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COVID-19と差別・排外主義

・世界中で中国人をはじめとするアジア人への差別・排外主義が悪化
・日本でも中国人に対するヘイトスピーチ（HS)、ヘイトクライムが

悪化
ex)2月21日京都で旭化成課長が電柱に貼り紙「不要来感

染中国！」市屋外広告物条例違反の疑いで逮捕
各地で「中国人・外国人お断り」入店拒否事件
中華街での差別落書き、数軒に脅迫状
麻生副総理「武漢ウイルス」発言
中国人ヘイトデモ・街宣の増加
ネット上での中国人ヘイトの増加
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ヘイトスピーチとは何か

・民族、国籍、性的指向、社会的出身などの属
性により差別されてきたマイノリティの集団
・個人に対する、その属性を理由とする差別的
言動。なかでも差別を煽動する表現。
・同じ人間、社会の一員として認めず、排除す
る内容が特徴
・構造的な差別の一角。



元々存在している構造的差別が危機によ
りマイノリティへのしわ寄せが悪化
・在日外国人は「煮て食おうと焼いて食おうと勝手」（1965年政府高
官）
・現在まで外国人に対する差別を撤廃する政策、人権を保障する法制
度はなく、管理する法制度のみ
・新型コロナウイルス禍の下で

外国人派遣労働者が先に解雇
学生支援制度において留学生に過重条件、朝鮮大学生排除
さいたま市は朝鮮学校をマスク配布対象外に

・公的な差別的取扱い、差別的言動が民間へも悪影響
・BLMと共通の問題 日本では外国人、朝鮮人の命は軽い



ヘイトスピーチの種類と現状

①ヘイトデモ・街頭宣伝
・2019年の合計年に300件以上。
・2016年HS解消法以降選挙運動を利用した街宣。桜井誠日本第
一党代表（元「在日特権を許さない市民の会」代表）は2020年
の都知事選挙で18万票獲得（2016年は11万票）。
②公人、公的機関による公的言動
③テレビ、新聞、出版物における嫌韓・嫌中流の日常化
EX．「中国・韓国はなぜ息するように嘘をつくのか」
④ネットでの毎日の差別書き込み



以下のスライドには、在日コリアンの方々
に対する差別的な文言や画像が含まれま
すが、差別の実態を広く共有することの
意義に鑑み、そのままご紹介させていた
だきます。



















HSの害悪①マイノリティ当事者
•HSは構造的な、就職、入居、入店、結婚など、生活全
般にわたって受けている差別されている中の一角。い
つ誰に差別されるかわからないとの日常的な恐怖、苦
しみをもたらしている
•平等な人間、社会の一員として認められないことによ
り、心身を害する、アイデンティティを隠す、ネット
を使えない、発言を控えるなど実生活に被害をもたら
す。

Cf.法務省2016年、2017年調査結果









HSの害悪②社会全体

差別・暴力を浸透させ、マイノリティ及び平等に
関する言論を委縮させ、民主主義を破壊し、ジェ
ノサイド、戦争へ導く。
Ex)ナチスによるホロコースト
1923年関東大震災における朝鮮人・中国人虐殺
2011年東日本大震災時の自警団
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自由権規約の規定(1979年批准）

第20条2項
差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人
種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止す
る。



人種差別撤廃条約の規定(1995年加入)

「人種（的）差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的若しく
は民族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であっ
て、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活
の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享
有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するも
のをいう。」（1条1項）
「締約国は・・いかなる人種差別も禁止し、終了させる」（2条
1項d）
「差別のあらゆる煽動又は行為を根絶することを目的とする迅速
かつ積極的措置をとることを約束」（第4条柱書）



本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解
消にむけた取組の推進に関する法律（HS解消
法、2016年）前文
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又
は地域の出身であることを理由として、適法に居
住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域
社会から排除することを煽動する不当な差別的言
動が行われ、その出身者又はその子孫が①多大な
苦痛を強いられるとともに、②当該地域社会に深
刻な亀裂を生じさせている。
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HS解消法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」
定義（2条）
①専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその
子孫であって適法に居住するもの（以下この条において「本邦外
出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目
的で＜目的＞
②公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加え
る旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど＜例示＞
③本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として＜
理由＞
④本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差
別的言動＜行為＞
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HS解消法衆参両院法務委員会附帯決議

