての優遇措置をとることは、差罰禁止の限界を超えているな

どの批判がある。また、政策的観点からは、なぜ特定のグループだけ優遇されるの

か、なぜ雇用と教育の分野において保障されるのか、アファーマティブ・アクショ

ンは、実質的平等が実現されるまでの過渡的措置というが、一旦始まった政策は半

永久的にならないか、社会生活への政府の干渉を強め、全体主義につながらないか、

アファーマティブ・アクションによって、恩恵を受けているのは、マイノリティの

中でも比較的裕福な層であり、逆に不利益を被っているのは、富裕な白人ではなく、

貧しい白人である、特定の人に汚名を着させることにならないか、などである。

４ 日本における差別禁止法案の検討

�１ 差別禁止法制定の必要性

本章の第１節の実態で見てきたように、日本では排外主義が強まり、外国人及び民族

的少数者の人たちに強い孤立感、恐怖感、圧迫感をもたらし、差別が横行している現状

がある。

しかし、本節の１ないし２で見てきたように、現行の日本の人種などの差別に対する

法制度には不備があり、石原都知事の中国人、「三国人」差別発言など、公人による公
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然たる人種差別意思の表明であっても、特定の個人に向けられていない発言については、

現行法では規制する法的手段がない。また、「不良外国人に注意」とする警察のポスター

や「外国人お断り」の入店拒否、採用拒否、入居拒否の意志を表示したポスターも、特

定の個人に向けられていないので法規制がなく、はがす法的手段もない。

また、就職・入居・入店における人種等に対する差別に基づく契約拒否や解約などは、

現行法においても民法上の不法行為であり、本節１ないし２で見てきたいくつかの判例

もあるが、その法的根拠は民法上の一般条項によるしかなく、これらを明確に違法とし

た法制度がないため、一般的に事業主や貸し主・店主などにより違法行為とまで明確に

は意識されておらず、また、簡易迅速な救済手段もないため、結局勇気ある人たちがい

ちいち民事裁判を起こさなければならず、救済手段としては極めて不十分である。実際、

本編第１節の各種の差別実態調査結果で見たように、就職差別・入居差別とも過半数の

外国人が経験しているといってよく、現状のままでは外国人の人々の生存すらおびやか

される深刻な差別が蔓延しており、これらの差別をなくすための新たな立法なしでは解

決できないことは明らかである。

在日コリアンへの暴行・嫌がらせについても、特定個人に向けられている場合には、

殺人・傷害・暴行・放火・器物損壊・名誉毀損・侮辱などの刑法上の犯罪行為若しくは

民法上の不法行為にあたりうるが、これらにあたらぬ場合は規制できないし、ここまで

何度も繰り返されているということ自体、社会的にそれが許容されてしまっている風潮

もあることの証左ともいえ、政府が人種等を理由とする暴力・嫌がらせは違法であって

許されないとの断固たる意思を明示し規制する法令の制定しなければ、到底根絶できな

いだろう。

そもそも人種差別撤廃条約は国・地方自治体には人種差別禁止の法的義務を課してい

るが、私人には直接義務を課しておらず、また、憲法の平等原則も私人間には直接適用

されないのが通説・判例である。よって、いくつかの判例で見るように、不法行為など

の民法の一般条項の解釈に盛り込む間接適用の形でしか人種差別撤廃条約及び憲法は適

用されない。すると、差別か否かは、裁判所の判断に委ねられることなり、被害者から

見れば裁判を起こしても勝てるのかどうか判断がむずかしく、また、すべての主張、立

証責任が被害者の側に課せられており、負担が重い点からも現行法制度は救済手段とし

て不十分である。この点、差別禁止法が制定されれば、人種等の差別は違法という法規

範が原則として定立されることにより、差別をした側がそれは差別ではないことを立証

しなければならないことになるから、被害者側の負担が軽減される意義は大きい。

他方、規制される側からしても、現行法ではいかなる場合が差別となるのか明確な基

準がなく、事例ごとに裁判所の判断にゆだねられており、予測可能性が低く、法的安定

性に欠け、場合によっては過度の規制となる危険性もある。

さらに、政府は２００１年以降、国会に人権擁護法案を提出し、２００３年秋に一旦廃案には

なっているものの、早急に人種等に対する差別を含む人権侵害を規制する行政機関を制

定する意向が明確になっている【→資料⑧－２０】。裁判所ではなく、行政機関により人

種等の差別が規制されることになると、恣意的運用に基づく規制による人権侵害の危険

性を回避するために、差別の定義、要件などを明確に定める差別禁止法の制定がより一

層不可欠である。
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そもそも日本政府は、人種差別撤廃条約２条（d）により、「すべての適当な方法に

より、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」義務を条約

上負っているが、現行法ではこれを明確に定めた法はないのだから、このためには、政

府が人種などに対する差別は違法であり許されないという意思を明確に表明する法律が

必要である。いかなる言動が差別であって許されないのか法律によって明らかにするこ

とは、個々人に人種差別の違法性を自覚させる社会教育的意義は大きく、差別をなくす

ための不可欠の一歩であろう。

それゆえに、いわゆる先進国と言われる諸国において、差別禁止のための法制度がな

いのは日本だけであり、また、人種差別撤廃条約加盟国のほとんども、差別禁止のため

の国内法制度を設けているのである。国連人権諸機関から、差別禁止法を制定するよう

度重なる勧告を受けているにもかかわらず、それを日本政府はそれを無視し続けてきて

おり、国際的に見て大変恥ずべき状況となっている。

以上より、人種差別撤廃条約を実質化する国内法制度の整備が緊要と考える。

�２ 差別禁止法の内容の検討

別冊資料に添付したように、１９９５年の人種差別撤廃条約への加入以降、現在までにい

くつかの市民団体、研究者、政党などから差別禁止法案が出されている【→資料⑧－２１

以下】。また、政府は２００４年秋の国会に人権擁護法案を一部修正して再提出する予定と

報道されている。これらの法案の内容を比較検討しつつ、報告者の私見であるが、日本

における差別の実体にそぐう差別禁止法のあるべき内容を検討する。

ア 法律の名称

人種差別禁止法とする案が多い。日本では人種という形態の差別が主要ではないと

の点から、また、「人種」という概念自体のあいまいさ、危険性から、民族差別禁止

法とすべきではないかとの問題提起もあるが、日本政府による１９９５年の人種差別撤廃

条約加入と国連の関連諸委員会からの度重なる人種差別禁止法制定への勧告・懸念を

活かすため、人種差別撤廃条約の国内法として「人種差別禁止法」とするのが妥当と

考える。

イ 差別の定義

差別の一般的な定義を置くか否かで各案は分かれるが、過度の規制の危険を回避し、

かつ、教育的観点からも一般の人に対し何が差別なのかを明示する必要があり、でき

る限り明確な差別の定義を設けるべきである。

国連の反人種差別モデル国内法【→資料⑧－１０】においては、第２条で「人種…（略）

…に基づくあらゆる区別、排除、制限、優先または不作為であって、国際法上認めら

れた人権および基本的自由を承認し、平等にこれを享受し又は行使することを、直接

又は間接に妨げまたは害する目的または効果を有するもの」との規定をおいている。

間接差別も含めており、また、効果だけでも足りるとの点で、かなり広範囲の言動を

差別に含めている。いくつかの国内法案はこれにのっとった定義をおいている。

効果だけでも足りるとする意義は、たとえば石原発言のような場合、本人が差別す

る目的、意思がないと主張することにより規制を逃れることを防ぐということがあろ

う。被害者の側が、加害者に差別意思があったことを立証するのは困難であり、過度
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の負担となるからである。しかし、他方、差別をなくすための教育がほとんどなされ

ていない日本の現状においては、実際に差別に無自覚な場合もありえ、萎縮効果を避

ける必要性から考えると、効果だけでは足りず、差別する意思も必要とするべきとも

考えられる。ただし、差別の効果が生じた場合には、意思が推定されるとして、差別

意思がなかったことは加害者とされる側が立証しなければならないという立証責任の

転換の規定を入れることは被害者救済のため不可欠であろう。

なお、差別禁止法を制定することにより、行政権力による人権侵害、とりわけ外国

人や民族的少数者の人権に対する規制法として悪用されることを危惧する声もあり、

実際イギリスで過去そのような例もあったことから、定義において、「人種等の区別

における少数者が、平等にこれを享受し又は行使することを」として主体を少数者に

限定した方がよいのではないかと考えられる。

この点、人権擁護法案においては第３条で「不当な差別」を規制の対象とするとさ

れているが、「差別」の定義および何が「不当」かと基準もなく、規制対象が極めて

あいまいであり、行政権力による恣意的な運用の危険もあり、明確化すべきである。

差別にあたらない例外規定として暫定的特別措置（アファーマティブ・アクショ

ン）を置く案もあるが、差別解消のためには形式的な機会の平等のみならず、積極的

措置も当面必要となるから、それが差別ではないと明記することは妥当であろう。

ウ 差別事由

人種・皮膚の色・民族を差別事由とすることはほぼ争いがない。

人種差別撤廃条約では「descent」、政府の訳によると「世系」であるが、ここに被

差別部落を含むか否か争いがある。２０００年８月１１日に国連人権小委員会が採択した

「職業および世系に基づく差別」に関する決議は日本における被差別部落が国際人権

法によって禁止されている差別の一形態であることを宣言し、２００１年には同委員会担

当者により被差別部落がこの差別にあたると言及されていること、被差別部落に対す

る差別の形成過程は日本民族内部の問題であって、人種差別・民族差別とはことなる

が、差別の実態は類似しており、法律により差別を規制する場合の手段は異ならない

こと、当事者団体も要望していることなどから、私見では人種差別禁止法の差別事由

とすることが妥当と考える。

国籍を差別事由とするか否かにつき争いがある。前述のように、人種差別撤廃条約

では国籍をいれていないが、各国における差別禁止国内法を参考にして作られた国連

の反人種差別国内モデル法では国籍も対象としている。また、イギリスなどでは当初

差別事由に国籍を入れていなかったが、それでは差別をなくしえなかったことから法

改正して国籍を加えている。

日本における人種・皮膚の色・民族を理由とする差別は外国人であることすなわち

国籍を理由する区別として行われることが多く、１９６５年の法務省入管局幹部の「外国

人は煮て食おうと焼いて食おうと勝手だ」という発言に代表される、日本政府の外国

人差別政策が現在も根本的に変わっていない。また、戦前は植民地支配により朝鮮の

人々の国籍を一方的に奪い、戦後は国籍選択の自由を認めず一方的に外国人とした経

緯および政府が戦前の植民地支配への謝罪と清算をせず、外国人への差別政策をとり

つづけてきたこと、政府の差別的「帰化」政策などに対する反発から、他国とは異な
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って、日本に定住している在日の人々の少なくない部分が日本国籍を取得せず外国籍

のままであり続けていることからも、国籍による差別を対象としなければ人種差別禁

止法はザル法となる恐れが強い。よって、私見では国籍はぜひ差別事由にいれるべき

である。

この点、政府の人権擁護法案では、広く信条、障害、性的志向なども差別事由とし

ているが、あえて国籍をはずしている点に、政府がこれまでの国籍による差別を改め

る意思がないのではないかとの懸念がぬぐえない。

エ 禁止行為の規定方式

一般的差別禁止規定とは別に、個別分野の禁止規定を置く案が多い。個別分野とし

ては、雇用、住居および物・施設・サービスの利用についてはほぼ争いがない。前述

のように、現行法においても就職差別、入居差別、入店差別などは違法なのに、いっ

こうに差別がなくならないのだから、差別と宣言するだけでなく、差別解消のための

具体的な規定が必要であるから、重点的な個別分野について禁止規定を置くのが妥当

であろう。

一例として、雇用の分野における禁止規定を検討する。元来、雇用されて働くこと

は、憲法上の労働権、職業選択の自由、生存権は、人間の尊厳及び生存に関わる基本

的権利であって国籍、民族、人種などを問わず原則として等しく保障されるべきであ

り、例外的に制限する場合には、制限を設ける目的が正当でやむを得ない場合であっ

て、その方法及び程度が目的に対して合理的でかつ必要最低限度でなければならない。

経営者の側の経営の自由、契約の自由をその限りで制約することにはなるが、人種等

による選別は原則として合理性がないから、かかる制約は許容されると考える。

よって、ある映画における白人の役の募集など、ある職業の性質上、特定の人種（こ

の場合白人）などに関する特徴が決定的な職業上の条件に該当する場合など例外的な

場合以外、差別的取り扱いは許されず、例外的な場合については、事業主の側が主張・

立証しなければならないとの規定を設けるべきであろう。

また、雇用における男女平等の実現を目的とする男女雇用機会均等法があり、一定

の成果をあげているので、これを参考に、募集及び採用、配置、昇進及び教育訓練、

福利厚生、定年、退職及び解雇など、雇用におけるすべての段階・場面につき、事業

主の人種などに対する差別を禁止すべきである。また、事業主にセクシュアル・ハラ

スメント防止配慮義務が課されているのと同様、人種などの差別にもとづく嫌がらせ

を防止する配慮義務を課することも意義があろう。すべての職場で、セクシュアル・

ハラスメント防止研修とならび、人種等差別防止についての防止研修が実施されるよ

うになれば、社会教育としての意義が大きく、差別の防止の効果が期待できる。

なお、募集段階における差別を禁止するということは、アルバイトなどを募集する

際に、「男性に限る」との条件が雇用機会均等法で禁止されているのと同様、「外国人

不可」との条件も違法であって許されないことになり、その意義は大きい。「外国人

不可」との差別ポスターを店外に張りだすこと、アルバイト情報誌などで公然と差別

要件を掲載することなども、明文で規制すべきであろう。

その他、イギリスの例で見たように、主要に募集・採用段階における差別の禁止を

実質化するため、職業紹介機関、職業訓練機関及び資格付与機関についても、人種等
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の差別を行ってはいけない旨規定すべきであろう。

雇用の分野における人種等の差別撤廃のため、各国の法制度で見たように、アメリ

カ、スウェーデンなどのように、個別の立法を制定し、詳細な規定をおく場合も少な

くない。日本でもそのような法整備をすることも検討に値する。

なお、民間の事業主の差別撤廃義務と対応して、人種差別撤廃条約遵守義務がある

国や地方公共団体も、それ以上に、外国人などの公務就労につき、採用はもちろん、

昇進も含むすべての段階での差別禁止義務を負うべきである。第４章で詳述されてい

るが、公務就労権は、基本的に労働権及び職業選択の自由の問題であるから、原則と

して不平等な取り扱いは許されない。仮に、例外的に国籍などを理由に別扱いをする

場合には、その目的が正当で必要不可欠で、手段がそれと合理的関連性があり、かつ、

必要最小限の場合に限定されなければならない。

オ 差別表現規制

差別表現規制を差別禁止法において行うかどうかは、表現の自由の規制であること

から、最も議論がなされてきたところである（文献・市川正人「表現の自由の法理」、

内野正幸「差別的表現と民事救済」「差別的表現」、田島泰彦・梓澤和幸編著「誰のた

めの人権か」、萩原重夫「差別的表現と表現の自由」など）。

具体的には、日本の人種差別撤廃条約への加入にあたり、条約４条（ａ）（ｂ）項が、

刑事罰による差別表現規制であることから、この条項の留保の可否、合憲性という形

での論点となってきたものである。

前節で見たように、世界的に見ても、差別禁止法を有する各国ともこの差別表現規

制の可否、方法などに最も苦労し、工夫し、試行錯誤を重ねてきているところである。

差別表現規制は、特に、その表現の対象が石原発言のように不特定多数に向けられ

た場合に問題になる。差別表現の対象が、特定の個人に向けられている場合、たとえ

ば、特定の在日コリアンの子どもに向けて「朝鮮人死ね」などと表現した場合には、

その表現主体が公人か私人かに関わりなく、刑法上の侮辱罪（２３１条、「公然」等の要

件は必要）や脅迫罪（２２２条）にあたりうるし、民法７０９条、７１０条の不法行為にあた

りうるからである。前述のように、賃貸住宅を探していたインド人に対し、不動産仲

介業者が「肌の色は何色か」「普通の色か」と聞いた表現行為を「人格的利益を毀損

する違法なもの」であって不法行為にあたるとして４０万円の支払いを命じた判決もあ

る（さいたま地裁判決２００３（平成１５）年１月１４日【→資料⑧－９】）。よって、厳密な

意味では、新たな差別禁止立法は必要ではないともいえる。

この点、現在出されている法案においては、自由人権協会案【→資料⑧－２２】は、

「公務員による人種差別の教唆の禁止」との条項をおいている。

これに対し、差別表現規制を認めると公権力による表現の自由への不当な規制のお

それがあり、表現の自由への萎縮効果が生じることになるとの観点から、反対する見

解がある。

以下、報告者の私見を述べる。

まず、人権の理念の根本は、人は生まれながらにして誰もが等しく人として尊重さ

れなければならないということにある。「朝鮮人死ね」などという人種差別表現は、

人がたまたまあるその国においてマイノリティに属する民族に生まれたことを理由と
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して、何のいわれもなくその存在自体を否定若しくは侮辱するものであり、その民族

に属する個人に対して与える精神的苦痛は想像するに余りあるものである。そして、

現実にかかる人種差別表現が他民族を抹殺する暴力に転化してきたことは、ドイツで

も日本でも歴史的に証明されており、かかる表現が人類に与えてきた害悪は史上最悪

のものである。国連は第二次世界大戦における、主にナチズムとファシズムにおける

人種差別の煽動による侵略戦争と他民族大量虐殺への反省から出発した。人種差別撤

廃条約は、前述のように１９５９年以降のネオ・ナチズムの台頭への危機感から生れてい

る。よって、同条約において差別表現を禁止している４条（a）（b）項こそが、同条約

の根幹とも言われているのである。それゆえ、各国とも表現の自由とのバランスに悩

みつつも、いわゆる先進国および人種差別撤廃条約加入国の中で、差別表現規制のな

いところはほとんど存在しない。

日本における差別禁止法制の論議についても、戦前の天皇制における朝鮮・中国な

ど差別に基づく侵略戦争への反省および実態のところで触れた関東大震災などにおけ

る他民族虐殺を再現しないことを出発点とするべきではないか。他民族大量虐殺など

は他国の話であり、日本とは無縁かのような歴史認識であってはなるまい。現実に関

東大震災における他民族大虐殺を想起させる在日コリアンへの暴力・嫌がらせが頻発

し、また、まさにその震災におけるデマをなぞる差別発言を公人が行うなど、他民族

への暴行の再現の現実的危険性がある現在、かかる差別を煽動する発言を法的に規制

しなければならない緊急の必要性があるということを共通の問題意識とすべきである。

確かに東京都立川市における自衛隊宿舎へのビラ入れに対する逮捕・勾留など、政

府による表現の自由への弾圧が強まっている現在、新たに表現規制を制定することへ

の懸念は十分検討に値するものであるが、差別表現規制の緊急の必要性から、いかに

公権力による不当な表現規制の危険性を防止しつつ、差別表現規制を行うかとの建設

的な議論を行うことが望まれるのでなかろうか。

次に、表現規制の許容性について検討するも、民主政の過程の保持発展に不可欠で

あるがゆえに、優越性を有する表現の自由は、突き詰めれば政府を批判する表現の自

由を指すと理解しうるが、差別表現の場合は、表現の内容が私人に対する差別であり、

政府を批判する表現の自由の規制には通常あたりえない。

規制反対論の前提となっている思想の自由市場論についても、その理念的モデルは

理解しうるが、現実には思想の自由市場の中でもっとも影響力のあるマスコミにおけ

る反論権は保障されておらず、マスコミの論調に対抗することは特にマイノリティに

とってきわめて困難であって、自由市場の前提となるべき、市場が等しく開かれてい

るという前提に問題がある。実際上、マスコミ報道においては、政府の主張、多数派

の主張に偏りがちという問題点がある。たとえば、２００２年９月以降、朝鮮民主主義人

民共和国について、誹謗中傷を含む批判報道一辺倒となり、日本が戦前、戦後を通し

て朝鮮の人々にしてきた差別・抑圧やその償いをしていないことについてはもちろん、

拉致とは何の関係もない在日コリアンの子どもたちへの暴行・嫌がらせについての報

道が極めて少なかったのは事実である。弁護士会による在日コリアンの子どもたちへ

の嫌がらせ問題への取り組みの過程において、マスコミへの働きかけを行った際にも

かかるマスコミの姿勢の問題に直面させられた。
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さらに、マイノリティを攻撃する表現に対しては、マイノリティの側がまずそれら

の自らの存在自体を否定する悪意に満ちた誹謗中傷により精神的に深く傷つけられ、

反撃には大きな精神的な負担がかかり、かつ、反撃する表現行為を行うこと自体がま

たあらたな攻撃を引き起こすことへの不安から、反撃が十分にはしえないとの問題も

ある。実際、２００４年に入ってからも在日コリアンの子どもたちへの暴力・嫌がらせは

継続していたが、朝鮮学校の側で、また暴力・嫌がらせが起きたことを記者会見する

と、それに対するバッシングが起きたり、暴力・嫌がらせを誘発することになるので

はないかとの不安から、数か月発表を控えていたものである。

不特定多数に向けられた差別表現といっても、それによって人格権が傷つけられる

のはその集団に属する個人であるから、私人間のプライバシー権と衝突する場合と同

様に私人の人格権との比較考量で検討すればよいのではないか。そして、人種差別表

現をする自由と、それにより傷つけられる人格権の尊重とを比較した場合、差別表現

の自由をより保護すべき価値は通常見いだしえないであろう。人種などによる差別表

現をする自由は、表現の自由として保障されていないとも言える。

差別表現が特定個人に向けられた場合と同様、人種一般に対する差別表現であって

も、傷つくのはその人種に属する各人の人格権であり、特定個人に向けられた場合に

不法行為や侮辱罪が成り立ちうるのであり、その限度で表現の自由が制限されている

のだから、それとパラレルに考えうるのではなかろうか。不特定多数に向けられた差

別表現が公然と行われたことを要件とすれば、実際に人格権が傷つけられた人が誰も

いない場合を排除することができるし、さらにその表現の対象となった集団に属する

個人による告訴若しくは訴えを要件とすることも考えられる。

オーストラリアでは１９９５年に人種差別法の改正が行われ、人種憎悪表現を新たに規

制の対象としており、日本と同様の議論があったので、参考になると思われる。同国

でも表現の自由への抵触への懸念から差別表現は当初同法の規制対象からはずされて

いたが、人権委員会が人種差別に基づくアボリジニなどに対する全国における暴力・

嫌がらせの実態調査を行い、それらをくい止めるためには法的な規制が必要だと政府

に提言したことが改正の根拠となっている。同委員会は、前述のように、表現の自由

は、中傷を受けずに生きる権利の侵害を認めるものではなく、すでに名誉毀損罪など

によって制限されているが、名誉毀損罪では具体的に中傷を受けた特定の個人しか守

ることができないため、人種憎悪表現の規制が必要と述べている。この改正の結果、

表現の自由に対する過度の制限の問題が生じたのかなど、他国の経験からも学ぶこと

ができるのではあるまいか。

なお、差別表現を規制するか否かという問題と、その規制手段として刑事罰を用い

るかという問題とは区別すべきであるが、混同されている場合も見受けられる。議論

の中心が人種差別撤廃条約第４条（ａ）（ｂ）項を留保するか否かであったことに起因す

ることもあろう。この点、自由権規約２０条２項では「差別の煽動となる人種的憎悪の

唱道は、法律で禁止する」と定めており、規制手段を刑事罰に限定していない。

このような規制対象とするか否かと規制手段として刑事罰を用いるかとの区別のほ

か、差別表現主体が公人か私人か、差別表現の態様が公然か否か、さらに、規制する

主体を政府とするか独立の第三者機関とするかなど、表現規制に関わる諸論点を区別
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して工夫すれば、表現の自由に対する権力による不当な介入に対する懸念を払拭する

ことができるのではないか。

現時点における結論としては、近年公人による人種差別の煽動が頻発し、公人によ

る人種差別の煽動の影響力は私人とは比較にならないことからも、私見では、少なく

とも公人による人種差別の煽動は規制対象とし、また、それが集団的暴力へ発展する

危険性などに鑑みると、規制手段は刑事罰が相当と考える。それと別に、公職に選出

される権利の停止なども併設すべきである。公人が民族差別煽動発言を行った場合に、

仮に損害賠償責任のみしか追及できなければ、経済的には余裕があるのがほとんどの

公人の場合には痛手にはならず、また、公職をおりなければ、悪影響は残ってしまう

からである。公権力による不当な表現の自由への介入の問題も、公人を対象とする場

合にはあまり問題がないのはないか。

また、私人による不特定多数に対する差別表現に対しては、表現の自由に対する行

政権力による過度の規制にならないよう要件を限定した上で、民事的規制と、後述の

ように人種等差別についての講習受講義務を課するなどの行政的規制も工夫すること

を検討すべきであろう。

最後に、政府より出されている人権擁護法案【→資料⑧－２０】においては、特定の

者に対する人種などを理由とする侮辱などの差別的言動は規制の対象としているが、

不特定多数の者に対する差別的言動は規制対象としていないので、不十分と考える。

カ 差別ポスター規制

「外国人おことわり」と店外に張りだしているポスターも、オの差別表現の問題の

一種ではある。

しかし、この場合は、不特定多数人に向けられた表現に対する規制とはいえ、実際

にはその店に入ろうとしたり、そのアパートを借りようとしたり、その店で働こうと

している特定の個人が、当該ポスターを貼りだしている店との間で不動産賃貸借契約、

サービス提供契約を締結すること自体を人種差別を理由に拒んでいるといえる。この

ようなポスターが張りだされている店に入って契約交渉することは、当該外国人にと

って、非常に大きな精神的苦痛をもたらすものであり、通常交渉自体さけざるを得な

いからである。よって、「中国人は頭が悪い」などという不特定多数人に対する一般

的な差別表現とは異なり、当該集団に属する諸個人にたいし、人種差別により人格権

を傷つけられるという精神的損害をもたらすのみならず、実質的には、雇用における

募集・採用段階の差別の禁止のところで見たように、労働する権利や居住する権利な

どの生存権的諸権利を侵害しており、経済的損害を実質的にもたらしているともいえ

る。このようなポスターを許すことにより、外国人などが住む部屋、働く職場がない、

もしくは探すのが非常に困難という生存そのものを脅かす実害が生じているのである。

よって、差別禁止法においては、直接これらの契約を人種などを理由に拒否するこ

とのみならず、拒否する意思を公然と表示する場合についても規制の対象とすべきで

ある。この点、人権擁護法案の３条２項２号では「人種などの共通の属性を有する不

特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取り扱いをする意思を広告、

掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為」を規制の対象としているが、

このような場合を想定していると思われ、この点では評価できる。
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キ 救済手段

差別行為のあった場合、法律効果として、被害者側の簡易迅速な救済と、加害者に

対する教育・規制の両面が求められる。

救済手段については、人権擁護法案において救済手続規定がある程度置かれており、

【→資料⑧－２１以下】で示されているように、市民運動の側からは、現在それに対す

る対案の形でいくつかの案が出されたてきた段階である。差別禁止の実効性をあげる

ためには、その救済手段がきわめて重要であり、先行する各国の法制度から学ぶべき

点が多い。

まず、差別禁止法の第一の目的は差別の撤廃であり、そのための手段として最も有

効かつ基本的な方策は差別をさせないための社会全体に対する教育である。よって、

差別禁止法に定める差別に該当する言動を行った者に対しても、教育が原則となるべ

きであろう。この点、カナダなど、少なくない国では調停前置主義をとっており、ま

ず話し合い、説得から開始するのは教育の観点から意味がある。

また、国連反差別国内モデル法では異なる人種集団間の良好な関係を促進するため

のサービスに従事する義務を課することができ、カナダなどでは、差別行為をただす

ための計画を作成させたり、人権講習受講義務を課したりすることもできるが、教育

という観点から有意義と考える。日本においても道交法違反の場合に講習受講義務を

課するなどの例もあり、差別禁止法においてこのような規定をおくことは十分可能な

はずである。

調停が不成立の場合には、裁判類似の調査手続を経て、ある程度法的拘束力のある

命令などにより、差別行為を停止させる手段を設けている国が多い。

また、実際に差別を受けた被害者に対しては簡易迅速な救済が必要不可欠であり、

損害賠償と謝罪広告などのほか、人種等を理由として解雇された場合などには解雇を

無効にして職場に復帰させるなど、失った利益の回復も被害者救済のためには求めら

れる。

人権擁護法案においては、特別救済規定として、人権委員会が差別行為に対し停止

する勧告を出し、勧告に従わない場合について氏名を公表し、また、差止訴訟を提起

できるとの規定を設けている。現に貼られている「外国人おことわり」と書かれたポ

スターを実際にはがすことのできる手段が必要であり、氏名の公表などの措置も実効

性担保のための一手段としては有用であろう。

�３ 国内人権機関

最後に、これらの差別禁止法の内容を実現するには、差別撤廃を目的とする専門の国

内人権機関の設置が前提となる。各国とも、試行錯誤し、さまざまな形態・権限の機関

を設け、また、改善してきているのは本節３で見てきたとおりである。おおむねこれら

の国内人権機関は、差別の救済、差別撤廃のための教育活動、差別撤廃のための調査・

政策提言活動を行うことを任務とする。国連総会で１９９３年に決議された「国内人権機関

の地位に関する原則（パリ原則）」において明記されているが、この機関において最重

要なことは、政府からの独立性の確保である。歴史的・現実的に見て、人権は国家から

最も侵害されてきたものだからであろう。
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この点、人権擁護法案は、新たな人権機関の設置として独立行政委員会である人権委

員会を設置するものであるが、法務省の外局として法務大臣の所轄となっており、政府

からの独立性の確保の点で、パリ原則に反しており、致命的欠陥を有する。１９９８年１１月、

国連自由権規約委員会は日本政府に対し、「警察や入管職員による虐待の申し立てを、

調査や救済のため持ちこむことのできる独立の機関が存在しない」「人権擁護委員会は、

…法務省により監督され、その権限は勧告を出すことに厳しく限定されている」として、

独立の組織や権限を持った機関の設置を強く勧告している。拘置所、刑務所、入管施設

などにおける虐待等の人権侵害が明らかになっているが、諸施設を管轄する法務省が、

自らの管轄下の人権侵害をあばくことは到底期待できない。

また、人権委員会は、人権委員がわずか５人のみであり、そのうち３人は非常勤であ

って、実際上は人権委員が人権侵害事件につき判断するのは不可能である。さらに、地

方には人権委員会自体がないので、地方の人権侵害事件は制度上からしても人権委員会

が判断しえないことになろう。結局人権委員会の実体は事務局となるが、その事務局を

法務省の人権擁護局が担うのであり、これまで法務省管轄施設内の人権侵害事案解決に

まったく自浄能力を発揮できなかった法務省人権擁護局に多くを期待できないことは自

明である。

よって、国内人権機関については、少なくとも法務省管轄でなく内閣府の所轄とする

こと、独立予算の確保、事務局職員の独立した選任、人種等の差別問題にかかわる市民

団体の人選過程への関与、地方にも国内人権機関を置くことが求められよう。日弁連は

すでに「人権擁護法案に対する意見の表明について」（２００３年２月２１日）において、こ

れらの問題点を指摘している。

�４ まとめ

以上、日本における差別禁止法制定にあたっての諸論点を概観してきたが、差別禁止

条項を含む人権擁護法案がすでに提出されている情勢において、早急に弁護士会として

差別撤廃のための具体的な法案を対置するべきではないだろうか。

第２節 差別に対する法規制の現状と課題
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第９章
外国人・民族的少数者をめぐる現行法制

第１節 外国人・民族的少数者の人権と日本国憲法・国内法の現
状と課題

１ 憲法制定過程とマッカーサー草案

�１ ポツダム宣言受諾から憲法問題調査委員会設置まで

日本は、１９４５年８月１４日ポツダム宣言を受諾し、９月２日降伏文書に調印した。

ポツダム宣言１０項は、「日本国政府は、日本国民の間における民主主義的傾向の復活

強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の

尊重は、確立せらるべし。」と定めている。そこでは、民主主義と基本的人権の尊重が

高らかにうたわれており、大日本帝国憲法の基本的原理と異なるものである。したがっ

て、ポツダム宣言実施のためには、大日本帝国憲法の改正あるいは新憲法の制定が必要

であった。

ところが、東久邇内閣は、当初、「国体の護持は皇国の最後の一線」であるとし、大

日本帝国憲法の改正あるいは新憲法の制定は不要であると考えていた。

マッカーサーは、９月２７日の天皇との会談に続き、１０月４日には近衛国務大臣との会

談、１０月１１日の幣原首相との会談を通じて、憲法改正の必要を示唆した。そのこともあ

り、幣原首相は、１０月２５日、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設

置した。

委員会は、当初は憲法改正案を直ちに作るというのではなく、将来の必要に備えて準

備をするという態度であった。しかし、国内外の改正必要論の高まりの中で、ついに憲

法問題調査委員会も憲法改正草案の起案を開始するに至った。＊１

�２ 「日本の統治体制の改革」（SWNCC２２８）の提示（１９４６年１月７日）

ア アメリカ政府は、マッカーサーに対して、憲法改正に関するいくつかの重要な指示

を発している。「降伏後における米国の初期対日方針（United States Initial Post―sur-

render Policy for Japan）」（１９４５年９月２２日）、「JCS１３８０／１５」（１９４５年１１月３日）、「日

本の統治体制の改革」（１９４６年１月７日）などである＊２。このうち、「初期対日方針」

には、国籍を理由に差別的待遇を規定する法律は廃止されるべき旨規定している。ま

た、「日本の統治体制の改革」は、アメリカの国務、陸軍、海軍三省調整委員会

（SWNCC）が最高司令官であるマッカーサーに対して送付したものであり「SWNCC

２２８」と称されている。ここでは、新憲法の起草にあたって外国人の人権を保障すべ

きことを明確に指摘している。

＊１ 辻村みよ子「憲法（第１版）」（日本評論社）４２頁以下

＊２ 大久保史郎「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課題」（日本評論社）１８頁注�８
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以下その点について紹介する。

