特集 審査で何が問われたのか
人種差別撤廃委員会
日本政府報告審査行われる
2010 年 2 月 24 日・25 日、人種差別撤廃委員会（CERD）は日本政府報告（第 3 回～第 6 回分の合同報告書）
の審査をジュネーブにあるパレ・ウィルソンで行った。2001 年 1 月に行った初めての日本審査から実
に 9 年振りの審査である。IMADR を含む人種差別撤廃 NGO ネットワーク（ERD ネット）から 10 人近い
代表が派遣された。審査の結果である総括所見は 3 月 16 日に公表され、ERD ネットで手分けして翻
訳を行った。ここでは、審査に参加した方々を中心にその内容と結果について詳しく報告をする。
（編集部）

審査の概要と総括所見
小森 恵（IMADR-JC事務局次長）
今回の審査では 2008 年の政府合同報告書
に加え、昨年末に CERD が出した質問リスト
（List of Issues） とそれに対する日本政府の回
（１）

答（2010 年 1 月提出）および IMADR-JC が事務
局を務める人種差別撤廃 NGO ネットワーク

DVD 上映「日本で広がる外国人嫌悪の流れ
－朝鮮学校を襲う右翼グループ」
横断的課題（IMADR と日弁連）
* 条約の適用対象となるマイノリティにつ
いて

が出した NGO 版回答も審査のプロセスに欠

* 実施されていない 2001 年審査の勧告

かせない要素となった。

* 差別禁止法の速やかな制定

日本の審査は 2 月 24 日・25 日に行われた。
この CERD 第 76 会期では合計 11 カ国の報告

* パリ原則にしたがった国内人権機関の設
置

審査が行われ、日本はオランダの次アイスラ

* 個人通報制度（条約 14 条の受託宣言）

ンドの前で 8 番目に行われた。どの審査も午

個別課題（日弁連、移住労働者と連帯する全国ネッ

後のセッション（15 時～ 18 時） で始まり、翌

トワーク、北海道アイヌ協会、部落解放同盟、琉

日午前のセッション（10 時～ 13 時）で終わる。

球弧の先住民族会、外国人人権法連絡会、民族学

審査が始まる直前のランチタイムには、その

校の制度的保障を実現するネットワーク）

国の NGO が CERD 委員を招いて行う 1 時間

* 国連先住民族の権利宣言を尊重したアイ

の NGO ブリーフィングがある。出るか出な

ヌ政策

いかは委員の意思に任されている。CERD 事

* 外国籍調停委員採用拒否問題

務局が提供してくれる審査会場の隣の部屋

*「世系」と部落問題の定義と特別措置法

で、私たち ERD ネットの 9 人は、日本弁護

終了後の政府の人権政策

士連合会からの 3 人の弁護士とともに、NGO

* 沖縄駐留の米軍基地

ブリーフィングを開催した。それが CERD 委

* 強制的な琉球・沖縄同化政策

員に情報を提供できるほぼ最後のチャンスと

* 改正入国管理法と DV 被害の外国人配偶

なる。

者
* 外国人学校と民族学校

60分のNGOブリーフィング

* 高校無償化と朝鮮学校除外案

限られた時間を最大限活用できるよう、私
たちは周到な準備でブリーフィングに臨ん

（１） List of Issuesおよび日本からの報
告などはCERDのウェブサイトに
掲載されている。
http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cerd/cerds76.htm
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だ。前半はそれぞれが問題点を絞りながらプ

その数分後、審査は始まった。日本政府は

レゼンテーションを行い、後半は委員からの

18 人からなる代表団を送った。ジュネーブ

質問に答える時間にあてた。幸運にも 18 人

代表部を含み、外務省、法務省、厚労省、文

中 10 人の委員の参加をえることができた。

科省、アイヌ政策室から派遣された官僚たち

NGO ブリーフィングでは主に次の課題につ

である。団長の外務省人権人道大使の上田秀

いて訴え、委員からは活発な質問をうけた：

明さんが冒頭の挨拶を行った。通常は１時間
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以上かける国が多いようだが、日本審査では

語を独立した言語として認めている。

この間の成果に絞った 20 分の報告となった。

* 在日コリアンは帰化の際に名前を日本名

すなわち、アイヌ政策の取り組み、人権教育・

に変えざるをえない状況が続いている。

啓発推進法の施行、新規の第三国定住制度で

特別永住者に参政権が付与されていな

ミャンマー難民を試験的に受け入れることに
なったこと、そして「友愛」政治を掲げる鳩
山政権の誕生である。
次いで、90 分以上にわたり日本審査担当の

い。
* 帰化を望まない人がなぜこれほど多くい
るのか、何が問題なのか。
* エスニック・マイノリティの権利（文化、

パトリック・ソーンベリー委員から日本代表

アイデンティティ、言語、他） を政府は理解

団に質問が行われた。イギリスの大学の研究

していないのではないか。

者であり NGO のマイノリティ・ライツ・グ

* 一般の公立学校カリキュラムでマイノリ

ループでも活動をしてこられたソーンベリー

ティの歴史、文化、社会への貢献など教

さんから、非常に的をえた質問が次々と出さ

えているのか。民族学校や外国人学校に

れた。傍聴席の私たちはその一つひとつに頷

対して不利な税制上の扱いを行っていな

いたと言っても過言ではない。ソーンベリー

いか。

さんに続き、他の委員も質問や意見を出した。
24 日のセッションはこうして夕方 6 時まで
続いた。それら質問に対して翌午前のセッ

* 2009 年の入管法改正に伴って起きている
日本人配偶者からの DV 被害女性の離婚
に関する問題。

ションで日本政府代表が回答を行うことにな

* 難民や庇護申請者への理解の欠如。サー

る。CERD から出た質問は以下なようなもの

ビスや情報へのアクセスが欠如してい

であった。

る。

* 個人通報制度を認める 14 条はまだ受託
宣言されていない。
*ILO111 号条約（雇用における差別）、ILO169
号 条 約（ 独 立 国 の 先 住 民・ 種 族 民 の 条 約 ）、
UNESCO の教育における差別待遇防止条
約、1948 年ジェノサイド条約など人種
差別撤廃条約に関係する重要な国際条約
を日本はまだ批准していない。

* 政府高官による人種差別的発言が放置さ
れたままである。
* 偏見と差別をなくすためには人権教育や
意識高揚の取り組みが必要である。
* 社会統合と個別のアイデンティティの保
護は車の両輪だ。
* 法執行官の人権教育はどうなっているの
か。

* 国籍別人口調査はあるが、エスニシティ
別の統計調査は今回も提出されていな
い。
* 沖縄、部落民の統計調査も提出されてい
ない。
* 人種差別禁止法が不在で、憲法 14 条の

