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－大会特集論文－ 

2021 年入管法改正案の検討―収容と送還の課題と展望― 

 

 本誌特集論文は、2021 年 7 月 11 日（土）に開催された名古屋多文化共生研究会 2021 年

度年次大会（於：ZOOM によるオンライン開催）にご登壇いただいたパネリストによる寄

稿論文で構成されている。大会の趣旨は以下のとおりであった。 

 

「2021 年の通常国会では「入管法改正案」が国会に上程された。廃案となっ

た同案は、外国人の収容や送還のあり方を見直すことを目的としていた。同

案のめざしていたものは何なのか。法案前の「収容送還専門部会」の委員だ

った宮崎真氏（弁護士）に立法過程の流れについて解説してもらう。「送還

忌避者」とは誰であり、収容せず社会生活を容認する新たな「監理措置」の

問題点などについて、移住連副代表理事でもある鈴木江理子氏（国士舘大学）

からの報告を聞く。また、「難民申請者」にとってはどのような問題がある

のか、国際人権法学者の立場から安藤由香里氏（大阪大学）に解説してもら

う。最後に、ではどうしたら良いのかを 3 人の報告を受けてから、全体でデ

ィスカッションしたい。」 

 

なお、当日はオンラインで 30 名以上の参加者があり、盛会となったことに感謝申し上げ

たい。 

名古屋多文化共生研究会 事務局 

2022 年 3 月 
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外国人政策・難民政策における「送還忌避者」 

―2021 年改定入管法案は何が問題であるか― 

 

鈴木 江理子 

（国士館大学） 

 

 本稿は、廃案となった 2021 年改定入管法案の何が問題であるかを、「送還忌避者」に焦点を当てて考察する。入管庁資料や入管白書

などで、繰り返し「送還忌避者の増加」が指摘されているが、その事実はない。ただし、在留特別許可や仮放免者をめぐる当局の対応の

変化によって、「送還忌避者」が追い詰められていることは事実である。しかしながら、21 年改定入管法案は、①退令発付後の「送還忌

避者」は在特申請制度の対象外である、②在特の許可基準が曖昧である一方で、不許可の対象範囲を拡大している、③上陸拒否期間短

縮の「恩恵」の対象となる「送還忌避者」は限られている、という点から「送還忌避者」問題の解決策とはならない。当該問題の解決に

は、「送還忌避者」への人道的な対応を進めるととともに、在特ガイドラインの見直し、退去強制事由や在留資格取消し事由の見直しな

ど、新たな「送還忌避者」を生み出さない政策への転換が求められる。 

キーワード：非正規滞在者、送還忌避者、在留特別許可、入管収容、仮放免者 

 

 

1．はじめに 

 

2019 年 6 月 24 日、大村入国管理センターで、収容され

ていたナイジェリア人男性（40 歳代）がハンストの後に

餓死した。70kg 以上あった男性（身長 171cm）の体重は、

遺体解剖時には 46.6kg と、20kg 以上減少していた。これ

をうけて、同年 9 月、出入国在留管理庁（以下「入管庁」）

は専門部会の設置を決め、翌 10 月、第 7 次出入国管理政

策懇談会のもとに「収容・送還に関する専門部会」（以下

「専門部会」）が設けられた。10 回の会合を経て、20 年 6

月、専門部会は「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた

提言」（以下「専門部会報告書」）をまとめ、これをふまえ

て、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）の改定

が法務省内で検討され、21 年 2 月 19 日、第 204 回通常国

会に提出することが閣議決定された。 

専門部会第 1 回会合の直前には、名古屋出入国在留管

理局（以下「名古屋入管局」）で、インドネシア人男性（40

歳代）が死亡している。また、法案審議入り前の 21 年 3

月 6 日には、同じく名古屋入管局で、日本の子どもたち

に英語を教えたいという希望をもち、留学生として来日

したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん（享

年 33 歳）が病死した。 

当初は、容易に成立すると思われていた改定入管法案

であったが、ウィシュマさんに関する報道や入管庁の不

誠実な態度への強い憤りがうねりとなって広がり、法案

に対する市民社会からの反対の声が次第に高まった。そ

して、同年 5 月 18 日、政府与党が改定法案の当該国会で

の成立を断念したことで、事実上、廃案となった。 

だが、法務省は、入管法改定に引き続き意欲をみせてお

り、若干の修正が加えられるかもしれないが、同様の改定

法案が、再び国会に上程されるであろう。そこで、本稿で

は、21 年改定入管法案の何が問題であるかについて、主

に「送還忌避者」1）に焦点を当てて、考察する。 

 

2．「送還忌避者」は増加していない 

 

 法務省入国管理局（現入管庁）の白書ともいうべき『出

入国管理（現出入国在留管理）』（以下「入管白書」）に、

初めて「送還忌避者」という言葉が登場するのは、平成 28

年（2016 年）版である。そこでは、「近時、退去強制令書

が発付された被退去強制者で、本邦における就労等を理

由に送還を忌避する者（送還忌避者）の増加が問題となっ

ている」と記述されている。その後、2020 年版入管白書

まで、同じ記述が繰り返されおり、前掲の専門部会報告書

でも、「送還忌避者の増加」が指摘されている。 

2021 年 5 月 7 日に開催された衆議院法務委員会では、

吉田宣弘議員からの質問に対して、松本裕入管庁次長が、

「送還忌避者」とは「退去強制令書が発付されたにもかか

わらず、様々な理由で送還を拒む者」であると説明したう
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えで、①退去を拒んでいる被収容者、②退去強制令書（以

下「退令」）の発付を受け仮放免されている者、③退令の

発付を受けて仮放免された後、逃亡して仮放免を取り消

されて手配中の者を、その類型として挙げている 2）。 

けれども、福島みずほ議員の請求にもとづいて入管庁

が提出した資料によれば、入管白書の記述とは異なり、

2016 年末の「送還忌避者」は 4,038 人であるが、その後

は減少に転じ、20 年末は 3,103 人である（第 1 図）。つま

り、「送還忌避者」は増えていない。また、そのなかには、

日本で生まれたり、教育を受けた（受けている）子どもや

若者も含まれている。「送還忌避者」という言葉でイメー

ジされるような「粗暴な大人」ばかりではないし、高齢者

もいる。 

退令発付者と退令による出国者の推移をみても（第 2

図）、退令が発付された者の大多数が出国していることは

明らかである。 

 

3．追い込まれる「送還忌避者」 

 

（1）「帰れない事情」と「特別に在留を許可すべき事情」 

ただし、数として少ないとはいえ、退令が発付されても

出国しない「送還忌避者」がいることも事実である。 

出国に応じない退令発付者を待ち受けているのは、自

由を奪われ、いつ「解放」されるかもわからない絶望的な

収容に耐え続けるか、働くことも許されず、保険にも加入

できず、将来も描けない仮放免を生き抜くか、いずれも先

のみえない過酷な毎日である 3）。望んでそのような状況

を甘受する者などいないであろう。それにもかかわらず、

第 1 図 「送還忌避者」の推移 

（法務省入管庁資料より作成） 

注 1：「退令を拒んでいる被収容者」については、

2008 年から 13 年までは、入管収容施設のう

ち、入国者収容所に収容中の者であって、退

令に基づく収容期間が６月以上の者、14 年か

ら 18 年までは、すべての入管収容施設に収容

中の者であって，退令に基づく収容期間が６

月以上の者、19 年と 20 年は、収容期間にかか

わらず、すべての入管収容施設に収容してい

る被収容者であって、退令発付後に退去を拒

んでいる被収容者の数値である。 

注 2：「退令発付を受けている仮放免者」について

は、2008 年から 19 年までは、退令発付を受け

ている仮放免者、20 年は、退令発付を受けて

いる者のうち、帰国希望者を除いた者の数値

である。 
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第 3 図 退去強制事由別在留特別許可件数の推移 

（法務省入管庁資料より作成） 

注：1952～55 年は、退去強制事由別の統計がないた

め、すべて「不法残留」に計上している。 
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頑なに出国を拒否し続けるのは、「帰らない」のではなく、

「帰れない事情」があるからではないだろうか。 

ところで、入管法第 50 条には、法務大臣の裁決の特例

が規定されている。すなわち、退去強制事由に該当する外

国人であっても、1.永住許可をうけているとき、2.かつて

日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、3.人

身取引等により他人の支配下におかれて本邦に在留する

ものであるとき、4.その他法務大臣が特別に在留を許可す

べき事情があると認めるときには、在留特別許可（以下

「在特」）によって、正規の在留を認めるというものだ。 

「送還忌避者」とは、彼／彼女らにとっての「帰れない

事情」が「特別に在留を許可すべき事情」として認められ

なかった人々であり、当事者の視点に立てば、「在留希望

者」と呼ぶこともできるであろう。例えば、日本で生まれ

育った子どものいる長期滞在家族や、母国に戻れば迫害

の恐れがある難民認定申請者であるにもかかわらず、退

令が発付されてしまった者、退令発付後に、日本人と婚姻

したにもかかわらず、裁決が見直されない者など、帰国を

選択することができない人々である。 

 