イ SWNCC２２８は、最初に「結論」を７項目あげている。そのうち第５項目では、「日

本臣民および日本の統治権の及ぶ範囲内にあるすべての人に対し、基本的人権を保障

すること。」と述べている＊３。当時すでに、憲法改正ないしは新憲法制定の課題とし

て、日本臣民だけではなく、「日本国の統治権の及ぶ範囲にある全ての人」に対する

基本的人権の保障が明確に自覚されていたのである。

ウ つぎに、外国人の人権保障が必要な理由が述べられている。最初に日本の統治体制

の現状について分析している。そこでは、統治体制の欠陥の一つとして、「人権保障

の規定が不十分」であるとして、つぎのとおり述べている。

「日本の国民は、特に過去１５年間においては、事実上、憲法が彼らに保障している

人権の多くのものを奪われていた。憲法上の保障に、『法律に定めたる場合を除き』、

あるいは『法律によるに非ずして』という文言による制約が設けられていたために、

これらの権利の大幅な侵害を含む法律の制定が可能になった。」＊４

「別の一面においても、日本の憲法は、基本的諸権利の保障について、他の諸憲法

に及ばない。それは、これらの権利をすべての人に対して認める代わりに、それらは

日本臣民に対してのみ適用すると規定し、日本にいる他の人はその保護をうけられな

いままにしているという点である。」＊５

エ そのような現状分析を前提に、大日本帝国憲法の改正あるいは新憲法の制定にあた

っては、「法律の留保」はなく、かつ、日本臣民に限定することなく全ての人に対し

て人権を保障すべきことを明記すべきであるとし、その意義について次のように述べ

ている。

「日本臣民および日本の統治権の及ぶ範囲内にいるすべての人の双方に対して基本

的な人権を保障する旨を、憲法の明文で規定することは、民主主義的理念の発達のた

めの健全な条件を作り出し、また日本にいる外国人に、彼らがこれまで［日本国内で］

有していなかった程度の［高い］保護を与えるであろう。」＊６

人権の普遍性からは当然のことであり、この人権観が、その後のマッカーサー草案

にも引き継がれていくことになる。

�３ マッカーサー草案（総司令部案）の起草＊７

ア 憲法問題調査委員会は憲法改正案の起案に取りかかった。１９４６年２月１日、毎日新

聞は、憲法問題調査委員会の試案をスクープとして報道した。また、同日、憲法問題

調査委員会案（松本案）が総司令部に提示された。それは、大日本帝国憲法と基本的

枠組みが変わらないものであり、先の SWNCC２２８の内容に比較して大きな隔たりが

あるものであった。そこで、マッカーサーは、２月３日、憲法改正の基本項目（マッ

カーサー三原則）を記したメモ（マッカーサーノート）をホイットニー民政局長に提

＊３ 高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著「日本国憲法制定の過程�」（有斐閣）４１３頁
＊４ 高柳・大友・田中・前掲「日本国憲法制定の過程�」４２９頁
＊５ 高柳・大友・田中・前掲「日本国憲法制定の過程�」４３１頁
＊６ 高柳・大友・田中・前掲「日本国憲法制定の過程�」４３３頁
＊７ 辻村・前掲「憲法（第１版）」４５頁以下
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示し、モデルとなる憲法草案を秘密裏に作成するように指示した。

イ ホイットニーは、新憲法草案を起草のために、民政局員二十数名を集めた。新憲法

草案の起草のために、運営委員会の下に７つの小委員会が設置され、各小委員会で起

草作業が行われた。人権に関する小委員会は、ピーター・ロウスト中佐、ワイルズ博

士及びベアテ・シロタ女史の３名により構成された。ピーター・ロウスト中佐は主に

自由権、ワイルズ博士は刑事手続に関する規定、ベアテ・シロタ女史は男女平等、家

族の保護、外国人の人権等をそれぞれ担当した。

ウ シロタ氏が起草した平等条項は、つぎのとおりである＊８。

「１ すべての自然人は、法の前に平等である。

２ 人種、信条、性別、カーストまたは出身国により、政治的関係、経済的関係、教育

の関係および家族関係において差別がなされることを授権しまたは容認してはならな

い。

３ 華族の称号の授与は、今後は、国民的または市民的な政治権力を伴わないものとす

る。

４ 貴族としての権利は、皇族のそれを除き、現存する者一代限りとする。

５ 称号、栄誉、勲章その他の栄典の保有または賜与は、いかなる特別の特権をも伴っ

てはならない。

６ また、これらの栄典の保有または賜与は、現にこれを保有しまたは将来それを受け

る者の一代に限り、その効力を有するものとする。」

また、外国人の人権について、つぎのような条項を起草した。

「外国人は、法の平等な保護を受ける。犯罪につき訴追を受けたときは、自国の外交機関

および自らの選んだ通訳の助けを受ける権利を有する。」

これらの規定のうち、第一に、「国民」に限定せず「すべての自然人は」と規定し

ていること、第二に、差別禁止事由として「出身国」をあげていること、第三に、外

国人にも法の平等な保護を受けることを明記していることが特筆すべき点である。

エ この草案は運営委員会で審議されたが、そこでつぎのような修正が加えられた＊９。

まず、平等条項については、第２段の、差別禁止事項のなかに「社会的身分」が加

えられた。また、第５段の「称号」を削り、第５段および第６段の「保有または賜与」

を「授与」と改められた。さらに、第２段の「教育の関係および家族関係」とあった

のが、「または社会的関係」と改められ、第１段および第２段と、第３段、それと第

４段以下とがそれぞれ一つの項に分けられた。

外国人条項に関しては、「外国人は、法の平等な保護を受ける。」の箇所以外は削除

された。

このように修正されたものの、「すべての自然人」が法の前に平等であること、「出

身国」を差別事由としてはならないこと、外国人も法の平等な保護を受けることは維

持された。

＊８ 高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著「日本国憲法制定の過程�」（有斐閣）１５５頁
＊９ 高柳・大友・田中・前掲「日本国憲法制定の過程�」１５５頁
＊１０ 高柳・大友・田中・前掲「日本国憲法制定の過程�」２７５頁
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オ その結果、総司令部案はつぎのようになった＊１０。

１３条

「１ すべての自然人は、法の前に平等である。人種、信条、性別、社会的身分、カース

トまたは出身国により、政治的関係、経済的関係または社会的関係において差別がな

されることを授権しまたは容認してはならない。

２ 華族の称号の授与は、今後は、国民的または市民的な政治権力を伴わないものとす

る。

３ 貴族としての権利は、皇族のそれを除き、現存する者一代限りとする。栄誉、勲章

その他の栄典の授与は、いかなる特別の特権をも伴ってはならない。また、これらの

栄典の授与は、現にこれを保有しまたは将来それを受ける者の一代に限り、その効力

を有するものとする。」

１６条

「外国人は、法の平等な保護を受ける。」

この司令部案は、SWNCC２２８の指示に沿って、戦前の日本の統治体制の欠陥を克

服し、外国人を含めて日本国内のすべての人に対して平等に人権を保障しようとした

ものである。そして、その思想は、近代市民革命以来ポツダム宣言に至るまで受け継

がれてきた西欧の人権観、すなわち人権とは人間が人間であるがゆえに普遍的に保障

される権利であるとの人権観が貫かれているのである。他方、憲法問題調査委員会案

（松本案）は、SWNCC２２８が「日本の統治体制の欠陥」と指摘した「法律の留保」

付きの人権規定、人権主体を「日本国民」に限定するという、旧態依然の人権観に立

脚していた。

この人権観の対立が、その後の日本国憲法の制定過程の審議を通じて繰り広げられ、

人権の普遍性が徹底して保障されずに「人権規定の『日本化』」＊１１が図られていくこ

とになる。この過程が、今日の日本の外国人に対する管理法制構築の起点となってい

るのである。

�４ 日本案の起草

ア マッカーサー草案（総司令部案）の提示を受けたものの、日本側は、憲法問題調査

委員会案（松本案）についての追加説明書を総司令部に提出する（１９４６年２月１３日）

などしてその後も抵抗を試みた。しかし、総司令部は「再考の余地は全然ない。」と

して拒否した。そこで、日本側は、ついにマッカーサー草案（総司令部案）に基づく

日本案の起案をすることとし、２月２６日から起案作業が開始され、３月２日に脱稿し

て英訳に移り、３月４日に総司令部の要請によって日本文の草案を提出した。

イ 日本側の案は、第一に、平等条項について「すべての自然人は」と規定していたの

を「凡ての国民は」に改めた。第二に、「人種、信条、性別、社会的身分、カースト

または出身国により」と規定していたのを、「人種、信条、性別、社会上の身分又は

門閥」と改め「出身国」を削除した。なお、同草案１６条の外国人条項はそのまま残し

た。

＊１１ 大久保・前掲「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課題」１０頁
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「凡ての国民は」と改めた理由については、当時総司令部との交渉を担当していた

佐藤達夫氏は、「マッカーサー草案には、Japanese、people、person、men というよ

うなことばが混用されていたので、この章の表題（『国民の権利及び義務』）に合わせ

て、すべて国民を対象とするものとの前提でそれらの用語を統一した。したがって、

語勢その他の関係で『何人と雖も』を存置した外は大部分『凡ての国民は』というよ

うに改めたと」説明している＊１２。

ウ これに対し、「これは単なる『用語の統一』にとどまり得ない意味をもっていた。」

として、日本政府側の人権保障に対する消極的、否定的な試みの現れてあると指摘す

る見解がある＊１３。その証として、日本政府側が、マッカーサー草案（総司令部案）で

は一切の制限が加えられていなかった表現の自由に関する規定などいくつかの人権規

定に、「法律ノ定ムル所ニ依リ」との文言を挿入しようとしていたことが指摘されて

いる。これに関して、佐藤達夫氏は、「かつての乙案（松本案。著者注）にあったよ

うな条件を付け、その他の若干の条文にも法律の留保を付けた。これは、明治憲法は

ともかくとしても、ワイマール憲法などを見ていた私にとっては、マ草案のような形

では、文字通りの自由放任というように解されはしないかという心配があったからで

ある。」と語っている＊１４。

ここには、「法律の留保」のもとでの人権保障という人権観が端的に表明されてい

る。

「法律の留保」を明記することなく外国人も含めた全ての人に人権を保障しようと

するマッカーサー草案（総司令部）の人権観と、人権の主体や内容を一定の範囲に制

限しようとする日本政府側の人権観の対立は、その後の審議過程の中でも激しく繰り

広げられることになる。

�５ 日本案について民政局との交渉

ア 日本案について民政局との協議は、３月４日から５日にかけて徹夜で行われた。６

日には、字句の修正を行い、天皇の勅語と首相談話を付して「憲法改正草案要綱」と

して発表した。これに対し、同日、総司令部は同要綱に対して支持声明を発表した。

イ 平等条項に関する協議の中で、民政局は、日本に対して、二つの点を要望した。第

一は、「すべての自然人は」というのを「凡ての国民は」と改めたことに対して「国

民」を「自然人」に戻すこと、第二に、日本案では「人種、信条、性別、社会上の身

分又は門閥（family origin）」とされたが national origin（「出身国。外務省訳では国

籍起源」）を復活させることである。

これに対して、日本側は、もし national origin を加えるとすれば、１６条との関係が

どのようになるのか疑問を呈した。また、マッカーサー草案１６条の equal protection

of law の意味は何かと質問した。それに対し、民政局は、日本国民とイコールである

と回答した。そのような協議を経て１３条をつぎのとおり改め、第１６条は削除すること

＊１２ 佐藤達夫「日本国憲法成立史第三巻（初版）」（有斐閣）７７頁、７８頁

＊１３ 大久保・前掲「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課題」１２頁

＊１４ 佐藤・前掲「日本国憲法成立史第三巻」７８頁
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にした＊１５。

マッカーサー草案（総司令部案）１３条１項

「凡ての自然人は、其の日本国民たると否とを問わず法律の下に平等にして、人種、信

条、性別、社会上の身分若は門閥又は国籍に依り、政治上、経済上又は社会上の関係に

おいて差別せらるることなし。（以下略）」

マッカーサー草案（総司令部案）１６条 削除

この段階でも内外人を平等に扱うとの立場が貫かれている。

この修正について、佐藤達夫氏は、「私はこれを見て、そもそも日本案に第一六条

の外国人平等待遇を入れていたこと自体よくなかったが、とにかく困った形になった

と思った。」と述べており＊１６、日本政府側の交渉担当者が危機感を抱いていたことが

伺える。

ウ ところが、その協議の日の夜に、さらに修正が加えられる。

３月５日夕刻に民政局との協議が終了し、引き続き総理官邸で要綱の作成が行われ

たが、その夜、白洲次郎終戦連絡事務局参与が電話で総司令部と交渉して、第１３条の

「其の日本国民たると否とを問わず」と「国籍」を削除することの了解を得たのであ

る＊１７。

その後字句の訂正もあり、１３条１項は、つぎのようになった。

「凡そ人は法の下に平等にして人種、信条、性別、社会的地位又は門地に依り政治的、

経済的又は社会的関係に於いて差別を受くることなきこと。」

「凡て国民は」との規定ではなく「凡そ人は」との規定がかろうじて残ったものの、

「其の日本国民たると否とを問わず」と「国籍」の文言が削除された。前述した佐藤

達夫氏の発言をも考慮すると、日本政府側は、最後の最後まで総司令部に対して人権

の主体と内容を一定制限しようとの働きかけを行い、その影響が反映された形となっ

た。

エ では、なぜ総司令部はこの修正に応じたのか。

その経緯について、「削除にあたり日本側がどう提案し、GHQがなぜ納得したのか、

確たる資料はない」が「この憲法が施行される前日（１９４７年５月２日）に在日朝鮮人

の取り締まりを目的として外国人登録令（最後の勅令）が出されていることを考える

と、この目的から外国人の人権保障条項を削除したのではないかと考えられる。」と

指摘する見解もある＊１８。

後述するとおり、その後の旧植民地出身者やその子孫に対する法制や運用を見ると

十分傾聴に値する見解である。これにより、日本案から外国人の人権に言及した規定

はすべて消えることになった。

＊１５ 佐藤・前掲「日本国憲法成立史第三巻」１１８頁、大久保・前掲「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課

題」１３頁

＊１６ 佐藤・前掲「日本国憲法成立史第三巻」１１８頁

＊１７ 佐藤・前掲「日本国憲法成立史第三巻」１１８頁、１７６頁、１７９頁

＊１８ 古関彰一「新憲法の誕生」（中公文庫）２０３頁
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�６ 第９０回帝国議会での審議－憲法１０条の挿入

ア 民政局との協議を経て確定された日本案は「憲法改正草案要綱」として発表された。

同要綱は総司令部との交渉を経て、４月１７日、「帝国憲法改正草案」として発表され、

第９０回帝国議会で審議された。同草案は、衆議院、貴族院で修正を得て可決され、１１

月３日日本国憲法として公布された。

イ 議会での審議中に、マッカーサー草案（総司令部案）にも日本政府「帝国憲法改正

草案」にもなかった憲法１０条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」が挿入さ

れることになる。

当初、マッカーサー草案（総司令部案）にも日本側の案にも国籍条項はなかった。

その理由を考える際に、当時作成された想定問答集が参考になる。同問答集によると、

「現行憲法第十八条の『日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル』の規定のよう

なものがなぜ欠けているのか。」との質問に対して、つぎのように答えている＊１９。

「�１国民といふ範疇は、本来法の規定を俟たずに、条理的・慣習的に定まるものであって、
現行憲法の下においてすら、国籍法ではすべての場合をカヴァーして居らず、又条約

によって定まる場合もある。要するに国民といふ事実上の存在を、法律で規定するこ

とは、無理であり不適当でもある。

�２従来とことなり、今後は明文がなくとも法律事項たることには論がない。故に法律に
委任する規定は、意味がない。

�３新憲法は現行憲法との間に法律的持続性のあることは、マ元帥声明にも明かである。
故に現行憲法下において国民と観念される者が、当然新憲法下でも国民として引き継

がれてゐるのであって、あらためて規定を置く必要はなく、下手をすると、かへって

この関係を混乱させるおそれがある、といった理由が考えられる」

ウ この答えをどのように評価するのかは難しい。�１「国民といふ事実上の存在を、法
律で規定することは、無理であり不適当である。」との答えは、「国民」というものを

終局的かつ包括的存在として捉えるのではなく、法律以前の実態（たとえば生活の本

拠や居住の事実など）を伴った事実上の存在として捉えようとしているとも評価でき

る。また、�２については、当然に法律事項なので特に規定を設ける必要もないとの見
解であり、�１の見解とはまた異なるようにも読める。�３については、旧憲法下の国民
概念をそのまま継承するものであるが、後述するように、このような説明が、ポツダ

ム宣言受諾後の朝鮮・台湾の独立の要請と、旧植民地出身者の国籍問題という問題に

直面したときにそのまま維持できる見解なのかも疑問である。�１乃至�３の各見解が整
合しているとも思えない。

いずれにせよ、当初は、あえて憲法で国籍条項を設ける必要はないと考えていたこ

とは間違いない。

エ では、なぜ国籍条項を挿入したのか。

憲法１０条は、帝国議会の審議中、保守三党（自由党・進歩党・協同民主党）の修正

提案として、衆議院段階で付け加わった。提案は、帝国憲法１８条をそのまま引き継ぐ

＊１９ 佐藤・前掲「日本国憲法成立史第三巻」４７０頁

＊２０ 大久保・前掲「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課題」１４頁
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というだけで、特に議論された記録はない＊２０。

先にみたとおり、当時憲法改正草案要綱の起草者らは、外国人が日本人と同様に差

別されることなく人権が保障されるとの内容の規定を設けることに対して、強い抵抗

感を持っていた。国民の権利・義務を定める憲法第三章の冒頭に憲法１０条を挿入する

ことにより、日本国民たる要件が憲法より下位法規である法律、すなわち国籍法によ

り定められ、しかも、人権あるいは主権の主体が国籍法によって定められた「国民」

（日本国籍保持者）と安易に結びつくことにより、人権の主体あるいは主権の行使者

が日本国籍保持者に限定されることになる。これは、憲法改正草案要綱の起草者らの

意向に合致するものである。しかし、それはまさに SWNCC２２８が指摘している日本

の統治機構の欠陥そのものが維持されることでもある。一見無内容に見える憲法１０条

が、人権及び主権の主体を制限する機能を果たし、憲法１０条を頂点として、国籍法、

出入国管理法、外国人登録法等の外国人管理法制を築き上げる役割を果たすことにな

るのである。

オ 当時、このことを十分に自覚して憲法第１０条が挿入されたのか否かは必ずしも明ら

かではない。しかし、その背景には、当時、敗戦まで「帝国臣民」であり、敗戦後も

日本に在住する旧植民地出身者の扱いが、緊急かつ基本的な問題として直面していた

ことが影響していたのではないか。旧植民地出身者も含めて内外人を平等に扱うこと

は治安対策上ふさわしくないとの考え方が、平等条項の修正、外国人規定の削除、さ

らには憲法１０条の挿入を通して、内外人の平等取扱を阻止する要因になっていたので

はないか。そして、それが今日の外国人法制の現状にも影響を与えているのではない

かと指摘する見解がある＊２１＊２２＊２３。

確かに、後述するように、その後の国籍法、出入国管理法、外国人登録法等の制定

や運用過程をみると、旧植民地出身者に対する戦後処理が正しく行われてこなかった

ことが、外国人に対する現行法制に関する様々な人権問題を生み出している原因の一

つとなっている。したがって、今日の外国人法制をめぐる国内法の現状と課題を理解

するためには、戦後の旧植民地出身者の扱いに関する諸法令の制定過程の分析が必要

不可欠である。この点は、後に国籍法、外国人登録法、出入国管理法等を中心に国内

法の現状と課題を分析する際に、あらためて述べる。

２ 日本国憲法と外国人の人権

�１ 日本国憲法の外国人に関する規定

＊２１ 大久保・前掲「人権主体としての個と集団 戦後日本の軌跡と課題」１４頁。大久保は、当時日本政府が直面してい

た「緊急かつ基本的な問題」として旧植民地出身者への扱いの問題があり、旧植民地出身者の日本国籍を認めながら、

選挙権を停止し（１９４５年）、外国人登録令で外国人とみなし（１９４７年）、憲法１０条を挿入し（１９４７年）、民事局長通達で

国籍を喪失させる（１９５２年）一連の政策により旧植民地出身者を外国人管理法令の対象に組み込んだのであると指摘す

る。

＊２２ 古関・前掲「新憲法の誕生」２８０頁。古関は、憲法１０条の挿入について、「それはやはり法制官僚の発想ではあるま

いか。これは外国人の人権を巧みに削除したこととワンセットになっているように思える」「外国人、とくにその９割

を占める在日朝鮮人の人権保障を除外する意図が立法者の側にあったことは否定できない。」と述べている。

＊２３ 大沼保昭「在日朝鮮人の法的地位に関する一考察（一）～（六）」（法学協会雑誌９６巻３号、５号、８号、９７巻２号、

３号、４号）
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日本国憲法と外国人の人権を考えるにあたって、人権の普遍性を強調することはもち

ろんであるが、それに加えて、国際協調主義及び平和主義も重要である。

第１に、国際協調主義である。憲法９８条は、憲法の最高法規性と国際協調主義につい

て定めている。同条２項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ

を誠実に遵守することを必要とする。」と定め、国際協調主義を宣言する。今日、条約

の国内的効力が認められ、条約が法律に優位するというのが多数説である。したがって、

外国人の人権を考える際に、国際人権規約などの人権条約の国内法的効力が認められ、

「法律以下の国内法規範の人権規約違反の主張を憲法違反の主張に準じるもの、したが

って上告理由に該当するものとして扱うことを可能に」している。フランス人権宣言

（１７８９年）から年２１０数年、世界人権宣言（１９４８年）から５０余年を経た今日、人権とい

う価値は世界各国の共通の価値となりつつある。国連やヨーロッパ連合等による人権保

障システムの構築も進み、世界的規模での人権保障が追求されている。外国人の人権を

考えるにあたっては、国際人権基準を踏まえて検討する必要がある。

第２に、平和主義である。日本は戦前、アジア諸国に侵略し多くのアジアの諸国民を

殺戮してきた。また、日本国内に多くの旧植民地出身者を生み出してきた。戦争は最大

の人権侵害行為である。それに対する深い反省のもと日本国憲法は制定された。日本国

憲法は、前文で、「日本国民は、恒久の平和を念願し、…平和を愛する諸国民の公正と

信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持

し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会におい

て、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏

から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べ、「諸国民の公

正と信義」の信頼の下に平和構築の途に進むべきこと、「全世界の国民」が「平和のう

ちに生存する権利」を有すると述べている。ここでは、国際社会において、諸外国の国

民らとともに、その信頼を基礎に平和を構築していくこと、すなわち外国ないしは外国

人との平和的共存が唱われている。外国人の人権を考える際に、この平和的共存の視点

も極めて重要である。

�２ 外国人にも広く人権が保障されるべきである

ア 日本国憲法は、国民の権利・義務を定める憲法第３章の冒頭で、「日本国民たる要

件は、法律でこれを定める。」と規定する（１０条）。ここでは、権利・義務の主体とし

ての「日本国民」の資格をもつための要件（日本国籍の要件）は、国会で議決された

「法律」によるという「国籍法律主義」が明示され、それを受けて「国籍法」が制定

されている。

先にみたとおり、日本国憲法制定過程において、日本側は、外国人の人権が日本人

と同様に差別されることなく保障されることに対して強い抵抗感を持っていた。憲法

１０条は、国民の権利・義務を定める憲法第３章の冒頭に規定されることにより、日本

国民たる要件が憲法より下位法規である法律（国籍法）により定められ、しかも、人

権あるいは主権の主体が国籍法によって定められた日本国籍保持者に限定する役割を

果たしてきた。

日本国憲法と外国人の人権をめぐる従来の学説の中にも、同じように、憲法が「国
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民」と明記していることを重視して、外国人の人権保障を否定する見解が存在するの

もその一つの現れである。

イ しかし、今日では、外国人にも広く人権が保障されるべきであるというのが通説判

例である。その理由として、憲法制定過程でもともと権利の主体は people となって

いた１３条、１４条等の条項について国民と訳された経緯があること、人権は普遍性を有

していること、国際人権諸条約の批准により日本が外国人にも人権を保障する国際的

義務を負っていることなどがあげられる。

ウ 問題となるのは、いかなる人権が保障されるかである。この点、学説には文言説、

準用説、権利性質説がある。

文言説は、憲法第３章の規定上「何人も」と表現される条項は外国人にも適用され

るが「国民は」とされる条項は外国人に適用されないとの見解である。しかし、憲法

制定者は、外国人の人権保障を考慮して「何人も」と「国民は」の文言を厳密に用い

ていない（例えば、国籍離脱の自由を定める憲法２２条２項など）。

また、準用説は、日本国憲法の人権規定は、本来、日本国民のみに保障されている

ことを前提に、外国人に対しては準用するとの見解である。しかし、現規定が日本国

民のみに保障されていることを前提にしていることは、人権の普遍性に照らして原理

的に問題である。

そこで、憲法によって保障された権利の性質を検討したうえで、外国人に対しても

可能な限り保障を及ぼすべきであるとする権利性質説が通説となっている。

エ 判例も、外国人の政治活動を理由に法務大臣が在留延長の許可申請を拒絶したこと

を合憲とした１９７８（昭和５３）年１０月４日のマクリーン事件最高裁大法廷判決において、

権利性質説を採用した＊２４。

この判決は、外国人の人権保障について、「権利の性質上日本国民のみをその対象

としている解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と

判示した点は評価されている。

しかし、「政治活動の自由についてもわが国の政治的意思決定又はその実施に影響

を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるも

のを除き、その保障が及ぶものと解するのが相当である。」と判示した点については、

外国人の在留制度の枠内で人権が保障されるにすぎない結果となり問題であると批判

されている【→詳細は、第２編第３章第３節参照】。

�３ 外国人に保障される権利

ア 通説判例が権利性質説を採用していることから、今日では、どのような権利が外国

人に保障されているのかを具体的に明らかにすることが課題となっている。

この課題を検討するにあたっては、外国人の多様性について留意すべきである。外

国人といっても、そこには永住資格をもっている者や、短期滞在者や旅行者など様々

な外国人が存在する。定住外国人、一般外国人、難民の３種類に分ける見解もある。

いずれにせよ、外国人の具体的な実態に即して検討されるべきである。

＊２４ 最高裁大法廷１９７８（昭和５３）年１０月４日判決（民集３２巻７号１２２３頁）
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イ 憲法１３条の幸福追求権として保障されている権利（たとえば、プライバシー権、名

誉権、自己決定権など）については、外国人に対しても保障される。

ウ 憲法１４条の法の下の平等についても、外国人に対しても保障される。平等原則をめ

ぐっては、日本国憲法の制定過程で明らかなように、マッカーサー草案では、外国人

も等しく人権が保障されるべきことが明記され、「出身国」が差別禁止事由とされて

いたこと、憲法制定過程においてそれが削除されたことは先に指摘したとおりである。

今日、「国籍」を理由にした差別が数多く見受けられるが、それが果たして合理性を

有するのか、問題となっている権利の性質に照らしながら慎重に検討されなければな

らない【→詳細は第２編第８章】。

エ 思想及び良心の自由（憲法１９条）、信教の自由（２０条）、集会、結社及び表現の自由

と通信の秘密（２１条）、学問の自由（２３条）等の精神的自由権については、原則とし

て外国人にも保障されている。精神的自由権のうち、参政権的機能を果たす政治活動

の自由について外国人にも保障されるかが問題とされている。日本国民の場合も政治

活動の自由について一定の制約を受ける場合があり得るが、その点で日本国民と外国

人を区別する根拠はない。したがって、政治活動の自由についても、日本国民同様に

保障されて良いと解する。

オ 経済的自由権についても、外国人に対して最大限保障されるべきであるが、国民と

異なる特別の制約が定められている場合がある。たとえば、土地取得に関する制限や

（外国人土地法）、特定の職業を選択することについて制限が設けられている場合（公

証人法、弁理士法、水先法、航空法、電波法、鉱業法、電気電信通信事業法等）など

である。ただし、外国人への制限に対しても、常にすべての外国人への制限を課して

いるのではない。制限事項と外国人の居住実態等を考慮し、外国人の違いに応じた規

定が設けられている例もある（たとえば、「外国人漁業の規制に関する法律」では外

国人に漁業を禁じているが、永住者、特別永住者、日本人又は永住者の配偶者、子ど

もなどには認めている）＊２５。経済的自由について、外国人を日本国民と異なる特別の

制約を定めている各法令については、その根拠について再検討する余地はある。

また、従来、居住・移転の自由（憲法２２条）が経済的自由の一つとされ、外国人の

居住・移転の自由について日本国民と異なる制約を外国人登録法が定めている。しか

し、居住移転の自由は、今日、身体の拘束を解く意義もあることから、人身の自由の

性格も有すると指摘する見解もある。また、精神的な自由の確保のためにも居住・移

転の自由が不可欠であるとして、精神的自由権としての側面もあると指摘する見解も

ある。このように、居住・移転の自由が複合的性質を持つことに着目するならば、外

国人の居住・移転の自由に対する制約についても、はたして合理性が認められるのか

再検討する余地がある。

カ 入国・出国・再入国の自由

国際慣習法上、国家には外国人の入国を規制する自由が認められていることから、

外国人を入国させるか否かは自由裁量であり、外国人には入国の自由は保障されてい

＊２５ 畑野勇・倉島研二・田中信也・重見一崇・石崎勇一「外国人の法的地位」（信山社）３５２頁、３５３頁

＊２６ 前掲脚注＊２４のマクリーン事件判決。
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ないといわれている。判例も同様の立場にたつ＊２６。しかし、難民条約では、政治的迫

害等を受けるおそれのある場合に難民として保護すべきことを締約国に義務づけてい

る。したがって、外国人の入国に関しても完全に自由裁量ではなく、国際条約により

一定の制約をうけていると解するのが妥当である＊２７。また、再入国の自由、一時旅行

の自由についても判例は人権として保障されていないとする＊２８。しかし、移動の自由

は、単に経済的自由権としての側面だけではなく、身体の自由、精神的自由権として

の側面も有する複合的権利である。したがって、移動の自由は可能な限り広く認める

べきである。自由権規約１２条２項は「すべての者は、いずれの国（自国を含む。）か

らも自由に離れることができる。」と定め、４項は「何人も、自国に戻る権利を恣意

的に奪われない。」と定めている。ここに「自国」とは国籍国のみならず定住国も含

まれると解しうる＊２９。したがって、少なくとも定住外国人に対しては、「自国に戻る

権利」（再入国の自由や一時旅行の自由などを含む権利）が権利として保障されてい

るといえる。

キ 選挙権・被選挙権

選挙権・被選挙権については、国政と地方政治を区別し、また、いかなる外国人か

（定住者か否かなど）を区別して論じる必要がある。国政の選挙権・被選挙権につい

ては、国民主権原理を根拠に否定する学説が多数である。これに対して、国民主権原

理は、民主主義原理（治者と被治者の自同性）を内容としているのであるとすれば、

日本における政治的決定に従わざるを得ない生活実態にある外国人、すなわち日本に

生活の本拠を有する定住外国人に対しては、国政地方を問わず選挙権・被選挙権を保

障すべきであるとの見解がある＊３０。また、「永住市民」という法的地位を新たに創設

し、永住資格を有する外国人に国政地方を問わず選挙権・被選挙権を保障すべきであ

るとの見解＊３１、また、二重国籍を認めることにより国政地方を問わず外国人の選挙権・

被選挙権を保障すべきであるとの見解もある。他方、地方政治の選挙権については、

判例は、永住外国人について「法律をもって地方選挙権を付与する措置を講ずること

は、憲法上禁止されているものではな」く、「右のような措置を講ずるか否かは、も

っぱら国の立法政策にかかわる事柄である」と判断した＊３２。

この判決に対しては、先の民主主義の観点から問題があるとの批判は可能であるが、

この判決が社会に与えた影響は多大である。地方政治の被選挙権については、否定す

る見解もあるが、立法により被選挙権を付与することは許容されている見解や、憲法

上保障されているとの見解がある。国政参政権については、現実的な選択肢としては

二重国籍論があり、また、地方政治の参政権については、特別永住者はもちろんそれ

以外の外国人についても、居住実態に応じて認められるべきである【→なお、詳細は

＊２７ 辻村・前掲「憲法（第１版）」１６４頁。

＊２８ 最高裁第１小法廷１９９２（平成４）年１１月１６日判決（最高裁判所裁判集・民事１６６号５７５頁）、最高裁大法廷１９５７（昭

和３２）年６月１９日判決（刑集１１巻６号１６６３頁）。

＊２９ 辻村・前掲「憲法（第１版）」１６４頁

＊３０ 浦部法穂「『外国人の参政権』再論」（憲法理論研究会編「人権理論の新展開」）４７頁

＊３１ 辻村みよ子「選挙と『市民の意思形成』」（公法研究５９号）１４７頁

＊３２ 最高裁１９９５（平成７）年２月２８日判決（民集４９巻２号）６３９頁
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第２編第４章第３節参照】。

