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在日本大韓民国民団及び在日コリアンの紹介 
 
 

   在日本大韓民国民団（民団）は、1946 年 10 月、日本による植民地支配と戦争遂行政

策によって、強制あるいは半強制的に渡日を余儀なくされ、解放後も帰国を断念せざる

を得なかった在日コリアンの自治組織として創立された。 
民団は、居住国（日本）の行政的・社会的差別に直面しながらも、地域住民団体とし

て権益を擁護し、各種差別を撤廃する社会運動体として苦難克服の歴史を歩んできた在

日韓国人の生活共同体である。日本全国に 48 地方本部、258 支部を擁する在日韓国人の

代表的な民族団体である。  
在日本大韓民国民団中央本部人権擁護委員会は、民団の中央本部内に設置された、在

日コリアンの人権擁護のために活動する委員会である。委員には、在日コリアンの弁護

士（日本の弁護士資格を持つ。）を含んでいる。 
 
連絡先： 
東京都港区南麻布 1-7-32 
+81-3-3454-4916 
seikatsu@mindan.org 
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  在日コリアンは日本における最も大きな民族的・種族的少数者集団の１つである。

2021 年現在、日本（総人口は約１億 2500 万人）にコリア系住民は約 100 万人程度が居

住しているとみられるが、その実数は明らかではない。日本政府は外国籍者については

公的統計をとっているものの、日本国籍を有する人種的、民族的少数者に関する公的統

計はとっていないからである。日本政府は、日本国籍以外の国籍も有する複数国籍者に

ついても公的統計を取っていない。日本政府は複数国籍者を単に日本国籍を有する者と

して扱っている。 
以上の理由のため、日本国籍のみを有する、又は韓国国籍と日本国籍の複数国籍を有

する在日コリアン及びその子孫の実数に関する公的統計はない。他方、日本国籍を持た

ず、韓国国籍のみを有する在日コリアンの人口については公的統計がある。日本国籍を

持たず、韓国国籍のみを有する者のうち、日本の永住資格を有する者は約 36 万人であ

る。さらにそのうち、約 30 万人は、特別永住資格を有する。1991 年、日本は、日本帝

国による旧植民地からの出身者とその子孫（具体的には在日台湾人及び在日コリアン）

に対し特別永住資格を認めた。なお、特別永住者が日本国籍を取得すると特別永住資格

は消滅する。民団の一部は、特別永住資格でない一般の永住資格を有する者（韓国国籍

を有するが、日本国籍を有しない。）や、日本国籍のみを有する者、韓国国籍と日本国籍

の複数の国籍を有する者である。ただ、民団の団員の多くは、特別永住資格を有する者

（韓国国籍を有するが、日本国籍を有しない。）である。 
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在日コリアンに関する法的状況のうち、世界的に見ても特異な例に属するのではない

か、と考えられる点について注意を促しておきたい。それは、在日コリアンが既に 5 世、

6 世の時代を迎えているにもかわらず、居住国（日本）の国籍を持たない者が、上記のと

おり、なお数十万人単位で存在することである。そして、日本政府は、日本国籍を有し

ない在日コリアンの権利を、それら在日コリアンが日本国籍を有しないことを理由に制

約し、剥奪している。他方で、日本の国籍法（1950 年制定）は、（1）厳格な血統主義を

基調としていて、生地主義の要素が乏しい、（2）複数国籍を厳格に制限している、（3）
国籍取得権をほとんど認めず、日本国籍の「帰化」による取得について、日本政府に自

由な裁量を許している、という特徴を 1950 年以降、改めていない。そのため、現在で

も、日本国籍の取得は、民族的・種族的少数者がその固有性を捨て、日本の民族的・種

族的多数者に「同化」するものと、民族的・種族的多数者にとっても、また民族的・種族

的少数者にとっても、理解される傾向が強い。 
 
在日コリアンの父祖は、日本帝国による朝鮮植民地支配（1910 年～45 年）の初期に

は植民地朝鮮から日本本土に渡航していた。既に 100 年を経過しているにもかかわらず、

日本国籍を有しないものがなお多数に及び、他方、日本は、日本国籍を有しない在日コ

リアンに対して、日本国籍を有しないことを理由とした差別を撤廃していない。もちろ

ん、ヘイトスピーチや、ヘイトクライムを初め、日本国籍を取得した在日コリアンや、

コリアと日本のマルチルーツを有する人々や子どもに対する社会的差別も日本には強く

存在していて、本報告は、これらの差別に関しても報告している。他方で、本報告のか

なりの部分は、日本国籍を有しない在日コリアンに対する差別に関する報告である。 
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 在日コリアンの歴史的経緯について説明する。植民地支配（1910 年～45 年）の時期、

日本帝国は、コリアの領域に対し領土主権を、コリアンに対し対人主権をそれぞれ主張

した。日本帝国は、コリアンに対し、日本国籍を強制的に付与し、またコリアンが日本

国籍から離脱することを容易に認めなかった。日本帝国は、コリアンの日本国籍を、日

本帝国がコリアンを支配する法的根拠とした。植民地支配の下、コリアンは、民族的日

本人（ethnic Japanese）への同化を強制され、日本の戦争にも協力させられた。 
日本帝国が第 2 次世界大戦に敗戦した当時、日本帝国がコリアンを戦争のために動員

したこともあり、200 万人を超えるコリアンが日本本土にいた。日本帝国の敗戦後、被

動員者など、多くのコリアンが解放されたコリアに帰還した。他方、主として 1920 年代

頃以降から日本本土に渡航して、既に日本本土に社会的基盤を有しいていた在日コリア

ンや、いったんコリアに帰還したものの困難な社会状況のため日本に再渡航した者など

約 60 万人は日本での居住を続けた。この 60 万人及びその子孫が、民団の主要な団員で

ある。 
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日本帝国による韓国の植民地化（1910 年）以降、特に 1920 年代頃から朝鮮から日本

に渡航する朝鮮人の数が急増した。韓国国籍のみを有する在日コリアンの多くは、第 2
次世界大戦の前から日本に居住している者及びその子孫であり、日本への渡航から 100
年以上が経過し、在日コリアンは 5 世、6 世も誕生する時代を迎えている。にもかわら

ず、居住国（日本）の国籍を持たない在日コリアンが、なお数十万人単位で存在するこ

と、在日コリアンが公的差別、私的差別を問わず、日本国籍がないことを理由とする差

別にさらされていること、それら差別が例えば裁判所によっても容易に是正されること

がないことが在日コリアンをめぐる法的状況の特徴であるといえる。 
 
日本帝国は、在日コリアンを、1945 年の日本帝国の敗戦以前は、日本帝国本土に居住

する日本国籍保有者として取り扱った。植民地化は 1910 年であるが、上記図表は、在

日コリアンの人口が 1920 年代以降、顕著に増加したことを示している。1937 年の日本

帝国の中国との間の戦争、さらに 1941 年のアメリカやイギリスなどとの間の戦争の開
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始を受けて、戦争のために日本本土に動員されるコリアンが急増して、在日コリアンの

人口は急増した。上記図表は、1945 年の敗戦時、在日コリアンの人口が 200 万人を超え

ていたことを示している。1952 年 4 月 28 日、日本は、在日コリアンの日本国籍を正式

に剥奪したが、実際上は 1947 年から 1952 年までの間は、在日コリアンを、日本国籍を

有するものの、外国人でもある、という両義的な存在として取り扱った。そのため、上

記図表では 1947 年以降は、在日コリアンは外国籍者として取り扱われている。その人

口は 1947 年時点で約 60 万人である。 
 
在日コリアンは植民地化を行った旧・宗主国に居住する住民であること、日本での居

住 100 年以上を経てなお、数十万人単位で、居住国(日本)の外国籍者として居住してい

る者がいること、日本国籍を有する在日韓国人も多くいるが、日本社会において「見え

ない」存在とされていることを特徴として有する。本報告書では、このうち、日本国籍

を有しない在日コリアンに関する差別事例を中心に報告する。本報告書記載のとおり、

在日コリアンは未だに国籍を理由にした様々な差別と不利益を蒙っている。  
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1. はじめに 
 

日本政府は、第 2 次世界大戦の敗戦前には、日本国籍者であることを理由に在日コリ

アンにも参政権を認めていた 1。しかし、日本政府は、戦後すぐに在日コリアンの参政権

を剥奪した。1945 年 12 月には、衆議院議員選挙法を改定し、「戸籍法の適用を受けない

者の選挙権及び被選挙権を当分の間停止する」と一方的に決めた。「「戸籍法の適用を受

けない者」とは、実質的には旧植民地出身者（台湾人及び朝鮮人）を意味していた。ま

た、1950 年には、公職選挙法を施行した。同法も、在日韓国人の参政権の停止を継続し

た。また、1947 年に施行された日本国憲法も、旧植民地出身者（在日コリアン及び在日

台湾人）については、憲法上の権利の保障を実質的に大幅に制限した 2。 
 
サンフランシスコ講和条約（1951 年。連合国は日本占領を終了させ、日本は主権を回

復した。）には、日本に継続して住む日本の旧植民地からの出身者（在日コリアンと在日

台湾人。当時約 50～60 万人）の日本国籍の帰趨について定める条項は明確には設けられ

ていなかった。 
しかし、日本政府は、同条約について、旧植民地出身者の日本国籍の剥奪を同条約が

規定していると解釈して、同条約の発効時（1952 年 4 月 28 日）をもって、旧植民地出

身者の同意を得ることなく、旧植民地出身者の日本国籍を剥奪した。この剥奪措置は、

当時の日本の人口（約 8500 万人）のうち、旧植民地出身者（約 50～60 万人）について、

彼ら/彼女らの民族的・種族的出自を理由に、日本国籍を剥奪することを目的としてなさ

れたものである。 
日本政府は、この剥奪措置を、同政府の法務府民事局長の通達（サンフランシスコ講

和条約についての日本政府の解釈を示した。）により実施した。しかし、同通達は行政通

達にすぎない。植民地住民の日本国籍を剥奪する法律を日本の議会が制定することもな

かった。このような事態は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とする日本の

憲法 10 条に違反するものだった。もっとも、日本の最高裁判所は、一貫してこの国籍剥

奪措置を是認する立場を示している 3。 
  

この剥奪措置の後、日本政府は、日本が在日コリアンの人権を制約する根拠を、在日

コリアンが日本国籍を有しないことに置いた。例えば、多くの社会保障及び社会福祉の

分野で国籍条項(人権の享有に日本国籍を要求する法律上の条項)が設けられた 4。また、
 

1 実際に、1945 年以前には、383 人の日本に在住する朝鮮半島出身者が、国会議員選挙、又は、地方議会議

員選挙に立候補し、そのうち、96 人が当選している。 
2 憲法施行の前日に、天皇勅令として外国人登録令を発令し、在日コリアンを「当分の間、外国人とみなす」

ことにし、憲法上の権利の対象から在日コリアンを除外した。 
3 一例として、最高裁判所判決昭和 36 年 4 月 5 日。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=17 
4 1970 年代以降社会保障分野での国籍条項は削除されてきたが、現在でも課題が残っている。例えば、1982
年の国民年金法からの国籍条項の削除の際に、経過措置が設けられず、1986 年の法改正により導入された