（2）在留特別許可の拡大と線引きの明確化 

第 3 図は、日本が主権を回復して以降の在特件数の推

移である。時期によって、その数がかなり変動しているこ

とに加えて、その対象者も、時代を反映して変化している

4）。1980 年代まで、在特の主な対象は、旧植民地出身者と

その子孫（いわゆる「オールドタイマー（オールドカ

マー）」）や、朝鮮半島からの密航者であったが、ニューカ

マーが増え、退去強制事由該当者の属性が変わるなかで、

日本人と結婚した非正規滞在者や子どものいる長期滞在

家族などにも、在特が与えられるようになった。 

2000年 3月に策定された「第 2次出入国管理基本計画」

（以下「第 2 次計画」）では、「不法滞在者への現実的かつ

効果的な対応」として、第 1 次計画（1992 年 5 月）と同

様「強力かつ効果的な不法滞在者対策の実施」が挙げられ

るとともに、「不法滞在者と我が国社会のつながりに配慮

した取扱い」が新たに加えられたことから、正規化の対象

は、徐々に拡大していくと期待する支援者や当事者も多

かった。 

実際、2000 年代の在特件数は、90 年代と比べて著しく

増加した。とりわけ、半減計画 5）の対象期間である 2004

年から 08 年の 5 年間で、49,343 人が正規化されており、

日本が主権を回復して以降 70 年弱の間の在特件数の 3 割

近くを占めている。この間の「不法」残留者の減少数と比

較すると、半減計画の達成は、単なる「排除」（出国）だ

けでなく、在特による「包摂」も大きく寄与していること

がわかる 6）。まさに、前述の第 2 次計画で示された対応が

実施されたのである。 

在特件数が増加したこの時期は、在特の線引きが明確

化した時期でもあった。在特の許否判断は、長く法務大臣

の「裁量」とされていたが、2004 年 8 月に、前年の在特

事例が入国管理局（現入管庁）HP で公開されるようにな

り、06 年 6 月には、不許可事例も合わせて、毎年公開さ

れるようになった。加えて、2006 年 10 月には、「在留特

別許可に係るガイドライン」（以下「在特ガイドライン」）

が公表され、09 年 7 月には、入管法改定に合わせて改訂

された。 

在特ガイドラインでは、在特の許否判断について「個々

の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内

外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国におけ

る不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘

案して判断する 7」」と、従来同様「基準」はないとしつつ

も、判断にあたっての考慮事項を、積極要素と消極要素の

それぞれについて示している。例えば、特に考慮する積極

要素として「当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関（母

国語による教育を行っている教育機関を除く。）に在学し

相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を

監護及び養育していること」が、特に考慮する消極要素と

して「出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会

性の高い違反をしていること」が挙げられている。 

 

（3）排除の強行と恣意的な運用 

ガイドライン等によって「裁量」に一定の制約を課すこ

とは、評価しうる動きである一方で、線引きの明確化は、

残余の「不法性」を強調する機能をもつ。その結果、「特

別に在留を許可すべき事情」がないと判断された者の排

除の強行が正当化される 8）。 

2013 年から、中断していた個別国費送還が再開され 9）、

同年 7 月には、フィリピンへのチャーター機による集団

国費送還が行われた。集団国費送還は、2020 年 3 月まで

に 8 回実施され、6 か国計 339 名が送還されている。送還
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者のなかには、事実婚のパートナーや実子が日本にいる

者、20 年以上日本に暮らす者、迫害を理由に日本に庇護

を求めている者、退令発付の取消し訴訟を準備中である

者なども含まれていたが、帰国に向けた準備時間すら与

えられず、意思に反して強制的に国費送還された。集団国

費送還の報道は、帰れない事情をもつ退令発付者に新た

な恐怖を与え、彼／彼女らを追い込むものとなっている。

2016 年 4 月には、入管局長から入国者収容所長と地方入

国管理局長宛に「安全・安心な社会の実現のための取組に

ついて（通知）」が発出され、2020 年の東京オリンピック・

パラリンピック開催に向けて、積極的な送還執行が励行

されている。 

2010 年代にはいって排除が強行される一方で、在特件

数は減少する。その理由の 1 つとして、在特の主な対象

となる「不法」残留者数の減少があることも事実であるが、

それを考慮したとしても、件数の減少が著しい。例えば、

法務大臣（地方入管局長）による在特の許否判断件数に占

める在特の割合（在特許可率）をみても、2004年には91.9%

であったのに対して、10 年には 78.4％、17 年は 52.0％に

減少している 10）。非正規滞在者に関わる弁護士や支援者

からも、以前ならば在特が出ているはずのケースが認め

られず、退令が発付されているといった報告が数多く寄

せられている。 

この点について、元入管職員である木下洋一氏は、半減

計画後「サービスが終わった」とばかりに入管は審査の厳

格化に舵を切り、一転して在留を認めなくなったことを

指摘し、「同じような状況の人に、ある時期には許可を与

え、別の時期には与えない、本来そうしたことはあっては

ならないはずですが、入管の考えは違いました。『その

時々で判断が変わるのは当然だ』」と指摘している 11）。つ

まり、対外的に線引きを明確化しながらも、実際は、当局

の都合で恣意的な運用が行われており、その結果、帰れな

い事情を抱えた「送還忌避者」が生み出されているのであ

る。 

 

（4）仮放免者の動静監視の強化 

これと並行して、仮放免者への当局の対応も大きく変

化する。 

2015 年 9 月、入管局長より「退去強制令書により収容

する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について（通

達）」が発出された。当該通達は、送還の見込みが立たな

い被収容者に対する仮放免の活用を指示する一方で、「今

まで以上に仮放免中の動静を注視し、被退令仮放免者の

生活状況等を常に把握する」ことを命ずるものであり、仮

放免許可条件に違反した場合には、「仮放免の取消し又は

延長不許可として再収容」することを明記している。 

半減計画を契機として、それまで一定程度放置・黙認さ

れてきた非正規滞在者の摘発が強化されたのに対して、

仮放免者への当局の対応は比較的緩やかなままであった。

仮放免延長のために定期的に出頭し、近況を報告する義

務はあるものの、生活のために働くことは、ある程度黙認

されており、ほとんどの仮放免者は、多少の不自由はある

ものの「普通」に生活することが可能であった。前掲の通

達は、そのような仮放免者の状況を一変させ、仮放免許可

書には「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」とい

う条件が明示されるようになった。そして、その後も、

2016 年 4 月と 9 月、18 年 2 月と、動静監視のさらなる徹

底を求める指示が出されている 12）。 

就労禁止が徹底され、違反がみつかれば収容されるだ

けでなく、不意打ちの「お宅訪問」によって、生活状況を

詳細に調べられる――ある仮放免者の言葉に従えば、「追

及される」――ことで、仮放免者は精神的に追い込まれる

ようになった。けれども、帰れない事情を抱える「送還忌

避者」は、どんなに追い詰められても、帰国を選択するこ

とができず、10 年以上、仮放免や収容という不安定な状

況で暮らす者も少なくない。退令発付後も日本での滞在

が長期化することで、日本社会とのつながりは強まり、子

どもたちは日本社会を居場所（ふるさと）として成長する

一方で、母国とのつながりが希薄化（あるいは消失）する

など、帰れない事情はより強固になり、一層、帰国に応じ

ることは困難になっていく。 

加えて、就労できない仮放免者の生活を支える家族や

親族、友人や知人、支援者等の「負担」も次第に大きくな

り、出口が見えないまま、状況はますます深刻化している。 

 

4．「送還忌避者」問題は解決されるのか？ 

 

（1）専門部会報告書が示した解決策 

廃案となった改定入管法案は、前述の膠着状態にどの

ような解決を示したのであろうか。専門部会からの提言
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と合わせて検討したい。なお、専門部会報告書では、8 つ

の項目について提言が述べられているが、「送還忌避者」

に関連するものは、第 1 表に示した「本人の事情を適切

に把握するための措置等」である。 

 第 1 表の提言①は、違反審判手続きの適正化を求める

ものである。2004 年から在特の許否判断の明確化が進め

られていることは前述のとおりであるが、09 年の改訂以

降 10 年余りが経過するなかで、非正規滞在者をはじめと

する外国人・難民をめぐる状況が大きく変化しているに

もかかわらず、在特ガイドラインの見直しは行われてい

ない。むしろ、線引きは排除を強め、当局の都合で恣意的

な運用が行われているとの指摘もある。したがって、帰れ

ない事情が十分に調査・把握・考慮され、一層適切な在特

が活用されるとともに、在特の考慮要素や基準が明確化・

公表されることは、事態を改善する一助となるはずであ

る。 

また、提言②b)は、退令発付後の裁決の見直しに言及し

ており、「従前の処分の変更」は帰れない事情をもつ在留

希望者（「送還忌避者」）の「希望」に叶うものであろう。 

 

（2）在特申請制度の創設 

現行の在特は、違反審判手続き（三審制：違反審査－口

頭審理－法務大臣の裁決）を経て、法務大臣の裁決の特例

として認められる。報道等で「在特を求めて出頭」といっ

た表現をみかけることもあるが、制度上、在特の申請手続

きはない。 

21 年改定入管法案では、退去強制事由に該当すること

に異議がない場合、三審を経ることなく、在特を申請でき

る制度が創設された（第 50 条）。しかしながら、その対象

は、退令発付前の者のみで、すでに退令が発付されている

「送還忌避者」は対象外である。 

新制度によって、当局が主張する違反審判手続きの迅

速化という効果はあるだろうが、提言①a)の「その事情が

十分に調査・把握され、かつ考慮される」ための規定は、

明記されていない。現行の三審制では、退去強制事由の該

当性のみでなく、在特判断に関係する事情等についても

インタビューが行われており、口頭審理では、代理人選任

権や立会人の出頭を求める権利、証拠提出権や証人尋問

権等が認められているが、新設される申請制度では、その

手続き保障が法案に明記されていない。不許可処分の際

には、書面でその理由を知らせるとあるものの（第 50 条

の 10）、行政手続法や行政不服審査法の適用除外のままで

は、現行と同様、帰れない事情が十分に考慮されないまま

退令が発付され、新たな「送還忌避者」が生み出されてし

まう可能性が高い。 

 