インターネットを通じて行われる本邦外
出身者等に対する不当な差別的言動を助
長し、又は誘発する行為の解消に向けた
取組に関する施策を実施すること（第3
項）



HS解消法施行4年後の現在の課題
・禁止規定・制裁規定がなく、ヘイトスピーチは止められない。
・特にネット上のヘイトスピーチの被害は深刻。衆参両院の附帯
決議は実施されないまま。
・この間、ネット上のヘイトスピーチ被害者は、法務局への人権
侵犯事件申立、脅迫罪・侮辱罪・名誉毀損罪・迷惑防止条例違反
等での刑事告訴、発信者情報開示・削除を求める仮処分、損害賠
償請求を求める民事訴訟など可能なあらゆる法的手段で取り組み、
何件かの刑事処分は出たが結果は軽く、時間と経費がかかり、二
次被害の大きい裁判では救済とならない。
・大量のHSを被害者個人の努力では対応不可能。



ネット上のＨＳの特性
・デモ・街宣などほかの形態のHSと比べ日常的。ネットで検索
する度に被害に直面。
・現代社会でネットを使えないことは非常に大きなマイナス。マ
イノリティの知る権利も、表現の自由も侵害されている。
・ネット上のHSは拡散力、影響力が強く、実際のヘイトクライ
ムは在日特権などのネット上のHSが引き金となっているケース
が多数。
・ネット上のHSにより現実のヘイトデモ、街宣が拡散され、支
持者も増えている。
・大半が匿名であり加害を止めるのが非常に困難。



ネットのHSを見なければいい？
・被害者の知る権利、表現の自由を強いている。ツイッター上で
民族名を使う人はごく少数。
・見なくてもネット上に加害表現は存在し、差別は拡散しつづけ
る（Ex)被差別部落の地名）。それを見て、さらにヘイトスピー
チをする人が増え、実際の暴力に出る人もいる（脅迫状送付な
ど）
・削除や加害者特定をして止めない限り、被害者個人及び集団は
は守られず日常的に恐怖の中で行動。差別されずに生きるとの平
等権、人間の尊厳の侵害状況が続く。
・身を守るため等の理由で見ることを避けられない場合もある。



ネット上のHSなどの人権侵害共通の問題
点
・一度投稿されると、全世界に向けて発信され、拡散、完全削除はほぼ困
難。
・投稿する側は匿名、無料、簡易だが、いくつものプロバイダー（海外業
者も多い）も間に入り、被害者が削除、発信者の特定は困難。
・被害者救済の一番の対策は早急な削除だが、プロバイダーに請求しても
任意の削除はむずかしい。
・削除を求める仮処分申請は時間もお金もかかる。特に海外事業者の場合。
・匿名者を特定するには、通常2回の裁判手続きが必要。時間、費用もかか
り、ほとんどの人が泣き寝入り。
・炎上すると対応が個人ではほぼ不可能。
・反論するとさらに攻撃されほぼ泣き寝入り。
・他方で規制には本来の表現の自由の侵害とならないよう注意が必要。



ネット上の人権侵害救済のため包括的法
整備の必要性
・ネット上の人権被害者救済のため、できるだけ裁判に
よらずに早く公正に削除される仕組が必要。
・濫用の危険を防ぐための規制する表現の類型化して定
義規定と禁止規定を置き、独立の第三者機関による審査
・類型に特定・不特定対象のHSをいれる
・国・地方の責務、教育、啓発、定義・禁止規定、プロ
バイダーの責任規定、第三者機関設置、送達などの手続
整備を含めた包括的法整備が必要。



インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案の提案

2019年12月、HS問題に取り組んできた弁護士、
研究者などからなる「ネットと人権法」研究
会が発表
https://cyberhumanrightslaw.blogspot.com/



ネット上の誹謗中傷対策の政府・政党の
この間の急速な動き
4月30日 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会」第1回
5月23日 木村花さん事件報道
6月２日 法務省「インターネット上の誹謗中傷等に対するPT」設置
6月 自民党・公明党の各インターネット上での誹謗中傷対策検
討PTが提言を発表。「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」集会
でネット上の人権侵害対策を検討。
8月 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会」中間と
りまとめ、「プラットフォームサービスに関する研究会」緊急提言。
8月31日 プロバイダー責任制限法省令改正。発信者情報情報に電話
番号を追加。



総務省インターネット上の誹謗中傷への
対応に関する政策パッケージ（9月）
1. ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシー向上のための

