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はじめに 

１  あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（以下「条約」という。）第９条

に基づく第７回・第８回・第９回（以下「第７～９回」という。）日本政府報告書（以

下「政府報告書」という。）は２０１３年１月に提出された。日本弁護士連合会（以

下「日弁連」という。）はこの政府報告書に対するＮＧＯオルタナティヴレポートと

して本報告書を作成して，人種差別撤廃委員会（以下「委員会」という。）に提出し，

政府報告書審査に際して有益な情報を提供することで，充実した審査が行われること

を願うものである。 
２  政府報告書は規約の条項の順序で記述されているが，本報告書は本条約の適用対象

と考えられる集団・少数者ごとに論点を絞って記載している。 
  また，委員会がかねて求めているように，前回までに委員会が指摘した懸念事項や

勧告についての政府の取組状況について，報告の力点を置いた。さらに，前回審査で

は問題として論じられなかった新たな問題が，この５年間に持ち上がっている。政府

報告書では必ずしもこれに関する記述をしていないが，日弁連はその中でも規約の履

行状況に関して特に重要と思われる問題を論点として付け加えた。 
３ その結果，本報告書の構成は，以下のようになっている。 

(1)  第１部総論では，前回審査までに委員会が指摘した全項について，政府報告書

が極めて不十分であること，特に規約の実効的実施に必要な，国内人権機関の設置，

個人通報制度の受諾宣言などの措置がいまだ講じられていないことを指摘した。 
(2)  第２部では日本の戦前の植民地支配の結果，戦後も引き続き日本に居住するこ

とを余儀なくされた旧植民地出身者の人権を侵害する深刻な事態がなお存在して

いることについて，各権利ごとにその詳細を述べた。 
(3)  第３部では１９８０年代以降に日本政府の外国人受入政策により，旧植民地出

身者を含め２００万人を超える外国人が居住するに至ったことに関連して，規約の

各条項に規定された権利の履行状況に焦点を当ててその問題点を指摘し，さらに個

別問題として，ブラジル・ペルー等の日系人問題，インドシナ難民問題，技能実習

制度についてその問題点を指摘した。 
(4)  第４部ないし第７部は特に規約の適用の関連で重視すべき，難民問題，部落問

題，アイヌ問題及び中国帰国者問題の集団・少数者についてその現状と問題点を明

らかにした。 
(5)  第８部の刑事施設等に対する問題では，受刑者の処遇の現状，施設職員に対す

る教育（条約第７条）の必要性に言及している。 
(6)  第９部では，前回報告書審査以後も後を絶たない公人の差別発言（橋下徹大阪
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府知事（当時。現大阪市長），石原慎太郎東京都知事（当時。現衆議院議員）及び

河村たかし名古屋市長）を取り上げている。 
(7)  第１０部では，ヘイトスピーチを取り上げている。前回報告書審査の際は，京

都の朝鮮学校でのヘイトスピーチを取り上げたが，その後，東京都，大阪府等で組

織的なヘイトスピーチが横行しており，更に前回の京都で起こった朝鮮学校の問題

については，京都地方裁判所よりその違法性が認められ，損害賠償が命じられてい

る。 
(8)  第１１部では，女性に対する複合差別の中でも「国際結婚の外国人配偶者女性

問題」及び「軍事的性奴隷制の被害者の問題」を取り上げ，その現状と問題点を指

摘している。 
(9)  第１２部では，遺伝情報に基づく差別の問題を取り上げ，今後のヒトゲノム・

遺伝子解析技術の進歩に伴い予想される遺伝情報の濫用防止ないし遺伝情報保護

を促進する政策について提言をしている。 
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第１部 総論 

１   本条約に関する政府報告書の委員会の審査は，２００１年に行われた第１回・２回政府

報告書審査，２０１０年に行われた第３回・第４回・第５回・第６回（以下「第３～６回」

という。）報告書審査に続き，今回が実質的に第３回目となる。 
前回の第３～６回報告書審査では，委員会より３５項目に渡る最終見解（勧告）が示され

た。第７～９回政府報告書の審査では，２０１０年以降，この委員会最終見解に対する実施

状況についての検証が行われることが望ましいと考えるが，政府報告書は，条文ごとの整理

に終始し，最終見解に対する実施状況の報告は，極僅かである。 
第７～９回政府報告書は，２０１２年１２月現在の人種差別撤廃のために採った措置等に

ついて記載しているとされているが，これらの報告の内容は，勧告に対してほとんど進展し

た議論となっていない。前回報告書の審査における締約国の見解を再度繰り返しているのが

ほとんどであり，２０１２年７月の出入国管理及び難民認定法の運用の一部改正，公立高校

授業料無償制・高等学校等就学支援金制度の開始（但し，朝鮮学校の適用除外の差別的扱い

がある）等における改善が認められるほかは，進展はほとんどないといっても過言でない。 
本総論では，本条約の適用における総論的事実について論及し，個別差別事実については

それぞれの項目において述べることとする。 
２  委員会「最終見解」パラグラフ１１（以下「勧告１１」というように示す。）1について 

(1) 日本における人口の民族的構成比については，その後も調査は行われていない。この

調査が行われないのは，調査によって民族的出身が明らかになることが，返って社会的

生活の中で差別を助長するとの政府の懸念については，一定の理解を共有するところで

はある。しかし，社会生活において民族的出身を公然と表明することができない日本の

社会状況が，人種差別を撤廃するという条約の目的が十分理解されていないことを示す。

これは，単に調査の方法等にとどまらず，人種差別を撤廃する施策の進展と併せて，自

らの民族的出身を明らかにできるような社会を形成していく努力が問われていると考え

るものである。 
(2) 沖縄の住民の民族集団としての認識について 

 委員会は，勧告２１2において「ユネスコは沖縄の固有の民族性，歴史，文化，伝統並

びにいくつかの琉球語を認めていることを強調」するとともに，「沖縄の人々が被る持続

的な差別について懸念を表明」した。また，委員会は，「沖縄における軍事基地の不均衡

な集中は，住民の経済的，社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現

1 人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解（2010 年 4 月

6 日）Para.11 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/pdfs/saishu3-6.pdf 
2 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.21 
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代的形式の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明し」，「沖縄住民の権利を促進し

適切な保護施策や保護政策を設けるために，沖縄の住民が被る差別をモニターすること

を目的に沖縄の代表者と広い協議を持つことを締約国に慫慂する」としているが，政府

報告書は沖縄問題に関し，何ら報告をしていない。軍事基地の不均衡の集中については，

普天間基地を辺野古に移転することについて沖縄県知事は同意したが，これに反対する

地元名護市長が当選し，不均衡の解消はおろか移設をめぐって沖縄住民の間に大きな混

乱をもたらしている。 
３  勧告８3 「世系（descent）」の解釈について 

第１・２回報告書以来委員会の勧告にもかかわらず，その後も政府の解釈は変わってい

ない。「世系（descent）」は社会的出身に着目した概念であるにもかかわらず，これを種

族的もしくは民族的出身に着目した概念であるとして本条約は適用されないとする政府

見解は，本条約の適用範囲を狭めるものであることは明らかである。確かに，日本におけ

る部落差別の問題は，その解消のために様々な施策がなされてきたことはあるが，本条約

の適用によって，これが更に進展しうるものであることも又当然である。委員会が指摘

しているように，日本における差別禁止の条項が，日本国憲法（以下「憲法」という。）

第１４条にのみ依拠しているとする現状は不十分である。法律より優位である本条約の

適用によって更に進化した議論をもたらすものであることは，国連自由権規約によって憲

法の人権条項にとどまらない人権思想の流布に多大な貢献をしてきている現状を想起す

べきである。 
日本では，在日大韓民国（以下「韓国」という。）・朝鮮人の差別と部落差別は最も重大

な差別問題である。在日韓国・朝鮮人の差別は，本条約が適用される典型的な事案である

が，もう１つの重大な差別である部落差別に本条約が適用されるために，今回の報告書審

査において委員会からの積極的勧告を期待する。 
４  憲法第１４条と差別禁止立法並びに日本の法制度について（勧告８，９及び１３）4 

(1) 憲法第１４条と法律の適用 
憲法第１４条は，「すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的

身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と規定

する。この条文は，本条約第１条と同様の趣旨を有すると考えられているが，前述の「世

系」の解釈等，条約より適用範囲が狭いと考えられる。また，委員会の指摘するように，

この条文以外，差別を禁止することを直接規定した法律は存在しない。 
憲法第１４条は，公権力による差別を禁止するものであり，私人間の差別を規制する

3 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.8 
4 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.8,9, 
13 

6 

                                            



ためには，民法での「公序良俗」違反という法解釈を通して初めて適用される。政府の

対応状況の報告の中で，名誉毀損等による刑事処罰が可能であるように主張されるが，

いかなる人種差別的言動があっても，それが特定個人の名誉等の侵害にならなければ，

適用対象とならない。すなわち，集団としての名誉を侵害(すなわち人種差別の言動)し
ても，集団の構成員である個人の名誉を侵害することにならないというのが，司法判断

の基本である。これは，民事上の不法行為においても同様である。僅かに，民法上の不

法行為では，近年，特定の私人に向けられた人種差別的言動に対し，損害賠償を認める

判決例がある。 
また，人種差別的思想を背景とする暴力行為については，刑法の暴行罪，傷害罪によ

り処罰されるとしているが，暴力行為については，人種差別的背景か否かは問われない

ことはもとより，これを加重処罰理由とする法制度は全く無い。 
以上のとおり，日本の既存の法制度では，近年加熱しているヘイトスピーチに対して

効果的な対応を十分に行うことが出来ない。したがって，これを防止する実効的な措置

を直ちに採るべきである。 
 (2) 条約第４条(a)及び(b)の批准を留保していることについて 

人種差別を刑罰をもって規制することについて，国内でも表現の自由に対する抑制の

側面を持つことから，これに反対する一部の意見があることは，政府報告書が述べると

おりである。しかし，同じ問題は各締約国においても生じうる問題であり，日本のみが

これを解決できない問題ではない。日弁連は，委員会の「人種的優越思想の流布を禁止

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。（勧告１３）」5との見解を

歓迎する。 
政府報告書は日本の差別状況が，正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで，

処罰立法措置を採ることを検討するまで深刻でないとするが，日本の現状を正確には言い

表していない。日本において韓国・朝鮮民主主義人民共和国の人々に対する人種的優越

思想は旧来より存在し，これを流布する兆候は事あるごとに表出される。また，差別を

動機とする犯罪や入居差別も希ではない。さらに，部落差別においても差別的言動は後

を絶たない。特に近時，電子媒体（インターネット）を通じた悪質な人種差別的発言・

攻撃は顕著なものがあり，これらを取り締まることは現時点においても極めて高い必要

性を有している。政府報告書の見解は，これらの実態を把握していないと言わざるを得

ない。 
５   差別禁止基本法制定の必要性 6 

5 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.13 
6 日本弁護士連合会第 59 回定期総会・国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める

決議 －個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を求めて
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以上の事実に鑑み，日本において，従来の法令によっては差別を非合法化することはで

きないと言わざるを得ず，憲法第１４条を現実化するためにも，包括的に差別が違法であ

るとする概念を広く社会に定着させるためにも，かつ現実に差別的言動をなくすためにも，

差別禁止基本法の制定が必要である。 
従来の刑法，民法による規制や損害賠償は前述のとおり不十分であり，それゆえ，勧告

１０7の委員会の見解は，十分尊重されるべきである。かつ，前回審査以降も，その必要

性は，高まることはあっても，減少している状況は全く無い。 
６  国内人権機関の設置の必要性（勧告１２）8 

政府報告書は，政府が２０１２年１１月に人権委員会設置法案を国会に提出したこと，

同法案は，２０１２年１１月１６日，衆議院の解散により廃案となったが，政府として引

き続き必要な準備を進めていくとのみ報告している（パラグラフ６７）。しかし，２０１

３年５月に行われた国連拷問禁止委員会による第２回審査の際には，国内人権機関につい

てメネンデス委員が，「国内人権機関は，基本的な人権を実現するために必要である。今

回の政権の下で実現を」と質問した。これに対して，日本政府は，「人権委員会設置法案

が２０１２年１１月に国会に上程されたが，廃案になった。」とのみ答弁した。また，こ

の回答に対して，TUGUSI委員が，「独立した国内人権機関を設置する予定があるか」と

質問したところ，日本政府は「今後の予定については，現在検討中で，答えられない。」

と回答している。しかし，現在の政権党である自由民主党は，国内人権機関を「断固もう

けないこと」を公約として公表しており，国際人権諸条約機関の数多くの勧告や人権理事

会の勧告にもかかわらず，政府は人権委員会設置法案を国会に再提出する考えがなく，国

内人権機関の設置に向けた政府与党の動きは何ら進んでいない。9 
７  裁判官等への人権教育について 

日本では，裁判官等の法曹に対する，国際人権法の教育のシステムが存在しない。僅か

に司法研修所(新たに裁判官・検察官・弁護士となる者への教育機関)で年１回程度の国際

人権法の講義がなされるほか，特に教育カリキュラムは存在しない。裁判官に対しても，

裁判所内部で，若干の講義がなされているとは聞いているが，公表された教育システムを

－」（2008 年 5 月 30 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_res
olution/year/2008/2008_1.html http://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements
/year/2008/20080530.html 
7 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.10 
8 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.12 
9 日本弁護士連合会「第 61 回定期総会・わが国における人権保障システムの構築及び国際人

権基準の国内実施を求める決議」（2010 年 5 月 28 日）http://www.nichibenren.or.jp/acti
vity/document/assembly_resolution/year/2010/2010_1.html http://www.nichibenren.o
r.jp/en/document/statements/year/2010/20100528.html 
日本弁護士連合会「国内人権機関の創設を求める意見書」（2014 年 2 月 20 日）http://www.n
ichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140220_5.pdf 
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設けているものではない。法曹養成機関である法科大学院においては，国際人権法の講座

は存在するが，司法試験の必修科目ではないため，受講者の数は極めて少ないのが現状で

ある。勧告１４10の委員会見解は，現在でも不十分にしか履行されていないといわなけれ

ばならない。 
他方，日弁連では，本条約はもちろん，国連自由権規約委員会，国連社会権規約委員会，

国連女性差別撤廃委員会，国連拷問禁止委員会，国連子どもの権利条約委員会，国連人権

理事会等々での議論を，委員会が開催されたその都度，報告会を開催し紹介しているほか，

全会員を対象とし年数回の国際人権法の研修会を開催している。その結果，日弁連会員の

間では徐々にではあるが，国際人権法への理解は進展しているといえる。 
８ 個人通報制度の受諾宣言（勧告２９）11 

(1) 個人通報制度は我が国の人権保障の水準が国際的視野から見直され，これを国際

水準にまで高めることを可能にし，ひいては条約の国内的適用の活性化を促す重要

な制度であり，直ちに条約第１４条の受諾宣言をすべきである。12 
(2) 政府報告書では，個人通報制度は条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注

目すべき制度と認識しているとしつつ，他方で同制度の受け入れにあたって，我が

国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無，及び個人通報制度を受け入れる

場合の実施体制等の検討につき，政府部内で検討を行っており，２０１０年４月に

は，外務省内に人権条約履行室を立ち上げたとしている。また，我が国としては引

き続き，各方面から寄せられる意見も踏まえつつ，同制度の受け入れの是非につき

真剣に検討を進めていく，としている。 
(3) 定期的な政府報告書の審査と個人通報制度が人種差別撤廃条約上の権利を確保す

る制度となっているが，日本は条約上の権利を確保する上で重要な一角である個人

通報制度を持たないため，国内において条約上の権利が十分確保されているとは言

い難い。その現れとして，国内の裁判で，人種差別撤廃条約や自由権規約等人権条

約違反を主張しても，何ら実質的な理由を付さず，時には条約違反については判決

で一顧だにされない場合すらある。このような状況下で個人通報制度が導入される

ならば，国内裁判の後に人種差別撤廃委員会での判断があり得るために，国内裁判

で条約上の権利侵害について十分な検討をなさざるを得なくなり，国内裁判で，条

約上の権利の確保が前進することは明らかである。 
(4) 当連合会は，外務省，法務省との間で個人通報制度の導入につき協議を重ねてき

10 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.14 
11 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.29 
12 前掲日本弁護士連合会「第 59 回定期総会・国際人権基準の国内における完全実施の確保を

求める決議 －個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を

求めて－」（2008 年 5 月 30 日）  
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たが，現在に至るまでその実現に至っていない。外務省は２０１０年に人権条約履

行室を立ち上げたが，外務省の説明によると，既に個人通報制度の導入にあたって

事前に必要とされる検討は終了しているとのことである。 
(5) 我が国は１９９５年に既に条約を批准しており，その条約の実施の一手段である

個人通報制度の受諾宣言をしない理由はないこと，日本は人権外交の旗印を掲げて

おり，アジアの中で人権の分野においてもその範を示すべき立場にあること，この

制度は今や条約の実施のためのグローバルスタンダードであり，委員会の見解には

法的拘束力はなく，委員会の意見を踏まえた国内における具体的な制度設計につい

ては，締約国の判断に委ねられるので，国内の人権を国際的なスタンダードと対比

させて，検討することを拒む理由がないこと，外務省内では批准に際しての事前の

検討を既に終了していること，国内の人権状況の改善は党派を超えた課題として反

対する理由はなく，各政党も受け入れることが十分に可能であること等々から，直

ちに個人通報制度の受諾宣言をすべきである。 
 

10 



第２部 旧植民地出身者 

第１  歴史的経緯 

１ 結論と提言 
日本政府は，日本国籍を剝脱された旧植民地出身者（韓国人，朝鮮人，台湾人）とそ

の子孫（いわゆる「在日韓国人，在日朝鮮人，在日台湾人」）に対しては，日本国籍を

有する者との差別を解消し，原則として日本国籍者と同等の権利を確保するために，旧

植民地出身者及びその子孫の権利を保障する総合的な基本法を制定すべきである。13 
２ 日弁連の意見 
 (1) 日本の植民地支配 

日本は，第２次世界大戦において敗北する以前の１８９５年から１９４５年まで

は台湾，１９１０年から１９４５年までは朝鮮半島に対して植民地政策を展開して

きた。日本は植民地支配の中で，（大東亜共栄圏の名の下に）神社崇拝や創氏改名な

どの同化政策を推し進め，韓国人，朝鮮人，台湾人に対する差別感情が醸成されて

いった。それは，日本民族の優越思想につながり，現在も，彼らに対する日本人の

差別感情を温存する結果となった。 
(2) 第２次世界大戦後の旧植民地出身者 

日本の植民地政策の結果，台湾や朝鮮半島から日本への渡航・移住を余儀なくさ

れ，あるいは日本の戦争遂行の労働力として国民徴用令などによって日本に強制連

行されて渡航した韓国人，朝鮮人，台湾人は，第２次世界大戦終了当時，約数百万

人居たと言われている。 
その後，多くは帰還したが，日本が独立を回復する１９５２年のサンフランシス

コ平和条約発効の年には，約５０万人の韓国・朝鮮人と数千人の台湾人が日本に居

住していた。彼らは，第２次世界大戦後も日本に継続して居住することとなった。

これが，「在日韓国・朝鮮人」，「在日台湾人」である。このレポートでは両者をあわ

せて，「旧植民地出身者」と呼ぶことにする。 
(3) 旧植民地出身者の日本国籍 

サンフランシスコ平和条約時に約５０万人居た朝鮮人は，その後，朝鮮半島が，

韓国と朝鮮民主主義人民共和国の樹立によって南北に分断され，朝鮮戦争などその

他の事情により日本に定住せざるを得なくなった。また，台湾人は，数千人程が当

時から日本に定住している。 

13 日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権

基本法の制定を求める宣言」（2004 年 10 月 8 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/
document/civil_liberties/year/2004/2004_5.html 
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彼らは，戦前の植民地政策の下で，日本国籍を有する「皇国臣民」とされていた

が，日本が独立を回復する１９５２年のサンフランシスコ平和条約（１９５２年４

月２８日発効）の直前に出された法務府民事局長通達（１９５２年４月１９日）に

よって，条約発効と共に日本国籍を喪失することになった。 
この通達の内容は，原則として，韓国人，朝鮮人及び台湾人は，日本の内地に在

住している者も全て日本の国籍を喪失するが，身分行為により内地の戸籍に入籍し

ている場合には，条約発効後も日本の国籍を保有する。他方，日本の内地人であっ

た者でも，条約の発効前に韓国人，朝鮮人又は台湾人との婚姻，養子縁組等の身分

行為により内地の戸籍から除籍された者は，日本の国籍を喪失するというものであ

る。 
この通達により，その当時存在した約５０万人の在日韓国・朝鮮人及び在日台湾

人の日本国籍が一方的に剥奪され，条約発効と共に突如として約５０万人の「外国

人」が日本国の中に出現することになった。 
しかし，同通達は，日本の領土内に長期間居住し，将来に向かっても日本の領域

内に居住することを予定している在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人の意思を全く反

映しておらず，世界人権宣言 14第１５条，憲法第１０条に明確に違反する。 
(4) 民族差別としての旧植民地出身者に対する差別 

旧植民地出身者は，上記サンフランシスコ平和条約発効日に法的に日本国籍を剥

奪された。しかし，それ以前から外国人登録令の適用を受けていた。これは，日本

国籍者であるにもかかわらず，外国人として扱われていたことを意味する。 
憲法上も日本国籍者と外国人という人権保障上極めて大きな差異のある二つの範

疇を設けた。日本国籍を有していたはずの旧植民地出身者の日本国籍を一方的に剥

奪しておきながら，外国人という範疇に押し込み，日本国籍を有していないという

理由で，様々な不利益を課してきた。 
旧植民地出身者に対する差別は，日本国籍がないゆえの外国人差別ではなく，正

に民族差別なのである。 
政府は，旧植民地出身者は外国人であるという理由で，その差別を正当化しよう

と主張する場合があるが，それは，全くの詭弁である。条約第１条第２項は「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。」と規定するが，同規定によって，外国人である旧植民地出

身者に対する差別を正当化できるものでもない。 
なぜならば，既に説明したように，旧植民地出身者に対する差別は，民族（national 

14 人権及び自由を尊重し確保するために，「全ての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言

したものであり，1948 年 12 月 10 日に第 3 回国連総会において採択された。 

12 

                                            



or ethnic origin）差別であり，条約第１条の「人種差別」（racial discrimination）
だからである。 

(5) 旧植民地出身者に対する差別の特徴・形態 
日本に居住する旧植民地出身者は，法制度上，社会生活上のあらゆる場面で日本

国籍者との間において差別されている。それは，日本国籍を有しないことによる差

別ではなく，旧植民地出身者（台湾・朝鮮半島出身者）であるという理由による民

族差別である。 
旧植民地出身者の日本における居住の歴史は，ほぼ１世紀にも渡る。現在の旧植

民地出身者の子孫の大部分は，日本国内で出生し，日本文化の中で生活し，日本語

を完璧に話し，日本社会において経済生活を営み，日本政府及び自治体に納税し，

ボランティア及び社会奉仕活動に励み，日本社会及び地域社会の発展に寄与し，日

本人住民と全く異ならない社会生活を営んでいる。日本社会における差別の特徴は，

根源を辿れば，日本の台湾・朝鮮半島に対する植民地支配時代に当時の日本人が植

え込まれた台湾・朝鮮半島及びアジア人に対する優越感に根拠し，その優越感が旧

植民地出身者に対する差別への日本人住民の無関心を招き，さらには，ある機会を

契機として敵意として現われてくる。 
(6) 結論  

政府は，旧植民地出身者が日本国籍を有しないということを差別の正当性の理由

とするが，そもそも，旧植民地出身者に対する差別は，日本国籍がないが故の外国

人差別ではなく，正に民族差別であることは既に述べたとおりである。  
政府は，その歴史的経緯を踏まえ，かつ，本条約及び国連自由権規約第２６条の

精神から，日本国籍を剝脱された旧植民地出身者とその子孫に対して，法的，行政

的及び社会的差別を解消し，原則として日本国籍者と同等の権利を確保するため，

旧植民地出身者とその子孫の権利を保障する総合的な基本法を制定すべきである。 
 

第２  在日朝鮮・韓国人に関する諸問題 

１  朝鮮人学校・学生に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がらせ 

  (1) 結論と提言 
日本政府は，朝鮮学校生徒等に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がらせがなされる状

況を改善するために克服すべき障害を検証した上で，より実効性のある断固たる措置を

講じるべきである。15 

15 日本弁護士連合会「人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明」（2013 年 5 月 24 日）

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130524_4.html 
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(2) 委員会の懸念事項・勧告内容 
委員会は，勧告１３16において，「委員会は，本条約第４条(a)及び(b)への留保に

ついて懸念を表明する。また，在日韓国・朝鮮学校（Korean schools）に通う生徒

を含むグループに対する不適切で下品な言動，及び，インターネット上での，特に

部落民に対して向けられた有害で人種差別的な表現や攻撃という事象が継続的に起

きていることに懸念をもって留意する。」と述べている。 
(3) 政府報告書の記述 

政府報告書は，パラグラフ４７において「２００９年４月に北朝鮮によるミサイ

ル発射が行われたとの報道がされた際，同年５月に北朝鮮による地下核実験が行わ

れたとの報道がされた際並びに２０１２年４月及び１２月に北朝鮮によるミサイル

発射が行われたとの報道がされた際にも，在日韓国・朝鮮人児童・生徒に対する嫌

がらせ等の行為の発生を防ぐため，啓発活動を実施するとともに，嫌がらせ等に対

する人権相談等を通じて適切な措置を講じた。」と述べている17。 
(4) 日弁連の意見 
① 政府による対応は不十分である。そもそも政府の報告書では，政府が言う「啓

発活動」の内容及び規模について，具体的な記述が欠けている。また，「人権相

談等を通じて適切な措置を講じた」との点についても，相談件数は何件であった

のか，各相談に対して具体的にいかなる「適切な措置」が講じられたのかといっ

た具体的な記述を欠き，検証の前提を欠くものと言わざるを得ない。 
② 政府による対応が不十分であることは，被害実態からも読み取ることができる。 

まず，２００２年９月１７日の日朝首脳会談を契機とした嫌がらせについては，

前回の日弁連報告書18を参照いただきたい。 
２００６年７月５日に朝鮮民主主義人民共和国がミサイル発射実験を行ったこ

とが報道されるや，同日から同月２６日までの僅か３週間で，朝鮮学校には多数

の脅迫・無言電話・中傷メールが送られた。「明日おまえらの学校に火炎瓶を投

げ入れてやる」「１週間以内に高校生を５人殺す」といった脅迫電話や，校門に

赤いペンキを塗るなどの嫌がらせがあった。各朝鮮学校から在日朝鮮人教職員同

盟中央本部に対して報告が上がった件数だけでも合計１２１件に上っている。路

上に中傷ビラが貼られた例もある。大阪では初級学校２年生の男子が日本人に殴

16 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.13 
17 人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告（2013 年 1 月）Para.47  http://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/jinshu/pdfs/houkoku_789_1.pdf 
18 日本弁護士連合会「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回日本政府報

告書に対する日本弁護士連合会報告書」（2009 年 6 月）第 2 部 2(1) http://www.nichibenren.or.jp/librar
y/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Racial_discrimination_ja.pdf 
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られた。愛知県では中級学校の男子が殴られた。 
さらに，２００９年には，個人によるものだけではなく，組織的な朝鮮学校及