年齢及び居住要件と相まって、1952 年に日本国籍を喪失したコリアンを含む多くの市民でない者が、国民

年金制度から除外されている。また、1982 年の国民年金法の障害基礎年金における国籍条項の削除にもか

かわらず、国籍条項のために 1982 年 1 月 1 日以前に年金受給資格を喪失した市民でない者についても、障

害基礎年金の受給から排除されたままである。CERD/C/JPN/CO/7-9、パラグラフ 14 参照。 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=17
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日本は、公職から在日コリアンを排除した。このような日本による外国人排除の論理は、

民間における国籍及び民族的出身による差別を助長することとなった。 
  
 
2.  民族的又は種族的（National or Ethnic）マイノリティとしての権利の否定（2 条 1

項、26 条、27 条） 
 
問題の要点：日本政府は、在日コリアンが、自由権規約 27 条、及び、国連マイノリティ

権利宣言が定める民族的又は種族的(national or ethnic)マイノリティに該当することを否

定している。また、韓国語を含むマイノリティ言語での教育およびその教授のための対策

は講じられておらず、日本の公立の学校では、在日コリアンの民族の言語や文化、歴史を

学ぶ機会はほとんど存在しない。 
 
(1) 背景 
 上記 1.記載の歴史的経緯に照らせば、在日コリアンは、自由権規約 27 条、及び、国連

マイノリティ権利宣言が定める民族的又は種族的 (national or ethnic)マイノリティに該

当することは明らかである。 
 しかし、日本政府は、在日コリアンが自由権規約 27 条に該当する民族的又は種族的

(national or ethnic)マイノリティであることを一貫して否定している。日本政府は、2017
年 1 月に UPR 審査に関連して提出した中間報告書、及び、2017 年 7 月に提出した「人種

差別撤廃条約第 10 回・第 11 回政府報告」においても、在日コリアンをマイノリティと

して取り扱っていない 5。また、日本政府は、自由権規約委員会に 2012 年に提出した政

府報告書の、自由権規約 27 条の記載項目においても、在日コリアンについて一切言及し

ていない 6。 
 また、日本には、在日コリアンの、文化的、言語的独自性を保護し、また、その独自性

を促進するための条件を整備するための政策は存在しない。日本政府は、自由権規約 27
条のマイノリティに該当するためには、日本国籍が必要であるとする立場を取っている可

能性があるが、これは国際人権法に違反するものである。国連の自由権規約委員会が出し

た一般的意見 23、Paragraph 5 は「締約国は､第 27 条に基づく権利を享受する者をその市

民に制限してはならない」と定めている。 
 
(2) 過去の条約機関からの勧告 
 自由権規約委員会が、2008 年 12 月に日本政府に対して出した勧告、及び、2014 年 7
月に日本政府に対して出した勧告は、在日コリアンが自由権規約 27 条の定めるマイノリ

ティに該当することを前提にしている。 
 

第 5 回日本定期報告審査にかかる総括所見 （2008 年 12 月） 

31. 委員会は、朝鮮学校に対する国庫補助金が通常の学校に対する補助金より極めて低額であること、その

 
5 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000225031.pdf  
6 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054775.pdf 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000225031.pdf
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ため朝鮮学校では民間の寄付に過度に依存せざるを得なくなっているが、こうした寄付には日本の私立学

校やインターナショナルスクールへの寄付とは違い、税金の免除や控除が認められていないこと、また朝

鮮学校の卒業資格が自動的に大学受験資格として認められていないことに、懸念を有する（第 26 条・第 27

条）。 

 

第 6 回日本定期報告審査にかかる総括所見 （2014 年 7 月） 

12.委員会は、韓国・朝鮮人、中国人又は部落民などのマイノリティグループの構成員に対する憎悪及び差

別を扇動している広範囲に及ぶ人種差別主義的な言説並びにこれらの行為に対する刑法及び民法における

保護が十分ではないことに懸念を表明する。委員会は、また、過激論者によるデモが許可されて頻繁に行わ

れていること、外国人の生徒・学生を含むマイノリティに対する嫌がらせと暴力が行われていること、さら

には民間の施設において「ジャパニーズ・オンリー(日本人以外お断り)」などと書かれた標示が公然と掲げ

られていることについて、懸念を表明する(第 2 条、第 19 条、第 20 条及び第 27 条) 

 
その他、人種差別撤廃委員会が、2014 年の日本政府報告書審査において以下の勧告を

出している。 
 
朝鮮学校 

19．委員会は、（a）高等学校等就学支援金制度からの朝鮮学校の除外、及び（b）朝鮮学校に対し地方自治

体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子供の教育を受ける

権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する（第２条、第５条）。 

委員会は、市民でない者に対する差別に関する一般的勧告３０（２００４年）を想起し、締約国は教育機

会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住するいかなる子供も就学において障壁に直面し

ないことを締約国が確保することとした、前回の総括所見パラグラフ２２に含まれる勧告を繰り返す。委

員会は、締約国に対し、その立場を修正し、朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切

に享受されることを認め、地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請するこ

とを奨励する。委員会は、締約国が、１９６０年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約へ

の加入を検討するよう勧告する。 

 
マイノリティ言語及び教科書 

24．委員会は、締約国から提供された情報に留意するものの、締約国が、マイノリティあるいは先住民族に

属する児童に対し、マイノリティ言語による、またマイノリティ言語の教育を振興するための適切な措置

をとっていないことを遺憾に思う。委員会は、条約によって保護される日本の諸グループの歴史、文化及び

貢献を適切に反映するための、既存の教科書を修正するためにとられた措置に関する情報の欠如について

懸念する（第５条）。 

委員会は、締約国が、アイヌ及び琉球の人々を含む、マイノリティ及び先住民族に属する児童に対し、マ

イノリティ言語によってマイノリティ言語を教える教育を促進するよう勧告する。委員会は、締約国に対

し、条約によって保護される日本の諸グループの歴史、文化及び貢献を反映しない教科書を修正すること

を勧告する。 

 
また、人種差別撤廃委員会は、2018 年の日本政府報告書審査において以下の勧告を出
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している。 
 
在日韓国・朝鮮人の状況 

21．委員会は、日本に何世代にも渡って居住する在日コリアンが外国籍者のままであり、地方選挙におい

て選挙権を有していないこと、および、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員

に就任できないことを懸念する。委員会はまた、特定の朝鮮学校が高校就学支援金制度の支援を受けてい

ないと報告されていることにも懸念する。委員会はさらに、多くのコリアン女性が国籍とジェンダーに基

づく複合的および交差的形態の差別に苦しみ、子どもたちに対するヘイトスピーチを理由とする不安に苦

しんでいると報告されていることに懸念する。、 
 
22．市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30 (2004 年)に留意し、委員会は、締約国に対し、日

本に数世代に渡り居住する在日コリアンが地方選挙において選挙権が認められるよう確保すること、およ

び、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員に就任できるよう確保することを勧

告する。また、委員会は、コリアンの生徒たちが差別なく平等な教育機会を持つことを確保するために、高

校就学支援金制度の支援金支給に関して朝鮮学校が差別されないことを締約国が確保するという前回の勧

告 (CERD/C/JPN/CO/7-9, para. 19) を再度表明する。委員会は、コリアンの女性と子どもたちが複合的形態

の差別とヘイトスピーチから保護されることを確保するよう締約国が努めることを勧告する。 

 
しかし、これらの勧告に対して、これらの勧告以降、ヘイトスピーチに関する若干の取

組を除き、日本政府が在日コリアンに関して実施した施策はない。 
 
(3) 提言 

• 日本政府は、旧植民地出身者である在日コリアンについて、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。上記の基本法においては、在日コリアン及びそ

の子孫を、国際人権条約及び国連マイノリティ権利宣言が規定するマイノリティで

あると認め、在日コリアンの民族的、文化的、言語的独自性を保護し、その独自性

を促進するための条件を整備するための具体的内容を盛り込むべきである。  
• 日本政府及び地方公共団体は、少なくとも在日コリアンが一定数以上在籍する学校

においては、在日コリアンの民族の言語や文化、歴史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。 
 
 
3. 包括的な差別禁止法の不在（2 条 1 項、26 条） 
 
問題の要点：度重なる国際機関からの勧告に関わらず 7、日本には包括的な差別禁止法が

存在しない。  
7  最近の条約機関からの勧告については、以下を参照。CCPR/C/JPN/CO/6、パラグラフ 11(2014)、 

E/C.12/JPN/CO/3、パラグラフ(2013)、 CERD/C/JPN/CO/7-9、パラグラフ 8 (2014)、 CEDAW/C/JPN/CO/7-

8、パラグラフ 12(2016)。 
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(1) 背景 
 日本においては、とりわけ、住居、就職等の分野で、在日コリアンを始めとする外国人

及び人種的・民族的少数者に対する差別が続いている。 
 特に、外国人であることを理由とした、住居差別の事例は後を絶たない。国及び地方自

治体ともに、外国人住民の入居差別に関して定期的な実態調査を行っているところはない

が、例えば、大阪市が 2009 年に実施した外国籍住民に対するアンケート調査によると、

アンケートに回答した大阪市に居住する外国籍住民のうち 3 割強が住宅・入居に関して、

また、約 4 割が就職・雇用の場面で、何らかの差別や不愉快な経験を受けたことがあると

している。この他、在日コリアンは、就職における差別や、ヘイトスピーチやヘイトクラ

イムなどの差別に直面している。 
 日本政府による差別経験の実態調査は行われてきておらず、人種差別及び国籍差別の問

題が可視化されてこなかった。日本政府は、外国人を対象にした差別の実態調査等を 2016
年 11 月に初めて実施し、2017 年 3 月 31 日に結果が公表された 8。 
  報告書によれば、過去 5 年間に日本で住む家を探した経験外国人の回答者のうち 39.3%
が、「外国人であることを理由に入居を断られた」と回答している。また、過去 5 年間に