（3）在特の考慮要素や基準の一層の明確化？  

21 年改定入管法案では、在特の考慮要素として、「在留

を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することと

なつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、

退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性

を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞

在者に与える影響その他の事情」が明記された（第 50 条

の 5）。しかしながら、これらの要素は、ほぼ既公表の在

特ガイドラインで挙げられているものであり、これらの

要素を具体的にどのように考慮するのかの明示はなく、

依然として「裁量」の余地が残されたままである。 

許可の基準が具体的に明記されていない一方で、原則、

不許可とする類型は「当該外国人が無期若しくは 1 年を

超える懲役若しくは禁錮に処せられた者（刑の全部の執

行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言

渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されな

＜提⾔①＞　主に退令発付前の者を対象
a) 在留を希望する事情や本国への帰還が困難である事情がある者については、退去強制令書を発付するか否かの判断にあたり、その事情が⼗分に調
査・把握され、かつ考慮されるよう、違反審判⼿続きの充実・改善に努めること
b)　退去強制事由に該当する外国⼈であっても、特別に在留を認めるべき者が存在することに鑑み、⼀層適切な在留特別許可の活⽤に努めること
c)　在留特別許可の考慮要素や基準の⼀層の明確化及びこれらを公にすることを検討すること
＜提⾔②＞　退令発付後の者を対象
a) 退去強制令書発付から相当期間経過した場合、本⼈の意向や事情が当初と変化することもありえることから、意⾒聴取を⼗分に⾏い、適切に情報
提供することにより、円滑な送還を妨げる事情を取り除くよう努めること
b) 退去強制令書発付後に在留を特別に許可することが相当となるような新たな事情が⽣じた場合など、送還を拒むことについてやむを得ない事情があ
ると認められる場合は、従前の処分の変更を含め、適切な対応を⾏うものとすること

第 1 表 本人の事情を適切に把握するための措置等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（収容・送還に関する専門部会「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」より作成） 
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かつた部分の期間が 1 年以下のものを除く。）又は第 24

条第 3 号の 2、第 3 号の 3 若しくは第 4 号ハ若しくはオ

からヨまでのいずれかに該当する者 13）」と、具体的に示

されている。 

在特ガイドラインでは、重大犯罪等――凶悪・重大犯罪

や、違法薬物及び拳銃等の社会悪物品の密輸入・売買など

――による実刑が、特に考慮する消極要素とされている

が、その他刑罰法令違反は、その他の消極要素に挙げられ

ているに過ぎない。法案にある「１年を超える懲役・禁錮

の実刑」は、重大犯罪とは限らず、万引き（窃盗）や自動

車運転過失致死傷、薬物の単純所持・自己使用でも該当す

る。つまり、法案は、不許可のハードルを下げることで、

「排除」の対象者を拡大しているのだ 14）。 

これは、専門部会提言が求めた「一層適切な在留特別許

可の活用」（提言①b) ）に逆行するものであり、帰れない

事情をもつ「送還忌避者」を増やす可能性が高い。 

 

（4）「送還忌避者」に提示された選択肢 

前述のとおり、退令が発付された者は在特申請制度の

対象外である。専門部会からの提言②b)は、退令発付後の

「従前の処分の変更」に言及しているが、法案では「送還

忌避者」の裁決見直しは「職権」(第 50 条)と規定され、

いわゆる「再審情願」は法的に保障されていない。つまり、

帰れない事情を抱えたまま不安定な状況で滞在している

「送還忌避者」の「出口」は見えないままである。 

21 年改定入管法案が「送還忌避者」に対して示した救

済策は、いわゆる「禊出国」である。すなわち、過去に退

令や出国命令により出国したことがない退令発付者が自

費出国した場合、上陸拒否期間が 5 年から 1 年に短縮さ

れるという規定である（第 52 条第 5 項、第 5 条第 1 項第

9 号ロ）。ただし、「その者の素行、退去強制の理由となつ

た事実その他の事情を考慮して相当と認めるとき」とい

う条件があるため、恣意的な運用の余地が残されている。 

加えて、再び日本に戻ってくる際の在留資格は「短期滞

在」以外でなければならない。日本人や正規滞在外国人と

婚姻関係にある者であれば、「日本人の配偶者等」「永住者

の配偶者等」「定住者」「家族滞在」といった在留資格をえ

て入国することが可能であるが、子どものいる長期滞在

家族の場合、親が家族帯同可能な在留資格の要件を満た

さなければ、再び日本に戻ってくることはできない。まし

てや、迫害を逃れて難民認定申請している者は、そもそも

母国に戻ることができないし、1 年間、第三国で正規滞在

して再び日本で難民認定申請するなどということは非現

実的である。 

したがって、上陸拒否期間の短縮という措置は、一部の

「送還忌避者」に対する「恩恵」でしかなく、その他多く

の「送還忌避者」の解決策にはならない。さらに、たとえ

その「恩恵」を享受できる者であっても、その間、家族が

離れて生活しなければならないとしたら、精神的にも経

済的にも負担が大きく、家族結合権を侵害する。いったん

出国させて 1 年後に正規の滞在を認めるのであれば、少

なくとも該当する在留資格がある者に対しては、在留を

認めればよいであろう。 

 

5．むすびにかえて 

 

（1）なぜ「送還忌避者」が生み出されるのか？ 

4.で考察したとおり、21 年改定入管法案では、「送還忌

避者」問題を解決することはできない。そこで、最後に、

なぜ「送還忌避者」が生み出されるのかという視座から、

解決策を検討してみたい。 

専門部会では、退令発付の判断は適切であったという

前提のもと、退令が発付されても帰れない事情がある

人々（理由①）の解決が話し合われているが、「送還忌避

者」のなかには、難民認定審査や法務大臣の裁決が適切に

行われなかった結果、退令が発付されてしまった人 （々理

由②）もいる。 

①に関しては、再審情願の手続きを入管法に定める必

要があるだろう。そのうえで、②の人々も含めて、難民認

定申請者については、少なくとも 2014 年 12 月に難民認

定制度に関する専門部会がまとめた提言 15）を入管法に反

映し、適切な難民認定審査を行う必要がある。また、在特

の許否判断の手続き保障に加えて、最低限、日本が締結し

ている国際人権諸条約が求める子どもの最善の利益や家

族結合権などを、判断に際して考慮することを入管法に

明記することも肝要だ。さらに、人道的な視点から、「送

還忌避者」の帰れない事情を十分に配慮するとともに、外

国人や難民の状況や社会情勢の変化に応じた、在特ガイ

ドラインの見直しが求められる。 
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（2）退去強制事由対象者の拡大 

ところで、ある外国人に対して退令が発付される根拠

は、退去強制事由（入管法第 24 条）に該当することであ

る。したがって、退去強制事由が追加されれば、その対象

者（理由③）は拡大される。 

たとえば、2004 年 12 月に在留資格取消し制度が創設さ

れ、その後 09 年と 16 年改定入管法で事由が追加されて

おり（12 年 7 月と 17 年 1 月施行）、第 1 号と第 2 号、第

5 号に該当すれば、退去強制事由となる。それ以外の取消

し事由であっても、指定された期間内に出国しなければ、

退去強制事由となる。当該制度によって 2020 年までに累

計で 5,582 人の在留資格が取り消されている。 

さらに、08 年改定入管法では「不法」就労助長が退去

強制事由に追加され（10 年 7 月施行）、20 年までに累計

で 1,206 人が当該事由により退去強制の対象となってい

る。日本人であれば、3 年以下の懲役か 300 万円以下の罰

金という行為が、外国人の場合には、生活の基盤を失うか

もしれない罪に問われるのである。加えて、新しい在留管

理制度の導入にともなって、在留カードに係る退去強制

事由が追加され、同じく 819 人の退去強制事由該当者が

生み出されている。 

退去強制事由該当者なかには、日本に家族がいる者、日

本で生まれたり、教育を受けた（受けている）者、長期間

日本で暮らす者など、生活基盤が日本にある者もいるで

あろう。違反審判の結果、彼／彼女らに退令が発付されれ

ば、帰れない事情ゆえに「送還忌避者」とならざるをえな

い。 

当局は、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、

右のような外国人在留制度のわく内で与えられているに

すぎない」という最高裁判決（1978 年 10 月）を、社会権

規約や自由権規約などの国際人権諸条約を締結した以降

も、いまだ金科玉条のごとく信奉しているのみならず 16）、

在留の根拠となる在留資格すら「奪う権限」を行使してい

るのである。 

ニューカマーの滞在長期化・定住化が指摘されて久し

い。日本で暮らす外国人は、ニューカマー急増のきっかけ

となった 89 年改定入管法の施行当時からおよそ 3 倍に増

え、「共生」という言葉が国レベルでも使用されるように

なっている。けれども、外国人の権利の拡大は遅々として

進んでいない一方で、排除は拡大している。日本社会で生

活している外国人や難民の生活実態に合わせて、彼／彼

女らの権利保障の視点から、退去強制事由や在留資格取

消し事由を見直す必要がある。 

 