啓発活動
２．プラットフォーム事業者の取組支援と透明性・アカウンタビ
リティ向上
３．発信者情報開示に関する取組
①電話番号の開示対象への追加 ②新たな裁判手続の創設 ③ロ
グイン時情報の開示 ④裁判外任意開示の促進（業界団体による
第三者機関への支援）
４．相談対応の充実に向けた連携と体制整備



「誹謗中傷」一般の議論でHS問題が抜け落ちている
ーネット上のHSと特定個人に対する誹謗中傷との違い

・当事者が変更困難な「属性」を「理由」とし本人の努力に関わりなく一
生攻撃対象
・特定個人を対象とするものであっても、その効果は属性を共通とする集
団全体に及ぶ。見せしめ効果。
・攻撃内容の深刻さの違い―人間扱いされず生活の根底が奪われるー恐怖
の質が異なる

同じ人間として扱わない「ヒトモドキ」「寄生生物種」「うじ虫」
社会から排除「出て行け」「国へ帰れ」

・不特定の集団に対するものも集団に属する個人への攻撃
・当該集団全体への差別、暴力、排除に直結
・不特定の集団を対象とする表現の場合、狭義の「権利侵害」にあたらず、
現行法上規制手段がない。



インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案の
禁止条項

何人も、インターネット上に下記の情報を流通させてはな
らない。
一 （名誉毀損）
二 （プライバシー侵害）
三 （差別的言動）
※例示



インターネット上の人権侵害情報対策法モデル案の
「差別的言動」定義
（差別的言動）人種、皮膚の色、民族的若しくは種族的出身、国籍、
世系若しくは社会的身分、性別、性的指向、性自認、又は障がい若
しくはハンセン病歴の有無における少数者の属性を有することを理
由とし、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生
活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享
有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有する下記
の情報

１）人種等の属性を有する特定の者に対する脅し、侮蔑、嫌がらせ
その他の情報



「差別的言動」定義続き（不特定）

２）人種等の属性を有する不特定の者に関し、次に掲げる情報
イ．著しい侮蔑若しくは誹謗中傷により貶め、価値の低い又は害があるものとして扱う情報
ロ．生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加えることを告知し若しくは知りうる状態
に置き、又は助長することにより脅威を感じさせるもの
ハ．社会からの排除を求めるもの
二．差別の意識をあおり又は誘発することを目的とする下記の情報
i）人種等に関する共通の属性を基準として、人を抽出し、一覧にした情報
ii）人種等に関する共通の属性を有するものが、当該属性を有することを容易に識別すること
を可能とする特定の地名、人の氏、姓その他の情報



専門的な第三者機関の審査

・行政から独立した専門的な第三者機関を設置し、そこが禁止規定
にあたるかどうか迅速に判断し、IT業者に要請する仕組みの新設。
・任意開示を促進し、裁判を避けるには、専門家の認定と業者の免
責が鍵。
・行政機関直接の認定だと濫用の危険性。公人による発言、公人に
対する発言への公正性への疑問。
・業界団体の自主的取組推進は評価するが、法的公的枠組みなしに
海外企業も含めた規制は困難ではないか。



削除要請の仕組

委員会へ申請

↓（1週間以内）

委員会からプロバイダへ削除要請

↓（48時間以内）

プロバイダによる送信防止措置



特定人からの発信
者情報開示請求の
仕組

委員会へ申請

↓（２週間以内）

委員会からプロバイダへ開示要請

↓（２時間以内）

プロバイダによる開示



インターネット人権侵害情報委員会の組織
・内閣府の所轄
・インターネット上の人権侵害及びインターネット技術に関し専門
的知見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣
が任命する。
・委員会の事務局の半数は、インターネット上の人権侵害又はイン
ターネット技術に関し専門的知見を有する者でなければならない。
但し、事務局の職員のうちその四分の一以上は、インターネット上
の人権侵害に関する専門的知識を有する者でなければならない。



まとめ

・総務省の政策パッケージの工程表によると、11月頃発信者情報開
示にかんする研究会の最終とりまとめが出され、それを受けて来年
に必要な措置を実施。
・法務省PTも総務省と連携して動いている。
・ただし、「誹謗中傷」一般であり、HSを特に緊急対応が必要な
問題としての認識がほとんどない。
・6月の事件直後の頃の、民事刑事行政含めた包括的な法整備の勢
いはトーンダウン。省令改正、業者支援で終わる危険性も。
・ネットヘイト対策は緊急の課題であり、ヘイトをはじめとする
ネット上の人権侵害情報に対する包括的な法整備を。