日本で仕事を探したり、働いたりしたことがある人のうち、25.0%が「外国人であること

を理由に就職を断られた」と述べている。 
 
(2) 過去の条約機関からの勧告 
 日本政府は、自由権規約委員会を含む様々な条約機関から、度重なり包括的な差別禁止

法の制定を勧告されているが 9、勧告に従っていない。また、2017 年 11 月に実施された

日本政府に対する UPR 審査においても、10 カ国以上から、包括的な差別禁止法の制定を

勧告されたが、日本政府は勧告を受け入れなかった 10。 
人種差別撤廃委員会は、2018 年の日本政府報告書審査において以下の勧告を出してい

る。 
 
人種差別に関する法的枠組み 

7．委員会は、前回の勧告(CERD/C/JPN/CO/7-9, パラグラフ 8-9)にもかかわらず、日本国憲法における人種

差別の定義が、いまだ本条約第１条に 沿うものではないこと及び人種差別を禁止する包括法が締約国に存

在しないことを遺憾に思う。（第１条及び第２条）  

 

8．委員会は、締約国が、人種差別の定義を、本条約第１条第１項に沿ったものとするよう確保し、民族的

又は種族的出身、皮膚の色及び世系に基づくものを含むものとするべきとの過去の勧告を強調する。また、 
8 法務省調査報告書（2016）
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fAIS%2fJPN%2
f30363&Lang=en 
9  最近の条約機関からの勧告については、以下を参照。CCPR/C/JPN/CO/6、パラグラフ 11(2014)、 

E/C.12/JPN/CO/3、パラグラフ(2013)、 CERD/C/JPN/CO/7-9、パラグラフ 8 (2014)、 CEDAW/C/JPN/CO/7-

8、パラグラフ 12(2016)。 
10 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/jpindex.aspx 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fAIS%2fJPN%2f30363&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fAIS%2fJPN%2f30363&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/jpindex.aspx
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委員会は、締約国が、本条約第１条及び第２条に沿った直接的及び間接的な人種差別を禁止する個別の包

括的な法律を制定することを要請する。 

 
 しかし、日本政府はこの人種差別撤廃委員会による勧告についても、勧告に従った措置

を何ら取っていないし、取ろうとする動きもない。 
日本政府は、憲法 14 条 1 項が、人種差別を含む不合理な差別を禁止しているほか、雇

用、教育、医療、交通等の公共性の高い分野について分野別の差別禁止規定が設けられて

いるとする 11。しかし、憲法 14 条 1 項は、在日コリアンを始めとする外国人や人種的・

民族的マイノリティに対する差別を是正するための条文として機能していない。また、限

定された個別分野における差別禁止規定のみでは、社会に広く存在する国籍差別及び人種

差別に十分に対処できていない。 
 また、日本政府は、個別の人権侵害事案に関しては、法務省の人権擁護機関が適切に対

応しているとする 12。しかし、救済手続を取り扱う人権擁護局の職員や、個別事案に関す

る一時的な相談を取り扱う人権擁護委員は、日本国籍を持つ者に限られており、在日コリ

アンを始めとする外国人等の差別実態について十分な知識を持たないため、在日コリアン

を始めとする外国人やマイノリティが相談に行くことを躊躇させている。また、救済の対

象となる「人権侵犯」の要件が狭いため、人種差別や外国人差別に対して十分な対処がで

きていない 13。 
 また、人権救済申立手続においては、申立人に対しても、救済申立が棄却された場合の

理由が示されない点も問題である。 
 この他、人権擁護局の出す勧告には強制力がないため、人権擁護局が人種差別等を理由

に勧告を出したにも関わらず、勧告の内容に公然と反抗し、人種差別的言動を繰り返す者

もいる 14。 
 
(3) 提言 

• 日本政府は、国籍差別及び人種差別に関する実態調査を定期的に行うべきである。

その際、国籍別及び民族的出身別に分けられた社会的経済的指標に関する包括的

で、信頼に足りる最新の統計データを集めるべきである。 
• 日本政府は、 国政及び地方自治体の双方において、直接的又は間接的な人種差別

を禁止する包括的な差別禁止法及び差別禁止条例を制定すべきである。また、人種

差別及び国籍差別の被害者が適切な法的救済を追求することを可能にすべく、パリ

 
11  「 人 種 差 別 撤 廃 条 約 第 10 回 ・ 第 11 回 政 府 報 告 」、 パ ラ グ ラ フ 101~107 を 参 照 。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272983.pdf 
12 同上。 
13 例えば、2016 年７月頃人種差別主義団体である「在特会」の元代表である桜井誠が、民団東京本部前で、

以下のような在日コリアンへの差別的発言を街宣活動を行った： 
「君たちはいずれ韓国に帰るだろーよ。さっさと帰れ。」「民団の人間はさっさと日本から出て行け。」「犯罪

韓国人がこれだけ大勢いる。」 
 にもかかわらず、民団中央本部の人権救済申立は棄却されている。 
14 例えば、在特会の桜井は、2015 年 12 月に朝鮮大学校前での人種差別的言動を理由に、人権擁護局からの

勧告を受けたものの、この勧告を受け入れず、勧告書自体を破り捨てている様子を撮影した動画をインタ

ーネット上で配信した。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272983.pdf
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原則に従った独立した国内人権機関の設置を行うべきである。 
 
 
4.  在日コリアンは、地方選挙権すら行使できない（25 条） 
 
問題の要点：在日コリアンの多くは、日本で生まれ育ち生活の本拠を日本に置いており、

納税の義務等をはじめとして、日本人と同じ義務を履行しているにもかかわらず、地方選

挙権さえ認められていない。 
 
(1) 背景 
 日本においては、国政選挙及び地方公共団体の選挙の選挙権は日本国籍を有する者にの

み与えられている 15。また、最高裁判所も、在日コリアンに地方自治体の選挙権を与える

か否かは、国の立法裁量の問題であるとしている 16。 
 日本の国籍法は、厳格な血統主義を基調とする国籍法であるため、父母が外国籍である

子は、日本で出生したとしても、日本国籍を取得しない。このため、1952 年に民族的・

種族的出身を理由に日本国籍を剥奪された在日コリアンの子孫は、両親のどちらかが日本

人と結婚していない限り、日本国籍を取得しないことになる。このような国籍法の下で

は、5 世、6 世になっても外国籍のまま暮らす在日コリアンの例もある。実際、1952 年に

日本国籍を剥奪された在日コリアンの中には、100 年以上にわたり日本に居住してきた家

族もいる。 
  もちろん、日本の国籍法にも、「帰化」手続の規定がある。しかし、日本では、「帰化」

手続もまた、民族主義的・種族主義的に運用されてきた。帰化の許否については、日本政

府が自由かつ広汎な裁量を持つ。例えば、かつては、日本風の姓名への変更を要求するな

ど、民族的日本人への民族的・文化的同化を帰化の条件とすることが、帰化に関する日本

政府の運用指針に明記されていた。現在でも、多くの在日コリアンが、文化的同化の圧力

と、差別に対する恐怖を理由に、帰化の際に、韓国式の氏を日本式の氏に変えている。ま

た、日本政府は、在日コリアンの人名に用いられる漢字の一部を日本の氏に使用すること

を認めておらず、帰化に際して氏を変更せざるを得ない者がいる。さらに、民団をはじめ

とする民族団体への所属を理由に、帰化申請が拒否されていると思われる事例が今に至る

も存在する。そのため、日本社会では、帰化を、法的な国籍取得にとどまらない、民族的

日本人への民族的・文化的同化を意味するものと理解する傾向が強い。また、ほとんどの

旧宗主国が旧植民地出身者の帰化手続に関しては特別な定めを置いているのに対し、日本

の国籍法には、これらの規定は置かれていない。なお、諸国の国籍法は血統主義と、生地 
15 日本の公職選挙法第 9 条第 1 項は、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、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十八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。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。」と規定しさらに同法第 18 条は、

「日本国民たる年齢満十八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及び長の選挙権を有する。」と規定

する。 
16最高裁判所判決平成 7 年 2 月 28 日。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=201 参照。 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=201
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主義を併用し、日本の国籍法もそうであるが、ただ、日本の国籍法はごく例外的な場面に

おいてしか生地主義を採用しない。かつ、重国籍の保持についても非常に制限的である。

OECD 加盟国の中で、一方でこのような国籍法を採用しながら、他方で外国人に何らの参

政権を付与していない国は、日本だけである。 
  このような選挙法制及び日本の国籍法の制度の下において、1952 年のサンフランシス

コ講和条約に際して日本国籍を剥奪された在日コリアン及びその子孫は、現在において

も、国政選挙及び地方公共団体の選挙のいずれにおいても投票権がない。もちろん、現在

の在日コリアンの多くは、日本で生まれ育ち生活の本拠を日本に置いており、納税の義務

等をはじめとして、日本人と同じ義務を履行しているにもかかわらずである。 
 なお、韓国では、2005 年に公職選挙法が改正され、永住権を取得した外国人に対し地

方選挙権が付与されており、日本政府の立場は相互主義の見地からも問題である。 
 
(2) 過去の条約機関からの勧告  
 旧植民地出身者である在日コリアンを含む外国人の地方選挙権に関して、日本政府は条

約機関に対して報告を行っていない。なお、自由権規約委員会が 2017 年 11 月に公表し

た日本政府に対する第 7 回審査に関する「List of issues prior to submission of the seventh 
periodic report of Japan」においては、以下の質問事項が含まれている 17： 
 

Please clarify whether the State party is considering granting the right to vote in local elections, to foreign 

nationals who have acquired the right of permanent residence, including to those from the former colonies of 

Japan such as Koreans（日本政府は、永住権を獲得した外国人（旧植民地出身者であるコリアンを含む。）に

対して、地方参政権を付与することを考慮しているかどうか明らかにしてください。） 

 

なお、国連マイノリティ権利宣言の注釈は、以下のように規定する 18。 
 

「マイノリティに属する人々が市民権を取得するための障害は減らされなければならな

い。同時に、一定の居住期間が経過した後の地方参政権や、市町村、地域及び国における、

法を制定し、意思決定を行う議会への、外国籍住民から選ばれたオブザーバーの参加を含

め、外国籍住民の参加形態が拡げられなければならない。」  
 

また、人種差別撤廃委員会は、2018 年の日本政府報告書審査において以下の勧告を出

している。 
 
在日韓国・朝鮮人の状況 

21．委員会は、日本に何世代にも渡って居住する在日コリアンが外国籍者のままであり、地方選挙におい

て選挙権を有していないこと、および、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員

に就任できないことを懸念する。委員会はまた、特定の朝鮮学校が高校就学支援金制度の支援を受けてい

ないと報告されていることにも懸念する。委員会はさらに、多くのコリアン女性が国籍とジェンダーに基

 
17 CCPR/C/JPN/QPR/7、パラグラフ 28。 
18 E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2、パラグラフ 50。 
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づく複合的および交差的形態の差別に苦しみ、子どもたちに対するヘイトスピーチを理由とする不安に苦