ク 公務就任権

公務就任権については、これまで「当然の法理」により広範に否定されてきた。し

かし、公務就任権は職業選択の自由という側面を有していること、また、国民主権原

理についても先に述べた民主主義原理が妥当することからすると、現実問題として諸

国において外国人に完全な公務就任権が認められているわけではないことを考慮する

と、一定の範囲内で公務就任権を制限することにつき、立法裁量を認めていると考え

る。【→具体的に認められる範囲については、第２編第４章第２節参照】。

ケ 教育を受ける権利

憲法２６条の教育を受ける権利は社会権としての性格を有することから、外国人に対

しては日本人と同様に保障されていないが、立法政策として又は運用により外国人に

対してもそれを認めることは許されているとの見解がある＊３３。しかし、教育を受ける

権利は、国民一人一人が、一人の個人として成長、発達し、自己の人格を完成、実現

するために必要な学習をする固有の権利を有しており、とりわけ子どもは、自らの学

習権を充足させるために、大人一般に対して教育を施すことを要求する権利を有して

いる＊３４。

このように、教育を受ける権利が、単に社会権的性格のみならず、精神的自由権や

人格権的性格をも有する権利である。また、国際人権に関する条約や宣言をみると、

社会権規約は「教育について全ての者の権利」を認め、子どもの権利条約７条や２８条

１項などでも「すべての者」「児童」「すべての児童」が教育の権利を有するとしてい

る。「外国人の人権宣言」（１９８５年）では外国人が教育の権利を享有することを、「マ

イノリティの権利宣言」（１９９２年）では母語教育を受ける機会を保障すべきことが唱

われている。したがって、外国人の子どもを含めて、すべての子どもに教育を受ける

権利が保障されている。しかも、そこにおける教育とは、日本における公教育はもち

ろんのこと、母語による教育など民族的アイディンティティーを保持するための教育

を受ける権利も保障されているものと解する。この点については、すでに【第２編第

５章】で詳細に論じているので参照されたい。

コ 労働基本権

憲法２７条２項及び２８条を受けて、労働基準法３条は、使用者は労働者の「国籍」を

理由として、賃金、労働時間その他労働条件について差別的取り扱いをしてはならな

いと定めている。また、労働組合法５条２項は、「何人も、いかなる場合においても、

人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないことを労働組

合の規約に含まなければならない」と定める。また、職業安定法３条も、「国籍」を

理由にして、職業紹介、職業指導等について差別的取り扱いをしてはならないことを

定めている。また、社会権規約２条２項及び７条は、締約国に対し、外国人労働者が

労働法上平等な取り扱いを受ける権利を保障することを義務づけている。また、人種

差別撤廃条約５条（e）（�）及び（�）も、締約国に対し、同様の義務を定めている。

＊３３ 畑野・倉島・田中・重見・石崎・前掲「外国人の法的地位」３４３頁

＊３４ 旭川学力テスト事件に関する最高裁大法廷１９７６（昭和５１）年５月２１日判決（刑集３０巻６１５頁）。
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したがって、労働基本権が外国人に対しても日本人同様に保障されていることは明

かである。しかし、現実には外国人労働者は日本人労働者よりも弱い立場におかれて

いるのが実態である。外国人労働者の現状については、【第２編第７章】に詳細に論

じられているので、参照されたい。

サ 医療及び社会保障

医療及び社会保障を受ける権利は、社会権（憲法２５条）としての性格を有すること

から、従来は、各人の所属する国により保障されるべき権利を意味し、当然に外国に

よっても保障されるべき権利を意味するのではないとされてきた＊３５。しかし、最近で

は、外国人に対しては日本人と同様に保障されていないが、立法政策として又は運用

により外国人に対してもそれを認めることは許されているとの見解もでてきた＊３６。さ

らに、社会権については、国籍による基準ではなく「社会構成員」による基準として

少なくとも日本に居住し、国民と同一の法的・社会的負担を担っている定住外国人に

は認めるべきであるとの見解＊３７も主張されている。国際人権に関する条約及び宣言に

関してみると、世界人権宣言（１９４８年）が国民的差別なしに全ての人が「社会の一員

として社会保障を受ける権利」を有すると宣言し（２５条１項）、国際人権（社会権）

規約（１９６６年採択、１９７９年批准）でも「社会保険その他社会保障についてのすべての

者の権利を認める」（９条）と定めている。また、「難民の地位に関する条約」（１９５１

年採択、１９８１年批准）でも社会保障について内外人平等を定めている（２４条）。また、

「すべての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する条約」（１９９０年採択、日本

は未批准）でも社会保障に着いて内外人平等を定めている（２７条１項）。これら国際

人権に関する諸条約及び宣言に照らせば、今日、外国人にも医療及び社会保障を受け

る権利が人権として認められていると解すべきである。

シ 人身の自由と適正手続

憲法１８条は奴隷的拘束からの自由を定め、３１条以下は適正手続保障の規定をおいて

いる。これらの規定は、外国人にも平等に保障される。憲法３１条は、�法律で定めら
れて手続が適正であること、すなわち「告知と聴聞の機会」が保障されなければなら

ないこと、�罪刑法定主義、�実体規定の明確性・合理性・均衡・不当な差別の禁止
が確立されることを定めている。このうち、外国人については、�に関して通訳・翻
訳の問題が重要である。現行法は、裁判所法７４条で「日本語を用いる」こととされ、

刑事訴訟法１７５条で国語に通じない者の陳述に通訳人をおくことを義務づけ、１７７条で

は国語でない文字を翻訳させることが可能であるとされ、２２３条では捜査機関は通訳・

翻訳の嘱託を行うことができると規定する。これらの規定に基づき、刑事手続きでは

通訳が付されているが、これらは被疑者・被告人に通訳・翻訳の提供を要求する権利

を認めたものではない。

これに対して、自由権規約１４条３項は、「すべての者は、その刑事上の罪の決定に

ついて、十分平等に、少なくとも次の保障を受ける権利を有する。（a）その理解する

＊３５ 宮沢俊義「憲法�」２４２頁。
＊３６ 畑野・倉島・田中・重見・石崎・前掲「外国人の法的地位」３４３頁。

＊３７ 大沼保昭「単一民族社会の神話を超えて」２３０頁～２３１頁。
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言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること。（b）防御の準

備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること

…（f）裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合

には、無料で通訳の援助を受けること。（以下略）」と定めている。欧州人権条約６条

３項も同様の規定をおいている。これらの国際人権に関する諸条約に照らすならば、

外国人は、刑事手続において、通訳・翻訳の提供を求める権利が保障されていると解

しうる。

通訳・翻訳に関して外国人の刑事事件の中で問題となる点をいくつか指摘すると、

捜査段階での供述調書の内容について通訳の正確性が担保されていないという問題が

ある。供述調書は、読み聞けと供述者の署名押印で正確性が担保されることになる。

通訳人が日本語で表現したものが、そのままではなく別の表現で調書に記載され、読

み聞けのときも調書に記載されたものそのものではなく、通訳人が理解・表現しやす

いように捜査官が用いたより簡単な表現について再度通訳を行うという実務が行われ

ており、判例もそれを容認している＊３８。供述調書が裁判において大きな役割を果たす

以上問題である。録音・録画など取り調べの可視化の問題も含めて是正する必要があ

る。また、起訴状（謄本）送達については、翻訳文の添附は必要ないとされている問

題がある＊３９。自由権規約１４条３項（a）の「速やかに（promptly）」と規定する要請

は遅くとも公判手続の冒頭において起訴状朗読がなされ、これが通訳されることによ

り満たされるとの立場からである＊４０。しかし、規約人権委員会の一般的意見によれば

「速やかに（promptly）」とは、「権限ある当局によって最初に嫌疑をかけられたと

き、直ちに（as soon as）」であるといわれている。したがって、国際人権法の要求

に沿って、起訴状謄本送達時に翻訳を添附するか、もしくは防御の準備のために十分

に時間がとれるような時期に翻訳を行うことが求められる＊４１。また、判決の言渡のと

きに通訳を付さなければならない＊４２。通訳費用については、訴訟費用に含まれ（刑事

訴訟費用等に関する法律２条２号）、被告人にその全部または一部を負担させること

ができる（刑事訴訟法１８１条１項）。しかし、自由権規約１４条３項（f）は、「無料」で

通訳の援助を受けること」を保障している。これについては、同規約（f）に反しな

いという見解と、違反するとの見解が対立している。判例も分かれている＊４３。また、

原則として費用負担を命じるべきではないとしつつも、刑事訴訟法１８１条１項は裁量

であるから、例外的に通訳費用負担を命じることもあるとの見解もある＊４４。外国人で

ある被疑者・被告人にとって、言葉によるハンディキャップを除去してこそ初めて公

＊３８ 東京高裁１９９６（平成８）年７月１６日判決（判例時報１５９１号１３２頁）。

＊３９ 京都地裁１９９０（平成２）年１０月９日判決（判例タイムズ７５２号２４９頁）、東京高裁１９９０（平成２）年１１月２９日判決（高

刑集４３巻３号２０２頁）、東京高裁１９９１（平成３）年９月１８日判決（高刑集４４巻３号１８７頁）など

＊４０ 東京高裁１９９１（平成３）年９月１８日判決（高刑集４４巻３号１８７頁）。

＊４１ 北村泰三・山口直也編者「弁護のための国際人権法」（現代人文社）９９頁。

＊４２ 最高裁第３小法廷１９５５（昭和３０）年２月１５日判決（刑集９巻２号）２８２頁。

＊４３ 国際人権規約に反するとの立場に立つ判例として、東京地裁１９９１（平成３）年１２月１８日判決（行集４２巻１１・１２号１８８０

頁）、東京高裁１９９３（平成５）年２月３日判決（法務省刑事局外国人関係事犯研究会編「外国人犯罪裁判例集」法曹会

５５頁）ほか。反しないという立場にたつ判例として、浦和地裁１９９４（平成６）年９月１日判決（判例タイムズ８６７号２９８

頁）など。

＊４４ 手塚和彰「外国人と法（第２版）」３２５頁～３２６頁。
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正な裁判を受けることができる。したがって、通訳・翻訳を求める権利は、外国人で

ある被疑者・被告人が適正な刑事手続きを受ける諸権利を実現するに当たって、もっ

とも基本的、かつ、前提的な権利であり、「他の権利の前段階的な権利」である＊４５。

それゆえ、通訳を「無料」と定めたのであり、かかる国際人権規約の立場からすると、

通訳料を訴訟費用として被告人に負担させることは、同規約違反であり許されないと

解する。

外国人の人身の自由や適正手続をめぐっては、刑事手続以外にも入管手続において

も問題となるが、それについては、【第２編第３章】でふれられているので参照され

たい。

３ 外国人をめぐる国内法制の現状

�１ はじめに

外国人と日本国民とを区別するのは日本国籍の有無であるが、日本国籍の取得等につい

て規定しているのが憲法１０条及び国籍法である。日本国籍を保持していない者は外国人と

して出入国管理及び難民認定法と外国人登録法による登録・管理の対象とされている。し

たがって、外国人をめぐる国内法制の現状については、国籍法、出入国管理及び難民認定

法、外国人登録法により基本的枠組みが作られている。

しかし、この基本的枠組みを超えて保障されなければならないのが、基本的人権である

（人権の普遍性）。日本に居住する外国人は、日本人同様に、就職し、結婚し、出産する

など、さまざまな社会生活を送っている。子どもの教育を施さなければならず、病気や老

後の生活など医療、社会保障、社会福祉などの問題もかかえている。これら外国人の日常

生活に対して、日本国内の様々な国内法が適用されているが、そこでは、様々な「国籍」

による差別的取扱がなされている。

今日、日本に存在する様々な「国籍」による差別の合理性について、人権保障の観点か

ら、外国人の具体的な生活実態に即して検証されなければならない。

第２編各論では、外国人の法的地位と在留の問題、参政権や公務就任権など参画の問題、

教育の問題、女性の人権の問題、外国人の労働と医療・社会保障の問題、差別の問題とい

うように、今日の外国人の生活をめぐる様々な問題について、それを記載する国内法制を

含めた現状と課題を明らかにしてきた。

したがって、本項では、第２編各論で論じられた点については各論述に譲り、外国人の

国内法制の基本的枠組みを関わる法制のうち国籍法と外国人登録法について論じる（なお、

出入国管理及び難民認定法（入管法）については、第２編第３章の在留問題に関して詳細

に述べていることから、詳細はそこの記述に譲る）。

�２ 国籍法＊４６

ア 国籍とは何か

外国人と自国人とを区別するのが国籍である。国籍とは、「人を特定の国家に属せ

＊４５ 北村・山口・前掲「弁護のための国際人権法」９０頁。

＊４６ 江川英文・山田鐐一・早田芳郎「国籍法（新版）」（有斐閣）
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しめる法的な紐帯」であり「個人が特定の国家の構成員である資格」を意味する。し

たがって、国籍は、法律関係ではなく法的地位と解されている。

イ 国籍の機能

国籍は国家の構成員たる資格であり、これに基づき様々な法的効果が生じる。これ

を、国籍の営む機能という。国籍の機能としては、国際的機能と国内的機能がある。

国際的機能としては、�国家は外国にある国民に関して外交的保護の権利を有する
こと、�国家は他国の領域に在留することを許されない自国国民を自国領域に受け入
れる義務がある。

国内的機能とは、国籍が各種の権利・義務の享有・負担の基準とされ内外人区別の

機能を果たしていることをいう。すなわち、今日、個人の基本的人権は外国人に対し

ても原則として等しく保障されおり、とくに私法上の権利・義務の享有・負担につい

ては内外外人平等が原則である。しかし、�出入国・居住の権利、�参政権、�公務
就任権、�兵役義務、�鉱業権、工業所有権、漁業権、社会保障上の権利等などにつ
いては、国籍による区別が行われている。この「国籍」による内外人の区別に対して

は、今日、それを絶対視するのではなく、経済・文化・社会的な国際的交流の増大と、

国際人権保障の展開により、個人の権利義務関係を「国籍」を基準に区別するのでは

なく、人権の普遍性や、一定期間居住することによる社会的構成員の実態などに照ら

して個々人の権利義務関係を規律すべきであると指摘する見解がある＊４７。極めて重要

な指摘である。今日「国籍」による区別について、かかる視点から個別の法令を検討

する必要がある。

ウ 国籍法の原則

何人が自国民であるかを決定するのは、各国の国内管轄事項に属するというのが国

際法上の原則である。しかし、自国民の決定は無制限に妥当するものではない。�国
籍唯一の原則、�国籍自由の原則の要請による制約がある。
�国籍唯一の原則とは、人は必ず国籍をもち、かつ、唯一の国籍をもつべきである
との要請である。世界人権宣言１５条は、「人はすべて国籍を有する権利がある」と定

めている。人がいずれかの国籍を持つべきであるというのは、人権保障の基本的な要

請であることが銘記されるべきである。ただし、「唯一の国籍を持つべきである」（重

国籍の防止）との要請については、重要な要請ではあるが、いかなる場合においても

優先的に考えることによりかえって不都合な結果を生み出すことになる場合がある。

むしろ、今日ヨーロッパなどでは、重国籍が移民の定住する国での統合の妨げになる

のではなく、統合を助長するものであると認識されるようになってきたと、重国籍が

積極的に位置づけられてきていることを指摘する見解もある＊４８。この点については、

帰化の箇所で論じる（なお、この点は外国人の参政権の議論にも関連するが、詳細は

【第２編第４章第３節】参照）。

�国籍自由の原則とは、国籍の得喪に関しては、ある程度において、個人の自由意

＊４７ 大沼保昭「『外国人の人権』論再編成の試み」（法学協会百周年記念論文集第二巻）３７５頁。同「国籍とその機能的

把握」（法学教室５５号）１３５頁、１３６頁。

＊４８ 近藤敦「外国人の人権と市民権」（明石書店）１２９頁。
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思を尊重すべきであるとの原則である。日本国憲法２２条２項も国籍離脱の自由を基本

的人権の一つとして保障している。

エ 国籍の抵触

個人が、同時に複数の国籍をもち（重国籍）、またはまったく国籍をもたないこと

（無国籍）を国籍の抵触という。重国籍の場合、複数の国家から国民に義務（たとえ

ば兵役の義務など）が求められ著しく不利益を被る。また、いずれの外交的保護を受

けるのかについて紛議が生じることがある。無国籍者についても、外交的保護が与え

られず、国家としてもその者に国外退去を命ずることができないという困難な問題が

生じる。したがって、国籍の抵触を防止することが望まれるが、完全に防止すること

は現実には不可能であり、抵触した際の調整が必要となる。

重国籍者の外交保護に関しては、重国籍者はいずれの国籍国からも自国民として取

り扱われること、その者が一方の国籍国にいるときは他方の国籍国は外交的保護を主

張できないこと（ただし、一方の国籍国との連関がより密接で実効的である場合には

その国の外交的保護が認められる）、重国籍者が第三国にいるときは、第三国は、そ

の重国籍者が平常かつ主として居住している国の国籍か、その者と事実上もっとも関

係の深い国籍のみを持つものとして取り扱い、その国に外交的保護を認めなければな

らないとされている（実効的国籍の理論）＊４９。

無国籍者については、無国籍者の地位の改善のために、「難民の地位に関する条約」

（１９５１年）など若干の条約が存在する。

オ 国籍法の法源

国籍法の国内的法源としては国籍法がある。また、国際的法源としては、世界人権

宣言１５条（１９４８年１２月１０日国連総会採択）、市民的及び政治的権利に関する国際規約

２４条３項（１９６６年１２月１６日国連総会採択、１９６７年３月２３日発効）、児童権利宣言３条

（１９５９年１１月２０日国連総会採択）、難民の地位に関する条約３４条（１９５１年７月２８日国

連総会採択、１９５４年４月２４日発効）、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約９条（１９７９年１２月１８日国連総会採択、１９８０年７月１７日署名、１９８１年９月３日発

効）などの宣言、条約がある。国際的な交流が盛んである今日、これらの国際的な諸

規定は、日本の国籍法の法源として重要な役割を果たすべきである。

カ 領土の変更等による国籍の得喪を定める条約

戦争その他の原因によって、国家の独立、国家の併合、領土の一部の帰属の変更等

が起こる場合、それらに伴って一定の者の国籍の得喪が生じるのが原則である。この

場合における国籍の得喪は条約によって行われる。また、条約のうち、国籍の得喪に

関する成文の規定がなくても、条約その他の国際的取決の趣旨から、国籍の得喪を推

測すべき場合もある。

この点で問題となるのは、戦後の朝鮮人及び台湾人の国籍の得喪に関する措置につ

いてである。この点については、後述する。

キ 国籍の証明

日本における国籍の証明資料として普通に利用されるのは、戸籍である。国籍は戸

＊４９ 山本草二「国際法」４５４頁
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籍と密接な関係がある。戸籍は、日本国籍の得喪が記載される仕組みになっているた

め、人の身分関係のほか、国籍の得喪を公証する機能をはたしている。外国人が日本

人と結婚した場合、その事実は日本人の戸籍の身分欄に記載される。

戸籍の関係で問題となるものの一つに、中国人残留日本人の就籍問題がある。戦前、

日本は中国東北部（満州国）に多数の日本人を移民として送り込んだ。ところが、１９４５

年８月９日、ソ連が参戦すると、これらの人々は中国を逃げまどい、幼い子どもは中

国人に預けられたり、親が死亡したため中国人に引き取られたりした。また、生き残

るために自ら中国人の妻になった者もいた。１９７２年の日中共同声明により日中間の国

交が回復すると、これら中国残留日本人の帰国が行われるようになり、その結果、多

くの中国残留日本人が帰国することになったが、それらの人々の日本国籍を確認し、

戸籍を作成する必要が生じた。政府は、１９９４年、「中国残留邦人等の円滑化帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を制定したが、その法律の１２条では「就

籍等の手続に係る便宜の供与」が定められている。帰国した中国残留日本人らは、家

庭裁判所に就籍許可の審判を申し立て、その審判手続の中で日本国籍が判断されるこ

とになる。

ク 国籍の取得�１ ―出生

日本の国籍を取得するには、出生による場合と、出生後の事由による場合がある。

旧国籍法は、出生後の事由による場合として、結婚、認知等の身分行為による場合を

認めていたが、現行国籍法はそれを認めていない。現行法上認められているのは、届

出による場合（準正、国籍留保制度、国籍選択制度）と、帰化による場合である。

現行国籍法は、出生による国籍の取得について、父母両系血統主義を採用している。

かつては、父系血統主義であったが、憲法の定める両性の平等（憲法２４条）に違反す

るのではないかとの批判がされており、１９７９年、女性差別撤廃条約が採択され、日本

も批准するに及んで、国籍法が改正され現在の父母両系血統主義となった。

国籍法は、日本国籍取得の要件として�「出生の時に父又は母が日本国民であると
き」、�「出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき」、�「日本で生ま
れた場合において、父母ともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」と定めてい

る。このうち、��は血統主義の立場であり、�は無国籍防止のために、補充的に生
地主義を採用したのである。

�の要件で問題となるものの一つに、日本人の父親と外国人の母親との間に生まれ
た非嫡出子の国籍の問題がある。父子関係は認知によって決定される。日本人の父親

が、胎児認知を行えば、「出生の時」に父が日本国民であるから、子どもは日本国籍

を取得する。これに対し、日本人の父親が生後認知をした場合、民法上は認知の効力

は出生の時に遡及することから、「出生の時」に父が日本国籍を取得するといえそう

である。しかし、判例は、国籍法上、生後認知の遡及効を否定する＊５０。

母親の本国が父母両系血統主義であれば母親の本国の国籍を取得するが、父系血統

主義であったり、あるいは、生地主義（日本で出生）であった場合には、子どもは無

国籍児となる。遡及効を否定する理由は、認知は身分行為であり現行法は身分行為に

＊５０ 最高裁第２小法廷２００２（平成１４）年１１月２２日判決（判例時報１８０８号５５頁、判例タイムズ１１１１号１２７頁）
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よる国籍の変更を認めていないこと、仮に生後認知の遡及効を認めると子の国籍は認

知があるまで不確定なものとなること、母親の本国の国籍を取得できている場合には

重国籍をみとめることになることがあげられている＊５１。

しかし、これに対しては、嫡出子や胎児認知の子どもと生後認知の子どもとで取り

扱いを異にするのは、「社会的身分」による差別であって憲法１４条（平等原則）に違

反するとの有力な反対説が存在する＊５２。確かに、認知は身分行為であるとしても結婚

や養子縁組と異なる性質のものである。生来の国籍取得の原因をなすものであり、身

分行為による国籍の「変更」とは異なる。また、国籍の不確定性については、たとえ

ば、生後認知による遡及効が認められる期間を未成年者の間とすることで、その不都

合性が緩和できる。重国籍防止については、国籍選択制度による処置により調整可能

である。非嫡出子も認知により、家庭裁判所の許可を得て父親の氏を称することがで

きるし（民法７９１条１項）、父母の協議によって父親を親権者とすることもでき（同８１９

条４項）、子どもの扶養義務を負担し、子どもは相続権を取得する。したがって、父

子関係について、認知後の非嫡出子と嫡出子を比較した場合、前者に「実質的結合関

係が生ずると言い難い」＊５３と断定するほどの違いが実際に存在するのか疑問である。

これらの理由から、反対説も十分傾聴すべき点がある。今後、立法論をも含めて、平

等原則との関係で検討する必要がある。

�の要件との関係で問題となるものの一つに、「父母ともに知れないとき」の要件
の立証責任の問題がある。この問題が争われた事件としては、いわゆる「アンデレ事

件」がある。日本で出産後母親が病院から行方不明になり、アメリカ人の牧師が養子

として育てていたアンデレは、一時母親がフィリピン人と思われることからフィリピ

ン国籍を取得したが、アメリカに入国するためにフィリピン政府にパスポートの申請

をしたところ、母親がフィリピン国籍であるか定かではないとしてパスポートの発給

を拒否され、やむなく日本国籍の確認を求めて訴を提起した事件である。立証責任の

分配の原則からすると、この要件の立証責任は、国籍取得を求める者が負うのが原則

である。しかし、一般に「知れない」ことの証明は困難であるから、国籍取得を争う

者が、「父又は母が知れている」ことを窺わせる事情を立証した場合には、「父母とも

にしれないとき」の証明がないことになり、国籍取得を求める者の敗訴となる。しか

し、これでは、無国籍者の防止という趣旨が実現できないことになる。そこで、最高

裁は、立証責任を国籍取得を争う者に転換させる判決を下した＊５４。この判決は、基本

的人権保障の要請である無国籍防止の趣旨にそった妥当な判決であると評価すること

ができる。

ケ 国籍の取得�２ －届出による取得（準正、国籍留保制度、国籍選択制度）

＊５１ 江川・山田・早田・前掲「国籍法（新版）」６２頁～６３頁。佐野寛「日本国籍の取得をめぐる諸問題」（ジュリスト１１０１

号）。田代有嗣「国籍法逐条解説」１５８頁。

＊５２ 奥田安弘「家族と国籍法（補訂版）」（有斐閣選書）１１３頁以下。同「判例評論４６７号」（判例時報１６１８号３９頁）。二宮

周平「国籍法における婚外子差別の検討」（ジュリスト１０７８号４８頁）など。

＊５３ 法務省民事局内法務研究会編「改正国籍法・戸籍法の解説」１１頁。

＊５４ 最高裁第２小法廷１９９５（平成７）年１月２７日判決（民集４９巻１号５６頁、判例時報１５２０号３２頁、判例タイムズ８７２号

７８頁）
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国籍法は、認知による国籍の取得は認めず、準正に限り、法務大臣に届け出ること

により日本国籍の取得を認めた。

日本国籍の取得について、認知の場合と準正の場合を区別する理由については、準

正された子ども（嫡出子）は日本国民の家族に包摂されることで日本社会の構成員と

するに足りること、仮装認知のおそれがあること、外国の例でも準正による国籍取得

を認める例が多いことが理由とされている。しかし、これに対しては、近時嫡出子と

非嫡出子の平等化への世界的な傾向が見られることや、胎児認知の場合に出生による

国籍取得を認めていることなども考慮し、血統主義を徹底し、認知の場合と準正の場

合とを国籍取得に関して平等に取り扱うべきであるとの見解がある＊５５。これは、前述

した父親が日本人で母親が外国人である場合の非嫡出子の生後認知の問題とも関連す

るものであり、子どもの権利条約等国際人権の観点や平等原則の観点から、判例上も、

出生後認知による国籍取得が認められる可能性もあり、立法上の解決を含めて検討さ

れるべき問題であると思われる。

準正による国籍取得同様、届出による国籍取得制度として、国籍留保制度と国籍選

択制度がある。これは、重国籍防止のために定められた国籍留保制度及び国籍選択制

度により、日本国籍を失った者に対して、届出による国籍取得を認めたものである（１７

条）。

コ 国籍の取得�３ －帰化

帰化とは、法律上定められた一定の条件を具備する外国人が、その志望に基づき、

法務大臣の許可により日本の国籍を付与されることをいう。帰化の許可処分は、覊束

行為ではなく自由裁量行為である。帰化は、その条件によって、普通帰化と特別帰化

に分かれ、後者はさらに簡易帰化と大帰化に分かれる。

帰化の要件の一つに、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を

失うべきこと」（国籍法５条１項５号）が定められている。これは、重国籍防止のた

めに定められた要件である。この要件を満たすためには、�無国籍である場合、�外
国への帰化前に自国籍の離脱を認めている場合、�外国に帰化することで自動的に国
籍を失う場合でなければ、日本への帰化はできないことになる。

諸外国の例には、�外国への帰化により当然に自国籍を喪失する、�離脱手続をし
なければ国籍を喪失しない、�外国への帰化に際し事前に自国籍の離脱を許容する、
�未成年者に対して自国籍の当然喪失も事前離脱も許容しない、�未成年者について
親の自国籍の喪失の随伴的効果として国籍の喪失を認めるものなどがある。したがっ

て、外国の立法例によっては、外国人の日本への帰化を困難ならしめる場合がある。

また、重国籍の防止は一つの重要な要請であるが、いかなる場合においてもこれを優

先的に考え、重国籍発生のおそれのないときだけ帰化を許可しなければならないかは

疑問であること（たとえば、国籍留保制度は重国籍を許容している）、外国国籍の立

法が判明しなければ日本における帰化の許否を決定することができないが、現実的に

は外国の立法例を調査することが困難な場合があること（たとえば、ガントレット事

＊５５ 奥田・前掲「家族と国籍（補訂版）」１１３頁以下。木棚照一「国籍法の改正－国籍法はどの程度『国際化』されたか」

（法学セミナー１９８４年１１号）６０頁。

第１節 外国人・民族的少数者の人権と日本国憲法・国内法の現状と課題

－ 444 －



件など）など、この要件を厳格に適用することにより不都合が生じる場合がある。そ

こで、国籍法５条２項は、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情がある

と認めるとき」は、５号の要件を満たさなくとも帰化を認める旨の規定をおいた。

しかし、この規定を設けてもなお問題は残っていると指摘する見解がある＊５６。すな

わち、２項の規定によっても、外国国籍の立法例の調査の負担はいまだ解決されてい

ない。また、帰化申請者間において、１項により帰化が認められる者は外国国籍が喪

失するのに対し、２項により帰化が認められる者は重国籍が認められるという異なる

立場におかれるが、これは不公平である。さらに、仮に、１項により帰化を申請した

者が不許可となった場合には無国籍者となる。むしろ、国際間の人的交流が盛んにな

った今日では、重国籍が認められることにこそ利益が認められる場合がある。これら

の理由から、そもそも重国籍防止のため１項の要件を設けていること自体妥当なのか

疑問を呈しているのである。ヨーロッパでは、国籍唯一の原則が大きく修正され、国

家の利益のためではなく、個人の利益のために重国籍がいっそう認められる傾向にあ

る。むしろ、人の国際移動が盛んになり、社会が多様な集団から構成されるにつれて、

重国籍を通じた「統合」政策の必要性を指摘する見解もある＊５７。

今日、国際的な人的交流が頻繁となっている状況のもとで、重国籍防止が求められ

る根拠を考慮しつつも、この要請が厳格に貫かれるべきものなのか検討する必要があ

る。

サ 国籍の喪失

国籍の喪失にあたっては、個人の意思の尊重と国籍の抵触の防止の要請とが調整が

図られなければならない。

日本の国籍法上、国籍の喪失が認められる場合としては、�「自己の志望」により
外国籍を取得した場合（１１条１項）、�国籍離脱の届出による場合（１３条１項）、�国
籍留保制度による場合（１２条）、�国籍選択制度による場合（１４条～１６条）がある。
国籍留保制度は、出生により外国の国籍を取得した日本人で国外で生まれた者は、

戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、出生のと

きにさかのぼって日本国籍を喪失する制度をいう。国籍留保の届出は、出生の日から

３ヶ月以内に出生届とともにしなければならない（戸籍法１０４条１項）。法定期間内に

国籍留保の届出がなければ、出生の時にさかのぼって、当然に日本国籍を喪失する。

日本国籍を喪失後、日本国籍を取得する場合は、未成年者の場合には届出だけで済む

のに対し（国籍法１７条１項）、成年者の場合には帰化によらなければならない。その

場合、国籍法８条３号の「日本の国籍を失った者」として簡易帰化の適用を受ける。

国籍留保制度については、日本国籍の取得について未成年者と成年者で取り扱いと異

にしていること、日本国籍の取得を望んでいる者に対しても３ヶ月という短い届出期

間内に届出がなければ強制的に日本国籍を失わせるのは問題であるとの批判がなされ

ている＊５８。

＊５６ 奥田・前掲「家族と国籍（補訂版）」８５頁以下。

＊５７ 近藤・前掲「外国人の人権と市民権」１２８頁以下。

＊５８ 奥田・前掲「家族と国籍（補訂版）」１０１頁～１０５頁。
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国籍選択制度は、外国国籍と日本国籍を有する重国籍者に対し、所定の期限までに、