び朝鮮学校生徒への侮辱，脅迫が行われるようになった。 
２００９年１１月には，在日朝鮮人を敵視する団体が，東京都小平市の朝鮮大

学校に押し掛け，差別的言辞を吐いて侮辱し，嫌がらせを行った。同団体は，朝

鮮大学校の学園祭にも押しかけて妨害を行った。 
さらに同年１２月には，「第１０部 ヘイトスピーチ」，において後述すると

おり，在日朝鮮人を敵視する団体が京都第一朝鮮初級学校の門前に押し掛け，校

内に向けて「朝鮮学校，こんなものぶち壊せ」，「約束というものは人間同士が

するものであって，人間と朝鮮人では約束は成立しません」，「朝鮮学校を日本

から叩き出せ」等と叫び，同日の学校の教育活動を妨害し朝礼台を放り投げる等

の暴行事件を起こし，威力業務妨害罪等で４人の逮捕者を出すという事件も起こ

っている。なお，この事件の際に臨場した警察官は，明らかな侮辱及び威力業務

妨害が行われているにもかかわらず，この団体のメンバーを現行犯逮捕せず，係

る犯罪行為を制止しようとしなかった。この事件は，２００９年以前には個人に

よってなされてきた侮辱，脅迫，嫌がらせなどが集団的・組織的に行われるよう

になったことを意味している。また，警察官が現場に臨場しているにもかかわら

ず，集団で行われている犯罪行為を直ちに制止，検挙しなかったことを示してい

る。このように即時検挙がなされなかったこともあり，同団体のメンバーは，２

０１０年１月に再び京都第一朝鮮初級学校に押し掛けて暴言を吐くと言う行動を

取っている。 
以上のとおり，政府の対応が不十分であることは，このような被害が繰り返さ

れていること，係る被害について即時に制止・処罰をしていないことからも明ら

かである。 
③ 「第２部，第２，６ 朝鮮人学校に対する財政援助の問題」において述べると

おり，日本政府は朝鮮学校への高校無償化法の適用を排除している。これは，拉

致問題の進展がみられないことや，朝鮮民主主義人民共和国と国交がないこと，

という教育とは無関係な政治上・外交上の理由に基づくものであり，明らかに朝

鮮学校に対する不合理な差別である。これに加え，東京都等の地方公共団体が，

これまで朝鮮学校に対して支出していた補助金の支給を凍結したり，取りやめた

りする動きが広まっている。これらの動きは，日本政府及び地方公共団体自らが

公然と朝鮮学校を差別するものであり，朝鮮学校の生徒に対する差別的言動，暴

行，嫌がらせを促進するものである。 
また，２０１３年３月２７日，東京都町田市教育委員会総務課が，朝鮮初級学
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校の生徒を防犯ブザーの配布対象から外す決定を行った。町田市教育委員会は，

２００４年以降，公立小学校１年生の児童に対し防犯ブザーの配布を始め，私立

小学校や朝鮮初級学校の児童に対しても要請があれば配布してきた。ところが，

町田市教育委員会総務課は，「現在の政治情勢や北朝鮮の挑発をめぐる市民感情」

を理由として，朝鮮初級学校の児童に対する防犯ブザーの配布を取りやめた。こ

れは朝鮮学校の生徒の安全を守る必要はないと宣言するに等しく，朝鮮学校の生

徒に対する差別的言動，暴行，嫌がらせを正当化し，促進する役割を果たすもの

である。もっとも，この決定は教育委員会総務課が教育委員に知らせることなく

独断で行ったものであり，後に町田市教育委員会は正式にこの決定を撤回してい

る。 
④ したがって，政府は，朝鮮学校生徒等に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がら

せがなされる状況を改善するために克服すべき障害を検証した上で，加害者の刑

事処罰を含めたより実効性のある断固たる措置を講じるべきである。 
また，政府や地方公共団体は，朝鮮学校に対する高校無償化法の適用排除や，

これまで行われてきた補助金支給の凍結・廃止という措置が，朝鮮学校生徒等に

対する差別を促進することを直視し，直ちにこれらの措置を撤回し，他の外国人

学校と平等の処遇を行うべきである。 
 

２  参政権 

(1) 結論と提言 
日本政府は，その歴史的経緯と生活実態を直視し，公職選挙法及び地方自治法を改

正し，旧植民地出身者に対して，少なくとも地方公共団体の選挙に参与する権利を保

障すべきである。19 
(2) 日弁連の意見 

憲法第１５条は，「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。」と規定し，これを受け公職選挙法第９条第１項は，「日本国民で年齢満二

十年以上の者は，衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」と規定し，同法第

９条第２項は，「日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の

区域内に住所を有する者は，その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権

を有する。」とする。 
さらに，憲法第９３条第２項は，「地方公共団体の長，その議会の議員および法律

19 前掲日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人

権基本法の制定を求める宣言」  
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の定めるその他の吏員は，その地方公共団体の住民が，直接これを選挙する。」と規

定し，これを受け，地方自治法第１１条は，「日本国民たる普通地方公共団体の住民

は，この法律の定めるところにより，その属する普通地方公共団体の選挙に参与す

る権利を有する。」と規定し，更に同法第１８条は，「日本国民たる年齢満二十年以

上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは，別に法律の定

めるところにより，その属する普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を

有する。」と規定し，地方公共団体の選挙においても「日本国民」に限定している。 
憲法第９２条は，「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は，地方自治の本旨

に基づいて，法律でこれを定める。」と規定し，地方公共団体の支配・形成に住民が

参画することが要請されている。そして，同法第９３条第２項では，地方公共団体

の公務員は地方公共団体の住民が直接に選挙すると規定しており，住民が日本国籍

を有する者に限定されていないと理解することができる。 
地方自治法の規定のように，憲法第９３条第２項の「地方公共団体の住民」が日

本国籍を有する「日本国民」に限定されるとすると，日本に長期間在留し，他の住

民と同じように地域住民として地域に根付いて生活している外国人をも地方公共団

体の選挙から排除することになる。これは，生活実態を無視し，日本国籍を有する

か否かという形式的な理由でのみ外国人を地方公共団体の選挙から排除することと

なり，外国人差別である。 
一律に，外国人が日本国籍を有しないという理由で排除すべきではなく，むしろ，

「一般外国人」から「日本社会に定住している外国人」（定住外国人）を区別し，定

住外国人に対しては，地域に根付いて生活しているという実態を考慮し，地方公共

団体の選挙権を保障すべきである。 
最高裁判所は，日本で生まれ日本社会に生活の本拠を置いてきた在日韓国人であ

る「特別永住者」からの地方選挙に関する訴訟の判決において，次のように判断し

た。「我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

公共団体と特段に緊密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。しかしながら，右のような措置を講ずるか否かは，専ら国の立法政策にかかわ

る事柄であって，このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるもの

ではない。」（１９９５年２月２８日判決）とした。上記の判断は，「外国人のうちで

も永住者等」について，地方選挙の選挙権を付与するについての立法政策の問題で

あるとする。しかし，永住者の中でも特に，旧植民地出身者とその子孫に対しては，
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日本政府は，積極的に少なくとも，地方選挙における選挙権を保障すべきである。

旧植民地出身者は，日本政府から，一方的に日本国籍を剥奪されたという歴史的経

緯もあり，日本国籍を有しないという理由だけで，地方公共団体の選挙からさえも

排除されるのは不当である。旧植民地出身者の日本社会における居住の歴史は１世

紀にも渡るのであって，その居住実態は日本国民としての住民と全く相違がない。 
日本政府は，その歴史的経緯と生活実態を直視して，公職選挙法及び地方自治法

を改正して，在日韓国・朝鮮人に対しては，少なくとも地方公共団体の選挙に参与

する権利を保障すべきである。 
 

３  公務就任権 

 (1) 結論と提言 
日本政府は，特別永住者が公務員になろうとする場合には，原則として，公務員就任

の機会を与えるべきであり，その機会を妨げる障害を除去すべきである。特に，国内人

権委員会の人権委員になる資格から，特別永住資格を有する外国籍住民を排除してはな

らない。20 
 (2) 委員会の懸念事項・勧告内容  

勧告１５21では，以下のとおり述べている。 
「家庭裁判所調停委員はいかなる公的決定権を持っていないことに留意するとと

もに，委員会は，日本国籍を持たない者は資質があるにもかかわらず調停委員とし

て調停処理に参加できないという事実に懸念を表明する。 
また，公職への日本国籍を持たない者の参画に関してデータが提供されていない

ことに留意する（第５条）。  
委員会は，調停処理を行う候補者として推薦された能力のある日本国籍を持たな

い者が家庭裁判所で活動できるように，締約国の立場を見直すことを勧告する。ま

た，次回報告において日本国籍を持たない者の公職への参画の権利に関して情報を

提供することを勧告する。」 
(3) 政府報告書の記述  

第１回・第２回政府報告書パラグラフ３２22には，「なお，我が国における外国人

の公務員への採用については，公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる

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

20 前掲日本弁護士連合会「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」  
21 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.15 
22 人種差別撤廃条約第 1 回・第 2 回定期報告（1999 年 6 月）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/
99/index.html 
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必ずしも日本国籍を必要としないものと解されており，在日韓国・朝鮮人の公務員

への採用についてもこの範囲で行われている。」との記述がある。 
さらに，第７～９回政府報告書パラグラフ１００23では，「外国人が家事調停委員

に就任できないことについては，公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わ

る公務員となるためには日本国籍が必要であるところ，裁判所の非常勤職員である

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該当し，

その就任には日本国籍が必要であると考えられることから，国籍を理由とした差別

的な取扱いには当たらない。」と記述している。 
(4) 日弁連の意見  

① 公務員には，国家公務員と地方公務員があるが，公務員たる資格として日本国

籍を必要とする規定は，憲法はもちろんのこと，国家公務員法，地方公務員法に

もない。 
にもかかわらず国家公務員の場合，法律よりも下位に位置づけられる人事院規

則が「日本の国籍を有しない者は，採用試験を受けることができない」とし，地

方公務員の場合は，行政庁である総務省が「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又は地方公共団体の意思の形成への参画に携わ

るものについては，日本国籍を有しないものを任用することはできない」とする。 
② その後，最高裁判所大法廷判決（２００５年１月２６日）は，特別永住資格を

有する韓国籍の在日韓国人が東京都の管理職選考試験の受験を求めた裁判におい

て，「外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは，本来我が国の法体系の

想定するところではない」という理由で，日本国民である職員に限って管理職に

昇任する措置を講じることも違法ではないとした。 
結論として，東京都が特別永住資格を有する韓国籍の在日韓国人の東京都にお

ける管理職選考試験の受験を拒否した行為は適法であるとした。 
③ また，日本では，いまだに「政府から独立した国内人権機関」が存在しないが，

この国内人権機関を設立するために，２０１１年８月２日に法務省から，「新た

な人権救済機関の設置について（基本方針）24」が公表され，２０１１年１２月

「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要 25」が公表された。この法案

においては委員について国籍条項は設けられていない。しかしながら，この日本

の人権救済機関の委員の資格についても，日本政府は，当然の法理を理由として，

外国人，特に，特別永住資格を有する在日韓国・朝鮮・台湾人は，委員の資格を

23 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.100 
24 新たな人権救済機関の設置について http://www.moj.go.jp/content/000077694.pdf 
25 人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要 http://www.moj.go.jp/content/000082631.pdf 
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有しないとした。 
すなわち，法務大臣は，「人権委員は，これは当然の法理というものがございま

して，日本国籍を持っている者でなければなりません。」と答えた 26。さらに，法

務省人権擁護局が２０１２年３月１６日に発表したＱ＆Ａ（新たな人権救済機関

の設置について）１０項には，「人権委員会の委員長や委員は，日本国籍を有する

者であることが当然の前提であり，外国人が就任することはありません。」と記載

されており，外国人を排除する内容となっている。 
法務省から公表された前記基本方針と概要において述べている人権救済機関と

は，いわゆる国内機構の地位に関する原則（以下「パリ原則」という。）に基づい

て設立が求められている国内人権機関のことである。パリ原則で求められている

国内人権機関の主たる任務は，国際人権法の国内的実施をその任務の１つとする。

具体的には，条約の重要な理念である「あらゆる形態の人種差別の撤廃」を重要

な任務としている。 
ところが，法務省は，差別の撤廃を任務とする人権救済機関の委員については，

当然の法理を根拠として日本国籍を持っていなくてならないとして，委員から特

別永住資格を有する在日韓国・朝鮮・台湾人を排除しているのである。 
１９９３年に国連総会にて採択された「パリ原則」の「構成並びに独立性及び

多様性の保障」の項目では，委員の任命について，以下のとおり，規定されてい

る。27 
「１ 国内機構の構成とそのメンバーの任命は，選挙によると否とにかかわらず，

人権の促進及び擁護にかかわる(市民社会の)社会的諸勢力からの多元的な代

表を確保するために必要な担保をすべて備えた手続に従った方法でなされな

ければならない。 
特に，それは，次に掲げるものの代表者との間に効果的な協力関係を築くこ

とを可能にする社会的勢力によって，又は次に掲げるものの代表者を参加させ

て，行われなければならない。 
(a)   人権と人種差別と闘う努力とを責務とするＮＧＯ，労働組合，例えば弁護士

会，医師会，ジャーナリスト協会，学術会議のような関係社会組織や専門家組

織」 
パリ原則によれば，日本の在日韓国人等に対する差別と偏見が根強く残存して

いる社会状況においては，差別の対象となっている外国籍，特に，在日韓国人・

26 第 177 回衆議院法務委員会第 17 号（2011 年 8 月 9 日） http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.ns
f/html/kaigiroku/000417720110809017.htm 
27 国内機構の地位に関する原則（パリ原則） http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.htm
l 

20 

                                            



朝鮮人・台湾人の委員が委員会に在籍することが望ましいのである。 
パリ原則は，人権を侵害されてきた側に立つ人々，差別されてきた側に立つ

人々の代表が構成メンバーに存在しない限り，人権救済の組織の実効性は確保で

きないという考え方に立っている。 
パリ原則の要請からしても，在日韓国人・朝鮮人・台湾人を人権委員会の委員

から排除する「当然の法理」というものは許容できない。 
④ 日弁連は，パリ原則の理念から，国内人権機関の委員資格について，「人種，民

族，信条，社会的身分，国籍，門地，障がい，疾病または性的指向により資格が

排除されてはならないこと 28」という規定を提案している。 
⑤ 日弁連の外国人の公務就任に関する意見を以下に挙げる。 

まず，日弁連は，国及び地方公共団体に対し，「永住外国人等への地方参政権付

与を始めとする立法への参画，公務員への就任などの行政への参画，司法への参

画を広く保障すること」を内容とする「外国人・民族的少数者の人権基本法や条

例の制定」を求めた 29。  
また，日弁連会長談話にて，前記最高裁判決に対し，「都が一律に管理職への就

任の道を閉ざしたことを是認することは，在日外国人，特に特別永住者の法の下

の平等，職業選択の自由を軽視するものであるといわざるを得ない」と指摘した 30。  
さらに，「特別永住者等の外国籍者がわが国において置かれている立場を十分考

慮した上でなおかつ真にやむ得ない理由が認められる場合であって，法律によっ

て制限する場合にのみ正当化される。この点，前記最高裁判決は，広範な範囲の

公務員について，その具体的職務内容を問題とすることなく公権力等行使等公務

員として当然に外国人の就任を拒絶することを認めるものであり不当である。31」

と指摘している。 
最後に「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条

に基づく第３回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」にて，「締約国は，『公

権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員』について日本国籍を

就任要件としているが，日本国籍を有しない者が就任することにより実質的な職

28 日本弁護士連合会「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」（2008 年 11 月 18 日） http://www.
nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/081118_4.pdf 
29 日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権

基本法の制定を求める宣言」（2004 年 10 月 8 日） http://www.nichibenren.or.jp/activit
y/document/civil_liberties/year/2004/2004_5.html 
30 日本弁護士連合会「東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話」（2005
年 1 月 28 日） http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2005/2
005_01.html）  
31 前掲日本弁護士連合会「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」  
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務遂行上の支障が生じる役職について法律で制限を定める場合を除き，広く日本

国籍を有しない者を一般職国家公務員その他の公務員に採用し，かつ，採用した

者について日本人と同様の昇進を認めるべきである。」という意見を出している 32。 
⑥ 一方，日本政府は，過去の国内人権機関に関する法案においては，常に，「当然

の法理」という法律上の根拠のない概念を設定して，あるいは法律の明文で，公

職，特に国内人権機関の委員から外国人，特に歴史的に日本社会に根付いている

特別永住資格を有する在日韓国人・朝鮮人・台湾人を排除しようとしてきた。し

かし，日本政府のこのような法案は，パリ原則及び日弁連の考え方と明確に矛盾

するものであり，到底許されない。 
⑦ 結論として，特別永住者（旧植民地出身者とその子孫）の公務員就任について

は，具体的職務の内容に照らして，原則として，公権力の行使又は公の意思の形

成への参画に携わる公務員であるかどうかを問わず，就任の機会を与え，その機

会を妨げる障害を除去するべきである。特に，特別永住資格を有する外国籍住民

を，人権委員会の人権委員になる資格から排除してはならない。 
 
４  再入国許可制度の問題点 

 (1) 結論と提言 
日本政府は，「みなし再入国許可」の制度が導入された現在もなお，出国して２年以

上経過した後に再入国することを希望する特別永住者に対し，その再入国の可否を法務

大臣の自由裁量に委ねている。係る制度は直ちに廃止し，特別永住者に対し，日本人と

同様に自由な再入国を保障するべきである。 
(2) 政府報告書の記述 

日本政府は，特別永住者の再入国許可の有効期限について，２０１２年７月の入

管法改正により，４年から６年に伸張され，また日本国外での再入国許可延長の期

間については，当初の許可から７年に伸張されたこと 33，及び，「みなし再入国許可」

の制度が導入され，有効な旅券等を所持して出国する特別永住者は，出国後２年以

内に再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要がなくなったこと 34につ

いて指摘している。 
 (3) 日弁連の意見 

32 日本弁護士連合会「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づく第 3
回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」（2013 年 1 月 18 日）P.33  http://www.nichibenren.or.jp
/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/society_report_3_ja.pdf 
33 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.39   
34 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.40 
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確かに，上記入管法の改正は，従来の制度と比べて再入国許可制度の利便性を高

めるものである。 
しかし，出国後２年経過後に再入国を希望する特別永住者には，「みなし再入国許

可」の制度が適用されない。よってその場合特別永住者は，従来どおり，出国前に

法務大臣から再入国許可を受ける必要があり，その許可は法務大臣の自由裁量に委

ねられている。係る法制度は，特別永住者の出国及び入国の自由や，その生活の基

盤である居住国である自国を離れ及び自国に戻る権利を侵害し，条約第５条(d)(ii)
に違反している。 

国連自由権規約委員会も，第４回日本政府報告書審査の最終見解にて，「日本で生

まれた韓国・朝鮮人のような永住者については，再入国のために事前に許可を取得

する必要性を取り除くことを強く要請する。」と指摘している 35。 
よって，日本政府は直ちに特別永住者に対する再入国許可制度を廃止するべきで

ある。 
 

５  朝鮮人学校の資格問題 

(1) 結論と提言 
外国人学校卒業生の大学入学資格要件を緩和した２００３年の日本政府方針は，朝鮮

学校とそれ以外の外国人学校との間に新たな差別的取扱いを生じさせるものである。よ

って，他の外国人学校・民族学校卒業生と同様に，朝鮮学校卒業生に対しても，一律に，

大学入学資格を認めるべきである。36 
(2) 委員会の懸念事項・勧告内容 

委員会は勧告２２において，「委員会は以下の事項を含め，子どもの教育に差別的

な影響を及ぼす行為について懸念を表明する。（中略）学校の認定。教育課程の同等

性や高等教育への入学に関連する障害」と述べている。37 
(3) 政府報告書の記述 

政府報告書は，パラグラフ４４と４５において「２００３年９月には，大学入学

資格の弾力化のための制度改正を行い，我が国において，高等学校に対応する外国

の学校の課程と同等の課程を有するものとして外国の学校教育制度において位置づ

35 国連自由権規約第 40 条に基づき日本から提出された報告の検討，B 規約人権委員会の最終見解（CCP
R/C/79/Add.102，1998 年 11 月 19 日）Para.18  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.ht
ml 
36 日本弁護士連合会「中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱い

に関する人権救済申立事件（勧告）」（2008 年 3 月 24 日）http://www.nichibenren.or.jp/a
ctivity/document/complaint/year/2008/2008_2.html 
37前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.22 
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けられた教育施設の課程を修了した者に，大学入学資格を認めることとした。東京

韓国学校も当該教育施設として位置づけられており，これを卒業した者には大学入

学資格を認めている。「 
「また，同改正により，大学の個別審査により個人の学習歴等を適切に審査して

高校卒業と同等以上の学力があると認められる者については，韓国・朝鮮人学校卒

業者を含め，大学入学資格を認めることとした。」と記述している。38 
(4) 日弁連の意見 

政府報告書が述べるとおり，２００３年以降，大学入学資格に関して弾力化が図

られたことは事実であり，歓迎される。しかし，新たな方針は，朝鮮学校の卒業生

と，その他の外国人学校の卒業生との間に新たな差別的取扱いを生み出している。 
すなわち，新たな方針に基づいて一律，大学入学資格が認められる外国人学校の

卒業生とは，「我が国において，高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程

を有するものとして外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の課程を

修了した者」に限るところ，朝鮮学校については朝鮮民主主義人民共和国と日本と

の国交がないため，その学習内容が上記の要件を満たすか否かについて照会が不能

であるとの理由から，その卒業生については，当然には大学入学資格が認められず，

各大学の自主的判断に委ねるほかないとされたのである。 
しかもその一方で，朝鮮民主主義人民共和国と同様に，日本との間に国交がない

台湾の中華学校については，教育課程の内容が確認できたとして，その卒業生の大

学入学資格を一律に認めている。 
このように，政府の新たな方針は，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た教育システムが整っている朝鮮学校を，

大学入学資格が認められる外国人学校から排除するという，外国人学校・民族学校

間の新たな差別を生み出している。 
また，確かに上記方針に基づいて，その後，ほとんどの大学は，朝鮮学校の卒業

生についても大学入学資格を自主的に認め門戸を開放している一方，２００７年１

月に，玉川大学一般入試に出願しようとした朝鮮学校の生徒が，大学側から「朝鮮

学校の生徒には受験資格がない」として受験を拒否されるという事件が発生した。

係る事態は，各大学の自主的判断に委ねるという政府の方針が，朝鮮学校の卒業生

に対して極めて不安定な状況を強いるものであることを改めて浮き彫りにしている。 
日弁連は，２００８年３月２４日，朝鮮学校を申立人とする人権救済申立事件に

関連し，以上の差別的取扱いは，朝鮮学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を

38 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.44,45 
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侵害するものであるとして，内閣総理大臣，文部科学大臣宛にこのような取扱いを

改めるよう勧告している 39。 
 
６  朝鮮人学校に対する財政援助の問題 

(1) 結論と提言 
日本政府は，朝鮮学校を他の外国人学校と差別することなく，高校無償化法の適用対

象とするべきである。40 
(2)委員会の懸念事項・勧告内容 

委員会は勧告２２において，「委員会は以下の事項を含め，子どもの教育に差別

的な影響を及ぼす行為について懸念を表明する（略） 
（d）締約国に居住する外国人及び韓国・朝鮮系（Korean），中国系の学校に対す

る公的支援や補助金，税制上の優遇措置に関する異なる扱い 
（e）締約国において現在国会にて提案されている公立及び私立の高校，専修学校

（technical colleges）並びに高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を無

償とする法制度変更において，北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治

家の姿勢」と述べている。41 
(3) 政府報告書の記述 

政府報告書パラグラフ１１０では，公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援

金制度について，「各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類す

る課程を置くものとして文部科学大臣が指定する学校に在学する生徒であれば，国

籍を問わず制度の対象となっている。」と記述している。42 
(4) 日弁連の意見 

日本における外国人学校・民族学校は，学校教育法第１条の「学校」として認め

られておらず，自動車教習所と同じ「各種学校」（同法第１３４条）として位置付

けられている。そのため，朝鮮学校を始めとする外国人学校に対して国庫からの助

成金はなかった。 
ところが，２０１０年４月１日に，公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等

学校等就業支援金の支給に関する法律（以下「高校無償化法」という。）が成立し

39 日本弁護士連合会「中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱い

に関する人権救済申立事件（勧告）」（2008 年 3 月 24 日 ) http://www.nichibenren.or.jp/librar
y/ja/opinion/hr_case/data/080324.pdf 
40 日本弁護士連合会「朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長

声明」http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130201.ht
ml 
41 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.22 
42 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.110 
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た。同法は，公立高校については授業料を無償とし，私立高校及び高校の課程に類

する課程をおく外国人学校の生徒には就学支援金を支給するというものである。し

かし，多くの外国人学校が同法に定める就学支援金の支給対象校として指定される

（すなわち，高校無償化法の適用対象となる）中，朝鮮学校は同法に定める就学支

援金の支給対象校として指定されない（すなわち，高校無償化法の適用対象となら

ない）という新たな差別が発生した。 
日本政府は，朝鮮学校が行った就学支援金の支給対象校として指定するよう求め

る申請に対して速やかに結論を出さず，２年以上も審査を続けることで，事実上，

朝鮮学校を就学支援金の支給対象から排除した（すなわち，高校無償化法の適用対

象として認めなかった）。 
しかも，日本政府は２０１３年２月２０日，朝鮮学校に対して高校無償化法を適

用する余地を閉ざすため，高校無償化法施行規則の改正を行った。 
従来の高校無償化法施行規則は，インターナショナルスクールや民族学校等の外

国人の子どもが在籍する学校について，①大使館等を通じて本国における高校と同

等程度の課程を有するものと確認できる学校及び，②国際的評価機関の認定を受け

た学校を制度の対象とする一方，③これに該当しない学校についても，日本との国

交の有無にかかわらず，日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校に

ついては，文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とする

ことができることとしていた。そして，日本政府は日本と朝鮮民主主義人民共和国

との国交がないことを理由に，朝鮮学校は①に該当しないと判断しており，朝鮮学

校は欧米系インターナショナルスクールではないため上記②にも該当しない。そこ

で朝鮮学校は，上記③の規定に基づき，就学支援金の支給対象校として指定するよ

う申請を行っていた。 
ところが，改正後の施行規則は，上記③の個別指定の根拠条文を削除した。この

ことによって，朝鮮学校が，就学支援金の支給対象校として指定される余地は失わ

れた。 
上記の施行規則改正を経て文部科学省は，２０１３年２月，申請を行っていた全

ての朝鮮学校について，高校無償化法に基づく就学支援金の支給対象校として指定

しない処分を行った。すなわち文部科学省は，朝鮮学校を高校無償化法の適用対象

から正式に排除したのである。 
これは，委員会が前回審査の最終見解において懸念していた，「韓国・朝鮮系、

中国系の学校に対する公的支援や補助金、税制上の優遇措置に関する異なる取り扱
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い43」が，強化されたことを意味する。 
また，委員会が懸念していた「高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を

無償とする法制度変更において，北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政

治家の姿勢」が，単なる「政治家の姿勢」にとどまらず，政府としての正式決定と

なったことを意味する。 
日弁連は，２０１３年２月１日，文部科学大臣に宛てて，上記施行規則改正は，

朝鮮民主主義人民共和国との国交がないことや拉致問題の進展の度合いなど，子ど

もの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない事柄を根拠に就学支援金の給付を否

定する（高校無償化法の適用を拒否する）差別的取扱いに当たると指摘して，省令

改正案を撤回するよう勧告している。44 
なお委員会は，朝鮮学校を「北朝鮮の学校」と表現しているが，これは正確では

ない。確かに，日本の朝鮮学校は，朝鮮民主主義人民共和国を祖国として位置づけ

ており，朝鮮民主主義人民共和国本国とのつながりもある。しかし，朝鮮学校は朝

鮮民主主義人民共和国本国の法律に基づいて設立された学校ではなく，在日朝鮮人

が自らの子どもたちを教育するために自主的に作り上げた学校である。 
朝鮮学校のカリキュラムも朝鮮民主主義人民共和国本国のものとは異なっている。

例えば，朝鮮民主主義人民共和国の教育課程は小学校４年，中学校６年であり，義

務教育は幼稚園年長組の１年，小学校・中学校の１０年の合計１１年である。これ

に対して朝鮮学校は，日本と同じ６・３・３・４制をとっている。時間割にもかな

りの相違がある。また，教科書も朝鮮民主主義人民共和国の国定教科書ではなく，

在日朝鮮人が編纂したものを用いている。 
 

７  公立学校における民族学級の制度的・組織的取組 

 (1) 結論と提言 
在日韓国・朝鮮人の子どもの韓国・朝鮮の言葉や文化を学習する権利の保障という観

点から，日本政府及び地方公共団体は，少なくとも在日韓国・朝鮮人の子どもが一定数

在籍する学校においては，その民族の言語や文化を学習する民族学級の設置を制度とし

て保障すべきである。45 
(2) 委員会の懸念事項・勧告内容 

43 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.22 
44 日本弁護士連合会「朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長