しんでいると報告されていることに懸念する。、 
 
22．市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30 (2004 年)に留意し、委員会は、締約国に対し、日

本に数世代に渡り居住する在日コリアンが地方選挙において選挙権が認められるよう確保すること、およ

び、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員に就任できるよう確保することを勧

告する。また、委員会は、コリアンの生徒たちが差別なく平等な教育機会を持つことを確保するために、高

校就学支援金制度の支援金支給に関して朝鮮学校が差別されないことを締約国が確保するという前回の勧

告 (CERD/C/JPN/CO/7-9, para. 19) を再度表明する。委員会は、コリアンの女性と子どもたちが複合的形態

の差別とヘイトスピーチから保護されることを確保するよう締約国が努めることを勧告する。 

 
しかし、この勧告に対して、この勧告以降、ヘイトスピーチに関する若干の取組を除き、

日本政府が在日コリアンに関して実施した施策はない。 
 
(3) 提言 

• 日本政府は、在日コリアン等の旧植民地出身者を含む永住外国人に対して、その歴

史的経緯と生活実態に鑑み、少なくとも地方公共団体の選挙における選挙権を保障

すべきである。 
 
 
5. 公務就任権の過剰な制限（25 条） 
 
問題の要点：在日コリアンの多くは、日本で生まれ育ち生活の本拠を日本に置いており、

納税の義務等をはじめとして、日本人と同じ義務を履行しているにもかかわらず、国家公

務員にはなれず、地方公務員の管理職への就任又は昇任が制限されている。 
 
(1)  背景 
  日本政府は、「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」との立場に立っており、最高裁判所もこの見解を支持して

いる 19。そのため、在日コリアンを含む外国人は国家公務員にはなれず、地方自治体にお

いて、管理職への就任又は昇任が制限されている。例えば、特別永住資格を有する在日コ

リアンの保健師が管理職選考試験の受験を日本国籍でないという理由で拒否された事案

において、最高裁は、管理職に昇任する職員を日本国民である職員に限る措置を講じるこ

とも合理的であり違法ではないとした 20。また、公立学校の外国籍教員について、文部科

学大臣は、1991 年に地方自治体に外国籍者の教員採用選考試験受験を認める通達を出し

たが、その身分については、通常、日本人教員に適用される「教諭」ではなく、「任用の

期限を附さない常勤講師」とすべきとした。管理職に登用される身分は「教諭」のみであ

るため、多くの自治体において、外国籍教員が管理職となることができない。 
 

19 最高裁判決平成 17 年 1 月 26 日。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=732.参照。 
20 同上。 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=732
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  この他、調停委員 21、司法委員 22などのほか、人権擁護委員 23、民生委員 24、児童委員
25等の公職からも外国人は一律に排除されている。 
 しかしながら、日本人と何ら変わることのない職務を担当し、同等の資質を兼ね備えた

外国人公務員を管理職から一律に排除することは、外国人の職業選択の自由を過度に制約

するものであり合理性がない。また、外国籍公務員の大部分は、1952 年に国籍を一方的

に剥奪された旧植民地出身者である在日コリアンとその子孫であるが、その多くは日本国

内で出生し、日本文化の中で生活し、日本語を完璧に話し、日本人と同様の社会生活を営

んでいる。 
 
(2) 過去の条約機関からの勧告 
 外国人の公務就任権への制限については、形式的には国籍による区別の問題に見えて

も、実質的には民族的出自・国民的出身による差別である。自由権規約 2 条、26 条は「国

民的出身 national origin」による差別を禁じている。2 条、26 条は、在日コリアンのうち、

特別永住者（前記した、1952 年の日本政府による日本国籍剥奪措置を受けた者及びその

子孫）に対する日本政府による取扱いの違法性の根拠となる。すなわち、1952 年の日本

国籍の剥奪措置は、在日コリアンの national origin に着目して日本政府が取った措置だっ

た。ところで、国家承継に伴う自己の意思によらない国籍剥奪を今日の国際法は禁じてい

る（国家承継に関する自然人の国籍宣言 11 条、24 条、25 条及び 26 条参照）。他方、1952
年の剥奪措置に起因する不利益を在日コリアンの特別永住者は現在に至るも受けている。

時際法の問題はあるとしても、少なくとも、national origin に起因する不利益が現在も継

続している点については、現在の国際法(自由権規約 2 条、26 条)が妥当する。 
日本政府は人種差別撤廃委員会から度重なる勧告を受けている 26。2014 年に人種差別

撤廃委員会から出された勧告の内容は以下のとおりである： 
 
日本国籍でない者の公的サービスの仕事に対するアクセス 

13.市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30(2004 年)を想起し、委員会は、締約国に対し、能力を

有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるように、その立場を

見直すことを勧告する。委員会はまた、締約国が、長期にわたり締約国に住んでいる日本国籍でない者に相

当の注意を払いつつ、国家権力の行使を要さない公的な仕事へのアクセスを含む、日本国籍でない者によ
 

21 調停委員は、弁護士会の推薦を受けた弁護士の中から最高裁によって任命される。調停委員は、民事調

停及び家事調停の手続において、当事者の話し合いを仲介し、合意に至るよう調整する役割を担う。 
22 弁護士が司法委員になる場合、弁護士会の推薦を受け、地方裁判所より任命される。司法委員は、簡易

裁判所の和解手続において、当事者の話し合いを調整する役割を担う。 
23 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている

民間ボランティアである。人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が

侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものである。

人権擁護委員は無報酬であるが、2017 年 1 月現在、約 14,000 人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村

に配置されている。 
24 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応

じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めるとされている。 
25 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安

や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行うとされている。 
26 CERD/C/JPN/CO/7-9、 パラグラフ 13 (2014)。 
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る公職へのさらなる参画を促進するために、法的及び行政的制限を取り除くよう勧告する。委員会はさら

に、締約国に対し、日本国籍でない者の公職への参画に関する包括的かつ項目ごとのデータを、次回の定期

報告において提供することを勧告する。  

 

人種差別撤廃委員会は、2018 年の日本政府報告書審査において以下の勧告を出してい

る。 
 
在日韓国・朝鮮人の状況 

21．委員会は、日本に何世代にも渡って居住する在日コリアンが外国籍者のままであり、地方選挙におい

て選挙権を有していないこと、および、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員

に就任できないことを懸念する。委員会はまた、特定の朝鮮学校が高校就学支援金制度の支援を受けてい

ないと報告されていることにも懸念する。委員会はさらに、多くのコリアン女性が国籍とジェンダーに基

づく複合的および交差的形態の差別に苦しみ、子どもたちに対するヘイトスピーチを理由とする不安に苦

しんでいると報告されていることに懸念する。、 
 
22．市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30 (2004 年)に留意し、委員会は、締約国に対し、日

本に数世代に渡り居住する在日コリアンが地方選挙において選挙権が認められるよう確保すること、およ

び、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員に就任できるよう確保することを勧

告する。また、委員会は、コリアンの生徒たちが差別なく平等な教育機会を持つことを確保するために、高

校就学支援金制度の支援金支給に関して朝鮮学校が差別されないことを締約国が確保するという前回の勧

告 (CERD/C/JPN/CO/7-9, para. 19) を再度表明する。委員会は、コリアンの女性と子どもたちが複合的形態

の差別とヘイトスピーチから保護されることを確保するよう締約国が努めることを勧告する。 

 
しかし、この勧告に対して、この勧告以降、ヘイトスピーチに関する若干の取組を除き、

日本政府が在日コリアンに関して実施した施策はない。 
 

 (3)提言 
• 日本政府は、旧植民地出身者である在日コリアンが、公権力の行使または公の意思

形成の参画にたずさわる公務員に就任できるよう確保するべきである。 
• 地方公務員の管理職に外国人が昇任することを禁止する法律、行政規則、及び制度

運用を撤廃すべきである。 
• 調停委員、司法委員等の公務員について、外国人の任用を禁じる内容の法律、行政

規則、制度運用を撤廃すべきである。 
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6.  ヘイトスピーチ及びヘイトクライム（20 条 2 項） 
 
問題の要点：日本では、主として在日コリアンを対象とする民族的マイノリティに対する

ヘイトスピーチが蔓延しているが、対策は不十分である。また、日本には、ヘイトクライ

ムに対処するための法制度が存在しない。 
 
(1) 背景 
（i）日本におけるヘイトスピーチの増加 

2000 年代に入り、日本においては在日コリアンをはじめとする人種的マイノリティ

を対象とした排外主義が急速に広がっている。近時は、インターネットを通じて会員を

集めた排外主義団体が、街頭で主に在日コリアンを攻撃対象としたデモを繰り返してい

る。例えば、法務省が 2012 年 4 月から 2015 年 9 月までの期間でのヘイトスピーチの

行動実態に関して調査したところ、総数で 1152 件に上っている。また特定の民族等を

一律に排斥したり、危害を加える内容なども多数あった。これを受けて法務省は 2016
年 3 月に明らかにした調査結果の報告で、ヘイトスピーチは「いまだ沈静化したとは言

えない」と述べている 27。 
これらのデモの中には、例えば、朝鮮学校を襲撃したヘイトクライムや、在日コリア

ンタウンが多い地域において「死ね」「殺せ」などと連呼した事例も含まれる 28。この

他、インターネット上には、在日コリアンをはじめとする人種的マイノリティに対する

匿名での差別的書き込みがあふれている。 
日本政府は、ヘイトスピーチの蔓延する状況に対して、2016 年 6 月まで、何ら実効

性のある対策をとってこなかった。例えば、日本政府は、ヘイトスピーチに関しては、

現行法で対処可能と繰り返し述べてきた 29。 
国内の在日コリアン及びその支持者のアドボカシー活動や、国連の条約機関の勧告等

をはじめとする国際的な圧力等の結果 30、2016 年 6 月には、在日コリアンや外国人へ

のヘイトスピーチに対処することを目的とする法律が成立した 31。しかし、同法は単な

る理念法であり、禁止規定を持たない。また、同法では、国及び地方自治体に対して、

ヘイトスピーチの解消のための教育活動や相談体制の整備を定めているが、教育活動や

相談体制の整備は自治体レベルにおいても政府レベルでも具体的施策に結びついてい

ない。 
法律の成立以降も、今なお、在日コリアンを始めとする外国人への差別を扇動するデ

モ・街宣は続いている。例えば、2016 年７月頃にも、人種差別主義団体である「在特

会」の元代表である桜井誠が、東京都知事選挙に立候補した際に、民団東京本部前で、

「君たちはいずれ韓国に帰るだろーよ。さっさと帰れ。」「民団の人間はさっさと日本か 
27 http://www.moj.go.jp/content/001201158.pdf （日本語のみ）。 
28 2014 年 7 月までの事例については、民団が作成した以下の報告書を参照。 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/JPN/INT_CERD_NGO_JPN_17699_E.pdf  
29 CERD/C/JPN/7-9、パラグラフ 86。 
30 人種差別撤廃条約委員会の勧告については、CERD/C/JPN/CO/7-9、パラグラフ 11 を参照。自由権規約

