2001 年の反人種主義世界会議（南アフリカ・ダーバン）で採択された「ダーバン宣言と行動計画」の実施
状況を評価する「ダーバンレビュー会議」が 4 月 20-24 日、
ジュネーブの国連欧州本部で開かれました。
政府間会議と並行して、国連本部内で NGO の並行イベントも多数行なわれました。IMADR も理事長
はじめ 4 人の役職員を派遣し、本会議のモニター、NGO としての意見表明を行なったほか、
「職業と
世系に基づく差別」に関するワークショップを主催しました。以下、
「職業と世系に基づく差別」に焦
点を当てた友永 IMADR-JC 理事の報告・解説と参考資料に加え、ダーバンレビュー会議の全体に関し
IMADR が発表した声明です（編集部）。

ダーバンレビュー会議と
「職業と世系に基づく差別」
友永 健三（IMADR-JC理事／IMADR事務局次長）
去る 4 月 18 日から 23 日まで、スイス・ジュ

次いで、人権小委員会のもとに「職業

ネーブで開催されていたダーバンレビュー会

と世系に基づく差別」に関する特別報告

議に参加した。ここでは、IMADR が最も重点

者が設置され、2007 年には、横田洋三・

的に取り組んだ課題である「職業と世系に基

鄭鎮星両委員による最終報告（原則と指

づく差別」をめぐる動向について報告する。

針を含む） がとりまとめられたことであ

る。
2001年 反人種主義・差別撤廃世界会議

さ ら に、 日 本 の 場 合、2005 年 7 月、

2001 年の 8 月から 9 月にかけて、国連の

人権委員会のもとに設置された「現代的形態

主催により南アフリカのダーバンで反人種主

の人種主義・人種差別・外国人嫌悪および関

義・差別撤廃世界会議が開催された。この会

連する不寛容に関する特別報告者」である

議には、世界各国の政府代表だけでなく、多

ドゥドゥ・ディエンさんによる公式訪問が行

くの NGO の参加があり、
「ダーバン宣言・行

なわれ、2006 年 1 月に報告書が提出されたが、

動計画」が採択された。

このなかで部落問題が明確に取り上げられ、

この世界会議で、インドのダリット差別や
日本の部落差別などが取り上げられるよう、

市民社会フォーラムの「職業と世
系に基づく差別」分科会で発言す
るネパール政府ダリット委員会委
員長のラム・ラル・ビシュワカルマ
さん。11年間地下活動を行なって
きた経験を持つ（2009年4月19日）。

部落差別撤廃のために求められる方策が勧告
されたことである。

NGO による活発な活動が展開された。イン
ドやネパールなどからダリットの代表が多数

ダーバンレビュー会議での取り組み

参加していたし、日本からも部落解放同盟な

ダーバンレビュー会議は、ダーバン会議以

どから 30 名を超える参加者があった。会議

降の取り組みを総括するとともに、新たな情

の最終段階まで、「宣言・行動計画」の案文

勢を分析し、今後の方向を指し示すための会

に「職業と世系に基づく差別」に関する文章

議として開催された。したがって当然のこと

が盛り込まれていたが、インド政府からの強

として、この会議で採択される「成果文書」

力な反対があり、最終段階では盛り込まれな

では「職業と世系に基づく差別」に関しても

かった。しかし、NGO が採択した「宣言・

言及すべきである、との主張が IMADR や国

行動計画」には、「職業と世系に基づく差別」

際ダリット連帯ネットワーク（IDSN） をはじ

の撤廃を求めた文章が盛り込まれた 。

め各方面から出されることとなった。しかし

（１）

ながら、結論から言えば、ダーバンレビュー
2001年以降の取り組みの前進
ダーバン会議以降、
「職業と世系に基づく
差別」の撤廃を求めた人びとの努力によって、
いくつかの重要な前進が獲得された。

