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神奈川教区社会委員会                      2022年2月16日  
                      部落解放同盟栃木県連合会執行委員長 和田献一 

マイノリティを重視する国際人権の潮流と日本の人権課題 

Ⅰ マイノリティの人権と制度的差別 

１ Social Inclusion・多様性を認める社会に向って 
① いわゆる人権3法の成立：2016年は日本のマイノリティにとって重要な年である。障がい者差別 
解消法(2016 年 4 月施行、改正は 2021 年合理的配慮の提供が公共機関の義務化から民間事業者にも

義務化された)、ヘイトスピーチ解消法(2016年6月成立施行)、部落差別解消法(2016年12月成立施

行)が続けて成立し、施行された。障がい者の差別・部落差別が存在し、解消すべきと初めて法律に書

かれた。残念なのは、国内の人権の潮流が盛り上がって成立したのではなく、マイノリティの人権重

視の国際人権の潮流に押されて成立した。単一価値志向の日本社会は同調圧力が強い。マイノリティ

への差別・人権侵害はなかったことにされてきた。沈黙を強いられてきた。しかし、国会の多数によ

ってようやくマイノリティの人権が確認され、差別解消の法律が制定されたことの意義は大きい。 
マイノリティが歴史の表舞台に登場する。社会の一員とする。多様性を認める新しい社会へ向かう。 
② マイノリティ： 国際人権では、「民族的または種族的、宗教的、言語的少数者」。社会的少数者グ 
ループに属する者は差別・抑圧・搾取・暴力に曝され、人権侵害に曝されやすい。周縁化された集団。 
ここでは、差別を受けて人権侵害に苦悩している被害者、虐待されている子ども、DV被害者・女性、

部落出身者、障がい者、先住民族、外国人労働者など人権侵害に曝されている被害者、いじめ事件の

いじめられている子どもなどを含む広範な概念。 
③ 社会の多数派は法律や制度による制度的差別によって、マイノリティ(少数派)への同化政策を強 
制し、変わることを求めた。沈黙を強いて、マイノリティはいないことにしてきた。同調圧力の強い

単一価値観に基づく制度的差別によって社会外の存在として扱ってきた。 
マイノリティに対する差別・人権侵害は、物の分からない者が差別・人権侵害をするととらえるの

ではなく、国が法律や制度設計において生み出した制度的差別であるとことを確認する。部落差別は

戸籍制度による制度的差別、外国人差別は国籍条項による制度的差別。障がい者には優生保護法によ

る「不良なる子孫」と位置付けた制度的差別。先住民族アイヌ民族には北海道旧土人保護法による制

度的差別。差別や人権侵害を解消するためには制度的差別を解消することが必要。 
国際人権の潮流：マイノリティを重視する国際人権諸条約によって制度的差別に挑戦してきた。条

約を批准し、「新しい人権概念」に基づいて法律を改正し、新しい制度設計に基づく制度が実施される。

新しい制度に基づいて、排除され人権侵害に曝されてきたマイノリティが社会の一員として処遇され、

人権が回復されていく。Social Inclusion 多様性を認める社会に向かう。マイノリティの存在を認め、

被害を認め、社会の構成員として人権を回復する。人権を救済し、人権を保障してSocial Inclusion・
社会の構成員として処遇する。 
マイノリティを排除してきた制度的差別を廃止し、間違っていた社会が変わり、多様性を認める新し

い豊かな社会へ向かう。マイノリティを社会の一員として、すべての人権法の根本をなす無差別と参

加の原則を保障する。単一価値社会から多様性の中に創造性豊かな社会へ。 
④ 2001年ハンセン病患者熊本判決確定。国家の政策は違法・違憲である。制度的差別を認めた。補 
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償法では「我らは・・深くお詫びする」と隔離制度を制定した政府や国会の責任を曖昧にした。しか 

し、2019年ハンセン病患者家族への損害賠償請求裁判では、1996年「らい予防法」廃止後も偏見や差 

別をなくすための人権啓発(法務省)、人権教育(文部科学省)をしなかったことは違法とした。制度的 

差別によって人権侵害をしてきた国家の誤りを認め、謝罪し、賠償する流れが生まれた。  

「人権を考える」とは、「私の人権、あなたの人権、みんなの人権」というあいまいな概念ではない。 
● マイノリティ権利宣言：1992年国連総会採択。2017年マイノリティの権利宣言に関する決議 
「民族的または種族的、宗教的、言語的少数者」としているが、「いかなる人の人権の享受を妨げない」、

排除、差別、同化を否定。定義不在であるがマイノリティの女性のように複合性も含む広範な概念。 

集団概念より個人・市民の人権保障に重点を置いている。 

● 地球環境が限界を超えつつある中で、マイノリティに真っ先に被害が集中し、生存の危機が迫っ

ている。気候変動枠組条約締約国会議（COP26）でモリジブ元大統領が「1.5℃以下でないと死刑宣告

だ」と訴えた。先住民族はじめマイノリティは「坑道のカナリヤ」だ。マイノリティの危機は地球環

境の危機でもある。マイノリティの人権を重視する国際人権の背景でもある。 

２ 戸籍制度のはじめ 

① 明治政府は国民国家として成立するために国境線を確定する。北の国境線・南の国境線で「日本

国民を造る。」そこに存在するマイノリティを強制的に社会に組み入れる同化政策をとった。 

1899年の北海道旧土人保護法による北海道(アイヌモシリ)植民地化。 国際法は先住民族と侵略した

国家との間で統治に関する条約が必要とする。アイヌ民族と日本国の間での条約は無。 

1879年琉球王国は併合される。同化政策として「方言札」 

2019年アイヌ施策推進法の成立：初めてアイヌ民族を先住民族と法律に書いた。 

1982 年オーストラリア・マボ判決：先住民族は古来から居住していた土地権原を認め、「無主の地」

でなかったことは、神話や伝承で証明される。（最高裁判所）領土権・民族自決権・先住民族の権利 

② 国民であることの国家の証明書：戸籍制度を作り、戸籍謄本を発行した。 

1871年(明治４年)4月、明治政府は戸籍制度を太政官布告第170号によって法制化した。 

翌1872年(壬申年)、戸籍制度が施行された。最初の戸籍は壬申戸籍と呼ばれる。（法務局に封印） 

天皇家の戸籍(皇統譜)・臣民(平民)の戸籍・部落の戸籍と３つに分け戸籍登録作業を進める。 

「皇族」＝皇統譜 「華族 士族 卒族 祠官 僧侶 平民迄」身分制の再編・族称欄 

③ 1871年8月、太政官布告第448による賤民廃止令(「解放令」)が出された。 

「穢多・非人等の称廃せられ候条、自今身分・職業共平民同様たるべき事」とされた。 

この布告の後に、 

「同府県へ 穢多・非人等の称廃せられ候条、一般民籍に編入し、身分・職業共都て同一に相成候様

取り扱ふべし、尤も地租その外除蠲の仕来りもこれ有り候はば、引き直し方見込取調べ、大蔵省へ伺

出べき事」 

●「一般民籍に編入し」：1871年の４月の時点で、戸籍制度を法制化し、戸籍登録作業開始。 

部落の戸籍に、移動する民(「ちまた」に集う人 )々を組み入れる(「一般民籍に編入し」)。木地師は

山から降ろされる。木地師・鋳物師・念仏聖・遊行の民・芸能の民・皮職人、薬売りなど。 

長吏は治安維持の役目：牢番・山番・水番。長吏が「ちまた」を管理した。 

「ちまた」：中世的世界観。村の出入り口に地蔵尊・道祖神・この世とあの世の異郷に出会う場所。神々
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や悪霊が集まる霊域であり、死者を埋葬し、鎮魂と供養の場所。 

同年８月に、「解放令」を出し、「自今平民同様たるべきこと」とし、賤称を廃止する。 

つまり臣民である平民と部落を別にしていたのを、「一般民籍に編入し」て、いわゆる「新平民」とし

た。新平民の名称はここに由来する。(上杉 聰『明治維新と賎民廃止令』解放出版社1991年) 

●地租その外除蠲の仕来りの解体： 明治政府の財源・地租と部落の除地（免税地） 

被差別部落の旦那場（縄張り）権益の解体と経済的没落。興行権：芝居・見世物 

勧進権：市・門付け 専売権：皮の取得権・竹の権利・砥石・ 

３ 部落差別問題  

① 部落問題と戸籍制度：1871年8月、太政官布告第448による賤民廃止令(「解放令」)が出された。 

同時に戸籍制度がつくられた。封建的家制度の「本籍地と氏」は部落差別を生み出した。賤民廃止令

から 150 年経過しても部落差別が存在している理由である。制度的差別が継続しているからである。 

結婚差別事件：本籍地を 20 か所も変えた父親の娘の結婚、新婚旅行のパスポート申請のため、戸籍

謄本を取り、部落出身であることが暴露された。相手の家族や親せき一族・親族共同体が責めた事件。

戸籍がケガレる・組ちがい・縁を切る。 
〇「ちょっと待って！人権がある」 結婚に反対し、親せき一族が集まり、「戸籍がケガレる・組ちが 
い・縁を切る。」と責める。満座の中で結婚差別は憲法に違反すると。 
② 部落地名総鑑事件：戸籍公開原則で公然と身元調査。疑問を持った市役所職員の交付拒否。 
1976年戸籍法改正、サムライ8業種は「職務上請求用紙」で請求できることに。公開原則が少し制限