委員会からの勧告については、CCPR/C/JPN/CO/6、パラグラフ 12 を参照。 
31 こ の 法 律 の 英 文 テ キ ス ト は 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト か ら 入 手 可 能 で あ る 。
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_jinken04_00001.html  

http://www.moj.go.jp/content/001201158.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/JPN/INT_CERD_NGO_JPN_17699_E.pdf
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_jinken04_00001.html
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ら出て行け。」「犯罪韓国人がこれだけ大勢いる。」等の在日コリアンへの差別的内容を

含む街宣活動を行っている。この他、日本においては、地震等の災害発生時に、韓国人

や中国人が犯罪を行っている等の虚偽情報が広まるという現象も指摘されている。例え

ば、2011 年 3 月に発生した東日本大震災に際しては、当時はＳＮＳで「被災地で外国

人窃盗団が横行している」「外国人が遺体から金品を盗んでいる」といったデマが飛び

交い、被災者の間でささやかれた。アンケート調査を実施した学者の調査結果によれ

ば、アンケート回答者の、51.6％が「被災地で外国人の犯罪があるといううわさを聞い

た」と答え、当該情報を信じた人は 86.2％に上るとされている。なお、実際には、こう

したうわさが事実ではなく、治安が保たれていることについては、日本の警察が認めて

いる 32。また、2016 年 4 月に熊本、2018 年 6 月に大阪でそれぞれ自身が発生した際

にも、差別的動機や偏見に基づいて、在日コリアンや外国人による犯罪が発生している

との虚偽の情報が、ツイッターを中心に SNS 上で広範に確認された 33。 
 
また、法律が成立した後も、インターネット上にあふれる、在日コリアンを対象とす

るヘイトスピーチに対しては殆ど対策がとられていない。特に、近時は、虚偽のニュー

スを作り上げて、在日コリアンに対する差別を扇動するような事例が後を絶たない。例

えば、2017 年 1 月に、「韓国人が日本人女児 2 人をデパートで強姦したが、韓国の裁判

所で無罪判決を受けた」という虚偽の内容の記事がインターネットで配信され、Twitter
や Facebook で約 2 万回にわたりシェアされた 34。 

この他、メディアや企業が在日コリアンに対する差別を助長するような発言をするこ

とも多い。以下はその一例である。 
 
日本の大手化粧品会社の一つである株式会社ディーエイチシーの子会社は、事実の裏付けがないにも

関わらず、ある「在日コリアンが、テロ行為や犯罪行為の「黒幕」である」と誤解させる情報番組を作

成し、この番組は 2017 年 1 月に東京 MX テレビを通じて放送された 35。 

また、株式会社ディーエイチシーが運営する同社のウェブサイトは、同社代表取締役会長・ＣＥＯ名

義の 2016 年 2 月や、2020 年 11 月のメッセージとして、在日コリアンについて、「似非日本人はいりま

せん。母国に帰っていただきましょう」 「日本の中枢を担っている人たちの大半が今やコリアン系で占

められているのは、日本国にとって非常に危険なことではなかろうか」などの人種差別的なメッセージ

 
32 South China Morning Post, “Rumours after 2011 Japan earthquake pinned blame on Chinese, Koreans for crimes 
that didn’t happen,” March 16 2017 を参照。 
http://www.scmp.com/print/news/asia/east-asia/article/2079137/rumours-after-2011-japan-earthquake-pinned-blame-
chinese-koreans 
33 例えば、Japan Times, “Different disaster, same story: Osaka quake prompts online hate speech targeting 
foreigners,” June 19, 2018 を参照。 https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/19/national/different-disaster-
story-osaka-quake-prompts-online-hate-speech-targeting-foreigners/#.Wzz0JS_AN-U 
34 Buzzfeed News, “This Unemployed Guy Made Japanese Fake News And Ended Up Losing A Bunch Of 
Money”、 Feb 9 2017 を参照。  
https://www.buzzfeed.com/kotahatachi/fake-in-japan?utm_term=.dxR4bNjbb#.tkvXYLvYY 
35 Japan Times, “Japan enters the post-truth age with distorted MXTV report on Okinawa protests,” Feb 4 2017 を参

照。 
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/04/national/media-national/japan-enters-post-truth-age-distorted-mxtv-
report-okinawa-protests/#.WNeaYBjCP-Y 

http://www.scmp.com/print/news/asia/east-asia/article/2079137/rumours-after-2011-japan-earthquake-pinned-blame-chinese-koreans
http://www.scmp.com/print/news/asia/east-asia/article/2079137/rumours-after-2011-japan-earthquake-pinned-blame-chinese-koreans
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/19/national/different-disaster-story-osaka-quake-prompts-online-hate-speech-targeting-foreigners/#.Wzz0JS_AN-U
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/19/national/different-disaster-story-osaka-quake-prompts-online-hate-speech-targeting-foreigners/#.Wzz0JS_AN-U
https://www.buzzfeed.com/kotahatachi/fake-in-japan?utm_term=.dxR4bNjbb#.tkvXYLvYY
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/04/national/media-national/japan-enters-post-truth-age-distorted-mxtv-report-okinawa-protests/#.WNeaYBjCP-Y
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/04/national/media-national/japan-enters-post-truth-age-distorted-mxtv-report-okinawa-protests/#.WNeaYBjCP-Y
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を掲載した。なお、日本弁護士連合会は、2022 年 3 月 28 日、株式会社ディーエイチシーに対し、警告

書を発した。 

 

大阪のフジ住宅株式会社では、2013 年以降、「（韓国人は）うそが蔓延している民族」「韓国は嘘をつ

いても責任をとらない」「在日特権のありえない控除内容に驚きです。市県民税も所得税もなく、その上

問題になっている生活保護の不正受給でお金までもらえて、在日の人からすれば日本は本当に居心地の

良い国だと思います。それをまともな日本人が支えているようなもので、逆差別のような状況を生む特

権は無くすべきです」などと在日コリアンへの差別を扇動するような内容の従業員が記した業務日報を、

会長が全従業員に配布した 36。なお、大阪高等裁判所は、2021 年 11 月 18 日、フジ住宅に対し、損害賠

償と人種差別文書の配布を禁止する判決を言い渡した。 

 

また、2017 年 2 月には、大阪市所在の幼稚園の副園長が、保護者に、「よこしまな考

えを持った在日韓国人や支那人」などと記載された韓国人や中国人に対して差別的な発

言が盛り込まれた文書を配布していたことが明らかになった 37。 
 
こうしたインターネット上でのヘイトスピーチや、在日コリアンに対する差別を助長

するような偽ニュースに対して、日本政府は、具体的な対策を何ら採っていない。 
むしろ日本政府は、内閣府の国政モニターのページに、「沖縄の基地反対は中韓人ば

かりというようなことを招かない様、断固として本国送還すべし」「韓国との国交は無

くし、在日、帰化人の強制退去が必要ではないでしょうか」「のうのうと 1100 万円も

得ている在日韓国人は叩き出せ」などと在日コリアンを差別又は誹謗中傷する投稿を、

2018 年 5 月にメディアの指摘を受けるまで掲載し続けるなど、在日コリアンへの差別

を助長するような対応をとっている 38。 
この他、嫌韓・嫌中をあおり、ヘイトスピーチを助長するような書籍がベストセラー

になるような状況が続いている。例えば、2017 年に日本の新書部門で販売部数１位と

なり、50 万部近くを売り上げたケント・ギルバート（著）『儒教に支配された中国人と

韓国人の悲劇』においては、例えば、以下のような、特定の国籍や民族を一括りにする

侮蔑的な表現があふれている。 
 
「禽獣以下」の社会道徳や公共心しか持たない 
彼らは息をするように嘘をつきます 
自尊心を保つためには、平気で嘘をつくのが韓国人 
その病的なレベルについていえば、韓国人が世界一 

 
36  Aljazeera America, “Japan combats rise in hate speech,” Nov 30 2015 を参照。 
http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/30/japan-encounters-rise-in-hate-speech.html 
37 Japan Times, “Nationalist Osaka preschool draws heat for distributing slurs against Koreans and Chinese,” Feb 17, 
2017 を参照。 
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/17/national/osaka-preschool-scrutinized-passing-slurs-koreans-chinese/ 
38 Mainichi Shimbun, “Cabinet Office leaves hate speech, discriminatory comments from public on its website”, 
May 2, 2018 を参照。  
https://mainichi.jp/english/articles/20180502/p2a/00m/0na/009000c 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/30/japan-encounters-rise-in-hate-speech.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/17/national/osaka-preschool-scrutinized-passing-slurs-koreans-chinese/
https://mainichi.jp/english/articles/20180502/p2a/00m/0na/009000c
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自己中心主義の中国人や韓国人は、自らの非をなかなか認めようとはしません。それ

どころか、批判を受けると逆上したり、責任を転嫁したりする言動に出ます。 
 

  (ii) ヘイトスピーチによる被害 
排外主義的団体によるヘイトスピーチを用いたデモ・街宣により、付近に居住する

在日コリアンの多くが、生命身体の危険を感じている。また、付近に居住しておらず

とも、在日コリアンの多くが、日本社会で安心して暮らしていくことができないと感

じている。また、在日コリアンの子どもに対する心理的悪影響は極めて大きい。 
また、2017 年 3 月 31 日に法務省が公表した調査報告書によれば 39、「外国人に対