会議で採択された「成果文書」には盛り込ま
れなかった。
とは言え、政府間会議に先行して開催され
た市民社会（NGO）としての取り組み（宣言と

まず、2002 年 8 月の人種差別撤廃委員会

勧告が採択された）、政府間会議と並行して開催

による、人種差別撤廃条約第 1 条の規定する

されたサイドイベント、全体会での NGO の

「世系（descent） に関する一般的勧告ⅩⅩⅨ」

発言などで、この問題を取り上げる必要性が

の採択である。この勧告の中で、
「世系に基
づく差別が、カースト及びそれに類似する地

間会議とNGOそれぞれが採択し
た「宣言・行動計画」については、
『部落解放2002年／ 502号増刊号
反人種主義・差別撤廃世界会議と

とくに、IMADR の主催で 4 月 22 日に開催
されたサイドイベントでは、「差別と排除に

または害する社会階層化の形態に基づく集団

対して抗議するために力をつけたコミュニ

の構成員に対する差別を含むことを強く再確

ティ」をテーマに、インドのダリット差別、

認」することによって、
「世系（descent）」に

日本の部落差別が報告された（２）。

まれることが明確にされた。

れたダーバン会議の概要や、政府

強く訴えられた。

位の世襲制度等の、人権の平等な享有を妨げ

インドのダリット差別や日本の部落差別が含

（１）2001年8月から9月にかけて開催さ

（2002年5月刊）
を参照。
日本』

（２）インドのダリットに対する差別に
ついては、ダリット人権ネット
ワークのヴィマル・ソラットさん
と農村教育開発協会（SRED）のブル
ナド・ファティマさんから報告が

なお、ダーバンレビュー会議には、日本以
外に、インド、ネパール、スリランカ、バン
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あり、部落問題に関しては筆者が
報告した。筆者の発言内容につい
ては別掲の参考資料を参照。
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グラデシュ、マレーシア、カナダなどから、
「職

1. 日本政府にダーバンレビュー会議で採択

業と世系に基づく差別」の撤廃を求める団体

された「成果文書」の実施、とりわけ人

の代表の参加があった。とくに注目されるの

種差別撤廃委員会からの勧告の遵守、具

は、バングラデシュから「ダリットと排除さ

体的には条約第 1 条に規定された「世系

れた人びとの権利運動」の代表が参加してい

（descent）」に部落差別が含まれていること

たことと、昨年王政が廃止されたネパールか

を認め、勧告や一般的勧告ⅩⅩⅨを遵守す

ら多くの代表団の参加があり、その中に政府
ダリット委員会委員長の参加もあったことで
ある。

るよう求めていくこと。
2. 人権高等弁務官事務所に、横田・鄭両委
員による最終報告を早急に国連文書とし

また、国連の関係者との連携がはかられた

て発行するよう働きかけるとともに、人

こと、とくに人権理事会の人種差別に関する

権理事会に対してこの取り組みを発展さ

特別報告者であるギッツ・ムイガイさん（ケ
、アジア・太平洋地域担当の責任者
ニア出身）
であるローリー・マクガバンさんや、日本担

せることを求めていくこと。
3. 上記 2. のために日本政府が積極的な役割
を果たすことを求めていくこと。

当であるモーリーン・テオさん（シンガポール

4. 2010 年初めには、人種差別撤廃条約に関

出身） との連携が構築されたことの意義は大

する日本政府の第３～６回報告書の審査

きい。

が人種差別撤廃委員会で行なわれる。こ
の審査にむけて、日本政府が部落問題に

今後の課題
アメリカやカナダ、ドイツなどの先進諸国
が会議をボイコットするなか、日本政府代表
は会議に参加し、
「成果文書」の採択に賛成
した。
今後の課題としては、以下の諸点をあげる
ことができる。

関する追加報告書を提出するとともに、
委員会との建設的な対話を行なうことを
求めていくこと。
5. 世界各地で「職業と世系に基づく差別」
の撤廃に取り組む団体や人びととの連携
をさらに強化すること。
（ともなが けんぞう）