されたことで、不便に感じる企業に「部落地名総鑑」を売り込んだ事件。事件をきっかけに政府は、

企業に「公正採用選考人権啓発推進員制度」を義務付けた。身元調査を禁止し、統一応募用紙、本籍

記載は禁止、家族の職業は記載しない。差別や人権侵害に曝されているマイノリティの人権を保障す

る取り組みが真剣に進められてきた。国際社会では、非差別の原則が当たり前。 
●2021年宇都宮市在住の行政書士がインターネットを利用して3000件6000万円の利益を得た。本

人登録制度で告発されて兵庫県警に逮捕された。戸籍法違反・有印私文書偽造罪。 
③ 問題の所在。結婚差別事件の身元調査（本籍地と氏）に戸籍制度が登場する。部落差別は戸籍制 
度による秩序維持のために、「ちがう存在」である部落を排除する制度的差別である。結婚差別事件の 
場面で人権法が機能する（法治国家）ことを求める。〇憲法第13条 個人として尊重される・幸福追 
求権。○憲法第 14条 属性によって差別されない。〇憲法第 24条 結婚は両性の合意のみで成立。 
重要なのは、人権原則(日本国憲法・国際人権諸条約)を機能させること(法の支配)。   
人権原則を掲げる―人権教育で学ぶ―人権原則を機能させる―多様性を認める社会へ。マイノリティ

の人権を守るには、旧態依然とした制度的差別を禁止し、「法の支配」・人権原則を機能させる。 

④ 戸籍情報の扱い 

〇戸籍謄本に代わる統一応募用紙・履歴書で本籍地は削除。戸籍調べが難しくなった。 

〇戸籍制度は国際化時代には適応できない。人々が定住（本籍地）して、移動しない（氏）時代の制

度。グローバル化時代・国境を越えて人が動く時代の制度としては不向き。戸籍制度を個人登録制度

に変える。現行の一戸一用紙(夫婦と子を同一用紙に記載)記載様式を各人ごとの「一人戸籍」様式に

変える。戸籍制度の秩序維持機能を廃止し、個人の尊重・人権保障の身分登録制度に。元号も同じ。 

●外国籍者と日本国籍者の婚姻。外国籍者は記載なし。外国籍者も包括する登録制度にする。 

●日本国籍者が外国で出生（出生地主義）・二重国籍。外国から日本に出生（血統主義）無国籍問題。 
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〇個人情報が電子情報化された時代は個人情報保護が原則。改正個人情報保護法でいう要配慮個人情

報(センシティブ情報)として戸籍情報を扱う。本人の同意なくして取得・利用・第三者提供は禁止。 

〇2021年デジタル法の制定で、法務省が保持する戸籍情報の副本に機関別符号をつけ、マイナンバー

と照合する。窓口で申請手続きに必要な戸籍情報は、マイナンバーを示して行政窓口で法務省の戸籍

情報の副本と照合する。自治体窓口で戸籍情報を入手し、添付する必要がなくなった。特定個人情報

となるので厳重なセキュリティがかかる。制度的差別解消に動く。 

４ 人種プロファイリングと制度的差別 

① 人種プロファイリング：2020年 5月 25日朝、米国ミネソタ州ミネアポリス市の路上でアフリカ

系アメリカ人男性ジョージ・フロイドさんが白人の警察官４名によって殺害された。米国では、アフ

リカ系アメリカ人(「黒人」)であれば頻繁に警察官に職務質問され、いきなり重罪犯の扱いをされる

制度的人種差別が背景にある。人種プロファイリング(人種的偏見が政策や制度の中に浸透している

こと)である。親は子どもに警官に職務質問されたら、手を上げ、ID カードの場所を指させ、決して

ポケットに手を入れて取り出そうとするな。射殺されるからと教えている。 
奴隷解放宣言(1862年)から160年経過。今だに人種差別がある。制度に浸み込んだ制度的差別だ。 
② 監獄ビジネス：アフリカ系アメリカ人を奴隷制度の下で労働力として使役した。奴隷解放の後、 
奴隷労働は、囚人貸出制度による労働者に代わり、アフリカ系アメリカ人を使役した。チェーン・ギ

ャングで知られる鎖を着けて、鉄道建設や道路建設を行った。

現在では監獄ビジネスと呼ばれ、犯罪が減少しているのに、収

監者が増加し刑務所増設が続いている。微罪で逮捕し、長期拘

留することで労働力を確保している。人種プロファイリングの

背景である。警察官の職務質問や微罪での逮捕拘留が起きる人

種差別はアメリカの制度的人種差別である。抗議デモは米国の制度的人種差別の根本を問い直してい

る。(「監獄ビジネス」アンジェラ・デイビス 岩波書店)  
③ 公民権運動：キング牧師が人種差別のないアメリカ社会建設を求めた公民権運動（1964年公民権

法成立）から60年経過しても『黒人』差別が根強く残る。公民権運動は黒人の人種差別だけでなく、

先住民族、移民、LGBTQ、女性の権利拡張運動として展開され成果を上げた。奴隷制度や植民地支配

の歴史にさかのぼって人種差別の原因を明らかにし、制度的に作られた人種差別が政策の中に浸透し

ていることを明らかにした。制度的人種差別を解決し、多様性を認める包摂的な多文化主義の実現を。 
●2014年、国連・人種差別撤廃委員会はアメリカ合衆国の定期審査で、マイノリティに対する法執行

官による過剰な力の行使に懸念を表明し、特に人種プロファイリングを根絶するように勧告をしたが、

十分には実行されていない。 
④ 抗議デモ：事件後、全米に「黒人の命は大切（Black Lives Matter）」のス 
ローガンを掲げた抗議デモが拡大。参加者は多様で、特に目立つのはオバマ大統

領の時代を生きて、多様性を学んだミレニアム世代やZ世代。スマホやインター

ネットと共に育った若い世代。動画で見て衝撃を受け、自然発生的に抗議行動が

起き、6か月以上も終息しない。警察組織の解体や制度的人種差別を指摘し、変

革を求める新しい動き。自分たちの未来の地球環境問題を、マイノリティの人権

を重視する国際人権の潮流と合流させ、世界に共感の抗議デモ広がる。グレタ・

トゥ－ンべリさんに象徴される若い世代の主張。 
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〇トランプ大統領は人種差別による犯罪を非難せず、抗議デモを極左・テロ集団と呼び、軍隊で鎮圧

すると演説し、黒人による暴動と認識した制度的人種差別の言動は厳しい批判にさらされた。国民を

守るべき軍を国民に差し向けることに、軍の指導者たちが批判した。制度的差別を残そうとしている。 
⑤ 支援の波：全米オープンテニス大会で大坂ナオミさんが黒マスクに殺害された黒人の名前を書い

て登場。深く考えた行動。ナブラチロアさんがLGBT であることを公表した

途端、すべての CM をキャンセルされたが米国スバルが引き受けた。メキシ

コオリンピックの表彰台で黒手袋でこぶしを上げたブラックパワー・サリュー

トはメダルはく奪であった。大坂さんの行動は、オリンピックの在り方も変え

るだろうと言われた。「テニスプレイヤーである前に一人の黒人女性である」

と語った。スポンサーのナイキはむしろ称賛した。日本での反応がほとんど無

視だったのが残念。ナイキはかつて児童労働で不買運動の洗礼を受けた。最近

ではLGBT支援のレインボウシューズを販売したり、在日朝鮮人・韓国人の

差別をテーマにしているCMのように「多様性は豊かさ」を実践している。 
〇オリンピック女子サッカー日英の試合前片膝をついて人種差別に抗議した。 
⑥ 米国最高裁LGBTに判決：2020年6月15日米国最高裁は「LGBTに対する雇用差別は公民権

法第7編にある『性』による差別で、違法である」と画期的な判決を出した。しかも保守派5人リベ

ラル派4 人で構成の最高裁が6 対3 で違法とした。トランプ大統領はこの数日前にLGBT を健康保

険から除外する決定をしたばかり。保守派対リベラル派では説明できない新しい社会の在り方を求め

る変化。制度的差別を主張する大統領の政策は誤り。マイノリティを重視する国際人権の潮流台頭。 
⑦ ＃Me To運動：ツイッターでのセクシャルハラスメント告発。2006年黒人活動家タラナ・バーク