する差別的な記事や書き込みが目に入るのが嫌で、そのようなインターネットサイト

の利用を控えた」は全体では 19.8％に上る 40。このように回答した者は、国籍・地域

別でみると、韓国が 37%、朝鮮が 47.8%に上る。また、在留資格別では特別永住者の

うち 31.9%が上記のように回答し、日本に生まれてからずっと居住している者 36%が

上記のとおり回答している。このように、ヘイトスピーチは、一般の外国人のインタ

ーネット上での表現の自由に萎縮効果を与えているが、その影響は日本で生まれ育っ

た在日コリアンに対して特に強く及んでいるといえる。このような傾向は、報告書の

中の他の設問でもあらわれている。 
例えば、「自分のインターネット上の投稿に、差別的なコメントを付けられた」とい

う回答については、外国人全体では 4.3%だが、国籍・地域別にみると韓国 6.4%、朝

鮮 8.7%となっている。また、在留資格別では特別永住者が 5.8%、日本での在留期間

も「生まれてからずっと」が 7.2%を占めている。 
また、「差別を受けるかもしれないので、インターネット上に自分のプロフィールを

掲載するときも、国籍、民族は明らかにしなかった」という回答は外国人全体では

14.9%だが、国籍・地域別で韓国 27.4%、朝鮮 52.2%、在留資格別で特別永住者 29.5%、

日本での在留期間も「生まれてからずっと」が 39.0%にのぼっている。 
 

(iii) 政治家又は政党関係者によるヘイトスピーチ 
  日本では、近年でも、政治家又は政党関係者によるヘイトスピーチが続いている。 
  例えば、(i)で触れたように、排外主義団体の代表であった桜井誠が、2016 年 7 月に

東京都知事選に立候補し、その際選挙演説においてヘイトスピーチを繰り返した。桜井

のヘイトスピーチに対しては、公職選挙法での選挙活動の自由を理由に、警察や法務省

を含め国は何らの対策をとらなかった。なお、桜井は、都知事選で 11 万票以上の票を

獲得、その後、2016 年 8 月に「日本第一党」を結党するに至っている。 
  この他、福岡県行橋市議の小坪しんやが、2016 年 4 月に、「「朝鮮人が井戸に毒を入

れた」というデマが飛び交うことに対しては仕方がない」という内容が含まれた記事

を、インターネット上のオピニオンサイトに投稿したが、同氏は、自らの発言に対して

 
39法務省調査報告書（2016）を参照。

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD
%2fAIS%2fJPN%2f30363&Lang=en 
40同上。 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fAIS%2fJPN%2f30363&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fAIS%2fJPN%2f30363&Lang=en
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公的な責任を取ることはなく、在日コリアンへの差別を扇動する発言を繰り返してい

る。 
 
(ⅳ)人種差別的ツイートを触発したＮＨＫ広島放送局によるツイート 
 日本放送協会（ＮＨＫ）広島放送局は、ＮＨＫの広島地方局である。ＮＨＫは、放送

法により設置された日本の公共放送（予算規模、年間約 7000 億円）である。 
 ＮＨＫ広島放送局は、1945 年 8 月 6 日のアメリカ軍による広島への原爆投下に伴う

被害の甚大さを喚起する趣旨で、2020 年 6 月から 8 月にかけて、同局のツイッター・ア

カウントから下記のような一連のツイートを行った。これらのツイートは、「75 年前にＳ

ＮＳがあったら」というコンセプトの下、1945 年当時の学生がＳＮＳ投稿を行った、と

いう体裁で行われたものである。 
 

 
 
 1945 年当時、広島には、植民地朝鮮から渡航したコリアンも多く居住していた。上記

のツイートは、なぜ広島に多くの朝鮮人が居住していたのかなど、植民地支配、植民地主

義の背景について何らの注釈も付すことなく行われた。 
 上記ツイートの後、上記ツイートに触発された人種差別的ツイートが多くされた。民

団は、ＮＨＫ広島放送局に対し、是正措置を取るよう申し入れたが、ＮＨＫ広島放送局は

十分な是正措置を取らなかった。 
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(ⅴ) ヘイトクライム対策の不在 

近年、日本では、単にインターネットや街頭での言説にとどまらず、排外主義団体あ

るいは排外主義思想を持つ者によるヘイトクライムも頻発している。1990 年代、朝鮮

学校の生徒に対するヘイトクライムが続発したため、生徒が民族衣装の制服を着ること

ができなくなってしまった。さらに近年、ヘイトデモが行なわれるようになって以降、

2009 年 12 月から 2010 年３月にかけての京都朝鮮学校襲撃事件、2014 年１月の神戸

朝鮮高級学校襲撃事件 41、2015 年３月の新宿の韓国文化院放火事件 42、2017 年５月の

イオ信用組合名古屋市大江支店放火事件 43等と頻発している。また、2018 年に入って

からも、福岡県直方市にある在日本大韓民国民団の施設でのガラスが割られるなどのヘ

イトクライムをうかがわせる事件が発生しており、2018 年 2 月には朝鮮総連本部が排

外主義的思想を持つ者により銃撃される事件が起きている 44。このほか、「余命 3 年時

事日記」とよばれるウェブサイトにおいて、在日コリアン弁護士を対象とした懲戒請求

が呼びかけられ、この情報を目にした者により、数十名に上る在日コリアン弁護士に対

して、懲戒請求が出されるなどの被害も生じている 45。この懲戒請求は、在日コリアン

弁護士がコリアンであることを理由とするものであり、懲戒請求権を濫用して行われた

人種差別的な懲戒請求である。 
 
さらには、2020 年 1 月川崎市ふれあい館等への在日コリアン虐殺宣言、爆破予告等

の連続脅迫文書送付、2021 年 3 月同館館長へのコロナウイルス入りと称する脅迫物送

付、同年７月から８月にかけての民団愛知、名古屋韓国学校、京都府ウトロの在日コリ

アン集住地区の民家等のコリアンに関係する施設・住居への連続放火事件、2022 年ロ

シア料理店に対する大量の脅迫ツイート等の事件が発生している。 
 日本政府は、差別的な動機に基づいて行われた犯罪であるヘイトクライムへの対処

に関連して、「人種的動機は、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」とする

 
41 2014 年 1 月 22 日、神戸朝鮮高級学校に男が侵入し、声を掛けた男性教諭に持っていた鉄の棒

（長さ約４０センチ）で殴りかかった事件。男は「お前、朝鮮人か」と叫びながら教諭に殴りかかっ

たとされている。 
42 2015 年 3 月 25 日に東京の韓国文化院の壁に日本人男性が火を付けた事件。東京地裁は 2015 年 11
月 13 日、「被告人が韓国と北朝鮮に対する一方的な悪感情を放火という形で表出したことは容認でき

ない」とし、被告人を器物損壊の罪で懲役 2 年の実刑判決を言い渡した。  
432017 年 5 月 23 日、日本人の男が在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）系の銀行に放火しようとした

事件。男は、 現住建造物等放火未遂容疑で逮捕された。男は警察に「慰安婦問題で韓国に悪いイメ

ージを持っていた」と話しているとされる。  
44 朝鮮総連銃撃事件の詳細については、例えば、以下の記事を参照。 
Reuters, “Shots fired at North Korea-linked group HQ in Japan”, Feb 23 2018. https://www.reuters.com/article/us-
japan-northkorea-arrest/shots-fired-at-north-korea-linked-group-hq-in-japan-idUSKCN1G70OA  
45 弁護士に対する大量懲戒請求事件については、例えば、以下の記事を参照。 
Asahi Shimbun, “Lawyers flooded with complaints in row over Korean schools”, Feb 23, 2018. 
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201805180042.html 

https://www.reuters.com/article/us-japan-northkorea-arrest/shots-fired-at-north-korea-linked-group-hq-in-japan-idUSKCN1G70OA
https://www.reuters.com/article/us-japan-northkorea-arrest/shots-fired-at-north-korea-linked-group-hq-in-japan-idUSKCN1G70OA
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201805180042.html
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46。しかし、日本においては、差別的動機に基づく犯罪を一律に加重して処罰する「ヘ

イトクライム」法は存在せず、動機の悪質性を考慮するかどうかは裁判官の裁量であ

る。また、在日コリアンに対する差別的動機に基づく犯罪において、動機の悪質性が考

慮されることにより、量刑が通常よりも重くなった事例は、民団が知る限り、確認され

ていない。 
  さらに、2020 年になると、日本政府は、ヘイトクライムの定義は困難だ、という説

明を行うようになっている。すなわち、2020 年４月、自由権規約委員会に対する「規

約第 40 条（ｂ）に基づく第７回報告書（自由権規約委員会からの事前質問票に対する

回答）」47で、日本政府は、「『ヘイトクライム』の概念は必ずしも一般に確立されたもの

ではなく、政府として、ヘイトクライムの件数並びにその後の捜査及び有罪判決の統計

は有していない」と回答した（パラグラフ３４）。 
さらに、有田芳生参議院議員（立憲民主党）からのヘイトクライムについての質問に

対する 2021 年５月 25 日付けの答弁書 48で、政府は、「御指摘の『ヘイトクライム』に

ついては・・・様々な意味で用いられているものと承知しているところ、その定義につ

いては、これを設けることの当否も含め、様々な議論があり得るものと考えられること

から、現時点において、政府として、御指摘の『ヘイトクライム』について定義するこ

とは考えておらず、また、そのために必要となる「手続き」についても検討していない。」

と答弁した。 
これらの説明は、これまで日本政府が国連に対して行ってきた説明と矛盾している。

ヘイトクライムに対して適切に対処しているとこれまで説明してきていたのに、突如、

何がヘイトクライムであるか不明確だ、だから調査もしていないと答弁を変更したから

である。 
 

 (2) 過去の条約機関からの勧告  
 自由権規約委員会は、2014 年の総括所見において、ヘイトスピーチを防止するため 
以下の措置を採るよう勧告している 49： 
 

締約国は、差別、敵意、暴力を煽り立てる人種的優位性や憎悪を唱道する全てのプロパガンダを禁止す

べきである。また、こうしたプロパガンダを広めようとするデモを禁止すべきである。締約国はまた、

人種差別に対する啓発活動に十分な資源を割り振り、裁判官，検察官，警察官が憎悪や人種差別的な動

機に基づく犯罪を発見するよう研修を行うようにすべく、更なる努力を払うべきである。締約国はまた、

人種差別的な攻撃を防止し、容疑者らを徹底的に捜査・訴追し、有罪の場合には適切な処罰がなされる

よう必要な全ての措置を取るべきである。 

 
また、人種差別撤廃委員会は、2014 年の日本政府報告書審査で、日本のヘイトスピ

 
46「人種差別撤廃条約第 10 回・第 11 回政府報告」。http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272983.pdf 
パラグラフ 136 を参照。 
47 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100045760.pdf 
48 参議院ウェブサイト参照。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/204/touh/t204070.htm 
49 CCPR/C/JPN/CO/6、パラグラフ 12。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272983.pdf
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ーチの状況に関して以下の措置をとることを勧告している 50： 
 