日本政府はどう対応したのか
翌日、日本政府代表団は前日の質問の一つ
ひとつに何らかの回答を示したが、ほとんど
は準備されてきたような内容であった。基本
的な政策に関して政府が行った回答のいくつ

平等規程のみを根拠にそうした法律は不

かをここで紹介する。

必要であるとしている。

１．
「国内人権委員会の創設に関してロード

* 条約の根幹である第 4 条 a)b) の差別禁止

マップのようなものはあるのか？」とい

規定を表現の自由を脅かすことを理由に

う質問に対して、外務省人権人道課長よ

留保したままである。

り、
「独立した人権委員会設立に関して議

* 国内人権機関の設立による人権擁護メカ
ニズムの確保。
* 裁判における私人間の行為の争いに条約
が系統的に適用されていない。
* 条約第１条の「descent」（世系） を独自

論は行われているが、具体的なロードマッ
プはない」という回答があった。やりと

CERD審査が行われたパレ・ウィル
ソン

りの中で「パリ原則にのっとっ
た」という言葉は一度も聞か
れなかった。

に解釈して部落は条約の対象にならない

２．
「第４条 a b の留保はなぜ撤回

という主張を固持している。委員会の解

できないのか？」という質問

釈は CERD 一般的勧告 XXIX において明

に対して、外務省人権人道課

確にされており、部落は descent に入る。

長より、「本条約に加入する際

* 沖縄の先住民族性。1879 年まで独自の

に大きな論議になったのがこ

文化、民族性、先住性を有していた。軍

の条項であり、表現の自由を

事化された島での生活。ユネスコは琉球

脅かしかねないことが懸念さ

IMADR-JC通信

No.162 ／ 2010春

3

せない。
* アイヌ民族と同じように沖縄および部落の
代表との協議の場を作ることが重要。
* マイノリティは自己規定の問題でもある。
* ヘイトスピーチに対する反差別教育と被害
者に対する救済が急がれる。
* 第 4 条 a）b）の留保は全面撤回が今すぐ難
しければ、留保の範囲を狭めることから検
討できないか。
* グローバルな問題は国内問題にも通じている。
CERD委員 右から2番目がソー
ンベリー委員 NGOブリーフィン
グにて

それに対処する国際基準は国内においても通
れた。そのために、留保の形をとって加

用するものであり、適用の必要がある。

入をした。現在もそれは変わらない」と
いう回答があった。
３．
「なぜ差別禁止法がないのか？」という
質問に対して、外務省人権人道課長より、

総括所見と今後
3 月 16 日に発表された CERD の総括所見は、
上記に述べた質問や問題点のすべてをほぼ網

「日本国憲法第 14 条は法の前での平等を

羅していた。NGO として声をあげてきた私

保障している」
、
「日本では法律を作って

たちにとって、どの勧告も非常に歓迎すべき

まで対応しなくてはならないような人種

内容のものであった。一方、ロビー活動など

差別の実態はない」という回答がなされ

が不充分なため総括所見に含まれなかった問

た。前者には、言外に “憲法があるから充

題も多くある。その点は今後の課題だ。総括

分だ” という意味が感じられる。また後者

所見には 29 項目からなる懸念と勧告が含ま

の回答の文脈には、政府の考える人種差

れている。それらを国際社会からもらったギ

別とは、日本にいる外国人、それも日本

フトとして活用するのが私たちに与えられた

国籍をもたない外国人に対する差別の域

あらたな挑戦だ。

を超えていないことがうかがえる。

紙面の関係より計 35 パラグラフからなる
総括所見のすべてをここに掲載できないが、

日本審査特別報告者ソーンベリー委員のまとめ

そのエッセンスを伝えるために勧告のアウト

24 日・25 日にかけた日本審査のセッショ

ラインだけここに紹介する。実際は各勧告の

ンのしめくくりとして、担当のソーンベリー

前にその背景や理由が説明されているが、こ

委員は審査の総括を行った。委員が述べられ

こでは割愛させていただく。以下のアウトラ

た感想の一部をご紹介する。

インは概括的であり、表現もその通りではな

* アイヌを先住民族と認めたことは第一歩。

いことをご了承願いたい。なお、番号は原文

今後のプロセスに権利、参画、協議は欠か

についているパラグラフ番号通りである。

条約第９条にもとづき締約国が提出した報告書の審査
人種差別撤廃委員会総括所見（抄）
CERD/C/JPN/CO/3-6
2010 年 3 月 16 日
歓迎する点
３．ミャンマー難民の再定住プログラムを試
験的に開始したこと。（2010 年）
４．国連先住民族に関する権利宣言への支持。
５．アイヌ民族を先住民族として認め、アイ
ヌ政策促進会議を設けたこと。（2009 年）
６．インターネット上の不法、有害情報の取
り締まり法などの実施。
懸念と勧告
７．委員会が出した勧告や決定を実施し、国
内法規定が条約の効果的実施を促すよう
4
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な措置をとること。
８．第１条の定義にある “世系” に関する一
般的勧告 XXIX にある委員会の立場を再度
表明する。“世系” は単に人種を指すので
はない。締約国は条約に従って人種差別
の包括的定義をおこなうこと。
９．前回審査の勧告と同様に、直接・間接差
別を禁止する法律の制定を検討すること。
人種差別の申し立てを処理する職員は差
別の加害者・被害者を扱う専門知識や権
限を有していること。
10．日本のＮＧＯの人権分野における積極的

な貢献に留意する。次回報告書作成の協
議にＮＧＯの効果的参加を保障すること。
11．条約第１条の定義内におけるグループの
構成や状況を評価できるよう、自発的な
自己同定を基に、個人のプライバシーを
尊重しながら、よく使用されている言語、
母語および多様性を示すその他の指標に
ついて調査を実施すること。次回報告に
は国籍をもたない人口に関して最新で非
集計のデータを提出すること。
12．人権の保護に関する法案を採択して、パ
リ原則にのっとった独立した人権機関を
設置すること。
13．人種優越や憎悪発言の流布を禁止するこ
とは表現の自由を侵すことにはならない。
条約４条 (a)(b) の留保撤回を検討するこ
と。差別を禁止する国内法の不在を補う
／憲法、刑法、民法を効果的に実施／イ
ンターネット上の憎悪発言など人種主義
的意見に敏感になるように社会の意識を
高揚すること。
14．公務員による人種差別発言には強く反
対する。人種主義的な発言を直接禁止し、
人種差別の救済へのアクセスを保障する
法律を直ちに制定すること。
15．日本国籍をもたない資格ある人が家庭裁
判所の調停員に立候補できるように検討
すること。
16．帰化しようとする人を尊重して、帰化の
プロセスにおいて日本の漢字による日本
名の使用を強制することがないようにす
ること。
17．マイノリティグループの女性と子どもが
受ける二重の差別に取り組むようあらゆ
る措置をとること。ジェンダーが関係す
る人種差別に関するデータを集めて対処
方法を研究すること。
18．差別目的での戸籍利用を禁止する厳しい
法律を制定すること。
19．部落問題に関して：部落問題を扱う政府
内担当部局を決める；同和対策特別措置
法終了時の約束を実施する；部落民に関
して統一した定義をもつよう適切な人び
とと協議する；周辺地域を巻き込んだ人
権啓発にとりくむこと、他。
20．アイヌ民族の代表との協議のもと、先住
民族の権利に関する国連宣言など国際的
な公約の実施を目的とする 3 つ目の作業
部会の設置を検討すること。一般的勧告
ⅩⅩⅢ（1997 年）を考慮すること。独立
国の先住民・種族民に関する ILO 第 169
号条約の批准を検討すること。
21．沖縄の人びとの被っている差別を監視し、
彼／彼女たちの権利を推進し適切な保護
措置・保護政策を確立することを目的に、
沖縄の人びとの代表と幅広い協議を行う
こと。