声明」（2013 年 2 月 1 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/ye
ar/2013/130201.html 
45 前掲日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人

権基本法の制定を求める宣言」  
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委員会は，「アイヌの子どもやその他の国のグループの子どもが自らの言語に関す

る教育や自らの言語による教育を受ける適切な機会の欠如に懸念を表明し，そのよ

うな適切な機会を提供することを慫慂する」と述べている。46 
(3) 政府報告書の記述 

政府報告書パラグラフ１２８は，「（公立学校において）子どもたちが国際的視野

を持ち，異なる習慣や文化を持った人々を理解し，共に生きていくための資質や能

力を育成することも重要であり，現在各学校において，社会科などの各教科，道徳，

特別活動や総合的な学習の時間等を通じて国際理解教育が行われている。その中で，

地域の実情や当該児童生徒の実態等に応じて，外国人の児童生徒の母語，母文化等

に関する学習を，総合的な学習の時間等を活用して行うことも可能である。なお，

母語・母文化等に関する学習を，課外活動において行うことも可能であり，複数の

地方公共団体において実践されているところである。」と記述している。47 
(4) 日弁連の意見 

公立小中学校においては，韓国・朝鮮の歴史，文化，言葉などを教えない。このた

め，大阪府，京都府，東京都，神奈川県等の在日韓国・朝鮮人の多住地域における

一部の公立小中学校で，民族学級を設けている。民族学級は，在日韓国・朝鮮人の

子どもが，自己の文化や言語に親しみ，自分のルーツやアイデンティティに誇りを

持つ重要な教育の場として機能している。 
しかし，このような民族学級は何ら制度として確立されたものではない。在日韓

国・朝鮮人の子どもが，たとえ一定数在籍している学校であっても，民族学級の設

置を権利として要求できるわけではない。大阪高等裁判所は２００８年１１月２７

日の判決で，高槻市教育委員会が，小中学校８校で実施していた民族学級を全廃し

たことにつき，民族学級の設置存廃は教育委員会の裁量に属することであり，マイ

ノリティの子ども達に民族学級の設置存続を要求する具体的権利は認められない旨

を判示した。同判決は併せて，「マイノリティの教育権」（公の費用負担のもと，マ

イノリティとしての教育を受け，マイノリティの言語を用い，マイノリティの文化

について積極的に学ぶ環境を享受できる権利）に関して「条約第２条第２項は，そ

の規定の仕方からして，締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき

政治的責任を負うことを定めたにすぎず，この規定から直ちに，マイノリティの教

育権という具体的な権利が保障されていると認めることはできない。」と述べた。 
しかし，マイノリティの子どもの学習権保障という観点から，日本政府及び地方公

共団体は，少なくともマイノリティが一定数在籍する学校においては，その民族の

46 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.22 
47 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.128 
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言語や文化を学習する民族学級の設置を制度として保障すべきである。 
 

８  国民年金制度 

  (1) 結論と提言 
在日韓国・朝鮮人高齢者（１９２６年１月１日以前に生まれた者）及び同障がい者（１

９８２年１月１日時点で障がいのあった２０歳以上の者）が国民年金に加入できず，老

齢福祉年金・障害基礎年金の支給対象とならないことは，条約第５条(e)(ⅳ)に反する。

日本政府は，上記の者にも年金が支給されるよう速やかに関連法を改正し，救済措置を

講ずるべきである。48 
(2) 日本政府報告書の要旨 

前回以降，在日韓国・朝鮮人高齢者や同障がい者の国民年金支給問題について状

況の変化はないが，政府報告書には，在日韓国・朝鮮人国民年金問題に関する記載

はない。 
(3) 日本政府報告書の問題点 

国連人権委員会が任命した特別報告者（ドゥドゥ・ディエン氏）は，２００５年

７月及び２００６年１月に我が国を訪問した結果として報告書において，在日外国

人の無年金高齢者問題について懸念を示し，「日本政府は，就労年齢時に存在した国

籍条項により年金の給付を受けることができない７０歳以上の在日朝鮮人に対する

救済措置を採るべきである」と勧告した。49 
また，国連自由権規約委員会は，第５回日本政府報告書に対する最終見解におい

て，「委員会は国籍条項の削除が不遡及であることが，２０歳から６０歳の間に最低

２５年間年金保険料を払わなければならないという要件と相まって，多数の外国人，

主に１９５２年に日本国籍を喪失した韓国・朝鮮人をして，国民年金制度の下での

年金受給資格から事実上排除する結果となっていることに，懸念をもって留意する」

とし，このことが「１９６２年前に生まれた障がいをもつ外国人にも同じことがあ

てはまる」と指摘した上で，日本政府に対し，「外国人を国民年金制度から差別的に

排除しないことを確保するため，国民年金法の年齢制限規定によって影響を受けた

外国人のための経過措置を講ずるべきである」と勧告した。50 

48 前掲日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人

権基本法の制定を求める宣言」  
49 現代的形態の人種主義，人種差別，外国人嫌悪及び関連する不寛容に関する特別報告（E/CN.4/2006/1
6/Add.2，2006 年 1 月 24 日）http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/103/96/PDF/G06103
96.pdf?OpenElement 
50 規約第 40 条に基づき締約国から提出された報告書の審査－国際人権（自由権）規約委員会の総括所見

（2008 年 10 月 30 日）Para.30 http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/t
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また，これらの無年金問題について，日本政府が何ら救済措置を講じない点につ

いては，憲法違反であるとして，各地において，国家賠償請求訴訟が提起されてい

る。 
にもかかわらず，政府報告書は，係る問題について何ら記載していない。 

(4) 日本弁護士連合会の意見 
１９５９年に始まった国民年金制度においては，永きに渡り国籍条項が存在した。

１９８２年１月１日に国籍条項が撤廃され，さらに，１９８６年には年金保険料支

払期間が最低必要加入年数である２５年に満たない場合にもその不足期間を算入す

ることができるいわゆる「カラ期間」が認められるようになり，多くの在日韓国・

朝鮮人が国民年金制度に加入することが可能となった。 
しかしながら，国民年金法の改定に伴うしかるべき経過措置が採られなかったた

め，①１９２６年１月１日以前に生まれた在日韓国・朝鮮人の高齢者，②１９８２

年１月１日時点で２０歳を超え且つ既に障がいを持っていた障がい者は，国民年金

制度による基づく年金の支給を受けられずにいる。 
日本政府が，無年金者を生み出さないよう経過措置を講じなかったことについて

は，現在国家賠償訴訟が提起されているが，同訴訟において日本政府は，年金制定

時の国籍条項や救済措置を設けなかったことの裁量は立法府にあり，著しく合理性

を欠くものではない限り，憲法に違反しないとしている。 
しかし，日本に長年居住する在日韓国・朝鮮人の生活実態は日本国民と変わらな

いのであり，また，在日韓国・朝鮮人が日本に定住することになった経緯は看過で

きないのである。また，在日韓国・朝鮮人は一方的に日本国籍をはく奪されており，

そのような在日韓国・朝鮮人の高齢者，障がい者を無年金状態として放置すること

は，条約第５条(e)(ⅳ)に違反する。 
  社会保障制度は，社会の構成員が互いに連帯して支えあう制度であり，その中に排

除や差別があってはならない。 
日本政府は，無年金状態の韓国・朝鮮人の高齢者，障がい者に対し，年金が支給さ

れるよう速やかに関連法を改正し，救済措置を講ずるべきである。 
 

９  永住者証明書 

 (1) 結論と提言 
永住外国人である，在日韓国・朝鮮人に対し，特別永住者証明書の提示を義務付ける

こと及びこの違反に刑事罰を科すことは，第５条(d)(i)（移動の自由）に反する。日本政

reaty/data/Concluding_observations_ja.pdf 
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府は直ちにこの制度を廃止すべきである。51 
(2) 日本政府報告書の要旨 

   日本政府報告書パラグラフ３７及び３８は，２０１２年７月の外国人登録法の廃

止，出入国管理及び難民認定法及び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」という。）の改正

後，永住外国人である在日韓国・朝鮮人に対し，特別永住者証明書の受領及び提示

を義務づけ，これらの違反に対し刑事罰を設けていることに言及していない。52 
(3) 日本政府報告書の問題点 

２０１２年７月の外国人登録法の廃止，出入国管理特例法の改正により，旧植民

地出身者及びその子孫である在日韓国・朝鮮人に対しては，従来の外国人登録証に

代えて，特別永住者証明書が交付されることとなった。特別永住者は，入国審査官，

入国警備官，警察官，海上保安官等の公務員が，その職務の執行に当たって提示を

求めたときは，これを提示する義務があり，違反に対しては，１年以下の懲役又は

２０万円以下の罰金という刑事罰の対象となっている。 
特別永住者証明書の交付対象となる在日韓国・朝鮮人は，その９５％以上が，日

本で生まれた２世以後の者であり，長年，日本で平穏に居住してきた者であって，

身分関係・居住関係の明確性において日本国民と異なるところはない。日本国民に

は，身分登録証等の提示義務は課されていない。 
改正後の出入国管理特例法において，従来の外国人登録法に規定されていた常時

携帯義務が廃止されたことは一定の評価をすることができるが，提示義務を課し，

その違反に刑事罰が科されるのであれば，常時携帯義務を廃止されても，差別が完

全に解消されることにはならない。 

51 日本弁護士連合会「外国人の在留管理を強化する入管法等の「改正」法案に対する会長声

明」（2009 年 4 月 24 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/ye
ar/2009/090424.html  
52 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.37,38 
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第３部  定住外国人 

第１  総論 

日本における外国人登録者数は，２０１１年末現在で，２０７万８，５０８人で，ピ

ークであった２００８年の２２１万７，４２６人から１４万人弱減少している（第７～

９回政府報告書，別添３： 国籍（出身地）別外国人登録者数の推移参照 53）ものの，

依然として２００万人を超えている。 
地域別では，２０１１年末現在,アジア出身者が１６５万人を超え，外国人登録者数の

７９．６％にあたり多いものの，南米出身者が２７万人を超え，全体の１３．３％にあ

たっており,アジアの次に多い（第７～９回政府報告書，別添２：地域別外国人登録者数

の推移参照 54）。国別にみても，２０１１年末現在,中国(約６７万５千人)，韓国・朝鮮（約

５６万６千人）に次いでブラジル出身者が３位(約２１万人)となっており，４位フィリ

ピン(約２１万人)，５位ペルー（約５万３千人）となっている。 
リーマンショックの影響もあり，ブラジル・ペルー出身者などの「New Comer」と呼

ばれる定住外国人の数は減っているものの，上記のとおり,外国人登録者数において，依

然として高い人数を保っている。 
定住外国人に対しては，前回の政府報告書審査の時と同様，旧植民地出身者とは別に

民族的，人種的差別が問題として継続しており，また，新たな問題も生じている。 
 

第２  定住外国人一般 

１  国及び地方の公の当局及び機関による差別の禁止 

(1) 在留カード・外国人住民票制度 
  ① 住民基本台帳制度 
   ア 結論と提言 
在留カード及び外国人住民票制度は，一定の在留資格のある外国人のみを対象とする

が，これによって，在留カードの交付及び住民基本台帳への記載の対象とならない外国

人住民が，教育，緊急医療，母子保健等の行政サービスを事実上受けられなくなり，第

５条(e)(iv)(v)に違反する事態が生じる恐れが生じている。日本政府は，この問題に対し，

実効的な措置を採るべきである。55 

53 人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告別添（2013 年 1 月）別添 3：国籍（出身地）別外

国人登録者数の推移 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/pdfs/houkoku_789_2.pdf 
54 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告別添，別添 2：地域別外国人登録者の推移 
55 日本弁護士連合会「外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての会
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イ 日本政府報告書の要旨 
日本政府報告書パラグラフ２８は，「外国人の適正な在留管理の確保と適法に

在留する外国人の利便性の向上に資するため，２０１２年７月から新しい在留

管理制度を導入するとともに，外国人登録制度を廃止した 56」旨を述べるが，

これによって，従来の外国人登録制度の下では登録の対象となっていた，在留

期間が３月以下の外国人や非正規滞在者が登録の対象外となったことに言及

していない。 
ウ 日本政府報告書の問題点 

２０１２年７月の外国人登録法の廃止，出入国管理及び難民認定法，住民基

本台帳法等の改正により，従来の外国人登録制度は廃止され，旧植民地出身者

及びその子孫である在日朝鮮人・韓国人に対しては特別永住者証明書が，その

他の在留資格を有する外国人で，在留期間３月以下の者や，公用・外交の在留

資格の者等以外に対しては，在留カードが交付された。 
また，従来は，日本国民のみを対象とする住民基本台帳と，外国人を対象と

する外国人登録は，別個の制度とされていたが，特別永住者，在留カードの交

付対象となる外国人等については，日本人と同じく住民基本台帳に記載された。 
従来の外国人登録制度は，在留資格の有無を問わず，一定以上の期間日本に

滞在する外国人全てを対象にしていたが，これら「新しい在留管理制度」にお

いては，在留期間３月以下の外国人や非正規滞在者は，在留カード，住民基本

台帳制度のいずれについても対象となっていない。 
日本政府は法改正前に，「新たな在留管理制度の導入によって，従来，在留資

格の有無を問わずに外国人住民にも提供されてきた教育，緊急医療，母子保健

等の行政サービスが後退するものではない」旨述べているが，従来，地方自治

体の外国人住民に対する行政サービスは，外国人登録に基づいて実施されてき

たところ，新しい在留管理制度の導入により，住民基本台帳の対象とならない

外国人住民を，行政が把握する手段がなくなってしまった。したがって，これ

らの外国人住民については，従来であれば子どもが就学年齢になれば送られて

きていた就学案内が届かなくなるなど，従来，在留資格にかかわらず受けるこ

長声明」（2012 年 7 月 9 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/
year/2012/120709.html 

日本弁護士連合会「出入国管理及び難民認定法並びに住民基本台帳法の改正法の成立に際

しての会長声明」（2009 年 7 月 8 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/st
atement/year/2009/090708.html  

日本弁護士連合会「外国人の在留管理を強化する入管法等の「改正」法案に対する会長声

明」  
56 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.28 
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とができた教育，緊急医療，母子保健等の行政サービスを受ける権利が，事実

上，制限される恐れが生じている。 
日本政府は，非正規滞在者のうち仮放免許可を受けた者については，その居

住地等を地方自治体に通知する措置を採っているが，この措置の対象となる外

国人は，住民基本台帳制度の対象外となっている外国人の一部にすぎない。 
  ② 在留カードの常時携帯義務 
   ア 結論と提言 
 永住者等の日本に生活基盤を持つ外国人に対し，在留カードの常時携帯及び提示を義

務付けること及びこれらに対する違反に刑事罰を課すことは，第５条(d)(i)（移動の自由）

に反する。日本政府は直ちにこの制度を廃止すべきである。57 
イ 日本政府報告書の要旨 

日本政府報告書パラグラフ２８は，２０１２年７月の新しい在留管理制度の

導入について述べるが，同制度に基づき，永住者等の在留カードの交付対象に

なる外国人に対し，在留カードの常時携帯及び提示が義務づけられ，その違反

に対して刑事罰が科されていることに言及していない。58 
ウ 日本政府報告書の問題点 

２０１２年７月の外国人登録法の廃止，出入国管理及び難民認定法の改正に

より，在留資格を有する外国人のうち，特別永住者証明書制度の対象となる旧

植民地出身者及びその子孫，在留期間が３月以下であるなど一部の者を除く者

は，従来の外国人登録証に代えて，在留カードが交付されることとなった。在

留カードの交付の対象となった外国人には，在留カードを常時携帯すること，

入国審査官，入国警備官，警察官，海上保安官等の公務員が，その職務の執行

に当たって提示を求めたときは，これを提示する義務が課され，常時携帯義務

の違反に対しては２０万円以下の罰金，提示義務の違反に対しては１年以下の

懲役又は２０万円以下の罰金という刑事罰が科されている。 
２０１２年１２月の統計によると，日本に在留する外国人２０３万３，６５

６人のうち，特別永住者である在日韓国・朝鮮人３８万１，３６４人（約１９％）

のほか，約３１％にあたる６２万４，５０１人が永住許可を受けている。この

ように，日本で平穏に居住してきた者に対し，日本人には課されていない身分

57 前掲日本弁護士連合会「外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての

会長声明」  
日本弁護士連合会「新たな在留管理制度の構築及び外国人台帳制度の整備に対する意見

書」（2009 年 2 月 19 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/09
0219.pdf http://www.nichibenren.or.jp/en/document/opinionpapers/20090219.html 
58 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.28 
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登録証等の常時携帯義務及び提示義務を課し，これに対する違反に刑事罰を科

すことは，第５条(d)(i)（移動の自由）に反する。 
国連自由権規約委員会は，第４回日本政府報告書審査に対する最終見解にお

いて，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，国連自由権規約第２６条に適合しないとの意見を表明

した。59その後，日本政府は，特別永住者（主に旧植民地出身の在日韓国・朝

鮮人及びその子孫）に交付される特別永住者証明書ついてのみ常時携帯義務を

廃止したが，その他の永住者に交付される在留カードについては，依然として

常時携帯義務及びその違反に対する刑事罰が維持されている。 
(2) 刑事手続上の差別 

  ① 結論と提言 
警察・検察・裁判所における刑事手続と人権，外国人の人権についての教育を徹底す

るべきである。60 
外国人被疑者の供述調書については、母国語での調書の作成が認められるべきであ

る。61 
② 日本政府報告書の要旨 

政府報告書パラグラフ７０，７１及び７２にて、警察職員について人権教育を

行っている旨，パラグラフ７３にて、検察職員に対して人種差別撤廃条約を含む

国際人権条約について講義している旨，パラグラフ７７にて、裁判官・司法研修

所の研修において，刑事手続と人権・外国人の人権・国際人権条約等の国際人権

法に関わる講義を実施している旨について記述している。62 
③ 日弁連の意見 

上記政府報告書においては，いかなる教育が具体的に行われ，どのような措置

が採られているか明確に述べられておらず，警察・検察・裁判所における刑事手

続と人権，外国人の人権についての教育内容が，徹底されるべきであるといえる。 
前回の政府報告書と同様に，刑事手続上の取調べでは，日本語を母語としない

外国人被疑者の調書は日本語でしか認められておらず，通訳人の通訳内容と異な

る調書が作成されている可能性が払拭できない状況となっている。 
したがって，外国人被疑者の供述調書については母国語での調書の作成が認め

59 前掲国連自由権規約第 40 条に基づき日本から提出された報告の検討，B 規約人権委員会の最終見解 
60 日本弁護士連合会「政府から独立した調査権限のある人権機関の設置を求める宣言」（200
0 年 10 月 6 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/200
0/2000_3.html 
61 日本弁護士連合会「法廷通訳についての立法提案に関する意見書」（2013 年 7 月 18 日）ht
tp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130718_3.pdf 
62 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.70,71,72,73,77 
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られるべきである。 
(3) 生活保護及びこれに関する行政不服審査手続上の差別 

    ① 結論と提言 
日本政府は，生活に困窮している定住外国人に対し実施している生活保護につき，そ

れが定住外国人の権利であることを認め，生活保護に関する処分について定住外国人が

行政不服審査法に基づく救済を受けることを認めるべきである。63 
② 日本政府報告書の要旨 

政府報告書パラグラフ１２３には，「２０１０年度における，世帯主が外国人で

ある生活保護世帯に属する人員数は６８，９６５人となっている。64」との記述

があり，世帯主が外国人である生活保護世帯に属する人員数の割合は，年々増加

傾向にある（第７回～９回政府報告書，別添１：世帯主が外国人である生活保護

世帯に属する人員数参照 65）。 
③ 日本政府報告書の問題点 

政府報告書は，その序論において，「我が国は，憲法の理念に基づき，人種，

民族等も含めいかなる差別もない社会を実現すべく努力してきており，我が国は，

今後もいかなる差別もなく，一人一人が個人として尊重され，その人格を発展さ

せることのできる社会をめざし，たゆまぬ努力を行っていきたい 66」と示しなが

らも，我が国に居住する定住外国人に対し，生活保護の受給を権利として認めて

いない。 
昨今，生活保護法についての改正案が提出されているが，ここにおいても，定

住外国人に生活保護法上の保護を受けることを権利として認め，生活保護の受給

主体に含める議論はなされていない。 
④ 日弁連の意見 

１９４６年１１月制定の旧生活保護法では，国籍条項がなかったものの，１９

５０年に成立した現行法では，同法第２条において，「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受けることができる」として，

「国民は」という文言を盾に日本国籍者以外は生活保護を受ける権利を認めず，

あくまで「恩恵」として保護してもよい対象としている。 
したがって，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

63 前掲日本弁護士連合会「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回日本政

府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」第 3 部 2(1)(ⅲ) 
64 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.123 
65 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告別添，別添 1：世帯主が外国人である生活保護

世帯に属する人員数 
66 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.3 
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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ができない。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，これを排除する途として不服申立制度が

設けられているが，外国人の場合は不服の申立てをすることができないのである。 
このような不服申立制度は，簡易・迅速な権利救済に資するのであるが，外国

人の場合には利用できず，行政訴訟を裁判所に提起するという経済的・手続的負

担を強いられるのである。 
このような日本政府の取扱いは，内外人平等の原則に立って社会保障制度を適

用し，いかなる差別もなく，一人一人が個人として尊重され，その人格を発展さ

せることのできる社会を目指す姿勢と明らかに矛盾するものである。また，世帯

主が外国人である生活保護世帯に属する人員数の割合が，年々増加傾向にあると

いう現状にも逆行するものである。 
よって，日本政府は，これを是正し，定住外国人が生活保護を受給する権利を

有していることを認め，行政不服審査法による救済を受けることを認めるべきで

ある。 
(4) 司法参画 

  ① 結論と提言 
最高裁判所は民事調停委員及び家事調停委員並びに司法委員の採用について，公権力

の行使を理由として外国人を採用しないとの取扱いを改め，日本国籍の有無にかかわら

ず，等しく採用すべきである。67 
  ② 日本政府報告書の要旨 

政府報告書パラグラフ１００において，「外国人が家事調停委員に就任できな

いことについては，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が必要であるところ，裁判所の非常勤職員である調停

委員は，公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に該当

し，その就任には日本国籍が必要であると考えられることから，国籍を理由とし

た差別的な取扱いにあたらない。」との記述がある。68 
③ 政府報告書の問題点 
ア 委員会の懸念事項・勧告事項 

委員会は勧告１５において，「家庭裁判所調停委員はいかなる公的決定権を

持っていないことに留意するとともに，委員会は，日本国籍を持たない者は資

質があるにもかかわらず調停委員として調停処理に参加できないという事実

67 前掲日本弁護士連合会「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」 
68 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.100 
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に懸念を表明する。また，公職への日本国籍を持たない者の参画に関してデー

タが提供されていないことに留意する（第５条）。委員会は，調停処理を行う

候補者として推薦された能力ある日本国籍を持たない者が家庭裁判所で活動

できるように，締約国の立場を見直すことを勧告する。また，次回報告におい

て日本国籍を持たない者の公職への参画の権利に関して情報を提供すること

を勧告する。」と述べている。69 
イ 日弁連の意見 
ａ  民事及び家事調停委員は市民の間の民事・家事紛争を解決するために，当

事者の話し合いを仲介し，合意に至るように調整する役割を担うものである。

弁護士たる調停委員は弁護士会の推薦に基づき，最高裁判所が任命すること

とされている。司法委員は簡易裁判所の訴訟手続において，和解を試み，裁

判所の補助者として，当事者の話し合いを調整する役割を担う。弁護士たる

司法委員は弁護士会の推薦に基づき，地方裁判所が任命することとされてい

る。 
ｂ ２００３年３月，兵庫県弁護士会が，神戸家庭裁判所に韓国籍の会員を家

事調停委員候補者として推薦したところ拒否された。２００６年３月に仙台

弁護士会が韓国籍の会員を家事調停委員の候補者に推薦したところ拒否され

た。さらに，同年３月に東京弁護士会が韓国籍の会員を司法委員に推薦した

ところ拒否された。２００７年秋に仙台弁護士会，東京弁護士会，大阪弁護

士会，兵庫県弁護士会がそれぞれ韓国籍の弁護士を推薦したところ（東京弁

護士会は民事調停委員１名，その他の弁護士会は家事調停委員合計４名），

２００７年１２月から２００８年３月にかけて，いずれも拒否された。その

後も最高裁判所は毎年のようにこれらの単位会からの推薦（上記単位会の外，

第二東京弁護士会，京都弁護士会からの推薦もなされている）に対し，こと

ごとく採用を拒否し，今日に至っている。これらに対し，各弁護士会は総会

決議，会長声明あるいは意見書を最高裁に送付している。 
ｃ 日弁連より，調停委員，司法委員の採用について日本国籍を必要とする理

由について最高裁判所に照会したところ，２００８年１０月１４日付で最高

裁判所事務総局人事局任用課より，「照会事項について，最高裁判所として

回答することは差し控えたいが，事務部門の取扱は以下の通りである」とし

て，法令等の明文上の根拠規定はないとしながらも，「公権力の行使に当た

る行為を行い，もしくは重要な施策に関する決定を行い，又はこれらに参画

69 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.15 

38 

                                            



することを職務とする公務員には，日本国籍を有する者が就任することが想

定されていると考えられるところ，調停委員及び司法委員はこれらの公務員

に該当するため，その就任のためには日本国籍が必要と考えている。」との

回答があった。 
ｄ 調停委員に関する最高裁判所規則は，「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必要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

年未満であること」を調停委員として任命される資格として定めており，国

籍の有無を問題にするという示唆は全くない。司法委員についても同じであ

る。にもかかわらず，国籍等を理由に採用を認めないのは法律に定めのない

事項を理由とするものであり，法治主義に反する。特に，弁護士については，

具体的な専門等が問題とされておらず，法律紛争の解決を専門とする者とし

て当然に紛争解決に必要な専門知識を有するものと位置付けられており，ま

して国籍が問題となる余地はない。 
ｅ  調停制度の目的は，市民の間の民事・家事の紛争を，当事者の話し合い及

び合意に基づき，裁判手続に至る前に解決することにある。市民の調停委員

及び司法委員の本質的役割は，専門的知識もしくは社会生活の上での豊富な

知識経験を生かして，当事者の互譲による紛争解決を支援することにある。

調停委員の役割はあくまでも当事者間の話し合いを仲介し，合意に達するよ

うに支援することであり，当事者の合意が得られない場合には調停は不成立

となり，調停委員が一方的に判断を下すことはない。司法委員も同様である。

したがって，調停委員，司法委員の職務は単なる調整機能でしかなく，公権

力の行使を担当する公務員ということはできない。 
ｆ 前回の政府報告書審査後，大阪弁護士会の調査で１９７４年１月から１９

８８年３月までの間大阪弁護士会所属の中華民国国籍の弁護士が民事調停委

員に採用されていた先例が判明した。にもかかわらず，最高裁判所は現時点

でも弁護士会が推薦した外国籍弁護士の採用を拒否し続けている。 
ｇ 日本には，サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍

を失ったまま日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者及びその子孫な

どの特別永住者，定住外国人を始めとする外国人が，日本社会の構成員とし

て多数暮らしている。これらの外国人が，日本の調停制度を利用する機会も

多い。このような事件の中には，当該永住・定住外国人独自の文化的背景に

ついて知識を有する調停委員が調停に関与することが有益な事案も数多く存

在する。同様に，司法委員が関与するような裁判事件の当事者に，外国人が
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なることも多い。職業選択の自由，平等原則の視点からは，外国籍の調停委