第 4 条に準拠した立法措置  

10.委員会は、締約国がその見解を再び見直し、第 4 条(a)項および(b)項の留保の撤回を検討することを 

奨励する。委員会は、その一般的勧告 15(1993 年)および人種主義的ヘイト・スピーチと闘うことに関

する一般的勧告 35(2013 年)を想起し、締約国に、第 4 条の規定を実施する目的で、その法令、とくに

刑法を改正するための適切な手段を講じるよう勧告する 

 

ヘイトスピーチ及びヘイトクライム 

11. 人種差別的ヘイトスピーチへの対処に関する一般的勧告 35(2013 年)を想起し、委員会は、人種差別

的スピーチを監視し対処する措置は、抗議の表現を奪う口実として使われるべきではないことを想起す

る。しかしながら、委員会は、締約国に人種差別的ヘイトスピーチやヘイトクライムから保護する必要 

のある社会的弱者の権利を擁護する重要性を喚起する。それゆえ、委員会は、 締約国に以下の適切な措

置をとるよう勧告する。 

(a) 憎悪及び人種差別の表明、デモ・集会における人種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処す

ること。 

(b) インターネットを含むメディアにおいて、ヘイトスピーチに対処する適切な措置をとること。 

(c) そのような行動について責任ある個人や団体を捜査し、必要な場合には、起訴すること。 

(d) ヘイトスピーチを広めたり、憎悪を扇動した公人や政治家に対して適切な制裁措置をとることを追

求すること。 

(e) 人種差別につながる偏見に対処し、また国家間及び人種的あるいは民族的団体間の理解、寛容、友

情を促進するため、人種差別的ヘイトスピーチの原因に対処し、教授法、教育、文化及び情報に関する

措置を強化すること。 

 
また、人種差別撤廃委員会は、2018 年の日本政府報告書審査で、日本のヘイトスピー

チの状況に関して以下の措置をとることを勧告している 51。 
 
ヘイトスピーチ及びヘイトクライム 
 １３．委員会は、２０１６年６月に施行された本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）を含む、ヘイトスピ

ーチに対処するために締約国がとった措置について歓迎する。しかしながら、委員会

は、以下について、引き続き懸念する： 
 (a) 同法の適用範囲が狭すぎており、「適法に日本に在留する」者に対するヘイトスピー

チに限られ、締約国における民族的マイノリティーに提供された救済措置が非常に限ら

れていること； 
 (b) 同法成立後においても、特に、デモ参加者が在日韓国人・朝鮮人といった民族的マ

イノリティー集団に対する暴力的なヘイトスピーチを用いる集会を通じて、締約国にお

いてヘイトスピーチ及び暴力の扇動が引き続き行われていること； 
 

50 CERD/C/JPN/CO/7-9、パラグラフ 10 及び 11 (2014)。 
51 CERD/C/JPN/CO/10-11、パラグラフ 13、14、21 及び 22 (2018) 
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 (c) インターネット及びメディアを通じたヘイトスピーチ並びに公人によるヘイトスピ

ーチ及び差別的発言が継続していること；及び 
 (d) このような犯罪への捜査、起訴が首尾一貫した形ではされておらず、 公人及び私人

が人種差別的ヘイトスピーチ及びヘイトクライムへの責任を依然として負っていない

こと（第４条）  
 
１４． 前回の勧告(CERD/C/JPM/CO/7-9, パラグラフ 11)を強調するとともに、人種差別

的ヘイトスピーチへの対処に関する一般的勧告３５（２０１３年）を想起し、委員会は

締約国に以下を勧告する： 
 (a) 全ての者に対するヘイトスピーチが適切に対象に含められ、民族的マイノリティー

に属する者への十分な救済措置の提供が確保されるよう、ヘイトスピーチ解消法を改正

すること；  
(b) 法的枠組み及び被害者による救済措置へのアクセスを強化するため、本法が対象と

していない、犯罪を対象とするような人種差別禁止に関する包括法を定めること； 
 (c) 表現及び集会の自由を考慮しつつ、集会におけるヘイトスピーチの使用及び暴力の

扇動を禁止し、加害者への制裁を確保すること；  
(d) 自主規制制度の設立を含む、インターネット及びメディアを通じたヘイトスピーチ

に対処するための効果的な措置をとること；  
(e) 次回の定期報告において、メディアを通じた人種差別の扇動及び人種差別的暴力の

防止に関する放送法等の措置の実施及びその影響に関する詳細な情報を提供すること； 
(f) 警察官、検察官、裁判官を含む法執行機関職員に対し、ヘイトクライム及びヘイト

スピーチ解消法に関する、犯罪の人種差別的動機の認定、告訴受理及び事件の捜査・起

訴のための適切な方策を含む研修を行うこと；  
(g) 私人又は政治家を含む公人若しくは報道機関職員によるヘイトクライム、人種差別

的ヘイトスピーチ及び憎悪の扇動に対して、捜査し、適正な制裁を科すこと； 
 (h) 次回の定期報告において、被害者の民族的及び種族的出身によって細分化された捜

査、起訴、有罪判決に関する統計を提出すること；  
(i) 締約国におけるヘイトクライム、ヘイトスピーチ及び暴力の扇動の撤廃のため、具

体的な達成目標及び措置並びに適切なモニタリングを定めた行動計画を制定すること； 
(j) 特にジャーナリスト及び公人の役割及び責任に焦点を当てたものを含む、偏見の根

本的原因に取り組み、寛容や多様性の尊重を促進するための教育キャンペーンを行うこ

と； 
 

韓国・朝鮮人の状況 
２１．委員会は、日本に何世代にも渡って居住する在日コリアンが外国籍者のままであ

り、地方選挙において選挙権を有していないこと、および、公権力の行使または公の意

思形成の参画にたずさわる国家公務員に就任できないことを懸念する。委員会はまた、

特定の朝鮮学校が高校就学支援金制度の支援を受けていないと報告されていることに

も懸念する。委員会はさらに、多くのコリアン女性が国籍とジェンダーに基づく複合的

および交差的形態の差別に苦しみ、子どもたちに対するヘイトスピーチを理由とする不
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安に苦しんでいると報告されていることに懸念する。 
 
２２．市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30 (2004 年)に留意し、委員会

は、締約国に対し、日本に数世代に渡り居住する在日コリアンが地方選挙において選挙

権が認められるよう確保すること、および、公権力の行使または公の意思形成の参画に

たずさわる国家公務員に就任できるよう確保することを勧告する。また、委員会は、コ

リアンの生徒たちが差別なく平等な教育機会を持つことを確保するために、高校就学支

援金制度の支援金支給に関して朝鮮学校が差別されないことを締約国が確保するとい

う前回の勧告 (CERD/C/JPN/CO/7-9, para. 19) を再度表明する。委員会は、コリアンの

女性と子どもたちが複合的形態の差別とヘイトスピーチから保護されることを確保す

るよう締約国が努めることを勧告する。 
 

(3) 提言 
• 国及び地方自治体は、ヘイトスピーチ解消法に基づき、相談体制の整備、教育活動、

啓発活動を具体的に実施すべきである。また、上記の活動の具体的実施のために、

必要なリソースを割り当てるべきである。 
• 国及び地方自治体は、人種差別を助長し扇動する団体のデモ及び集会、公共の施設

等の利用を禁止すべきである。 
• 国及び地方自治体、インターネット上のヘイトスピーチに関し、被害集団の申立を

待たなくとも、ヘイトスピーチ等の削除を事業者等に命じられる体制を整備すべき

である。また、国及び地方自治体は、マイノリティ集団への差別を扇動する虚偽の

情報については、虚偽が明らかになった時点で速やかに情報が虚偽であることを明

らかにし、当該情報の削除を事業者等に命じられる体制を整備すべきである。 
• 日本政府は、人種差別撤廃条約 4 条(a)(b)に関する留保を撤回し、自由権規約 20 条

に基づき、ヘイトスピーチを法律で処罰すべき違法行為又は犯罪であると認めて直

接的に法的規制・処罰の対象とする立法の策定に努力すべきである。 
• 日本政府はヘイトクライムの法的な定義を行うべきである。 
• ヘイトクライムについて、通常の犯罪よりも刑罰を加重することを内容とするヘイ

トクライム法の制定を検討すべきである。 
• 裁判官、検察官、警察官をはじめとして、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムの問題

に関わる可能性がある公務員に対し、研修を実施すること。 
 

 
7.  関東大震災の際の朝鮮人虐殺を否定する言説が蔓延し、政治家もこのような言説を助

長している（20 条 2 項） 
 
問題の要点：日本では、1923 年 9 月の関東大震災の後に発生した朝鮮人虐殺の事実否定

する言説が広がっており、政治家もかかる歴史否定的な主張を助長している。 
 
(1) 背景 
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 (i) 関東大震災における朝鮮人虐殺 
   1923 年９月１日に発生した関東大震災は、首都圏に死者 10 万人、住居焼失者 200

万人を超える日本の地震災害史上最大の被害をもたらした。関東大震災時には、「朝鮮

人が井戸に毒を入れた」「放火をした」「暴動を起こした」などの流言を背景に、住民の

自警団や軍隊、警察の一部による殺傷事件が生じた。なかでも、武器を持った多数者が

非武装の少数者に暴行を加えたあげくに殺害する事例が多発した 52。虐殺の対象とな

ったのは、朝鮮人が最も多かった 53。加害者の形態は、官憲によるものから官憲が保護

している被害者を官憲の抵抗を排除して民間人が殺害したものまで多様である。虐殺さ

れた朝鮮人の正確な数を確認することは困難であるが、学会や弁護士会の調査において

は、数千人単位の朝鮮人が虐殺されたと推定されている 54。 
    朝鮮人虐殺の背景としては、朝鮮における日本の植民地支配に対する抵抗運動に直面

して恐怖感を抱いていたことや、朝鮮人に対する差別意識があったことが指摘されてい

る 55。こうした差別意識や恐怖感を背景に、震災後には、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」