22．日本国籍をもたない子どもたちの教育の
機会に関する法規定に差別がないように
すること、義務教育において子どもたち
がいかなる妨害も受けることがないよう
にすること。UNESCO 教育差別待遇防止
条約への加盟を検討すること。
23．難民申請における手続きを標準化するこ
と。すべての難民が平等に公的サービス
を受けられるようにすること。危険な本
国に強制送還されることがないようにす
ること。
24．人種や出身国に基づく入店拒否などを違
法とする法律を採択すること。教育活動
を通して市民のこうした全般的な態度に
対処すること。
25．マイノリティの文化や歴史をもっと反映
するように既存の教科書の改訂を図るこ
と。
、義務教育のなかで、アイヌ語・琉球
語を用いた教育、そして両言語について
の教育を支援すること。
26．人種差別撤廃のために一般社会向け教育
と啓発活動を強化し、マイノリティグルー
プに関する問題の適切なメディア報道を
保障すること。ジャーナリストやメディ
ア関係者の人種差別に関する意識を高め
る教育が重要である。
27．人種差別に関係する未批准の条約の批准
を検討すること（移住労働者とその家族の権利
に関する条約、ILO 第 111 号条約（雇用差別禁止）、
無国籍の人びとに関する条約、ジェノサイド防止
条約など）

28．ダーバン宣言と行動計画の国内実施に関
する情報を次の報告に含めること。
29．個人通報を認める条約第 14 条の宣言の
受託を検討すること。
30．1992 年に採択された条約第８条６項の
修正を批准すること。
31．締約国の定期報告は委員会への提出と同
時に国内で共通に使われている言語にて
誰にでもすぐアクセスできるようにする
こと。
32．締約国が 2000 年に提出したコアドキュ
メントをガイドラインに沿って更新して
提出すること。
33．条約９条１項および委員会の手続き改正
ルール 65 に沿って、本所見の採択から１
年 以 内 に パ ラ 12、20、21 に あ る 勧 告 の
フォーローアップ情報を提供すること。
34．パラ 19、22、24 はとりわけ重要である。
次の報告にこれら勧告の実施に関する詳
細な情報を含めること。
35．第７、8、9 回の定期報告書を 2013 年 1
月 14 日までに提出すること。その際、本
総括所見にあるすべての問題点について
報告すること。
（こもり めぐみ）
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CERD 審査の内容と総括所見について、部落問題、アイヌ民族、移住者、高校無償化のテー
マを中心に審査に参加した方々に分析、報告をしていただきました。これらは、2010
年 4 月 10 日に IMADR-JC と人種差別撤廃 NGO ネットワークが主催した報告会で発表
されたものです。

人種差別撤廃委員会総括所見と部落問題
和田 献一（部落解放同盟中央執行委員）
（１）人種差別撤廃条約が国際的に発効して
概念を表すものではない」
「同和地区の住民
40 年を超えた。この条約の名称が人種差別
は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日
とされているために誤解を生んでいる。racial
本民族、日本国民である」「身分差別に由来
discrimination は 人種的差別とすべきであ
する部落差別は、条約の対象にならない」と
る。条約は、人種（race） に基づく差別だけ
主張した。
を取り上げているのではなく、人種的差別と
それに対して、人種差別撤廃委員会は「部
して、条約第 1 条は、人種・皮膚の色・世系
落差別のような身分差別も対象になる」とし
（descent）又は民族的若しくは種族的出身の 5
て、「descent は独自の意味を持っており、人
項目を列挙しているからだ。それゆえ、アイ
種や種族的又は民族的出身と混同すべきでは
ヌ民族差別 ･ 沖縄出身者に対する差別・帰化
ない」と述べて、日本政府の見解を批判した。
した人々に対する差別・在日コリアンに対す
インド政府との間でも定義の解釈をめぐり同
る差別・在日外国人に対する差別に加えて部
様な議論が出たので、委員会は、条約解釈の
落差別のような同一民族内の社会的差別も世
統一見解として 2002 年、一般的勧告 29 を
系（descent）として対象になる。
出し、「部落差別やカースト差別はこの条約
しかし、政府は、人種的差別の世系（descent） の対象になる」とした。一般的勧告 29 の採
に部落差別は含まれないとしてきた。
択によって、ここに「カーストや世系に基づ
1995 年 11 月、人種差別撤廃条約に加入す
く集団」が、民族的・種族的マイノリティや
るに際しての政府見解では、人種的差別の 5
先住民族などのような新たな一つのマイノリ
項目の世系に部落差別が含まれないとした。 ティとして承認されたことになる。新しい概
第 134 回衆議院外務委員会での政府答弁： 念の創出であった。
『
「あらゆる形態の人種的差別とは、人種、皮
膚の色、世系又は民族的もしくは種族的出身 （２）CERD 委員へのロビーイングと委員会の
に基づく区別、排除、制限、優先であって、 総括所見
政治的、経済的、社会的、文化的その他のあ
反差別国際運動が NGO としての協議資格
らゆる公的生活の分野における平等の立場で
を持っていることがこうした取り組みを可能
の人権及び基本的自由を認識し、享有し又は
にした。反差別国際運動ジュネーブ事務所が
行使することを妨げ又は害する目的又は効果
縦横無尽の活動をして、委員の「傾向と対策」
を有するもの」と定義されている。したがっ
を調べ、有効な対策を短時間で実践できるよ
て、社会通念上いわゆる生物学的諸特徴を共
うに取り組んでくれた。部落問題では、
「日
有する人々の集団で、人種及び社会通念上文
本の部落差別」の英語版とフランス語版をほ
化的諸特徴を共有する人々の集団である民
とんどの委員に配布し、部落問題の理解を求
族、種族に基づく差別であって、社会的出身
めた。CERD 直前のブリーフィングで部落解
に基づく差別は条約の対象ではない。』
『ただ、 放同盟は、①世系 descent をめぐって、②戸
条約の前文に記された精神を踏まえて、人種
籍制度、③ 2002 年の特別措置法の終了と地
差別に限らず、いかなる差別もない社会実
対協意見具申の具体化の 3 点に絞って訴えた。
現のための努力は、日本国憲法の法の下の平
等原則に照らして当然です。
』外務省解釈は、 総括所見と部落問題
人種的差別として世系（descent） を含む条約
１ 条約 1 条の世系に関しては、改めて委員会
の定義を、人種差別の定義に言い換えて、人
の一般的勧告 29 を受け入れること。
種差別の中に世系（descent） に基づく差別を
２ 日本政府は人種差別撤廃のための差別禁止
位置づけ、人種差別ではない社会的出身に基
法は必要ないとしているが、それでは差別
づく差別としての部落差別を除いた。
された個人や集団が補償を受けることがで
「世系 descent」は、
「過去の世代における
きない。
民族的若しくは皮膚の色又は過去の世代にお
３ インターネット上で部落民を狙い撃ちにし
ける民族的若しくは種族的出身に着目した概
た差別攻撃に関心を有する。インターネッ
念を表すものであり、社会的出身に着目した
ト上の人種差別や憎悪の言動などの犯罪を
6
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予防すべきである。
４ 委員会は、特に、部落問題を扱う機関か委
員会を設置すべきであると勧告する。部落
問題に関する明確な統一的な定義を確定す
るために関係者と協議すべきである。
５ 戸籍制度に関して、2008 年に個人情報を保
護するために法を改正したことは認める。
繰り返して喚起したい。制度がプライバ
シーを侵害すること、主に部落出身者に関
してはプライバシー侵害が継続している。
差別的目的で戸籍制度を利用することを禁
止する、罰則を伴う法律の制定、特に就職・
結婚・居住に関して、その結果個人のプラ
イバシーが効果的に保護されるようにすべ
きである。
６ 委員会は、同和対策特別措置法が達成した
ことと同時に、部落民に対する差別が社会
問題として存在していることに関心を持っ
ている。政府と部落解放運動団体との間で
2002 年の法律終了後は、人種差別撤廃条約
の完全実施、人権擁護法の制定、人権教育・
啓発推進法の制定に合意していたが、今日
に至るまで実現していない。委員会は遺憾
に思う。部落差別問題を取り扱う部局が存