員や司法委員が日本国籍の調停委員や司法委員と平等に事件に関与できるこ

とが当然の帰結である。70このように外国人に調停委員，司法委員就任の途を

閉ざすことは合理的理由がなく，条約第５条に違反する。 
ｈ 委員会は日本政府に対し，「次回報告において日本国籍を持たない者の公

職への参画の権利に関して情報を提供することを勧告する。71」としているに

もかかわらず，報告書ではこれに関する情報を提供していない。日本政府は

速やかに委員会に情報を提供すべきである。 
 

２  私人間における差別の禁止 

 (1) 結論と提言 
日本政府は，私人間における差別をなくすため，積極的に教育・指導を含むあらゆる

措置を講ずるべきである。特に，①入店差別，②入居差別，③就職差別，④入学差別に

ついては，学校教育や地域教育，及び行政当局からの指導を通じて取り除くように，必

要な立法の検討を含め，国を挙げて取り組むべきである。72 
 (2) 日本政府報告書の要旨 

日本政府報告書には，私人間における差別の禁止に関する記載はない。 
(3) 日本政府報告書の問題点 
① 入店差別について 

外国人に対する民間の公衆浴場における入浴拒否や店舗への入店拒否は，なく

なっていない。日本政府も，「２０１３年度啓発活動年間強調事項 73」においてこ

の事実を認めている。 
日本政府は，同強調事項に「外国人の人権尊重」を入れている。しかし，それ

だけでは不十分であるから，具体的な行動を採るべきである。 
② 入居差別について 

民間の賃貸住宅の入居申込みに際して，申込者が外国人であることを理由に契

約の締結拒否をする入居差別は，歴然として行われている。日本政府も，「２０１

３年度啓発活動年間強調事項」においてこの事実を認めている。 
日本政府は，同強調事項に「外国人の人権尊重」を入れている。しかし，それ

70 前掲日本弁護士連合会「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」  
71 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.15 
72日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」（2009 年 11 月）P.18 http://www.nichibenren.or.jp/li
brary/ja/opinion/report/data/jinken_sengen2009.pdf  
73 法務省「平成 25 年度啓発活動年間強調事項」http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html 
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だけでは不十分であるから，具体的な行動を採るべきである。 
③ 就職差別について 

外国人に対する就職差別が生じていることも，日本政府は「２０１３年度啓発

活動年間強調事項」において認めている。 
日本政府は，同強調事項にに外国人の人権尊重を入れている。しかし，それだ

けでは不十分であるから，具体的な行動を採るべきである。 
④ 入学差別について 

国立大学法人附属の研究所が，難民認定を受けていたイラン人に対し，イラン

国籍を理由に同研究所の研究生としての入学を拒否したことが，憲法第１４条（法

の下の平等），教育基本法第４条第１項（教育の機会均等）に違反し無効であると

された事例がある（東京地方裁判所２０１１年１２月１９日判決）。 
国籍のみを理由とする入学拒否が行われないよう，国は具体的な行動を採るべ

きである。 
 

３  技能実習制度における問題点 

 (1) 結論と提言 
外国人技能実習制度は，これを廃止するべきであり，外国人技能実習制度を廃止した

上で，非熟練労働者の受入れを前提とした在留資格を創設して外国人を受け入れること

について，その是非，その範囲などを，国会等の場で十分に検討するべきである。74 
 (2) 日本政府報告書の要旨 

政府報告書パラグラフ２９は，「我が国が，いわゆる単純労働に従事する意図を有

する外国人については原則として入国を認めていない」75と記述し，パラグラフ１

１７では，「労働組合を組織する労働者について，国籍等による区別は設けられてい

ない。したがって，外国籍である者や条約の下に保護されるべきグループの者に対

しても，労働組合の結成及び参加の権利は付与されている」76と記述している。 
(3) 日本政府報告書の問題点 

政府報告書は，技能実習制度について全く触れていない。 
しかし，技能実習生は，雇入れ機関に対して労務を提供し，労働基準関係法令上

の保護を受けていることから，実質的に単純労働に従事する外国人に該当するため，

74 日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の廃止に向けての提言」（2011 年 4 月 5 日）http:
//www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110415_4.pdf 

日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の早急な廃止を求める意見書」（2013 年 6 月 20 日）http://w
ww.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130620_4.pdf 
75 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.29 
76 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.117 

41 

                                            



政府報告は誤りである。 
また，技能実習生に対し雇用主による旅券の強制管理，賃金不払い等の重大な人

権侵害行為が行われており，労働組合を結成し参加することは，受入機関内部の規

則によって禁じられている例が多く報告されている。 
このように，技能実習制度の下で，外国人労働者に対する差別が行われているの

が現状である。 
これに対し，日本政府は，２００９年７月に出入国管理及び難民認定法，及び関

係省令を改正し（２０１０年７月施行），技能実習生が入国１年目から労働基準関係

法令上の保護を受けられるようにすると共に，パスポートの取上げ，賃金不払い等

の重大な人権侵害行為を行った受入機関の受入停止期間を５年間に延長する等違反

に対する監視の仕組みを強化したと主張し，その上で，労働基準監督機関による監

督指導を強化し，また，出入国管理機関との間に設けた相互通報制度によって制度

の適正な運用に努めていると説明している。 
しかし，改正された出入国管理及び難民認定法は，研修・技能実習制度において

現れた弊害のうち，緊急に対応しうるものについての施策を定めたものと位置付け

られているにすぎない（衆議院法務委員会附帯決議第１０項 77，参議院法務委員会

附帯決議第１３項 78，第４次出入国管理基本計画 79）。 
すなわち，改正法は，研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として働かさ

れ，研修期間に旅券や通帳等を取り上げたり，貯金を強制させられる等の悪質な人

権侵害行為が横行している等の問題が指摘され，研修・技能実習制度が国内外から

批判を受けたことに応急的に対応したものであるが，以下①～④で述べる通り，改

正法施行後も上記実態は全く改まっていない。 
したがって，外国人技能実習制度を廃止するべきであり，その上で非熟練労働者

の受入れを前提とした在留資格を創設し，外国人を受け入れることについて，その

是非，その範囲などを，国会などの場で十分に検討するべきである 80。 
① 厚生労働省「最近における技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送

77 衆議院第 171 回国会閣法第 51 号附帯決議「難民認定法及び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の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議」http://www.s
hugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu27B9E8E6E1CCD5C4492575DA00186D4F.ht
m?OpenDocument 
78 参議院第 171 回国会付帯決議「出入国管理及び難民認定法及び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の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議」 （2009 年

7 月 7 日）http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/171/f065_070701.pdf 
79 法務省「第 4 次出入国管理基本計画」（2010 年 3 月）http://www.moj.go.jp/content/000054439.pdf 
80 前掲日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の廃止に向けての提言」  

前掲日本前掲日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の早急な廃止を求める意見書」 
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検の状況」81 
厚生労働省の標記発表によれば，２０１１年度，労働基準監督署によって実習

実施機関に対する監督指導が行われた件数は２，７４８件であり，このうち８２％

にあたる２，２５２件で労働基準関係法令違反が認められた。いずれも改正法施

行前の水準を上回っている。また，２，２５２件の内２３件について送検が行わ

れており，送検件数は前年より増加している。 
送検事例としては，受入れ会社の最低賃金法違反を管理団体役員が幇助した事

例，労働基準監督官の指導にもかかわらず最低賃金法違反が繰り返された事例，

引火物による危険を防止するために必要な措置を講じなかったため爆発が起き技

能実習生が死亡した事例，プレス機の安全装置の故障を知っていながら修理せず

使用させたため技能実習生が挟まれ死亡した事例等の重大・悪質な労働基準関係

法令違反が報告されている。 
② 法務省「平成２３年の「不正行為」認定について」82 

法務省の標記発表によれば，２０１１年に「不正行為」に認定した機関は１８

４機関であり，前年の１６３機関と比べ１２．９％増加している。 
類型別認定件数では，「賃金等の不払い」が８４件（５３．８％），「労働関係法

令違反」が２８件（１７．９％），「研修・技能実習計画との齟齬」が１５件（９．

６％）認定されており，この３類型で全体のおよそ８割（８１．４％）を占める。 
③ 公益財団法人国際研修協力機構「２０１１年度外国人研修生・技能実習生の死

亡者数」83 
公益財団法人国際研修協力機構（以下「ＪＩＴＣＯ」という。）の標記発表に

よれば，１９９２年から２０１１年までの間，２８５名の研修生・技能実習生が

死亡したが，そのうち８５名・３０％の死因が「脳・心臓疾患」であった。この

傾向は，２０１１年の死亡者２０名中，６名・３０％の死因が「脳・心臓疾患」

であったように改正法施行後も同様である。 
研修生・技能実習生として来日する外国人のほとんどが若く健康な人間である

ことを考えると（２０１２年度版「ＪＩＴＣＯ白書」によれば技能実習生の約８

割が２０歳代である），死因の３０％が「脳・心臓疾患」死であることは異常に高

い割合である（厚生労働省発表の２００８年の統計によれば，同世代の日本人の

81 厚生労働省「最近における技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」（2012 年 10
月 25 日）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002mncc.html 
82 法務省「平成 23 年の『不正行為』認定について」（2012 年 3 月 29 日）http://www.moj.go.jp/nyuukok
ukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00051.html 
83 公益財団法人国際協力機構「2011 年度外国人研修生・技能実習生の死亡者数」（2012 年 6 月 20 日）

http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=620&ca=2 
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脳・心臓疾患死の割合は５％以下である。）。 
④ 日弁連人権擁護委員会による調査 

日弁連人権擁護委員会による関連団体（労働組合，国際交流協会等）からの調

査の結果，改正法施行後にも以下の事例の発生が確認されている。 
ア 賃金や残業代の未払い事例が依然多く報告されているほか，通帳・旅券の取

り上げや強制貯金事例もいまだに多く報告されている。 
また，技能実習生の出身国の送出機関において保証金，違約金を定める契約

を締結している事例も多発している。 
このように改正法施行後も，改正法及び関係省令が禁止したことさえ守られ

ていない実態が存する。 
イ 受入機関が農業実習生に対し雇用契約のうち残業等による割増賃金の支払い

に関する定めの削除を求め，拒否すると強制的に帰国させる事例が発生してい

る。このような「強制帰国」事例は他の地域においても多発しているが，そも

そも改正法では「強制帰国」を問題と認識しておらず，当然その規制もなされ

ていない。 
ウ 受入機関側に問題がある事例においても，技能実習生の受入先の変更ができ

ない事例も多い。技能実習制度に関する法務省の指針では，受入機関において

実習継続ができなくなった場合に限り，受入機関において他の実習先を探すと

定められているが，実効性に乏しいのが現実である。 
このように，実習を行う機関を固定し，実習先を変更すれば在留資格を失う

こととなる点で，制度上，技能実習生は実習先に支配される関係になりやすい。

２００９年の改正は，この問題を何ら解決していない。 
 

４  条約第５条関係 

 (1) 条約第５条関係 
  ① 結論と提言 
ア 個人識別情報 84 

個人識別情報の運用については，より差別的でない方法が検討されるべきである。85 
イ 送還 

84 法務省「新しい入国手続（個人識別情報の提供義務化）の概要について」http://www.moj.go.jp/content
/000001941.pdf 
85 日本弁護士連合会「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に対する

意見」（2007 年 10 月 11 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/dat
a/071011.pdf 
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外国人の送還にあたっては，本国で十分に送還者の受け入れ体制が整っているかど

うかについて留意しつつ，送還がなされるべきである。また，日本に生活基盤がある

者及び日本人の配偶者の送還については，十分な配慮がなされなければならない。86 
ウ 無国籍者 

無国籍者に対する支援がなされるべきである。 
一般の外国人と比べて，無国籍者に対する帰化の要件が緩和されるべきである。 

エ 帰化 
帰化する者のアイデンティティが尊重され，差別を恐れ日本語名，漢字を用いるこ

とがないよう職員は努めるべきである。また，申請書の記載も気を付けられるべきで

ある。87 
オ 法律扶助 

法律扶助につき，可及的に外国人に対してもその在留資格の如何にかかわらず保障

をするように目指すべきである。88 
カ 刑事手続の通訳保障 

外国人の刑事裁判を受ける権利を保障し，刑事弁護通訳の保障を拡充すべきであ

る。89 
キ 住宅についての権利 

住宅金融支援機構は，国籍を問わず融資を認めるべきである。90 
ク 社会保障についての権利 

日本政府，地方公共団体は，緊急医療について外国人を日本人と区別すべきではな

い。また，非定住外国人についても，保険料を支払うことを条件に，国民健康保険へ

の加入を認めるべきである。91 
② 日本政府報告書の要旨 
ア 政府報告書パラグラフ９８において，２００７年１１月２０日から実施して

いる個人識別情報を活用した入国審査実施において，人種，民族等を理由とす

86 日本弁護士連合会「在留特別許可のあり方への提言」（2010 年 11 月 17 日）http://www.ni
chibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/101117_4.pdf 
87 前掲日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」P19 
88 前掲日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」P62 

日本弁護士連合会「2011 年会務執行方針－災害対策に全力で取り組み，第二次司法改革を進める－」h
ttp://www.nichibenren.or.jp/activity/policies/policy_2011.html 
89 前掲日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」P62 

前掲日本弁護士連合会「法廷通訳についての立法提案に関する意見書」  
90 前掲日本弁護士連合会「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回日本政

府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」第 3 部 2(3) 
91 日本弁護士連合会「希望社会の実現のため，，社会保障のグランドデザイン策定を求める決

議」（2011 年 10 月 7 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties
/year/2011/2011_1.html 
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る差別的な取扱いは行っていないと記述している。92 
イ 政府報告書パラグラフ１０３において，出入国の自由の権利（条約第５条

dⅱ）に関して，「送還先について，送還される者が原則として，拷問等深刻な

人権侵害を受けるリスクのある国又は地域への送還，移送されないことが明文

化されている」と記述している。93 
ウ 政府報告書パラグラフ１０６において，国籍の権利（条約第５条 dⅲ），に関

して，「出生，届出による国籍の取得，帰化について，いずれも要件の適用に

あたっては人種，民族等による差別なく平等に適用している」と記述している。 
また，同パラグラフ１０７において，我が国では父母両系血統主義を採用し

ているが，出生地主義を加味していること，無国籍の子が帰化する場合には，

一般の外国人に対する条件よりもきわめて緩和されている旨が記述されてい

る。94 
エ 政府報告書パラグラフ１１７において，労働の権利（条約第５条 eⅰ）に関

して，「外国籍の者であっても，労働組合の結成及び参加の権利は付与されて

いる」と，また，住居に関する権利（条約第５条 eⅲ）に関して，「賃貸住宅に

おける入居者選択の際の平等取扱いに関しては，諸法律により，公正な手続及

び要件を定めている旨，民間賃貸住宅については，外国人も含め民間賃貸住宅

への円滑な入居の促進のための取扱を支援している」と記述されている。95 
オ 教育については，政府報告書パラグラフ１２４～１３４において記述されて

いる。96 
政府報告書パラグラフ１２４において，「外国人が保護する子について，日

本人と同一の教育を受ける権利を有すること」が記述されている。 
同パラグラフ１２５においては，「市町村教育委員会が，就学年齢相当の子

どもを持つ外国人保護者に対して，就学案内を発給している」旨が記述されて

いる。 
同パラグラフ１２６においては，「高等学校についても，人種，国籍等，い

かなる差別なく，入学資格が与えられている」と記述されている。 
同パラグラフ１２７において，「外国人の子どもの公立学校への受け入れに

あたって，日本語指導，日本の学校への適応指導を行うための体制整備のため，

様々な施策に取り組んでいること」が記述されている。 

92 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.98 
93 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.103 
94 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.106,107 
95 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.119 
96 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.124-134 
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同パラグラフ１２８において，「子どもたちが国際的な視野を持つため，外

国人の児童生徒の母語，母文化等に関する学習が複数の地方公共団体において

実践されていること」が記述されている。 
同パラグラフ１２９において，「文部科学省では，国際理解教育の推進に努

めている」と記述されている。 
同パラグラフ１３０において，「外国人の児童生徒等が被災した場合，日本

人と同様，災害救済給付の対象となる」と記述されている。 
同パラグラフ１３２において，「インターナショナルスクールなどの外国人

学校は，その自主性は尊重されている」と記述されている。 
同パラグラフ１３３において，「後期中等教育段階においても，２０１０年

４月から公立高校の授業料を無償にするとともに，国立・私立高校等の生徒に

支援金を支給する制度 97」について，記述している。 
③ 日本政府報告書の問題点 
ア 個人識別情報 

政府報告書にて，個人識別情報を活用した入国審査実施において，人種，民

族等を理由とする差別的な取扱いは行っていないことを記述しており，何の問

題もないように記述している。しかし，そもそも個人識別情報を採用している

ことがプライバシーの権利の観点から問題であり，また日本人と外国人を差別

するものであるという問題点についても認識されるべきである。個人識別情報

の運用は，外国人に対してより差別的でない方法が検討されるべきである。 
イ 送還（条約第５条 dⅱ） 

政府報告書にて，送還先については，送還される者が原則として拷問等深刻

な人権侵害を受けるリスクのある国又は地域への送還・移送をされないことが

明文化されている。送還には何ら問題がないような記述となっているが，実際

に送還の際に起こる問題について言及されていない。 
実際に，２０１３年７月６日に，送還を忌避するフィリピン人の非正規滞在

者７５名が国費により強制的に入国管理局のチャーターした飛行機で一斉送

還された。その際に，フィリピン側の受け入れが不十分であったこと，弁護士，

妻，保証人への連絡ができなかったこと，日本の家族と分離されたこと，フィ

リピンの機関や病院への紹介状がなかったこと，制圧行為により打撲した者が

いたこと，８～９時間の手錠がなされていたことなど，様々な問題があった。 
また，１２月８日には，タイ人４６人が同様に強制的に本国にチャーター機

97 文部科学省「平成 21 年度文部科学白書：特集 2 公立高等学校の授業料無償化及び高等学校等就学支

援金制度 Q&A」http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1296590.htm 
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で一斉送還された。被送還者４６人の中には，日本人配偶者がいる人も含まれ

ていた。日本人配偶者のいる人は，送還により日本の家族と分断されている。

送還者のなかには，２０年以上日本に滞在していた人もいたが，これらの人々

はタイに生活基盤がないことから路頭に迷い，生活に困窮する恐れがある。こ

のほか，送還者の中には，退去命令が出てからわずか１か月以内に送還された

人がいた。退去強制令書発付から，６か月は取消訴訟が可能であるが，取消訴

訟提訴期間経過を待たずに強制送還されている状況にある。取消訴訟により，

裁決が取消される可能性もあり，提訴期間経過を待たずに送還することはあっ

てはならないことである。 
政府報告書では，このような問題点について何ら言及されていない。 

ウ 無国籍（条約第５条 dⅲ） 
政府報告書にて，無国籍である子の帰化についての条件が一般外国人の場合

よりも緩和されている点について記載されている。しかし，無国籍者が現実に

存在し（第７回・第８回・第９回政府報告書，別添３： 国籍（出身地）別外

国人登録者数の推移参照）98，無国籍者が様々な権利を行使できず困難に直面

している現実については，何ら問題とされていない。 
また，日本で出生した無国籍者である子の帰化の要件緩和についてのみ記述

されているが，子のみならず，無国籍者一般について帰化の要件緩和が試みら

れるべきである。前回政府報告審査の勧告１６99においても，無国籍者が増加

している点について留意している。 
エ 帰化（条約第５条dⅲ） 

帰化については，帰化申請者が差別を恐れ，名前を変更する傾向がある。帰

化申請者の出身国，背景が尊重され，帰化後の名前に日本語名，漢字を用いる

ことを仕向けるような申請書の記載形式，職員の対応等は慎まれなければなら

ないといえる。 
勧告１６においても，「帰化を求める日本国籍を持たない者のアイデンティテ

ィが尊重されるアプローチを進めること，また，帰化プロセスに関わる職員，

申請書及び出版物は，申請者に不利益や差別を恐れて日本語名や漢字を採用さ

せるような言葉の使用を控えること」100が勧告されており，勧告を尊重するべ

きであるといえる。 

98 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告別添（2013 年 1 月）別添 3：国籍（出身地）

別外国人登録者数の推移 
99 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.16 
100 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.16 
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オ 法律扶助 
現在，国の費用で運営されている日本司法支援センターによる民事法律扶助

制度の利用資格は，在留資格がある外国人に限られている。 
そして，人権救済の観点から，在留資格のない外国人に対しては，２００７

年４月から日弁連の法律援助事業として，日弁連の予算により，一定の要件の

下で，弁護士費用等の援助がなされているに留まっている。 
そこで，法律扶助につき，可及的に外国人に対してもその在留資格の如何に

かかわらず国費によって保障をするように目指すべきである。 
カ 刑事手続の通訳保障 

外国人の場合，言葉の壁があり，通訳人を介さなくては，捜査段階及び公判

段階の弁護が行えない現状にある。外国語に堪能な通訳を確保するために，１

９９９年１０月から減額された捜査段階の弁護の通訳費用（公判段階の７割）

を元の水準に戻すべきである。 
キ 住宅についての権利（条約第５条eⅲ） 

住宅金融支援機構は，外国人に対してもできる限り，融資を認めるべきであ

る。 
なお，民間の賃貸借については，「第３部 定住外国人，第２ 定住外国人

一般，２ 私人間における差別の禁止」参照。 
ク 社会保障についての権利（条約第５条eⅳ） 
ａ  緊急医療について 

社会保障は努めて政策的な事柄であるが，緊急医療は，人道上の配慮が不

可欠なものであるので，外国人であることを理由に差別されるべきではない。

実際には，外国人であることを理由に診療を拒否されるという事例があるが，

その原因としては，未払い医療費の負担を医療機関のみに求め，国や地方公

共団体などによる未払医療費補填等の制度が十分に整備されていないことが

挙げられる。加えて，医療通訳，外国人に対する保健衛生施策の言及などに

ついても，国や地方公共団体の取組は遅れている。 
ｂ 国民健康保険 

国民健康保険については，１９９２年の厚生省通知によって従来は在留資

格のある者に適用対象が限定されてきたことから，在留資格を有しない者（短

期滞在者，不法滞在者）は一律に加入対象から除外されていた。２００４年

１月１５日最高裁判決により，上記通知に係る行政解釈が一部否定されて，

在留資格のない者でも一定期間の在留の見込まれる外国人については適用を

認められた。 
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これを受けて，厚生労働省は，同年６月，在留資格を有しない者及び１年

未満の在留期間の外国人等を一律に適用除外する省令改正を施行した。非定

住外国人に対しても，保険料を支払うことを条件に，国民健康保険への加入

を認めるべきである。 
ケ 教育 

教育については，「第３部定住外国人，第２定住外国人一般，５ブラジル，

ペルー等日系人問題，(2)教育問題」及び，「第３部定住外国人，第２定住外国

人一般，１国及び地方の公の当局及び機関による差別の禁止，(1)在留カード・

外国人住民票制度」参照。 
 (2) 災害時の安全 
  ① 結論と提言 
日本政府及び地方公共団体は，災害時の安全及び災害後の生活再建について外国人を

日本人と区別すべきではない。101 
② 日本政府報告書の要旨 

日本政府報告書では，災害時の安全及び災害後の生活再建について触れられた

部分はない。 
③ 日本政府報告書の問題点 
ア 政府報告書は，２０１１年３月の東日本大震災後に出された報告書である。

東日本大震災を経験して生じた懸念を前提に，政府として，外国人の災害時の

安全や災害後の生活再建にも言及がされてしかるべきであったが，そのような

記述はなかった。 
イ 災害時において，言葉の問題を抱える，外国人の安全確保につき配慮が求め

られるべきであることは東日本大震災の前から指摘されていた（前回の日弁連

カウンターレポート参照）。東日本大震災は，災害時の外国人の安全対策につ

き以下の問題点を浮かび上がらせた。 
ウ 緊急速報・避難情報伝達 

災害時には，まず何が起こったか，どのように行動するべきか，を知らせる

緊急速報や避難に関する情報を全ての人に届ける必要がある。 
しかしながら，東日本大震災の際は，津波警報が日本語でしか出されず，被

災地に居住していた外国人は，この後何が起こるのか全く分からなかったとい

う声がある。 
外国人は，日本居住が相当長期に及ばない限り，幼少期から避難訓練等を受

101 日本弁護士連合会基本政策集（2012 年 12 月 28 日）P.43http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opin
ion/base_policy/data/121228.pdf 
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けてきた日本人とは異なり，災害時に備えた知識や意識が欠けていることが想

定される。 
災害自体の情報に加え，災害が起こった直後に採るべき行動は，その生死に

大きく影響する。したがって，緊急速報や避難情報を多言語化し，外国人にも

正確な情報が伝わるような取組が必要である。政府は，災害が起こった直後の

情報伝達における仕組みを整えるとともに，地方公共団体や民間による取組を

支援すべきである。 
都市部においては，公共交通機関における緊急速報や避難情報の伝達も重要

であり，政府は，交通機関を運営する民間の取組を積極的に支援すべきである。 
エ 復興段階における支援制度にかかる情報伝達 

東日本大震災では，生活の再建のための様々な復興支援策が，政府及び地方

自治体，さらには民間レベルで実施されてきた。これらの復興支援策の中には，

申請を行うのに期限付きのものがあり，適切なタイミングで，適切な情報を得

ることが必要である。しかしながら，主に言葉の問題から，外国人はこのよう

な情報から取り残される傾向がある。 
この点について，東日本大震災の際に，被災地における各地方公共団体の国

際交流協会が，自身のホームページに多言語情報を掲載する，被災地巡回相談

の際に直接情報提供をする等の活動が見られた（一例：宮城県国際交流協会）。

また，多言語で災害に関する情報を提供する民間団体も複数存在する。 
政府は，これら災害後の再建・復興制度の情報伝達制度の構築においても，

地方公共団体や民間の取組みを積極的に支援すべきである。 
 

 
５  ブラジル，ペルー等国籍の日系人が直面する問題 

(1) 雇用，生活困窮問題（条約第５条(e)(i)(iv)） 
①  結論と提言 

日本政府は，日系南米人労働者が日本で安定して働けるよう，不安定な雇用形態の改

善に努めるべきである。また，生活に困窮した日系南米人が生活保護などの必要な援助

を円滑に受けられるようにするべきである。生活保護などの支援を受けた外国人を，そ

のことを理由に差別的に取り扱うべきではない。102 

102 日本弁護士連合会「第 4 次出入国管理基本計画（案）に関する意見」（2010 年 3 月 5 日）http://www.
nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100305.pdf 
   前掲日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」（2009 年 11 月）P.18  

日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権
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② 日弁連の意見 
 日系南米人労働者は，製造業に従事する者が多く，その大半は，派遣会社を通

じた勤務など不安定な非正規雇用であり，景気の影響を受けやすく，実際にリー

マンショック時には多数が職を失った。また，日系南米人労働者の労働契約期間

の多くは６か月未満であり，最近では２か月といった極めて短い期間の契約が増

えていることも，雇用の不安定さを一層大きくしている。 
日系南米人労働者の現状は，有給休暇の取得ができなかったり，妊娠を理由と

して解雇されたり，社会保険に加入できないなど，労働者の権利が制約されてい

るケースがある。社宅の賃料名目や送り出し国のブローカーに対する高額な手数

料や割高な航空券代金の分割支払として，日系南米人労働者の賃金から不当な搾

取がされることもある。日系南米人労働者は，雇用の不安定さから，こうした不

当な権利侵害に対し，抵抗できないことも多い。労働者に対する権利侵害に対し，

行政庁による雇用主に対する指導監督は不十分であり，権利侵害からの救済が十

分に図られていない。 
国は，日系南米人労働者の就労形態につき，彼ら／彼女らが日本で安定して働

けるよう，不安定な雇用形態の改善に努めるべきである。また，国は，日系南米

人労働者の権利救済のために必要な援助をすべきである。 
失業により生活に困窮した日系南米人に対し，地方自治体では，外国人の生活

保護申請に際して，申請を違法に拒絶し帰国を迫るなどの不適切な対応をしたケ

ースがあった。また，生活保護受給にかえて，母国に帰国するための資金を援助

する帰国支援制度が実施されたが，この制度の利用者に対し，国は，法律の規定

によらず再入国を制限した。 
さらに，生活保護を受給している日系南米人に対し，在留期間更新において不

利益に取り扱ったり，福祉事務所が法務省入国管理局に生活保護受給の事実を通

報する旨を警告し，生活保護受給を断念させようとした事例もある。 
生活保護や帰国支援制度の利用は，自らの責任によらず経済的な状況の変化に

より失業や困窮を余儀なくされた外国人がやむを得ずにしたものであり，こうし

た制度を利用したことを理由として，国や地方自治体が当該利用者を差別的に取

り扱うことは許されない。 
(2) 教育問題（条約第５条(e)(v)） 

基本法の制定を求める宣言」（2004 年 10 月 8 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/
document/civil_liberties/year/2004/2004_5.html 