いずれかの国籍の選択を義務づけ、所定の期間内に国籍の選択をしないでいる重国籍

者は、法務大臣からの国籍の選択の催告を受け、それにもかかわらず選択をしない場

合には、日本の国籍を喪失するという制度である。

所定の期間内に日本国籍を選択した場合であっても、外国国籍の離脱は努力義務に

とどまっている（国籍法１６条１項）。したがって、外国籍を離脱しないままであれば、

重国籍状態は続くことになる。

シ 旧植民地出身者の国籍喪失

旧植民地出身者（台湾人及び朝鮮人）については、サンフランシスコ講和条約発効

に先立つ１９５２年４月１９日、法務省民事局長民事甲４３８号通達（「平和条約の発効にとも

なう国籍および戸籍事務の取扱いについて」）により、強制的かつ一方的に日本国籍

が剥奪されるとともに、「外国人」として外国人登録法と出入国管理法の適用を受け

ることになった（なお、日本国籍喪失に伴う在日の台湾人及び朝鮮人の在留資格につ

いては、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令

の措置に関する法律（法律第１２６号）により規制されており、不安定な地位におかれ

ている点については、【第２編第３章第３節】参照）。

他方、１９４６年６月２２日、中国政府は台湾人の国籍回復のために、在外台僑国籍処理

弁法を発布し、在外台湾籍人は１９４５年１０月２５日以降中国国籍を回復することとし、国

籍回復を願わない者は、在外中国公館または代表部に対し、１９４６年１２月３１日までに申

し出なければならないとした。これにより、中華民国の国内法的措置としては、１９４５

年１０月２５日以降、台湾人は原則として中国国籍を有することになった。また、１９４８年

５月１１日、南朝鮮は、国籍に関する臨時条例を制定・施行したが、この条例は、１条

で「本条例は国籍法が制定されるまで朝鮮人の国籍を確立して法律関係の帰属を明白

にすることをもって目的とする」、２条で「朝鮮人を父親として出生した者は、朝鮮

国籍を有する」、５条で「外国の国籍又は日本の戸籍を取得した者であって、その国

籍を抛棄するか又は日本の国籍を離脱する者は檀紀４２７８年（１９４５年）８月９日以前に

朝鮮の国籍を回復したものと看做す」と定めている。南朝鮮では、１９４８年８月１５日、

大韓民国の成立が布告され、同年１２月１０日、臨時条例に代わるものとして国籍法が制

定・施行され、その翌年、在外国民登録法の施行により、在日朝鮮人に対して在外国

民登録をなさしめている。なお、北朝鮮では、１９４８年９月９日、朝鮮民主主義人民共

和国が成立したが、国籍法が制定されたのは、１９６３年１０月９日である。それ以前の国

籍の扱いについては明らかではない＊５９。

ところで、日本が民事局長通達により日本国籍を剥奪したことの適法性について争

いがある。

民事局長通達による日本国籍剥奪は合憲であるとの見解は、カイロ宣言、ポツダム

宣言により、日本は台湾及び朝鮮をそれぞれ併合前の状態に戻すべき責務を負った。

サンフランシスコ講和条約は、かかる「原状回復の思想」に基づき領土を返還したが、

国籍についても明記されてはいないが、併合前の状態に戻すことが講和条約の解釈に

＊５９ 江川・山田・早田・前掲「国籍法（新版）」１９８頁、２１７頁。
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より導かれるのであり、民事局長通達は、かかる条約の履行として行われたものであ

り合憲であるという見解である＊６０。判例も同様の見解をとる＊６１。

これに対して、民事局長通達による一方的な国籍剥奪は、憲法１０条違反であり違憲

無効であるとの見解がある。すなわち、旧植民地出身者の国籍の得喪については、従

来の領土変更に伴う国籍の変更の枠組みではなく、民族自決による新国家形成の枠組

みで処理すべきであるとの見解がある。すなわち、朝鮮の独立に伴う国籍問題は、朝

鮮の民族自決権の行使として、朝鮮自らが自国の国家構成員を国内法で確定し、日本

は不都合な場合を回避するための立法措置をとることにより解決すべきであった。し

かも、憲法１０条は、国籍の得喪は「法律」によって定めると規定しているから、民事

局長通達により国籍の得喪を伴う措置は、憲法１０条に違反するものとして無効である、

したがって、在日朝鮮人は、民事局長通達により日本国籍を喪失しておらず二重国籍

の状態にあり、在日朝鮮人の国籍選択権を認めることにより解決すべきであるとの見

解である＊６２。

また、サンフランシスコ講和条約の合理的解釈に仮託して、法律の定める手続によ

らず、国籍の帰属を明確にしないままで、本人の意思を無視して、現在保有する国籍

を喪失せしめることは、国籍の専断的剥奪を禁止する国際法の確立した原則に違反す

るものであり無効であるとの見解もある＊６３。

確かに、前述したとおり、戦争その他の原因によって、国家の独立、国家の併合、

領土の一部の帰属の変更等が起こる場合、それらに伴って一定の者の国籍の得喪が生

じるのが原則である。この場合における国籍の得喪は条約によって行われる。また、

条約のうち、国籍の得喪に関する成文の規定がなくても、条約その他の国際的取決の

趣旨から、国籍の得喪を推測すべき場合もある。しかし、サンフランシスコ講和条約

は、国籍に関する明文の規定がない。また、サンフランシスコ講和条約は、朝鮮及び

中国は当事者として参加していない。したがって、サンフランシスコ講和条約の解釈

から国籍の得喪を推測し通達の合憲性を導くことが可能かは、さらに検討を要する問

題である。とりわけ、旧植民地出身者の特殊な歴史的経緯や現状に照らすならば、は

たして通達により一方的かつ強制的に日本国籍を喪失させる措置が妥当であったのか

どうかは疑問である。ただし、妥当性について疑問を呈する者も、さらに憲法１０条に

違反して違憲であり、通達による措置は無効であるから、現在も台湾人及び朝鮮人は

重国籍者であるとまではいえないという見解がある。旧植民地出身者の日本国籍喪失

は認めつつ、将来に向けた問題解決のために、いまだ解決されていない戦後未処理問

題の一つとして、旧植民地出身者に対する新たな国籍選択権を特別法により創設すべ

きであるとの提案もされている＊６４。この提案も含めて、今後検討すべき課題であると

＊６０ 江川・山田・早田・前掲「国籍法（新版）」２０２頁など。

＊６１ 最高裁大法廷１９６１（昭和３６）年４月５日判決（民集１５巻４号６５７頁）、最高裁１９６５（昭和４０）年６月４日判決（民集

１９巻４号８９８頁）。

＊６２ 大沼・前掲「在日朝鮮人の法的地位に関する一考察（一）～（六）」法学協会雑誌９７巻４号５頁乃至１２頁、９６巻８

号５７頁、９７巻４号１２頁乃至１７頁。

＊６３ 宮崎繁樹「放棄された領土と住民の国籍」（法律論叢５１巻１号）３７頁乃至７０頁

＊６４ 奥田安弘「市民のための国籍法・戸籍法入門」（明石書店）２２頁以下。
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思われる。

�３ 外国人登録法

ア 外国人登録法（外登法）の前身は外国人登録令（外登令）である。外登令は１９４７年

５月２日新憲法施行前夜に、帝国憲法下での最後の勅令（天皇の命令）として公布、

即日施行された。この外登令は、�１外国人の入国についての連合国最高司令官の許可、
�２在留外国人に対する登録の実施、�３退去強制制度の整備を骨子とし、当時まだ日本
国籍を保持するとされていた在日朝鮮人、台湾人は「外国人と見なす」とされた。折

しも朝鮮半島では３８度線を境に南北の対立が激化し、１９４８年には大韓民国および朝鮮

民主主義人民共和国が相次いで誕生した。

１９５２年のサンフランシスコ講和条約締結と同時に旧植民地出身者は日本国籍を失う

とされ、外登令は外登法へと引き継がれた。

イ １９８７年の改正までの外登法の主要な規定は、若干の変遷はあったものの概ね以下の

通りであった。

３条 新規登録義務

４条 登録事項（現行２０項目）

８・９条 変更登録義務

１１条 確認（切替）申請義務

１３条 常時携帯、提示義務

１４条 指紋押捺義務

１８条 罰則（１年以下の懲役・禁固又は２０万円以下の罰金）

１８条の２ 罰則（２０万円以下の罰金）

ウ これらの諸制度は次のような構造的一体性を持っている。

すなわち、�外国人の私生活に関する情報を徹底して収集する。本来必要のない職
業や勤務所に関する事項が登録事項とされているのはこの意味である。�集めた情報
は正確でなければならない。そのために変更があった場合、変更登録を強制する。�
更にその徹底を期すため、変更があると否とを問わず、定期的に登録事項が事実とあ

っているかどうかの確認を受ける義務を課す。「外国人事務事項必携」には確認申請

制度について「正確性…万全を期している」と記されていた。�以上のように確保し
た正確な情報を外国人登録証に記載し、その常時携帯提示義務を課すことによって、

官憲が即時的にいかなる人物かを把握しうる体制を整える。�以上をもってしても人
物の特定に不安がある万が一の場合に備えて、それを１００％可能とするための指紋制

度。�そして、これらのすべての義務について刑罰の威嚇によりその履行を強制し確
実に守られるようにする。

エ この外登法を日本国民に適用される住民基本台帳法と比較すると、以下の点におい

て顕著な相違がある。まず住民基本台帳では定期的確認の制度、常時携帯提示制度、

指紋制度および刑事罰はない。また登録事項においても職業や勤務所等の登録は必要

とされていない。

これらの差異は、同じ住民登録制度における規制手段の単なる程度の相違というふ

うに見ることはできない。明らかにこの両制度には法の趣旨において質的な差異がみ
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られる。上記に見た外登法の諸規定は外国人の動向を把握し、警察的監視下におくと

いう目的に向けて緊密に結びついている。外国人の治安管理のための法律である。

オ 外登法違反については刑事罰があるため、警察権力が在日外国人、なかでも在日コ

リアンを狙いうちにしてきた。１９４７年から１９９０年までの間に約５２万人もの在日コリア

ンが検察送致されてきた。

外登法事件についての現場警察官の手引書である「出入国管理法および難民認定法

外国人登録法の違反態様と捜査の要点」（大学書房１９８８年版）の常時携帯の項目のと

ころでは次のような指導がなされていた。

「…不携帯の現行犯として逮捕し捜査することは少しも差し支えないばかりか、被疑者

の登録証明書を確認するまでは釈放すべきでない」「捜査の段階で不携帯を重視するのは…

緊急逮捕のできない登録不申請や、事項にかかっている密入国者などを逮捕するための伝

家の宝刀でもあるからである」「職質の相手方が外国人であるとわかったならば、即時外国

人登録証明書の提示を求むべきである」「これを軽視して指紋さえとらないところがある。

これは第一線の警察官として反省してもらわなければならない…」（同１９９０年版では上記記

載部分削除）。

カ このような外登法に対して、指紋押捺を拒否する外国人が１９８０年代以降多数出るな

どし、自治体や市民からも改正を望む声が強まったため、以下の通りの改正がなされ

た。

まず、１９８７年、指紋押捺義務は初回の１回だけとされ、切り替えの際などの押捺義

務は廃止された。

つぎに、１９９３年に�永住者および特別永住者の指紋押捺制度を廃止する�その代替
え措置＝「同一人性確認」の手段として、署名、家族事項を登録する�居住地等の変
更登録義務違反に関わる罰則につては罰金刑のみとし体刑を廃止するという改正がな

された。

そして、１９９９年には、非永住者についても指紋押捺義務は廃止され、上記代替措置

が導入された。また、登録証の常時携帯義務違反については罰則は廃止され過料とな

り、永住者については職業と勤務所又は事務所の名称及び所在地が登録事項から除外

された。

キ かなりの改正が実施されたとはいえ、「在留外国人の公正な管理」という法の目的

は変わっておらず、住民基本台帳法に比較して不必要な規定も多く残存しているのが

実情である。

４ 外国人をめぐる国内法制の問題点

外国人をめぐる国内法制は、人権及び主権の享有主体は原則として日本国民であり、外

国人は出入国管理及び難民認定法と外国人登録法による管理体制の対象であるという政策

を基本に構築されている。これは、基本的に「国籍」を基準に区別する発想である。外国

人の人権は「在留制度」の枠内でのみ保障されるとされ、日本人との間に差別的取扱も在

留制度の枠内で合理化されている。社会構成員として政治的意思決定の影響を受けている

にもかかわらず、参政権や公務就任権について「国民主権」原理から「当然の法理」とし

て原則として否定されている。医療や社会保障についても、立法措置により内外人の区別
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は少なくなってきたものの、基本的には、社会権は国籍国が実施すべきであるとの考えの

もとで外国人は社会権を享有しないとの理解を前提としている。また、教育についても、

外国人の子どもたちへの教育は、基本的には国籍国が施すべきであり、日本国はその責任

はないとの理解を前提としている。他方で、日本国籍を有しているが民族的には少数集団

に属する人々に対しては、民族的な言語、文化、伝統や価値を学ぶ権利の保障が行き届い

ていない。これも「国籍」を基準にしか捉えられず、民族的アイデンティティの保持とい

う価値に目が行き届かないことによる弊害である。

この基本的枠組みは、今日国際的交流が加速し日本国内においても多文化・多民族化が

進み、また、国際的な人権に関する諸条約及び宣言により人権の価値がますますグローバ

ル化する状況のもとでは、もはや維持することが難しくなってきている。日本も多文化・

多民族の共生する社会の実現が避けて通ることのできない課題となってきており、その社

会を築くにあたっては従来とは異なる視点にたった外国人をめぐる国内法制の整備が求め

られている。

その際、基本となるのは、第１に、基本的人権の尊重である。従来、外国人をめぐる国

内法制は、人権及び主権の享有主体を「国籍」を基準に捉えていた。しかし、これからは

「国籍」を基準とするのではなく、「個人の価値」を中核とする基本的人権の保障を中心

に、外国人をめぐる国内法制が整備されなければならない。

第２に、国際人権水準の実効化である。日本の国内法制においては、国際的な人権に関

する諸条約や宣言が実効的に保障されていない。未批准条約の批准や、すでに批准されて

いる条約等についてもそれを実効化させるための国内法制の整備や施策を進める必要があ

る。

第３に、外国人の具体的な居住実態に適合した法整備の必要性である。日本の国内法制

は、外国人の多様な居住実態や歴史性を十分に考慮していない。外国人の具体的な居住実

態に照らして人権の保障の実現を図るべきである。とりわけ、旧植民地出身者に関する法

整備にあたっては、日本の過去の歴史的経過と長年にわたり日本に居住している実態を踏

まえたうえで、「個人の価値」の実現に向けた法整備が図られなければならない。

第４に、民族的少数者の価値を尊重するという視点である。現行国内法制においては、

この民族的少数者の価値の尊重に視点が希薄である。「国籍」の有無に関わらず、民族的

価値や文化・伝統を学び、それを尊重して生活することは、究極的には個人の人格的価値

を高めるとともに、民族的な違いを相互に認め合った上で、ともにその価値を尊重しあい

ながら共生する社会を築くための基本である。

以上の国内法制上の問題点を克服し、多民族・多文化が共生する社会を築き上げるため

に、外国人・民族的少数者の基本法を制定し、人種差別禁止法・条例を制定し、出入国管

理及び難民認定法や外国人登録法を改正し、政府から独立した人権救済機関を設置し、人

権教育を徹底することが求められているのである。

第１節 外国人・民族的少数者の人権と日本国憲法・国内法の現状と課題

－ 450 －



第２節 外国人・民族的少数者の人権と国際人権基準

１ 国際人権法とその内容

�１ 概観

民族的少数者ないし外国人の権利につき規定する国際人権法ないし国際文書の主たる

ものとしては、以下のものがある。

ア 世界人権宣言

１９４８年１２月１０日、国連で採択された。

イ 市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）

１９６６年１２月１６日国連で採択され、１９７６年１月３日発効した。

日本では、１９７８年５月３０日署名、１９７９年６月６日国会承認、６月２１日批准書寄託、

同年８月４日公布（条約７号）、同年９月２１日発効した。

ウ 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）

同上

エ 子どもの権利条約

１９８９年１１月２０日国連で採択され、１９９０年９月２日発効した。

日本では１９９４年５月１６日公布され（条約第２号）、同月２２日発効した。

オ 民族的または種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者の権利に関する宣言（以

下「マイノリティ権利宣言」という。）

１９９２年１２月１８日第４７会期の国連総会で決議された（４７／１３５）。

カ あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（以下「人種差別撤廃条約」とい

う。）

１９６５年１２月２１日国連で採択され、１９６９年１月４日発効した。

日本では、１９９５年１２月２０日公布され、１９９６年１月１４日発効した。

キ 難民の地位に関する条約

１９５１年７月２８日国連で採択され、１９５４年４月２２日発効した。

日本は、１９８１年１０月３日批准した。

ク 難民の地位に関する議定書（キ、クをまとめて以下「難民条約」という。）

１９６７年１月３１日国連で採択され、同年１０月４日発効した。日本は、１９８２年１月１日

批准した。

ケ すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約（以下「移住労働者権利条

約」という。）

１９９０年１２月１８日国連で採択され、２００３年７月１日発効した。日本は未批准である。

コ 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条

約（以下「拷問等禁止条約」という。）

１９８４年１２月１０日国連で採択され、１９８７年１２月９日発効した。

日本は１９９９年６月２９日批准した。

サ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（以下「女性差別撤廃条約」

という。）
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１９７９年１２月１８日国連で採択され、１９８１年９月３日発効した。

日本では、１９８５年６月２５日批准、同年７月１日公布され、同月２５日に発効した。

�２ 国内法的効力

ア 日本では条約は、通常の国内法に変形されることを要さずに、国内においても効力

を有する。そしてその効力は、通常の国内法よりも上位にあると解される。つまり、

裁判所によって条約に合致しないと判断された国内法は、無効とされるか改正されな

ければならない。

それゆえ、自由権規約、社会権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問

等禁止条約とも、国内法的効力を有する。

イ 世界人権宣言、移住労働者権利宣言は、条約ではなく、国連総会における決議であ

る。しかし、法的な意味のないものと考えるべきではない。

伝統的な国際法の法源である条約や国際慣習法をハード・ローと呼ぶのに対し、伝

統的には国際法上の効力を否定されてきた国際文書をソフト・ローと呼び、これに国

際法上の効力を認めることが主張されている。代表的なものが、国家の行動原則を定

式化した国連総会決議である（有斐閣「法律学小辞典」）。実際に、現在の国連平和維

持活動は、国連総会決議などを法的担保としており、今後の国際法の方言としての生

成・成熟の一つの態様を示すものであるとの見方もある（朝日新聞社刊「知恵蔵」）。

テロ組織に関する国連総会決議を根拠として、銀行が資産凍結措置という具体的権利

制約措置をとった例もある。

ウ 移住労働者権利条約は、条約ではあるがいまだ日本が批准していないから、国内法

的効力を持たない。しかし、同条約は国連で成立したものであって、国連の立場を示

すものであることに変わりがなく、日本政府も、政策の指針として、また行政裁量行

使の上での考慮要素として、考慮すべきであり、司法上も、国内法の一般的概念の解

釈の上で考慮することは可能であろう。

�３ 外国人、民族的少数者に関する差別の禁止

以下には、各分野ごとに、上記各条約、国際文書が規定するところを整理する。

まず、外国人および民族的少数者に関する差別の禁止についての規定をみる。

ア 世界人権宣言は、次のとおりうたう。

すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等

であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出

身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有すること

ができる。

イ 自由権規約は、２条、４条、２４条、２６条において差別禁止を規定する。

２条において人種、皮膚の色、言語、宗教、国民的出身による差別なしに同規約上

の人権を保障するべきこと、２４条に置いて特に子どもに必要な保護措置で、家族、社

会及び国家による措置についての権利を保障するべきことを規定する。また、４条に

おいて国民の生存を脅かす緊急事態における措置においてすら、人種、皮膚の色、言

語、宗教による差別をしてはならないことを定める。さらに、２６条において、差別か
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らの効果的な保護を保障する。

社会権規約２条も、自由権規約２条と同じく、権利保障上の差別を禁ずる。

ウ 子どもの権利条約では、自由権規約２４条と同趣旨の規定として、第２条の規定があ

る。

エ 人種差別撤廃条約は、特に差別の禁止を目的とする条約である。

（ア） 同条約は、まず前文において次のようにうたう。

この条約の締約国は、

「すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかなる差

別の扇動に対しても法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮し、」

「人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難され

るべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかな

る場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、

人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的

な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内

に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、

人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、

世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優

越又は憎悪に基づく政府の政策（アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等）がとられ

ていることを危険な事態として受けとめ、

あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置

をとること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もな

い国際社会を建設するため、人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと

戦うことを決意し、」

「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現するこ

と及びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、

次のとおり協定した。」

（イ） 同条約における「人種差別」の定義は１条１項に、次のように規定されている。

「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、

制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活

の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使するこ

とを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。」

この定義は、かなり広義のものである。まず、狭い意味の人種に限らず、世系、

民族的もしくは種族的出身に基づく区別、排除、制限または優先を含む。かつ、差

別を目的とするものばかりでなく、効果として差別を産む場合も含む。

（ウ） また同条約１条２項は以下のように定める。

「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先

については、適用しない。」

この規定が認める「市民権を理由とする区別と排除」について、金東勲「国際人

権法とマイノリティの地位」１８３ページ以下は、次のように論じている。

例えば自由権規約２５条の規定が、市民の権利と認める参政権及び自国の公務就任権な
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ど、客観的具体的理由に基づく例外的な合理的区別と排除だけであると解され、言い換

えれば外国人に対する差別は一般的もしくは原則的に、人種差別の範疇に含まれる。こ

のことは、同条約の実施過程、特に人種差別撤廃委員会による締約国の報告審査と採択

した一般的意見の仲で確認されている。例えば１９９３年、人種差別撤廃条約１条と外国人

もしくは非市民に関する締約国の実施義務について、一般的勧告を採択し、同勧告の中

で委員会は、「締約国は外国人に関する立法とその実施について従前に報告する義務を有

する」とする。

（エ） 同条約２条１項は、締約国に、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種

差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をとることを義務づ

ける。

またその具体化として、（a）個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣

行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従

って行動するよう確保すること、（b）いかなる個人又は団体による人種差別も後

援せず、擁護せず又は支持しないこと、（c）政府（国及び地方）の政策を再検討し

及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃

止し又は無効にするために効果的な措置をとること、（d）すべての適当な方法（状

況により必要とされるときは、立法を含む。）により、個人、集団又は団体による

人種差別も禁止し、終了させること、（e）適当なときは、人種間の融和を目的とし、

かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃す

る他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑

制すること、を締約国に義務づける。

（オ） 同条約４条は、締約国に、人種的憎悪及び人種差別を正当化し助長することを

企てる宣伝、団体を非難し、このような宣伝等を根絶する措置を執ることを義務づ

ける。

またその具体化として、（a）人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、

人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人

の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人

種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰す

べき犯罪であることを宣言すること、（b）人種差別を助長し及び扇動する団体及

び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、

このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること、

（c）国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認め

ないこと、を義務づける。

なお日本は、同条（b）項については、日本国憲法の表現の自由の保障と抵触す

るとして留保している。

（カ） 同条約５条は、以下の人権を列挙し、それら人権の享有に当たり、あらゆる形

態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは

種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保

障する。

（ａ） 裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いにつ
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いての権利、

（ｂ） 暴力又は傷害に対する身体の安全及び国家による保護についての権利、

（ｃ） 政治的権利、特に選挙権、被選挙権、

（ｄ） 他の市民的権利、特に、（i）国境内における移動及び居住の自由についての

権利（ii）いずれの国（自国を含む。）からも離れ及び自国に戻る権利（iii）国籍

についての権利（iv）婚姻及び配偶者の選択についての権利（v）単独で及び他

の者と共同して財産を所有する権利（vi）相続する権利（vii）思想、良心及び宗

教の自由についての権利（viii）意見及び表現の自由についての権利（ix）平和

的な集会及び結社の自由についての権利

（ｅ） 経済的、社会的及び文化的権利、特に、（i）労働、職業の自由な選択、公正

かつ良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬及び公

正かつ良好な報酬についての権利（ii）労働組合を結成し及びこれに加入する権

利（iii）住居についての権利（iv）公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サー

ビスについての権利（v）教育及び訓練についての権利（vi）文化的な活動への

平等な参加についての権利（f）輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公

園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

（キ） 同条約６条は、あらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を

確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な

賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

オ 移住労働者権利条約は、７条で次の通り差別を禁止する。

この条約の締約国は、人権に関する国際合意文書に従い、領域内にあるか、その管

轄権の下にあるすべての移住労働者とその家族に対して、性、人種、皮膚の色、言語、

宗教または信念、政治的意見その他の意見、国民的、宗教的または社会的出身、国籍、

年齢、経済的地位、財産、婚姻上の地位、出生または他の地位などのいかなる差別も

することなく、この条約が保障する権利を尊重し、確保する義務を負う。

�４ 民族的少数者の人権

次に、各条約等の、民族的マイノリティの人権規定をみることにする。

ア 自由権規約

自由権規約は、２７条に、次のように民族的少数者の権利を規定する。

「種族的、宗教的または言語的民族的マイノリティーが存在する国において、当該民族

的マイノリティーに属する者は、その集団の他の構成員と共に自己の文化を享有し、自己

の宗教を信仰し且つ実践しまたは自己の言語を使用する権利を否定されない。」

この規定について、国連の自由権規約委員会は、「一般的意見２３（５０）（２７条・民族

的マイノリティーの権利）」（１９９４年４月６日採択）でその解釈を示している。

これによれば、民族的マイノリティの人権共有主体について、市民であること、締

約国の国籍を有することを要件としていないから、市民であるとないとに関わらず、

また国籍の如何に関わらず、民族的マイノリティとしての人権は保障される。

また、同条の「存在する」という文言は、永続性の程度を示していない。つまり、

同人権の享有主体は、国民又は市民である必要がないばかりではなく、永住者である
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必要もない。従って、締約国内においてかかる民族的マイノリティを構成する移住労

働者又は短期滞在者であっても、かかる権利の行使を否定されない権利を有する（前

記一般的意見参照）。

ある締約国内における種族的、宗教的又は言語的民族的マイノリティの存在は、か

かる締約国による判断によってではなく、客観的基準によって定められることが必要

である。

締約国は同条の権利の存在及び行使が否定され又は侵害されることのないよう保護

されることを確保する義務を負う。このため、同条は締約国自身の行為（立法当局に

よると、司法当局によると又は行政当局によるとを問わず）を規制するだけではなく、

締約国が、同国内の他の者の行為で同条違反のものから保護する措置を、積極的に行

うことが必要とされる。

第２７条によって保護される権利は個人の権利であるが、かかる権利は民族的マイノ

リティの集団が自己の文化、言語又は宗教を維持する能力にも依存している。従って、

民族的マイノリティの同一性及びかかる民族的マイノリティの構成員が他の構成員と

ともに自己の文化及び言語を享有し発展させ、また自己の宗教を実践する権利を保護

するための締約国による積極的措置もまた必要である。

さらに、自由権規約委員会は、「かかる権利の保護は、当該民族的マイノリティの

文化的、宗教的及び社会的独自性の存続及び持続的発展を確保する方向、すなわちこ

れにより社会構造全体を豊かにする方向に向けられている。」と述べて、社会全体を、

多文化共生社会に発展させる方向の示唆にも触れている。

イ 子どもの権利条約

子どもの権利条約は、２９条および３０条に民族的マイノリティに関連する規定を置く。

２９条は、教育に関し、父母、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語及び価値観、

居住国及び出身国の国民的価値観に対する尊重を育成することを指向することに同意

を示す。これは、子どもが民族的マイノリティに属するときには、すなわち民族的マ

イノリティの集団が自己の文化、言語又は宗教を維持すること、民族的マイノリティ

の同一性及びかかる民族的マイノリティの構成員である子どもが自己の文化及び言語

を享有することを指向する教育を同条約は求めている。

のみならず同条は、自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成し、すべての人民

の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友

好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために子どもに準備させること

を指向する教育に同意する。すなわち、多文化の共生を指向する教育と言い換えるこ

とができよう。

また、同条約３０条は、種族的、宗教的若しくは言語的または民族的マイノリティで

ある者が存在する国において、当該民族的マイノリティに属する子どもは、その集団

の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己

の言語を使用する権利を否定されないことを保障する。

また同条約１７条は、「締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす重要な機能

を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精

神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用する
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ことができることを確保する。このため、締約国は、少数集団に属し又は原住民であ

る児童の言語上の必要性について大衆媒体（マス・メディア）が特に考慮するよう奨

励する」と規定する。

ウ マイノリティ権利宣言【→資料⑨－１】

マイノリティ権利宣言は、国連総会において採択された宣言であり、条約ではない

が、同宣言前文が、「国際連合の基本目的の一つが、憲章中に宣明されているように、

人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊

重するように助長奨励することであることを再確認し」ているとおり、マイノリティ

の権利に関する国連の立場を示したものであり、またマイノリティの権利に関し規定

する諸条約の解釈に考慮されるべき国際文書といえる。

同宣言前文は、「民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者の権利の

伸長及び保護が、それらの者が居住している国家の政治的及び社会的安定に寄与する

ことを考慮し、民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する者の権利の持続

的な伸長及び実現が、社会全体の発展の不可欠な一部としてかつ法の支配に基礎を置

く民主主義の枠内で、人民間及び国家間の友好及び協力の強化に寄与することを強調

し」として、多文化共生社会の実現を奨励している。

同宣言１条〔国家の義務〕は、各国に、各自の領域内で少数者の存在並びにその民

族的又は種族的、文化的、宗教的及び言語的独自性を保護し、また、その独自性を促

進するための条件を助長し、それらの目的を達成するために適当な立法その他の措置

をとることを求める。

同宣言２条〔少数者の権利〕は、「少数者に属する者」を民族的又は種族的、宗教

的及び言語的少数者に属する者と定義した上、少数者に属する者の権利として、私的

に及び公に、自由にかついかなる形態の差別もなしに、自己の文化を享有し、自己の

宗教を信仰しかつ実践し、及び自己の言語を使用する権利、文化的、宗教的、社会的、

経済的生活及び公共生活に効果的に参加する権利、自己の属する少数者又は自己の居

住する地域に関する全国的及び、適当な場合には、地域的段階での決定に、国の立法

に反しない方法で効果的に参加する権利、自己の結社を設立し維持する権利、その集

団の他の構成員及び他の少数者に属する者との自由かつ平和的な接触、並びに、自己

が民族的若しくは種族的、宗教的又は言語的紐帯によって関係を有する他国の市民と

の国境を越えた接触を、いかなる差別もなしに樹立しかつ維持する権利を有すること

を述べる。

同宣言３条〔権利の行使〕は、同宣言に定める権利の行使についていかなる差別も

あってはならないことを定める。

同宣言４条〔国家がとる措置〕は、各国が取るべき措置として、少数者に属する者

がそのすべての人権及び基本的自由を、いかなる差別もなしにかつ法の前で完全平等

に、充分かつ効果的に行使できるよう確保するために必要な措置、少数者に属する者

がその特性を表現しかつその文化、言語、宗教、伝統及び習慣の発展を可能にする有

利な条件を創出するための措置（特定の活動が国の法律に違反しかつ国家基準に反す

る場合を除外している。）、少数者に属する者が可能な場合にはその母語を学び又はそ

の母語を教授する充分な機会を得るための適当な措置、その領域内に存在する少数者
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の歴史、伝統、言語及び文化についての知識を助長するための、教育の分野における

措置、少数者に属する者が、社会全体についての知識を得る充分な機会を保障する措

置、少数者に属する者がその国の経済的な進歩及び発展に充分に参加できるための適

当な措置を示す。

同宣言５条〔国家の政策と計画〕は、国家の政策及び計画、および国家間の協力及

び援助の計画において、少数者に属する者の正当な利益に妥当な考慮を払って立案さ

れかつ実施されなければならないとする。

エ 移住労働者権利条約

同条約は、３１条において、締約国に、移住労働者とその家族の文化的独自性の尊重

を確保する措置をとるとともに、その者たちが出身国との文化的なつながりを維持す

ることを妨げてはならず、この努力を助長し、促進させる適切な措置をとることを義

務づける。

�５ 外国人の権利

ア 基本理念

移住労働者権利条約は、その前文において、外国人の権利状況に関する国連の問題

意識の所在を示している。

その中でも、次の点は重要である。

まず、「さまざまな原因、とくに出身国に居住しないこと及び就業国に滞在するこ

とから直面する困難が原因となって、移住労働者とその家族が攻撃を受けやすい状況

にあることを考慮し、移住労働者とその家族の権利が十分には認識されておらず、し

たがって適切な国際的保護が必要であることを確信し」と述べて、外国人の権利保障

が必要であることを明確にしている。

また、「移住は、家族の拡散を伴うので、移住労働者本人にとっても、またその家

族にとっても、しばしば深刻な問題の原因になることを考慮し」と述べて、移住に伴

う家族の拡散を深刻な問題の原因として考慮している。

さらに、「移住に含まれる人道上の諸問題は、不正規の移住の場合に一層深刻であ

ることに留意し、彼らの基本的な人権が保障されるとともに、移住労働者の密輸や運

搬を妨げ、廃絶することを奨励する適切な行動がとられるべきことを確信し」と述べ

て、不正規の移住者の基本的人権の保障の必要に言及している。

そして、「正規に登録されていないか、不正規な地位にある移住労働者は、しばし

ば、他の労働者よりも不利な労働条件で働かされており、不公正な競争で利益を得よ

うとする一部の雇用者は、これのために不正規就労を求めていることを考慮し、すべ

ての移住労働者の基本的な人権がより広範囲に承認されれば、不正規な地位にある移

住労働者の就労にたよることは思いとどまられるであろうこと、さらに、正規の移住

労働者とその家族にいくつかの権利を補充的に認めるならば、すべての移住者と雇用

者がその国の法律と手続きを尊重して服従することを促進するであろうことを配慮し

て」と述べて、不正規就労を減少させる道としては、不正規就労を厳罰に処するので

はなく、不正規就労においても基本的人権が承認されること、正規の移住労働者に補

充的権利が保障されることによって、法の遵守を促進する道を示している。
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最後に、「普遍的に適用される包括的な条約によって、基本となる規範を再確認し