（3）「送還忌避者」を生み出す外国人政策・難民政策 

退去強制事由の追加に限らず、非正規滞在者など退去

強制事由該当者を、国の外国人政策や難民政策（理由④）

と切り離して論じることは不可能である。 

国際基準を満たさない難民認定制度ゆえに、不認定者

が「送還忌避者」となるのである。いわゆる外国人「単純

労働者」を受け入れないという基本方針の背後で、単純労

働分野における労働力需要があったからこそ、非正規滞

在者が必要とされ、それに代わる労働力供給源が十分で

なかった時代には、彼／彼女らの存在が一定程度、黙認さ

れていたのだ。 

就労に制限のない在留資格を与えられ、親世代の労働

力が活用される一方で、子ども世代の学びの権利が適切

に保障されなかったがゆえに、日本社会での居場所をな

くした日系人の若者。国際貢献という美辞麗句のもとで、

劣悪な環境での労働を強いられ、耐え切れず脱出（「失踪」）

せざるをえない技能実習生。留学生 30 万人計画を掲げな

がらも、奨学金などの支援体制を整備せず、受入れ促進を

市場に委ねたがゆえに、学業を継続することができなく

なった留学生。迫害から逃れて日本に庇護を求めている

にもかかわらず難民として認定されない難民認定申請者。

日本に家族がいるにもかかわらず、在特が認められず、退

令が発付された非正規滞在者。 

「送還忌避者」問題を解決しようとするのであれば、労

働市場の需要から目を背け、フロントドアから必要な外

国人労働者を受け入れることを先送りし、日本語学習機

会や子どもの教育など、受入れ環境の整備を怠ってきた

これまでの政策こそが、問われるべきではないだろうか。

つまり、「送還忌避者」を生み出す一因は、外国人政策や

難民政策にあるのだ。 

2018 年 12 月、政府は、深刻な人手不足に対応するため

に入管法を改定し、新たな外国人労働者の受入れへと舵

を切った。加えて、「外国人材の受入れ・共生のための総

合的対応策」を策定（2018 年 12 月、19 年 12 月、20 年

7 月、21 年 6 月改訂）し、日本語教育推進法を制定（2019

年 6 月）するなど、不十分ではあるが「共に生きる」ため
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の環境を整えつつある。合わせて今こそ、過去の政策の過

ちを検証し、「送還忌避者」への人道的な対応を進めると

とともに、新たな「送還忌避者」を生み出さない政策への

転換が求められる。 

 

〔注〕 

1）入管庁が使用する「送還忌避者」という名称は、彼／彼女ら

の「不法性」を強調し、自らの排除を正当化するためのラベ

リングであり、定義も必ずしも明確ではないことから、本稿

では括弧つきで表記する。 

2）一方、入管庁の資料「送還忌避者について」（2020 年 3 月 27

日）では、「入管法の定める慎重な手続による審査を経て、退

去強制事由に該当すると判断され、かつ、特別に在留を許可

すべき事情がないため在留特別許可が付与されずに退去強

制処分を受けた者であり、もはや退去強制手続において採り

得る手段はなく、速やかに送還することが求められているに

もかかわらず、法律上又は事実上の作為・不作為により日本

からの退去を拒んでいる被収容者」と説明しており、①のみ

を「送還忌避者」としている。 

3）被収容者や仮放免者のおかれている過酷な状況については、

平野（2020）を参照されたい。 

4）在特に関する詳細は、鈴木（2009）及び近藤ほか（2010）を

参照されたい。 

5）犯罪対策閣僚会議の「犯罪に強い社会の実現のための行動計

画－『世界一安全な国、日本』の復活を目指して－」（2003 年

12 月）において、「不法滞在者を、今後 5 年間で半減」する

目標が掲げられた。 

6）「不法」残留者数は、219,418 人（2004 年 1 月 1 日）から 113,

072 人（2009 年 1 月 1 日）に激減したが、当該 5 年間の在特

件数は、減少分の半数近くを占めている。 

7）06 年版の在特ガイドラインには、考慮する事情として「生活

状況」も列挙されていたが、09 年改訂版ではなくなっている。 

8）小井土は、アメリカにおける DACA プログラム（Deferred 

Action for Childhood Arrival、幼少期にアメリカに移住した非

正規滞在の若者に対する暫定的な滞在・就労容認措置）と並

行して行われた非正規移民の排除・送還の強行に言及し、「排

除されてきた国内人口の一部が選別的に包摂されることは、

同時にその反面として他の大部分が排除され続けることを

意味する。＜中略＞一方での包摂は、他方での激しい排除を

しばしば伴う」と指摘している（小井土 2017：345）。 

9）2010 年 3 月、日本人女性と婚姻しているガーナ人男性が、強

制送還中に飛行機内で死亡したことから、入管局は、その後

しばらく、国費送還を控えていた。 

10）2020 年には在特許可率が 77.1％に上昇しているが、2000 年

代と比較すれば依然として低い。 

11）「『これでいいのか』元入管職員が打ち明けた出入国行政の

“闇”」．『毎日新聞デジタル』（2021 年 4 月 29 日付）

（https://mainichi.jp/articles/20210428/k00/00m/040/270000c）（最

終閲覧日：2021 年 5 月 1 日）。 

12）「伊勢志摩サミット及び関係閣僚会合等開催に伴う上陸審査

手続及び退去強制手続への対応等について（通達）」（2016 年

4 月）、「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適

切な運用と動静監視強化の徹底について（指示）」（2016 年 9

月）、「被退去強制令書発布者に対する仮放免措置に係る適切

な運用と動静監視強化の更なる徹底について（指示）」（2018

年 2 月）。 

13）入管法第 24 条には、退去強制事由が列挙されている。 

14）当局が公表している在特事例では、覚せい剤取締法違反によ

り懲役 2 年 8 月に処せられた者（2003 年度許可事例 21）や

詐欺罪により懲役 3 年 6 月に処せられた者（2008～9 年許可

事例（4）9）が許可事例として挙げられている。 

15）第 6 次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部

会「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果（報告）」

（2014 年 12 月）。 

16）国際人権基準をふまえたマクリーン事件判決の見直しについ

ては、近藤（2021）を参照されたい。 
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近藤 敦（2021）マクリーン事件判決の抜本的な見直し．
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2021 年入管法改正案に先立つ提言を出した収容送還専門部会の覚書 

―さらなる情報開示の必要性と社会構造への適合のための視点― 

 

宮崎 真 

（真法律事務所） 

 

 2019 年 4 月設置の入管庁は、同年 6 月の大村入管センターでの飢餓死事案で表面化した問題の解決を図るため、収容送還に関する専

門部会において議論を進めて、2021 年入管法改正案を国会に提出した。しかし、改善したはずの収容施設で再び死亡事案が発生し施設

内録画映像の開示が与野党の対立点となり廃案になった。前記改正案の基礎をなした専門部会の 終提言に至る経過を、情報開示や情

報分析の観点から、提言の指摘や今後の入管法改正において果たすべき役割を明らかにする。具体的には、議論の出発点を収容・送還

の前提となっている在留特別許可、難民認定制度の見直しに置いた議論が不可欠であること、そして、現代日本社会では国籍で分類で

きない家族関係や多国籍な家族が形成されていることを明らかにするとともに、技能実習・特定技能制度、留学制度の問題点の把握、

国際的視点の再確認、さらには移動の自由が変質したアフターコロナの視点を加味することの必要性を示す。入管で発生している事象

は、入管庁対外国人という限定された問題ではなく、日本社会の様々な構成員の意向が入管職員や外国人の行動を誘発して死亡事案や

暴力等の現象が発生している側面があり、いかにすれば入管行政の背景にある日本社会、そしてその代表である国会議員の持つ潜在意

識をあぶりだせるかという問題でもあることを明らかにする。 

キーワード：収容送還に関する専門部会、送還忌避者、在留希望者、複眼化と公開 

 

 

1．はじめに 

 

本論考は、2021 年通常国会に提出されたが、同年 3 月

の名古屋入管死亡事案の画像開示が焦点になり廃案に

なった入管法改正案の出発点となる 2020 年 6 月「送還忌

避・長期収容問題の解決に向けた提言」（以下「提言」と

いう）1）を出した「収容・送還に関する専門部会」（以下

「本専門部会」という）について、専門委員を経験した個

人の立場から論じるものである。採るべき施策は、各所で

議論が深化しているので、一部データの分析に留め、詳細

は他の論考に譲る。 

2019 年 4 月法務省外局である出入国在留管理庁（以下

「入管庁」という）が入国管理局から昇格して設置された。

外国人材について専門的・技術的分野や国際貢献名目の

技能実習に限定していたところ、深刻化する人手不足の

対応としての外国人の受入れを制度発足当初段階でも就

労目的で在留している外国人と同程度の規模で容認する

という労働政策の転換 2）が主たる昇格理由で、「特定技能」

制度や在留管理体制の整備が 重要課題であった。合わ

せて、2020 年 7 月に予定されていたオリンピックの円滑

な出入国も課題であった。 

しかし、こうした中で、入管庁として 初の入管法改正

案は、先述の労働政策上、在留管理上の課題とは異なり、

収容・送還に焦点を当てたものであった。改正案は、在留

希望者を、前提となる行政判断は是であるという入管行

政の視点に基づいて、在特、難民の振分け後の行政判断に

従わない者をいわゆる「送還忌避者」と位置付け、強制的

な国外送還の円滑化を目的としていた。 

仮放免は、1998 年 91 名だったものが 2008 年 1,289 人

に達し、2015 年には 3,606 名となっていた 3）。そのため、

仮放免の方針を転換し、2016 年 9 月 28 日付「被退去強制

令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静

監視強化の徹底について（指示）」発出時期頃から 6 か月

を超える収容者数が約 300 名から倍増し 4）、2018 年 2 月

28 日付「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係

る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について（指

示）」及び「仮放免運用方針」が出されるに至っている。

同収容強化方針で、長期収容者が急増していった。ただし、

新型コロナの影響を受け、収容者数は激減し、2021 年 9

月末で 141 人である 5）。 

収容者（第 1 図）や仮放免者（第 2 図）の期間を推移

だけで見ると、収容の厳格化は、仮放免期間の短い者につ

いて帰国を促進し、他方長期の者にあっては効果を発揮
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しなかった。改正案は、これを、難民申請回数に基づく送