前掲日本弁護士連合会「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づ

く第 3 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」Para.184 
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  ① 結論と提言 
日本政府及び地方公共団体は，日系南米人の子どもが等しく学習権を享受できるよう

にすべきである。外国人学校について各種学校として認可するための要件を緩和するこ

と，外国人学校や児童・生徒に対する経済的な支援措置を講じること，公立学校におい

てポルトガル語やスペイン語教育を受けられる機会を一層拡充すべきである。103 
② 日本政府報告書の要旨 

政府報告書パラグラフ１２４から１３４では，外国籍の子について，義務教育

諸学校への無償での受入れを行い教育を受ける機会を保証していること，就学年

齢相当の子どもを持つ保護者に就学案内を発給していること，適切な日本語指導

のための体制を整備していること，外国人学校の一部が各種学校として都道府県

知事の認可を受けており国費から一定の支援がなされていること，母語に関する

学習について，総合的な学習の時間等の活用や課外活動において行うことも可能

であり，複数の地方公共団体において実践されていると記載している。104 
③ 日弁連の意見 

外国籍児童に対する日本政府及び地方公共団体の対応は，就学機会の提供にと

どまり，子どもを就学させない外国人の保護者に対しては，それ以上の働きかけ

がなされていないのが実情である。しかしながら，子どもの学習権を実質的に保

障するという観点からは，単に就学機会を提供することにとどまらず，保護者に

対し，積極的に就学を促すべく働きかけをなすべきである。 
また，各種学校の認可要件は，施設及び設備の基準などにおいて厳格な内容で

あるため認可を受けることが難しく，また，認可を受けた学校であっても公的な

支援は不十分である。そのため，外国人学校に通う子弟の保護者の負担は大きく，

近年の経済情況の悪化に伴い，就学を断念する子どもたちが増え，廃校した学校

も多い。外国人学校について各種学校として認可するための要件を緩和すると共

に，外国人学校や児童・生徒に対する経済的な支援措置を講じるべきである。 
日本の学校では，南米の言語（ポルトガル語やスペイン語）で学校生活が行わ

れない。そのため，日系南米人の子どもたちのうち日本の学校に通う子どもは，

日本語が主体となり，親が日本語を学習する機会がない，又は乏しい中で家庭内

でのコミュニケーションの確保が難しいという問題がある。また，学齢期に渡日

した子どもたちにとっては，母語を更に伸ばし，これを基盤として活かしつつ日

103 前掲日本弁護士連合会「中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取

扱いに関する人権救済申立事件（勧告）」  
前掲日本弁護士連合会「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の

人権基本法の制定を求める宣言」  
104 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.124-134 
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本語を学習させることが最も効果的であり，アイデンティティ保持のためにも重

要である。 
政府報告書の指摘する総合的な学習の時間や課外活動の活用による母語学習機

会の可能性については，そのような取組みが始まったことを歓迎する。しかし，

そのような母語教室は，まだ，限られた一部の自治体における実施にとどまって

いる。母語教室の実施されている自治体においても，休日に自宅や通っている学

校から離れた会場に行って学習しなければならないなど，利用上の制約が多い。

一層の拡充が求められる。 
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第４部 難民問題 

第１  難民認定申請者の処遇 

１ 結論と提言 
日本政府は，難民認定申請者（訴訟中の者を含む）に対して安定的な地位を付与し，

例外は最小限とするべきである。また，難民認定申請者に対しては，一律，生活保障を

するか就労を許可するべきである。105 
 日本政府は，難民不認定異議申立ての処理を迅速化すべきである。また，難民審査参

与員が政府から独立した機関となるように制度改革をすべきである。106 
２ 日本政府報告書の要旨 

日本政府は，難民申請中の者の一時滞在を認める仮滞在許可制度，難民認定申請の

標準処理（審査）期間を６か月にすることによる迅速化，異議申立て段階における難

民審査参与員制度の導入及び拡大に言及し，難民認定申請者の処遇改善に努めている

と述べている。107 
さらに，日本政府は，これまで５９８人を難民と認定し，さらに約２，０００人の

庇護を認め，インドシナ難民及び第三国定住によるミャンマー難民の受け入れに努め

ていると述べている。108 
そして，日本政府は，難民認定申請者に対しても難民認定申請の結果が判明するま

で，生活費，住居費（一時的な居住施設の提供を含む。）及び医療費の支援を必要に

応じて行っていると述べている。109 
３ 日本政府報告書の問題点 

(1) 仮滞在許可制度について 
仮滞在許可制度は，退去強制手続を停止し，難民認定申請者が身柄を収容される

ことなく，適法に日本に滞在できるようにする制度である。しかし，仮滞在許可に

は広範な除外事由がある。例えば，①日本に上陸した日から６か月を経過した後に

105 前掲日本弁護士連合会「出入国管理及び難民認定法並びに住民基本台帳法の改正法の成立

に際しての会長声明」  
日本弁護士連合会「難民認定申請者の生活状況をめぐる制度の改善に関する意見書」（2

009 年 6 月 18 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/090618_
3.pdfl 
106 日本弁護士連合会「新しい難民認定手続に関する意見書」（2006 年 10 月 17 日）http://www.nichiben
ren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/061017_000.pdf   

日本弁護士連合会「難民認定制度及び難民認定申請者等の地位に関する提言」（2014 年 2 月 21 日）ht
tp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140221_2.pdf 
107 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.50 

 前掲人種差別撤廃条約第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回政府報告  Para.28 
108 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.54,55,60 
109 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.64 
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難民申請を行ったものであるとき，②迫害を受けるおそれのあった領域から直接日

本に入ったものでないとき，③逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由が

あるとき，などには許可がされない。110実際，近年の仮滞在許可率は１０％前後で

推移しており，２０１２年は７４人が仮滞在を許可された一方，６２７人が不許可

となった。 
また，難民認定申請者が難民認定を受けられず，異議申し立ても認められない場

合，難民認定を求める行政訴訟を提起することになる。しかし，難民認定申請者が

行政訴訟を提起する段階になると仮滞在許可は終了する。 
したがって，仮滞在許可制度は十分に機能しているとはいえない。 

(2) 難民審査参与員制度について 111 
国連自由権規約委員会は，第５回政府報告に対する総括所見において，難民審査

参与員が政府から独立して任命されておらず，拘束力のある決定を出す権限がない

ことを指摘している。 
実際，難民審査参与員は法務大臣により任命されている上，難民審査参与員選定

のプロセスは明示されておらず，難民該当性判断について何らの経験のない学識経

験者が参与員として選任されている場合も多い。さらに，難民審査参与員制度の下

でも，資料の提供を含む審査の事務は入国管理局の職員が務めており，入国管理局

の意見が参与員に影響を与える可能性が残っている。 
したがって，国連自由権規約委員会が懸念するとおり，難民審査参与員制度が政

府からの独立性を有しているとはいえない 
(3) 難民認定の状況について 

日本の難民認定率は低い。２０１２年には２，５４５人が難民認定を申請してい

るが，同年に難民認定がされたのは１８人であり，在留特別許可を得た者（１１２

人）を含めた庇護者の総数は１３０人に留まる。 
難民認定申請者の国籍は多岐にわたり，２０１１年は５７か国，２０１２年は５

０か国にわたった。しかし，難民認定者はミャンマー出身者にほぼ集中しており，

難民認定者のうちミャンマー出身者が占める割合は，２０１１年は８５．７％，２

０１２年は８３．３％であった。 
(4) 難民認定申請者が置かれる状況について 

現状では，在留資格を有しない難民認定申請者の大半が入管施設における収容を

経験している。入管施設における難民認定申請者の処遇には問題がある。例えば，

110 出入国管理及び難民認定法第 61 条の 2 の 4 第 1 項 
111 前掲日本弁護士連合会「規約第 40 条に基づき締約国から提出された報告書の審査－国際人権（自由権）

規約委員会の総括所見（2008 年 10 月 30 日）Para.25 
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定員２００人以上の７入管施設のうち，常勤医師が居る入管施設は僅かに２にとど

まる。また，難民認定申請者と他者との面会は，夫婦や親子であっても遮蔽板越し

に行われる。かかる面会は平日のみ認められ，かつ，１日３０分以内に制限される。

このような処遇に不満を持った難民認定申請者がハンガーストライキを複数回実施

している。 
かかる収容を停止する措置として仮放免があるが，一定の期間収容された場合に

は仮放免が認められるといった明確なルールは存在せず，仮放免の可否は入管当局

の裁量に委ねられている。仮放免許可されるまで入管施設に１年以上収容される難

民認定申請者も存在する。 
そこで，委員会は，日本の第２回政府報告に対する総括所見において，入管施設

への収容を抑制的にすることを勧告した。さらに，同委員会は，「出入国管理及び難

民認定法に定められた収容以外の選択肢をさらに利用するようにすること」という

表現で仮放免をさらに広く活用することも勧告した。また，同委員会は，収容が必

要な場合でも収容期間を可能な限り短縮し，強制退去を控えた収容の期間に上限を

導入することを勧告した。112 
他方，難民認定申請者が仮滞在許可を受けたり 113，仮放免されたりしても，就労

は禁止されている。また，難民認定申請者が生活保護を受けることはできない。そ

のため，現在，収容されていない難民認定申請者は，財団法人アジア福祉教育財団

難民事業本部（以下「ＲＨＱ」という。）が外務省からの委託を受けて支給する保護

費（１日１，５００円の生活費と１か月４万円（単身者の場合）の住居費等）に頼

ることが多い。114 
しかし，保護費は，最低限度の生活を保障するものとされる生活保護の受給額を

相当に下回る。さらに，２０１２年頃から，難民認定申請者による保護費の不正受

給を理由に，日本政府は保護費の支給を制限するようになり，２０１２年１２月に

は５０人以上の難民認定申請者がホームレスとなった。また，難民認定申請者は，

正規の在留資格がない限り，国民健康保険制度に加入できないため，必要な医療ケ

アを受けることが難しい。 
委員会は，前回政府報告審査の総括所見において，すべての庇護希望者の権利，

特に適当な生活水準や医療ケアに対する権利が確保されることを勧告した 115が，保

護費の現状は適当な生活水準及び医療ケアに対する権利の確保とは程遠い。 

112 拷問禁止委員会によって第 50 回会期に採択された日本の第 2 回定期報告に関する最終見解（CAT/C/J
PN/CO/2，2013 年 6 月 28 日）Para.9  http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000020880.pdf 
113 出入国管理及び難民認定法第 56 条の 2 第 3 項第 3 号 
114 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.54 
115 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.23 
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よって，日本政府は，難民申請中の者についても，仮滞在許可が受けられない者

も含めて，生活保障するか，就労を許可するべきである。また，保護費の支給にあ

たっては，難民認定申請者が困窮せず，健康を維持できるよう十分な予算措置を講

じるべきである。 
 

第２  難民に対する生活支援 

１ 結論と提言 
 日本政府は，難民認定以外の理由で人権・人道上の保護の必要から滞在を許可した者

について，難民認定を受けた者と同様に「定住者」の在留資格を与えるべきである。 
また，全ての難民の日本人との社会的・経済的格差の実態を調査し，全ての難民が有

する権利，特に，相当な生活水準の確保のための積極的措置の必要性について検討すべ

きである。116 
さらに，国は，第三国定住難民が日本社会に適応できるよう，第三国定住難民に対す

る定住支援策を抜本的に見直すべきである。117 
２ 日本政府報告書の要旨 

日本政府は，前回の政府報告を引用する形で，難民として受け入れた後の待遇につ

いては，難民条約に従い，職業，教育，社会保障，住宅等において各種の保護及び人

道的援助が与えられていると述べる。118 
また，日本政府は，インドシナ難民及び第三国定住難民を受け入れた経緯，これら

の難民らに対して採られた施策，彼らの生活状況，並びに彼らに対する生活支援及び

就労支援について報告している。119 
３ 日本政府報告書の問題点 

(1) 難民の在留資格 
難民として認定された者については，定住に相応する「定住者」の在留資格が与

えられる運用になっている。そして，難民でなくとも，人権・人道上の保護の必要

から滞在を許可する場合にも，要保護性において変わらないのであるから，日本政

府は定住を支援するべきである。 
しかるに，難民認定以外の理由で人権・人道上の要保護性が認められて在留許可

116 日本弁護士連合会「難民認定手続改正案に対する意見書」（2003 年 3 月 24 日）http://www.nichibenr
en.or.jp/activity/document/opinion/year/2003/2003_17.html 
  前掲日本弁護士連合会「難民認定申請者の生活状況をめぐる制度の改善に関する意見書」  
117 日本弁護士連合会「難民認定手続等の改正に向けての意見書」（2002 年 11 月 12 日）http://www.nichi
benren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2002_30.pdf 
118 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.49 
  前掲人種差別撤廃条約第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回政府報告  Para.28 
119 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.56－64 
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を受けた者については，原則として，家族の呼び寄せ等が認められない「特定活動」

の資格が与えられている。そのため，「特定活動」の資格を与えられた者が家族の統

合を図ることにも支障がある。また，難民認定された者とその家族は，不十分なが

ら「ＲＨＱ支援センター」による定住支援を受けられる一方，「特定活動」の資格を

与えられた者はこの定住支援の対象外である。これらの差別的扱いに合理的理由は

ない。 
(2) 難民に対する処遇 

日本政府は，２０００年のインドシナ難民の定住状況調査のアンケート（財団法

人アジア福祉教育財団難民事業本部実施）によると，日本語困難者の割合は３５％

に達していること，及び，難民１世の高齢化による問題等が出てきていることを認

めている。さらに，日本政府は，定住する難民が言語，習慣等の違いから日常生活

において様々な問題に直面している場合があることも認めている。120 
日本政府は，２００６年４月から，それ以前の援護措置を引き継ぐ形で，「ＲＨＱ

支援センター」において，難民認定された者とその家族を対象に，日本語教育，生

活ガイダンス，職業相談等の定住支援を開始することとした。しかし，これらの定

住支援は，全日制で６か月間，夜間制で１年と短期間に過ぎない。そのため，難民

らによる日本語の習得は引き続き不十分な状態である。 
日本語が十分に話せないために，難民らが職を得ることは困難になっている。そ

のため，難民のうち，職がない生活保護受給者がかなりの数に上っているものと思

われるが，これらに関する詳細なデータが公表されていない。また，近年，日本政

府による難民の生活実態についての調査は行われていない。 
日本政府は全ての難民の生活実態調査，特に生活保護世帯の割合を明らかにし，

生活水準の向上と雇用確保のために積極的な措置を講じるべきである。 
(3) 第三国定住難民の実情 

第三国定住難民については，パイロットの目標であった年間３０人の受入れに対

し，２０１０年は２７人（５家族），２０１１年は１８人（４家族），２０１２年は

０人であった。２０１１年には８人（２家族）が来日前に辞退したほか，２０１２

年には，受入れ予定であった１６人（３家族）の全員が来日を辞退した。 
２０１０年及び２０１１年に来日した４５人は，日本政府から委託を受けたＲＨ

Ｑにより，日本語教育，社会生活適応指導，就職支援等から成る約１８０日間の定

住支援プログラムを受けた後，日本各地において，６か月間の職場適応訓練を受け

ることになっていた。職場適応訓練は，日本政府が費用を拠出するものの，その内

120 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.61 
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容は通常の労働と変わりはない。職場適応訓練は，訓練期間終了後には訓練先法人

における雇用が想定されているが，２０１０年に来日した難民のうち２家族につい

ては，職場適応訓練先の農業法人との雇用契約締結に至らず，ＲＨＱからの支援を

拒否するなどの問題状況が発生した。また，訓練期間中及び雇用契約締結後におい

て，雇用主が第三国定住難民を安価な労働力として位置付け，長時間労働に従事さ

せている事例も見受けられる。 
受入れ予定者による辞退及び来日した難民に関する問題状況の発生は，日本政府

による第三国定住難民に対する定住支援が機能していないことの表れである。この

原因としては，日本政府が定住支援プログラム及び職場適応訓練の実施に際して第

三国定住難民の就労経験及びニーズを十分配慮していないこと，雇用主と第三国定

住難民との間に存在する定住支援プログラムに対する期待のギャップが挙げられる。 
よって，日本政府は，第三国定住難民が日本社会に適応できるようにするため，

適切な雇用主の確保を含む第三国定住難民に対する定住支援策を抜本的に見直すべ

きである。 
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第５部 部落問題 

１ 結論と提言 121 
(1) 日本政府は，条約第１条１の「世系（descent）」の対象に部落差別が含まれること

を明確にすべきである。122 
(2) 土地差別調査など悪質な部落差別の撤廃に向けて，人権教育・啓発の推進とともに，

適正かつ実効性のある法的規制制度を確立すべきである。 
(3) 戸籍謄本等不正取得事件が継続していることに鑑み，雇用，結婚及び住居や土地利

用における部落差別目的のための利用を規制するためのより厳格な法的措置をすべ

きである。 
(4) インターネットや直接的言動による部落差別の扇動に対して，差別禁止法の制定を

含む法的規制と被害者救済制度を確立すべきである。 
(5) 日本政府は，委員会の勧告１９123で示された(a)から(f)の各勧告内容を具体化するた

めの法整備を行うべきである。 
２ 委員会の懸念事項及び勧告の内容 

委員会は，勧告８において「委員会は，一般的勧告２９(２００２年)で表明した「『世

系』という文言は差別が禁止される他の理由を補完する意味と適用がある」また「『世

系』に基づく差別は，社会的階層及び人権の平等な享受を無効とし又は損なうこれと

類似の制度であって受け継がれた地位に関するものに基づくコミュニティのメンバ

ーに対する差別を含む」という立場を維持する。さらに，委員会は，本条約第１条１

の「世系」という文言は単に「人種」に言及しているのではないこと，及び世系を理

由とした差別は条約第１条の対象となることを再確認する。したがって，委員会は，

条約に従った人種差別の包括的な定義を採用することを要請する。」と述べている。 
 また，勧告１３において，「締約国による説明に留意するとともに，委員会は，締

約国の本条約第4条(a)及び(b)への留保について懸念する。また，在日韓国・朝鮮学校

(Korean schools)に通う生徒を含むグループに対する不適切で下品な言動，及び，イン

ターネット上での，特に部落民に対して向けられた有害で人種主義的な表現や攻撃とい

う事象が継続的に起きていることに懸念をもって留意する(第4条(a)及び(b))。 
（中略） 
委員会は締約国に以下を勧告する。 

121 前掲日本弁護士連合会「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 3 回・第 4 回・第５回・第６回日本

政府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」第 5 部 
122 前掲日本弁護士連合会「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づ

く第 3 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」Para.31 
123 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.19 
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(a)本条約第４条の差別を禁止する規定を完全に実施するための法律の欠如を是正す

ること。 
(b)憎悪的及び人種差別的表明に対処する追加的な措置，とりわけ，それらを捜査し関

係者を処罰する取組を促進することを含めて，関連する憲法，民法，刑法の規定を効

果的に実施することを確保すること。 
(c)人種主義的思想の流布に対する注意・啓発キャンペーンを更に行い，インターネッ

ト上の憎悪発言や人種差別的プロパガンダを含む人種差別を動機とする違反を防ぐこ

と。」と述べている。 
 さらに勧告１８において「戸籍制度に関する締約国の立場を認識し，個人情報を守

るための法的変更(２００８年)に留意するとともに，委員会は，戸籍制度の問題及びプ

ライバシー侵害，特に部落民に関しての問題が続いていることについて懸念を改めて表

明する(第２条，第５条)。 
委員会は，個人のプライバシーを効果的に守るために，特に雇用，結婚及び住居に

おいて，差別目的のための戸籍制度の利用を禁止し，処罰措置を有するより厳格な法

律を制定することを勧告する。」と述べている。 
  勧告１９においても「部落民に対する差別が社会問題であるとする締約国の認識及

び同和問題に関する特別措置法の成果に関心をもって留意するとともに，委員会は，２

００２年の同和問題に関する特別措置法終了に際して，締約国と部落組織の間で合意さ

れた下記の条件(本条約の完全実施，人権救済に関する法及び人権教育の推進に関する法

の制定)がいまだに達成されていないことを懸念する。 
委員会は，部落差別事案に専門的に対処する権限を持つ公的機関がないことを遺憾

に思い，部落民に対処し言及する際，締約国による統一的な概念と政策が欠如してい

ることに留意する。また，委員会は，部落民と部落民以外の国民の間の社会・経済的

格差が，例えば物理的生活環境や教育において，一部の部落民については滅少してい

るものの，雇用や結婚，住居及び土地の価格のような公的生活の分野で依然差別が残

っていることに懸念をもって留意する。さらに，部落民の状況の進展を測るための指

標が欠如していることを遺憾に思う(第２条及び第５条)。 
委員会は締約国に以下を勧告する: 

(a)部落問題に対処する権限を持つ特定の政府機関あるいは委員会を指定すること。 
(b)特別措置法の終了に際してなされたコミットメントを履行すること。 
(c)明確で統一された部落民の定義採用のために関係者と協議を行うこと。 
(d)部落民の生活条件の改善のためのプログラムを，一般国民の参加を得て，特に部落

コミュニティを擁する地域に対する人権教育及び啓発の取組で補うこと。 
(e)上記の施策の状況及び進展を反映する統計指標を提供すること。 
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(f)受益者とその他の者との平等が持続的に達成されたときに特別措置は終了すべきで

あるとする勧告を含む特別措置に関する一般的勧告３２(２００９年)を考慮するこ

と。」と述べている。 
３ 日本政府報告書の要旨 

第７～９回日本政府報告書には，部落問題について全く触れられていない。 
４ 日本政府報告書の問題点 

(1) 日本政府は，人種差別撤廃条約第１条１の「世系（descent）」の対象に部落差別

は含まれないとの見解を現在も維持している。 
人種差別撤廃委員会は，第１回，第２回日本政府報告書に対する最終見解（２０

０１年３月８日及び９日）において，「人種差別撤廃条約第１条に定める人種差別の

定義の解釈については，委員会は，締約国とは反対に，「世系（descent）」の語はそ

れ独自の意味を持っており，人種や種族的又は民族的出身と混同されるべきではな

いと考えている。したがって，委員会は，締約国に対し，部落民を含む全ての集団

について，差別から保護されること，本条約第５条に定める市民的，政治的，社会

的及び文化的権利が，完全に享受されることを確保するよう勧告する。」との勧告を

行い，さらに，第３～６回日本政府報告書に対する最終見解においても，部落差別

に関する詳細な懸念の表明及び勧告を行っている。124 
しかるに，日本政府は，人種差別撤廃条約の加入後，２回にわたる日本政府報告

書の審査においても，条約が人種的差別の一つとして定義する世系（descent）は，

「過去の世代における民族的若しくは皮膚の色又は過去の世代における民族的若し

くは種族的出身に着目した概念を表すものであり，社会的出身に着目した概念を表

すものではない。」「部落差別は社会的出身に基づく差別であり，世系（descent）に

基づく差別ではない。」とか「同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく，疑いも

なく日本民族，日本国民である。」「身分差別に由来する部落差別は，条約の対象に

ならない。」などと主張し続けている。今回の日本政府報告書においても，従前の主

張を維持し，日本政府報告書には，部落問題について全く触れられていない。 
しかしながら，人種差別撤廃委員会は，条約第１条１の「世系（descent）」の統

一見解として，「世系（descent）に基づく差別がカースト及びそれに類似する地位

の世襲制度等の，集団の構成員に対する，人権の平等な享有を妨げ又は害する社会

階層化の形態に基づく差別を含む」との一般的勧告２９（２００２年）を採択し，

部落差別も「世系（descent）」に基づく差別の対象であることを明らかにしている。 
よって，日本政府は，人種差別撤廃条約第１条１の「世系（descent）」の対象に

124 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解

Para.8,13,18,19 
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部落差別が含まれることを明確にすべきである。 
(2) 土地差別調査について 

     土地差別調査とは，不動産の取引や購入，賃貸などにあたって，その物件と部落

との関係を尋ねたり，調べたり，教えたりする行為である。大阪府においては，マ

ンションなどの建設予定地周辺の立地条件を調査するマーケティングリサーチの複

数の会社が，部落の所在地などの情報を報告書としてまとめ，依頼主に提出するな

どの部落差別事件が発覚している。このような私企業などによる土地差別調査は，

全国各地で行われており，土地使用や居住面において被差別部落と一般地域との分

離や隔離状況を助長するものとなっている。 
よって，土地差別調査など悪質な部落差別の撤廃に向けて，人権教育・啓発の推

進とともに，適正かつ実効性のある法的規制制度を確立すべきである。 
(3) 戸籍謄本等不正取得について 

２０１１年１１月，約１万件に及ぶ司法書士らによる戸籍謄本等不正取得事件が

発生している（いわゆるプライム事件）。この事件の特徴は，司法書士や行政書士な

どの八士業が使用しうる「戸籍謄本住民票の写し等職務上請求書」を使えば，本人

の同意なく戸籍謄本等が請求できることを悪用し，「請求書」を２万枚も偽造し，司

法書士が探偵社に名義貸しを行い全国で１万件にも及ぶ戸籍謄本等の不正取得を行

ったことである。 
この事件以前にも，日本各地において戸籍謄本等不正取得が発生しており，雇用，

結婚及び住居における部落差別目的のために悪用されている。 
よって，戸籍謄本等不正取得事件が継続していることに鑑み，雇用，結婚及び住

居や土地利用における部落差別目的のための利用を規制するための法的措置を強化

すべきである。 
(4) インターネットなどによる部落差別の扇動について 

従来から，インターネットなどを利用した部落差別の助長，扇動が多発している

が，２０１１年１月２２日，奈良県御所市に所在する部落問題及び水平社運動に関

する調査研究を行うと共に，関係史料や文化財を収集・保存し，一般公開している

「水平社博物館」の前で，ハンドマイクを使用して，「穢多やら非人やらいうたら，

大勢集まって糾弾集会やら昔やっとったん違うんですか。出てこい，穢多ども。何

人か聞いとるやろ，穢多ども，ここは穢多しかいない，穢多の聖地やと聞いとるぞ。

出てこい，穢多ども，おまえらなあ，ほんまに日本中でなめたマネさらしやがって」

「いい加減出てきたらどうだ，穢多ども。ねえ，穢多，非人，非人。非人とはあ，

人間じゃないと書くんですよ。おまえら人間なのかほんとうに」などと怒号し，こ

れをインターネット上で動画として全国に発信する事件が発生している。この事件
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は，２０１２年６月２５日，奈良地方裁判所において，名誉棄損に該当するとして，

１５０万円の損害賠償請求が認容されている。 
近時，このような憎悪差別扇動が，被差別部落ばかりでなく，在日韓国・朝鮮人

や，移住者家族などに対して，特定集団などにより繰り返されているが，適正な被

害者救済や法的措置がなされていない。 
よって，インターネットや直接的言動による部落差別の扇動に対して，差別禁止

法の制定を含む法的規制と被害者救済制度を確立すべきである。 
(5) 委員会による勧告１９（２０１０年３月）の国内実施について 

日本政府は，委員会の勧告１９に適示された(a)から(f)いずれもについても，何ら

具体的な施策を実施していない。とりわけ，勧告１９(b)(c)で勧告された「特別措置

法の終了に際してなされたコミットメントを履行すること。」「明確で統一された

部落民の定義採用のために関係者と協議を行うこと。」については，条約第１条１

の「世系（descent）」の対象に部落差別が含まれることを明確にするためにも，早

急に取り組まれるべき課題である。 
よって，日本政府は，人種差別撤廃委員会の勧告１９で示された(a)から(f)の各勧

告内容を具体化するための法整備を行うべきである。 
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第６部 アイヌ問題 