在していないこと、部落民や部落問題解決
のための政策を取り扱う際に統一見解がな
いことである。さらに生活環境や教育に関
して、部落・非部落の間で社会的・経済的
格差が縮小されてきたものの、依然、公共
的な生活部分では差別が残っている。例え
ば、雇用差別や結婚差別、居住や土地の価
格など。また、部落問題解決の進捗状況を
計る（ための実態調査などの）基準がないこと
の懸念を表明する。
勧告 部落問題を取り扱う部局を設置するこ
と。特別措置法終了後の意見具申の実施。部
落民の生活状況を改善するための補充的政策
を実施する。人権教育の推進、意識化のため
の施策の実施、特に部落の周辺地域住民に対
して。以上指摘した事柄の進捗状況を計るこ
とができる実態調査。特別措置法に関する
CERD 一般的勧告 32（2009 年） では、当事者
とそうでないものとの間で平等が達成され、
持続的に維持できるようになったとき、特別
法は終了すべきという勧告である。
（わだ けんいち）

CERD審査で厳しく問われた日本のアイヌ民族政策
阿部 ユポ（財団法人北海道アイヌ協会副理事長）
学校で教えられないアイヌ民族の歴史
北海道アイヌ協会の阿部ユポです。私は
2001 年の CERD の日本審査にも参加しまし
た。今回の審査では冒頭、上田秀明人権人道
大使が政府を代表して報告をしましたが、そ
の内容は国内で行ったアイヌ民族の認定がほ
とんどで「これだけやった、あれだけやっ
た」と言っておりました。鳩山由紀夫さん
は 26 年前に北海道に来て、
「私は北海道生ま

と思ったのですが、なかなかそうは行きませ
ん。
2007 年 9 月 13 日に先住民族の権利に関す
る宣言が国連で採択され、2008 年には国会
で満場一致で採択されたにもかかわらず、い
まだに「先住民族って何？」と言う人が日本
にはたくさんいます。これが日本の実態だと
思います。国内でどれだけ訴えてもだめなの
です。なぜかというと、日本は歴史の授業で
アイヌ民族のことを正しく教えないからで
す。

れでもないし、アイヌ民族でもない。しかし
ここで骨を埋めるつもりです、ここで代議士
になります」と言いました。今から 3 年前の
2007 年 10 月 3 日、衆議院の国会代表質問で、 日本政府のアイヌ民族政策の変遷
私たちの状況が大幅に変わったのは、1996
「１カ月前の 9 月 13 日、国連総会で先住民族
年村山内閣が誕生したときでした。その時の
の権利宣言が採択されたが、日本政府はいま
だにアイヌ民族を先住民族と認めていない。 内閣官房長官が五十嵐広三さんという元旭川
市長で、その後衆議院議員になられた方でし
これは日本政府が国際社会で二枚舌を使って
た。1984 年に私たちは６項目にわたる法律
いることになる」、こう発言をしました。あ
の神聖な国会で…私はそれを聞いてびっくり
しました。「これはすごい、この人が総理大
臣になったら本当にやるだろうな」と思いま
した。そして昨年、総理大臣になりました。
このとき『あっという間に状況が変わるな』

案を要望していたことがやっと円卓に乗りま
した。官房長官のもとに「ウタリ対策の有り
方に関する有識者懇談会」ができたのです。
その報告書を受けて、文化に関してだけ法律
にしようということになりました。“文化だけ
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NGOブリーフィング 手前の筋は
CERD委員 向かいの筋はNGO

なら” ということで反対するつもりでしたが、
当時アイヌ出身の参議院議員の萱野茂さんが
「これは一つの芽が出たことになる、これを
大きな木に育てていくのはあなたたちだ」と

もしてこなかったため、今回の審査でも同じ
ように実態調査をするよう勧告が出ました。

言われました。私たちはそれを受けることに
しました。1997 年 5 月に「アイヌ文化振興法」
が衆参の国会で成立し、1997 年 7 月 1 日に
公布されたわけですが、公布の 3 日前の 6 月
27 日に、閣議決定で「この法律の実施の地方
公共団体は北海道に限る」とされました。そ
れは今も続いています。
2008 年 7 月に開かれた洞爺湖サミットで、
アイヌ民族が北海道にいる。日本全土の 4 分