還制限からの除外、刑事罰等によって解決することを意

図するものであった。 

難民申請による送還停止防止や刑事罰導入は退去強制

手続が送還する日本側だけでは行い得ず（現在の調整不

能国はイランのみである 6））、送還を受ける国との調整も

相当程度しているので、送還手続が途中で停止しないよ

う予測を持って行いたいという意図も含まれている。 

本入管法改正の議論が始まったのは、収容・仮放免の運

用方針の流れの中での一環ではあるが、2018 年春に突然

公表されて試験制度も完備していなかった特定技能制度

やワンストップセンターの立上げに労力が割かれていた

時期に、2019 年 6 月 24 日大村入管での飢餓死が発生し議

論が早まったことが推測される。そうした状況の中で、強

制的な国外送還や収容監理体制の整備という方向付けで

議論は始まった。大村センター飢餓死事件に対しては、第

三者調査は行わず、内部調査の結果として、拒食関連の取

組、知見の蓄積、強制的治療体制整備、送還促進方策検討、

仮放免の在り方の検討という再発防止の今後採るべき方

策が取りまとめられていた 7）。 

 

2．本専門部会について 

 

（1）委員の構成 

 本専門部会は、出入国管理政策懇談会（以下「政策懇談

会」という。）の下に設けられていた。政策懇談会は，出

入国在留管理行政について広く各界の有識者から意見を

聴くための法務大臣の私的懇談会であり，平成 2 年 11 月

の第１次政策懇談会の発足後，これまで７次にわたる政

策懇談会が設けられてきている。そして、過去に専門部会

として、「難民認定制度に関する専門部会」（以下「難民専

門部会」という）8）、難問問題に関する専門部会、在留専

門部会が設けられていた。 

本専門部会の委員は第 1 表記載の 10 名で、専門分野別

に見ると、刑事法 2 名、行政法 1 名 9）、移民政策 1 名 10）、
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（本専門部会資料より作成） 
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第 2 図 仮放免期間の推移 

（本専門部会資料及び入管庁「現行入管法上の問題

点」（2021 年 12 月）より作成） 

2015 年 9 ⽉ 18 ⽇付「退去強制令
書により収容する者の仮放免措置に係
る運⽤と動静監視について（通達）」 

2016 年 9 ⽉ 28 ⽇付「被退去強制令書発
付者に対する仮放免措置に係る適切な運
⽤と動静監視強化の徹底について（指⽰） 

2018 年 2 ⽉ 28 ⽇付「被退去強制令書発付者に対す
る仮放免措置に係る適切な運⽤と動静監視強化の更な
る徹底について（指⽰）」及び「仮放免運⽤⽅針」 
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国際法 1 名 11）、元入管局長１名、元入管・元検察官 1 名、

外国人支援側弁護士 1 名、医師 1 名、難民支援団体 1 名

12）と、オブザーバーとして UNHCR1 名という構成であっ

た。 

各委員は、視察委員、難民参与員等で当該外国人に触れ

合う機会がある者も含まれているが、必ずしも収容・送還

という分野を専門にしているわけではない。 

会議には、入管職員 20 名程度が同席しており、長官が

10 期日中 8 回、次長、審議官、警備課長、難民認定室長

等は、毎回同席していた。 

 

（2）会合の持ち方 

 2019 年 10 月から 2020 年 2 月の 7 期日は対面会合、新

型コロナの影響で 2 月後半から 5 月中旬は会合は流会で

書面による提言の整理、2020 年 5 月 22 日から 2020 年 6

月 15 日の 3 期日は入管庁としてはそれ以前には例がな

かったＷｅｂ併用で行われた 13）。各会合期日間には、入

管事務局との情報提供要請等の打合せを行った。 

 

（3）議論の枠組み 

 議論の枠組みは、収容・送還に限定されていた。難民部

分については、難民専門部会での議論により一応の改善

策が示されていることを前提としたためである。ただし、

第 1 回及び第 2 回会合の論点整理において、「庇護を要す

る者を適切に保護し」「送還に困難な者に適切に対処」と

いう文言を加えることで、議論の幅が広がって、関連した

議論が全面的に制限されたわけではなかった。 

 

3．本専門部会の役割 

 

（1）提言の取りまとめと議論過程、議論資料の開示 

 本専門部会の検討課題は、当初「送還忌避者の増加や収

容の長期化を防止する方策やその間の収容の在り方を検

討すること」であり、 終的には「送還忌避・長期収容問

題の解決に向けた提言」の取りまとめが主たる役割で

あった。 

 本専門部会については、それだけではなく、その議論過

程や各種情報が開示されること、情報が分析されること

によって、後の社会や国会での議論に資することも重要

な役割であった。 

 

（2）情報の公開 

 本専門部会の特徴は、 終提言にも情報記載部分が多

いが、その他でも情報公開が広範囲になされている点を

指摘できる。 

 第 1 に、議事録の公開である。専門部会や有識者会議

では自由な発言を阻害するとして、議事概要の公開にと

どめているものが少なくない。2014 年に難民制度の取り

まとめをした難民専門部会では、参加者の自由な意見交

換のためにとして、議事概要のみが公開されていた。本専

門部会では議事録の公開については、異論はなかった。た

だ、議事概要は会合後速やかに公開されていたが、議事録

は各委員の確認等の後公開を行ったため、タイムリーと

までは言えなかった。 

 第 2 に、入管自らの判断または専門委員からの質問に

対して入管が取りまとめた資料が公開されている。例え

安冨　潔※★(座⻑）  慶応義塾⼤学名誉教授（刑事訴訟法）
髙橋　直哉　　　　　　　　　　　　 中央⼤学⼤学院法務研究科教授（刑法）　　
野⼝　貴公美※ ⼀橋⼤学⼤学院法学研究科教授 （⾏政法）
明⽯　純⼀※★ 筑波⼤学⼤学院⼈⽂社会科学研究科准教授 （移⺠政策）
川村　真理★ 杏林⼤学総合政策学部教授（国際法）
髙宅　茂 ⽇本⼤学危機管理学部教授（元⼊管局⻑）
寺脇　⼀峰 弁護⼠（元⼊管総務課⻑・元公安調査庁⻑官・元⼤阪⾼検等検事⻑）
宮崎 真 弁護⼠（⽇弁連推薦）
⼤橋　秀夫 医師（元⼋王⼦医療刑務所⻑）
柳瀬　房⼦★ 特定⾮営利活動法⼈難⺠を助ける会会⻑ （難⺠⽀援団体）
オブザーバー
川内 敏⽉   国連難⺠⾼等弁務官駐⽇事務所副代表 （UNHCR)    

第 1 表 収容送還に関する専門部会の委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本専門部会資料より作成） 
注：上記記載は分野別整理。政策懇談会委員（※） 難民審査参与員（★） 入

国者収容所等視察委員会委員（非公開）。なお、（ ）内の専門分野はイン

ターネット上の情報を筆者が記載した。 
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ば、「送還を拒む理由」、「送還忌避者の年齢構成・国籍」

「未済難民件数、国籍、申請回数」「訴訟数や敗訴件数」「被

収容者の投薬割合」「諸外国における収容・送還における

法制度」などがそれにあたる。 

 こうした流れの一部は、入管白書「出入国在留管理」の

記載にも引き継がれ、2020 年版からは資料４「出入国在

留管理関係訴訟」の項目に、判決数に勝訴数、敗訴数の記

載がされるようになった。 

 第 3 に、委員が提出した関連情報がホームページを通

じて公開されている。たとえば、各委員が提出した意見の

メモ、「安全で秩序ある正規移住のためのグローバル・コ

ンパクト（Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration）」（2018 年 12 月 10 日採択）の抄訳 14）、入管施

設内での 15 件の死亡事案の一覧データ 15）、大村センター

の長期収容に関する 2019 年 11 月 25 日日弁連勧告、難民

支援協会からの提供資料等がこれに当たる。 

 

（3）情報の分析 

 本専門部会内でも一定の情報分析を明らかにしたが、

今後とも、情報が公開され、それを踏まえた客観的議論を

することが求められている。 

 例えば、次のような情報が存在している。 

①退令収容者及び仮放免の年齢構成 

2019年 6月末の退令収容者及び仮放免者は合計 2982名

であったが、そのうち 20 歳未満が 305 名、50 代が 596

名、60 歳以上が 102 名であった 16）。 

20 歳未満については、多くは家族と生活しており、学

齢期には学校にも通学している。60 歳以上の者で帰国し

ない場合は、一定の事情が存在しているはずである。 

②収容体制と処方薬所持割合 

 医師の処方薬所持割合は、6 か月以上の収容者がほとん

どの東日本センター96％、大村センター78％で、6 か月未

満の横浜支局では 13％で 17）、何らかの形で長期収容に影

響を与えていることは明白であった。 

 第 3 図記載の 6 施設が一定期間以上の収容が見込まれ

る施設で、その他の 11 収容施設は一時収容であるため、

長期の収容問題は上記 6 施設が主たる対象である。東日

本、大村は入国者収容所であって本来男女を問わない長

期収容が前提であるが、現在は 6 か月以上の長期が中心

で、男性のみ収容している。横浜は、専門部会当時帰国予

定の 6 か月以下が中心であった（コロナ関係のため 2022

年 2月現在，女性は東京から横浜に移されている）。東京、

大阪、名古屋は、地方出入国在留管理局の収容場で、以前

は 6 か月程度を目途にしていたが、現在は期間を問わず

収容し、特に女性は長期も収容されている。収容場におい

ては、被収容者のプライバシーを守れる場所はほぼなく

18）、夜も監視のためにカーテンや目隠しもない。男性のみ

収容している施設においては、職員も男性がほとんどで

あり、移動の付き添いや監視など民間外部委託の職員が

果たしている役割も大きい 19）。 

 入管のホームページには、「収容施設の構造や設備は、

通風、採光を十分配慮しており、冷暖房が完備されていま

す。」と記載されているが、それは収容施設の 1面であり、

月単位や年単位で過ごす環境ではない。 

 実務的に言えば、処方薬を受けるために、医療に関する

願箋を提出して入管側が処理し、職員が付き添って診断

を受けて、職員は所長宛て報告書を作成して提出し、庁内

診療及び外部医療機関での診療時には、外部の通訳人を

確保している。外部医療では、職員複数名付き添うのが通

常であり、戒具を使用しているが、その際には外観上わか

らないようにする、連行する職員は制服を着用しないな

どしているとのことである。そして、診療後に薬が出ると、

薬は職員が管理して毎回配布回収し記録するなどの事務

作業を行っている 20）。このように受診や所持薬割合が高

いということはそれだけ業務時間を使うということも意

味する。 

 在留希望を持った外国人にも、担当入管職員にも、医療

関係者にも、各種事情が存在するが、抽象的に分析する際
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第 3 図 各収容施設における処方薬所持者の割合 