１ 結論と提言 125 
(1) アイヌ政策推進会議の委員やアイヌ政策を協議する場に，アイヌ民族の参加を更に

増やし，アイヌ民族が主体的に参加できる方法にて協議や施策を進めること。 
あらたに法律を整備するとともに，アイヌ民族の先住性を踏まえ，社会的，文化的，

政治的及び教育的な面を総合した施策の推進を，総合的に実施すること，そして施策

の推進を実現するためのロードマップを策定・公表し，外部から検証できるようにす

ること。 
(2) アイヌ政策推進会議作業部会 126において明らかになったアイヌ民族の遺骨問題調

査等の結果を公表し，同調査を踏まえた遺骨の確認と返還等を早期に進めること。 
過去のアイヌ民族に対する差別や偏見を助長する研究に対する歴史的な反省を含め

て過去の人権侵害の回復措置を早急に講じること。 
(3) アイヌ民族に対する差別の歴史を踏まえ，公教育の中で，アイヌ民族の歴史や文化

等について学ぶ機会を一層充実，強化させること。 
(4) アイヌ民族の高等教育へのアクセス権を保障するため，更に奨学金等を含む経済的

な援助を充実させること。 
(5) 「アイヌの人々」という日本政府の呼称は，アイヌの先住民族であるとの地位を正

面から認めないものとの誤解を与えるため，「アイヌ民族」と明記すべきこと。また，

アイヌが自らの言語による教育を受ける権利を保障すること。 
(6) アイヌ民族の文化的生活の基盤となっている自然環境がこれまで破壊されてきたこ

とを考慮し，アイヌ民族の意思を無視した乱開発を防ぐため，とりわけ北海道におけ

る開発においてアイヌ民族の意見を反映させる措置を講じること。 
２ 人種差別撤廃委員会の懸念事項・勧告内容 127 

委員会の勧告５で，「委員会は，締約国がアイヌ民族を先住民族として認めたこと

（２００８ 年）に祝意を表し，アイヌ政策推進会議の創設(２００９ 年)に注目する」

と述べつつ，勧告２０では，次のように述べている。「アイヌを先住民族として認識

したことを歓迎し，象徴的な公的施設建設や北海道外のアイヌの地位に関する調査の

実施のための作業部会の設立を含む締約国のコミットメントを反映した施策に関心

をもって留意するとともに，委員会は以下について懸念を表明する。 

125 前掲日本弁護士連合会「人権のための行動宣言 2009」P.20 
  前掲日本弁護士連合会「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づ

く第 3 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」Para.5-9 
126 内閣官房「アイヌ政策推進会議」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html 
127 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.
5,20 
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(1) 協議フォーラムや有識者懇談会へのアイヌ民族の代表が不十分であること 
(2) 北海道におけるアイヌ民族の権利の発展及び社会的地位の改善に関する国家的な

調査が欠如していること。 
(3) 先住民族の権利に関する国連宣言の実施に向けた進展がこれまで限定的であるこ

と（条約第２条及び第５条）。 
委員会は，協議を，アイヌの権利に取り組む明確で方向性のあるアクション・プラ

ンを持った政策及びプログラムに転換するために，アイヌの代表と協力して更なる措

置を講ずること，並びに，協議におけるアイヌ代表者の参加を増やすことを勧告する。

また，アイヌ代表者と協議しつつ，先住民の権利に関する国連宣言などの国際的コミ

ットメントの検証・実施を目的とする第三者作業部会設置を検討することを勧告する。

委員会は，北海道のアイヌ民族の生活水準に関する国家的調査を実施することを要請

し，本委員会の一般的勧告２３(１９９７年)を考慮することを勧告する。さらに，委

員会は，締約国に対し独立国における原住民及び種族民に関するＩＬＯ１６９号条約

(１９８９年)を批准することを検討することを勧告する。」 
３ 政府報告書の記述  
  一方，政府報告書では，次のように記載されている。128 

「４．アイヌの人々 
（１）北海道アイヌ生活実態調査 
１３．第３回・第４回・第５回・第６回政府報告パラグラフ１０，１１参照。129 
（２）北海道アイヌ生活向上関連施策等 
１４．第３回・第４回・第５回・第６回政府報告パラグラフ１２参照。130 
（３）アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会 
１５．２００８年６月，我が国国会においてアイヌ民族に関する決議が全会一致で

採択された。これを受けて，政府は官房長官談話を発出した。政府は，官房長官談

話を踏まえ，高いレベルで有識者の意見を聞きながら，これまでのアイヌ政策を更

に推進し，総合的な施策の確立に取り組むため，「アイヌ政策のあり方に関する有

識者懇談会」を開催することを決定した。 
１６．同懇談会には，アイヌの方も委員として参画し，アイヌの歴史や先住民族と

しての意義，アイヌ政策の新たな理念及び具体的政策のあり方について総合的な検

討を行った。２００９年７月に官房長官に提出された有識者懇談会報告書は，「先

128 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.13-24 
129 前掲人種差別撤廃条約第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回政府報告  Para.10,11 
130 前掲人種差別撤廃条約第 3 回・第 4 回・第 5 回・第 6 回政府報告  Para.12 
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住民族の権利に関する国際連合宣言」の関連条項を参照しつつ，我が国及びアイヌ

の人々の実情に応じた，今後の我が国のアイヌ政策の在り方を提言した。 
（４）アイヌ政策推進会議 
１７．有識者懇談会報告書の提言を受け，アイヌの人々の意見等を踏まえつつ総合

的かつ効果的なアイヌ政策を推進するため，政府は，２００９年１２月，官房長官

を座長とする「アイヌ政策推進会議」の開催を決定した。アイヌ政策推進会議には，

複数のアイヌの代表も参画し，有識者懇談会報告書で提言された各種政策のフォロ

ーアップなど，我が国のアイヌ政策全般の推進等について，意見交換を行っている。 
１８．特に専門的検討を要する「北海道外アイヌの生活実態調査」，「民族共生の

象徴となる空間」の二つの課題については，２０１０年３月から作業部会を設けて，

１年間にわたり検討を行った。 
１９．「北海道外アイヌの生活実態調査」作業部会は，アイヌの人々が居住地に左

右されず，自律的に生を営み，文化振興や伝承等を担えるよう，全国的見地から必

要な政策を検討するために，生活基盤を北海道外に移したアイヌの人々の生活等の

実態を調査したものである。調査結果によると，北海道外及び北海道内のアイヌの

人々の生活実態は近似しているが，一般国民と比較すると，生活，教育等の面でな

お格差が存在することが明らかとなった。 
２０．「民族共生の象徴となる空間」作業部会では，有識者懇談会報告書で最も重

要な施策として提言された「民族共生の象徴となる空間」について，基本的なコン

セプト，ビジョンを検討した。 
２１．両作業部会は，２０１１年６月に検討結果を取りまとめ，アイヌ政策推進会

議に報告した。その後，２０１１年８月に，新たに「政策推進作業部会」を設置し，

主に①「民族共生の象徴となる空間」の具体化，②「北海道外アイヌの生活実態調

査」を踏まえた，全国的見地からの施策の展開，③アイヌの歴史，文化等に対する

国民理解を促進するための活動，の三点について検討を行っている。 
２２．アイヌ政策推進会議やこれらの作業部会の構成員のうち，アイヌの代表は１

/３かそれ以上を占めるほか，他の構成員の多くが，アイヌ文化・アイヌ政策に精

通した専門家で構成されている。 
（５）アイヌの人々の人権擁護 
２３．第３回・第４回・第５回・第６回政府報告パラグラフ１３参照。 
（６）「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関

する法律」に基づく施策 
２４．同法に基づく施策については，第１回・第２回政府報告パラグラフ１９及び

Ⅲ．第７条２．（１）参照。」 
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４ 日弁連の意見  
(1) 政府報告書にも書かれているとおり，２００９年１２月，政府は官房長官を座長

とする「アイヌ政策推進会議」の開催を決定し，同会議に，複数のアイヌ民族の代

表が加わり，アイヌ民族政策全般の課題について，議論を継続している。特に，「北

海道外アイヌの生活実態調査」，「民族共生の象徴となる空間」の二つの課題につ

いて，２０１０年３月から作業部会を設けて，１年間にわたり検討を行った。その

こと自体は画期的であり，歴史的経緯を踏まえた極めて重要な施策推進に向けた動

きである。 
その一方で，アイヌ政策推進会議には，複数のアイヌ民族が委員として加わって

いるものの，人種差別撤廃委員会も指摘するとおり，協議の場に参加するアイヌ民

族の代表の数はまだ不十分である。今後の施策実施について，より広いアイヌ民族

の意見を集約し，その意向を踏まえる必要があると共に，実施に際しても，アイヌ

民族の参加を実質的に保障出来るような方法で行う必要がある。 
また，アイヌ政策推進会議の議論の中でも示されているとおり，アイヌ民族が歴

史的に置かれていた状況を踏まえた施策を総合的に推進するためには，文化振興に

留まらない新たな立法措置が不可欠である。 
同時に，アイヌ民族が置かれていた歴史的な状況や先住性を踏まえ，社会的，文

化的，政治的，教育的な面を総合した施策の推進を，総合的に実施することが求め

られる。 
さらに，総合的な施策の実現をどのような時間的なスパンでどのように実施して

いくのかについて，全体的なロードマップを策定，公表し，市民も交えた議論が出

来るようにする必要がある。 
(2) ２０１３年４月１９日に開催されたアイヌ政策推進会議作業部会において，明治

時代から１９７０年代頃まで，大学研究者が，研究目的で墓地から掘り出したアイ

ヌの遺骨が，１１大学で１，６３３体保管されていることが報告され，明らかにな

った。 
しかし，個人が特定できる遺骨が極めて少なく，返還先についての協議もこれか

らであるが，時間の経過によって，かなりの困難が予想される。 
研究者・大学のアイヌ民族に対する人権侵害の歴史を明確にし，当事者の希望を

出来るだけ尊重するかたちで遺骨等の返還を早期にすすめることが必要である。 
同時に，過去のアイヌ民族に対する差別や偏見を助長する研究に対する歴史的な

反省を踏まえて，研究等による過去の人権侵害の回復措置を早急に講じることが必

須の課題である。 
(3) アイヌ民族に対する差別の歴史を踏まえ，公教育の中で，アイヌ民族の歴史や文
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化等について学ぶ機会を一層充実，強化させることについては，前回も指摘したと

ころであるが，アイヌ民族が歴史的に差別されてきたばかりでなく，現在も差別を

受けている状況にあるため，主として公教育の場で，アイヌ民族の歴史や文化等を

学ぶ機会を，より一層充実・強化させる必要がある。 
(4) アイヌ民族に対する差別の解消を考えるとき，アイヌ民族の高等教育への進学率

は，同一地域に居住する他の人々と格差があるため，生活支援のみならず教育支援

の充実が求められる。 
とりわけ，アイヌ民族の生活保護率は全道平均と比べて１．５倍，全国平均と比

べても約２．５倍であること，大学進学率は全国平均の約半分であること（２００

９年７月，アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会作成報告書131）に鑑みれば，

アイヌ民族が大学等の高等教育を受ける権利を実質的に保障することが必要である。

その具体的な措置として，例えば，特別の奨学金制度や，大学への優先入学といっ

たポジティブアクションの実施等を早期に実現すべきである。 
(5) 前回も指摘しているが，現在日本政府が用いている「アイヌの人々」という呼称

は，アイヌの先住性を正面から認めていない誤解を与えるものである。 
アイヌ民族の先住性や民族的アイデンティティを有していることを正面から認め，

「アイヌ民族」との呼称に改めるべきである。また，２００８年７月，北海道に世

界各国の先住民族が集まり，「『先住民族サミット』アイヌモシリ２００８」が開

催された。同サミット実行委員会が発表した「日本政府への提言」では，アイヌ語

を公用語とし，義務教育の場で学べる言語とすることが求められている。したがっ

て，アイヌ民族は自らの言語を公用語として義務教育でも学べる場が必要である 
(6) これまで日本各地において自然環境の破壊が進んできたが，とりわけ北海道にお

ける自然環境の破壊は，アイヌ民族が生存する権利，文化的生活を営む権利を侵害

するものであった。したがって，アイヌ民族の文化的生活の基盤となっている自然

環境がこれまで破壊されてきたことを考慮し，アイヌ民族の意思を無視した乱開発

を防ぐため，とりわけ北海道における開発においてアイヌ民族の意見を反映させる

措置を講じるべきである 

131 アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告書（2009 年 7 月 29 日）http://www.kantei.go.jp/jp/sin
gi/ainu/dai10/siryou1.pdf 
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第７部 中国帰国者問題 

１ 結論と提言 
日本政府は中国帰国者に対し，引き続きその生活実態等を調査し，中国帰国者の生活

支援（経済的自立），自立支援（教育，生活）のため，さらなる支援策の必要性の有無

について検討すべきである。132 
２ 政府報告書の問題点 

(1) 戦前日本は１９３２年３月１日に中国東北地方に「満州国」を建設し，「満州農

業移民二十カ年百万戸送出計画」により多数の日本人が開拓団として移住していた

が，１９４５年８月９日のソビエト連邦軍の対日参戦により，戦争に巻き込まれた

り，避難中の飢餓疾病等により多数の犠牲者が出た中で，肉親と離別して孤児とな

り，中国の養父母に育てられたり，やむなく中国に残る者が多数出た。これらの人々

は，「残留邦人等」や「残留孤児」（これらを総称して「残留邦人」ともいう）と

呼ばれていたが，１９７２年の日中国交回復まで帰国の途が閉ざされ，日中国交回

復後も１９８１年からの訪日調査が実施されるまで様々な障害があり，日本への永

住帰国が大幅に遅れた。このため，これらの中国帰国者の帰国時の年齢は４０歳代，

５０歳代と高齢である上，長年の中国生活で母国語を忘れ，一から日本語の勉強を

しなければならず，言語の習得に困難を伴った。また，そればかりか帰国時の年齢

が高齢であるため，言葉の障害も伴い就労も困難な事態に陥り，帰国者の大多数が

生活保護を受給するというような事態になった。 
(2) 日本政府は，１９８４年２月から「中国帰国孤児定着促進センター」を設置した

が，僅か３か月から６か月程度の日本語教育を受けるだけで，中国帰国者の就労に

結びつく程度の日本語習得には不十分のものであった。１９８８年から「中国帰国

者自立研修センター」が設置され，１年ほど通所形式による日本語教育が実施され

たが，十分なものとはいえないものであった。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（以下「支援法」という。）」

が成立し，国民年金の特例措置が実施され，保険料の法定免除期間及び追納が認め

られ，追納資金の貸し付けも受けられるようになった。しかし，貸付金について年

金からの返済金が控除されるなど不十分なものであった。 
(3) 日弁連は２００４年３月２４日に日本政府に対し，国は中国残留邦人の発生に対

132 日本弁護士連合会「中国残留邦人・中国帰国者問題人権救済申立事件（勧告）」（2004 年 3
月 24 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2004/2004_4.
html 

日本弁護士連合会「学齢期に修学することのできなかった人々の教育を受ける権利の

保障に関する意見書」（2006 年 8 月 10 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opini
on/report/data/060810.pdf 
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し全面的な責任を負うものであるから帰国促進策の徹底，生活保障給付金の支給（給

付水準は年齢別学歴計の賃金センサスを下回らないもの），特別の年金制度の策定

（日本国民が受給する平均金額以上の年金），教育支援，生活支援等の施策を求め

る勧告書を採択した。 
(4) 中国帰国者のうち，残留孤児（１３歳未満の子）らは日本政府の支援策が不十分

なものであるとして，国に対し「日本人として人間らしく生きる権利」の回復を求

めて東京，大阪その他全国各地で損害賠償請求訴訟を提起した。原告数は中国残留

孤児帰国者の９割を超える者が参加した。 
(5) 日本政府は２００７年に支援法を改正し，２００８年４月から新たな支援策を実

施した。これを受け，訴訟提起した残留孤児らは訴訟を取り下げた。新たな支援策

の内容は国民年金の全額負担と一定の生活支援金と自立支援に関する新たな施策を

内容とするものであった。しかしながら，所得制限を設けているために，生活支援

金の給付を受けられない者もおり，中国帰国者が一律に救済される内容となってお

らず，支援策の不十分さを訴える者もいる。特に残留邦人の子（いわゆる二世問題）

は支援策の対象とされておらず，また，残留孤児の配偶者も残留孤児が死亡した場

合には支援金が打ち切られるなどの問題がある。生活支援金は日弁連が求めている

年齢別学歴計の賃金センサスを下回らないものという給付水準からかけ離れてお

り，年金についても，日弁連が求めている特別の年金制度の策定（日本国民が受給

する平均金額以上の年金）にはなっていない。 
(6) よって，日本政府は中国残留邦人の発生に対し全面的な責任を負うものであるこ

とから，引き続き中国帰国者の生活実態を調査し，その実態を踏まえた新たな生活

支援（経済的自立），自立支援（教育，生活）のための施策の見直しの必要性の有

無を検討すべきである。 
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第８部 刑事施設等における問題 

１ 結論と提言 
 日本政府は，刑事施設等において人種差別的言動や処遇を行った職員に対する行政処

分，行政罰又は刑事罰を課すると同時に，刑事施設等の職員に対する人権研修を更にさ

せるべきである。133 
日本政府は，外国人に対する独居拘禁については，家族による面会が困難なために一

切の社会関係を絶たれてしまう場合が多いことに鑑み，抑制的に運用すべきである。134 
２ 委員会の懸念事項・勧告内容 

条約第１回・第２回定期報告の勧告１３において，「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，適切な訓練を施すことを

要求する。」135とされている。この勧告は，刑務官を大きなターゲットとしたもので

あると理解される。 
前回政府報告書審査の勧告１４において，「公務員に対する人権教育を提供するため

に締約国によりとられた施策に留意するとともに，委員会は，公務員による差別的発

言が繰り返されているという前回最終見解(１３パラ)の懸念を改めて表明し，本条約

第４条(c)に違反して，この点に関する当局による行政的又は法的行動の欠如を遺憾に

思う。さらに，発言を罰する名誉毀損，侮辱及び脅迫に関する既存の法律は人種差別

に特有のものではなく，特定の個人に対する侵害の場合にのみ適用されることを懸念

する（第４条(c)及び第６条）。」136と指摘されている。 
３ 政府の対応と政府報告書の記述 

条約第１回・第２回の政府報告には人権保障と差別防止のための公務員，法執行官

の研修についての記載はあるが，残念なことに刑務官については記載がない。137 
また，同政府報告のパラグラフ６６に，刑務所内の人種差別的な言動が裁判所によ

って認定されたケースとして次のケースを指摘している。138 
「 (b) ２００３年６月２６日東京地方裁判所判決 
刑務官が，イラン人受刑者に対して人種差別発言（「イラン人はみなウソつきばかり

だ」）をしたことが，侮辱に当たり，違法であると判示された（ただし，人種差別発

133 前掲日本弁護士連合会「政府から独立した調査権限のある人権機関の設置を求める宣言」  
134 日本弁護士連合会「行刑改革会議提言についての日弁連の意見」（2004 年 2 月 1 日）P.12 http://ww
w.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2004_07.pdf 
135 第 58 期人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解（CERD/C/58/CRP，2001 年 3 月 20 日）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/saishu.html 
136 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.14 
137 前掲人種差別撤廃条約第 1 回・第 2 回定期報告 Para.64  
138 前掲人種差別撤廃条約第 1 回・第 2 回定期報告 Para.66 
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言を原因とする国家賠償請求権については，消滅時効により消滅しているものとして

認められず，その余の不法行為について，国家賠償法第１条第１項に基づき，慰謝料

等の損害賠償が認容された。）。」 
４ 日弁連の意見 

(1) １００年ぶりの監獄法の改正 
２００６年５月，受刑者の処遇に関する法律が約１００年ぶりに全面改訂され，

その１年後には未決被収容者に関する新たな条文も加わって，「刑事収容施設及び被

収容者等の処遇に関する法律（以下「刑事被収容者処遇法」という。）」が成立した。

名古屋刑務所で複数の受刑者が職員の暴行により死傷するという痛ましい事件（２

００２年１０月）を契機に，法務大臣の諮問機関として２００３年３月に行刑改革

会議 139が設立された。この会議には各界からの専門家が参加したが，日弁連や監獄

の改革を目的としたＮＧＯの代表も参加することができた。同年１２月に当連合会

も前向きに評価のできる報告書が公表された。この報告書をもとにした監獄法の改

正案が国会に提出され，全会一致で議決された。 
これまで日本の刑務所に対して，所内における差別と暴力を温存する秘密性が厳

しく指摘されてきたが，施設運営の透明化と被拘禁者の処遇の改善向上を図るため，

弁護士（弁護士会が推薦した弁護士が選任されている）や医師，研究者，地方行政

担当官，地元市民などから成る「刑事施設視察委員会 140」が７４（現在は７７）の

施設（未既決のすべての刑事拘禁施設）ごとに設置された。また，被収容者からの

不服申立て制度についても，法務大臣が棄却の判断をしようとする際には，弁護士

や法律研究者，医師などからなる「刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検

討会」に諮問し，法務大臣がその意見を「尊重」する制度が導入された。旧法では

受刑者は，家族としか面会できなかったが，「良い友人」とは面会通信できることと

なった。また，刑務官に対する人権研修が法の明文で義務付けられた。これらの改

革は日弁連が長年に渡り求めてきたものであり，日本の刑事被拘禁者処遇は，大き

な前進を遂げたと評価できる。 
(2) 残されている重要な処遇問題 

このように，制度の改正は行われたが，全国の刑務所の状況には数々の問題が残

されている。非常に深刻な問題は刑務所医療と独居拘禁である。 
国連拷問禁止委員会は，刑事施設視察委員会の設立を前向きに評価しながら，こ

139 法務省「行政改革会議」http://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_gyokei_kaigi_index.html 
140 法務省「刑事施設視察委員会の活動状況」http://www.moj.go.jp/shingi1/kyousei_katsudou_index.ht
ml 
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の２つの問題については，２００７年８月に詳細な勧告を行っている。141 
また，国連自由権規約委員会は２００８年１０月に，刑事施設視察委員会の独立

性の強化，不服調査検討会の独立性と機能の強化，そして独居拘禁問題について詳

細な勧告を行っている。142 
(3) 我が国における外国人受刑者の状況 

刑事被拘禁者は未決と既決に分けられる。未決被拘禁者は外国人の場合も全国の

拘置所に分散して拘禁されているが，既決の場合は，日本人と同様の処遇可能な者

と，日本人とは異なる取扱いを受ける者（Ｆ級）に分類されている（現在では，Ｆ

指標受刑者が増えているためこのような集中的な収容は行われていない。受刑者の

集団編成に関する訓令の運用について，依命通達により相当数の施設がＦ級を収容

するものとされている）。 
２０１２年版犯罪白書 143によれば，２０１１年における外国人の入所受刑者は，

１，２８９人であった。外国人受刑者のうち，日本人と異なる処遇を必要とする者

は，Ｆ指標受刑者として，その文化及び生活習慣等に応じた処遇を行っている。Ｆ

指標入所受刑者人員の推移（最近２０年間）144は，次の図のとおりである。その人

員は，２２年は７８０人であった。 
同年におけるＦ指標入所受刑者を国籍等別に見ると，中国１９５人，ブラジル１

１９人，イラン７５人，韓国・朝鮮７１人，ベトナム６８人の順であった。 
罪名別に見ると，窃盗が２５７人と最も多く，次いで，覚せい剤取締法違反１７

９人，入管法違反９４人，強盗５８人，傷害・暴行２９人，道路交通法違反２６人，

麻薬取締法違反２４人の順であった。 
 
 
 
 
 
 
 

F 指標入所受刑者人員の推移（男女別） 

141 条約第 19 条に基づき締約国から提出された報告書の審査 拷問禁止委員会の結論及び勧告（CAT/C/J
PN/CO/1，2007 年 8 月 7 日）Para.15 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/pdfs/kenkai.pdf 
142 前掲日本弁護士連合会「規約第 40 条に基づき締約国から提出された報告書の審査－国際人権（自由権）

規約委員会の総括所見 Para.20 
143 法務省「平成 23 年版犯罪白書」http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/58/nfm/mokuji.html 
144 前掲法務省「平成 23 年版犯罪白書」4-1-3-5 図Ｆ指標入所受刑者人員の推移（男女別）http://hakusyo
1.moj.go.jp/jp/58/nfm/n_58_2_4_1_3_3.html 
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２０１０年末現在，Ｆ指標受刑者の収容人員は，２，７８６人（男子２，５３８人，

女子２４８人）である。 
このように，来日外国人受刑者は激減している。その理由は犯罪発生の低下も考

えられるが，入管法違反事件について，原則として刑事司法の対象とすることなく，

行政手続的対応を行う方針に変更された影響であると考えられる。 
(4) 人種差別的な言動は根絶されていない。 

このように数は減少しているが，施設職員と外国人受刑者の意思疎通が困難な状

況は依然として残っており，相互誤解から感情的対立，相互不信，人種的偏見が表

に出やすい状態である。 
現に，人種差別的な処遇ではないかと考えられる事例が報告されている。 
第１回、第２回政府報告書パラグラフ６６（ｂ）には次のような例が挙げられて

いる。145 
「（ｂ） ２００３年６月２６日東京地方裁判所判決 

刑務官が，イラン人受刑者に対して人種差別発言（「イラン人はみなウソつき

ばかりだ」）をしたことが，侮辱に当たり，違法であると判示された（ただし，

人種差別発言を原因とする国家賠償請求権については，消滅時効により消滅し

ているものとして認められず，その余の不法行為について，国家賠償法第１ 条
第１項に基づき，慰謝料等の損害賠償が認容された。）。」 

このような事実が裁判所で認定されたことは重要であるが，結局時効を理由に権

利救済を認めていない。外国人が自ら裁判を起こすことが著しく困難であることを

145 前掲人種差別撤廃条約第 1 回・第 2 回政府報告 Para.66 
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考えれば，裁判所のこのような判断は人権救済の途が日本の司法において十分に保

障されていないと言わざるを得ない。 
２００３年３月頃に黒羽刑務所職員が受刑者を「くろんぼ」という，黒人に対す

る人種差別的蔑称で呼んだことを認めた。具体的には「お前，クロンボ，こっちこ

い」「お前の国ではない，クロンボ，この野郎」「座れ，クロンボ」などと言われた

という訴えを真実と認めたものである。そして，このようなことのないようにする

ため，栃木県弁護士会は２００６年３月２２日に人権啓発研修を行うよう求める勧

告を行っている。 
刑事被収容者処遇法には日弁連の働きかけにより，人権研修が法定され（第１３

条第３項），人権研修が実施されている。２０１３年に，受刑者が刑務官から暴行

を受けた事件の刑務官による暴力事件に関する国賠訴訟における和解の中で，東京

拘置所所長が被害者に賠償金を支払い，謝罪しただけでなく，刑事施設視察委員会

の委員など外部有識者による人権研修，実務に即し行動科学的，心理学的な技法等

を取り入れた研修を行うことを約束したという例がある。刑務官だけでなく捜査官

や警察の管理する留置施設職員などの法執行職員に対する人権研修を更に充実して

いく必要がある。 
このように，刑務官や留置担当官の中には，人種差別的な感情を持ち，これを業

務の中でも繰り返してしまう者もいる。しかし，これに対する行政処分，行政罰，

刑事罰を課した事例は知られていない。ほとんど処分が行われていない可能性があ

る。このような状況は，条約第４条(c)及び第７条に違反している可能性がある。 
是非，委員会にこの二つのケースでの行為者と被害者がどのように処遇されたか

を日本政府に尋ねていただきたい。 
(5) 外国人に対する社会習慣を配慮しない処遇，従うことの難しい過酷な厳しい規則 

日本の刑務所の特徴である「厳しい所内規則」は，基本的には変更されていない。 
所内を移動する際の軍隊式の行進や脇見をしていることを懲罰の対象とするよう

な扱いは，過去においては全ての刑事施設で例外なく実施されていたが，現在では

各刑務所所長の裁量に委ねられ，実施の有無を決めている。 
このような過酷な規則は，日本人にも遵守することが困難であるが，生活習慣の

異なる外国人受刑者にとっては，更に著しい困難をもたらす。 
２０１１年１０月１９日に東京弁護士会は，府中刑務所において，刑務所当局が

インド国籍の受刑者に対して行った処遇について改善を求める人権救済勧告を行っ

ている。146 

146 東京弁護士会「人権侵害救済申立事件について（要望）」（2011 年 11 月 19 日）http://www.toben.or.j
p/message/file/20111019_219.pdf 
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この事件の申立人は，２００７年３月１３日から現在に至るまで，府中刑務所の