の性被害を受けた子どものヒーリングとして「共感によるエンパワメント」に始まる。2017年ブロー

ドウェイで、人気女優アリッサ・ミラノが、性暴力を受けた女性たちを、孤立させ、沈黙を強い、な

かったことにしてきた歴史を告発し、社会の一員として処遇する共感の波を起こ

した。ハラスメント加害者・有名プロデューサーは逮捕。ハラスメントは犯罪で

あり、禁止。 

女性が表舞台に登場。ヒラリー・クリントン大統領候補、カマラ・ハリス副大統

領、メルケル・ドイツ首相、アーダーン・ニュージーランド首相。世界の上場企

業上位2500 社をストラテジー・コンサルティング社が調査。女性CEO4.9％(日
本0％)。大リーグ・マーリンズGM初めて女性(キム・アングさん) 。米アカデミー賞の新ルール：女

性・有色人種・性的少数者・障がい者などのマイノリティが一定数所属が条件。2021年アカデミー賞

監督賞「ノマドランド」クロエ・ジャオ監督（中国人）。非白人で初めて。憲章：「50/50 by2020」。
日本は21年の東京国際映画祭開催に向けてようやく署名。女性監督の比率26.6％ 。 

５ 企業が変わる・社会が変わる 
① 米国大手のコンサルティング会社マッキンゼーが世界の主要な企業を調査。経営陣への女性登用

上位四分の一の利益率は下位の四分の一の企業より 25％上回る。多様なマイノリティの登用では

36％上回った。多様な人材で構成されるほうが新しい発想に寛容だ。SDGs持続可能な開発目標に通

じる。「誰一人取り残さない」社会は豊かな社会に変容していく。 
男性の設計した乳がん検査のマンモグラフィーは女性に痛みを強いるので不人気。女性が CEO のベ

ンチャー企業が開発した立体的なエコー画像で検査できる機器は痛みなく細部のがんも映し出す。 



6 
 

同質な仲間が議論するより、異質な一人が加わることで議論が慎重になり、新しい発見につながる。 
多様性を重んじることで衝突が起きるが、排除でなく、克服のための取組が新しい技術革新に。 
② 企業が変わる・社会が変わる：2000年頃、グローバル・コンパクト：国連の事務総長が提起。 
人権・労働・環境・腐敗防止などで企業の社会的責任を問う。サプライチェーンの責任と不買運動：

ナイキの下請け工場での児童労働にタイガーウッズが不買運動の参加、ネスレの粉ミルクに不買運動。 
2010年CSR・企業の社会的責任が語られ、ISO26000が発行（7つの原則：説明責任・透明性・倫理

的行動・ステークホールダーの利害尊重・法の支配尊重・国際行動規範尊重・人権尊重）。企業は利潤

追求(事業ミッション)と社会的責任(社会ミッション)と双方が求められる。企業の社会的貢献は「持続

可能な発展」に貢献する積極的な意味に転換された。 
2011年 国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原理」を採択。 

すでに欧州では、人件費切り下げ競争に歯止めをかけるために、法定最低賃金を平均賃金の 3分の 2

に引き上げる。2024年達成目標。EU指令：差別禁止原則、均等取扱い原則は人権規範である。 

2019年発効したEU経済連携協定にある労働条項 貿易協定に影響を与えるグローバル時代。 

貿易協定には、人権条項や労働条項が確認される時代になった。 
2015年 「持続可能な開発目標(SDGs) 2030年アジェンダ」を国連で採択。17分野169項目 
「人間の尊厳・地球環境・繁栄・平和・パートナーシップ」 １分野：貧困をなくそう。2分野：飢 
餓をゼロに。5分野：ジェンダー平等を実現しよう。10分野：人や国の不平等をなくそう。14分野： 
海の豊かさを守ろう。15分野：陸の豊かさを守ろう。16分野：平和と公正を全ての人に。「誰ひとり 
取り残さない(Leave no one behind)」・人権の普遍性原則を踏まえた原則が確認。 

 

国際人権の潮流ではマイノリティの人権重視の流れが大きくなっている。企業もまた企業市民として、 
法令遵守、国際人権基準の遵守、基本的人権侵害に対処する責任が問われる。 
③ SDGs(持続可能な開発目標) を国際イベントで実行：オリンピック「スポーツの祭典を通じて、 
環境や人権を大切にする流れを拡げよう」 環境、人権、労働などに配慮したオリンピックの資材調

達：ロンドン・オリンピックで導入。東京オリンピックの新国立競技場建設作業で、下請け労働者の

過労死、型枠が問題に。型枠の木材はマレーシアのサラワク州の密林の伐採で調達。密林に居住して

いる先住民族の伐採反対の主張に呼応して、SDGsを実現するオリンピックの理念から批判された。 
東京五輪・パラリンピックの6分野の調達基準 traceability  
国際認証制度：水産物・海洋管理協議会(ＭＳＣ) 水産養殖管理協会(ASC) 
○木材：森林破壊や乱伐、森に住む先住民族への人権侵害に対応○農産物：生態系と調和○畜産物：

環境保全・動物福祉○水産物：乱獲・違法な漁業への対応－大型漁船による一網打尽によって、漁民
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の生活が被害○紙・パーム油：熱帯林の破壊・児童労働 日本の取り組みは遅れている(日本型基準)。 
●ボランティアへの食事が大量に廃棄されたことで食品ロスが批判されたが、SDGsの実行としての

食材調達・アニマルウェルフェア・環境保全など調達基準が遵守されていなかった。 
④ オリンピズムの6つの根本原則と差別禁止：人種差別禁止・差別禁止法のない国は開催資格なし。

2018年東京都条例制定(ヘイトスピーチ・性的少数者)制定された。 
根本原則 ２ 人間の尊厳の保持に重きを置く。４ スポーツをすることは人権の一つである。６ 

オリンピック憲章の定める権利と自由は、人種・膚の色・・性的指向・・国あるいは社会のルーツ・・

出自その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、享受される。 
1896年女性は当初参加できず。クーベルタンの女性差別「愛国心と軍人精神に基づく男性至上主義」 
1924年パリ大会で女性の正式参加。1976年モントリオール大会女性参加20.7％ 
1960年第一回パラリンピックがローマで開催。オリンピックと同時期に開催。 
1968年メキシコ大会から女性のみ性別検査があった。1999年に廃止。 
2014年ロシア・ソチ冬季五輪、性的少数者への差別発言。ロシアは同性愛者集会禁止など差別的法律

成立。米国・ドイツ・フランスなど首脳が抗議して欠席した。オリンピック憲章の改訂(2014年) 
2016年リオ・五輪：カミングアウトしたオリンピアン最大(50人)。同性カップルのプロポーズ。 
2018年冬季平昌五輪：ゲイカップル・フリースタイルで終了後生中継中に「歴史的キス」。 
スポーツ界は性的マイノリティへの偏見が強い。プライドハウスで、性的少数者を支えてきた。 
東京五輪でも 2020 年新宿にプライドハウス東京レガシー。オリンピックのスポンサー企業はオリン

ピック憲章を遵守する。企業がマイノリティの人権を重視する背景には、ISO26000がある。 
⑤ 2021 年オリンピック開催に向けて「LGBT 理解増進法案」を与野党合意でまとめたが自民党の

一部の反対でとん挫。「差別」「人権」の用語に反対。人権後進政党の反対で時代遅れを露呈。オリン

ピック開催資格なし。廃案。 
〇組織委員会森喜朗・女性差別、小山田圭吾（楽曲）・障がい者差別、佐々木宏（統括）・容姿差別、

小林賢太郎（演出）・ユダヤ人差別で辞任。国際社会では禁止で、辞任。日本国内では容認論がある。

旧態依然とした勢力の登場は、世界の変化についていけない。開会式も閉会式も新しい未来へのメッ

セージはなかった。ロイター通信：我々が目にしたのは過去の偏見や時代遅れの固定観念に縛られた

閉鎖的な日本の姿勢。国際的なイベントでなければ辞任しなかった。 

Ⅱ 人権の普遍性 
１ マイノリティの人権を重視する国際法 

① 日本は農村型社会から都市型社会（ひとりで自分の責任で生きていけ）に移行。生身の人間は個

人のリスクを負う。高齢者・子ども・DV・障がい者などの虐待急増。防止法・人権法の介入。人権法

の背景にマイノリティの人権保障に特化した国際人権諸条約がある。社会的セーフティネットの必要。 

② 世界はマイノリティの人権保障を条約に結実させた。マイノリティを権利行使の主体とした。 

マイノリティの人権を特別視するのではなく、人権の普遍性として包括する。 
国際人権の知恵：飢餓・戦争・虐殺を経験してきた国際社会はマイノリティの人権保障を重視する。 
マイノリティへの差別や人権侵害・虐待を「根絶すべき社会悪」として世界あげて取り組む。 