2001 年の審査の勧告では、先住民族に関
する CERD 一般的勧告 XXIII が言及されまし
た。この一般的勧告の最後には「先住民の同
意なしに奪った土地は原状のまま返還しなさ
い。返還できない場合は速やかに公正で公平
な賠償をおこないなさい」と書かれています。
しかし 2001 年の勧告に対して日本政府は一
言も発していない。すでに北海道には日本
の 46 都府県から 570 万人が移住をしていて、

の 1 にあたる土地をアイヌの人びとからそっ
くり奪い、それまで日本人は北海道を蝦夷地
と呼び、函館周辺にしか住んでいなかったも
のを、名前を北海道と変えて、そこを日本の
領土にしました。現在、日本人の定住者がこ

すべて自分たちの土地にしています。税金を
払っています。だから返還できない。しかし、
国有地はまだ半分残っています。それすらも
私たちには利用させようとはしません。その
ことが 2001 年の勧告に書かれています。

の北海道に 570 万人住んでいます。ブラジル
へ行ったわけでもなければハワイに行ったわ
けでもないのです。政府は、移住法という法

もう一つは ILO169 号条約で、先住民族条
約ともいわれています。先住民族を奴隷のよ
うに使役したり、労働力に対して賃金を払わ

律を作って国内移民を奨励し、北海道を植民
地にしたという事実があります。そこにいた
アイヌ民族はすべて強制的に日本の名前に変
えられ戸籍に編入されました。「今日からお

ないなどの慣行を禁止しています。教育問題、
雇用問題、生活問題、住宅問題に至るまでさ
まざまな分野にわたり先住民族に関する規定
がもりこまれた条約です。しかし、日本政府

前たちは日本人だ」と言われ、生業を禁止さ
れ、アイヌ語を禁止され、アイヌ文化を否定
され、現在に至っているわけです。
このことを私たちが訴えていくということ

はこれを批准していません。2001 年の審査
では、「何らかの理由で批准できないのであ
れば、指針として使いなさい」と勧告されま
した。しかし何もしてこなかった。そのため

を懸念したのか、北海道出身の国会議員が超
党派で集まり、当時の内閣にアイヌを先住
民族と認めるように迫りました。その結果、
2008 年 6 月 6 日にアイヌを先住民族として
認知し、有識者懇談会を設置し、１年かけて
アイヌ民族に関する有識者懇談会報告書を提
出しました。その後、2009 年 12 月 15 日に、

今回の審査でも批准をするよう繰り返し勧告
されました。
今回の審査で行われた三つ目の勧告が非常
に重要です。国連で認められ、日本の国会で
も認められた「先住民族の権利に関する国連
宣言」を日本の人は誰も知らない。立派な先
生方も知らない。権利宣言に謳われている内

アイヌ政策推進会議を立ち上げ、その作業部
会を 2 つ作りました。一つは民族共生の象
徴的施設を作るという国立公園構想です。か
つて日本各地の大学にアイヌの骨をもってい
き研究をしました。今でも東大や京大で骨を
もっています。それを全部集めて慰霊施設を

容を国内でどう実施していくのかということ
すら、この新しいアイヌ政策推進会議が作っ
た２つの作業部会のテーマになっていませ
ん。そのため、CERD 審査のロビー会場で日
本審査担当のソーンベリー委員に直接訴えま
した。全体が分かっていただけるように紙に

作るという構想です。もう一つは実態調査に
まとめて委員に渡して説明をしました。その
関する作業部会です。 結果、今回の審査では先住民族の権利宣言を
北海道では 7 年に 1
具体的に実施するための 3 つ目の作業部会を
度、 ア イ ヌ の 人 口 調
作りなさいという勧告が出ました。これは北
査を行ってきました
海道の新聞でも報道され、すごい反響でした。
が、北海道外では行っ 「お前は国連で何を言ってきたんだ」って怒
たことがなく、実態は
る人がいれば、
「よくやった」という人もいて、
把握されていません。
2001 年 の CERD 審 査
でも調査をするよう勧
告が出ていましたが何
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私は大変板挟み状態になりました。今後とも
みなさんのご支援とご協力をお願いしたいと
思います。
（あべ ゆぽ）

日本のCERD審査における移住者・移住労働者、エスニックマイノリティ、
そして難民の権利に関する移住連の取り組みと審査の過程と結果
細木 ラルフ（移住労働者と連帯する全国ネットワーク 国際人権部）
移住連の国際人権部の細木ラルフと申しま