「放火をした」「暴動を起こした」等の流言蜚語が急速に拡散した。また、内務省警保

局をはじめとする国の機関自らが、朝鮮人が 「不逞行為」 によって震災の被害を拡大

しているとの認識を全国に伝播し、各方面に自警の措置をよびかけ、民衆に殺人・暴行

の動機付けをしたことも指摘されている 56。 
 
(ii) 日本政府による虐殺関与の否定 
   日本政府には、軍隊や警察による直接的な虐殺行為や、誤った流言蜚語を流布し民衆

に殺人・暴行の動機付けを与えたという責任があるが、国はその責任をあきらかにせ

ず、謝罪もしていない。また、国として虐殺の実態や原因についての調査も行っていな

い。 
    日本弁護士連合会（日弁連）が、2003 年 7 月に、虐殺被害者及びその遺族に対する

謝罪と、真相調査を日本政府に勧告している他、多くの市民団体が同様の要求を行なっ

ているが、日本政府は、何ら対応をとっていない 57。 
  
(iii) 近時の否認・矮小化の動き 
関東大震災の虐殺の事実を否定・矮小化する書籍・インターネット情報の氾濫 

 
52 災害教訓の継承に関する専門調査会「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」206 ページ以下

参照。 
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/index.html (日本語のみ)。 
53 この他、中国人、社会主義者と目された日本人等も被害にあった。前掲注 53「災害教訓の継承に

関する専門調査会報告書」206 ページ以下参照。 
54前掲注 53「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」では、最新の検討結果として、山田昭次

「関東大震災時の朝鮮人虐殺とその後―虐殺の国家責任と民衆責任」の調査結果が紹介されている。

山田氏の研究によれば、朝鮮人虐殺被害者の数は 6644 名と計算されている。また、日弁連の調査結

果については、2003 年 8 月 25 日に公表された「関東大震災人権救済申立事件調査報告書」を参照

（日本語のみ）。 
55 例えば、前掲注 53「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」207 ページを参照。 
56 前掲注 55 日弁連報告書参照。 
57 前掲注 55 日弁連報告書参照。 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/index.html
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    近時、関東大震災の虐殺の事実を否定、矮小化する動きが広がっている。2009 年に

出版された工藤美代子『関東大震災「朝鮮人虐殺」の真実』（産経新聞出版）や、2014
年に出版された加藤康男『関東大震災「朝鮮人虐殺」はなかった！』（ワック）という

本では、朝鮮人虐殺が否定されている。なお、工藤氏の書籍は、日本の大手新聞社の一

つが経営する出版社から出版されたものである。インターネット上には、こうした歴史

的事実を否定・矮小化する書籍等の記載をもとに、関東大震災の虐殺の事実を否定する

情報が溢れている。 
 
学校教育における「虐殺」の否定・矮小化 
    また、学校教育においても、教科書の中から虐殺の事実を否定・矮小化する動きが出

ている。例えば、2013 年 1 月、東京都教育委員会は、同委員会が独自に発行する高校

の日本史教科書(副読本)『江戸から東京へ』の従来の記述を改変し、「関東大震災時に

朝鮮人が虐殺された」という表現を削除した。従来、この教科書には、「関東大震災朝

鮮人犠牲者追悼碑」に関して、 「この碑には、(1923 年の)大震災の混乱のなかで数多

くの朝鮮人が虐殺されたと記されている」と記述されていた。しかし、2013 年度版で

は「碑には、大震災の混乱のなかで、『朝鮮人が尊い命が奪われました』と記されてい

る」という記述に改変された。この改変された記述は現在も維持されている 58。 
   このほか、横浜市教育委員会が発行する、副読本『横浜の歴史』においても、「虐殺」

の用語が消去された。すなわち、2012 年度版は、「軍隊や警察...自警団などは朝鮮人に

対する迫害と虐殺を行い、また中国人をも殺傷した」と記述されていたのを、2013 年

度からは、「自警団のなかに朝鮮人や中国人を殺害する行為に走るものがいた」と改変

された。これにより、「虐殺」が「殺害」に変えられた。また、軍隊や警察の国家権力

に関わる記述が削除され、その殺害が単純に民間の自警団の行為とされてしまった。さ

らに、上記の説明文に合わせて、日本人の一市民が朝鮮人の虐殺された姿を目のあたり

にし、そのことを「少年の日に目撃した一市民建立」と碑の裏面に記して建てた「関東

大震災殉難朝鮮人慰霊碑」の写真についても、2013 年度からは掲載がなくなった 59。

『横浜の歴史』は、2017 年度版からは『ヨコハマ・エクスプレス』にリニューアルさ

れた。『ヨコハマ・エクスプレス』でも、「虐殺」の用語は用いられていない状態が続い

ている。 
   また、文部科学省は、2014 年度に、中学校の社会科、高校の地理歴史と公民の教科

書の検定基準を修正し、近現代史で通説的な見解がない場合はそのことを明示すること

を求めるようになった。これに伴い、例えば、2015 年の教科書検定では、「警察・軍隊・

自警団によって殺害された朝鮮人は数千人にものぼった」という記載をしていた清水書

院の教科書の記載は、「自警団によって殺害された朝鮮人について当時の司法省は２３
 

58 東京都教育委員会ウェブサイト。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/tradition/files/edokaratokyohe/edotex
tbook.pdf（日本語のみ）の 105 頁。 
59 鈴木敏夫「関東大震災をめぐる教育現場の歴史修正主義 (特集 関東大震災 90 年 : 朝鮮人虐殺を

めぐる研究・運動の歴史と現在(1))」Historical Revisionism on The Great Kanto Earthquake in 
the Classroom 大原社会問題研究所。 
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/668/668-03.pdf (日本語のみ) 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/tradition/files/edokaratokyohe/edotextbook.pdf%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%81%AE105
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/tradition/files/edokaratokyohe/edotextbook.pdf%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%81%AE105
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/668/668-03.pdf
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０名余りと発表した。軍隊や警察によって殺害されたものや司法省の報告に記載のない

地域の虐殺を含めるとその数は数千人になるとも言われるが、人数については通説はな

い」という記載に修正された。歴史学者の間では関東大震災の虐殺の被害者が数千人に

上ることは通説となっている 60。にも関わらず、できる限り犠牲者数を少なく見せよう

とした戦前の司法省の調査結果を根拠に「通説的見解はない」とし、教科書を書き換え

させる検定意見は、歴史を偽造・歪曲するものと言わざるをえない。 
 
公人による虐殺否定・矮小化の動き 
    都立横網町公園に建立された「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑」の前で、1974 年以

降、毎年 9 月 1 日に実施されている朝鮮人追悼式典に対して、東京都知事は、追悼文を

送付してきた。しかし、小池百合子都知事は、2017 年にはこの追悼文を送付しないと

決定した。なお、小池都知事の送付中止決定後、追悼碑が位置する墨田区の区長も、追

悼文の送付を中止している 61。送付の中止は現在まで継続している。 
  小池都知事は、追悼文を送付しないことを発表した後の会見において、「これまでも

都知事として関東大震災で犠牲となられた全ての方々への追悼の意を表し、全ての方々

への慰霊を行なってきた」と説明し、「今回は全ての方々への法要を行いたいという意

味から、特別な形での追悼文提出を控えた」とする。しかしながら、かかる追悼文の送

付中止は、関東大震災時に引き起こされた在日朝鮮人に対する虐殺の事実を否定・隠蔽

することに繋がりかねない。 
実際、2017 年以降、前記の朝鮮人追悼式典と同じ時刻に、同公園内のすぐ近くの場

所で、「朝鮮人 6000 人虐殺はなかった」などして、追悼式典に反対するグループが集

会を行うという事態が続いている。2019 年 9 月 1 日のこの集会では、「不逞在日朝鮮

人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの

日本人たち」などの虚偽の事実を述べるヘイトスピーチが行われた。 
2020 年 9 月 1 日の朝鮮人追悼式典については、東京都が、追悼式典の主催団体と，

反対集会の主催団体との間にトラブルが起きているとして、追悼式典の主催団体につい

ても、「公園管理上支障となる行為は行わない」とする誓約書を提出しなければ同公園

の使用申請を受理しないと要求する事態が発生した。多くの批判があり、東京都は、提

出要求を取り下げ、追悼式典は開催された。もっとも、反対集会も 2020 年、2021 年そ

して 2022 年も、追悼式典と同時刻に、同公園内のすぐ近くの場所で開催された。 
   
 (2) 過去の条約機関からの勧告 
 人種差別撤廃委員会は、2014 年の日本政府報告書審査において、以下のとおり、教科

書にマイノリティグループの歴史を反映するよう勧告している。 
 
マイノリティ言語及び教科書 

 
60 例えば、前掲注 53 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書の記載を参照。 
61 例えば、Mainichi Shimbun, “Tokyo governor rapped for failing to send eulogy to 1923 Korean massacre 
victims”, Sep 1, 2017 を参照。 
 https://mainichi.jp/english/articles/20170901/p2a/00m/0na/017000c 

https://mainichi.jp/english/articles/20170901/p2a/00m/0na/017000c
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24．委員会は、締約国から提供された情報に留意するものの、締約国が、マイノリティあるいは先住民族に

属する児童に対し、マイノリティ言語による、またマイノリティ言語の教育を振興するための適切な措置

をとっていないことを遺憾に思う。委員会は、条約によって保護される日本の諸グループの歴史、文化及び

貢献を適切に反映するための、既存の教科書を修正するためにとられた措置に関する情報の欠如について

懸念する（第５条）。 

委員会は、締約国が、アイヌ及び琉球の人々を含む、マイノリティ及び先住民族に属する児童に対し、マ

イノリティ言語によってマイノリティ言語を教える教育を促進するよう勧告する。委員会は、締約国に対

し、条約によって保護される日本の諸グループの歴史、文化及び貢献を反映しない教科書を修正すること

を勧告する。 

 
(3) 提言 
 日本政府は、関東大震災直後の朝鮮人に対する虐殺事件に関し、軍隊による虐殺の被

害者・遺族、および虚偽事実の伝達など国の行為に誘発された自警団による虐殺の被

害者・遺族に対し、虐殺の責任を認めて謝罪すべきである。 
 日本政府は、関東大震災における朝鮮人虐殺について調査を行って全貌を明らかに

し、被害者やその家族に謝罪、補償を実施すべきである。 
 日本政府は、震災時における朝鮮人をはじめとするマイノリティへの虐殺・暴行事件

の再発を防止するため、学校教育において関東大震災の朝鮮人虐殺について具体的な

内容を教えるとともに、記念碑・博物館をつくること等を通して虐殺を社会において

記憶すべきである。 
 日本政府は、関東大震災の朝鮮人虐殺の事実を否定・矮小化する動きに対処するため、

虐殺の事実を否定・矮小化する言動を行う公人の言動を非難し、制裁を課すべきであ

る。 
                                                                      以 上 
 