【第2次世界大戦で悲惨を経験した国際人権の挑戦】マイノリティの人権保障を普遍的な人権概念と

して国際人権諸条約に結実させた。●1948 年世界人権宣言●ジェノサイド条約●国際人権規約(自由
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権規約・社会権規約)(1979年)●女性差別撤廃条約(1985年)男女共同参画社会基本法と憲法第24条2

項 戸籍法改正●難民条約(1981 年)とボートピープル 国籍条項撤廃●人種差別撤廃条約(1995 年)

「外国人お断り」損害賠償 浜松と小樽のケース●子どもの権利条約（1994年）体罰禁止・懲戒権？

●障がい者権利条約(2014年)（国連総会採択2006年12月）（カッコ内）は日本の批准年。 

③ 新しい国際人権基準を学び、実行する。(憲法第98条 国際法規順守) 

国際人権基準が機能する―条約批准・憲法に次ぐ国内法・違反する法律は改正され実定法となる。 

〇 障がい者に関する国内法改正・制度的差別の撤廃によってはじめて条約に参加できる。改正障が 
い者基本法（2011 年）障がい者総合支援法(2012 年)障害者雇用促進法(2013 年)障がい者差別解消法

(2013 年成立 2016 年施行)条約参加は 2014 年で、世界で 140番目である。2021 年法律改正によっ

て、合理的配慮の提供に関して民間事業者の努力義務が公的機関と同様に義務規定に改正された。 
〇 難民条約：インドシナ難民(ボートピ－プル：ベトナム・ラオス・カンボジアの社会主義体制の迫 
害)を世界が受け入れたが、日本政府は拒否して、カナダへ。国際社会から批判されて、条約を批准し、 
受け入れるが、公営住宅には国籍条項があり、撤廃を求められた。外国人に対する制度的差別が存在 
する。外国人に対する国籍条項撤廃する。難民申請者は多いが、難民受け入れは少なすぎる。(カナダ 
55.7％、英国46.2％、米国29.6％、独25.6％、日本1.2％) 異常に低く国連からしばしば勧告。 
〇人権教育の課題： 国連は、人権教育国連10年（1995年～2004年）2005年から人権教育世界プ

ログラムに。人権教育・啓発推進法の制定（2000年12月6日 法律第147号）基本計画の策定  
各自治体が人権尊重の社会づくり条例制定、推進行動計画策定。国際人権諸条約が中心部分を占める

にもかかわらず、ほとんど知られず、普及していない。最近は、国際人権に関心が向いてきた。 

●法律・制度がマイノリティを排除・制度的差別。法律・制度を国際人権条約に基づいて変える。 

２ 国際法の変遷 

① 「力こそ正義」が国際法(不平等条約)であった。欧米列強の軍事力で他国を侵略し、奴隷制度を 

造り、植民地支配した。「野蛮人」「未開人」と呼び、虐殺が繰り返された。 

● 国家主権の平等(対等の条約)を認めた。「力こそ正義」の国際法を転換。戦争(軍事力)は違法、奴

隷制・植民地支配も人種差別も禁止。 国際法は普遍化された。  

● 人間の平等と人権の普遍性・個人の尊厳原則の確認。 人権の国際化の潮流が生まれた。 

しかし、国家内におけるマイノリティへの制度的差別・社会的不正義を国際社会は容認した。 

● マイノリティの人権保障：国際法の人権概念は国境線の中のマイノリティに届かず。内政不干渉

原則で、国境線が壁に。マイノリティへの制度的差別・社会的不正義を廃止するために、マイノリテ

ィの個人の尊厳と人権の普遍性の原則を掲げ、被害当事者のマイノリティの闘いの声を受けて、国際

人権諸条約が登場。マイノリティを包括する人権の普遍性原則。条約の冒頭は「すべての個人」(例外

なく)である。国籍によらず、民族によらず、人種によらず・・・子どもを含む。 

● 国際人権の戦略：国際人権諸条約の批准を通して、国内法を改正し、制度的差別を廃止し、個人

の尊厳・人権の普遍性を実現する。マイノリティへの差別は人権侵害であり、犯罪であり、禁止。 

② 反人種主義・差別撤廃世界会議(国連主催) 

2021年はダーバン宣言から20年。「ダーバン＋20」の記念事業が多く催されている。 

2001年南アフリカ・ダーバンで国連が主催して開催。ダーバン宣言：奴隷制と植民地支配は不正義で

あったことを認めた。奴隷制、植民地支配のアジア、アフリカ、先住民族への被害(困窮・貧困など)。 

謝罪の時代：マイノリテイへの謝罪・賠償「小さくされた者」が声をあげていく：敗者・女性・子ど
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も・先住民族・貧者・被害者等の社会的不正義を抱え込んだ人間たちの語り、加害者である国家の責

任を問う。誤りを認め、謝罪し、賠償する。被害者の「個人の尊厳」が回復され、歴史を豊かにして

いく。多様性を認める新しい社会へ。歴史は勝者だけの歴史ではなく、敗者も含む多様な歴史。 

国家中心主義の抵抗：条約が国境線の中に入り込むことを拒否する国家は差別を内包している。 

国内の小さき者の声を封印し、小さき者の声は国内の、内政の問題、個人の問題であるとし、国家の

誤りを認めず、マイノリティへの社会的不正義を封印し、歴史の闇の中に閉じ込めた。 

しかし、国際人権の潮流の中で、個人によって国家の過去が法の前に呼び出された。(阿部浩己 ) 

③ 日本の国家中心主義とマイノリティの人権論の対立 

世界の人権論：すべての人は例外なく社会の構成員として処遇される。Social Inclusion 

マイノリティへの制度的差別・人権侵害の事実を認めて、謝罪し賠償する。この過程を通して制度改 

正を実現し、個人の尊厳を回復する。多様性を認める新しい社会へ変わっていく。 

日本の人権論：すべての人だが例外はある。例外の排除は合理的差別である。国家中心主義 

マイノリティを制度的差別・人権侵害に曝しても、国家の制度や政策の誤りを認めない。 

ハンセン病患者裁判で、国家の誤りを認め賠償。優生保護法裁判でも認めたが、時効で賠償認めず。 

「新しい人権概念」による制度改正をし、多様性を認める新しい社会へ変わっていく時代を展望。 

日本は国際社会への体面・「建前」で条約に参加するが、積極的に実行する意志に欠ける。 

３ 国際人権と国連人権条約委員会での審査 

① 国際人権諸条約を通して、「新しい人権概念」を国境線の中に浸透させ、人権侵害状況を是正する。 

国際法が、人権の普遍性に基づいて、国家の制度的差別を告発。人間の平等を国家の中にも実現。 

条約批准（加入）国は、条約を履行する義務がある。日本国憲法第98条 国際法規順守規定。 

国連はマイノリティの人権保障を実現するための4つの実行手段：①定期的に政府の実行報告書提出 

②国内裁判所の判決 ③人権委員会設置 ④個人通報制度。日本は、個人通報制度なし(条約批准せ

ず)、人権委員会なし、裁判所の判決ほとんどなし。 

[定期的政府報告書審査] 普遍的定期審査（UPR – Universal Periodic Review)。政府は条約の実施

状況報告書を提出する義務。国連人権理事会（あるいは各条約委員会）は国際人権基準で審査。日本

は人権理事国。審査は、普遍的定期審査で4年を1周期として加盟国192カ国すべて対象にする。 

〇 NGO・人権当事者・マイノリティ当事者が「カウンターレポート」を提出。政府報告書と対等に 

扱われる。NGOから国家の人権侵害・条約違反が詳細に報告される。 

○ 外務省とNGOの意見交換会。人権委員会が勧告しているので、政府報告書提出前に実施する。 

● 軍人恩給と国籍：台湾人と朝鮮人が日本の植民地支配で日本軍人軍属として戦地に。敗戦後軍人

恩給/戦傷病者・戦没者・遺族援護法は日本国籍者のみで、外国人として排除。合理的差別論。マイノ

リティの人権か、制度的差別か。「公共の福祉」（憲法）は日本国籍者のみの合理的差別論。1998年規

約人権委員会最終所見で国籍差別だの勧告。1981年難民条約（内外人平等原則）を批准していた。 

[個人通報制度]日本は、個人通報制度に関する選択議定書すべて批准せず。典型的な国家中心主義で 

国境線の中でマイノリテイに対する制度的差別を合法化。合理的差別論を展開する。 

裁判における三審制度を超えて、四審制度になってしまうと政府は主張するが、女性差別撤廃条約で

は114か国批准。内実は政府の政策が条約違反になるので、法律改正を求められ、対応できない。 

［国内裁判所の判決］〇出生による差別禁止と合理的差別論  

国際社会：出生による差別禁止（子どもは出生を選択できない）「親の地位」による差別禁止・親から
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独立した人格主体とする。子どもの権利条約第2条／自由権規約第24条1項／子どもの権利条約第2