拒否問題の根源となる反人種差別法の欠如に

す。移住者と移住労働者の権利を中心に今回

関する委員会からの発言に対して回答したも

の CERD 審査について少しお話をさせていた

のの、入場拒否そのものに関する回答はしま

だきます。

せんでした。しかし、総括所見では「一般の

お手元に二つ資料があるかと思いますが、

使用に向けた場所やサービスにアクセスする

冊子に入っている A4   1 枚の資料は移住連カ

権利が人種や国籍に基づいて拒否される事例

ウンターレポートの項目・テーマと委員会に

を懸念する」という内容が盛り込もまれてお

対する具体的な勧告案の一覧です。また、右

り、
「一般に開放されている場所への入場拒否

側の表は、これらの内容をどのような形で委

を違法とする国内法を採択するよう」にとし

員会に提示し、その内容が審査の中で何人の

た勧告がでました。

委員に取り上げられ、どの章の担当者から回
答があり、最終的に総括所見のどの部分に反

高位公務員による人種主義の扇動についても、

映されたかをまとめたものです。また、A3 用

審査中に委員会から高位公務員による人種差

紙を折りたたんだ 6 ページ分の資料は移住連

別的発言と差別的な考えの助長を懸念すると

のレポートに沿って、審査における委員会と

いう意見がありましたが、これに関しても政

政府のやりとり、そして総括所見をもう少し

府からの直接的な回答はありませんでした。

具体的に文章化したものです。

総括所見にはこれらの言動に対する行政的・

今回の審査に向けた移住者、移住労働者、

法的措置が不在であることの懸念が挙げられ、

エスニックマイノリティ、そして難民の権利

政治家や公務員の人権意識を促進する努力の

に関するレポートは 2 つあり、ひとつは、移

強化や、人種主義的・排外主義的な発言を直

住連と在日韓国人問題研究所（RAIK）が合同で

接禁止する法律の制定が求められました。

作成したものであり、もうひとつはより幅広
く在日コリアン、その他の永住者、難民、そ

日本国籍取得時の民族姓の否認に関しては、

してエスニックマイノリティと先住民の権利

審査では国籍取得時における名前の変更を促

などを取り上げた日弁連のレポートです。

す政府の取り組みを懸念するという発言があ

具体的には、今回のレポートでは以下の項
目が取り上げられました。

りました。これに対して、法務省は帰化希望
者が名前を変更するよう促される事実はない
と断言し、社会生活における利便性を考慮す

・移住連カウンターレポート内容・項目

れば、日本社会において一般的に読み書きに

① 民間および半公共施設における人種・国

使用されている漢字を使用する必要があるか

籍を理由にした入場拒否について

もしれない、そして帰化時の名前は漢字に限

② 高位公務員による人種主義の扇動

らず、ひらがなやカタカナなどといった音声

③ 日本国籍取得時の民族姓の否認・人名用

文字も使用可能と主張しました。この回答か

漢字の制約による民族姓の否認

ら、私たち、そして委員会の懸念をまったく

④ 移民と民族的マイノリティの子どもの教育

理解していない、理解しようとしていない姿

⑤ 在留資格更新時と雇用時の差別的な行政

勢がわかるかと思います。総括所見には、
「公

手続き
⑥ 移住女性に対する様々な形態の差別およ
び暴力
⑦ 難民認定制度における人種差別

務員、申請書式および帰化手続きに関する説
明書に、日本名と日本の漢字を用いるように
駆り立てる言葉を使うことをやめるよう」勧
告がでました。

民間および半公共施設における入場拒否につ

移民と民族的マイノリティの子どもの教育に

いては、委員会は審査で、これらの入場拒否

関してですが、委員会はこの内容に一番関心

を懸念すると述べましたが、日本政府は入場

をもたれました。審査セッションでは、学校
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カリキュラムにおけるマイノリティの子ども

利益な立場と困難な公共サービスへのアクセ

への配慮、財政援助、免税措置、大学受験資格、

スを取り上げました。これに対して、法務省

学校認可の面において外国人学校・各種学校

はその改定内容は偽造結婚や在留資格の不正

が被っている不利益、そして高校授業料の無

使用を阻止するための措置であり、正当化で

償化から朝鮮学校を排除することに関する発

きる理由がある場合は在留資格の取り消しは

言や質問がありました。文部科学省はこれに

適応しないと述べました。 総括所見では、社

対して、現教育制度における政府や地方自治

会的に弱い立場にいる集団の女性や子どもに

体の様々な配慮の説明や、外国籍の子どもは

関して二重差別の現象に対応するために必要

公立学校への入学も外国人学校への入学もで

な措置をとることが要求され、暴力被害を含

きるため、教育の機会は平等に与えられてい

むジェンダーに関連する人種差別を防止する

ると説明し、法務省は大学受験資格に関して、

措置に関するデータを収集し、研究・調査を

国籍を問わず、高等学校に相当する課程を卒

行うことが勧告されました。

業した者であれば、誰でも資格を得ることが
できるため、多くの外国籍者に大学受験資格

難民認定制度における人種差別に関しては、

が与えられていると、これまでと同じ主張を

審査で、難民認定プロセスにおける職員と庇

しました。総括所見では、先ほどのべた審査

護希望者間のコミュニケーション・理解の問

セッションの委員会の発言内容や懸念が繰り

題、サービスへのアクセスの阻止、文化的す

返される形で挙げられました。

れ違い、手続きに関する日本語以外の言語の
情報の不足とそれらの情報の流布、そしてイ

在留資格更新時と雇用時の差別的な行政手続

ンドシナからの難民と他の地域からの難民の

きについては、移住連のレポートでは、
「定住

受入れ・認定の数の違いが取り上げられまし

者」資格の許可要件に「素行善良」の条件が

た。法務省はこれに対し、難民条約に基づい

追加されたこと、
そして事業主が求職者が「外

て、
国籍を問わず、
難民を受け入れているため、

国人」であるか否かを判断する方法として、
「氏

インドシナからの難民だけを限定的に受け入

名や言語など」を用いて「通常の注意力をもっ

れている事実はないとし、難民申請に関する

て当該者が外国人であると判断」する義務

情報の普及について、様々な言語で翻訳され

の 2 つを取り上げましたが、審査では、大ま

た申請書や手続きの説明パンフレットの存在

かに後者の雇用時の差別に関連した発言しか

を挙げました。また、
言語とコミュニケーショ

ありませんでした。具体的には旧植民地出身

ンの問題については、インタビューを行う際

者に対する雇用差別と日弁連のレポートとブ

は、申請者が必要とする言語の通訳を使って

リーフィングで取り上げられた最高裁判所に

いるとし、申請者が十分に通訳の言葉がわか

よる外国籍者の家事調停委員就任拒否への懸

るかどうかの確認を取っていると主張しまし

念でした。外務省は家事調停委員は公権力の

た。これに対し、総括所見では 難民申請者が

行使に携わる公務員にあたるため、日本国籍

強制的に危険な状況に送還されていることや、

を有する人を任命することが適切であると考

申請に関する情報への適切なアクセスや手続

えると主張し、厚生労働省は、雇用主を対象

の理解の欠如、言語やコミュニケーション問

としたガイダンスや意識向上プログラムを通

題などへの懸念が挙げられ、すべての難民に

して、
公平な採用を奨励する体制づくりを図っ

標準化された難民申請手続、公的サービスに

ていると述べ、労働関連法令は国籍を問わず、

おける平等な資格の保障、充分な生活水準や

すべての人に適応されると主張した。総括所

医療への権利、そして生命や健康が危険にさ

見では、調停委員の就任否定が取り上げられ、

らされると思える相当な根拠がある国に強制

非日本国籍者が家庭裁判所で仕事ができるよ

的に送還されないよう保障することが勧告さ

う見解を見直すことが勧告されました。

れた。
以上が移住連レポートの項目に沿った委員

移住女性に対する様々な形態の差別・暴力に

10
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会と政府のやり取りと総括所見の概要でした。

ついて、委員会は審査で、配偶者の身分を有

ご清聴ありがとうございました。

するものとしての活動を継続して 6 ヶ月以上

移住連が作成した CERD 関連資料にご関心

行わない場合、在留資格が取り消されるとい

ある方は ittonen@hotmail.com までご連絡く

う 2009 年の入管法改正による DV 被害者の不

ださい。
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（ほそき らるふ）

国連人種差別撤廃委員会における活動報告
～高校無償化からの朝鮮学校外し問題を中心として
師岡 康子（外国人学校ネットワーク（１））
はよく、いま国会でどこまで審議が進んでい