参考資料：IMADRサイドイベント
「差別と排除に対して抗議するために力をつけたコミュニティ」での発言

IMADR主催のサイドイベントで部
落問題を報告する筆者（左端）。人
種主義に関する国連特別報告者
ギツ・ムイガイさん（右から3人目）、
女 性 に 対 する 暴 力 特 別 報 告 者
ヤーキン・エルチュルクさん（同4人
目）も参加、発言した（2009年4月22
。
日）
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皆様、おはようございます。私は、反差
別国際運動事務局次長で、部落解放・人権
研究所の理事の友永健三と申します。
42 年間、部落差別撤廃にむけて取り組ん
できたこと、30 年間、国連の人権活動と連
携してきた立場から、日本の部落差別の現
状と差別撤廃にむけた課題について話すこ
とができる機会を与えていただいたことに
感謝申し上げます。
日本には、およそ 6000 カ所に及ぶ部落と、
300 万人に達する部落民が、すくなくとも 400 年
以上、結婚や職業、居住や社会生活面での差別の
もとに暮らしてきています。
この差別を撤廃するための運動は、1922 年 3
月 3 日、全国水平社として誕生し、今年で 87 年
の歴史があります。
永年の運動によって、1965 年 8 月には同和対
策審議会答申が出され、
「部落問題の早急な解決
は国にあり、同時に国民的課題である」と指摘さ
れました。1969 年 7 月には、同和対策事業特別
措置法が制定され、2002 年 3 月末までの 33 年
間にわたって部落差別の実態を改善するための事
業が実施されてきました。この結果、部落の住環
境面の改善は大幅に進展し、
高校進学率も高まり、
公務員への採用も拡大しました。
しかしながら、2002 年 3 月末で「特別措置法」
が終了し、特別の事業はなくなりました。そして、
この時期に日本は格差拡大社会になり、多くの人
びとが貧困層に没落することとなりました。
この結果、部落の生活実態は再び後退しはじ
めてきています。また、部落問題に関する国民の
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理解も後退し、悪質な差別事件が増加してきてい
ます。
2006 年 9 月には、全国の部落の所在地を記録
した 3.5 インチのフロッピーディスクが調査業者
から回収され、いまだに根強く結婚や就職、不動
産の売買をめぐって差別が行なわれてきている実
態が明らかになってきました。また、「部落民を
皆殺しにせよ」
、
「部落解放同盟員を抹殺せよ」と
いった内容の脅迫ハガキや脅迫電話、さらにはイ
ンターネット上の差別宣伝、差別扇動が増加して
きています。
このような差別の深刻化に対して、部落解放同
盟をはじめ部落差別の撤廃を願う私たちは、以下
の取り組みが必要であるとの認識のもとに運動を
展開しています。
1. 部落問題に関する国民の理解を促進し、人権
意識を高める取り組み。この点に関しては、
1985 年以降取り組まれた運動によって 2000
年 12 月に人権教育および人権啓発の推進に
関する法律が制定されていて、これを活用し
ています。
2. 悪質な差別を禁止する法律を制定すること、
また、差別の被害者を効果的に救済するため
の人権委員会を設置すること、このために法
律を制定すること。
3. 部落が置かれている状況が改善されるととも
に、部落とさほど変わらない状況におかれて
いる人びとの状況も改善されるために、人権

が尊重されたまちを創造していくこと。
以上の取り組みを成功裏に進めていくために、
1970 年代後半から部落解放運動は、国連の人権
活動と連携することが重要だと認識し、以下の取
り組みを実施してきています。
1. 国際人権規約や人種差別撤廃条約の批准を求
めた運動の展開と国内での実施。
2. とくに人種差別撤廃条約の実施、具体的には、
条約第 1 条に規定された descen t（世系）に部
落差別が含まれるとした人種差別撤廃委員会
の最終所見を日本政府が尊重すること。また、
2002 年 8 月に人種差別撤廃委員会が採択した
一般的勧告ⅩⅩⅨを日本政府が尊重すること。

3. 人権小委員会のもとに設置された「職業と世
系に基づく差別」に関する特別報告者であっ
た横田・鄭委員による最終報告書を国連人権
理事会が承認し、発展させること。
4. 2005 年 7 月に実施された、人権委員会の人種
差別に関する特別報告者（ドゥドゥ・ディエンさ
ん） による日本への公式訪問を踏まえた報告
書に盛り込まれた日本政府に対する勧告を尊
重すること。
最後に、現在開催されているダーバンレビュー
会議が、以上に紹介した部落差別撤廃にむけた取
り組みを促進するものとなるために、皆様ととも
に努力していくことを表明し、私の発言を終わり
ます。ご静聴ありがとうございました。