て確立し、移住労働者とその家族の権利の国際的な保護を成し遂げることが必要であ

ることを確信し」、同条約を協定したとして、移住労働者の権利の普遍性を示してい

ることは、注目される。

イ 入国、在留に関する保護

（ア） 外国人の入国・在留に関する直接の規定

国際人権条約中、外国人の入国・在留に関する直接の規定としては、自由権規約

１３条がある。

同条は、合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、法律に基づいて行

われた決定によってのみ当該領域から追放することができ、国の安全のためのやむ

を得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を

提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自已の事

案が審査されることが認められるものとし、このためにその機関又はその者に対す

る代理人の出頭が認められる、と規定する。

同条について、国連自由権規約委員会は、「一般的意見１５�２７（規約上の外国人の
地位）」（１９８６年７月２２日採択２３）【→資料⑨－２】において以下のような解釈を示

している。

国内法上追放又はそれ以外の名称で呼ばれているかを問わず、外国人の義務的出

国を対象とする手続が逮捕を伴う場合は、自由剥奪に関する規約上の保障規定（９

条及び１０条）も適用することとができる。

１３条は、追放手続のみを直接規律するにすぎず、追放の実体的根拠を規律してい

ない。しかし、「法律に基づいて行われた決定によって」行われる追放のみを認め

ることにより、その目的が恣意的な追放を阻止することにあることは明らかである。

追放に反対する理由を提示し及び権限のある機関又はその機関が指名する者によ

ってその決定が審査されかつその機関又はその者に対する代理人を出頭される権利

もこの規定から導かれる。

また、移住労働者権利条約２２条は、同じ趣旨の、更に詳細な規定を設ける。１項

で、集団的追放の措置を禁止して、追放は個々に審理され、決定されなければなら

ないと定める。２項で、移住労働者とその家族は、権限ある当局が法律に従って行

う決定によってのみこの条約の締約国の領域から追放されることを定め、３項で、

追放の決定はその者の理解する言語で伝えられなければならず、その者が要求する

ときは、決定は書面で伝えられ、国家の安全による例外的な場合以外には、決定の

理由も述べられなければならないこと、これらの権利については、決定以前に、遅

くとも決定のときに、関係者に告知されるべきことを定める。４項で、追放処分に

反対する理由を述べ、権限ある機関に自己の主張を審査させる権利および、審査の

期間中、追放の決定の執行停止を求める権利を保障する。５項で、執行の終わった

追放処分が後に取り消されたときに、補償を請求する権利を保障し、以前の決定が、

その者が当該の国に再入国することを妨げる理由に使われてはならないことを定め

る。６項は、追放の場合に、賃金その他の主張や未処理の義務を解決するための適

切な機会を保障するべきことを定める。７項は、追放の決定の執行を害することの
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ない範囲で、対象となった移住労働者またはその家族が、出身国以外の国への入国

を求めることができることを定める。８項は、追放に要する費用を当該の移住労働

者に負担させてはならないことを定める。９項は、就業国からの追放は、賃金請求

権等の権利を損なうものではないことを明示する。

また同条約２３条は、追放の場合において、出身国等の領事館または外交使節団の

保護と援助を依頼する権利を定める。

また同条約５６条は、正規滞在者について補充的権利を定め、正規に滞在する移住

労働者とその家族は、国内の法令で明示され、前述の追放時の保護の規定に従って

行われる場合以外は追放されないこと、正規に滞在する移住労働者またはその家族

の在留ないし就業の許可から生じる権利を剥奪するために追放の手段に訴えること

は禁止されるべきことを定め、さらに同条３項は、従来正規に滞在した移住労働者

またはその家族の追放の是非を決定する際には、人道的な見地と、その者が就業国

に滞在した期間の長さが考慮されるものとする、として、定住性の尊重を明記する。

いわゆるノンルフールマン（不送還）原則も、ここで触れるべきであろう。

難民条約３２条は、合法的に滞在する難民の追放を原則として禁じ、さらに同条約

３３条は、難民を追放する場合にあっても、きわめて例外的場合を除いて、迫害を受

けるおそれのある国に送還することを禁じる。また拷問等禁止条約３条は、拷問を

受けるおそれのある国への送還を禁止する。

（イ） 人権の保障が外国人の入国・在留を要請する場合

規定の明文で外国人の入国・在留に関して直接触れていない規定であっても、当

該人権の保障が当該外国人の入国・在留を要請する場合には、人権規約は当該外国

人の入国・在留をも保護するものと解される。

この点について、規約人権委員会・前掲「一般的意見１５�２７（規約上の外国人の地
位）」は、次のように述べる。

「規約は、締約国の領域に入り又はそこで居住する外国人の権利を認めていない。何

人に自国への入国を認めるかを決定することは、原則としてその国の問題である。しか

しながら、一定の状況において外国人は、入国又は居住に関連する場合においてさえ規

約の保護を享受することができる。例えば、無差別、非人道的な取扱いの禁止又は家族

生活の尊重の考慮が生起するときがそうである。」

すなわち、例えば、当該外国人を出身国に送還したときに、無差別、非人道的な

取り扱いの禁止の規定に反する結果が生じるおそれがある場合に、送還をするべき

でない要請が導かれる。また、例えば当該外国人を送還したときに、家族との離別

を結果する場合に、送還をするべきでない要請が導かれる。

このように国際人権条約に規定される各人権が、外国人の入国、在留の保護を派

生すると解されることは、国際人権条約に規定される各人権が、原則として国籍に

かかわらず全ての個人に、差別なく保障されることを根拠としている。

同一般的意見は、次のように述べる。

「締約国から提出された報告はしばしば、各締約国が規約上の権利を『その領域内に

あり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人』に対し確保しなければならないことを

考慮に入れていなかった。一般的に、規約で定められた権利は、相互性とかかわりなく、
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かつ、その国籍又は無国籍にかかわりなく、すべての人に適用される。従って、一般規

則は、規約の各々の権利が市民と外国人との間で差別されることなく保障されなければ

ならない、ということである。外国人は、規約２条に定められている、規約で保障され

る権利に関する無差別の一般的な要求から利益を受けるのである。この保障は、外国人

及び市民の両者に適用される。」

「委員会は、締約国がその報告において国内法上かつ実際の実行上の両者につき外国

人の地位に注意を払うべきものと考える。規約は、その保障する権利に関しすべての保

護を外国人に与えており、締約国は、その要求を法令及び実行において適切に遵守すべ

きである。そうすれば、外国人の地位はかなり改善されるであろうう。」

このように、国際人権条約によって保護される人権を、国内法の定める範囲内に

おいてのみ保障されるものと限定することなどは許されない。日本政府はしばしば、

外国人の人権を、「国内法によって在留が許される範囲内でのみ保護される」と主

張する。しかし、在留の許否に関し定める入管法をもって、国際人権条約の権利に

対する抗弁とすることはできない。

国連自由権規約委員会は、個人通報制度における勧告にも外国人の出入国の分野

に同規約を適用してきた（例えば、A．S．v．Canada 事件（以下「A．S．事件」）、

Aumeeruddy―Cziffra et al．v．Mauritius 事件（以下「Mauritius Women 事件」）、

Stewart v．Canada 事件（以下「Stewart 事件」）、Canepa v．Canada 事件（以下

「Canepa 事件」）、Winata v．Australia 事件（以下「Winata 事件」））。

これらの事件における委員会の決定からは、自由権規約１７条、２３条及び２４条が外

国人の出入国の拒否を決する処分、そして法務大臣裁決及び退去強制令書発付処分

に及ぶことも、明らかである。

� すなわち、上述のうち、「A．S．事件」は、外国人の入国の拒否に関する事案で

あり、後述するとおり規約違反（同規約２３条に関連した１７条違反及び２４条違反）

が認定されたWinata 事件は、在留資格を有しない外国人の追放の執行が問題と

なった事案である。

� Winata 事件（第２６回近弁連大会シンポジウム「日本における外国人の人権の

確立を求めて」第１分冊２３頁）

同事件は、１９８７年に観光ビザと学生ビザでオーストラリアに入国し、ビザの有

効期間満了後も同国に不法に残留していたインドネシア国籍を有していた男女

ABの間に、１９８８年に息子Cが出生したが、ABのオーストラリアでの在留が認

められなかったため、規約人権委員会に対し通報を行った事件である。

この通報に対し、委員会は、「両親の追放措置、及び、１３歳の子どもが当該締

約国に一人でとどまるのか、父母に同行するのかを当該家族に選択するように強

いる締約国の当該措置は、少なくとも、本件の場合のように、同行又は残留のい

ずれの場合であっても、長期にわたって定着してきた家族生活の本質的変化を生

ずるおそれのある場合には、家族に対する「干渉」とみなさなければならない。」

とした。

� Canepa 事件

同事件の通報者は、１９６２年、イタリアで出生し、５歳のときに両親とともにカ
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ナダに移住し、永住者としてカナダに居住してきたが、３７回にもわたって幾度か

の実刑判決を含む有罪判決を受けたことから、追放命令を受け、これが規約１７条、

２３条等に反するとして、規約人権委員会に通報した。なお、通報者は、イタリア

に拡大家族を有していた。

本件において、委員会は、追放が規約１７条にいう干渉にあたることを認めて審

査をしている。

以下の人権は、送還の決定に対しての制約を生じる場合があり得るといえる。

移動・居住・出国及び帰国の自由（自由権規約１２条）、拷問又は非人道的な刑

罰の禁止（自由権規約７条、子どもの権利条約３７条）、私生活・名誉及ぴ信用の

保護（自由権規約１７条、子どもの権利条約１６条）家族の保護及ぴ婚姻の権利（自

由権規約２３条）、子どもの、父母からの分離の禁止（子どもの権利条約９条）、家

族の再統合の保護（子どもの権利条約１０条）、男女の平等を基礎として、婚姻及

び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任をおうこと（女性差別撤廃条約１６条）。

ウ 国籍に関わらず保障される権利

（ア） 規約人権委員会一般的意見１５�２７（規約上の外国人の地位）１９８６年７月２２日採択
２３【→資料⑨－２】

一般規則は、規約の各々の権利が市民と外国人との間で差別されることなく保障

されなければならない、ということである。外国人は、規約２条に定められている、

規約で保障される権利に関する無差別の一般的な要求から利益を受けるのである。

この保障は、外国人及び市民の両者に適用される。例外的に、規約で認められた若

干の権利が明示的に市民にのみ適用されうるにすぎない（２５条）し、１３条は外国人

にのみ適用されるにすぎない。しかしながら、委員会の報告検討に関して得られた

経験からすると、規約上外国人が享有すべきその他の権利に関し、多くの国で外国

人に否定し又は外国人を規約上必ずしも正当化されえない制限に服させている、と

いうことが明らかとなる。

（イ） 自由権規約上の権利

自由権規約上の権利を概観すると、人権実現の義務（自由権規約２条）、一般的

福祉による制限（同４条）、拷問又は非人道的な刑罰の禁止（７条）、身体の自由及

び逮捕抑留の要件（９条）、自由を奪われた者の取扱い（１０条）、移動・居住・出国

及び帰国の自由（１２条）、公正な裁判を受ける権利（１４条）、人として認められる権

利（１６条）、私生活・名誉及ぴ信用の保護（１７条）、思想・良心及び宗教の自由（１８

条）、表現の自由（１９条）、家族の保護及ぴ婚姻の権利（２３条）、児童の権利（２４条）、

参政権（２５条）がある。

（ウ） 社会権規約上の権利

社会権規約上の権利を概観すると、６条（労働の権利）、７条（労働条件につい

ての権利）、８条（団体権及び同盟罷業権）、９条（社会保障についての権利）、１０

条（家族・母親・児童の保護）、１１条（生活水準についての権利）、１２条（健康を享

受する権利）、１３条（教育についての権利）、１４条（無償の義務教育確保のための計

画）、１５条（科学及ぴ文化についての権利）がある。

（エ） 人身売買からの自由
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女性差別撤廃条約第６条は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾

取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとるべきことを締約国

に義務づける。これは、特に女性が被害者となっている国際人身売買に関し重要な

規定である。

（オ） 労働についての権利

社会権規約６条は、労働の権利を保障する。この権利には、すべての者が自由に

選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。

同条約７条は、この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享

受する権利を有することを認める。

移住労働者権利条約２５条は、移住労働者は、報酬及び以下の点で、国民に適用さ

れる待遇よりも不利に扱われることはないものとする。（a）他の労働条件、すなわ

ち、超過勤務、労働時間、週休、有給休暇、安全、保健、雇用関係の終了その他。

（b）他の就労の条件、すなわち、就労の最低年齢、在宅勤務その他。

また、同条は、私的な雇用契約で本条１項にいう平等処遇の原則を逸脱すること

は違法であるとする。

さらに、移住労働者が、その滞在または就業が不正規であることを理由に、平等

処遇原則から導かれるいかなる権利をも奪われることのないよう、あらゆる適切な

措置をとることを締約国に義務づける。とくに、雇用者が、この不正規性を理由に

して、法律上及び契約上の義務の履行を免れたり限定したりすることを禁止してい

る。

（カ） 医療についての権利

社会権規約１２条は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享

受する権利を有することを認める。締約国がなすべき措置には、次のことに必要な

措置を含む。（a）死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な

発育のための対策、（b）環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善、（c）伝染

病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧、（d）病気の場合にすべ

ての者に医療及び看護を確保するような条件の創出。

移住労働者権利条約２８条は、移住労働者とその家族は、その国の国民と平等に処

遇されることを基本にして、生命の維持と回復しがたい健康被害の防止のために緊

急に必要とされる医療を受ける権利を有するものとし、救急医療は、その者の在留

または就業が不正規であるという理由で拒絶されてはならないとする。

（キ） 教育を受ける権利

社会権規約１３条は、教育についてのすべての者の権利を認める。そのために、（a）

義務的かつ無償の初等教育、（b）種々の形態の中等教育が、利用可能であり、全

ての者に対して機会が与えられていること、（c）高等教育は、能力に応じ、すべて

の者に対して均等に機会が与えられるものとすること、を義務付ける。

移住労働者権利条約３０条は、移住労働者の子どもは、その国の国民と平等な処遇

を基礎に教育を受ける基本的な権利を有するものとし、その者の公立幼稚園及び学

校への入学の要求は、両親のいずれかの在留ないし就業が不正規であることまたは

就業国でのその子どもの在留が不正規であることを理由に拒否されてはならないと
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する。

（ク） 社会保障

社会権規約９条は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認

める。

（ケ） 生活水準についての権利 社会権規約１１条は、自己及びその家族のための相当

な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不

断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保

するために適当な措置をとる義務を負う。

２ 国連人権委員会の勧告

�１ 概観

ア 国連人権委員会の勧告

人権条約は、単に、権利に関して規定するだけでなく、人権規定を締約国が遵守し

ているかどうかを国際的に監視するための仕組み、つまり実施措置を併せて定めてい

る。自由権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約は、おのおの実施措置を備え

ている。

実施措置のうち、報告制度という仕組みがある。これは、締約国が、条約の規定を

どのように履行しているかを定期的に報告を条約機関に提出し、この報告を条約機関

が検討する制度である。自由権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約も、これ

を採用している。

自由権規約については、自由権規約委員会が、同規約２８条に基づいて設置され、報

告の審査をしている。

人種差別撤廃条約については、人種差別撤廃委員会が設置され、報告の審査をして

いる。

子どもの権利条約については、子どもの権利委員会が設置され、報告の審査をして

いる。

女子差別撤廃条約については、女性差別撤廃委員会が設置され、報告の審査を行っ

ている。

イ 最近示された、日本に対する見解

日本政府の報告に対する自由権規約委員会による最新の審査結果としては、第６４回

会期１９９８年１１月１９日に行われた審査結果として、「自由権規約委員会の最終所見CCPR

/C／７９／Add．１０２」（原文：英語。以下「自由権規約委員会最終所見」という。【→資

料⑨－３】）がある。

日本政府の報告に対する経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の最新の

審査結果としては、２００１年８月３０日に開かれた第５６回会合（E/C．１２／２００１／SR．５６）

において採択された総括所見（以下「社会権規約委員会総括所見」という。【→資料

⑨－４】）がある。

日本政府の報告に対する子どもの権利委員会による最新の審査結果としては、２００４

年１月２８日に開かれた第９４２回および第９４３回会合（CRC/C/SR．９４２―９４３参照）におい

て日本の第２回定期報告書（CRC/C／１０４／Add．２）を検討し、２００４年１月３０日に開
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かれた第９４６回会合において採択された総括所見がある（以下「子どもの権利委員会

総括所見」という。【→資料⑨－６】）。なお、同所見では、前回の所見（CRC/C／１５／

Add．９０ １９９８年６月。以下「子どもの権利委員会前回所見」という。【→資料⑨－５】）

のうち改善の見られない部分を援用している。

日本政府の報告に対する人種差別撤廃委員会による審査結果はまだ１回しか行われ

ておらず、２００１年３月２０日、人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解CERD/C／５８

／CRP． CERD/C／５８／Misc．１７／Rev．３として採択された（以下「人種差別撤廃委員

会最終所見」という。【→資料⑨－７】）。

日本政府の報告に対する女性差別撤廃委員会の最新の審査結果としては、２００３年７

月８日開催された第６１７回、第６１８回会合で採択された最終所見（以下「女性差別撤廃

委員会最終所見」という。【→資料⑨－８】）がある。

以下は、日本に対する上記各所見・見解に示された勧告等の内容を、分野別に整理

する。

�２ 差別問題

ア 教育制度における差別

自由権規約委員会最終所見は、１９９８年に「委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、

日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有す

る。」と述べた。

人種差別撤廃委員会最終所見は、２００１年に「韓国・朝鮮人マイノリティに対する差

別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本

の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われて

いるが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝

鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を

有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱い

を撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。」と述べた。

さらに、「在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でな

いことに留意する。委員会は、更に、『日本における初等教育の目的は、日本人をコ

ミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育

を受けることを強制することは不適切である。』との締約国の立場に留意する。委員

会は、強制が、統合の目的を達成するために全く不適切であるとの主張に同意する。

しかしながら、本条約第３条及び第５条（e）（v）との関連で、委員会は、本件に関

し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受

が不平等なものとなることに繋がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、

本条約第５条（e）に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は種族的出身につ

いて区別なく保障されることを確保するよう勧告する。」と述べた。

子どもの権利委員会総括所見は、２００４年に、「委員会は、韓国・朝鮮出身の子ども

の高等教育施設への不平等なアクセスについて特に懸念する。」と述べ、さらに「日

本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大されたとはい

え、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること」にも懸念
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を表明した。

社会権規約委員会総括所見も、教育の分野において、日本社会のマイノリティ集団

並びに特に部落の人々、沖縄の人々、先住民族であるアイヌの人々及び韓国・朝鮮人

に対する法律上及び事実上の差別が根強く残っていることに懸念を表明し、この差別

と戦うため必要な措置を執るよう勧告している。

また同所見は、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュ

ラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、従って中央政府の補助金を受

けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについて、懸念を表

明し、このような学校を正式に認可し、財政援助を受けること、当該学校卒業資格を

大学入学資格として承認することを勧告した。

このように、外国人の公教育を受ける機会が保障されていない実状は、人種差別撤

廃条約３条、５条（e）（v）に違反し、韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校の民族的

少数者の学生に高等教育への平等なアクセスが保障されていない実状は、人種差別撤

廃条約に違反し、また子どもの権利条約に違反するものとして、日本でこれらを保障

するべきことが再三勧告されている。

イ 児童への差別、暴力

子どもの権利委員会前回所見は、「韓国・朝鮮及びアイヌの児童を含む少数者の児

童の差別的取扱いが、何時、何処で起ころうと、十分に調査され排除されるように」

と勧告した。

人種差別撤廃委員会最終所見は、韓国・朝鮮人、主に児童、学生を対象とした暴力

行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分な対応に対し懸念を有するものであ

り、政府に対し、当該行為を防止し、これに対処するためのより毅然たる措置をとる

ことを勧告している。

さらに、子どもの権利委員会最終所見は、いわゆるアメラジアン、コリアン、部落

およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子ども

に対する社会的差別が根強く残っていることに懸念を表明し、市民権に関わるいかな

る婚外子差別も解消するために法律を改正すること、とくに…アメラジアン、コリア

ン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇

護申請者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保

するため、締約国が、とりわけ教育・意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要

な積極的措置をとることを勧告した。

このように、民族的少数者および、移住労働者、難民等の外国人に対する差別の解

消のため、立法を含む措置を執るよう再三の勧告を受けている。

ウ 外国人登録法

自由権規約委員会最終見解は、外国人永住者が、登録証明書を常時携帯しないこと

を犯罪とし、刑事罰を科す外国人登録法は、差別的な法律であり自由権規約２６条に適

合せず、廃止されるべきであると勧告している。同委員会は、第３回報告の検討終了

時においても同様の見解を表明していたが、その点について改善が見られなかったも

のであった。

エ 差別の扇動などの禁止
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人種差別撤廃委員会最終所見は、本条約４条（a）及び（b）に関し、「日本国憲法

の下での集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と整合する範囲において日本

はこれらの規定に基づく義務を履行する」旨述べて締約国が維持している留保に留意

する。委員会は、かかる解釈が、本条約４条に基づく締約国の義務と抵触することに

懸念を表明する。委員会は、その一般的勧告７（第３２会期）及び１５（第４２会期）に締

約国の注意を喚起する。同勧告によれば、本条約のすべての規定が自動執行力のある

性格のものではないことにかんがみれば、４条は義務的性格を有しており、また人種

的優越や憎悪に基づくあらゆる思想の流布を禁止することは、意見や表現の自由の権

利と整合するものである。

オ 高位の公務員による差別の扇動

人種差別撤廃委員会最終所見は、高官による差別的発言及び、特に、本条約４条（c）

に違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為

が人種差別を助長し扇動する意図を有している場合にのみ処罰可能であるとする解釈

に、懸念を持って留意する。

締約国に対し、将来かかる事態を防止するために適切な措置をとり、また本条約７

条に従い、人種差別につながる偏見と戦うとの観点から、特に公務員、法執行官、及

び行政官に対し、適切な訓練を施すよう要求する。

カ ジェンダー

人種差別撤廃委員会最終所見は、日本政府の報告が、ジェンダー並びに国民的及び

民族的集団に分類した社会・経済的データ、並びに性的搾取と暴力を含むジェンダー

に関連した人種差別を防止するためにとられた措置に関する情報を含まないことに満

足せず、次回の報告でこれら情報を提供することを勧告した。

第１編第６章に詳述した、人身売買被害やDVなどの外国人女性の人権問題につ

いて、従来日本政府が認識を不足していたことが表れている。

女性差別撤廃委員会所見はさらに具体的に、日本が女性・女児のトラフィッキング

と戦うための取り組みを強化することを勧告し、日本がこの問題に対処し、加害者へ

の適切な処罰を確保するための包括的な戦略を策定することを目的として、体系的に

この事象を監視し、被害者の年齢、出身国を示す詳細なデータを収集すること、次回

の報告に女性、女児のトラフィッキング及びそれに関連して執られた措置についての

包括的な情報、データを提供することを要請した。

また女性差別撤廃委員会勧告は、ドメスティック・バイオレンスを受けており、か

つ入国管理上の地位が配偶者との同居に依存している外国人女性の特有な状況に関し、

強制退去へのおそれが、そうした女性が援助を求めたり、別居や離婚といった措置を

講じる妨げとなり得ることに懸念を表明した。そして、ドメスティック・バイオレン

スを受けて別居している外国人妻の在留許可の取消は、その措置が当該女性に与える

影響について十分に評価した後でのみなされることを勧告した。

キ 差別是正状況についての総括

自由権規約委員会の最終見解は、日本における差別の是正状況について、総論とし

て、次のように述べる。

まず、委員会は、客観的な基準を欠き、規約２６条に抵触する、「合理的な差別」の
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概念の曖昧さに懸念を表明した。この点については、前回（第３回）の審査において

も指摘されていたところ、日本政府はこれについて再度、「合理的な差別」の概念を

擁護する説明を報告書に記載したが、委員会は、それら擁護は採用できないことをあ

らためて明言したものである。

社会権規約委員会最終所見も、締約国が、差別の禁止の原則は漸進的実現および「合

理的な」または「合理的に正当化しうる」例外の対象になると解釈していることに懸

念を表明している。

社会権規約委員会最終所見は、とりわけ雇用、居住および教育の分野において、日

本社会のマイノリティ集団ならびにとくに部落の人々、沖縄の人々、先住民族である

アイヌの人々および韓国・朝鮮人に対する法律上および事実上の差別が根強く残って

いることに懸念を表明し、沖縄の人々および先住民族であるアイヌの人々を含む日本

社会のあらゆるマイノリティ集団に対し、とくに雇用、居住および教育の分野で行な

われている法律上および事実上の差別と闘うため、締約国がひきつづき必要な措置を

とるよう勧告した。

また、子どもの権利委員会最終所見は、前回所見の懸念表明および勧告の中で、と

くに差別の禁止などに関する勧告は充分にフォローアップされていないと指摘し、「委

員会は、これらの懸念および勧告がこの総括所見においても繰り返されていることに

留意する」とした。

このように、差別の禁止の分野における改善が、過去にも勧告されてきたにもかか

わらず不十分であることが指摘されている。

�３ 難民問題

難民及び庇護希望者への差別について、人種差別撤廃委員会最終所見は、難民および

庇護申請者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保

するため、とりわけ教育・意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置

をとるよう勧告した。

さらに同所見は、待遇に関する異なった基準が、一方でインドシナ難民に、他方で限

られた数の他の国民的出身の難民に適用されていることに懸念を表明し、インドシナ難

民に与えられる住居、財政的支援及び政府の援助による日本語語学コースへのアクセス

をすべての難民に対して等しい給付資格を確保するための必要な措置をとることを勧告

した。この勧告に従い、２００２年８月７日、難民問題連絡調整会議設置が閣議決定され、

すべての難民認定された者を援助対象とすることとなった。

また同所見は、この観点から、締約国に対し、すべての庇護希望者が有する権利、特

に、相当な生活水準と医療についての権利を確保するよう勧告したが、この点に改善は

ない。

なお同所見は、２００１年時点で、日本に受け入れられた難民の年間人数が最近増加して

いることを留意するとしたが、２００１年から２００２年になり、難民受入数は再び減少してい

る。【→第２編第１章第５節】

�４ 入国・在留に関する保護の問題
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ア 自由権規約委員会最終所見は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収

容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハ

ラスメントに関する申立てについて懸念を表明した。

また、入国者収容所の被収容者は、６ヶ月間まで、また、いくつかの事例において

は２年間もそこに収容される可能性があることを指摘して、締約国が収容所の状況に

ついて再調査し、必要な場合には、その状況を規約７条及び９条に合致させるための

措置をとることを勧告した。

イ 自由権規約委員会最終所見は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による

不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸

念を表明し、そのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されるこ

とを勧告した。

ウ 自由権規約委員会最終所見は、入管法２６条は、再入国許可を得て出国した外国人の

みが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与

は完全に法務大臣の裁量であることを規定しており、この規定に基づき、第２世代、

第３世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利

を剥奪される可能性があることは、規約１２条２及び４に適合しないと指摘した。さら

に、自由権規約１２条の「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないと

いうことを指摘し、従って、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に

関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請

した。

入管法では、在留資格のある外国人がいったん出国した場合、在留資格を喪失し、

あらためて上陸許可申請をして審査を受けなければならず、その例外として同法２６条

の再入国許可制度があるものの、出国前にあらかじめ再入国の決定を受けることは、

法務大臣の裁量に委ねられるものとされる。しかし、自由権規約１２条は自国に戻る権

利を保障しているところ、同条にいう「自国」は、国籍国と同義ではなく、例えば日

本で出生した韓国・朝鮮国籍者のような永住者においては、日本は「自国」に該当す

るから、彼らの再入国を裁量に委ねることは、自由権規約に違反することになるので

ある。

エ 子どもの権利委員会総括所見は、９条および１０条に関する締約国の宣言及び第３７条

（c）に対する留保に懸念を表明し、「１９９３年の世界人権会議のウィーン宣言および行

動計画（A/CONF．１５７／２３）にしたがい、締約国が条約に対する宣言および留保を撤

回するよう求めた勧告を繰り返す」と述べた。

子どもの権利条約９条からは、次のことが帰結される。すなわち、親の意思に反し

て子どもが分離されるのは、司法機関が子どもの最善の利益のために必要と決定した

場合のみであり、司法機関が決定するについては、関係当事者が手続に関与し発言す

る機会が保障されなければならず、分離が決定された場合、子どもは親と接触を保つ

権利を有する。

しかし、入管法の現在の実務では、入管法２４条所定の退去強制事由に該当する外国

人について、親が外国人で子が日本人である場合に、親が在留を継続できるかどうか

は、法務大臣ないし地方入管局長の裁量とされており、親子の分離を避けるための何
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らの保障もない。また、日本に在留する親子の国籍が異なる外国人である場合におい

ても、おのおのの国籍国を送還先とする退去強制令書が発付されるのが通常であり、

親子の分離を避けるための何らの保障もない。

この点について日本政府は、子どもの権利条約批准にあたって、９条１項について

「この規定は父母が児童を虐待する場合のような特定の場合について適用されるもの

であり、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合

については適用されるものではないと解する」という「解釈宣言」を発し、また同条

約１０条１項についても、「この規定に言う『積極的、人道的かつ迅速な方法』で出入

国の申請を取り扱うとの義務は、そのような申請の結果に影響を与えるものではない

と解する。」との「解釈宣言」を発して、入管法と子どもの権利条約の抵触がないも

のと説明する。

しかし、そもそも解釈宣言は、可能な解釈の範囲内でのみなされるものであり、同

条約９条から、上記のような制限的な適用範囲の解釈を導くことはできない。

また、同条約５１条２項は、同条約の趣旨及び目的と両立しない留保を認めないもの

としている。「留保」と「解釈宣言」の概念については、区別が困難であり、伝統的

には、後者は前者の一部をなすものとの考え方が有力である。いずれにしても、「留

保」の手続を踏んですら、同条約の趣旨及び目的と両立しない運用が許されない以上、

同条約の趣旨及び目的と両立しない「解釈宣言」が許されないことはいうまでもなか

ろう。同条約前文に示された、子どもが特別な保護及び援助を受ける権利、子どもの

成長及び福祉のために、社会の基礎的な集団である家族が、必要な保護及び援助を与

えられるべきこと、また３条に示された、児童の最善の利益の原則に鑑みると、日本

政府の解釈宣言が、同条約の趣旨、目的と両立しない結果を生じると考えられる。

子どもの権利委員会最終所見が勧告をなすことは当然である。

オ 子どもの権利委員会総括所見は、日本人の父および外国人の母の子が、出生前に父

の認知を受けていないかぎり日本国籍を取得できないことに懸念を表明し、「これに

より、場合によって子どもの無国籍が生じてきた」、と指摘した。

同所見は加えて、資格外滞在の移住者がその子どもの出生を登録できないこと、お

よびそのために無国籍が生じてきたことに懸念を表明し、子どもの権利条約７条違反

を示唆した。そして、日本で生まれた子どもがひとりも無国籍になりえないよう、国

籍法および他のあらゆる関連の法令を改正するよう勧告した。

カ 前述のとおり、女性差別撤廃委員会は、ドメスティック・バイオレンスを受けてお

り、かつ入国管理上の地位が配偶者との同居に依存している外国人妻の在留許可の取

消は、その措置が当該女性に与える影響について十分に評価した後でのみなされるこ

とを勧告した。

�５ 社会保障及び保険の問題

社会権規約委員会最終所見は、社会保障および保健サービスに対する外国人（資格外

労働者および研修生を含む）の権利について、充分に扱えなかった問題のひとつとして、

次回の定期報告書でいっそう広範な情報を提供するよう要請した。
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�６ 民族的少数者の権利の問題