委員会への働きかけ
2010 年 2 月 24 日と 25 日に、日本政府が
国連人種差別撤廃委員会（以下、CERD）に 9 年

るのか、朝鮮学校の高校段階の学校数、生徒
数などに関心を示してくれた。

ぶりに提出した国内の人種差別状況について

24 日審査直前の昼の NGO 説明会では、最

の実質 2 回目のレポートに対する審査が行わ

初に昨年 12 月の京都朝鮮学校襲撃事件（３）の

れた。

英語字幕つきビデオを上映した。参加した委

外国人学校ネットワークは、人種差別撤廃

員からは、襲撃した集団を政府が合法団体と

NGO ネットワークの参加団体として、事前

して承認しているのか、と驚きと怒りのこ

に人種差別撤廃委員会に提出したレポート

もった質問が相次いだ。筆者は外国人学校

作成に参加し、また、移住労働者と連帯する

ネットワークとして２分間、高校無償化から

ネットワークのレポート作成にも参加して情

の朝鮮学校除外問題にしぼって説明し、また、

報提供を行い、また、実際の審査の傍聴と委

これまで出したいくつかの報告書のまとめと

員に対する働きかけを行った。

して、下記の６点につき勧告を出してくれる

（２）

ちょうど筆者がジュネーブ入りした 2 月 21

よう、まとめたレジュメを配布した。

日に、高校無償化からの朝鮮学校排除を主張

1、国籍・在留資格にかかわらず、すべての

する中井発言の記事が出て突如問題が公にな

子どもに教育を保障することが日本政府

り、さらに同日、ビザ発行遅延により在日朝

の義務であることを確認すること。

鮮人の友人たちが CERD に参加できなくなっ

2、外国籍・民族的マイノリティの子どもた

たことも確定的になったことより、この問題

ちのアイデンティティを守り、継承語・

の対策が現地における中心課題となった。

文化と日本語を学ぶ権利を保障する多民

翌 22 日月曜日から委員会会場に通ったが、

族教育政策を打ち立てること。事実上子

委員たちは毎日朝 10 時から夕方 6 時まで、

どもたちに日本名や日本風の名前の使用

大量の資料を読んで、連日違う国の政府報告

を強制しないこと。

書を審査しており、働きかけることのできる

3、言語の発達段階、義務教育へ登録割合、

時間帯は原則として会議の前後と昼休みしか

高等教育への進学率、教育費、親の経済

ないので、審査会場はもちろん、食堂や廊下

状態等を含む詳細な民族別・国籍別・性別・

など、できるかぎり声をかけた。また、並行

年齢別全国的な調査を実施すること。

して、24 日審査当日の昼休みのＮＧＯブリー

4、政府は、子どもたちが外国人学校・民族

の取り組みから発展し、
2006年１

フィングで配布する委員向けの、最終資料作

学校と日本の学校とを実際上自由に選択

族学校の制度的保障を実現する

成、チェックを行った。高校無償化問題につ

できるよう、外国人学校・民族学校に日

いては、日本にいる外国人学校ネットワーク、

本の学校と同等の卒業資格を認めること。

在日朝鮮人人権協会のメンバー、記者等と昼

最低限、日本の私立学校と同等の財政援

http://2007tokyo.blog113.fc2.

夜問わずメールで連絡をとりながら、最新情

助を行い、現行の寄付金・大学入学資格

外国人学校に関する問題について

報を送ってもらった。なかでも 24 日審査当

についての外国人学校・民族学校間にお

は月刊イオ編集部編「日本の中の

日の朝日新聞朝刊で、「朝鮮学校外しが子ど

ける差別を直ちになくすこと。

照。

（１） 2005年、 神 戸 で、 全 国 の 外 国 人
学校・民族学校の多くが一堂に会
した「多民族共生教育フォーラム」
１月に、愛知で、
「 外国人学校・民
ネットワーク」（共同代表林同春・田
中宏）として発足した。

http://www.ksyc.jp/taminzoku-f/.
com/blog-category-6.html.

（2006年、明石書店）参
外国人学校」

もたちの学ぶ権利の侵害だ」と批判する社説

5、政府は、各種学校としてもまだ認められ

（２） CERDのウェブにNGOが提出した

が出たとの情報はタイムリーだった。急遽社

ていない財政が逼迫しているこれらの学

http://www2.ohchr.org/english/

説の趣旨を英訳して資料を作り、会議のある

校、特に閉校の危機に直面しているブラ

建物内のカフェにいた委員や、会議室から出

ジル学校・ペルー学校に対し緊急支援を

てきた委員を廊下でつかまえて資料を渡して

行うこと。

説明した。個別に話ができた委員たちの反応

レポート（英文）が掲載されている。
bodies/cerd/cerds76.htm
（３） 2010年１月19日付の京都弁護士
会「朝鮮学校に対する嫌がらせに
関する会長声明」参照。

6、政府は、高校無償化から、朝鮮学校を排
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除しないこと。

報告は、今回の CERD 対策の中心である NGO
ネットワークの母体の活動の成果でもあり、
これまでの多くの人たちの活動の成果の積み

委員会の審査と総括所見
審査では、国別報告者のソーンベリー委員
（英）
、アフトノモフ委員（露）、カリツァイ委

重ねの上に、今回の成果があることを実感し
た。

員（グァテマラ）が高校無償化問題をとりあげ
てくれた。アフトノモフ委員は、「（朝日新聞の
社説も読んだが） 日本政府と朝鮮民主主義人民

外国籍・民族的マイノリティの学習権に関連

共和国政府との外交関係如何に関係なく、こ

し、下記の勧告を出した。上記のパラグラフ

のような差別的な改定が導入されないよう、

22 では、「教育制度の中で人種主義を克服す

あなたたちに確実に保証してほしい。
」と、

るための具体的なプログラムの実施について

具体的かつ明確に問いただしてくれた

。政

（４）

さらに「子どもの教育に差別的な効果をもた

まさか委員から質問されると思っていなかっ

らす以下のような行為」として下記の点を指

たのだろう、
「虚をつかれ」（傍聴していた朝日

摘した。

）
、壇上でお互い

(a) アイヌの子ども、もしくは他の民族集団

顔を見合わせ小声で協議していた。翌 25 日

の子どもが、自らの言語を用いた、または自

午前中の会議において、政府代表は「適切な

らの言語についての、指導を受ける機会が十

対応がとられるよう国会審議を見守りたい」

分にないこと、

と無内容な逃げの答弁を行った。

(b) 締約国においては、外国人の子どもには

新聞記者の２月２７日付記事

その後、
3 月 16 日に発表された「総括所見」

ては、ネットワークの一員として
参加した前田朗氏のブログ参照。
http://maeda-akira.blogspot.
com/.
（５） 朝日新聞2月27日朝刊第二面「時
時刻刻

朝鮮学校外し激震」。

（６） 大学入学資格など上級学校への進
学について不平等な取り扱いへの
懸 念、 パ ラ グ ラ フ16。 前 回 の 審
査・勧告については、反差別国際
運動日本委員会編集・発行「国連か
ら見た日本の人種差別～人種差別
撤廃委員会第１・２回日本政府報
告書審査の全記録とNGOの取り
（2001年）
参照。
組み」