条2項 条約の子ども観：外国籍・日本籍・金持ち・貧乏・・・子ども本人に責任のないこと非差別。 

日本社会：制度的差別による出生差別：婚外子の相続分1/2（民法第900条４号但書）。 

民法の規定を根拠に、出生届には「嫡出・非嫡出」欄。嫡出：封建的「家」制度にもとづく、「正当な

る子」家督相続の時代の遺物。すでに均等相続の時代だが廃止できないでいる。 

1993年 東京高裁「民法婚外子相続分差別は憲法違反」「個人の尊厳を犠牲にして婚姻制度保護の立 

法は避けるべき」と判示。憲法第14条、国際人権規約第26条違反、国際法適用。 

1995年  最高裁判決合憲  合理的差別論に基づく制度的差別の承認。 国際人権条約は黙殺 

法律婚の尊重 (国家の制度)のために事実婚の子を差別しても許される。個人の尊重が犠牲に。国家 

の制度的差別・秩序維持の前に個人の人権が犠牲に。家族のために個人の人権は犠牲にしてもよい。 

家族の秩序維持の口実で、DV・家庭内暴力を容認する男性主流の時代遅れの人権論である。 

〇 規約人権委員会  改善勧告 ：●「出生について何の責任も無い子の権利に対する差別」は自由権

規約違反： 第 24 条（子どもの保護規定）/第 26 条（法の前の平等）「最高裁判決はほとんど悪であ

る」「第24条は出生について責任の無い子どもに対する社会的偏見・社会的侮辱・平等の欠如を無く

すことは大人の責任」/2010年子どもの権利条約委員会の勧告:「子どもは家族の保護が必要、家族の

保護のために子どもを差別するのは、不当」子どもの人権が第一。 

〇 合理的差別論の敗北：法務省の民法改正案（1996年）で削除・法相諮問機関法制審議会の答申。

自民党の反対で頓挫。伝統的な家族観・婚姻制度の保護のために婚外子を差別。制度的差別を維持。 
◎2013年9月最高裁大法廷、判例変更。この民法規定は憲法第14条1項に違反し無効。 

判決理由の中で、「社会の動向・家族形態の多様化・国民の意識の変化・条約委員会からの数々の勧 

告・指摘があった。婚姻共同体の尊重より子の個人としての尊重に基づいて判決する。」と。 

遅すぎる変更。「すべての人と言いながら、制度的差別を生み出した」合理的差別論の敗北。 

憲法制定70年にして、最高裁が憲法に従って制度的差別の誤りを認めたことを重く受け止める。 

例外・「ちがう存在」とされ、制度的差別を受けたマイノリティにも個人の尊重の人権原則は及ぶとし

た意義は大きい。国際人権の人権の普遍性にたどり着いた。 

〇 課題：婚外子差別違憲判決によって、民法は改正された(項目削除・2013年9月から適用)。 

戸籍法改正は否決。封建的「家」制度としての伝統的家族を保守し、人権基準による家族形成は否定。 

行政窓口で憲法違反の出生届改正されず。国会議員の法令遵守違反。時代遅れの制度的差別が残る。 

〇 条約が機能していく。条約の原則によって制度的差別が是正された。国際人権規約第 24 条（子

どもの保護規定）／第26 条（法の下の平等）/家族年宣言（1989年）：理想的過程像の追及を避ける

べき/世界人権宣言第25条2項：すべて児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護 

出生による差別禁止：子どもの権利条約第2条2項／女性差別撤廃条約第16条1項（ｄ） 

［人権委員会設置］法務省が人権侵害救済法案あるいは人権擁護法案を国会に上程 →廃案 

〇条約批准（加入）国は、パリ原則に基づく国内人権機関設置(人権委員会)－人権監視システム－が 

義務付けられている。パリ原則(国内人権機関の地位に関する原則)1993年国連総会採択：①国内人権 

機関の機能と責任、②構成と独立性・多元性の保障、③活動方法、④準司法的権限のガイドラインを 

示した。政府機関からの独立(国家行政組織法の第３条委員会、個人情報保護委員会・内閣府外局)と 

地方人権委員会の設置。日本：国連人権理事国だが、人権委員会不存在。他国を監視する資格なし。 

〇国内人権機関国際調整委員会(International Coordinating Committee of National Institution  

for the Promotion and Protection of Human Rights :ICC)の認証 146か国に国内人権機関設置(36
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か国はパリ原則に基づかない)。日本は埒外、認証申請すらできず。 

〇人権擁護委員法（1949 年）：憲法の人権規定を機能させる監視機関だが、政府機関から独立してい

ない。条約に従った制度改正：法務省は人権擁護法案で人権救済システムの構想を示す（2005年廃案）。 

〇法務省が人権委員会設置法案を作成し、2012年9月閣議決定。11月国会上程したが、解散で廃案。 

●各条約委員会から勧告。「設置に向けた前進が極めて遅い。速やかに人権委員会設置法案の検討を再

開し、採択を早めること。」(2014年8月CERD総括所見での勧告。2018年8月も) 

Ⅲ 女性差別撤廃条約と女性の人権 

１ 女性差別撤廃条約 

① 1979年国連総会で採択、日本は1985年国会の承認で批准 

男女平等論：女性を保護する考えから、完全な法主体と認め、女性は権利行使の主体とする。 

しかし、「人間」としての主体を男性標準とし、女性が男性並みになるとする限界が。 

男性を標準＝普遍とされた公的領域では、男性の価値観で制度設計されるために、女性が排除され差

別される法律・制度になっている。女性差別は不可視化・周縁化された。(国会議員少ない) 

② 女性差別撤廃委員会での日本政府報告書審査1988年、94年、2003年、2009年、2016年 

総括所見と勧告：法的拘束力はないが国際人権基準を遵守する国家であることを国際社会に示す。 

女性NGOのカウンターレポート 部落解放同盟もマイノリティ女性としてカウンターレポートを。 

総括所見と勧告：日本政府は実行せず。国際社会の評価低い・条約に入っている意味がないと 

●個人通報制度：条約本体ではなく、選択議定書に規定。最高裁まで争ってもなお国内で救済されな

い時、条約機関に救済を求める。2021年現在、189か国が本条約批准、114か国が議定書批准。日本

は未批准。OECD・5か国未批准。 

選択議定書の批准を毎回必ず勧告してきたが、政府は回答せず。2020年3月に次回定期報告書に含め

る事項として、国会承認のタイムスケジュールを提出するように質問のトップに掲げた。2021年3月

の期限に政府は回答していない。政府が批准しない理由：当初は司法の独立が侵されるとしていたが、

世界114か国が批准しているので理由が建たない。「現在では真剣に検討中」としか回答できず。 

●委員会からの勧告の意味：国際人権基準に従った人権救済が求められている。女性差別に対して、

国際人権基準によって、司法が制度的差別解消の新しい基準を打ち立てるための理解促進に役立つ。 

③ ナイロビ宣言（ナイロビ第３回世界女性会議）男性主流世界に女性差別撤廃の挑戦 

1967年 女性差別撤廃宣言   

1975年 国際女性年 国際女性年世界会議メキシコシティ 国連女性10年始まる。（1976年から） 

1979年 女性差別撤廃条約 女性差別撤廃委員会（CEDAW）の発足 

（CEDAW） Convention on the Elimination of Discrimination against Women 

1980年 第2回世界女性会議・コペンハーゲン 

1985年 第3回世界女性会議・ナイロビ 日本は女性差別撤廃条約をようやく批准した。 

  南（途上国）と北（先進国）の対立を超えて、平等・開発・平和の相互関係性も共通理解に至る。 

●人権の普遍性：女性の権利は人権である。女性特有の権利侵害ではなく、普遍的人権の枠で女性の

直面する課題に人権アプローチを可能にした。国連組織内の周縁化からの脱却 女性だけの委員会

から人権に関する諸委員会の中にジェンダーの視点を入れることに成功した。 

●私的領域の差別に踏み込む：個人的なことは政治的なこととして、地域、家庭でも、公私の境界を

越え、私的領域の差別に人権の視点で踏み込む。夫婦喧嘩は家庭内暴力(DV)。「女性に対する暴力」
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撤廃キャンペーン：男女の歴史的な不均衡な力関係が暴力に現れる。女性を支配し、管理し、操作