ア 教育

自由権規約委員会最終所見は、朝鮮学校卒業生の大学受験資格不認定を含む、日本

国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を表明してお

り、また「第２７条に関する委員会の一般的な性格を有する意見２３（１９９４年）が、第２７

条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起

する」として、日本政府が、外国籍の民族的マイノリティの権利保障に消極的であっ

てはならないことを示唆している。

子どもの権利委員会前回所見は、以下の点について懸念を表明した。

ｄ）日本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大された

とはいえ、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること。

ｆ）マイノリティの子どもたちにとって、自己の言語で教育を受ける機会がきわめて

限られていること。

そして日本が、マイノリティ・グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗

教を表明しまたは実践し、かつ自己の言語を使用する機会を拡大するための措置をと

るよう勧告した。

しかるに２００１年の人種差別撤廃委員会最終所見においても、「韓国・朝鮮人マイノ

リティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリ

ティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するため

の努力は払われているが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと

及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けて

いることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対

する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の

公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう勧告す

る。」と述べられ、また同年の社会権規約委員会総括所見でも、「マイノリティの子ど

もにとって、自己の言語による教育及び自己の文化に関する教育を公立学校で教授す

る可能性がきわめて限られていることに懸念を表明する。」「言語的マイノリティに属

する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに母語による教育を導

入するよう強く勧告する」と述べられ、この間の改善がないことを示している。

さらに子どもの権利委員会最終見解は２００４年、「締約国に対し、第１回報告書に関

する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないものに対応し、かつ第２回定期報告

書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念事項に対応するために、あらゆる努

力を行なうよう促す。」としたうえ、「マイノリティの子どもたちにとって、自己の言

語で教育を受ける機会がきわめて限られていること」を指摘し、マイノリティ・グルー

プの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明しまたは実践し、かつ自己の言

語を使用する機会を拡大する措置を取ることを勧告した。

このように、この分野で日本は、再三勧告を受け、改善が見られないことを指摘さ

れている。

イ マイノリティの状況の報告義務

人種差別撤廃委員会最終見解は、日本政府の報告に人口の民族的構成比に関する情
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報が欠けていることを指摘し、人口の民族的構成比についての完全な詳細、特に、韓

国・朝鮮人マイノリティ、部落民及び沖縄のコミュニティを含む本条約の適用範囲に

よってカバーされているすべてのマイノリティの状況を反映した経済的及び社会的指

標に関する情報を次回報告の中で提供するよう、勧告した。

女性差別撤廃委員会勧告もまた、報告に日本のマイノリティ情勢の状況についての

情報が欠如していること、これらの女性グループが教育、雇用、健康、社会福祉、暴

力被害の面で、彼らの共同体内も含め、直面している複合的な形態の差別や周縁化し

ているのではないかということに懸念を表明し、次回の報告に、日本のマイノリティ

女性の状況に関するデータを含む包括的な情報、特に彼らの教育、雇用、健康状況や

暴力被害についての情報を提供することを要請した。

この、政府報告における情報提供の不足・欠如は、日本政府の、日本社会の民族的

マイノリティの存在に対する認識が不足してきたことの表れである。

ウ 氏名

さらに人種差別撤廃委員会最終所見は、日本国籍を申請しようとする韓国・朝鮮人

が自分の氏名を日本語名に変更することを求められる行政的又は法的要件ももはや存

在しないけれども、実態上当局が引き続き申請者に氏名を変更するよう求めており、

また、韓国・朝鮮人は差別を恐れそのようにせざるを得ないと感じていることに懸念

を表明し、個人の氏名は文化的・民族的アイデンティティの基本的な要素であること

を考慮して、このような慣行を防止するために必要な措置をとるよう勧告した。

エ 社会権規約委員会最終所見は、先住民族および種族民に関する条約（１９８９年、第１６９

号）を日本が批准していないことに懸念を表明し、同条約の批准を検討するよう奨励

した。

�７ 戦後補償問題

女性差別撤廃委員会最終所見は、いわゆる「従軍慰安婦」の問題に関して、懸念が継

続していると述べ、日本がこの問題を最終的に解決するための方策を見いだす努力を行

うことを勧告した。

社会権規約委員会最終所見は、主として民間の資金によって財源を得ているアジア女

性基金によって戦時の「従軍慰安婦」に提供された補償金が、当事者の女性から受入れ

可能な措置と見なされていないことに懸念を表明し、「従軍慰安婦」を代表する団体と

の協議にもとづき、被害者の期待を満たすような形で補償を行なう方法および手段に関

して手遅れになる前に適切な取決めを行なうよう強く勧告した。

このように、戦後補償の問題について、複数の国連委員会から、最終的解決を求める

勧告を受けている。
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第３節 司法の現状

１ 国連人権委員会の勧告に見る司法の現状

前節で紹介した各審査結果は、個別の分野について勧告などを行うのみならず、日本の

司法における各条約の運用の実情についても、言及している

子どもの権利委員会前回所見は、委員会は、条約の一般原則、特に差別の禁止（２条）、

児童の最善の利益（３条）及び児童の意見の尊重（１２条）の一般原則が、単に政策の議論

及び意思決定の指針となるのみでなく、児童に影響を与えるいかなる法改正、司法的・行

政的決定においてもまた、全ての事業及びプログラムの発展及び実施においても、適切に

反映されることを確保するために一層の努力が払われなければならないとの見解を表明し

た上、子どもの権利条約が「国内法に優先し国内裁判所で援用できるにもかかわらず、実

際には、通常、裁判所がその判決の中で国際人権条約一般、就中、児童の権利に関する条

約を直接に適用していないことを懸念をもって留意する」と述べた。

さらに、子どもの権利委員会総括所見においても重ねて、「条約が裁判所により直接適

用できるにもかかわらず、実際上は適用されていないことを懸念する。」と述べた。

人種差別撤廃委員会最終所見も、「憲法第９８条が、締約国によって批准された条約が国

内法の一部であると定めているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する

国際条約の規定が、国の裁判所においてほとんど言及されていないことにつき、懸念をも

って留意する。」と、日本の司法が国際人権条約に言及することに消極的な実態を批判す

る。

そして委員会は、「国内法における人種差別撤廃条約及びその規定の地位につき、締約

国から明確な情報」「今後の報告書の中で、特に、裁判所による適切な補償の提供を含め

た本条約の違反に特に関係している判例について報告すること」を求めた。

２ 日本の司法の条約判断における消極性

ア 国際人権条約が司法において消極的にしか言及されない傾向は、外国人の権利状況

について、特に顕著といえる。第３章第３節で触れた、在留期間の更新に関する法務

大臣の裁量の範囲についての、いわゆるマクリーン事件判決（最高裁大法廷判決１９７８

（昭和５３）年１０月４日判例時報９０３号３頁等）およびこれに連なる、外国人の人権に

ついての否定的判決は、その最たるものである。

これら判決は、「憲法上、外国人は、日本に入国する自由が保障されていないこと

はもとより、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されて

いるということはできない。このように外国人の入国及び在留の許否は国家が事由に

決定することができるのであるから、我が国に在留する外国人は、法に基づく外国人

在留制度の枠内においてのみ憲法に規定される基本的人権の保障が与えれれているも

のと解するのが相当である。」という判示を含んでいる。

この判示は、前述の、ある人権の要請が外国人の入国・在留の保護を帰結する場合

があることを、全く見過ごしている。

イ また前記諸条約にしても、子どもの権利条約３条１に規定する「子どもの最善の利
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益」について、「在留制度の枠内において主として考慮されるものというべきである」

と判示する判決もある（東京地裁判決２００３（平成１５）年９月１１日判決・判例集未掲載）。

ウ 第１編第６章第１節で紹介したとおり、最高裁判決２００２（平成１４）年１０月２７日は、

法律上婚姻関係が継続していても、夫の暴力を逃れるために外国人妻が逃げたり、別

居して、客観的にみて婚姻関係が破綻していれば、在留の継続が困難となることを、

許容してしまっている。

しかしこの判断は、すでに紹介した、女性差別撤廃委員会最終所見が、ドメスティ

ック・バイオレンスを受けて別居している外国人妻の在留許可の取消は、その措置が

当該女性に与える影響について十分に評価した後でのみなされるべきであると勧告し

ていることに、合致していない。女性差別撤廃委員会と日本の最高裁とが、人権の保

障の基準において食い違っていることは明らかである。

エ これら判示には、憲法や国際人権条約が国内立法より上位に位置する規範であると

の基本的理解が欠けている。

オ 他方で、国際人権法を適切に適用する判決も、見られてきている。

自由権規約を本格的に適用した初の判決として、大阪高裁判決１９９４（平成６）年１０

月２８日（判例時報１５１３号７１頁）がある。同判決は、必要性を欠く逮捕に対する国家賠

償請求訴訟であるが、その損害論の判示の中で、平和条約国籍離脱者などの定住外国

人については、指紋押捺の強制を続ける実質的必要性は乏しく、国民との間で不均等

な取り扱いをする合理的根拠がない状態であったとの判断を示した。この判示は、自

由権規約の解釈を国内法の解釈原則からの類推から行うのではなく、条約法に関する

ウィーン条約等に示された条約独自の解釈方法に基づいて、自由権規約２６条の解釈適

用に際し、規約人権委員会の見解やヨーロッパ人権裁判所の判例などに確立されてい

る基準に従った。また憲法１４条の解釈適用に当たり、同じ差別的取り扱いの禁止規定

である自由権規約２６条の解釈についての自由権規約委員会一般的意見１５等を引用し、

入国後は外国人といえども国民と同様に国際人権規約上の権利を享受しうると判示し

た。つまり「合理性の基準」によって安易に差別を許容することをしなかった。この

２点に於いて画期的な判決であると評される（日弁連「国際人権規約と日本の司法・

市民の権利」）。

また、第１編第１章第８節に紹介した、東京地裁決定２００１（平成１３）年１１月６日（ジ

ュリスト１２２４号３１０頁）は、「入管法３９条に依って収容令書を発付するに際しては、明

文の要件に加え、対象者が難民に該当する可能性を検討し、その可能性がある場合に

は、同人が難民に該当する蓋然性の程度や同人に対し移動の制限を加えることが難民

条約３１条２項に照らし必要なものといえるか否かを検討する必要がある」と判示し、

国内法の規定の明文を超えて、難民条約上の権利保障を行うべきことを示している。

３ 諸外国の司法の条約判断

諸外国では、人権規定の履行が、当該外国人の在留の保護を要請することがあることを

認める判決がなされている。

自由権規約１７条に相当するヨーロッパ人権条約８条、自由権規約２３条に相当するヨーロ

ッパ人権条約１２条は、以下のように定める。
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「８条

１ すべての者は、その私生活、家族生活、住居及び通信の尊重を受ける権利を有する。

２ この権利の行使については、法律に基づき、かつ、国の安全公共の安全もしくは国の

経済的福利のため、無秩序若しくは犯罪の防止のため、健康若しくは道徳の保護のため、

又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる

公の機関による干渉もあってはならない。

１２条 婚姻をすることができる年齢の男女は、権利の行使を規制する国内法に従って、婚

姻をしかつ家族を形成する権利を有する。」

この規定を適用した、ヨーロッパ人権裁判所の裁判例をみる。

ア Berrehab 事件

同事件は、モロッコ国籍を有する男性が、オランダ国籍を有する配偶者と離婚した

ことによりオランダ政府から在留資格の更新を拒否された事案に関するものであり、

裁判所は当該処分がヨーロッパ人権条約８条の違反であることを認定した。

イ Mehemi 事件

同事件は、アルジェリア国籍を有する男性が麻薬密輸に関与したことを理由にフラ

ンス領域からの永久追放処分を受けた事案に関するものであり、裁判所は、犯罪行為

への関与という申立人にとって不利な条件にも関わらず、ヨーロッパ人権条約８条の

違反を認定した。

ウ Boulif 事件

同事件の申立人は、１９６７年生まれのアルジェリア国籍の男性であり、１９９２年に観光

ビザでスイスに入国し、１９９３年にスイスの市民権を有する女性と結婚した。その後１９９４

年４月２７日、申請者は、武器の不法所持で有罪判決を受けたが、その翌日、強盗等の

罪を犯し、１９９７年に高等裁判所で２年間の拘禁刑を下された。その後、申立人は、１９９８

年に居住許可の更新を拒否され、それに対する不服申立て等も認められなかった。

この件においても、裁判所は、居住許可の更新拒否（以下「本件処分」という）が

ヨーロッパ人権条約８条違反であることを認定した。

また、カナダ最高裁１９９９年７月９日判決（Baker vs Canada 以下「Baker 判決」

という。）では、在留に関する裁量判断においても、子どもの最善の利益を重要な要

素と見なすべきであり、それに重要な重みを与え、且つ、それに敏感であるべきであ

り、これに反する決定は許されないとされた（藤田久一ほか編「人権法と人道法の新

世紀」東信堂１１９頁以下）。

このように、諸外国の実情と比較すると、日本の司法の消極性は顕著である。

４ 背景

�１ 日本の司法の消極性の背景

このような司法の実情は、国際人権条約に対する裁判官の理解の不足、また理解を促

進する研修などの制度の不足が理由の一つであるが、日本が自由権規約第１選択議定書

の批准をせず、また拷問等禁止条約２２条や人種差別撤廃条約１４条の承認宣言をせず、各

条約の個人通報制度を拒み続けていることとも、無縁でない。

これに加えて、日本の国内法秩序が、未だ国際人権条約の基準を基盤としたものとな
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っていないため、国内法秩序と国際人権条約の基準との矛盾・抵触が放置されている実

情がある。このことが、司法の場において国際人権条約の言及を消極的にしているとい

える。

�２ 各審査結果における、国内法秩序の見直しについての言及

ア 子どもの権利委員会前回所見は、差別の禁止（２条）、児童の最善の利益（３条）

及び児童の意見の尊重（１２条）の一般原則が、とりわけアイヌの人々及び韓国・朝鮮

人のような国民的、種族的少数者に属する児童、障害児、施設内の又は自由を奪われ

た児童及び嫡出でない子のように、特に弱者の範疇に属する児童の関連において、児

童に関する立法政策及びプログラムに十分に取り入れられていないことを懸念する。

子どもの権利委員会前回所見は、条約の一般原則、特に差別の禁止（２条）、児童

の最善の利益（３条）及び児童の意見の尊重（１２条）の一般原則が、単に政策の議論

及び意思決定の指針となるのみでなく、児童に影響を与えるいかなる法改正、司法的・

行政的決定においてもまた、全ての事業及びプログラムの発展及び実施においても、

適切に反映されることを確保するために一層の努力が払われなければならないとの見

解である。特に、嫡出でない子に対して存在する差別を是正するために立法措置が導

入されるべきであると述べている。

子どもの権利委員会総括所見は、国内法が、権利条約の原則及び条項を完全に反映

していないことを懸念し、制定法の包括的な見通しを実施し、権利条約の原則及び条

項並びにそこに示された権利基盤型アプローチに一致するよう確保するために必要な

あらゆる措置を執ることを勧告している。

イ ここに触れられている「権利基盤型アプローチ」は、その明確な定義は不明である

が、国際人権条約を、単に政策の議論及び意思決定の指針として扱うアプローチに対

置されるものと理解できる。権利基盤型アプローチは、「国際人権条約上が規定する

権利の実施に影響を与えるいかなる法改正、司法的・行政的決定においても、全ての

事業及びプログラムの発展及び実施においても、国際人権条約の規定が適切に反映さ

れることを確保することを要求する」という、子どもの権利委員会前回所見が示した

要求を含むものと解される。

そしてさらに進んで、子どもの権利委員会最終所見が、「制定法の包括的な見直し」

を実施し、権利条約の原則及び条項並びにそこに示された権利基盤型アプローチに一

致するよう確保するために「必要なあらゆる措置を執ること」を勧告したことは、様々

な法改正の機会において国際人権条約の反映を確保するにとどまらず、国内法秩序を、

国際人権条約の基準から包括的に見直し、国際人権条約の基準を基盤とする秩序に組

み直すことを積極的に行うことを、意味すると解される。

このように、国内法秩序全体を、国際人権条約の基準を基盤として積極的に組み直

してゆくために、個々の国内法を指導する、国際人権条約の基準を基盤とする基本法

を制定することは有益である。

ウ また差別について特に、人種差別撤廃委員会最終所見は、「本条約に関連する締約

国の法律の規定が、憲法第１４条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持

っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第４条及び第５条に適合
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するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要である」と述

べている。

同所見はさらに、人種差別の禁止全般について、委員会は、人種差別それのみでは

刑法上明示的かつ十分に処罰されないことに懸念を表明し、「人種差別の処罰化と、

権限のある国の裁判所及び他の国家機関による、人種差別的行為からの効果的な保護

と救済へのアクセスを確保すべく、本条約の規定を国内法秩序において完全に実施す

ることを考慮するよう勧告する。」と述べて、人種差別禁止国内法の制定を、明確に

要請している。

社会権規約委員会最終所見も、規約２条２項に掲げられた差別の禁止の原則は絶対

的な原則であり、客観的な基準にもとづく区別でないかぎりいかなる例外の対象とも

なりえないという委員会の立場に留意するよう要請したうえ、日本に対し、この差別

の絶対的禁止の立場に従って「差別禁止立法を強化するよう強く勧告する」と述べた。

エ 多文化共生社会の法的基礎

自由権規約２７条の帰結として自由権規約委員会が、「かかる権利の保護は、当該民

族的マイノリティの文化的、宗教的及び社会的独自性の存続及び持続的発展を確保す

る方向、すなわちこれにより社会構造全体を豊かにする方向に向けられている。」と

述べて、社会全体を、多文化共生社会に発展させる方向の示唆にも触れていることは

前述した。

また前述のとおりマイノリティ権利宣言前文は多文化共生社会の実現を奨励してい

る。

子どもの権利条約２９条は、自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成し、すべて

の人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の理解、平和、寛容、両性の平等

及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために子どもに準備させ

る、多文化の共生を指向する教育を奨励する。

日本が、外国人の受け入れを積極的に行うべきか否かは、直接に人権問題として論

じられることがらではない。しかし、現実に多文化が存在する社会となった日本にお

いて、それら複数の文化集団の間で、差別と排斥主義が成立してしまうのか、共存社

会が成立するのかは、外国人、民族的マイノリティの人権問題と結びつく問題である。

上記の諸条約の条項が多文化共生社会と多文化共生教育を奨励し指向することは、多

文化社会における多文化共生関係が、差別を廃し、外国人、民族的マイノリティの人

権を保障することに不可欠だからである。

日本は、外国人・民族的マイノリティの人権を基準として、積極的に法秩序を見直

し、これら権利を基盤とする社会を再構成しなければならない。それは多文化共生社

会となるはずである。その派生的結果として、外国人を現在より多く受け入れること

を結果する政策を選択することになろうとも、人権保障をいささかもゆるがせにして

はならない。そのときこそマイノリティ権利宣言前文が、「民族的又は種族的、宗教

的及び言語的少数者に属する者の権利の伸長及び保護が、それらの者が居住している

国家の政治的及び社会的安定に寄与する」「民族的又は種族的、宗教的及び言語的少

数者に属する者の権利の持続的な伸長及び実現が、社会全体の発展の不可欠な一部と

してかつ法の支配に基礎を置く民主主義の枠内で、人民間及び国家間の友好及び協力
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の強化に寄与する」と謳うことを想起するべきである。

第３節 司法の現状

－ 478 －



第１編
総論

第２編
各論

第３編
基本法試案第１０章

多民族・多文化共生社会に向けた人権保障システムの展望 付録
参考文献

第１章
問題提起

第２章
現状課題全般

第３章
法的地位

第４章
公的参画

第５章
教育

第６章
女性

第７章
労働社会保障

第８章
差別

第９章
現行法制

第１０章
展望



第１０章
多民族・多文化共生社会に向けた人権保障システムの展望

第１節 外国人集住都市の実践

最初に、多民族・多文化共生社会の実現に向けての最前線に立っていると評価される、

外国人集住都市の実践例を通じて、人権保障システムの構築方法を検討してみることとす

る。

１ 外国人集住都市と外国人集住都市会議の発足

�１ 外国人集住都市

日本における外国人の定住化は、１０数年前後の動態をみると確実に大きな変容を示し

ている。１９９０年に１０８万人であった外国人登録者数は、２００３年末には１９１万５０００人余にま

で激増した。

この傾向は日本国民の高齢化と少子化を反映した総人口の減少と反比例したものであ

り、日本における外国人労働者の増加と定住化は不可避的な現象として、国と市民のあ

り方が真剣に問われている。

こうした中で、ブラジル・ペルーなどの中南米から来日した日系二世・三世は、「日

本人配偶者等」「定住者」などの、就労について制限のない在留資格で生活することが

できるため、静岡県浜松市や群馬県太田市などの工場で働くようになった。これらの中

南米を中心としたニューカマーと呼ばれる人々は、日本人の血を引き継いでいるとはい

え、法律上も行政上も日本人とは明確に区別される外国人である。また、文化的・言語

的には紛れもないマイノリティの立場にある。

これらの外国人は集住化の傾向を示している。例えば、２００３年４月１日時点で、全人

口に占める登録外国人の比率は、浜松市では３．７１％、静岡県磐田市では５．００％、群馬県

大泉町では１４．７２％となっている【→資料�－１】。特に浜松市では、ニューカマーの外
国人市民が在留外国人の７割近くを占め、中でもブラジル人の登録者数は全国の中で最

も多いとされる。浜松市は自動車・楽器等世界的企業が集積しているため、技術研修生

や留学生が多数滞在しているのである。

�２ 外国人集住都市の抱える課題～静岡県浜松市を例に

こうした外国人集住都市では、民間レベルの各種国際交流組織・団体と協力・共同し

ながら、行政上様々な試みが展開されている。そうした中で、地域の行政経営に責任を

もつ地方自治体が担う諸課題のうち早急に解決を迫られている問題を提示すれば、

◇多文化教育・民族的教育の保障と３０～４０％にのぼると推定される公立学校への不就学

問題

◇社会保険と国民健康保険の二つの医療保険制度への未加入及び高額医療費の未払い問

題

◇外国市民との集住化による地域住民とのコミュニケーション不足を原因とする、生活
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慣習にかかわる諸問題の派生

◇その他労働・人権の分野として、人材派遣会社（元請事業主）を通じての間接雇用を

めぐるトラブルや深刻な人権問題の鋭角的発生

などが挙げられる。

外国人市民との多文化地域共生をめざす浜松市の行政施策においては、まず日系人の

生活意識について正確な知見の共有が前提となる。例えば、浜松市はこの見地に立って

過去３回にわたり地元大学の研究者らと共同で実態調査を実施してきた。それが２０００年

３月の「南米日系人を中心とした外国人の生活意識実態調査」である。定住外国人１５００

人を対象とした調査の結果を分析すると、

�家族的移住による世帯の増加による定住化傾向の増大
�外国市民の滞在形態や就労形態の多様化
�医療保険・教育・民生・福祉の分野において困難な課題に苦慮していること
が顕著となった。これらの問題は、制度や法律の厚い壁に阻害されて自治レベルでの解

決が難しいことを鮮明に示していると言える。

�３ 外国人集住都市会議の発足

こうした課題を解決するために、ニューカマーの多い自治体の行政担当者や関係団体

が集まって、情報の交換や法律・制度の改廃に向けての要望意見のとりまとめを行う組

織が必要となった。こうして発足したのが外国人集住都市会議である【→資料�－１】。
この会議は、２００１年、静岡県浜松市と愛知県豊田市が呼び掛け人となり、群馬県太田市、

同大泉町、三重県四日市市、愛知県豊橋市、静岡県磐田市、同湖西市の参加を得て発足

とした。

この会議は、

�外国市民と日本人住民との地域共生のあり方
�教育、医療保険、就労など外国住民に係わる制度・法律問題の打開
などを担当者によって実務的に協議する会議であるとともに、各自治体の首長が一堂に

会するサミット的会議でもあり、日本の自治体史上初めての取り組みであった。

２ 浜松宣言と提言

�１ 浜松宣言及び提言

２００１年１０月１９日、第１回外国人集住都市公開首長会議が発表した浜松宣言は、顕在化

しつつある具体的な課題に対して、「日本人住民と外国人住民の地域での共生を強く願

う」という視点から、共生へ向けてのまち作りへの積極的取り組みを宣言した。また、

教育、社会保障、労働などの様々な生活の場面について、国などに対する具体的な提言

を行った。その内容は、【→資料�－２】のとおりである。

�２ 外国人集住都市会議における１４都市共同アピール

２００２年１１月、外国人集住都市会議は外国人集住都市会議における１４都市共同アピール

を採択した【→資料�－３】。このアピールでは、２００１年に採択された浜松宣言と提言
を受けて、この提言を実施するために、�ＮＧＯとの連携の必要性、�国において外国
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人受入や在日外国人に関する政策の基本方針をまとめ、省庁間の政策を総合的に調整す

る組織の必要性、�後述の「サンパウロ・ロンドリーナ宣言」に賛成し、国際間の協力
体制の構築の必要性、という三つの体制の整備を訴えた。いずれも、妥当かつ有効な方

向性と評価されるであろう。

�３ 外国人集住都市会議シンポジウムｉｎ豊田

２００３年１１月１１日、外国人集住都市会議は愛知県豊田市において「外国人青少年の教育

と就労問題」をテーマとしてシンポジウムを開催し＊１、以下の問題状況と課題が提起さ

れた。

◇ブラジル・ペルーなどの日系外国人青年、つまり両親が出稼ぎを契機として日本とブ

ラジル等の間を往復する過程で、貴重な経験をもった青年たちに何とか日本において

夢のある将来が見い出せるように（健全かつ安定した仕事に）就労をかなえてやれる

かどうか。そしてこの問題を放置して置くことがとり返しのつかない状況を生み出す

のではないか、との危機感が高まっていること。このことは他方では、出稼ぎに来た

両親の去就（母国に帰るのか、日本に定住するのか、）宙ぶらりんの状態で子供たち

との対話、あるいはその教育がないがしろにされてしまうようになるのではないか。

◇この問題はブラジル人子弟の教育のあり方と深く連動して不登校問題や引きこもりで

あるとか、犯罪の増加であるとか、社会問題となる可能性があること。これを子供た

ち自身の責任に転嫁することは簡単だが、実際の原因はそこにはないとされる。「子

供たちが変った」というのは、実は子供を取り巻いている環境がガタガタと大きく変

って、その結果、子供たちが夢のある将来というものが見つけられなくなっている。

真面目に将来に向って努力するということが出来なくなっている。

◇集住都市会議に参加する自治体は主に中部地方の日本の製造業を支える重要な地域に

ある。そこでの雇用の形態は請負あるいは偽装派遣まがいのフレキシブルな生産シス

テムである。このシステムはコストの切り下げで労働者の社会保険の加入も最小限に

落とし、短期雇用の繰り返しで合法スレスレを偽装している。このようなシステムの

中で日系人の若者・子弟らは、将来、言葉が出来なくても就労出来るような単純労働

に甘んじなければならなくなる。それしか将来、展望がもてなくなる。これが重要な

背景となっている。外国人青年を犯罪の誘惑から守るということのために何をしなけ

＊１ 「外国人の集住都市会議シンポジウム in 豊田」の概要は以下のとおりであった

�１会議の構成（２００３年１１月１１日 名鉄トヨタホテル）

・主催者： 外国人集住都市会議、豊田市、豊田市教育委員会、�豊田市国際交流協会
・後援： 豊田商工会議所、独立行政法人国際協力機構

・外国人集住都市会議参加都市： 太田市、大泉町、磐田市、湖西市、富士市、浜松市、四日市市、鈴鹿市、上野市、

美濃加茂市、可児市、大垣市、飯田市、豊橋市、豊田市など（参加人員 ４３０名）

�２シンポジウムの内容
○基調講演： 「外国人青少年の就職と地域に期待すること」─勝田智明氏（厚生労働省・職業安定局 外国人雇用対

策課長）

◎パネルディスカッション： 「外国人青少年の教育と就労問題」

・コーディネーター： 井口泰氏

・パネリスト： 勝田智明氏（厚労省外国人雇用対策課長）、井上洋氏（�日本経済団体連合会 総合企画グループ

長）、中田郷子氏（JICA日系研修員 愛知学院大学客員研究員）、鈴木望氏（磐田市長）、鈴木公平氏（豊田市長）
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ればならないのか。

◇問題を整理すれば

第１に、外国人青少年と教育と雇用・就職問題の現状について今何が起こっている

のか。

第２に、外国人集住都市参加の自治体は、皆中堅の都市。「提言」は良いところだ

が、政府は実行をおこたっている。そこで集住都市が地域レベルでどういう協調した

行動が出来るのか。また、地域毎の横断的結集をどう強化して行くのか。これらの点

について良き智恵を汲み出すこと。

第３に、来年度以降の中央政府への働きかけにおいて、今回のシンポジウムの成果

はその大きなステップとして位置付けられること。

以上にように集約された。ちなみに２００４年１０月に豊田市で開催が予定されている外国

人集住都市首長会議（サミット）は、「行政と民間の連携と共同」を新たなテーマに

加える予定で、その成功と前進が期待される。

�４ 静岡県浜松市の実践例

ア 重点取組事項

浜松市では、次の諸点を、重点取組事項としている【→詳細は、資料�－５、６】。
�地域共生会議の開催と、地域における日本人市民との橋渡し役となる外国人市民ボ
ランティアの育成・活用。

�外国人市民の市政参加を目的とし、浜松の特徴を活かした地域共生づくりを目指す
外国人市民会議の充実。

�国際的視野を持つ市民の育成と、外国人の子どもたちの不就学対策の実施。
イ このための具体的施策と今後の取組事業は次のとおりとされる

�日本人市民と外国人市民との共生社会づくり
�地域ルールの確立と交流ネットワークづくり
�外国人市民の市政参加の促進
�外国人市民が安心して暮らせるまちづくりの推進
�共生社会づくりに向けての推進体制の充実
�国際的視野を持つ市民の育成
�国際的な視野に立ったまちづくりの推進
	世界都市を担う青少年教育の充実

国際的視野を持つ市民を育む生涯学習の推進
�市民やＮＰＯ・ＮＧＯ、企業等との協働
�市民やＮＰＯ・ＮＧＯとの協働を進める情報ネットワークの構築
�地域経済団体や企業等との連携
国際交流・協力活動の拠点となる浜松市国際交流センターの機能充実
ウ 市民の活動

浜松市では、国際交流や国際協力を行う市民団体が、それぞれの分野で様々な活動

を展開している。こうした多くの団体の活動は、浜松市における国際交流を活性化す

るとともに、市民意識の醸成にもつながるものである。また、財団法人浜松国際交流
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協会（１９８２年１２月に発足、１９９１年１０月に財団法人に改組）は浜松市における市民レベ

ルの国際交流の推進母体として、国際交流に関する情報提供や生活相談、日本語教室

など、様々な事業を実施している。

具体的な実施事業については、【→資料�－６】のとおりである。
エ 浜松市「外国人児童学習サポート教室事業」の報告

２００４年３月１０日、外務省在日ブラジル人に係る諸問題に関するシンポジウムにおい

て、外国人学習サポート協議会事務局長大藤邦夫氏が行った報告では、「外国人児童

学習サポート教室事業」を中心とする学習サポートの有効性が明らかにされた＊２。

�５ 愛知県豊田市の取り組み

愛知県豊田市も、外国人集住都市として、それまでの姉妹都市との交流から、定住外

国人の抱える問題に対して具体的な活動を起こしている。その内容は、【→資料�－８】
のとおりである。

�６ 岐阜県可児市の取り組み

岐阜県可児市では、１９９１年頃から、ブラジル国籍を中心とした就労目的の外国籍住民

＊２ 浜松市「外国人児童学習サポート教室事業」の報告内容の概要は、以下のとおりであった。

◆浜松市における外国人子弟の就学状況（２００３／４―５月時点）： 不就学者数２８６人（１６．５％）、浜松市における外国

人学校＝ブラジル人学校３校、ペルー人学校１校

◆外国人児童学習サポート教室事業＝カナリーニョ教室事業の立ち上げ（２００２／４月）

・事業目的： 外国人の子どもの実情に合わせた教育機会を提供することにより、不就学・不登校等の課題を解決し

ていく。

・３つの柱： �不就学者が学校に入るまでの学習指導を中心にしたサポート、�公立学校の就学者に対する基本教
科の補修指導、�子どもと親とのコミュニケーション向上のための母語教育
・ポルトガル語（２００２実績）： ３教室（萩丘教室、砂丘教室、佐鳴台教室）、外国人生徒数８９人（不就学状態＝３１

人のうち２０人が就学、不登校状態解消２人、就学している５６人）

◆不就学者がうまれる要因

�義務教育の直接的対象になっていない、�日本の教育に対する不安（言葉や文化の壁、ポルトガル語による教育
情報の不十分さ）、�公立学校への不適応、�外国人学校の不安定な教育基盤、�教育に対する親たちの迷いと弱さ、
�帰国か、定住か？将来設計が立たない。
◆カナリーニョ教室における教育サポ－ト

◎教室開講体制： 不就学の子どもと親たちへの就学相談、保護者との面談や電話連絡、家庭訪問等を通じ、就学を

勧めること、公立学校への入学を進めるために、聴講制度等を利用して学校生活を体験してもらうこと、浜松市教

育委員会のポルトガル語によるホットライン『なんでも相談室』の紹介、集住地区を戸別訪問し、就学状況を調査

＝不就学者への就学相談。

◎日本語とポルトガル語を使った学習指導： 子どもの習得レベルや言語能力に応じた少人数での基本教科指導（主

に国語・算数／ポルトガル語・マテマチカ）、日本の社会や文化を学ぶ授業、東海地震への備え、アカウミガメの

保護と浜松の自然環境、浜松市におけるゴミ処理

◎ブラジル文化を学ぶ授業やイベント： フェスタ・ジュニーナ（６月の祭り）、ブラジルの歴史、Natal（クリスマ

ス）

◎親の教育参加を促す活動： 保護者会、教育に関するポルトガル語での講演会、ブラジル文化イベント

◎子どもたちの居場所づくりとカウンセリング

◆提案～在日ブラジル人子弟の教育の充実を願って～

○親子が長期展望をもって教育計画を立てられるような相談機会の充実（日伯両国において）、○ポルトガル語によ

る教育支援者の職域の確立、○公立学校および民族・外国人学校における受け入れ態勢の充実、○日本の教育に対

する理解を促すための努力、○父母の教育参加を促す努力
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が急増してきた。２００４年７月１日現在の外国人登録者数は５３５０人、そのうちブラジル国