種差別、外国人排斥及び関連する
不寛容に関する特別報告者ドゥ
ドゥ・ディエン氏による国連への
日 本 に 関 す る 報 告 書。2006年2月
発表。日本語訳は反差別国際運
動・日本委員会のウェブサイトに
掲載されている。

12
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義務教育の原則が、本条約第 5 条、子どもの

では、パラグラフ 22 で、「子どもの教育に差

権利条約第 28 条、社会権規約第 13 条（2）

別的な効果をもたらす以下のような行為に懸

――日本はこれらすべての締約国である――

念を表明する」ことの一つとして、
「(e) 締約

に適合する形で全面的に適用されていないと

国において現在、公立・私立の高校、高等専

いう事実、

門学校、高校に匹敵する教育課程を持つさま

(c) 学校の認可、同等の教育課程、上級学校へ

ざまな教育機関を対象にした、高校教育無償

の入学にまつわる障害、

化の法改正の提案について、そこから朝鮮学

(d) 外国人のための学校や、締約国に居住す

校を排除すべきとの何人かの政治家の提言（第

る韓国・朝鮮や中国出身者の子孫のための学

2 条、第 5 条）
」と極めて具体的に指摘した。の

校が、公的扶助、助成金、税の免除にかかわっ

みならず、パラグラフ 34 で、高校無償化問

て、差別的な取り扱いを受けていること

題における朝鮮学校外しを含む、上記パラグ

その上で、包括的に下記の勧告を行った。

ラフ 22 の重要性につき締約国が注意を払い、

「委員会は、市民でない人びとへの差別に

実施した具体的措置に関して、次回報告書（期

関する一般的勧告 30（2004 年）に照らし、締

限 2013 年 1 月、パラグラフ 35） に詳細な情報を

約国に対し、教育機会の提供に差別がないよ

提供するよう要請した。

うにすること、そして締約国の領土内に居住

委員会によるこの問題への即座の積極的な

する子どもが就学および義務教育達成にさい

対応の理由としては、前回（2001 年） も政府

して障害に直面することのないようにするよ

の朝鮮学校に対する差別政策是正の勧告がな

う勧告する。この点にかかわって、委員会は

されていたこと 、今回の会議で委員たちが

さらに、締約国が、外国人のための多様な学

しばしば言及していた「ディエン報告」 で

校制度や、国の公立学校制度の外に設置され

も、朝鮮学校への差別政策が批判されていた

た代替的な体制の選択に関する調査研究を行

ことなど、委員たちにとって、政府の朝鮮学

うよう勧告する。委員会は締約国に対し、マ

校政策が国際人権基準からして差別であるこ

イノリティ集団が自らの言語を用いた、もし

とが常識化していており、問題の本質をすぐ

くは自らの言語に関する、指導を受ける充分

に理解しえたことが挙げられよう。ディエン

な機会の提供を検討するよう奨励する。そし

（６）

（７）

（７） 国連・現代的形態の人種主義、人

の情報が欠けていることを遺憾に思う」とし、

府代表団は国会審査前の渦中の問題について

（５）

（４） 会議での具体的なやりとりについ

高校無償化問題以外についても、委員会は、
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て、教育における差別を禁止するユネスコ条
約への加入を検討するよう促す。
」

の成果といえる。
今回の政府報告書審査は昨年９月に民主党

CERD審査会場 奥の横列が議長
席 写真提供：師岡康子

政府となってはじめての国連人権監視機関に
その他、委員会は、

よる審査であり、それに対する態度は、国際

・外国籍者も含めて、「母語、そしてその他

的にも注目された政権交代に意義があったの

人口の多様性を示す指標の調査を実施する

かを国際的に明らかにする一つの試金石であ

ことを奨励」
。（パラグラフ 11）

ろう。

・「韓国・朝鮮学校に通う子どもたちなどの

特に、朝鮮学校は、戦後直後に、植民地支

集団に向けられる露骨で粗野な発言と行動

配下で奪われた民族の言葉と文化を取り戻す

の相次ぐ事件と、特に部落民に向けられた

ために、朝鮮人が自力で作り上げたものであ

インターネット上の有害で人種差別的な表

り、本来、戦後の日本政府が植民地主義を反

現と攻撃に懸念をもって留意」し、
「人種

省し克服しようとするなら、真っ先に支援す

的優越あるいは憎悪に基づく意見の流布の

べき対象であったのにもかかわらず、自民党

禁止」を勧告。（パラグラフ 13）

政府は戦後一貫して朝鮮学校を差別してきた

・「前回勧告で表明した、個人の名前は文化

。民主党が口にしてきた「植民地支配と侵

（９）

的および民族的アイデンティティの基本的

略」への反省が本物なのか否かが試される。

側面であり尊重されなければならないとい

今回、委員会が高校無償化からの朝鮮学校排

う意見を繰り返す。
」（パラグラフ 16）

除につき、極めて具体的かつ明示的に取り上

・「締約国が、マイノリティの文化や歴史を

げ、かつ、特に重要性を指摘し次回その結果

もっと反映するように既存の教科書の改訂

についての詳細な報告を勧告したことは、委

を図るよう、また、締約国がマイノリティ

員会の新たな差別導入を阻止しようという強

の歴史や文化についての書籍その他の出版

い意思の表れといえる。政府は現時点で朝鮮

物、その言語によるものも含むよう勧告す

学校についてのみ、支給対象とするか別枠で

であり、多くの委員たちから、日

る。とりわけ、委員会は締約国に対し、義

検討中と結論を先延ばししているが、いかな

取り組みと評価された。外国人・

務教育のなかでアイヌ語および琉球語を用

る口実をつけようとも最終的に朝鮮学校を対

民族的マイノリティ関係について

いた教育、そして両言語についての教育を

象から除外するなら、「子どもの教育に差別

び韓国KIN

支援するよう奨励」
。（パラグラフ 25）

的な効果をもたらす行為」であり、勧告に真っ

（８） 今回の成果は、IMADRを中心とす
るNGOの国内外での協力の結実
本のNGOの組織された質の高い

は、現地での取り組みは移住連及
http://youth-forum.soc.or.jp/
members/KIN.htmlからの参加者

向から反する、人種差別撤廃条約 5 条に反す
今回の総括所見は、前回と比べても、より

る違法な行為である。自民党政府と変わらぬ

包括的、具体的かつ正確であり、NGO 側の

人種差別政権として国際社会の失望を招くの

組織的な情報提供の的確さ

及び今回の日本

（８）

国別報告者のソーンベリー委員の熱心な研究

との全面的な協力によるものであ
る。
（９） 朝鮮学校の歴史については、
「サロ
ン吉田山

民 族 学 校 を 考 え る」

ウェブサイト等参照。

か、今が民主党政府の正念場である。
（もろおか やすこ）

http://www5d.biglobe.
ne.jp/~mingakko/.
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