する。DVやセクシャルハラスメントの定義が生まれる。 

●女性に対する暴力：レイプ・家庭内暴力・性的虐待・女性性器切除・女性の性的奴隷・ダウリ殺人・

女性政治囚に対する拷問・セクシュアルハラスメント・女性の人身売買・戦争時の性奴隷制度（軍

隊慰安婦）ジェンダーに基づく暴力は女性に対する差別（女性差別撤廃委員会一般勧告19）。 

・国家は女性に対する暴力を非難すること（条約4条） 軍隊慰安婦に対する政府の姿勢は条約違反。 

●ナイロビ宣言：意思決定機関への参加が低い(北欧では割当制・賃金援助を実施)。1995年までに達 

成するとした国際目標値（30％）。日本の男女共同参画基本計画は、指導的地位に女性が占める割合を 

2020年までに30％目標。ナイロビ宣言より35年遅れ、さらにロードマップ作成できずにいる。 

④ ジェンダーの主流化（第4回北京世界女性会議1995年 北京宣言採択と行動綱領採択） 

ジェンダーの主流化：すべての活動にジェンダーの関心を導入すること 

●国連による国際会議が開催され、あらゆる項目にジェンダー平等の視点がはいるようになった。 
・1996年人権委員会は任務遂行の際にジェンダーの視点を取り入れることを決議した。 
人権高等弁務官事務所（OHCHR）の設置。国連全体にジェンダーの主流化をゆきわたらせた。 
人権条約機関（自由権規約委員会・社会権規約委員会・子どもの権利委員会・・・・） 
あらゆる分野において、憲法や法制度においてジェンダー主流化の視点を導入して検討する。 
・ジェンダー主流化の課題・複合差別：性差別は人種差別や貧困等と抜きがたく結合している。女性

であり、黒人であり、イスラムであり、先住民族であり、南（途上国）に属する。マイノリティであ

るとする複合的な要素を含む。インターセクショナリティー（多様性） 

・ジェンダー主流化の施策が、女性の経験・関心を政策に組み入れる。制度的差別解消へ。 

⑤ 女性の制度的差別解消への取り組み 
・日本では、女性の数を増やすだけで、既存の男性主流の法律・制度のジェンダー差別の構造はその

ままで、性差別を問うことができず。高齢・単身・女性が生活保護のトップ→社会保障制度が男性中

心に制度設計されているし、賃金の不平等に起因する。制度的差別解消できず。 

・戦争における性的暴力を「人道に対する罪」「戦争犯罪」とした。女性特有の問題としない。軍隊慰

安婦は人道に対する罪であり、戦争犯罪である。国会議員が「売春婦だ」と主張。国際人権の文脈を

全く理解できず。「ヘイトによる二次被害をやめさせろ。人間の尊厳に対する犯罪だ」と勧告。 
・女性に男性と異なる定年制差別を設定：労働基準法にないために合法とされてきた（制度的差別）。 
1981年最高裁判決：「労働基準法には明記されていないが、性による差別禁止は法の一般原則であり、

公の秩序である。差別は公の秩序に反するので無効」と、差別定年制は撤廃された。 
・男性主流の人権法の構造（制度的差別）変わる。人権のカタログに家族・地域社会などの私的領域

では、男性の視点で判断されてきた。憲法第14条、平等・機会の平等は保障。実質平等は含まれず。 
第24条によって民法・刑法の改正。妻の無能力者制度・姦通罪は廃止。女性を家制度から解放した。 
●特別措置（Positive Action）女性の前に厚い壁。個人的なことは政治的な事：女性の生活の個人的

な不利益を差別ととらえるに至った。古い封建的な慣習・男性の無理解・男性への経済的依存の克服。 
女性差別を解消するための特別措置（Positive Action）は差別ではない。条約4条 
1999年男女共同参画社会基本法制定 積極的改善措置（Positive Action）（8条）が盛り込まれた。 
2001年男女共同参画会議・男女共同参画局（内閣府） 配偶者からの暴力防止法（DV防止法）  
⑥ 選挙におけるジェンダーの主流化・クオター制導入 
女性活躍推進法(2015年)改正が2019年。国際社会から取り残されていく現状は変えられず。 
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ジェンダーギャップ指数121位(WEF世界経済フォラム2020年報告)、国会議員・閣僚・経営管理職

など社会的指導者の数値が低い。衆議院議員10％164位。 
2021年総選挙女性候補者18％（候補者男女均等法2018年・できるだけ均等に・努力義務、2021年

改正。セクハラ・マタハラ防止の義務化のみ）世界的にはクオター制導入が主流なのに義務化せず。 
1980年代に同じ比率だった英32％、仏40％（パリテ法2000年）で女性参画を政治課題としてきた。 
インド・タミルナドウ州の経験。インドは憲法を改正し女性3分の1とした。すべての議員に。 

女性が議員に立候補できない理由、選挙運動期間のセクハラ、議員の産休・育児休暇が取れない。 

男性主流で「男並み」に活動基準が求められている：結婚・子育て・家事労働など犠牲にしないと活

動ができない。選挙におけるジェンダーの主流化ができていない。 

２ 女性差別禁止 

① 性差別は根絶すべき社会悪 被害者は禁止法による処罰・不法行為に対する賠償 

日本では防止法（解消法）どまり。「加害者に対して性差別をしないようにしましょう」 

加害者の側・男性主流化の下での制度設計。 

② セクシャル・ハラスメント防止法－セクシャル・ハラスメントは性差別－「セクハラ」用語登場。 

男女雇用機会均等法で、事業主にセクシャル･ハラスメント防止のための配慮を義務付けた。女性差別

撤廃条約の批准が背景にあり、条約が国内法として機能し始めた。しかし、「セクハラ」問題を加害・

被害から根絶すべき社会悪へ(ジェンダーの主流化)展開できず。 

性差別との認定は評価：性差別は根絶すべき社会悪であるから、雇用主も社会悪を根絶するために社

員教育を徹底する責任が生ずる。怠れば、会社への制裁、差別を助長する会社の慣行に対する改善命

令、差別防止の教育の強制を裁判所が命ずる。管理者責任を問うことになる。 

性差別を根絶するには、性差別は根絶すべき社会悪との認識による人権の普遍性・差別禁止法による

処罰と不法行為の認定が必要。 

アメリカ公民権法第 7 編： 性差別は不法行為であり、同時に社会悪として処罰（刑事罰）される。 

          不法行為は損害賠償責任を負う。(当事者間) 

日本は民法第709条： 不法行為による権利侵害は損害賠償責任を負う。個人の損害賠償責任を問う

だけ。当事者間の問題にしてしまう。社会悪として処罰しない。（禁止法必要） 

③ 2019年ILO190号条約・ILO総会で採択：仕事における暴力・ハラスメント禁止条約  

政府・連合賛成、経済団体棄権 セクシャルハラスメント防止法から一歩前進することが望まれる。 

2019年女性活躍・ハラスメント規制法の成立。女性活躍推進法成立(2015年成立、2019年改正)。 

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)改正。2020年 6月から大企業施行、中小企業は2022年 4月か

ら義務規定。防止法から禁止法へ。人権侵害された被害者の救済・人権回復が求められている。 

● 2021年 6月労働基準監督署・パワハラでうつを発症し自殺（トヨタ販売店・藤沢）を労災認定。 

昨年6月労災認定基準にパワハラが加えられた。（被害者救済アプローチ） 

ILOは被害者に着目し、被害者救済アプローチ（禁止）、日本は加害者のハラスメントに着目（防止）。 

④ 男性主流の「家」制度に由来する女性への制度的差別は憲法違反。差別的慣行が民法に残る。 

女性差別撤廃委員会の勧告（2009年 8月）日本政府報告書に対する所見（第1回は1988年）条約違

反と厳しく批判。男性主流の伝統的慣行によって女性差別は構造化されている。制度的差別。ジェン

ダーの主流化が伝統的慣行・民法・制度において検証されていない。 

・婚姻最低年齢の男女差別(民法731条／違憲で改正・2022年施行) 
・再婚禁止期間(民法733条／違憲判決。6か月が100日に。法制審議会で廃止を検討) 
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・嫡出推定(民法772条／改正検討・300日規定) の廃止を検討するが残す議論に。 
・同姓（氏）原則(民法 750条)は未だ。「戸籍とは夫婦と氏を同じくする子によって編成される」と。 
氏を同じくする理由書かれず、不明。封建的「家」制度の継承？戸籍法の「家」を、「戸籍」とし、戸

籍上に「家」制度作り上げた。「婚姻によって妻は夫の家に入る」を「夫の戸籍に入る」と変えただけ。 
夫婦と子を単位とする家族共同体が、「家」制度の親族共同体に組込まれ「家」制度は生き延びた。 

96％女性が姓の変更強制。同姓(氏)であることの強制は国際的に存在しない。 
●女性差別撤廃委員会2016年総括所見：結婚した女性の人格権として、結婚前の姓を保持する。夫婦

同姓・民法750条は男性主流化の考えで制度設計。女性に不利に働く。条約第16条1項（ｇ）違反。 

⑤ 2015年1月16日 最高裁判決 ○再婚禁止期間 違憲判決。6か月が100日に。（廃止を検討） 
○同姓原則は合憲判決(女性裁判官3人全員を含む5人は違憲)   
合憲判決：社会的に定着しているので合憲とした(制度や法律で定着している・男性主流化思考) 
問われたのは、同氏の強制は、憲法第24条2「個人の尊厳と両性の本質的平等」の侵害、人格権の侵