（本専門部会（2020 年 2 月 17 日）付参考資料 

より作成） 
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には表面に出てこない要素がある。過大な負担があると

きには、入管職員や医療関係者の場合は離職を選択し 21）、

外部の医療機関は受診を避け、外国人の場合には健康を

かけてのハンスト 22）や命を賭しても意に沿わない帰国と

いう選択肢をとることになる。詳細の情報については、プ

ライバシーや職業的秘密の壁があるし、さらに激化して

いる対立構造の中での炎上といった事態も引き起こしか

ねないことを恐れて公にされない部分もある。 

 この構図は外国人と入管職員が生み出しているという

より、法律によって方向づけられた期限の定めのない矯

正施設型の収容という仕組みによる要素が大きく、責任

の所在は入管以外の外部機関にもあるが、見落とされが

ちである。 

③難民 

難民について言えば、2019 年 9 月末時点の未処理件数

で、初回申請の 1 次 1 万 6820 件、審査請求 1 万 0480 件、

複数回申請の 1 次 740 件、審査請求 1733 件の合計 2 万

9773 件であった 23）。これを、限られた難民調査官 24）や

100 名に満たない難民審査参与員で対応することに無理

がある。具体的には、難民の審査の平均処理期間が 2019

年 1 次 17.6 か月、審査 17.9 か月、新型コロナの影響を受

けた 2020 年では 1 次 25.4 か月、審査 26．8 か月であるこ

とからも示されている 25）。 

そして、問題になっている複数回申請者の国籍国では

国際的に難民認定割合が高い国になっており（第 2 表）、

これらの難民申請者に対して、複数回申請を許さず、送還

促進ということで処理をすることは妥当性に欠くと言わ

ざるを得ない。本来、複数回申請を減少させるためには難

民認定仕組みの検証が必要であり、短時間で適正手続で

あると当事者が実感できる、例えば個別把握論にとらわ

れない国際基準を踏まえた認定手続、訴訟手続、法支援体

制が必要である。 

 

4．在留特別許可から見たいわゆる送還忌避者 

 

 難民を除く在留特別許可から見た在留希望者（送還忌

避者）については、国際化した社会構造を踏まえたり、退

去強制時という「点」ではなく再入国も含めた継続した時

間軸の「線」で検討する必要がある。 

 例えば、在留を希望する理由では、いわゆる送還忌避者

とされる被収容者 649 名中、家族同居 179 名（外国人家

族が 105 名）、子の養育 123 名（外国人の子が 75 名）で

（第 3 表）26）、日本人との国際結婚や異なる国の結婚、子

育ての必要性が反映されている（複数回答可なので重複

しているが、重複状況のデータは得られなかった）。 

日本社会では、外国人を一方当事者とする結婚は 2020

年 2.9％（ピーク時の 2006 年は 6.1％）、父母の一方が外

国人で出生する子は 2％で 27）、データはないものの多重

国籍は数十万人であると推測されている。また、住民基本

台帳によれば、2021 年 1 月 1 日現在日本社会における外

国人は 281 万 1543 人（2.22％）、で、世帯では全 5949 万

7356 世帯中、外国人世帯 164 万 2469 世帯、複数国籍世帯

47 万 6464 世帯である 28）。 

 こうした社会状況から見て、在留資格が付与される婚

単位（件数）

複数回
総数

1次  異議

1 トルコ 3,119 2,421 698 175 523 22.4% 0 41
2 ミャンマー 2,931 2,610 321 99 222 11.0% 214 1,621
3 ネパール 4,151 3,883 268 36 232 6.5% 2 12
4 スリランカ 5,148 4,948 200 70 130 3.9% 4 43
5 パキスタン 1,939 1,796 143 41 102 7.4% 1 34
6 バングラディシュ 1,770 1,639 131 41 90 7.4% 5 31
7 イラン 252 152 100 53 47 39.7% 18 8
8 ナイジェリア 387 293 94 45 49 24.3%
9 インド 1,884 1,792 92 14 78 4.9% 0 3

10 カメルーン 500 434 66 18 48 13.2%
10 ガーナ 264 198 66 26 40 25.0%

難⺠認定 ⼈道上配慮国名
複数回未処理

複数回総数/
未処理総数

全未処理
案件

初回未処理

第 2 表 難民申請の状況（2019 年 9 月末） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本専門部会 2019 年 12 月 12 日付参考資料より作成）

注：難民認定数、人道支援配慮数は 2006～2018 年のものである。 
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姻期間中（「日本人の配偶者等」）及び直接的な養育（730

通達による「定住者」）における家族関係の重要性は当然

のこと、離婚や認知などのような場合においても、生活や

養育、子の教育関与や面会等親子関係の継続などのため

の措置が必要であることが示されている。 

 外国人同士の夫婦にあっても国籍国が異なる場合に、

居住地である日本との結び付きが強固になっている。準

拠法が在留資格と共通するわけではないが、法の適用に

関する通則法は、婚姻や離婚に関する準拠法について、同

一本国法→夫婦の常居所地法→夫婦に密接関係地法の順

で適用することになっており（同法 25 条、27 条）、生活

拠点との結びつきを配慮している。日本で出生した子や

生育した子の場合、国籍だけを重視して外国に帰すとい

うのは子の福祉に反し乱暴すぎる。 

 仮放免では原則として 1 か月 1 回入管に出頭して仮放

免期間の更新手続きが行われているのであるが、2020 年

12 月末時点で 1 年以上の期間の仮放免者が 1847 人おり、

10 年以上の期間に限っても、258 人いる 29）。このように

年単位で時間を重ね年齢が高くなった場合には、帰国後

の生活は成り立たないことが見込まれる。 

 さらに、2021 年 3 月の名古屋入管死亡事案等に鑑みる

と、技能実習・特定技能制度、留学制度、ＤＶに対する対

応など、外国人の受入れ制度の綻び部分についても検討

が求められている。 

 加えて、新型コロナに端を発した国境管理の厳格化や

航空会社の再編などは、国境を跨ぐ家族に物理的にも経

済的にも移動の障壁を高くするおそれがある。 

 そのため、退去強制を検討するにあたっては、再度の入

国による家族の結合や交流、構築されている生活の再建

等可能とする体制も構築しておく必要がある。 

 

5．おわりに 

 

2021 年 12 月 21 日入管庁から「改善策の取組状況」及

び「現行入管法上の問題点」が公表されて、2022 年にも

再度入管法改正が議論される見込みである。 

出入国があるので単一時点の対象者で考えるべきでは

ないが、量的な参考数字として、2019 年時点で 6 か月を

超える仮放免者及び被収容者（在留特別許可の対象者）は

約 3000 人、難民申請者は約 3 万人（複数回申請者 2500 人

弱）であった。在留を否定する行政判断に誤りがないこと

を前提とすれば、退去強制令書発付後の段階では在留特

別許可申出者と難民認定申請者はまとめて議論されるこ

とになる。しかし、前提となる行政判断に疑問を呈した場

合には在留特別許可は主として家族などの国内事由を、

難民は迫害など国外事由を理由とするもので難民条約に

基づくため別に議論される必要がある。念のために述べ

ると、難民認定手続は難民条約上の難民該当性だけでは

なく、人道上配慮も判断する構造になっており、その中に

は在留特別許可と共通する婚姻等も含まれる 30）。 

入管法改正の議論において、情報開示・分析に偏りがみ

られ、また入管庁対外国人という対立構造が目立ち、入管

での問題が発生する背景である社会、そして国会が潜在

化されてしまっている部分がある。重大犯罪等で仮放免

を認めないのは、入管の判断ではあるが、一般社会におけ

る不安も背景にしたものである。問題点を洗い出すため

には、情報の開示は重要であり、情報の「透明化」ができ

ない例外的な場合でも、情報の「複眼化」が重要である。 

また、入管庁が対象とするのは、日本国籍を有しない者

で、日本国籍の後発的取得者、保有者は含まない。しかし

ながら、親族関係や国際移住も複雑化していて社会で生

活する人の関係性は国籍だけでは分類できない状況に

単位（⼈）

（家族が⽇
本⼈）

（家族が外
国⼈）

（⼦が⽇
本⼈）

（⼦が外
国⼈）

27 34 19 28

47 71 32 47

74 105 51 75
19 75 80 987

11 58 47 696

総数 649
179 123

391 120

8 17 33 291

6か⽉以上 454
118 79

302 81

稼働 訴訟係属中 その他 延べ⼈数

6か⽉未満 195
61 44

89 39

収容期間 実⼈数
家族同居 ⼦の養育 難⺠認定⼿

続中
⽣活基盤

第 3 表 送還を拒む理由（被収容者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本専門部会 2020 年 2 月 17 日付参考資料より作成）
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至っている。退去強制はその当該本人の問題であるだけ