籍が４０２２人で、外国籍住民が人口に占める割合は５．４％、ブラジル国籍が全外国籍住民

に占める割合は７５％となっている。外国籍住民、特にブラジル人の急増に伴い文化や生

活習慣の違いや法制度による障壁から、市民生活、教育、保健医療等の問題が顕在化し、

対応も後追いにならざるを得ない状況が続いている。

２０００年に策定した可児市国際化施策大網においては、「国際化が日常化された地域社

会の実現」を基本理念に、在住外国籍住民が日本の文化や生活習慣への理解を深め、地

域において互いを理解し触れ合うことができる「内なる国際化」を重点的に推進してき

た。その中でも、同年に設立した国際交流協会が果たしている役割は大きい。語学講座

事業、日本語教育事業、市民国際化支援事業、文化交流事業など国際交流に対する市民

の関心や理解を深めるとともに、多文化共生社会を目指した事業を積極的に展開してい

る。また、在住外国人の最大の問題は言葉の問題であるため、希望者に対する日本語教

育のための学習コースを無料で実施しているほか、外国人に日本語を教える日本語ボラ

ンティアが不足している現状から日本語教育ボランティア養成講座も開催し、日本語を

学びたい外国人の要望に応えられるようにしている。一方市では、日系ブラジル人を国

際交流員として採用し、外国人のための相談窓口の設置や通訳、市広報のポルトガル語

版の発行や環境や防災、保健などの行政情報の翻訳化も行っているが、その需要は増加

の一途をたどっている。＊３

また、ブラジル人の子どもたちの教育も大きな課題のひとつとされている。言葉の問

題、家庭環境・経済的な面から地元の学校や私設のブラジル人学校に通えない子どもも

かなり多いと推測され、こうした子どもたちが安心して初等基礎教育を受けられるよう

就学への対応・支援の実施が緊要と考えられている。２００３年度からは、県や国際交流協

＊３ 岐阜県可児市の取り組んできた具体的事例

◆２０００／１月に「可児市国際化施策大網」を策定し、各種事業を展開している。

・基本理念： 「国際化が日常化された地域社会の実現」

・基本目標： �在住外国籍住民との共生社会の実現、�多様な文化を受けとめる国際感覚豊かな人材育成、�海外
地域との交流・協力による地域活性化

◆２０００／９月より、市国際交流員として日系ブラジル人を採用（２００４年度２人）

・広報かにポルトガル語版の作成（詳細は下記）

・外国人市民相談窓口での相談業務（詳細は下記）

・その他、担当課からの依頼により、まちづくり推進課で外国人への学校入学手続き、ごみ分別指導や納税関係など

の行政文書を翻訳している。また、必要に応じて通訳を派遣している。

◎２０００／１０月より、広報かにポルトガル語版を発行

◎２００１／４月より、外国人市民相談窓口を開設

◆ブラジル人子弟交流支援事業（岐阜県補助事業）─ブラジル人子弟の支援を行っている国際交流協会へ事業補助

・ブラジル人学校に日本語講師の派遣、・ブラジル人の子供の日本語教室（週２回土田公民館）その他

◎日系ブラジル人の児童生徒がいる小中学校にポルトガル語が話せる巡回指導員２名を割り振りして派遣。また、ス

クールサポーターとして外国人生徒が多数在籍する中学校に１人配置。

◎外国人のための日本語教室開催（国際交流協会に委託）毎週日曜日開催

◎地域の国際化を担う可児市国際交流協会に運営補助を行っている。

◆外国人の子どもの実態調査

・２００３年度、大阪大学研究班・可児市・国際交流協会等が協働で、外国人の子どもの教育環境に関する実態調査を前

期（４月～９月）、後期（１０月～３月）に分けて実施した。今後、この調査結果を基本として外国籍児童生徒の就

学に対応予定。
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会と連携を図りながら、小中学校における日本語学習サポート、ブラジル人学校におけ

る日本語教育支援、不就学児童の環境調査及び支援などの事業を開始している。

「内なる国際化」に向けては、よりいっそう積極的な施策の展開が必要であるとの認

識の下、在住外国人が地域社会の一員として溶け込みやすい環境をつくり、市民レベル

の交流を拡大していくことで外国人にとっても暮らしやすいまちづくりをめざしている。

３ 外国人集住都市宣言と今後─外国人・民族的少数者の人権基本法を

�１ 評価

外国人集住都市は、定住化する傾向にある南米の日系人を多く迎え入れることとなっ

た。日系人とはいえ、行政上は外国人として扱われることは明らかであり、文化的・言

語的にみれば、民族的少数者の地位にもある。このような外国人住民が、劣悪な労働環

境や不十分な社会保障制度の下で多くの問題を抱えていった。また、日本人住民との間

で、習慣の違いなどからトラブルとなることもあった。

外国人集住都市会議は、外国籍の定住者の増加に伴って発生する諸問題に対して、外

国人の排除・排斥という方法ではなく、問題に正面から取り組んで、外国人住民も日本

人住民と共生するという方向での解決を模索するものである。その意味で、正しい方向

を指向しているものと言うことができる。また、現場に最も近いところにある行政の担

当者の事実に基づいた問題提起を踏まえているということもできる。

�２ 今後の課題

今後、浜松宣言を実効性のあるものとするためには、１４都市共同アピールにあるよう

に、国に外国人の総合的施策を統括する部署の設置を求めるとともに、自治体において

も、具体的な施策の企画・調整を行う部署の設立が必要であろう。

実施のための部署の設置と併せて、これらの施策の立案・実施の基準となる法令上の

根拠が求められることとなる。その際には、集住都市宣言や提言は一つの指針となるで

あろうが、より明確で法的拘束力のある法律ないし条例の制定推進が必要となる。そし

て、その法律ないし条例は、外国人・民族的少数者にも日本人と同様の権利を等しく保

障すること、民族的アイデンティティ保持などの固有の権利、差別の禁止という国際条

約上の権利につき、その権利性を具体的に反映させることが求められる。
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第２節 国際的連携──サンパウロ・ロンドリーナ宣言

１ 宣言採択の経過

前節において触れた浜松宣言が２００１年１０月に採択された後、日本の外国人集住都市に多

くの移住労働者を送り出しているブラジルの側においても、日本における教育、社会保障、

労働などの問題についてのシンポジウムが開かれた。２００２年８月２６日から２９日には、ブラ

ジル・サンパウロ州サンパウロ市で、２００２年８月２９日から３１日にはブラジル・サラナ州ロ

ンドリーナ市で開催された。会議の名称は、「日伯比較法及び在日ブラジル人就労者に関

する国際シンポジウム」である。

同シンポジウムの基本テーマは、在日ブラジル人就労者及びブラジル帰国者に関する主

要な未解決の問題についてである。

会議の参加者は、�在日ブラジル就労者支援団体メンバー、�在日ブラジル帰国者支援
団体メンバー、�在日ブラジル有識者各層の人たち、�日伯比較法学会メンバー、�ブラ
ジル政府部局担当メンバーである。

同シンポジウムの参加者によって、サンパウロ・ロンドリーナ宣言が採択された。【→

資料�－４】

２ 宣言の構成内容

�１ 前文の要旨

日本人のブラジルへの移民１００年という歴史的背景の中で、１５年間余の間に約４０万人

を超えるブラジル人が移動したこと、そしてそれが互いに異文化の理解と友好の絆の緊

密化をもたらしたことを確認している。

�２ 論議された問題と今後の解決策について

◇労働条件に問われる問題

人材派遣業者を介する雇用形態は就労者の人権保護の欠如をもたらしていることの

現状の厳しい認識。（間接雇用の排除と直接雇用の原則化）また、労働法及び社会保

障上の権利に関する雇用主への補助的責任の設定と、労働監督庁による実効性ある規

制の強化と処罰の実施。

◇社会保障に関わる問題

社会労働保険から疎外されている多数のブラジル人就労者の存在を確認し、失業・

罹病等に関し困難な事態について認識。これを是正・改善する所要の措置と行政監督

庁の実効性ある対応策の実施、両国間の社会保障協定の締結。

◇教育問題

就学年齢にある多数のブラジル人青少年の不登校現象の確認、これの及ぼす日伯両

国社会への影響が重大であることの認識。教育を受ける権利が基本的人権であること

を確認したうえで、彼らに対しブラジル式教育の原則的保障、日本における教育費負

担軽減措置の必要性。

◇家族法および司法共助
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婚姻手続き、夫婦財産制、扶養料、離婚、子女の国籍など解決可能な行政的・司法

的措置の具現。

◇ブラジル人青少年の非行問題

青少年非行問題は憂慮すべき事態であることを認識。両親が事態の重大性を自覚す

ること。その原因としての家族の崩壊・学校からの逃避・日本語の理解不足等につい

ての現状認識。

青少年の社会復帰について、地域コミュニティ組織の確立への支援が必要であるこ

と。

◇「浜松宣言」への同意

２００１年１０月、外国人集住都市会議において採択された「地域共生」に関する宣言及

び提言に対し、全面的に支持。

�３ 評価と今後

サンパウロ・ロンドリーナ宣言は、日本で外国人集住都市会議の浜松宣言と提言が採

択された後、送り出し国・母国の側から共通の内容を含むものとして採択された。

この意味で、今後、外国人集住都市会議と日本政府の間で、民間・地方自治体・政府

の様々なレベルで、相互に問題意識を共有し、有効な施策を講じることが必要であろう。

ただし、サンパウロ・ロンドリーナ宣言は、自国民が、再びブラジルに帰国すること

もあるとはいえ、ブラジル式の教育の尊重などを求めている。外国人集住都市会議は、

日本への適応という観点から日本語教育の充実などの施策を中心に考えがちであるが、

子どもの成長という観点から見た時、アイデンティティの保持、母語による教育の保障

の重要性が認識されなければならない。

３ 外国人集住都市会議・サンパウロ・ロンドリーナ宣言と政府の国会答弁に見る対応

�１ 政府答弁

２００２年１１月１５日、第１５５国会衆議院厚生労働委員会において、金田誠一議員の質疑に

対し政府側から要旨以下のような答弁がなされた【→資料�－１１】。
◆金田誠一議員

なお、２００１年１０月浜松市において外国人集住都市公開首長会議（１４都市）が開催さ

れ外国人住民との地域共生に向けた浜松宣言及び提言、２００２年１１月には外国人集住都

市東京会議で１４都市共同アビールが発せられた。その第１は、浜松宣言及び提言の実

現をめざして行く。第２は、国においては、外国人受け入れ及び在日外国人にかかわ

る基本方針をまとめ、省庁間の政策を総合的に調整する組織の早期設置を要望する。

第３には、サンパウロ・ロンドリーナ宣言の内容に賛成し、日本ブラジル間で連帯し

てブラジル人就労者の諸課題の解決をはかって行く。となっている。

さらに１０月３１日には、移住労働者と連帯する全国ネットワーク、（略称 移住連）

が「多民族・多文化共生社会」に向けて包括的外国人政策の提言２００２年版を内閣府を

初め関係各省に提出した、とされている。以上の緊急課題の提起に対する政府の対応

はどうか。

◇外務省参考人の答弁
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政府全体としてアビールに提起された外国人受け入れ及び在日外国人にかかわる基

本方針を取りまとめるとの課題については真剣に要望を受けとめ関係省庁との連絡調

整をとり必要性について検討して行く。又、政府省庁として総合的な調整組織・機関

の設置についても検討を行う。尚外務省内では、昨年から多様な外国人、日系人問題

を検討する研究会を発足させている。又先月には、外務大臣の諮問機関として海外交

流審議会を設け、各界有識者によって広く国際交流にかかわる論議と提言を頂き外交

政策に反映して行く所存である。

◆金田誠一議員

前述のとおり自治体が見るに見かねて起き上がっている課題については必要性は充

分であるから責任をもって対処されたい。尚これに関連して前記移住連の政策提言

２００２年版では外国人も人権基本法の制定が提言され、外国人との共生に関する基本法

制研究会、ここでは、多文化共生社会基本法の制定が提言されている。これについて

政府としても検討を開始すべき時期に来ているがどうか。

◇法務省政府参考人の答弁

在日外国人についても国が人権が尊重される社会の実現に努めることは当然で重要

と考えている。政府としては、人権・民族を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止

等を内容とする人権擁護法案を提出している。

◆金田誠一議員

問題は在日外国人というところに着目したきちっとした法体系・基本方針の立法化

を政府の責任でやることが今日その緊急性が問われていることだ。さらに浜松宣言及

び提言は、当面する最低限の事項だが、政府としてこれにどう対応するのか。

◇坂口厚労大臣の答弁

浜松宣言及び提言事項というものは、尊重し、これを実行していくようにしなけれ

ばならないと考える。外国人労働者の場合、個人にかかわる問題と雇用、企業とのか

かわり合い、社会保障・教育にかかわる問題と３つの分野の課題がある。在日外国人

の皆さんに満足して頂くように努力して行きたい。

�２ 政府の国会答弁に見る評価と問題点

中南米日系人の就労者に関する日本での総合的・基本的方針の策定とその調整組織・

機関の設置について、政府は、自治体レベルから突きつけられた外国人集住都市会議の

宣言・提言アビールに、総論とその趣旨は理解できるし、これらの外国人の人権は尊重

されねばならない、と言明している。しかし、その具体的対応となると具体的な施策の

立案や担当部局の設置については足踏みしているかのように見受けられる。まして外国

人の人権基本法制定（差別禁止立法を含む）に向けた多民族・多文化共生社会をめざす

取り組みなどについては暗中摸索の状態にあり、各論的には無政府状態に置かれている

といってよい。したがって、浜松宣言・提言事項・１４都市共同アビール・移住労働者の

２００２年版包括的外国人政策の提言等に見る諸般の人権課題の実現には、広汎な国民各層

と関係自治体とが協力し、運動の前進を期するほかはない。

４ 今後の展望
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国の外国人政策は幾つかの重要な基本的取り組みにおいて随所で破綻を余儀なくされ、

その抜本的是正が指摘されてきている。経団連の外国人受け入れ政策への積極的提言がそ

れである。また、定住外国人と日本国民との多文化共生への社会的・人道的ルールづくり

も議論がより深まりを見せ、外国人人権基本法制整備への研究者・運動体による試案・素

案も公表されるようになってきている。もっとも日本の総人口の対比では、外国人が占め

る比率は１．５％程度とはされているが、特に南関東・中部地方を主な外国人在住地（とり

わけ日系人）とする外国人集住都市においては、外国人市民が経済・社会の市民生活分野

に大きな変動をもたらしており、このことが外国人集住都市において社会保障や雇用・教

育などの分野で深刻かつ重大な人権問題として提起されていることは既に述べたとおりで

ある。この観点から外国人集住都市首長会議の２回にわたる宣言と共同アビール、あるい

はサンパウロ・ロンドリーナ宣言の趣旨が国民の広汎な層に理解され、為政者が法令化と

部局の設置を行うことが今日緊喫の課題となっている。２００４年の１０月には第３回外国人集

住都市首長会議が愛知県豊田市において開催される予定である。既述のようなシンポジウ

ムの成果を生かし、一連の宣言・共同アビール等の実現をめざす行動に向けた論議の充実

と前進を期待したい。
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第３節 多民族多文化共生社会における人権保障システムとある
べき法体制

１ はじめに

総論で述べたように、現在外国人登録者数の日本の総人口に占める割合は１．５％になっ

ており、１８６カ国の国籍の人が日本に居住している。また、来るべき少子・高齢化に伴う

人口減少化時代に対応するため、いわゆる「外国人労働者」の受け入れが論議されている

ところである。この観点からも、今後さらなる外国人の受け入れは不可避な状況であると

いわなければならない。さらに、社会のグローバル化に伴い、国際的な交流がなおいっそ

う加速されることは時代の趨勢である。このように、日本の国際社会に占める地位が大き

くなるのに伴い、世界の各国の人々が日本を訪れ、多様なニーズから日本で活動する機会

が増えてくることは必至であり、この傾向は拡大することがあっても減少することはない

ことは明らかである。従って、今後いっそう多民族、多文化との交流が促進されることは、

言をまたないところである。

ところで、外国人を巡る現行法制は、出入国管理及び難民認定法と外国人登録法により

もっぱら規制されているのが現状であり、来るべき多民族・多文化共生社会を見据えた総

合的な観点からの立法が存在していない。外国人を管理、規制の対象とする考えから、お

互いのアイデンティティの違いを尊重し合い、そのよって立つ文化の違いを認識し、共存

し、共栄する社会に向けた総合的な政策が考えられなければならない。

この観点から、既に述べた外国人集住都市における実践例なども踏まえつつ、日本の法

制度の問題点を俯瞰したうえで、外国人の人権保障のためにあるべき法制度を検討する。

２ 外国人の人権保障の必要性

外国人の人権保障のための法制度を考える際に重要な視点は、第１に人権の尊重である。

日本国憲法は、外国人の人権に関する明文規定をおいておらず、いわゆる「権利性質説」

に立ち、憲法の人権規定を解釈し、適用してきた。特に、最高裁判決１９７８年（昭和５３年）

１０月４日（マクリーン判決）により、外国人の人権は「在留制度」の枠内でのみ保障され

るとされ、外国人の人権保障の大きな障害となってきた。外国人も人として、すべての基

本的人権を享有する権利があり、国籍による差別を受けないことを明確に謳い、外国人の

基本的人権享有主体性を明確に宣言する必要がある。また、国籍の違いだけでなく、民族

的少数者の個人としての尊厳が重んぜられ、差別的取り扱いを受けずに、個人としてその

能力が十分に発揮できる保障が与えられなければならない。そのために、外国人・民族的

少数者の基本的権利を宣言する人権基本法や差別禁止のための差別禁止法の制定は不可欠

である。

第２に、社会参加の実現である。外国人・民族的少数者が日本社会及び地域社会の構成

員として、国、地方公共団体における方針の立案及び決定に参加する機会が確保されるこ

とが必要である。そのためには、国において、外国人・民族的少数者の社会参加の道筋を

示す基本計画を策定し、地方公共団体で条例を制定し、地域住民と平等の立場で社会参加

の機会の保障が計られなければならない。
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第３に、人権が侵害された場合の効果的な救済機関の確立である。国内に、効果的かつ

独立した人権救済機関が存在していないことは、自由権規約人権委員会をはじめとする日

本政府に対する勧告の通りであり、早急に政府から独立した人権救済機関の設置が必要で

ある。

第４に、人権教育である。規約人権委員会は裁判官、検察官及び行政官に対する研修が

何らなされていないことに懸念を表明した。また、人種差別撤廃委員会は第１・２回政府

報告書に対し、公務員、法執行官、及び行政官に対する適切な訓練を施すよう要求してい

る。法の執行に携わる者に対する人権教育の徹底は重要である。

そして、最後にこれらの４つの観点から国内法制の見直しが計られなければならない。

以下個別の論点について述べる。

３ 外国人及び民族的少数者の人権基本法の制定の必要性

外国人や外国人を含む民族的少数者の人権が多くの場面で侵害されている状況が続いて

いることは、本報告書で指摘しているところである。これは、現在の法制度が、出入国管

理及び難民認定法と外国人登録法という外国人の管理を主眼としたものしか存在しないこ

と、マクリーン判決を始めとする一連の判例による判断により成り立っていること、外国

人・民族的少数者も生まれながらに享有できる基本的人権の保障について明確に憲法その

他の法律で宣言されていないことにある。

近時、社会的弱者の基本的人権を保障する観点から、障害者基本法、男女参画基本法、

高齢社会対策基本法、消費者保護基本法などの「基本法」が次々に整備されている。

しかしながら、外国人・民族的少数者の基本的権利を保障し、そのために必要な国や地

方公共団体の施策を定める基本法はまだ存在していない。国際交流の活発化に伴うグロー

バリゼーションや少子・高齢化に伴う外国人受け入れの増加傾向から、多民族・多文化共

生社会に向けた法整備は避けて通ることのできない情勢である。憲法はその前文で「国際

社会で名誉ある地位を占めたいと思う」と宣言しており、多民族・多文化共生社会に向け

た先進的な諸施策を世界に先駆けて実行し、来るべき多民族・多文化共生社会で「名誉あ

る地位」を占めることが求められている。

よって、以下の内容を骨子とする外国人・民族的少数者の人権基本法の制定が急務であ

り、この施策を推進するための部局を新たに設置し、多民族・多文化共生社会に向けて第

一歩を踏み出すべきである。

１．外国人に対しても基本的人権を原則として等しく保障し、さらに、民族的少数者固有

の権利を確立すること。

２．永住外国人等への地方参政権付与をはじめとする立法への参画、公務員への就任など

行政への参画、司法への参画を広く保障すること。

３．医療・年金・生活保護その他社会保障制度全般について、外国人に対しても可能な限

り日本人と同様の保障を及ぼすこと。

４．外国人労働者につき、労働法制に基づく権利を実質的に保障すること。

５．外国人女性の人身売買、ドメスティック・バイオレンスなどの被害を防止し、被害を

受けた人々の救済のための施策を充実すること。

６．国際人権条約上保護されるべき難民、家族、女性、子ども及び人道上の配慮を要する
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外国人の在留の安定に向けた諸施策を講じるとともに、入管手続全般につき適正手続保

障と透明性確保に努めること。

７．外国人の子どもへの日本語教育の充実等の施策を行うとともに、公教育における母

語・母国語等の教育の機会や、民族学校、外国人学校を含む多様な教育の機会を制度的

に保障すること。

８．人種差別禁止のための法整備を行い、その実効性を確保するために政府から独立した

人権機関を設置するとともに、差別禁止と多文化理解に向けた人権教育を徹底すること。

４ 人種差別禁止法・条例の制定

人種差別撤廃条約はあらゆる形態の差別を禁止する条約であり、同条約では差別の解消

のための法整備を義務づけている。また、国連人権高等弁務官事務所は「反人種差別モデ

ル国内立法」を公表し、立法する際の基準・ガイドラインを提示している。人種差別撤廃

委員会は日本政府に人種差別の処罰化と本条約の規定を国内法秩序において完全に実施す

るよう勧告しているが、未だ差別禁止法の制定の動きはない。ちなみに人種差別撤廃条約

を批准した先進国はほとんど差別禁止法を制定している。

日本においては、本来は差別の根絶に向けて率先して取り組むべき公権力、公人による

差別発言が後を絶たない。たとえば、石原都知事により繰り返される発言（「不法入国し

た多くの三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している」等の発言）、麻生太郎総

務大臣など閣僚の発言、松沢成文神奈川県知事などのその他の首長による発言が、たびた

び外国人差別発言として報道されている。また、２００４年２月には、法務省入国管理局が不

法滞在と思われる者を匿名で通報するウェブサイトを設置し（通報理由として「近所迷惑」、

「不安」なども例示）、市民団体などにより外国人差別を助長する旨の指摘がなされてい

る。

また、たとえば、拉致事件を契機とした在日コリアンの子供達などに対するいわれなき

暴力、暴言が繰り返されている実態が調査の結果明らかとなっている。それ以外にも、深

刻な就職差別・入居差別・入店差別などが存在し、これらの差別を違法とする判決が相次

いで出されている状況にある（静岡県浜松市における宝石店入店差別に関する静岡地裁浜

松支部判決１９９９（平成１３）年１０月１２日、北海道小樽市における公衆浴場入店差別事件に関

する札幌地裁判決２００２（平成１４）年１１月１１日、など）。

これら外国人等に対する差別を根絶するためには、国や地方公共団体が、人種差別撤廃

条約を誠実に履行し、早急に人種差別を禁止する法律や条例を制定することが求められ、

特に法を遵守すべき公務員の差別行為を厳に禁止し、そのための制裁措置が盛り込まれな

ければならない。

５ 出入国管理及び難民認定法・外国人登録法の改正

出入国管理及び難民認定法（入管法）についていえば、在留を含む諸手続、すなわち、

上陸、在留、退去強制にかかる手続について、その基準がきわめて不明瞭である。

たとえば、在留資格の付与、変更、更新についても、広範な裁量という名目のもとに、

付与、変更、更新が認められなかったり、その不許可処分の理由さえ明らかにされない。

外国人の在留に関し、できる限り要件を明確化して安定性を害しない在留資格制度の確立
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が求められるところである。また、退去強制にかかる入管手続については、在留特別許可

の不許可処分（法務大臣の裁決）の具体的理由が明らかにされていない。また、身体拘束

についての要件が不明確であるため、収容の長期化による深刻な人権侵害が発生し、これ

に対する効果的な不服申立制度が存在しないなどの問題が存在している。現在適用除外と

されている入管関係の手続に対する行政手続法の適用、適正手続保障と手続の透明性確保

のための法整備が求められている。

外国人登録法（外登法）についても、度重なる改正により改善がなされてきたが、依然

として、外国人を管理の対象としており、違反者に対する刑事罰が依然として存在してい

る。多民族・多文化共生社会を見通した場合、地域社会に居住するものに共通の利便を提

供する行政サービスの観点から、外国人と日本人を区別する理由はなく、住民基本台帳法

と外国人登録法の二つの法制度を残す意味はなく、統合する方向での法改正が検討される

べきである。

その他、多民族・多文化共生社会に向け、基本的人権の尊重と平等原則の観点から現行

法制を洗い直し、必要な法改正に取り組むことが求められる。

６ 政府から独立した国内人権機関の設置

外国人・民族的少数者の人権が侵害された場合には、その効果的な救済を担当する国内

人権機関が設置されなければならない。現時点ではこのような機関は存在しない。１９９８年

１１月、自由権規約人権委員会は日本政府に対し、「警察や入管職員による虐待の申立を、

調査や救済のため持ち込むことのできる独立の機関が存在しない」として、独立の組織や

権限を持った機関の設置を強く勧告している。これに対し、政府は人権擁護法案を公表し

たが、人権委員会が法務省の外局として法務大臣の所管とするなど独立性の確保の点で致

命的な欠陥を有している。また、人権委員も５人のうち３人が非常勤とされ、その実効性

に問題があり、実質的には法務省人権擁護局が人権委員会を担うものとなっており、効果

的な救済制度となっていないなどの問題点がある。

人権救済のための国内人権機関は政府から独立した第三者機関でなければならない。、

それは少なくとも内閣府の所轄とし、独立予算の確保、事務局職員の独立した選任、独立

の調査権限、委員の任命過程の透明性の確保と委員の多元性の確保などを盛り込んだもの

とする必要がある。

７ 人権教育

既に述べたように、自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会から裁判官、行政官、検察

官等の法執行官に対する人権教育が勧告されている。特に、条約が国内法的効力を有する

と定められているにもかかわらず、国の裁判所においてほとんど言及がなされていない現

状について人種差別撤廃委員会から懸念が表明されている。これらの法執行官に対する定

期的な人権教育の確立が求められるところである。

また、１９９３年の世界人権会議において、人権の国際的な普遍性を確認し、貧困を克服し

発展する権利が人権の不可欠の部分であることを確認する「ウィーン宣言及び行動計画」

が採択され、「今後１０年間、人権教育を進めよう」という提唱がなされた。これを受けて、

翌１９９４年の国連総会において「人権教育のための国連１０年」が採択され、１９９５年から２００４
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年の１０年間がこれにあてられることとなった。

この国連決議に基づき、各国・各自治体における行動計画が策定され、日本では１９９５年

に内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連１０年推進本部」が設置され、国内

行動計画が進められた。外国人については、�外国人のための人権相談体制の充実�外国
人に対する差別意識解消のための啓発活動の推進�定住外国人に対する嫌がらせや差別事
象の発生を根絶するための啓発活動の推進、などが定められ、人種差別撤廃条約に関する

パンフレットを街頭で配布するなどの啓発活動がなされている。

しかし、人権教育としてはいまだ不十分であるといわざるをえない。人種差別の根絶・

多文化共生社会の実現のためには、教育・文化・情報等の分野において積極的に施策がお

こなわれることにより、人々の心の中にそのような価値観が形成されることが最も重要で

あることから、さらなる積極的な施策が行われるべきである。

また、上記行動計画では、法執行官に対する人権教育については、検察官に対する人権

教育について触れられているが、裁判官に対する人権教育についてはまったく触れられて

おらず、裁判官に対する人権教育の取り組みの遅れが指摘されなければならない。

人権教育については、特に毎年のように行われている各人権条約の政府報告書の審査に

対する関係審査委員会の勧告の内容の周知徹底と、自由権規約の第１選択議定書の批准に

向けた環境作りが重要である。
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第３編 基本法要綱試案

外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案

※この要綱試案は、日本弁護士連合会としての成案ではなく、人権擁護大会シンポジ

ウム実行委員会の作成した試案である。

前 文

日本には、朝鮮や台湾などの旧植民地出身者とその子孫、移住労働者とその家族などの

外国人が、多数居住し生活している。また、外国籍であったがその後日本国籍を取得した

人々、国際結婚などにより出生し日本国籍を取得した子ども達など、民族的少数者の地位

にある人々も増加し、多民族・多文化への傾向は急激に進展している。

ところが、戦後日本の外国人法制は、出入国管理法や外国人登録法などにより外国人を

管理することを主眼とし、また、民族的少数者の人権に関する法整備はなされてこなかっ

た。

このような状況下で、日本においては、極めて少ない難民認定者数に象徴されるように

国際人権条約上も保護されるべき外国人が入国や在留を認められなかったり、入店・入居

拒否などの差別や公人による差別発言が問題となったり、民族的アイデンティティを保持

するための教育が十分に保障されていないなど、外国人や民族的少数者の人権が多くの場

面で侵害されている。

ここに、外国人に対しても基本的人権を等しく保障し、更に、民族的少数者固有の権利

を確立することを通じて、多民族多文化共生社会の基本的理念を明らかにしてその方向を

示すこと、また、国及び地方自治体が多民族多文化共生社会の実現のための施策に総合的

に取り組み、もって多民族多文化共生社会の形成を推進するためにこの法律を制定する。

なお、日本国家の統治の及ぶ以前から居住し、独自の文化を形成してきたアイヌ民族な

ど、先住民族である民族的少数者については、その権利保護のための施策が別途検討され

なければならない。

第１章 総則

１ （目的）

この法律は、外国人及び民族的少数者の人権保障に関する基本的理念を定め、その理念

の実現に向けた国、地方自治体の責務を明らかにするとともに、国、地方自治体の施策の

基本となる事項を定めることにより、多民族多文化共生社会の形成を総合的に推進するこ

とを目的とする。
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２ （定義）

�１ この法律において外国人とは、日本に居住する日本国籍を持たない者をいう。

�２ この法律において民族的少数者とは、国籍にかかわらず、日本に居住し、日本社会を

構成する民族集団のうちで、多数集団を形成する民族集団とは異なる文化・言語・宗教

などをもつものに属する者をいう。

�３ この法律において旧植民地とは、日本の植民地であった朝鮮及び台湾をいう。

�４ この法律において旧植民地出身者とは、旧植民地の出身者で１９５２年４月２８日以前より

日本に居住している者及びその子孫をいう。

３ （人権の尊重）

国及び地方自治体は、外国人に対しても基本的人権を原則として等しく保障する責務を

有する。

４ （民族的アイデンティティを保持する権利）

民族的少数者は、自己の言語、文化及び伝統を保持する権利を有し、国及び地方自治体

は、この権利の実現のため必要な施策を講じなければならない。

５ （差別の撤廃）

国及び地方自治体は、人種差別の撤廃に向けての施策を講じる責務を有する。

６ （社会参画）

�１ 国及び地方自治体は、日本に永住する外国人などについて、地方参政権をはじめとす

る参政権の確立に向けた法制度を整備する責務を有する。

�２ 国及び地方自治体は、外国人に対し、公務員への就任など行政への参画を広く保障す

る責務を有する。

�３ 国は、司法の分野において、外国人の参画を広く保障する責務を有する。

７ （在留）

国は、憲法及び国際条約によって保障される外国人の人権の保障のため、外国人の安定

した在留を尊重する責務を有する。

８ （国際条約の遵守）

国及び地方自治体は、外国人及び民族的少数者の権利に関する国際条約を遵守し、これ

らの権利を実現するための施策を行う責務を有する。

第２章 外国人及び民族的少数者の人権と国及び地方自治体の責務

１ （社会保障）

外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案
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�１ 国及び地方自治体は、社会保障制度全般について、外国人に対しても可能な限り日本