ダーバンレビュー会議についてのIMADR声明
2009年4月21日
反差別国際運動（IMADR）は、国連ダーバンレ
ビュー会議（DRC）は人種主義と人種差別および
関連する不寛容に対する国際社会の闘いにおけ
る重要な節目であると考えている。成果文書を
起草する過程において様々な限界があったが、
提案された成果文書は人種主義と人種差別と闘
う上で非常に重要な点を少なくともいくつかは
あげている。
ダーバン宣言と行動計画（DDPA）の実施は国
内レベルを中心にあらゆるレベルで重要である
と考えてきた IMADR は、人種主義をなくすた
めに DDPA を強化する策を盛り込んだ国連人権
高等弁務官の具体的な提案（2009 年 3 月）を歓迎
する。同時に IMADR は、いくつかの国が政治
的な理由でダーバンレビュー会議への参加を準
備段階から取りやめたことに深い懸念を表明す
る。そのような立場をとることは遺憾であると
ともに、マイノリティ、先住民族、スィンティ・
ロマ、アフリカ系やアジア系の子孫、移民、そ
して女性と子どもをはじめとした人身売買の犠
牲者の権利を歴史的に守ってこなかった国家の
一部に責任が欠如していることを示している。
IMADR はまた、成果文書（案）は“テロとの闘い”
や最近の世界金融危機などが起きたダーバン会
議以降の時代における重大な問題を無視してい
ることに失望を抱いている。IMADR は、これら
最近の大きな変化は人権侵害を招き、マイノリ
ティや先住民族に属する人びとなど、最も脆弱
な集団が平和に暮らす権利を奪い、人種主義、
人種差別および外国人嫌悪との闘いを妨害して
きたという事実を指摘したい。
IMADR はまた、成果文書（案）はユダヤ人と
イスラム世界を巻き込んだ人種主義の重大な問
題を明確に指摘していないことに懸念をもって
認識している。IMADR は国際社会に対し、特に
ユダヤ人とパレスチナ人双方の平和に暮らす権
利が侵害されている中東などにおける反ユダヤ
主義およびイスラム嫌悪との闘いに、その関心
と努力を向けるよう強く求める。
IMADR は、2 億６千万もの人びとに対する「職
業と世系」に基づく差別の重要な問題にダーバ
ン会議およびダーバンレビュー会議がはっきり
と言及しなかった事実を遺憾に思う。この差別
に関する言及は不信感を抱かせる政治的な手続
きにより、ダーバン宣言と行動計画の文書から
削除された。南アジア、東アジアだけではなく
アフリカの膨大な数の人びとに影響を及ぼして
きた職業と世系に基づく差別は、人種差別撤廃
条約において重大な侵害であると正式に認めら
れているほか、旧人権委員会からは特別の注意

が向けられ、この差別に関する報告書および効
果的な撤廃のための原則と指針を作成する 2 人
の特別報告者が任命された。このような状況に
より、IMADR はダーバンレビュー会議に特別
報告者の報告書を真摯に検討するよう強く求め
る。
上記を鑑みて、IMADR は、ダーバン宣言と行
動計画およびダーバンレビュー会議の成果文書
は、長年差別と排除の被害とされてきたマイノ
リティ集団、先住民族、スィンティ・ロマ、ア
フリカ系およびアジア系の子孫、（法的地位に関係
なく） すべての移住者および女性と子どもなど
の人身売買の被害者すべてにむけて実施させる
必要があることを強調する。
したがって、IMADR は国家にダーバン宣言と
行動計画およびダーバンレビュー会議の成果文
書に盛り込まれた内容を実施するよう促すとと
もに、国際社会にこれら文書の実施をモニター
する効果的なフォローアップのメカニズムを設
置するよう促す。ダーバンフォローアップを強
化するためには、既存の国際人権メカニズム、
とりわけ、  1）現代的形態の人種主義、
人種差別、
外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別
報告者、2）人種差別撤廃委員会、そして、3）
普遍的定期審査（UPR）などの既存の国際人権メ
カニズムを最大限活用することが重要である。
IMADR はまた、被差別コミュニティや被差別
集団が、国際人権基準と人権保護メカニズムの
意思決定、発展および実施のあらゆるレベルに
参加することは、人種主義、人種差別、外国人
嫌悪および関連する不寛容を効果的に防止して
撤廃するためには最も重要であると確信してい
ることに再び言及する。この観点より、私たちは、
一部の NGO の認定に関して国連が 14 日ルール
を使って参加を認めなかったことに不快感を抱
いている。特に、IMADR のメンバー組織の 1 つ
であるインドの農村教育開発協会（SRED）がこの
ルールによって参加を認められなかったことを
非常に残念に思う。
IMADR は、あらゆる形態の差別と
人種主義の完全撤廃のためにあらゆる
努力を払うことを誓うとともに、この
目的達成のためにすべての関係者と積
極的に協力して努力を続ける。
理事長

ダーバンレビュー会議全体会。
初日、アハマディネジャド・イラン
大統領の演説で会場内が騒然と
なる（2009年4月20日）。

ニマルカ・フェルナンド
副理事長 武者小路公秀
事務局長 原由利子

（原文：英語、翻訳：IMADR 事務局）
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