害(氏名の強制的変更)、婚姻の自由の侵害(別姓は受理しない)であった。合憲判決は憲法論ではない。 
国内裁判所で判決に条約が登場する。違憲判決によって制度的差別解消・条約が機能していく。 
●合憲論は同姓でなければならない理由を示していない。「家」制度の維持？ 

封建的「家」制度に基づく制度的差別は男性主流化の中で造られた制度である。人権の普遍性原則・

国際人権基準によるジェンダー平等によって変わる。個人の尊重原則による人権の普遍性に従って多

様性を認める社会へ制度改正を行って、変わる。 

● 最高裁判所の矛盾：2017年裁判官の旧姓使用認める。○国家公務員も内部文書だけでなく、対外 
文書でも認める。○政府は2019年から住民票・マイナンバーカード・パスポートに旧姓併記を実施。

○政府は、銀行口座開設に旧姓使用認める通達。旧姓使用認めるなら、初めから変えるな。 
個人の同一性(アイデンティティ)としての姓：結婚しても改正手続きは不要になっていく。再婚・離婚

を繰り返すと個人の同一性は失われてしまう。同氏(姓)の強制は意味を失う。 
● 時代遅れの戸籍制度はジェンダーの主流化によって制度改正する。個人名で一人戸籍の登録に。

外国籍者との結婚ではすでに一人戸籍でなければ登録できない。外国籍者と日本国籍者の間で無国籍

者が生まれる。血統主義と出生地主義で二重国籍を認める。元号もやめ西暦に統一するべき。 
⑥ 女性差別撤廃委員会勧告：個人の尊重原則が人権の普遍性。封建的「家」制度は即時廃止。前近

代の差別的な「家」制度を前提にした伝統的慣習を含む民法・戸籍制度は、国際人権基準によって改

正を求められる。1996年法務省が民法改正案作成。国会議員の反対で改正できず。反対の理由は伝統

的な家族観の維持。グローバルの時代に時代錯誤の価値観。 
明治まではすべて事実婚（両性の合意）。明治政府が家制度を導入し、事実婚を処罰し、戸籍制度に誘

導した。そろそろ封建的家制度（伝統的家族観）から人権思想に基づく自立した個人の独立を求める。 
● 2021年6月最高裁合憲判決：国会が決めろと。結婚の自由に関する人権侵害は司法判断である。 
大法廷15人の裁判官10人が高齢の男性、4人が違憲。女性差別撤廃委員会からの勧告に言及。 
合憲論6頁・違憲論43頁。国民審査で合憲論の裁判官に×印多数。新しい時代は新しい革袋に。 

３ 女性労働者とILO条約 

① 新自由主義経済政策の限界 

男女賃金格差は女性差別。一般職と総合職あるいはパート労働の多くは女性。労働環境が男性によっ

て整備されているため女性差別あり。ジェンダー主流化によって女性の労働環境を整備していく。 
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都市型社会の到来によって、企業共同体の崩壊が進み、終身雇用が終焉、労働者の使い捨て時代。 

「一人で自分の責任で生きていけ」の都市型社会。家族共同体・男性稼ぎ主型（男性が稼ぎ配偶者・

子ども・高齢者を扶養）の流動化。男性稼ぎ主型社会保障が崩壊し、共稼ぎが増加した。個人を対象

にした社会保障制度への転換が求められたが、扶養されていた配偶者・子ども・高齢者の社会保障の

再構築がなされなかった。パート労働の女性は不安定な社会保障になった。子どもや高齢者の社会保

障は整備されず、子どもの貧困・高齢者の貧困が問題となっている。 

② 「働き方改革」の登場：2016年「ニッポン一億総活躍プラン」労働法制における制度的差別に切

り込む。背景：非正規労働が40％、賃金格差大きい、労働時間も格段に長い。欧州に近づけたい。 

労働運動を破壊してきた政策の付け、労働当事者が政策決定に登場できないため、変革は困難。 

● 同一労働同一賃金 非正規労働と正規労働の賃金格差問題の提示で、実現ではない。 

● 長時間労働 8時間労働、週40時間(1世紀前に)現在2000時間→1800時間(労基法改正) 

  独・仏では、1600時間へ 日本では、過労死ライン（時間外労働80時間/月）を認めている。 

● 最高裁判決の中途半端(2020年 10月) 非正規・正規の 3倍の賃金格差があるにもかかわらず、

一時金や退職金不支給を認める。日本郵便の各種手当を差別して非正規に不支給は違法。 

非正規雇用：労働基準法の機能しない世界が生み出された パート労働の多くは女性 

「手配師」を排除してきた職安の権限縮小 労働者のダンピングが公然と行われている。 

労働法制（労働は商品ではない フィラデルフィア宣言1944年5月 の冒頭）の破壊  

労働の商品化 使い捨て 労働派遣法の登場と労働者の人権侵害の横行・社会保険抜きの雇用 

偽装請負 アルバイト派遣 日雇い派遣 →人間が大切にされていない。企業も社会の構成員 

正規雇用：労働時間を中心とする働き方を女性の視点から見直す（GGI・ジェンダー・ギャップ指数：

高学歴なのに女性の経済的社会的政治的地位の極端な低さ）。男性の人権保障・人間化・過労死 グロ

ーバル化の負の側面 週50時間以上労働 21.9％ダントツ。 労働時間差別 男性に対する差別 

③ 公平な配分（国際基準） 

● ILO175号条約 均等待遇 正規労働者と非正規労働者と  

   正規雇用（終身雇用・生活給＝社会保障を含む） 非正規雇用（職務給＝社会保障が？ 

ILO100号条約 同一価値労働同一賃金 非正規労働者と正規労働者  

ILO111号条約 労働者の雇用に関する差別禁止(差別禁止法がないので未批准・13か国のみ) 

平等な取り扱い 部落問題・社会的出身に基づく差別禁止 未批准。 

8つの労働者に関する基本条約の内、条約105号(強制労働の廃止)と111号未批准。 

● ディーセント・ワークの保障（安心して働く仕事）ILO条約が主張する労働の基本原則     

「働く人びとと家族が健康で安全な生活を送り、子どもたちが学校に通い、安心して老後を暮らすこ

とができる、適正な収入を得る、働く人たちの権利が守られ、社会的対話に参加できる。」これは、基

本的人権である。8時間労働・8時間自由・8時間睡眠 

● オランダモデル：パートタイム労働を積極的に位置づけ、パートタイム労働とフルタイム労働の 

均等待遇実現。結果、男性の労働時間の短縮、世帯収入の増加、高い経済成長率の達成 

男性主流で造られてきた労働環境をジェンダー主流の視点で検証していく。労働者の人権保障。   

Ⅳ 入管よ変われ！ 難民条約と外国人の人権 
１ 入管の歴史  
① 外国人政策はその国の人権意識のバロメーター。 



16 
 

第二次世界大戦で朝鮮半島の植民地支配により「日本人」を押し付けられた朝鮮人が、帰国する者、

在日として残留する者、強制送還となる者とが存在し、多くの朝鮮人が日本に居住した。  
1946年朝鮮人の収容所（大村収容所）が設置された。在留資格のない外国人を収容する施設であり、   

外国人の管理・監視・取り締まりが主要な存在役割。戦前の入管業務は内務省警保局・特高警察のあ

る外事課が担当。外国人の出入国管理は特高警察の担当。思想犯を拷問虐殺してきた。 
1950年出入国管理庁設置 特高警察官が移動し、弾圧の特高体質継承。この年朝鮮戦争勃発した。朝

鮮半島からの密入国と在日朝鮮人の管理が重点。管理が特高警察の弾圧体質の下で行われたので、大

村収容所における自殺・ハンストが相次ぐ。人権侵害が公然と行われ、各地の入管施設でも同じ状況。 
「死にそうだ」と訴えるカメルーンの男性を放置、死亡する（2014年牛久・入国管理センター）事例

が示すように、管理が優先され、人権がないがしろにされ、長期収容・医療などのケア不十分、絶望

に追い込む。拷問だ。自分から帰国を促す。外国人政策はその国の人権意識のバロメーター。 
② 2021年スリランカ人女性の虐待死（名古屋入管）。事件が明らかになり国会で追及。日本語を学