ではなく、日本人や外国人の家族、そして経済関係にある

者など周辺の関係者を包摂した問題でもある。 

さらに、技能実習・特定技能制度、留学制度による受入

れ後の不就労や不就学において劣悪な労働環境等受け入

れ側の問題や新型コロナでの出勤制限や出校制限、アル

バイトの喪失など不可避的継続困難などの弊害やＤＶな

ども在留特別許可の１要因になっており、これに真摯に

向き合う必要がある。 

また、恣意的拘禁、ノンルフールマン原則など国際基準

に対する理解についても、国と国際的な考え方での乖離

が見受けられる 31）32）。 

難民制度については難民専門部会における「難民認定

制度の見直しの方向性に関する検討結果（報告）」の改善

点も中途であり、2021 年 7 月 21 日に国連難民高等弁務官

事務所（UNHCR）と出入国在留管理庁（入管庁）の間で、

難民認定制度に関する協力覚書（MOC）の交換が行われ

ており、これによる改善を待つ必要がある。 

2021 年 12 月の入管庁の「現行入管法上の問題点」を見

ると、2020 年 12 月末現在退令手配中 415 名（その他、退

令収容中 248 人、退令仮放免中 2440 人、合計 3103 名）

だが、死亡事案が相次いだ収容状況や東京高裁 2021 年 9

月 22 日判決で裁判を受ける権利（憲法 32 条）を侵害し、

適正手続の保障（憲法 31 条）及びこれと結びついた憲法

13 条に違反したと評価された送還状況 33）から見て、出頭

を拒む要因の中に現行の収容・退去強制制度の改善を待

つ点が多々あり、今は刑事罰の導入を議論すべき時期で

はないと言わざるを得ない。 

人権制約の謙抑性の観点から、収容を必要 小限に留

めることは当然として、死亡や投薬など人としての尊厳

を害している現在の収容体制を所与のものとして運用の

改善という対応で行うべきものではない。四半世紀前の

竹内昭太郎元入管局参事官の振り分けや見解に賛成する

わけではないが、それでも「送還まちの収容所制の適正化」

として、ふつうの出国まち待機者や争訟者を収容する一

般棟については個室マンション式ないし簡易ホテル式と

いった提案は考えさせられるものであり（竹内 1995）、刑

事処遇については開放型の刑務所も導入されている 34）。

これまでも様々なアイディアが出されながら、今回の法

改正でも柔軟な発想の下に制度が構築されていない。し

かし、収容というものが現代日本社会に合致するよう発

想の転換がなされるべきである。 

収容期間が数年に及んだり、仮放免期間が 10 年を超え

るなどと当たり前のように本論考に記載した。しかし、自

らの 10 年間を振り返れれば、この時間の感覚がいかに異

常かということは火を見るよりも明らかで、それをあた

かも当然のように記載しなければならないのは現状に慣

れ切った感覚の鈍化に他ならない。 

廃案になった入管法改正案に代わる新たな案を検討す

るのであれば、情報の整理分析し、前提となる在留特別許

可や難民認定制度について迅速でかつ当事者の納得感も

得られる見直しの議論を尽くした上で、法改正をすべき

ところである。専門部会での議論がその一助になること

を期待している。 

 

〔注〕 

1）2020 年 6 月「送還忌避の長期収容問題の解決に向けた提言」

（https://www.moj.go.jp/isa/content/930005829.pdf）（ 終閲覧

日：2022 年 1 月 5 日）。 

2）入管庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた

取組」（2021 年 12 月更新）（https://www.moj.go.jp/isa/content/

001335263.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 10 日）の 5 ペー

ジ。 

3）第 192 回国会（臨時会）・質問第 57 号 参議院議員糸数慶子議

員「個人の尊厳と仮放免に関する個人の尊厳と仮放免に関す

る質問主意書」に対する答弁。 

4）直接関係はないが、入管白書「出入国管理（現在の出入国在

留管理）」の英語版から、日本語版にある「出入国在留管理関

係訴訟」の項目が削除されるようになった時期と一致してい

る。 

5）出入国在留管理官署の収容施設における医療体制の強化に関

する有識者会議（第１回）における資料「被収容者数の推移」

（https://www.moj.go.jp/isa/content/001358039.pdf）（ 終閲覧

日：2022 年 1 月 5 日）。 

6）現在は送還の調整ができない国は、特定技能の議論がされた

時点では複数の国が存在したが、現在はイラン 1 か国のみで

ある。大村センターでのナイジェリア国籍死亡事案の報告書

には、2019 年に近接した時点まで送還できなかった旨の記

載があり（12 ページ）、トルコについては特定技能において

2019 年 2 月段階でも除外が議論されていた（『朝日新聞』（2
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019 年 2 月 19 日付））。その他の国も 2019 年 4 月の特定技能

導入時には解消し、上陸基準省令の「退去強制令書の円滑な

執行に協力する国」には該当しないものとして、イランのみ

が指定された。 

7）入管庁の 2019 年 10 月「大村入国管理センター被収容者死亡

事案に関する報告書」（https://www.moj.go.jp/isa/content/93000

4725.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 5 日）。 

8）2014 年 12 月第 6 次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に

関する専門部会における「難民認定制度の見直しの方向性に

関する検討結果（報告）」の提言（https://www.moj.go.jp/isa/c

ontent/930003065.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 5 日）。 

9）警察政策学会、日本公法学会に所属している。罰則以外に、

裁判所の関与しない執行罰の導入を検討すべきとの意見を

述べた。執行罰は、義務の不履行に対して、一定額の過料を

科することを通告して義務の履行を促し、なお義務の履行を

しない時に強制的にこれを徴収するというものである（提

言 33 ページ）（https://hri.ad.hit-u.ac.jp/html/100000469_profile

_ja.html）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 7 日）。 

10）日本比較政治学会、日本社会学会、日本国際政治学会、日本

移民学会、移民政策学会に所属している（https://researchmap.

jp/read0141977）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 7 日）。 

11）国際法学会、世界法学会、日本国際連合学会、国際人権法学

会、国際法協会日本支部に所属している（https://www.kyorin

-u.ac.jp/univ/faculty/social_science/education/officehour/detail_2.

php?id=gen30028）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 7 日）。 

12）難民審査参与員を長期間勤め、現行難民認定制度には肯定的

立場であることを 2021 年 4 月 21 日衆議院法案委員会の参考

人意見陳述でも述べており、会長を務める特定非営利活動法

人難民を助ける会からは個人の立場の発言であるとの 2021

年 4 月 22 日付プレスリリースが出されている（https://aarjap

an.gr.jp/about/news/2021/0422_3183.html）（ 終閲覧日：2022

年 1 月 7 日）。 

13）収容・送還に関する専門部会開催状況（https://www.moj.go.j

p/isa/policies/policies/nyuukokukanri03_00001.html）（ 終閲覧

日：2022 年 1 月 3 日）。 

14）同グローバル・コンパクトは、日本も賛成し、入管の収容の

在り方等重要な論点がまとめられており、公的翻訳が公表さ

れる予定とのことであったが、現段階でも公表されていない。

（ttps://www.moj.go.jp/isa/content/930004733.pdf）（ 終閲覧日：

2022 年 1 月 5 日）。 

15）2019 年 11 月 25 日筆者作成の「収容送還に関する論点整理

メモ（第 3 回）」（https://www.moj.go.jp/isa/content/930004737.

pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 5 日）の 4 ページ。 

16）2019 年 11 月 25 日入管庁作成の「被退令仮放免者に関する

統計」（https://www.moj.go.jp/isa/content/930004580.pdf）（ 終

閲覧日：2022 年 1 月 5 日）。 

17）2020 年 2 月 17 日入管庁作成の「参考資料（令和元年 12 月

末現在の退令被収容者数・被仮放免者数等）」（https://www.m

oj.go.jp/isa/content/930004797.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月

5 日）の 4 ページ。なお、処方薬の種類はデータ開示されて

いないので、病気内容は不明である。 

18）女性の着替えやトイレをカメラで監視していたことが、国会

で問題化したこともある（2019 年 11 月 8 日衆議院法務委員

会）。 

19）難民支援協会の 2018 年 5 月 9 日付「東日本入国管理セン

ターとの質疑応答（公開版）」によれば、2017 年度は「民間

委託状況：モニター監視業務 2 ポスト、収容所の動静監視・

処遇支援業務 9 ポスト、面会受付等業務 7 ポスト、庁舎警備

業務 1 ポスト」とされている（https://www.refugee.or.jp/report

/refugee/2018/05/immig_qa）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 10 日）。 