独居房に収容されている。インド国籍の男性であり，１６歳のころよりキリスト教

プロテスタント（エヴァンジェリカル派）を信仰している。遅くとも，２００８年

４月７日までに，相手方に対し，早朝，起床時間より１時間前，または日の出の際

の薄暗い頃に，ベッドの上に座るか，膝をついて礼拝をすること（声等は発しない）

を許可して欲しいと同刑務所当局に申し出た。同刑務所で定められている平日の起

床時間は午前６時４０分である。しかし，同刑務所は，２００８年４月１４日，こ

の申し出を不許可とした。そして，許可なく，このような行為を行おうとすると，

「止めろ」と制止され，その後に懲罰のための取調べを受け警告された。 
東京弁護士会は，この申し出は，真摯な信仰に基づくと認められる一人で行う礼

拝その他の宗教上の行為の許可を求めた場合には，それが余暇時間外であることの

みをもってこれを形式的に不許可とするのではなく，その宗教的行為の態様などが

管理運営上の具体的支障を生じさせる相当の蓋然性を持つ等の特段の事情のない限

り，これを許可する運用に改めるよう要望した。 
また，独居拘禁とされている受刑者には日本人も外国人も居るが，外国人の場合

には家族による面会が困難な者が多く，独居拘禁とされることにより，一切の社会

関係を絶たれてしまう場合が多く，苛酷な処遇となりがちである。 
(6) 外国語による面会，信書及び書籍 

来日外国人受刑者の中には，日本語理解能力が充分でない者が多い。 
我が国では府中刑務所と大阪刑務所に国際対策室が在り，英語，中国語，スペイ

ン語，ペルシャ語などの通訳，翻訳担当者をおいている。この分野における矯正局

の対応は前向きに評価することができる。ほとんどの言語について，所内での信書

の翻訳，立ち会い対応などができるようになってきた。 
職員で処理できない言語は減少しているが，各国大使館などの外部協力者に翻訳

を依頼しているという。このため，信書の翻訳をした上での検閲は著しく遅延する

場合のあることが指摘されている。 
また，面会についても，上記のような理由で事実上日本語を使用した面会に制限

されている。このため被収容者と面会者同士では外国語で支障なく会話ができる場

合であっても，面会のため日本語との通訳をいれなければならず，この通訳を探さ

ねばならず，またその費用も大きな負担となる。このような例を少なくするため，

立会い担当がテレビで会話内容を監督することができるようなテレビ会議システム

なども導入されている。 
被収容者処遇法には，刑事施設法案と同様，外国語による面会・信書の発受にお

いて，会話内容を聴取したり，信書を翻訳したりする必要がある場合，そのような

78 



費用を被収容者に負担させることができるとしている（第１４８条）。書籍の閲覧に

ついても同様の規定がある（第７０条第２項）。 
しかし，このような費用は，立会い・検査を必要として実施する国家が負担すべ

きものであり，これを被拘禁者に負担させることは許されないと考える。 
日弁連の提案していた刑事処遇法案第１２９条，第１３０条に基づき，外国語に

よる面会と信書を妨げてはならず，その通訳・翻訳費用を負担させないことを明記

すべきであった。実務においては，刑務所職員で対応できる場合は，翻訳費用は負

担を求められていない。このような規定の機械的適用は，少数言語を使用する外国

人の外部交通を著しく制約する危険性がある。せめて，面会や信書の相手方や本に

ついてもその書名・外観などから問題がないと判断できるような場合を除外するた

め，「発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるとき」「信書の

内容を確認するため翻訳が必要であるとき」との規定は，「通訳又は翻訳しなければ

規律及び秩序を害する結果を生ずる恐れがあるかどうかを判断できない場合に限っ

て」とすべきである。 
この点は，法文自体は修正できなかったが，規則段階ではかなりの改善が見られ

た。 
外国語による図書・面会・信書に関する翻訳料・通訳料の負担を課す場合が広範

なものになる可能性が危惧されていたが，実際には抑制的に規定された。すなわち，

外国語書籍等の翻訳料については，「国語を読解する能力を有しない者」「点字によ

らなければ書籍等を閲覧できない者」は特別の事情がない限り負担させないことと

された。その他の者は「閲覧の目的及び受刑者の負担能力に照らしてその者に負担

させることが相当と認められるときに限り」負担させることができるとされ，負担

させる場合はかなり限定された（規則第２６条）。面会と信書についても，外交官や

親族，重要用務処理者は負担させないこととされ，その他の場合も，「受刑者の負担

能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるとき

に限り」負担させることができるとしている（規則第７３条）。 
(7) 施設側職員と被収容者のコミュニケーションについて 

施設側職員と被収容者のコミュニケーションについても問題が多い。 
府中刑務所のように専門の通訳が揃っている施設よりも，一応日本語が理解でき

る受刑者を収容している黒羽刑務所のような施設で，刑事施設当局と外国人被収容

者の間では意思疎通が困難で問題が起きている。 
収容開始の際の権利義務の告知，重要な規則の告知，規則違反を理由とする懲罰

手続等の重要な不利益処分等について，外国人被収容者の充分な理解が得られてい

ないことが少なくなく，処遇の現場で実態として通訳が全く存在しなかったり，極
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めて不十分な通訳しか行われなかったりする場合がある。そのため，刑事施設当局

の行刑成績の評価にも影響が現れている。 
法務省法務総合研究所の府中刑務所における調査によっても「行刑成績と日本語

の会話能力及び読書能力間には，正の相関関係 があり，日本語能力が低い者ほど行

刑成績も低い傾向を示している」とする。 
(8) 国家賠償法第６条の相互保証主義の規定は条約第６条に明確に違反する。 

国家賠償法第６条は「この法律は，外国人が被害者である場合には，相互の保証

があるときに限り，これを適用する。」としている。この規定に基づいて国は，イラ

ン国籍，アメリカ国籍の刑事被拘禁者について，日本の法廷で，イラン法及びアメ

リカ合衆国並びに州法において相互の保証がないことを理由として国家賠償責任を

争う姿勢を示している。イラン法においては加害行為を行った公務員個人に対する

賠償責任の追及が可能であり，そして，この規定の有効性を認める裁判所は，原告

に相互の保証の法制度の存在の証明を求め，これが証明されるまでは事件の審理に

入らないという不当な姿勢を示している。 
しかし，我が国が１９９５年に批准した条約６条は締約国に対して「管轄内にあ

るすべての者」に対して人種差別行為に対する効果的な保護と救済の措置，正当か

つ十分な補償又は賠償を求める権利を保障している。国家賠償法第６条は国連自由

権規約第２条第３項，第７条及び第２６条 147に違反すると考えられるが，より直接

的な形で人種差別撤廃条約に違反したものといえる。国家賠償法第６条は直ちに廃

止すべきである。 

147 国連自由権規約選択議定書 http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rig
hts/liberty_protocols_no1.html 
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第９部 公人による差別発言 

１ 結論と提言 
国は，公職にある者による民族差別発言をなくすため，公職にある者に対する適切な

教育・訓練を直ちに行うべきである。148 
２ 本政府報告書の要旨 
  日本政府は，パラグラフ６８ないし８０において，公務員に対して人権教育がなさ

れていると述べている。149 
３ 日本政府報告書の問題点 

(1) 委員会による勧告 
委員会は，第１回・第２回定期報告審査の勧告１３において，「委員会は，高官に

よる差別的発言及び，特に，本条約第４条（c）に違反する結果として当局が取る行

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，また本条約第 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。」と述べている。150 
また，委員会は，前回政府報告審査の勧告１４において「委員会は，公務員によ

る差別的発言が繰り返されているという前回最終見解（１３パラ）の懸念を改めて

表明し，本条約第４条(c)に違反して，この点に関する当局による行政的又は法的行

動の欠如を遺憾に思う。さらに，発言を罰する名誉棄損，侮辱及び脅迫に関する既

存の法律は人種差別に特有のものではなく，特定の個人に対する侵害の場合にのみ

適用されることを懸念する（第４条(c)及び第６条）。委員会は，国家及び地方自治体

の公務員による人種差別を許容し扇動するあらゆる発言を強く非難し反対すること

及び政治家や公務員の間で人権啓発を促進する取り組みを強化することについて改

めて勧告する。また，締約国は人種差別及び外国人憎悪的発言を直接的に禁止し，

管轄権を有する国内裁判所を通して人種差別に対する効果的な保護及び救済へのア

クセスを保障する法律を制定すべきことを緊急に勧告する。また，委員会は，その

ような事件が将来発生することを防ぎ，また，全公務員，法執行官，行政官及び一

般国民に対して，特に人種差別に関して関連する人権教育を提供するための必要な

148 日本弁護士連合会「橋下徹氏の日本軍「慰安婦」及び「風俗業」に関する発言の撤回と謝

罪を求める会長談話」（2013 年 5 月 24 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/docume
nt/statement/year/2013/130524_3.html 
149 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.68-80 
150 前掲第 58 期人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解 Para.13 
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施策を講ずることを勧告する。」と述べている。151 
(2) 現状 

しかし公人による差別発言は，前回の勧告後も以下のとおり繰り返されている。 
① 高校無償化制度と朝鮮学校を巡る発言 

２０１０年３月３日，橋下徹大阪府知事（当時。現大阪市市長）は，新たに国

が高校無償化制度を導入するに当たり，朝鮮学校は，無償化の対象から除外すべ

きとの意見を表明する際，「北朝鮮という国と暴力団は基本的には一緒。暴力団と

お付き合いのある学校に助成がいくのがいいのか。」「北朝鮮という国は不法国家。

関係する学校とか施設とかはお付き合いをしない。」と述べた。これに対して，大

阪府内の朝鮮学校に子どもが通学する母親が作るグループは，子どもへの嫌がら

せや脅迫が助長されるおそれがあるとして，安全対策を求める要望書を大阪府に

提出した。 
  さらに，２０１０年４月５日，橋下氏は，twitter にて「民意をバカにする連中

は北朝鮮に行け！偉そうに民意をバカにする輩ほど北朝鮮では獄中行きだ！」と

発言した。 
  これらの発言について，橋下氏は，国家の問題を指摘しているに過ぎず民族差

別ではないと反論している。しかし，橋下氏は，単なる国家体制の批判を超えて，

朝鮮民主主義人民共和国という国全体の存在価値を否定したり，あるいは国全体

を蔑むような表現を用いていることから，これを聞いた者をして，そこに住む人々

に対する偏見や蔑視，すなわち民族差別をも生み出す効果をもたらしている。 
② ２０１０年４月１７日，石原慎太郎東京都知事（当時。現衆議院議員）は，永

住外国人に参政権を付与することに反対する集会に参加して「与党を形成するい

くつかの政党の党首とか大幹部は（帰化した人が）多い」「先祖への義理立てか知

らないが，日本の運命を左右する法律をまかり通そうとしている。」と述べた。 
  この発言は，永住外国人に対する参政権付与に賛成する政治家の多くは，実は

日本国籍を取得（帰化）した朝鮮民族の人々である，という根拠のない独自の推

測に基づき，そのことが「日本の運命を左右する」と表現することにより，結果

として，朝鮮民族が日本国に何らかの損害を与えようとしているかのごとき誤っ

たイメージを植え付けるものである。かかる発言は，朝鮮民族に対する恐怖や不

安，ひいては民族的憎悪を煽り立てるものにほかならない。 
③ ２０１２年２月２０日，河村たかし名古屋市長は，「いわゆる“南京事件”はなか

ったのではないか。」と発言し，中国国内で激しい批判を受けた。すると，同月２

151 人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解  Para.14 
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７日は「日本軍が非武装の中国人を３０万人も虐殺したと言われるような組織的

な大虐殺はなかったのではないか，という意味だった。」と釈明した。 
この河村氏による発言は，単に過去の歴史的事実に関する意見表明に過ぎない

との反論もあり得る。しかし，南京大虐殺事件の否定は植民地支配の正当化に他

ならない。かかる歴史認識は，当該植民地支配を支えた中国人蔑視，すなわち民

族差別をも正当化することに繋がるものであり許されない。 
  ④ 日本軍「慰安婦」問題を巡る発言 

２０１３年５月１３日，橋下氏は記者会見において，日本軍「慰安婦」問題に

関して「銃弾が雨・嵐のごとく飛び交う中で，命を懸けて走っていく時に，猛者

集団，精神的に高ぶっている集団をどこかで休息させてあげようと思ったら，慰

安婦制度というものが必要なのは誰だって分かる」「その当時，慰安婦制度ってい

うのは世界各国の軍は持っていたんですよ」と述べた。 
また，同月１７日，橋下氏と同じ政党に所属する西村真悟衆院議員は，党の会

合で，「“慰安婦”が“セックス・スレーブ（性奴隷）”というふうに 転換（訳）さ

れていますので，これが国際的に広がれば反日暴動が，謀略が成功しかねないと

いうことですから，我々積極的に“売春婦”と “セックス・スレーブ（性奴隷）”は
違うんだと，売春婦はまだ日本にウヨウヨおるぞと。韓国人。」「反撃に転じた方

が良いと思う。私，きょう大阪に帰りますが，大阪の繁華街で『お前，韓国人慰

安婦やろ』と言ってやったらよろしい。」と発言した。 
当時，日本軍「慰安婦」制度における被害者に対する暴力的処遇の背景には，

性差別に加え，民族差別の意識があったことに鑑みれば，かかる日本軍「慰安婦」

制度を肯定する橋下氏の発言自体，民族差別に該当する。 
また，日本には韓国人の売春婦がうようよいる旨の西村氏の発言は韓国人に対

する侮辱であるとともに，日本軍「慰安婦」は，性的奴隷ではなく売春婦として

自発的に軍に同行した，との誤った歴史認識を流布させるものである。 
実際，これらの発言後，ネット上の書き込みや，右翼団体によるデモ活動等に

おいて，日本軍「慰安婦」制度の被害を訴え謝罪と補償を求める朝鮮民族の人々

に対する民族的，人種的憎悪が拡大している。 
(3) 日本政府は，公人による差別発言が行われた際，これを強く非難する行動を取る

べきである。また，公職にある者による民族差別発言をなくすため，公職にある

者に対する適切な教育・訓練を直ちに行うべきである。 
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第 10 部 ヘイトスピーチ 

１ 結論と提言 
日本政府は，韓国籍・朝鮮籍の市民を始めとする外国人，マイノリティに対する嫌が

らせやヘイトスピーチの実態を調査した上で，これを防止するより実効的な措置を直ち

に採るべきである。152 
２ 日本政府報告書の要旨 153 
    日本政府は報告書において、以下の通り述べている。 

(1) 日本国は，あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第 4 条の（a）及び（b）
の規定の適用に当たり，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。 
(2) 右留保を撤回し，人種差別思想の流布等に対し，正当な言論までも不当に萎縮さ

せる危険を冒してまで処罰立法措置を採ることを検討しなければならないほど，現

在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行われている状況にあるとは考

えていない。 
(3) 人種主義的動機は，我が国の刑事裁判手続において，動機の悪質性として適切に

立証しており，裁判所において量刑上考慮されているものと認識している。 
３ 日本政府報告書の問題点 

(1) 我が国におけるヘイトスピーチの実情を踏まえていないこと 
① 日本政府は，「現在の日本は人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行われてい

る状況にない」と主張しているが，事実ではない。 
② 日本では，従前から朝鮮学校に通う子どもなどの集団に対する粗野な言動や，

部落民に対してインターネットを通じて有害な人種主義的表現・攻撃が問題にな

っていた。そして，近年，韓国との領土問題などを契機に，日本に居住する韓国・

朝鮮籍の市民に対するヘイトスピーチが深刻化している。 
③ とりわけ，近年，「在日特権を許さない市民の会」（以下「在特会」という。）と

称する団体が各地でヘイトスピーチを繰り返し，社会問題化してきた。 
    在特会は，日本に居住する韓国・朝鮮籍の市民は「不法入国者の末裔」であり，

不当な「特権」を有している等と主張して，２００７年１月に活動を開始した。

在特会は，韓国・朝鮮籍の市民を攻撃する街頭宣伝やデモを行うほか，インター

ネットを通じて人種差別思想を宣伝して会員を増やし，２０１２年には１万２，

０００人の会員数をもつ巨大な組織になった。在特会は，２００９年には，京都

152 前掲日本弁護士連合会「人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明」（2013 年 5 月 2
4 日）  
153 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.83,84,93 
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の朝鮮学校の門前で，校内に向けて「北朝鮮のスパイ養成機関，朝鮮学校を日本

から叩き出せ。」「なめとったらあかんぞ。叩き出せ。」「日本から出て行け。

何が子供じゃ，こんなもん，お前，スパイの子供やないか。」「約束というもの

は人間同士がするものなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません。」等

と叫び，同日の学校の教育活動を妨害し，威力業務妨害罪や名誉毀損罪で４人の

逮捕者を出した。後にこの事件では民事裁判も提訴された（京都朝鮮学校裁判）。

しかし，在特会は，その後も，勢力を拡張し続けてきた。 
④ ２０１１年 １月２２日，在特会は，部落解放同盟 などの協力で設立された 水

平社博物館 に対し，抗議の街頭宣伝を行った。このとき，水平社博物館では，「

コリアと日本  ‐『韓国併合』から１００年」と題する特別展示が行われており，

日本軍「慰安婦」に対する人権侵害などが取り上げられた。これに対し，在特会

は，「慰安婦イコール性奴隷と言っているんですよ，こいつらはバカタレ。文句

あったら出てこい，穢多ども」「これ。性風俗産業ね。自分が性風俗産業で働く

のが大好きだと，これが天職だと，喜んで働いている女性に対して人権侵害なん

ですよ，これ」「いい加減出てきたらどうだ，穢多ども。ねえ，穢多，非人，非

人。非人とは，人間じゃないと書くんですよ。おまえら人間なのかほんとうに」 
「穢多とは穢れが多いと書きます。穢れた，穢れた，卑しい連中，文句あったら

ねえ，いつでも来い。」等と部落差別表現を含む街宣を大音量で行った。 
    同年８月，水平社博物館側は，在特会の男性を相手取って民事訴訟を提訴，２

０１２年６月２５日，奈良地方裁判所は男性に１５０万円の支払いを命じた。民

事判決は確定したが，この事件で刑事責任を問われた者はいない。 
⑤ ２０１２年，韓国と日本との間の竹島等を巡る領土紛争が紛糾すると，在特会

は，東京のコリアン・タウンである新大久保で活動をはじめた。在特会は，同年

８月２日，コリアン・タウンの韓国料理店と韓国商店が並ぶ場所で，数人で行進

し，「朝鮮人の店で物を買うな」「いい朝鮮人も，悪い朝鮮人もない，朝鮮人を皆

殺しにしろ」等と叫んだ。 
在特会は，２０１３年１月１２日以降，新大久保のメイン通りで月２回程度の

ペースでデモ行進を行うようになった。デモには毎回，会員ら２００人前後が集

まり，「よい朝鮮人も悪い朝鮮人も，みんな殺せ」「朝鮮人，頸つれ，毒飲め，飛

び降りろ」「害虫駆除」等と記載されたプラカードが掲げられた。デモ隊は，「殺

せ，殺せ，朝鮮人」「朝鮮人を叩き出せ～」「朝鮮人を絞め殺せ～」「ソウルを火の

海にしろ」等のシュプレヒコールを行った。 
さらに，デモ隊は，韓国料理店や韓国商店の店員とその客に拡声器を向け，「キ

ムチを食べると死にます」「およそ人間の食べるものではありません」「韓国のり
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はトイレットペーパーが混ざっています」等と叫び，また，女性の買い物客など

に対しては「こんなところで買い物なんかするなよ」「おチョンコを愛している，

そこの醜いネエちゃんたち，突っ込んでこいよ～！」「おばちゃんね，あんたね，

朝鮮人に体売ってどうするよ！」「いくらね，日本の男に相手にされないからって

恥ずかしいぞ」等と罵声を浴びせ，営業を妨害した。 
このため，マスコミは，デモの営業で売上げが減少したという商店街の声を多

数報じた。 
⑥ 同じ頃，大阪のコリアン・タウンである鶴橋でも在特会による街頭宣伝活動が

繰り返し行われた。２０１３年２月２４日に鶴橋で行われた在特会による街頭宣

伝では，女子中学生が，韓国・朝鮮籍の市民に向けて「あんた達が憎くて憎くて

たまらない。いい気になっとったら，南京大虐殺じゃなくて，鶴橋大虐殺をやり

ますよ」と演説した。 
３月２４日， 在特会が大阪の路上で行ったデモにおいては，デモを先導する

人物が，拡声器を使って「大阪市民の皆さん，朝鮮人を見つけたら，石をぶつけ

て，朝鮮女はレイプしてもいいんですよ」等という演説を行った。 
⑦ 在特会によるこのような街頭宣伝やデモ活動は，ユーチューブ等で動画配信さ

れ，多数の市民が閲覧した。「ニコニコ動画」というサイトでは，在特会の行動に

賛同する市民から書き込みが寄せられた。在特会は，インターネットを通じて更

に支持者を増やした。 
⑧ 在特会は，さらに，中国人，フィリピン人といった外国籍の市民のほか，生活

保護受給者など，広くマイノリティ，社会的弱者をも攻撃した。 
⑨ 在特会によるヘイトスピーチは，新聞やテレビでも大きく取り上げられた。安

倍晋三首相は，２０１３年５月７日の国会の参院予算委員会で，都内で特定の外

国人を排斥する目的のデモなどが開かれていることに関して「一部の国や民族を

排除しようという言動があることは極めて残念だ。」と答弁した。 
ヘイトスピーチは大きな社会問題になっており，日本政府もそのことを認識し

ている。「現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行われている状況

にあるとは考えていない」という政府報告書は，日本政府自身の認識とも矛盾し

ているのである。 
(2) 日本政府は，現行法上取りうる措置も採っていない 
① 日本政府は，ヘイトスピーチは現行法で禁止できると説明しているが，実際に

は，現行法上取り得る措置も全く行っていない。 
② ２００９年の京都の朝鮮学校の事件では，威力業務妨害を行う在特会の近くに

警察官がいた。ところが，警察官は，在特会の行為を制止しようとしなかった。 
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    新大久保においても，デモ隊が「殺せ，殺せ」と叫びながら商店街に嫌がらせ

をしているのに，警察官は交通整理をするだけで，脅迫行為や営業妨害行為を制

止しなかった。 
    東京都公安委員会はデモに対して毎回許可を出し，市民が抗議すれば「許可が

あるから合法だ」と言い，可能な行政指導も行わず，デモのコースからコリアン・

タウンを外すようにという市民からの要望にも耳を貸さなかった。 
③ 日本政府は，人種主義的動機は，我が国の刑事裁判手続において，動機の悪質

性として適切に立証しており，裁判所において量刑上考慮されていると説明する

がこれも事実ではない。 
    まず，前述の京都朝鮮学校の事件において，被告人らの人種主義的動機が量刑

に反映された事実はない。量刑理由に人種主義的動機は掲げられていないし，量

刑も同種行為と比較しても非常に軽いものである。そして，被告人らは，いずれ

も法廷で何の反省も示さず，被害者に敵意すら見せていたにも拘わらず，いずれ

も刑の執行を猶予され，釈放されたのである。 
    また，新大久保のデモにおいても，６月１６日には，在特会のデモに参加した

者が，沿道の市民を殴りつけた等という理由で４名が逮捕されているが，いずれ

も，極めて軽微な罰金刑で終わっており，人種主義的動機は全く考慮されていな

い。 
    なお，京都朝鮮学校裁判については，２０１３年１０月７日に民事判決が出て，

１２００万円の損害賠償と学校の周辺における街頭宣伝の禁止が命じられた。し

かし，１０月１９日，在特会がこれに控訴したため，２０１３年１２月の時点に

おいても，被害者は救済を受けることができていない。 
４ 日本弁護士連合会の意見 

(1) 以上のとおり，現在の日本社会において，人種差別思想の流布や人種差別の煽動，

暴力の扇動は深刻な社会問題になっており，日本政府もそのことを認識している。

したがって，日本政府は直ちにこれを調査し，実効的な防止策の検討を始めるべき

である。 
(2) とりわけ，日本政府が現行法上可能な措置を直ちに採るべきである。営業妨害や

暴力の扇動は，威力業務妨害罪や脅迫罪を適用することにより防止しうるし，行政

指導などで被害を緩和できる。また，必要な立法・法改正についても直ちに検討が

開始されるべきである。 
(3) さらに，他民族への理解を進める公教育も遅れている。在特会は，インターネッ

トを通じて，韓国・朝鮮籍の市民は「不法入国者の末裔」であり，不当な「特権」

を有している等と宣伝しているが，日本の学生は正しい歴史教育を受けていないた
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め，在特会の宣伝をすぐに信じてしまう。 
日本政府は，公教育において，他民族に対する理解を進めるための，歴史や文化

に関する教育を進め，人種差別思想を克服するよう努めなければならない。 
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第 11 部 女性に対する複合差別の問題 

１ 結論と提言 
(1) 暴力を含むジェンダーに関連した人種差別を防ぐための施策に関するデータを収集

し，調査結果を明らかにすべきである。また，アイヌの人々，同和地区の人々，在日

韓国・朝鮮人，沖縄女性を含むマイノリティ女性の現状に関する包括的な調査も実施

し，調査結果を明らかにすべきである。 
(2) 結婚移住女性やその家族の実情を調査し，支援するための具体的な施策を実施すべ

きである。また，国際結婚仲介業が的確に規制される法律の制定を検討すべきであ

る。154 
(3) 第２次世界大戦中の日本軍による性奴隷制について 155 
① 被害者に対し，改めて明確な謝罪と公的補償を行うべきである。 
② １９９３年の河野洋平内閣官房長官談話の内容を国民に周知させ，教育及び広報

において，この事実を現在及び将来の国民に正しく教え，過ちを繰り返さない決意

を社会の共通認識とすべきである。そのための方策として，中学・高校の歴史教科

書に日本軍「慰安婦」にかかる事実を記載するとともに搾取の実態を教育すること，

住民に対する同様の教育・啓発を行うこと，公的な立場にある人物による事実を否

定しかつそのような否定を繰り返すことによって被害者に再び精神的外傷を与えよ

うとする試みに反駁すべきである。 
③ 政府は早急に韓国，中国，台湾，フィリピン，オランダなどの被害当事国と話し

合い，法的責任を認め，一日でも早く被害者救済のための立法を行い，被害者に対

する謝罪，並びに人としての尊厳の回復措置と金銭賠償をなし，真相の解明のため

の調査機関の設置等により法的責任を果たすべきである。 
２ 政府報告書の要旨 156 

日本政府は，２００１年に「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」（以下，ＤＶ法という）を公布し，その後２度にわたる改正を行ったこと，２０

０８年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な

154 前掲日本弁護士連合会「外国人の在留管理を強化する入管法等の「改正」法案に対する会

長声明」  
   日本弁護士連合会「新たな在留管理制度の導入に伴う政令・省令改正案等に関する意

見書」（2011 年 11 月 25 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/dat
a/111125.pdf 
155 日本弁護士連合会「日本軍『慰安婦』問題の最終的解決に関する提言」（2010 年 12 月）http://www.ni
chibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/101211_2.pdf 
  日本弁護士連合会「国連拷問禁止委員会の総括所見に関する会長声明」（2013 年 6 月 4 日）http://ww
w.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130604.html 
156 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.7-12 
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方針」を策定したこと，内閣府に設置した男女共同参画会議の「女性に対する暴力に

関する専門調査会」において，ＤＶ法の円滑な施行に向けた検討を行い，２０１０年

１２月に策定した「第３次男女共同参画基本計画」に盛り込んだこと，現在は，当計

画に基づき，夫・パートナーからの暴力を含む女性に対する暴力に関し，幅広い取組

を推進していること等を述べている。 
３ 政府報告書の問題点 
 (1) データの収集と調査 

委員会は，「人種差別のジェンダーに関連する側面に関する一般的勧告２５157」

において，「人種差別が女性と男性に等しく又は同じような対応で影響を及ぼすわけ

では必ずしもないこと，一定の形態の人種差別はそのジェンダー故に特に女性にの

み向けられることがあること」等を指摘し，女性に関する条約の実施に特定した情

報や，それに関連した十分な情報の提供を締約国に求めている。そして委員会は，

前回政府報告審査の総括所見において，「次回の締約国の報告が，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提