ぶ留学生として来日。同居人のDVから逃げて警察に。在留資格が切れて、収容された。収容期間の

職員による虐待を入国者収容等視察委員会に訴えた手紙は一ヶ月放置、死亡後に開封された。居室の

監視カメラの公開を強く要求した結果、短く編集したものだけが開示された。「ビザがないだけで死刑

にしていいのでしょうか。」ビデオを見た妹さんの言葉。国会議員や弁護士には公開されていない。 

上川法務大臣：送還することに過度にとらわれるあまり、人を扱っているという意識がおろそかにな

っていた。人権を担当する法務省の言葉。 
佐々木出入国在留管理庁長官：人の命を預かる行政機関としての緊張感や心の込め方が不十分だった。 
マスコミ報道：人権意識の欠如、医療体制の不備を指摘している。入管改正法案が廃案になった。 
２ 入管の制度的差別と人権侵害 
① 1981年難民条約を批准「国際法に従って、適切な難民保護を義務付ける」。難民認定率は、2020
年1.2％で、異常な低さ。紛争地などから命からがら逃げてきた難民（迫害を受ける）に難民認定が出

される間、在留特別許可を出せばよい。国家の保護を受けられない難民を人道的立場から尊厳をもっ

て処遇することが国際規範。日本はできていない国。 
国連人権委員会・恣意的拘束作業部会「国際人権規約違反」と勧告。「難民の保護は世界人権宣言

第 14 条に明記」と。国際人権諸機関から勧告多数。日本政府の外国人政策は国際人権基準を遵守し

ない姿勢がある。外国人政策は人権のバロメーター。かつて、「外国人は煮て食おうと焼いて食おうと

自由」と言い放った法務官僚がいた。「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で与えられているに過ぎ

ない」（1978年最高裁）と法務大臣に自由裁量を認めたため、日本では、憲法や国際条約の人権基準

を無視した前時代的な暴力的支配が横行している。 
② 入管施設への収容は強制送還のための一時的収容（飛行機待ち）なのに、無期限収容になってい

て、「恣意的拘禁」だとして国連から人権上の懸念が表明される（拷問禁止委員会 2013 年、自由権

規約委員会2014年、人種差別撤廃委員会2018年）。難民条約では「ノン・ルフ―ルマン原則」(迫害

の恐れのある国への追放及び送還の禁止)が適用されるため、難民申請中は強制送還できない。そこで

入管は劣悪な収容環境下で長期収容をしたり、仮放免して生活困窮に陥れたり(就業禁止)、精神的に

追い詰めて、「自発的に出国」させることを狙ってきた。 
国家の保障のない難民の人権を保障し、尊厳をもって処遇することは国際社会の責務である。収容

期間の上限（米国90日）を決め、収容施設に隔離するには裁判所の令状をとる、又は難民等保護委員

会の監視（未設置）。国連難民高等弁務官事務所（UNCHR）の難民認定ガイドラインを遵守するな
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ど国際人権条約に基づいて厳格に扱う。 
③ 法務省の入国者収容等視察委員会は、国際基準に基づく人権監視の役割を全く果たしていない。

政府機関から独立した人権監視機関・人権委員会の設置が強く求められる。非正規滞在者は取り締ま

りの対象ではなく、基準を示して、在留特別許可を与え、正規滞在者として生活を保障すればよい。 
在留資格を失った非正規滞在者すべてを収容する全件収容主義は問題。日本で長期間生活し、結婚

して子供がいても在留資格を失えば収容される。資金が途絶えて専門学校に通えなくなったスリラン

カ人女性は留学生ビザが失効したために収容された。病気になり、医師が仮放免で外での治療を薦め

たが入管は拒否し、容態観察の下で死亡した。個別の事情を聴取して、在留特別許可を与え、奨学金

を受けながら生活することは可能だ。外国人の基本的人権を保障しない制度的差別を解体し、国際人

権基準を機能させる。 
④ 2019 年ナイジェリア人男性が迫害を逃れて入国し、難民申請中に入管収容施設で職員の監視下

で餓死した。絶望した被収容者の自殺未遂などの自傷行為も相次いでいる。人権擁護・人権啓発を実

行する法務省が、在留資格を失った脆弱な立場に置かれた外国人を密室に収容し、権力を背景にすさ

まじい人権侵害を公然と実行している実態が明らかになり、厳しく批判された。 
● 危機感を抱いた法務大臣の私的懇談会が報告書をまとめた（2020 年）。難民認定率が異常に低

く、国際水準からかけ離れた認定基準・審査方法・申請者の処遇に問題があり、国連から改善を勧告

されていたが、報告書には勧告に応える改善策は盛り込まれなかった。報告書に基づいてさらに悪化

させる内容の入管改定法案が国会に出された。長期収容者を減らす目的で、収容を解かれた者に監理

措置制度を導入し、就労の禁止、逃亡罪等の刑事罰、支援者に生活を監視させるなど人権を尊重して

いるとは思えない時代錯誤の法案だ。入管法改正法案はUNCHRから国際人権規約違反と声明。 

 国際人権規約・自由権規約第1項：入管による恣意的な収容を禁じている。 

             第4項：被収容者は司法審査を受ける権利を保障。 

⑤ 2021 年難民不認定のスリランカ人男性に対して入管が裁判をうけさせずに強制送還したことは

憲法違反とした（東京高裁・国は上告せず確定）。不認定処分の異議申し立て棄却決定の告知を遅らせ

て裁判をできないようにし、翌日に強制送還した。憲法第31条・適正手続き、第32条裁判を受ける

権利に違反。法務省の入国者収容等視察委員会は、国際基準に基づく人権監視の役割を果たせず。法

務省の人権擁護機関機能せず。政府機関から独立した人権監視機関・人権委員会の設置が強く求めら

れる。弁護団は国際法を多数導入して弁論を構成したことが裁判官に響いた。国際条約が機能する。 
３ 外国人労働者と低賃金労働 
① 1981年入管法改正：難民条約を受けて、「出入国管理及び難民認定法」に改正した。助けを求め

て命からがら逃げてきた難民に門を閉じ、低賃金労働者受け入れに関しては大量受け入れを促進する。 
難民問題は在留特別許可を認めることが出発点。人道的見地から在留許可を出すことができていない。 
在留資格：就労と非就労に大別される。外国人の低賃金労働力として問題となっているのが、活動に

制限のない定住者、資格外活動を認める留学生・研修生・特定活動である。 
「定住者」は日系人として出稼ぎにきている。「留学生」や「研修生」はアルバイトを認めている。「特

定活動」は研修をして技能実習生として働くことができる。外国人労働者の低賃金労働が目的である

ので、労働基準法が適用されないために搾取が公然とおこなわれてきた。 
② 1991 年法務・外務・厚生労働・経済産業・国土交通の 5省共管で国際研修協力機構（JITCO）
設立。外国人研修生（在留資格研修1年）・技能実習生（在留資格特定活動2年）としての受け入れ。

国際貢献などの名目を掲げて実質、低賃金労働力確保のため。制度そのものが差別・人権侵害を生ん
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でいる。JITCOは官僚天下り機構で、技能実習生受け入れ団体の支援・監督業務が十分できていない。 
送り出し団体・受け入れ団体に法外な保証金を預ける・多額の借金で拘束されている。逃げ出せば借

金が残る。研修生は労働者ではないので低賃金で労働を強制する。研修などせず、単純労働を強いる。 
人権侵害・労働基準法違反など人身売買と批判される実態があった。逃げないようにパスポートや強

制貯金の銀行通帳を預かり、劣悪な居住環境・労働環境で、過重労働・暴力・搾取していた。 
● 2021 年米国国務省人身売買年次報告書で「技能実習制度の下で人身売買として外国人労働者の

搾取」が明記されている。（日本政府は人身取引撲滅のための最低基準を満たしていない，と評価） 
日本が批准している ILO条約29号強制労働、122号職業選択の自由に違反。制度が生み出している

人権侵害で、研修制度は名ばかりの国際交流。単純労働を外国人の就労を認める。労働法の適用。 
③ 2018年入管法改正で、「外国人との共生社会」を掲げ、「外国人の人権が守られるとともに外国人

との共生ができる社会実現」と。 
特定技能が明記された。在留資格拡大：介護の場合：特定活動→技能実習→資格取得→特定技能 
人手不足解消を謳って、介護・ビルクリーニング・建設・農業など14分野の外国人労働者を導入。官

邸主導で社会の側は準備不足。成長戦略・人手不足解消。 低賃金労働者の導入が主目的である。 
難民や在留資格を失った外国人に対して人権を侵害し、弾圧をしてきた入管業務の執行者が、急に外

国人との共生を業務に追加されても戸惑うばかりである。国際人権基準を学び、多様性を学び、外国

人との共生を学んだ職員を新規に採用することからしか入管行政は変われない。 
 
マイノリティの人権保障の国際人権の潮流は、新しい人権概念を確立してきた。国際社会は新しい人

権概念を実行し、定着させることで、マイノリティの人権保障を実現しようとしている。多様性を尊

重するSocial Inclusion社会的包摂・誰一人取り残さない新しい社会の在り方である。 
日本はマイノリティを排除する制度的差別の撤廃を強く求められている。人権教育によって国際人権

基準を学び、制度的差別を解消し、新しい多様性を尊重するSocial Inclusion 社会的包摂・誰一人取

り残さない社会の実現を希望してやまない。 
 