人と同様の保障を及ぼすことにより、外国人をその対象から不当に排除しないよう制度

を設置運営する責務を有する。

�２ 国及び地方自治体は、特に緊急の医療については、速やかにすべての外国人が援助を

受けられるよう制度を整備し、また、公的な医療通訳派遣制度を整える責務を有する。

２ （労働）

国及び地方自治体は、在留資格の有無にかかわらず、外国人労働者に対して労働法制に

基づく権利を実質的に保障し、労働保護法規の運用にあたっては、在留資格の無いことそ

の他を入国管理関係部署に通報しないことなどの特段の配慮を行う。

３ （女性）

国及び地方自治体は、配偶者などからの暴力や人身売買の被害者である外国人女性に対

し、その在留・生活の保障などについて、特段の配慮を行う。

４ （在留と人権）

�１ 国は、外国人が、国際条約に規定する子どもの最善の利益の考慮、家族の結合・私生

活の尊重、難民の庇護に関する規定による保護を受けうる場合や人道上の配慮を必要と

する場合には、その者の日本での在留を認めなければならない。

�２ 国は、出入国管理及び難民認定法所定の各手続においては、適正手続を保障し透明性

を確保する責務を有する。

５ （教育）

�１ 国及び地方自治体は、公教育における特別な教育上の配慮の必要な民族的少数者の子

どもの存在、その就学状況、必要な配慮の内容などについて定期的に調査を行う。

�２ 国及び地方自治体は、公教育などにおいて民族的少数者への日本語教育や日本での社

会生活のための教育を受ける機会を保障する責務を有する。

�３ 国及び地方自治体は、公教育において民族的少数者の母語または自らの祖先の使用し

た言語による教育や、祖先や自らの文化や歴史などについての教育のための施設やカリ

キュラムを設置充実させる責務を有する。

�４ 国及び地方自治体は、民族学校、外国人学校など多様な教育の機会を制度的に保障し、

適切な助成を行う責務を有する。

�５ 国及び地方自治体は、多民族多文化共生教育を推進する責務を有する。

６ （通訳）

国や地方自治体は、外国人及び民族的少数者への各種の行政手続・施策を行うにあたっ

ては、通訳・翻訳を付するよう努めなければならない。

第３章 旧植民地出身者とその子孫の法的地位

外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案
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１ （戦後補償）

�１ 国は、旧植民地出身者に対する旧植民地時代の日本政府の行為について調査し、その

違法性が明らかとなったときはその補償を行うものとする。

�２ 国及び地方自治体は、旧植民地出身者に対しては日本人と等しく各種社会保障制度や

援護法を適用するべく制度を設置運営する責務を有する。

２ （民族学校に対する財政援助）

国及び地方自治体は、朝鮮学校、韓国学校、中華学校などに対して、学校教育法１条に

規定する学校に準じた財政援助を行う責務を有する。

第４章 人種差別の禁止

１ （国、地方自治体の責務）

国及び地方自治体は、人種差別撤廃条約の諸規定を国内においても実効化するための法

律又は条例を制定する責務を有する。

２ （教育、広報）

国及び地方自治体は、人種差別の撤廃のための教育、広報を行う責務を有する。

第５章 国・地方自治体の施策

１ （多民族多文化共生基本計画）

�１ 国は、第２章ないし第４章に定める国の責務を果たすため、内閣府に、多民族多文化

共生局を設置して、外国人及び民族的少数者に関する政策の立案、調整を行う。

�２ 国は、第２章ないし第４章に定める国の責務を果たすため、多民族多文化共生基本計

画を定めなければならない。

�３ 多民族多文化共生基本計画は、その過半数を外国人及び民族的少数者によって構成さ

れる多民族多文化共生会議の意見を徴したうえで、次に掲げる事項について定めるもの

とする。

ａ 外国人及び民族的少数者の教育、労働、社会保障、女性の権利の保障のための施策

とその実施計画

ｂ 外国人及び民族的少数者の、法律相談や生活相談へのアクセスの拡充のための施策

とその実施計画。

ｃ 多民族多文化共生社会の創造のための教育・広報計画。

ｄ その他多民族多文化共生社会の創造のために必要な諸事項。

２ （地方自治体多民族多文化共生計画）

外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案
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�１ 都道府県は、多民族多文化共生計画を勘案して、当該都道府県の区域における多民族

多文化共生社会の創造の促進に関する施策についての基本的な計画（「都道府県多民族

多文化共生計画」という）を定めなければならない。

�２ 市町村は、都道府県多民族多文化共生社会計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る多民族多文化共生社会の創造の促進に関する施策についての基本的な計画（「市町村

多民族多文化共生計画」という）を定めなければならない。

第６章 救済機関

（国内人権機関）

国は、外国人及び民族的少数者について、第２章ないし第４章に規定する権利の侵害の

救済を目的として、政府から独立した人権機関などの救済機関を設置する責務を有する。

外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案
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第４編 付録

参考文献目録

第１編（総論）

第１章（問題提起）

・最高裁判所１９７８（昭和５３）年１０月４日判決（判例時報９０３号）

・金東勲『国際人権法とマイノリティの地位』（東信堂）

・丹羽雅雄『マイノリティと多民族社会－国際人権時代の日本を問う』（解放出版社）

・「外国人受け入れ問題に関する提言」（（社）日本経済団体連合会）

第２章（外国人・民族的少数者の人権保障の現状・課題全般）

【戦前の旧植民地出身者の地位】

・大沼保昭「出入国管理法制の成立過程－１９５２年体制の前史」（大沼保昭『新版 単一

民族社会の神話を超えて』東信堂）

・松田利彦『戦前期の在日朝鮮人と参政権』（明石書店）

【ポツダム宣言受諾後の参政権停止】

・法務省入国管理局「出入国管理の回顧と展望」

・江橋崇「定住外国人の地方参政権と民主主義」（徐龍達編『共生社会への地方参政権』

日本評論社）

【講和条約発効後の一方的国籍喪失措置】

・大沼保昭「在日朝鮮人の法的地位に関する一考察」（１～６完）（法学協会雑誌・９６巻

３、５、８号・９７巻２、３、４号）

・金敬得「外国人参政権と国籍取得法案」（在日同胞２１世紀委員会未来フォーラム基調

講演 ２００１年９月８日）

【残存する差別】

・金敬得『在日コリアンのアイデンティティと法的地位』（明石書店）

・田中宏『在日外国人 新版』（岩波書店）

・田中宏「日本の戦後補償と歴史認識」（粟屋憲太郎他『戦争責任・戦後責任』朝日新

聞社）

・高英毅「在日コリアンの国籍と参政権 何が問われてきたか」（「世界」２００３年３月号）

・田中宏編『在日コリアン権利宣言』（岩波書店）

・大阪府教育委員会「在日外国人生徒連絡調査報告書」（大阪府）

【その他】

・「２００３年外国人登録者統計」（法務省入国管理局）
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・「出入国管理基本計画」（法務省 １９９２年）

・「第２次出入国管理基本計画」（法務省 ２０００年）

参考文献目録
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第２編（各論）

第３章（法的地位・在留）

【社会保障全般】

・江原武一「公教育における多文化教育の展開」（江原武一編著『多文化教育の国際比

較』玉川大学出版部）

【在留資格】

・『出入国管理外国人登録実務六法』（日本加除出版）

・畑野勇他『外国人の法的地位』（信山社）

・出入国管理関係法令研究会編『一目でわかる外国人の入国・在留案内』（日本加除出

版）

・「『多民族・多文化共生社会』に向けて－包括的外国人政策の提言・２００２年版－」（移

住労働者と連帯する全国ネットワーク）

・佐野秀雄『よくわかる入管手続 実務とポイント』（日本加除出版）

・坂中英徳『日本の外国人政策の構想』（日本加除出版）

・江川英文他『国籍法』（有斐閣）

・浅川晃広「明治国籍法から昭和国籍法へ」（日本学報第２１号）

・鈴木江理子『出入国管理行政に対する政策提言』（フジタ未来経営研究所）

・「出入国管理の回顧と展望」（法務省入国管理局）

・田中宏編『在日コリアン宣言』（岩波書店）

【行政裁量の限界】

・最高裁判所１９５７（昭和３２）年６月１９日判決（最高裁判所刑事判例集１１巻６号１６６３頁、

判例時報１２４号２４頁）

・最高裁判所１９７８（昭和５３）年１０月４日判決（判例時報９０３号３頁、マクリーン事件判

決）

・大阪高等裁判所１９９８（平成１０）年１２月２５日判決（判例時報１７４２号７６頁、判例タイムズ

１０５９号１０８頁）

・東京高等裁判所２００１（平成１３）年１２月１２日判決（判例時報１７７７号４３頁）

・東京地方裁判所２００１（平成１３）年３月１５日判決（判例時報１７８４号６７頁）

・田村悦一「行政裁量の司法審査」（杉村敏正編『行政救済法１』有斐閣）

・最高裁判所１９５７（昭和３２）年６月１９日判決（最高裁判所刑事判例集１１巻６号１６６３頁）

・近藤敦『外国人の人権と市民権』（明石書店）

・東京地方裁判所１９９８（平成１０）年２月２７日判決（判例時報１６６０号４４頁）

・今村成和『行政法入門（第５版）』（有斐閣）

・田村悦一『自由裁量とその限界』（有斐閣）

・宮田三郎「比例原則」（法学教室（第２期）７号）

・川上宏二郎「行政法における比例原則」（成田頼明編『行政法の争点』有斐閣）

・塩野宏『行政法�』（有斐閣）
・兼子仁『行政法総論』（筑摩書房）

参考文献目録
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・芝池義一『行政法総論講義』（有斐閣）

・村田斉志「行政法における比例原則」（藤山雅行編『行政争訟』青林書院）

・最高裁判所１９７５（昭和５０）年５月２９日判決（判例タイムズ３２４号２０５頁、群馬中央バス

事件）

【家族、私生活、子ども】

・東京地方裁判所２００１（平成１３）年１１月１２日判決（判例時報１７２７号９４頁）

・最高裁判所２００２（平成１４）年１０月１７日判決（判例時報１８０６号２５頁、判例タイムズ１１０９

号１１３頁）

・大阪高等裁判所１９９４（平成６）年１０月２８日判決（判例時報１５１３号７１頁、指紋押捺拒否

に関する損害賠償請求事件）

・徳島地方裁判所１９９６（平成８）年３月１５日判決（判例時報１５９７号１１５頁、受刑者接見

妨害国賠事件）

・高松高等裁判所１９９７（平成９）年１１月２５日判決（判例時報１６５３号１１７頁）

【その他】

・入管実務研究会『入管法実務マニュアル』（現代人文社）

・『子どもたちにアムネスティを 在留特別許可取得一斉行動の記録』（現代人文社）

【難民】

・国連難民高等弁務官事務所『難民認定基準ハンドブック』（財団法人法律協会）

・Goodwin―Gill，The Refugee in International Law

・名古屋地方裁判所２００３（平成１５）年９月２９日判決

・新垣修「難民条約における「迫害」の解釈－国際社会と日本－」（志學館法学３号）

・東京地方裁判所２００３（平成１５）年４月９日判決

・新垣修「難民認定における証拠とその信憑性評価－ニュージーランド難民の地位控訴

局－」（明治学院論叢）

・名古屋地方裁判所２００３（平成１５）年９月２５日判決

・東京地方裁判所２００３（平成１５）年８月８日決定

・東京地方裁判所２００４（平成１６）年２月５日判決

・野中俊彦他『憲法�（第３版）』（有斐閣）
・東京地方裁判所２００１（平成１３）年１２月２７日決定（法律時報１７７１号７６頁以下）

・児玉晃一「収容問題についての総括」（法と民主主義３７２号）

・広島地方裁判所２００２（平成１４）年６月２０日判決

・広島高等裁判所２００２（平成１４）年９月２０日判決（判例時報１８１４号１６１頁）

・下中奈美「難民条約３１条の意義（広島地裁及び広島高裁の判決を素材にして）」（法と

民主主義No３７２）

第４章（公的社会への参画）

第１節 総論

・岡崎勝彦「公務員への外国人採用－『制約基準』（任用基準）の形成と展開に即して

－」（青鶴３号在日韓国・朝鮮人問題学習センター）

参考文献目録

－ 510 －



・森田芳夫「在日朝鮮人処遇の推移と現状」（『法務研究報告書』第４３集第３号）

・東京地方裁判所１９９６（平成８）年５月１６日判決（判例時報１５６６号２３頁いわゆる鄭香均

事件）

・東京高等裁判所１９９７（平成９）年１１月２６日判決（高民集５０巻３号４５９頁、判例タイム

ス９６０号７９頁、判例時報１６３９号３０頁 いわゆる鄭香均事件）

・最高裁判所第三小法廷１９９５（平成７）年２月２８日判決（民集４９巻２号６９３頁、判例時

報１５２３号４９頁 いわゆる金正圭事件）

・樋口陽一「日本の人権保障の到達点と今後の課題－二つの判決を手がかりに」（『憲法

の２１世紀的展開・針生誠吉先生古希記念論文集』明石書店）

・田中清定「外国人の公務就任について」（関東学園大学法学紀要第１５号）

・近藤敦「国民主権原理の再検討」（近藤敦『外国人の人権と市民権』明石書店）

・浦部法穂『全訂憲法学教室』（日本評論社）

第２節 行政への参画

・岡義昭・水野精之編『外国人が公務員になる本』（ポット出版）

・「地方公務員国籍条項撤廃現況」（在日本大韓民国民団中央本部）

第３節 立法への参画

【選挙権・被選挙権】

・芦部信喜『憲法学� 憲法総論』（有斐閣）

・芦部信喜『憲法学� 人権総論』（有斐閣）

・大阪地方裁判所１９９１（平成３）年３月２９日判決（判例タイムズ７７９号９６頁）

・大阪高等裁判所１９９２（平成４）年７月３１日判決

・最高裁判所１９９３（平成５）年２月２６日判決（判例時報１４５２号３７頁）

・大阪地方裁判所１９９４（平成６）年１２月９日判決（判例タイムズ８９２号１６７頁）

・大阪高等裁判所１９９６（平成８）年３月２７日判決

・最高裁判所１９９８（平成１０）年３月１３日判決

・近藤敦「参政権と政治活動の自由」（近藤敦編著『外国人の法的地位と人権擁護』明

石書店）

・百地章「憲法と永住外国人の地方参政権－反対の立場から」（都市問題９１巻４号）

・田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版会）

・宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』（有斐閣）

・芦部信喜『憲法学� 総論』（有斐閣）

・伊藤正巳『憲法（第３版）』（弘文堂）

【国民主権】

・浦部法穂「日本国憲法と外国人の参政権」（徐龍達編『共生社会への地方参政権』日

本評論社）

・浦部法穂「『外国人の参政権』再論」（憲法理論研究会編『人権理論の新展開』敬文堂）

・浦部法穂「憲法と『国際人権』－『外国人の参政権』を中心に」（国際人権１号）

・江橋崇「外国人の参政権」（『現代立憲主義の展開 上 芦部信喜先生古希記念祝賀論

文集』有斐閣）

・松井茂記『日本国憲法（第２版）』（有斐閣）
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【永住市民権論・二重国籍論】

・辻村みよ子「選挙と『市民の意思形成』」（公法研究５９号）

・近藤敦『新版 外国人参政権と国籍』（明石書店）

・柏崎千佳子「国籍のあり方」（近藤敦編著『外国人の法的地位と人権擁護』明石書店）

・近藤敦『外国人の人権と市民権』（明石書店）

・樋口陽一『個人と国家』（講談社）

第４節 地方自治への参画

【選挙権・被選挙権】

・最高裁判所１９９５（平成７）年２月２８日判決（民集４９巻２号６３９頁）

・最高裁判所１９６８（昭和４３）年１２月４日判決（刑集２２巻１３号１４２５頁）

・近藤敦「参政権と政治活動の自由」（近藤敦編著『外国人の法的地位と人権擁護第２

巻』）

・辻村みよ子『憲法（第２版）』（日本評論社）

・大阪地方裁判所１９９７（平成９）年５月２８日判決（判例タイムズ９１８号１６９頁）

・名古屋高等裁判所金沢支部１９９６（平成８）年６月２６日判決（判例時報１５８２号３０頁）

【地方参政権が認められるべき外国人】

・後藤光男『共生社会の参政権』（成文堂）

・江橋崇「定住外国人の地方参政権と民主主義」（徐龍達編『共生社会への地方参政権』

日本評論社）

・大沼保昭『新版 単一民族社会の神話を超えて』（東信堂）

第５章（教育）

【民族教育権】

・手塚和彰『外国人と法』（有斐閣）

・ヤヌシュ・シモデニス編著『国際人権法マニュアル』明石書店）

・金東勳『国際人権法とマイノリティの地位』（東信堂）

・元百合子「マイノリティの民族教育権」（法学セミナー２００４年８月号）

・近藤敦編著『外国人の法的地位と人権擁護』（明石書店）

・床井茂編『いま在日朝鮮人の人権は』（日本評論社）

・戸波江二「人格論としての子どもの『成長発達権』」（『少年事件報道と子どもの成長

発達権』現代人文社）

・日本弁護士連合会『国際人権規約と日本の司法・市民の権利』（こうち書房）

・「共に創る－民族教育の充実をめざして」（大阪市民族講師会）

・「『全ての同胞に民族教育を』～大阪の民族学級関連資料～」（コリアNGOセンター）

・「チュモニ（在日外国人の幼児・児童・生徒の教育指導資料）」（大阪市教育委員会）

・「ムヂゲ（在日外国人の幼児・児童・生徒の教育指導資料）」（大阪市教育委員会）

・小沢有作『在日朝鮮人教育論 歴史編』（亜紀書房）

・金徳龍『朝鮮学校の戦後史（増版改訂版）』（社会評論社）

・高賛侑『国際化時代の民族教育』（東方出版）
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・田中宏「国際化に逆行する外国人学校の資格問題」（潮 ２００３年７月号）

・田中宏「民族教育が直面する問題」（RAIK通信第８５号）

・江原護『民族学校を考える－江原護 論考・資料集－』（アジェンダ・プロジェクト）

【多文化共生教育】

・P．A．コルデイロ他『多文化・人権教育学校を作る』（明石書店）

・J．A．バンクス他『入門多文化教育』（明石書店）

・堀尾輝久「地球時代とその教育」（岩波講座現代の教育第１１巻『国際化時代の教育』

岩波書店）

・中野光・平原春好『教育学（補訂版）』（有斐閣）

・天野郁夫編『教育への問い』（東京大学出版会）

・麻生誠他『現代日本の教育課題』（放送大学教育振興会）

・住田正樹他編『子どもの発達と現代社会』（北樹出版）

・望田幸男他編『ネイションとナショナリズムの教育社会史』（昭和堂）

・日本教育法学会編「教育の公共性と教育への権利」（日本教育法学会年報第２２号 有

斐閣）

・日本教育行政学会第３７回大会実行委員会編『多文化社会の公教育』（同時代社）

・松井清『教育とマイノリティ』（弘文堂）

・西川長夫他編『アジアの多文化社会と国民国家』（人文書院）

・片山隆裕編著『民族共生への道』（九州大学出版会）

・江原武一編著『多文化教育の国際比較』（玉川大学出版部）

・八木晃介「部落差別と教育」（岩波講座現代の教育第５巻『共生の教育』岩波書店）

・生田周二『差別・偏見と教育』（部落問題研究所）

・Geneva Gay“A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education”

（http : //www．ncrel．org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le０gay．htm）

・箕浦康子『地球市民を育てる教育』（岩波書店）

・国民教育文化研究所「『多文化』化の中での就学・学習権の保障」

・佐藤純「日本在住の外国人の子どもと教育」（中国帰国者・サハリン帰国者支援HP

「同気・同声」）

・最高裁判所１９７６（昭和５１）年５月２１日判決（判例タイムス３３６号 旭川学テ事件）

・最高裁判所１９９０（平成２）年１月１８日判決（判例タイムス７１９号 伝習館事件）

・川崎市教育委員会「川崎市外国人教育基本方針―多文化共生の社会をめざして－」（川

崎市HP）

・奥村訓代他編「マルチカルチュラリズム」（現代のエスプリ４３２号 至文堂）

・今津幸次郎「迫られる日本の学校の国際化」（今津幸次郎・松本一子編『東海地域の

新来外国人学校増補改訂版２００２．７』名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育社会

学研究室）

・松本一子「外国人学校の動向」（今津幸次郎・松本一子編『東海地域の新来外国人学

校増補改訂版２００２．７』名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育社会学研究室）

【外国人児童・生徒の概況】

・「平成１５年度学校基本調査報告書」（文部科学省）
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・「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成１５年度）」（文

部科学省）

・「外国人の子どもの教育環境に関する実態調査報告書（２００３年度調査のまとめ）」（岐

阜県可児市）

・「東京都２３区の公立学校における多国籍児童・生徒の教育の実態調査報告２００２年

VOL．３」（NPO法人多文化共生センター・東京２１）

【在日外国人の教育権一般】

・近藤敦『外国人の人権と市民権』（明石書店）

・反差別国際運動日本委員会『マイノリティの権利とは』（解放出版社）

・藤田和雄「外国人と教育」（萩野芳夫編『外国人と法』明石書店）

・藤本美枝「子どもの権利条約からみた外国人の子どもの権利」（社団法人自由人権協

会編『日本で暮らす外国人の子どもの権利』明石書店）

・梁堯「子どもが大きくなったら」（江橋崇編『外国人は住民です 自治体の外国人住

民施策ガイド』学陽書房）

・佐々木香代子・吉田新一郎「就学と教育」（渡戸一郎編『自治体政策の展開とNGO』

明石書店）

【マルチカルチュラリズム（多文化主義）一般】

・「多文化オーストラリアのための国家的課題－The National Agenda for a Multicul-

tural Australia（１９８９）」（オーストラリア連邦政府移民・多文化・先住民族局HP）

・鄭暎惠『〈民が世〉斉唱』（岩波書店）

・テイラーハーバーマス他著佐々木毅他訳『マルチカルチュラリズム』（岩波書店）

・Will Kymlicka“Contemporary Political Philosophy，２nd．ed．”（Oxford Univ．Press）

第６章（女性）

第１節 人身売買

・本文及び脚注中に掲げた文献

・The Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers and Irregular Migrants，

IOM Migration Research S．（Stationery Office Books）

第２節 国際結婚とDV

・「女性の家サーラー１０年のあゆみ」（女性の家サーラー）

・移住労働者と連帯するネットワーク『ドメスティック・バイオレンスと人身売買』（現

代人文社）

・小島妙子『ドメスティック・バイオレンスの法』（信山社）

・原田恵理子・柴田弘子編著『ドメスティック・バイオレンス女性１５０人の証言』（明石

書店）

・日本弁護士連合会編『ドメスティック・バイオレンス防止法律ハンドブック』（明石

書店）

・戒能民江『ドメスティック・バイオレンス』（信山社）
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第７章（労働、社会保障、医療）

第１節 外国人の労働をめぐる現状と課題

・関東弁護士会連合会『外国人の就労と人権』（明石書店）

・伊豫谷登士翁『グローバリゼーションと移民』（有信堂）

・マイロン・ウェウナー『移民と難民の国際政治学』（明石書店）

・高藤昭『外国人と社会保障法』（明石書店）

・大塚友美『ボーダレス化の国際政治学』（創成社）

・外務省監訳「国際人口・開発会議『行動計画』」（世界の動き社）

・梶田孝道『外国人労働者と日本』（日本放送協会）

・戸塚秀夫・徳永重良『現代日本の労働問題（増補版）』（ミネルヴァ書房）

・「『多民族・多文化共生社会』に向けて」（移住労働者と連帯するネットワーク）

・鈴木江理子『日本における多文化主義の実現に向けて Part１ －出入国管理行政に

対する政策提言－』（フジタ未来経営研究所）

・金東勲『国連・移住労働者権利条約と日本』（解放出版社）

・日本弁護士連合会『定住化時代の外国人の人権』（明石書店）

・佐藤進『外国人労働者の福祉と人権』（法律文化社）

・駒井洋『国際化のなかの移民政策の課題』（明石書店）

・手塚和彰『外国人と法（第２版）』（有斐閣）

・駒井洋『日本の外国人移民』（明石書店）

・外国人研修生問題ネットワーク『まやかしの外国人研修制度』（現代人文社）

・全国労働安全衛生センター連絡会議『外国人労働者の労災白書』（海風書房）

・天明佳明『外国人労働者と労働災害』（海風書房）

第２節 外国人の社会保障をめぐる現状と課題

・高藤昭『外国人と社会保障法～生存権の国際的保障法理の構築に向けて』（明石書店）

・シンヘボン『人権条約上の国家の義務』（日本評論社）

・社会保障研究所編『外国人労働者と社会保障』（東京大学出版会）

・駒井洋監修『講座・外国人定住問題 自治体政策の展開とNGO』（明石書店）

・駒井洋監修『講座・グローバル化する日本と移民問題 外国人の法的地位と人権擁

護』（明石書店）

・金東勲『国際人権法とマイノリティの地位』（東信堂）

・金東勲編著『国連移住労働者の権利条約と日本』（解放出版社）

・手塚和彰『外国人と法（第２版）』（有斐閣）

第３節 外国人の医療に関する現状と課題

・本文及び脚注中に掲げた文献

第８章（差別）

【差別実態調査】

・「人権擁護に関する世論調査」（内閣府）

参考文献目録

－ 515 －



・「平成１５年度新宿区における外国籍住民との共生に関する調査」（財団法人新宿文化・

国際交流財団）

・「京都市在住外国人意識・実態調査」（京都市）

・「広島市外国人市民生活・意識実態調査結果について」（広島市）

・「文京区外国籍区民の住みやすさ調査」（東京都文京区）

【民間における民族差別】

・姜徳相『関東大震災』（中央公論社）

・姜徳相・琴乗洞編解説『現代史資料６ 関東大震災と朝鮮人』（みすず書房）

・山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺』（現代人文社）

・日本弁護士連合会『関東大震災人権救済申立事件調査報告書』

・浦和地方裁判所１９２４（大正１３）年１１月２６日判決

・中西伊之助「朝鮮人のために弁ず」（婦人公論１９２３年１１・１２月合併号 婦人公論社）

・「国連人種差別撤廃委員会に対する日本政府第１回・第２回報告書」

・「在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ実態調査報告集（２００３年）」（在日コリ

アンの子どもたちに対する嫌がらせを許さない若手弁護士の会）

・「在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ実態調査報告（２００４年）」（在日コリア

ンの子どもたちに対する嫌がらせを許さない大阪弁護士の会）

・反差別国際運動日本委員会『国連から見た日本の人種差別』（解放出版社）

・在日コリアン研究会『となりのコリアン 日本社会と在日コリアン』（日本評論社）

・反差別国際運動日本委員会『日本も必要！差別禁止法 なぜ？どんな？』（解放出版

社）

・「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保に関する法律」

【差別禁止に関する法制度】

・金東勲『国際人権法とマイノリティの地位』（東信堂）

・日本弁護士連合会「人種差別撤廃条約に関する第１・２回日本政府報告書に対する日

弁連レポート」

・反差別国際運動日本委員会『現代世界と人権１４・市民が使う人種差別撤廃条約』（解

放出版社）

・村上正直「人種差別撤廃条約における私的人種差別の規制」（国際人権１４号）

・山崎公士「日本における差別禁止法の制定－国際人権法の視点から」（法政理論第３６

巻第３・４号）

・旗手明「人種差別撤廃要綱案の提起にあたって」（M－ネット２００３年１０月号）

・田中宏編『在日コリアン権利宣言』（岩波書店）

・市川正人『表現の自由の法理』（日本評論社）

・田島泰彦・梓澤和幸編著『誰のための人権か 人権擁護法と市民的自由』（日本評論

社）

・内野正幸『差別的表現』（有斐閣）

・山田澄子「イギリス人権関係政策の現状と枠組み－Introduction to the Race Relations

Policy in U．K」（比較社会文化研究第１３号 九州大学大学院比較社会文化学府）

・金東勲「英国の人種関係法と人種平等委員会」
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・マイノリティ研究会編集「各国の人権擁護制度」

・石田玲子「イギリス・人種関係法の制定－差別撤廃への挑戦－」

・部落解放研究所編「世界はいま－諸外国の差別撤廃法と日本」（解放出版社）

・安田伸之「オーストラリア人権委員会の紛争処理手続：人種差別事件を中心に」（国

際開発研究フォーラム１９９９年３月号 名古屋大学大学院国際開発研究科）

・川村暁雄「オーストラリア人権及び機会均等委員会と人種差別」（アジア・太平洋人

権情報センター編集・発行『人権保障の新たな展望・国内人権機関の機能』）

・山崎公士「国内人権システムの整備と差別禁止法」

・反差別国際運動日本委員会「日本も必要！差別禁止法」（解放出版社）

・松林和夫「カナダにおける人種差別禁止立法－雇用差別を中心として－」（岡山大学

法学会雑誌）

・林瑞恵「フランスの反人種差別法」（法律時報１９７９年２月号）

・林瑞恵「フランスの人権状況と人権擁護体制」（マイノリティ研究会「各国の人権擁

護制度」）

・市原靖久「フランスの１９７２年人種差別禁止法」

・浅田和茂「西ドイツ刑法の差別行為処罰規定」

・平松毅「スウェーデンにおける人権擁護とオンブズマン」（マイノリティ研究会「各

国の人権擁護制度」）

・竹崎孜「外国籍とスウェーデンの法制度」

・大石竜也解説翻訳「アルゼンチン差別禁止法」

・筒井清子・桜林誠「合衆国１９９１年公民権法第１編・第２編および大統領声明の全訳」

（経済経営論叢第３２巻第４号 京都産業大学経済経営学会）

・筒井清子・桜林誠「アメリカ合衆国１９９１年公民権法（邦訳）の解説�１（経済経営論叢
第３４巻第４号 京都産業大学経済経営学会編集発行）

・マリック・A・プレイヤー著 井口博訳『アメリカ雇用差別禁止法（第三版）』

第９章（現行法制）

・宮崎繁樹『国際人権規約』（日本評論社）

・日本弁護士連合会『国際人権規約と日本の司法・市民の権利』（こうち書房）

・日本弁護士連合会『日本の人権 ２１世紀への課題』（現代人文社）

・波多野里望『逐条解説 児童の権利条約』（有斐閣）

・日本弁護士連合会『こどもの権利条約・日弁連レポート 問われる子どもの人』（こ

うち書房）

・社会権規約NGOレポート連絡会議編『社会権規約と日本２００１』（エイデル研究所）

・近畿弁護士会連合会人権擁護委員会「日本における外国人の人権の確立を求めて」（第

２６回近畿弁護士会連合会大会シンポジウム資料）

・藤田久一他編『人権法と人道法の新世紀』（東信堂）

・金東勲『国際人権法とマイノリティの地位』（東信堂）
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第１０章（展望）

・本文及び脚注中に掲げた文献
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日本弁護士連合会第４７回人権擁護大会
シンポジウム第１分科会実行委員会名簿

【実行委員】

委員長 丹羽 雅雄（大 阪）

副委員長 児玉 晃一（東 京） 市川 正司（第一東京）

吉井 正明（兵庫県）

事務局長 関 聡介 （東 京）

事務局次長 師岡 康子（東 京） 張 學錬 （東 京）

難波 満 （東 京） 土井 香苗（東 京）

杉尾健太郎（第二東京）

委 員 石井小夜子（東 京） 渡邉 彰悟（第一東京）

東澤 靖 （第二東京） 高 英毅 （第二東京）

姜 文江 （横 浜） 田代 博之（静岡県）

茂木 鉄平（大 阪） 田中 俊 （大 阪）

小笠原伸児（京 都） 宮崎 真 （名古屋）

射場かよ子（島根県） 西依 大輔（福岡県）

松田 公利（宮崎県） 郷 俊介 （宮崎県）

【バックアップ委員】

小林 明隆（東 京） 大橋 毅 （東 京）

殷 勇基 （東 京） 渡部 典子（東 京）

北村 聡子（東 京） 山本 志都（東 京）

金 舜植 （東 京） 松原 拓郎（東 京）

山口 元一（第二東京） 空野 佳弘（大 阪）

村井 潤 （大 阪） 湯原 裕子（名古屋）

前田 恒善（福岡県）

【人権救済調査室嘱託】

川上 詩朗（東 京）
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執筆分担者一覧
■第１編

◇第１章： 丹羽雅雄

◇第２章： 丹羽雅雄 高 英毅

■第２編

◇第３章： 土井香苗 児玉晃一 茂木鉄平 宮崎 真 渡邉彰悟 高 英毅

◇第４章： 張 學錬 高 英毅 姜 文江 小笠原伸児

◇第５章： 杉尾健太郎 市川正司 石井小夜子 小林明隆 松原拓郎 殷 勇基

金 舜植

◇第６章： 難波 満 山口元一 射場かよ子

◇第７章： 難波 満 山口元一 山本志都 渡部典子

◇第８章： 師岡康子 東澤 靖 北村聡子 田中 俊 湯原裕子

◇第９章： 川上詩朗 大橋 毅 空野佳弘

◇第１０章： 吉井正明 田代博之 空野佳弘

■第３編： 丹羽雅雄 児玉晃一 市川正司 吉井正明 関 聡介 師岡康子

難波 満 土井香苗 杉尾健太郎 川上詩朗

※基調報告書編集チーム

児玉 晃一（副委員長） 市川 正司（副委員長） 関 聡介（事務局長）

川上 詩朗（人権救済調査室嘱託）
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第４７回人権擁護大会

シンポジウム第１分科会基調報告書

多民族・多文化の共生する社会をめざして
―外国人の人権基本法を制定しよう―

２００４年１０月７日

編 集 日 本 弁 護 士 連 合 会

第４７回人権擁護大会シンポジウム

第１分科会実行委員会（担当 矢吉正志・鈴木智子）

〒１００‐００１３ 東京都千代田区霞が関１－１－３
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FAX ０３－３５８０－２８６６

印 刷 第一資料印刷株式会社
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