供すること」を勧告した。158 
また，国連女性差別撤廃委員会は，２００９年，第６回政府報告審査の総括所見

において，「委員会は，社会全体及びコミュニティ内において，締約国のマイノリテ

ィ女性は性別や民族的出自に基づく複合差別に苦しんでおり，こうした状況につい

て情報や統計データが不十分であることを遺憾に思う。委員会はさらに，マイノリ

ティ女性の権利推進を図るために，各マイノリティ・グループに対する政策的枠組

を含む積極的な施策が策定されていないことは遺憾である。」とし，「委員会は，マ

イノリティ女性に対する差別を撤廃するため，政策的枠組の策定及び暫定的特別措

置の導入を含む有効な措置を講じるよう締約国に要請する。委員会は，このために

こうした観点から，マイノリティ女性の代表を意思決定主体の一員として指名する

ことを締約国に要請する。委員会は，日本におけるマイノリティ女性の状況に関す

る情報，特に教育，雇用，健康，社会福祉，暴力被害に関する情報を，次回報告に

盛り込むことを求めた前回の要請(A/58/38，パラ 366)を改めて表明する。この観点

から，委員会は，アイヌの人々，同和地区の人々，在日韓国・朝鮮人，沖縄女性を

含むマイノリティ女性の現状に関する包括的な調査を実施するよう締約国に求め

157 General Recommendation No.25: Gender related dimensions of racial discrimination(2000 年 3 月

20 日) 
158 前掲第 58 期人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解 Para.17 
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る。」と勧告した。159 
しかしながら，日本政府は，年齢別，男女別及び配偶関係別外国人数等，在留資

格別外国人登録者数などに係る統計資料を提供したのみで，暴力を含むジェンダー

に関連した人種差別を防ぐための施策に関するデータの収集とリサーチ結果を今回

もまた提供しておらず，アイヌの人々，同和地区の人々，在日韓国・朝鮮人，沖縄

女性を含むマイノリティ女性の現状に関する包括的な調査も実施していない。 
(2) 日本人と婚姻した外国人女性 
① 外国人女性と日本人男性との婚姻は，年間３万件前後で推移している。１９７

５年頃を境に「日本人女性と外国人男性」の組み合わせから「外国人女性と日本

人男性」のカップルに主流が代わり，以後，この傾向が続いている。女性達の約

８０％はアジア諸国出身であり，経済格差が背景にあることが推測される。また，

日本人男性と外国人女性との結婚を仲介する多数の業者が存在し，不正確・恣意

的な情報を女性側に伝えたり，多額の保証金を取るなど多くの問題が発生してい

る。 
② 結婚して日本に住む外国人女性の権利は十分には守られていない。 

    まず，女性達が在留資格「日本人の配偶者等」を取得し又はその在留期間を更

新するためには，日本人夫の協力が必要であり，それ故，日本人夫が外国人妻を

支配することが制度上容易となっている。ドメスティック・バイオレンス（以下

「ＤＶ」という。）その他，日本人夫に有責性がある場合であっても，別居が相

当期間続けば，「当該婚姻関係が社会生活上，実質的基礎を失っている場合」に

該当するとして，女性の在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が更新されな

い危険がある。 
とりわけ，２００９年に出入国管理及び難民認定法が改正され，在留資格「日

本人の配偶者等」で在留する女性が正当な理由なく配偶者としての活動を６か月

以上行わなかった場合，正当な理由なく届出た住居地に居住しなかった場合には，

その在留資格を取消される可能性が生じ，この改正法が２０１２年７月に施行さ

れたことは問題である。「正当な理由」の判断においてＤＶ等に一定の配慮はあ

るが，診断書や写真が複数ある身体的ＤＶは別として，心理的その他様々な形態

の非身体的ＤＶは正しく認定されない恐れがある。離婚後，他の在留資格への変

更が認められる場合も，非常に限られている。そのため，在留期間の更新不許可

や在留資格の取消し，子どもと引き離されること等を恐れて，外国人女性がその

正当な権利を主張できない場合は多く，外国人女性の地位を著しく弱めるものと

なっている。 
日本人夫側に有責事由がある場合であっても，入国管理局や裁判所の不適切な

159 女性差別撤廃条約第 6 回報告書に対する委員会最終見解（2009 年 8 月 7 日）Para.51,52 http://www.
gender.go.jp/whitepaper/h22/zentai/html/shisaku/ss_shiryo_2.html 
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判断により，外国人女性が一方的に不利な立場におかれてしまうという，この懸

念が現実となった事案がある。すなわち，日本人男性と結婚し３人の子がいる外

国人女性Ａは，日本人夫から長期にわたり経済的に支配されたあげく，２００８

年２月ないし３月頃に，夫に抗議をしたところ，激昂した夫に自宅から追い出さ

れ，その後は友人宅を転々とし，２００９年８月頃から外国人男性方に居住して

いた。この間もＡは，週３～４日，夫の不在時に自宅を訪れて子らの監護養育や

家事を行っていたが，夫が協力しなかったため，２０１０年１２月の在留期間の

更新をすることができずに超過滞在となり，２０１１年４月に入国管理局に収容

された。Ａは在留特別許可を求めたが，法務大臣はこれを認めず，退去強制処分

に付した。そこでＡは，２０１１年７月，国に対し，退去強制処分の取消等を求

める訴訟を提起した。しかし，２０１３年４月，横浜地方裁判所は「Ａが暴力を

受けていたか否かは，別居後の監護養育状況に関する認定と直接関わるものでは

ないから，判断をしない。」「Ａは，別居前から，本国で生活する両親への送金等

のための就業により，子ども達に対する監護養育が十分にされていたとはいい難

く，時間・内容の両面において限られた範囲で子ども達への監護養育を行ってい

たにすぎなかったところ，別居後はより一層限定的なものになっており，また，

経済的にも，別居前後を通じて子ども達の生活費は専ら夫の給料によって賄われ

ていたのでるから…原告の子ども達に対する養育監護への関与は相当限定的な

ものであった。」「Ａが本国に帰国しても，子どもらがＡの本国に赴き又は通信手

段を利用してＡと交流することは可能である。」などとして，Ａに在留特別許可

を認めず退去強制に付した国の判断は適法であるとして，Ａの請求を棄却した。

Ａは控訴している。 
③ 次に，女性たちは，日本語，日本の文化や生活習慣，社会制度・法制度などを

ほとんど知らない。無償又は低廉な費用でこれらを学習する機会は保障されてお

らず，外国人住民が多い一部の自治体が学習機会を提供しているだけである。多

くの女性は日本語の読み書きや会話が十分にできず，本国で身につけた技術や資

格も使えず，低賃金のパートやアルバイトに従事することになる。夫の親の介護

や家業などに従事する場合は，賃金は全く支払われない。そのため女性達は，経

済面で日本人夫に依存せざるを得ず，ますます弱い立場におかれる。 
他方，国際結婚を望む（又は既婚の）日本人男性やその親族等が，女性の本国

の言語・文化・生活習慣，女性が日本で直面する困難とその支援などについて学

習する機会も，保障されていない。また，特に業者仲介の婚姻の場合，「夫に奉仕

する素朴で従順な女性」が「経済的格差の故に日本人との結婚を望んでやってき

た」と考える男性は多く，高額の仲介料を業者に支払っている場合はなおさら女

性達を見下している男性が多い。 
④ こうした事情を反映して，日本人夫による身体的暴力や様々な非身体的暴力（パ

スポートを取り上げる，金銭を持たせない，食生活から習慣に至るまで同化を要
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求する，同国人との交際を禁止する，母語の使用を禁止する，母国への送金や家

族への電話を禁止する，帰省を禁止する，帰省費用を出さないなど）が女性たち

を苦しめている。 
政府報告書は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法の制定と改

正について述べるが，実際には，ＤＶの場合においてすら，外国人女性は日本人

女性と同じレベルの支援を受けていない。多言語による支援情報の提供はインタ

ーネットなどその手段が限られているうえ，支援機関に行く方法が具体的にわか

らない，支援機関に多言語で対応できる職員がいない，適切な通訳人が常駐して

いない，職員が Marriage Immigrants の背景を知らず，出入国管理及び難民認

定法に関する知識も不十分，逆に女性たちは日本の社会制度・法制度をほとんど

知らないので説明を受けても理解が困難，多言語で対応できる弁護士や医師が少

ないなど，様々な問題があるからである。 
また，日本人夫が協力しないために女性達が在留資格「日本人の配偶者等」を

更新できなかった場合であっても，女性達は如何に生活に困窮しても生活保護を

受給することはできない。生活保護法は生活保護の受給権を日本国民にだけ認め

ており，外国人は「適法に日本に滞在し，活動に制限を受けない永住者，定住者，

永住者の配偶者等，日本人の配偶者等」に限って準用されるからである（１９９

０年厚生省口頭指示）。 
ＤＶに限らず，女性達には，言葉の壁があって支援情報にアクセスしにくいこ

と，日本に親族や友人が少ないなど人間関係が限られ，地域社会との交流も希薄

であること，被害が同国人コミュニティに知られそこから排除されることを怖れ

て被害を隠すことがあること，在留資格を失うことを怖れて支援機関への相談を

躊躇すること，政府・自治体に支援体制が不十分であることなど，様々な困難が

ある。様々な被害が潜在化・深刻化している可能性が強い。 
⑤ 結婚のために日本に住む女性やその家族を支援するための法律は，日本に存在

しない。国際結婚仲介業を的確に規制する法律も，存在しない。早急に Marriage 
Immigrants 女性やその家族の実情を調査し，支援するための具体的な施策を実

施すべきである。また，国際結婚仲介業を的確に規制する法律の制定を検討すべ

きである。 
また，外国人に対しても，その在留資格の有無や内容にかかわらず，可能な限

り，日本国民と同様の生活保護の適用を認めるべきである。160 
さらに，在留資格取消制度については，外国人女性とその日本人夫との別居が

継続している場合であっても，ＤＶから逃れていたり，有責配偶者から

離婚を求められたりしている場合にまで，在留資格が取り消されるよう

な運用がなされてはならず，この場合には，法律に規定する「正当な理

160 前掲日本弁護士連合会「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約第 16 条及び第 17 条に基づ

く第 3 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書」Para.184 
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由」のある場合として取消しの対象から外すべきであるし，ＤＶに当た

るか否かの判断が狭きに失しないよう，国の運用を明確にするべきであ

る。また，別居や離婚によって「日本人の配偶者等」などの在留資格の

継続あるいは更新ができなくなる場合にも，当該外国人が一方的に不利

な立場に置かれることのないよう，調停や訴訟などの婚姻解消過程にお

ける在留を保障し，また，従来の在留実績等を考慮して「定住者」など

の定住的在留資格を付与するなどの運用を明確にすべきである。161 
(3) 日本軍による性奴隷制の被害者 
① 国連女性差別撤廃委員会，国連社会権規約委員会，国連自由権規約委員会，国

連拷問禁止委員会などは，繰り返し，日本政府に対し，日本政府が第二次世界大

戦中における日本軍「慰安婦」制度についてその責任を認めていないこと，加害

者が訴追されていないこと，被害者に提供されている補償金が公的資金よりむし

ろ個人的な寄付によって提供されていること及びそれが不十分であること，日本

軍「慰安婦」問題への言及を含む歴史教科書がほとんどないこと，一部の政治家

及び報道機関が被害者の中傷あるいは出来事の否定を続けていることなどについ

て，強い懸念を示している。そして，日本政府が法的責任を認め，被害者に謝罪

し，生存している加害者を訴追し，被害者の権利として適切な補償を行うために

速やかで効果的な立法等を行うこと，生徒及び一般の公衆を教育し，及び被害者

を中傷しあるいは出来事を否定するあらゆる企てに反論し及び制裁措置を採るべ

きことなどを，繰り返し勧告している。 
また，国連子どもの権利委員会は，日本政府の第３回報告書に対する総括所見

において，「委員会は，日本の歴史教科書が，歴史的事件に関して日本の解釈のみ

を反映しているため，地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの情報

を懸念する。」「委員会は，締約国に対し，公的に検定されている教科書が，アジ

ア太平洋地域の歴史的事件に関して，バランスのとれた視点を反映することを確

保するよう勧告する。」としている。162 
② これに対し，日本政府は，日本軍「慰安婦」問題が多数の女性の名誉と尊厳を

傷つけた問題であることは認識している，１９９３年に河野洋平内閣官房長官談

話において性奴隷制度に対する日本軍の関与を認め被害者の名誉と尊厳を深く傷

つけたとして謝罪した，この問題を含めて第二次大戦に係る賠償や財産・請求権

の問題は法的に解決済みではあるが，既に高齢になった元日本軍「慰安婦」の女

性達への現実的な救済を図るため財団法人女性のためのアジア平和国民基金（以

下「アジア女性基金」という。）による「償い金」支給などの事業を行ってきた，

161 日本弁護士連合会「外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての会

長声明」（2012 年 7 月 9 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/
year/2012/120709.html 
162 国連子どもの権利委員会「条約第 44 条に基づき締約国から提出された報告の審査」（CRC/C/JPN/CO/
3，2010 年 6 月 20 日）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1006_kj03_kenkai.pdf 
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としている。163 
③ しかしながら，日本政府は，１９４５年以前の日本の旧軍国体制下における性

的奴隷制に対して，法的責任を負うことは全く考慮していない。また，政府は，

現在も生存している性的奴隷制犯罪実行者の調査や訴追，社会への啓発・教育を

行う意向，同制度の犠牲者に対する権利としての補償金支払いを行う意向などは，

全く有していない。 
アジア女性基金は，公的資金ではなく民間募金を原資としており，日本国とし

て被害者へ支払う賠償の意味を持つものではなかった。そのため，多くの被害者

がこの「償い金」の受取を拒否した。また，この事業の対象とされた国と地域は，

韓国，フィリピン，オランダ，インドネシア及び台湾だけであり，さらにこの基

金はすでに解散している。金額自体も不十分であった。そのため，国連の前記各

委員会は，繰り返し日本政府に対し，法的責任を認めた上で，この基金とは別に

日本国として立法的行政的措置を執るべきことを勧告している。しかし，日本政

府はこれらの勧告に応えていない。 
④ 日本国内では，現在もなお，被害者に対し加害事実の否定と被害者を侮辱する

様々な言説が日常的に繰り返されている。特に繰り返されているのが，「強制連行

はなかった」「彼らは自ら稼ぎにいった売春婦であった」という言説である。事実

を否定する勢力は，１９９３年の河野洋平内閣官房長官談話を見直せとのキャン

ペーンを繰り返している。こうした言説に対し，日本政府は，何ら反論も制裁も

行わずにこれを放置している。これにより，日本政府は，被害者に対し，継続的

な精神的苦痛を繰り返し与え，再トラウマを助長している。164 
２０１３年５月，公党の共同代表並びに大阪市長の職にある者が，「軍隊に「慰

安婦」制度は必要であった，沖縄海兵隊司令官に風俗業を活用してほしいと述べ

た。」との発言をした。日弁連はこれまで繰り返し，日本政府に対し，日本

軍「慰安婦」制度の下で被害を受けた女性への謝罪と賠償を行うよう求

めてきた。しかるに，この発言は，今なお癒されることのない傷に苦し

む日本軍「慰安婦」制度被害女性に対して更なる苦痛を与えるものであ

る。さらに，この発言は，今日においても軍人及び基地の管理運営に際

しては，女性の性を「活用」することが正当化され得るとの認識を示し

たものであり，憲法が定める個人の尊厳と両性の本質的平等に真っ向か

ら反するものである。公党の共同代表並びに地方公共団体の首長として

公権力を行使する立場にある公人のこのような発言は，女性の名誉と尊

163 日本弁護士連合会拷問禁止条約第 19条第 1項に基づく第 2回日本政府報告書審査に関する日弁連報告

書（2013 年 2 月 25 日）Para.19 http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/
treaty/data/alternative_report_ja2013.pdf 
164 前掲日本弁護士連合会「拷問等禁止条約第 19 条第 1 項に基づく第 2 回日本政府報告書審査に関する日

弁連報告書」（2013 年 2 月 25 日）P.48  
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厳を傷付け不適切極まりないものである。 165ところが，この発言に対し

ても，日本政府は，何ら反論も制裁も行わずにこれを放置している。  
⑤ さらに，日本国内の中学校で使用するすべての教科書から日本軍「慰安婦」問

題に関する記述がすでに消失した。高等学校の教科書に記述はあるものの，科目

選択制のある高等学校で全ての生徒が歴史を学ぶとは限らない。教科書の記述は

執筆者の判断によるとはいえ，この問題の記述を歓迎しない文部行政が現在の状

況を作り出したと言ってよい。義務教育の中で教えられず，社会では事実を否定

する言説が野放しになっている中で，一般の国民もほとんどこの問題の真実を知

る機会がない。166 
⑥ 日本国内で日本政府を相手取って提起された日本軍「慰安婦」の被害者らを原

告とする裁判では，被害事実を認定している下級審判決もいくつかあるが，最高

裁はいずれも，除斥期間や二国間条約等で解決済みといった理由で、原告の請求

を退けている。一方，２０１１年８月３０日，韓国の憲法裁判所は，戦時中の日

本軍「慰安婦」らが日本政府に損害賠償を求める個人の請求権問題について，日

韓両政府の間で日本軍「慰安婦」とされた被害女性の請求権が消滅したか否かに

ついて日韓請求権協定第２条の解釈上の紛争があるにもかかわらず，日韓請求権

協定第３条に定める紛争解決のための手続きを行わなかった韓国政府の不作為は

憲法違反である，との決定をなした（請求権協定第３条第 1 項は，まず外交協議

をすること，それで解決しない場合は仲裁委員会を設置することを定めている）。

この決定を受けて，２０１１年９月１５日，韓国政府は日韓請求権協定第３条 1
項に基づく協議の申し入れを日本の駐韓公使に文書で行った。しかし，日本政府

はこれに応ずる同協定上の義務があるにも関わらず，法的に解決済みであるとし

てこの申し入れに対して正式な回答を行わなかった。167 
２０１２年１２月に自民党安倍内閣が発足した。その直前の同年１１月に，日

本軍「慰安婦」問題について，その強制性と日本政府の責任を否定する意見広告

が米紙に掲載されたが，後に首相となった安倍氏をはじめ，安倍内閣の閣僚とな

った者も複数賛同者として名を連ねた。なお，安倍総理は，かねてから河野談話

を見直すべきであるとの考えの持ち主であり，首相就任直前まで河野談話見直し

を進めると公言していたものであるため，現在，政府としてこの問題の解決をす

すめる意向は全く持っていない。むしろ国際社会からの勧告等には従う法的義務

はないと閣議決定している。168 

165 日本弁護士連合会「橋下徹氏の日本軍「慰安婦」及び「風俗業」に関する発言の撤回と謝

罪を求める会長談話」（2013 年 5 月 24 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/docume
nt/statement/year/2013/130524_3.html 
166 前掲拷問等禁止条約第 19 条第 1 項に基づく第 2 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書 P.48 
167 前掲拷問等禁止条約第 19 条第 1 項に基づく第 2 回日本政府報告書審査に関する日弁連報告書 P.49 
168 日本弁護士連合会「市民的及び政治的権利に関する国際規約第 40 条(b)に基づく日本政府報告書審査に

関する日弁連報告書～会期前作業部会によって作成される質問表に盛り込まれる事項とその背景事情につ

いて～（2013 年 5 月 9 日）http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty
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⑦ 国連拷問禁止委員会は，第２回政府報告書に対する総括所見（２０１３年５月

３１日発表）の中で，戦時性奴隷制（いわゆる日本軍「慰安婦」）について，政府

関係者その他公的立場にある人物による被害事実を否定する動きに反駁すること

は，史実の教育を含め，被害者を中心に据えた解決策を見出すための法律上及び

行政上の措置を取るように求めた。 
⑧ 日本政府は，国連人権諸条約機関等による指摘を重く受けとめ，一日でも早く

法的責任を認め，被害者救済のための立法を行い，被害者に対して謝罪の上，人

としての尊厳の回復措置と金銭賠償をなし，真相の解明のための調査機関の設置

等により法的責任を果たすべきである。 

/data/Alt_Rep_JPRep6_ICCPR_ja.pdf 
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第 12 部 遺伝情報に基づく差別 

１ 結論と提言 
日本政府は，今後のヒトゲノム・遺伝子解析技術の進歩に伴い，大量の遺伝情報の濫

用や有意な人種的差異を特定する方法などにより，人種差別及びスティグマ化が行われ

ることがないように，国民に対し，遺伝情報に基づく差別禁止についての意識を喚起す

ると共に，遺伝情報の濫用防止ないし遺伝情報保護を促進するための政策を早急に検討

し，講じるべきである。169 
２ 日弁連の意見 
今世紀に入りヒトゲノム・遺伝子解析技術が飛躍的に進歩し，日本においても，今後

その成果が，医療や福祉の発展，新しい産業の育成等に生かされることがますます期待

されている。 
しかしながら，遺伝情報は，民族性との関連性があるため，人種差別への潜在力を秘

めている。しかも，遺伝情報は，生殖上の決断にも影響すると共に，就職，保険加入，

結婚などに際して社会的スティグマが押される口実ともなりやすく，さらには，優生学

的差別への潜在力さえ秘めた特別な情報である。 
遺伝情報のこのような特別情報としての性格に照らし，第２７回ユネスコ総会（１９

９７年１１月１１日）において採択された「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」は，

その第６条において，遺伝的特徴による差別の禁止を宣言し，第３２回ユネスコ総会（２

００３年１０月１６日）において採択された「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」は，そ

の第７条において，「差別しないこと，及び烙印を押さないこと」を宣言している。 
日本においても，インターネット上で韓国人に対する遺伝情報に基づく差別的発言が

横行するなど，既に遺伝情報を根拠とした差別が散見されつつある。確かに，現在のと

ころ，こうした場合に根拠とされている遺伝情報の多くには科学的根拠が著しく乏しく，

単なる偏見との区別さえ困難なものが多いようにも思われる。しかし，今後の更なるヒ

トゲノム・遺伝子解析技術の発展により増大する遺伝情報が，人種差別的偏見と結びつ

くことにより，科学的であるかのような外観を伴う新たな人種差別が助長される危険が

あるだけではなく，雇用や保険加入に際しての差別問題が発生する可能性も十分に認め

られる。したがって，政府はこのような現状を放置すべきではない。 
にもかかわらず，日本政府は，現在，ヒトゲノム・遺伝子解析技術の発展の科学的有

用性については強調する傾向はあるが，それに伴う様々な分野における差別問題発生の

危険性に対する問題意識については，ほとんど持っていない。 

169 日本弁護士連合会「人の誕生や受精卵・胚に関する先端医療・医科学研究のルール策定を求める決議」

（2003 年 10 月 17 日）http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2003/2003_2.
html 
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立法に関しても，個人情報の保護に関する法はあるものの，遺伝情報に特化した法律

はなく，遺伝情報の濫用防止等は，２００１年に制定され，２０１３年２月８日に全部

改正された「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 170」のレベルで対応してい

るにすぎない。しかし，同倫理指針は，インフォームドコンセントの徹底等による提供

者個人の人権保障を中心課題としており，差別問題発生防止の問題意識は認められない。 
したがって，日本政府は，遺伝情報に基づく差別の禁止を明言するなど，国民に対し，

遺伝情報に基づく差別禁止についての意識を喚起すると共に，遺伝情報の濫用防止ない

し遺伝情報の保護を促進するための政策を早急に検討し，講じるべきである。 

170 厚生労働省「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（2013 年 2 月 8 日）http://www.mhlw.
go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/genome/0504sisin.html 
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第 13 部 国内人権機関 

１ 結論と提言 
日本政府は，１９９３年１２月２０日に国連総会で決議された「国内人権機関の地位

に関する原則（パリ原則）」にのっとった独立した国内人権機関を早急に設立すべきで

ある。171 
２ 人種差別撤廃委員会の懸念事項・勧告内容 

委員会は勧告１２172において，「委員会は，人権委員会を設立する規定を含んだ人

権擁護法案の廃案，独立した国内人権機構設立のための具体的な行動及び時間的枠組

の全般的な欠如や遅延を遺憾に思う。また，包括的で効果的な申立てメカニズムの欠

如に懸念をもって留意する（第２条）。 
委員会は，締約国に対し人権救済法案を起草及び採択し，法的申立てメカニズムを

早急に設立することを慫慂する。また，パリ原則に沿った，十分な資金及び適切な人

員を有する独立した人権機構を設置し，その期間が幅広い人権に関する権限と現代的

形式の差別に取り組むための特別な権限を有するよう要請する。」と述べている。 
３ 政府報告書の記述 

政府報告書パラグラフ６７173は，「我が国としては，政府からの独立性を有する国

内人権機構の創設を重要な課題と位置付けており，２０１２年１１月，内閣は，人権

委員会を設置するための法律案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案を国会

に提出した。人権委員会はその職務の遂行に際し，政府から指揮監督を受けないなど，

政府から独立性を有する委員会であり，パリ原則に沿ったものになっている。同法案

は，２０１２年１１月１６日，衆議院の解散により廃案となったが，政府として引き

続き必要な準備を進めていく。」と述べている。  
４ 日弁連の意見 

(1) 人権委員会設置法廃案後，新たな立法に向けた何の取り組みもないこと 
政府報告書パラグラフ５７は「同法案は，２０１２年１１月１６日，衆議院の解

散により廃案となったが，政府として引き続き必要な準備を進めていく。」と述べて

いる。 
この点，日本政府は２０１２年に人権委員会設置法案を閣議決定し，国会に提出し

たのは確かである。そして，上記人権委員会設置法案は，下記（２）で述べる問題

171 前掲日本弁護士連合会「第 61 回定期総会・わが国における人権保障システムの構築及び国

際人権基準の国内実施を求める決議」  
前掲日本弁護士連合会「国内人権機関の創設を求める意見書」（2014 年 2 月 20 日）  
172 前掲人種差別撤廃条約第 9 条に基づき提出された報告の審査，人種差別撤廃委員会の最終見解 Para.12 
173 前掲人種差別撤廃条約第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告 Para.67 
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点はあるものの，国内人権機関設置に向けた大きな一歩を踏み出したものとして評

価できるものであった。 
しかし，同法案の廃案から１年以上たっても，政府は同法案を改めて閣議決定する

ことも，国会に提出することもしていない。また，人権委員会設置以外の，実効的

な国内人権機関の設置の是非についても何ら検討を行っていない。 
すなわち，政府は，２０１２年１１月１６日の同法案廃案後，パリ原則に沿った国

内人権機関の設置について何の努力も行っていないのである。 
(2) 廃案になった人権委員会設置法そのものの問題点 

人権委員会設置法案の閣議決定自体は評価し得るものであったが，その内容には

パリ原則に照らして，問題も少なくない。 
まず，同法案における人権委員会は，法務省の外局として設置されるもので，政

府機関として公権力を行使する法務省からの独立性が完全に確保されているとはい

えない。  
また，同法案では人権委員会の調査に対する協力義務は，調査拒否に対する罰則

が定められておらず，調査の実効性確保の点で問題がある。 
さらに，パリ原則では，国内人権機関の構成及びメンバー任命は，「人権の促進

及び擁護にかかわる（市民社会の）社会的諸勢力からの多元的な代表を確保するた

めに必要な担保をすべて備えた手続きに従った方法」で行われなければならないと

されている。 
しかるに，現在の政府の見解によれば，いわゆる「当然の法理」を適用して，定住

外国人は人権委員会のメンバーから排除されることになる。また，人権委員会設置法

案は，人権委員に障がい者やマイノリティ代表を加える等，人権委員会の構成の多元

性確保のための規定をおいていない。このように，現在の政府の見解及び法案の内容

は，人権委員会の構成の多元性についての配慮を欠くものである（なお，人権委員会

の委員の多元性についての問題点は，「第２部，第２，３ 公務就任権」において既述

している。）。 
(3) 結論 

日本政府は早急に，パリ原則に沿った，政府から独立した国内人権機関を設置す

るべきである。 
国内人権機関設置に当たっては，国内人権機関の独立性と，その構成の多元性に

特に留意すべきである。 
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