20）東日本センターで収容者への投薬時間の虚偽記載、毛抜きの

未回収を隠ぺいするために回収後再貸し出しの記載をした

として入国警備官 4 名に停職 1 か月の懲戒処分を実施して

いる（『東京新聞』（2019 年 12 月 25 日付））。 

21）入管職員の離職率は高く、 終提言でも「被収容者の処遇業

務における心身の負担から離職する入管職員が少なくない

現状を再検討し，職員と被収容者がより円満な関係を構築で

きる環境を整備すること」（『 終提言』の 47 ページ）と記

載されている。 

22）専門部会資料によれば近時ハンストが増加しているとのこと

であり増加は認められるが、大村入国者収容所 20 年史（197

0 年。法務省大村入国者収容所編）にも、1950 年から 20 年

間に集団ハンスト 9件、単独ハンスト 13件との記載があり、

半世紀以上にわたり解決していない問題である。 

23）2019 年 12 月 12 日入管庁作成の「参考資料」（https://www.m

oj.go.jp/isa/content/930004590.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月

5 日）。2020 年の未済件数は、1 次 17,061 件、異議 6,660 件

である。Estat「地方出入国在留管理局管内別 難民認定の受

理及び処理人員 2020」。 

24）入管法 2 条 12 号の 2 で法務大臣がしている入国審査官とさ
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れており（出入国在留管理 2020 によれば定員 3872 名）、意

見聴取と行わせる入国審査官及び意見聴取を行わせる難民

調査官を指定する訓令（平成 31 年 3 月 30 日法務省訓令第 3

号）で行政職俸給表（一）の職務の 4 号以上のものの中から

指定するとされている。変動があるため公表されていないが、

専任の「難民調査官」に指定されている数は、2021 年 4 月 1

日時点では専従・非専従を合わせて 342 人とのことである（2

021 年 11 月の移住連に対する法務省回答）。 

25）入管庁作成の「令和 2 年における難民認定者数等について」

（https://www.moj.go.jp/isa/content/001345018.pdf）（ 終閲覧

日：2022 年 1 月 5 日）の 6 ページ。 

26）2020 年 2 月 17 日入管庁作成の「参考資料（2019 年 12 月末

現在の退令被収容者数・被仮放免者数等）」（https://www.moj.

go.jp/isa/content/930004797.pdf）（ 終閲覧日：2022 年 1 月 5

日）の 3 ページ。 

27）人口動態統計 2020 年。 

28）住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 2021

年。 

29）2021 年 12 月入管庁作成の「現行入管法上の問題点」（https:

//www.moj.go.jp/isa/content/001361884.pdf）（ 終閲覧日：202

2 年 1 月 5 日）の 5 ページ。参考までに言えば、1 か月 1 回

入管に出頭していた場合、10 年間であれば 120 回入管に出

頭した計算になる。 

30）退去強制令書の発付前に難民申請手続を行った場合には、結

婚等の人道上の配慮にかかわる事由が後発的に発生した場

合でも難民認定申請手続で処理される運用になっている。 

31）たとえば、2021 年 3 月 30 日入管庁の「令和 2 年 9 月 28 日

付け送付の国連の恣意的拘禁作業部会による意見書に対す

る日本政府の対応」参照。 

32）UNHCR の 2021 年 4 月 9 日「第 7 次出入国管理政策懇談会

「収容・送還に関する専門部会」（専門部会）の提言に基づき

 第 204 回国会（2021 年）に提出された出入国管理及び難

民認定法の一部を改正する法律案に関する UNHCR の見

解」。 

33）名古屋高等裁判所 2021 年 1 月 13 日判決も違憲とはしなかっ

たものの、司法審査を受ける権利を侵害したと認定している。 

34）刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 88 条 2 項

「～受刑者の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放

的施設（収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置

の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法

務大臣が指定するものをいう。以下同じ。）で行うことがで

きる。」として塀のない刑務所があり、社会復帰促進センター

という名称で、PFI 方式で民間に代執行させている刑務所も

存在する。 

 

〔参考文献〕 

竹内昭太郎（1995）『出入国管理行政論』信山社． 
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国際人権法からみた難民認定申請者にとっての入管法改正案 

―複数回申請者に対する送還停止効― 

 

安藤 由香里 

（大阪大学） 

 

 本稿の目的は、難民認定申請者にとって、2021 年の入管法改正案はどのような影響があるか、国際人権法の立場から検討するこ

とである。そのための前提として、日本で難民認定制度について従来どのような議論がなされてきたかについて踏まえる必要がある。

とりわけ、2004 年改正入管法で、送還停止効が創設された趣旨および 2014 年 12 月「難民認定制度に関する専門部会」の提言は重要

である。また、2021 年 12 月に入管庁が公表した「現行入管法上の問題点」の送還を妨げる理由（法の不備等）としてあげられてい

る、難民認定手続中の者は送還が一律停止（送還停止効）は妨げとはならない。難民条約は 1 条Ｆ項の除外条項で重大な犯罪が確定し

た者やテロリストを難民として保護してはならないとしており、かつ、難民条約 33 条 2 項のノン・ルフルマン原則の例外を適用する

ことも可能である。したがって、送還停止効の例外創設は、重大な犯罪やテロリストを送還するためには何の意味もなさない。また、

退去を拒む外国人について、本国政府が自国民の受取を拒否する場合や機内での激しい抵抗による機長による搭乗拒否も送還できない

状況は継続する。そのため、退去命令違反罪を創設しても、刑務所と入管施設を行ったり来たりするだけ送還を可能にするためには何

の意味もなさない。 

キーワード：国際人権条約、難民申請者、入管法、送還停止効、補完的保護 

 

 

1．はじめに 

 

本稿の目的は、難民認定申請者にとって、2021 年の入

管法改正案はどのような影響があるかについて国際人権

法の立場から検討することである。本稿でいう入管法と

は、「出入国管理及び難民認定法（以下、入管法）」であり、

入管法改正案とは、2021 年 2 月 19 日に閣議決定され 1）、

2021 年 5 月 18 日に取り下げられ、事実上の廃案となった

「入管法等の一部を改正する法律案（以下、2021 年入管法

改正案）」である 2）。その後、内閣改造で廃案となったが、

2022 年 3 月にウクライナ避難民の受入れと共に「準難民」

制度の創設が再浮上してきた。 

まず、入管法改正案の前提として、日本で難民認定制度

について従来どのような議論がなされてきたかを踏まえ

る必要がある。とくに、2014 年 12 月「難民認定制度に関

する専門部会」の提言は重要だと考えられる。同専門部会

は、2013 年 10 月に、法務大臣の私的懇談会である「第６

次出入国管理政策懇談会」の下に設立された。法務大臣か

らの諮問は 3 つあった。①難民認定申請が急増する中に

おける適正かつ迅速な案件処理のための方策、②人道上

の観点から在留を認める処分の在り方、③難民認定申請

者に対する支援の在り方である。そして、全 19 回の会合

を経て以下 4 つが専門部会によって提言された。 

提言Ⅰ：保護対象の明確化による的確な庇護。真に国際

的な保護を要する対象者を明確化しその的確な庇護の推

進 

提言Ⅱ：手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定。

難民認定手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ難

民認定制度の誤解又は悪用による不適正な難民認定申請

案件の効果的な抑止方策を併せて推進することで真に庇

護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続構

築。 

提言Ⅲ：認定判断の明確化を通じた透明性の向上。難民

該当性判断の規範的要素等難民該当性の認定判断を可能

な限り明らかにするとともに事案の積極的な公表等を通

じて行政の説明責任を果たすことにより、難民認定制度

の透明性を高め制度への信頼性の向上。 

提言Ⅳ：難民認定実務に携わる者の専門性の向上。難民

認定実務に携わる者の専門性の向上を通じて、より一層

効率的かつ適正な難民認定業務の実現。 

上の提言からは、保護対象が明確化されているか。適正

な難民認定となっているか。透明性が向上されているか。

専門性が向上しているかが重要となる。入管法改正案は
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果たしてこれらの提言に基づいて「真に国際的な保護」を

必要な者に対する法的な保障の枠組みとなっているかに

ついて以下見ていくこととする。 

 

2．日本における難民保護の現状 

 

 日本は、入管法 2 条 3 の２で、難民の定義を難民の地

位に関する条約（以下、難民条約）3）に依拠している。同

条約 1 条 A 項(2)は難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の

社会的集団の構成員、政治的意見を理由に迫害を受ける

おそれ」のある者であり、かつ「国籍国の外にいる者」と

定義されている。すなわち「条約難民」であるが、条約難

民以外にも第三国定住や在留特別許可による保護があり、

各年のそれぞれの人数が以下の第 1 表である 4）。 

第三国定住とは、難民キャンプなどで一時的庇護を受

けた難民を、最初に庇護した国から新たに受入れに合意

した第三国へ移動させることである。日本では、2008 年

12 月の閣議了解により第三国定住による難民の受入れが

決定され、2010 年にパイロットケースとして受入れが開

始した。その後、2014 年 1 月の閣議了解により第三国定

住事業の継続的な実施が決定された 5）。在留特別許可と

は、法務大臣の裁量によって日本での在留を許可される

者であり（入管法第 50 条）、法に基づく補完的保護とは

異なる。 

 2011 年から 2020 年まで 10 年間の難民認定申請者の推

移を見ると、2017 年が最も多かった。その後、2018 年に

一気に減少に転じているのは、同年 1 月 1 日から、難民

認定申請者の A、B、C、D の振り分けが始まったからで

ある。Ａ案件とは難民である可能性が高いと思われる案

件または本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性

が高いと思われる案件である。Ｂ案件とは難民条約上の

迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件

である。Ｃ案件とは再申請である場合に正当な理由なく

前回と同様の主張を繰り返している案件である。Ｄ案件

とは上記以外の案件である 5）。A 案件と判断されれば就

労資格を得ることができるが、第 2 表のように、圧倒的

多数が D 案件であり、A 案件が最も少なくなっている。 

第 1 表で見たように、多くの難民認定申請者は不認定

となっており、難民不認定となった者が、改めて難民申請

をすることが複数回申請者の主な要因である。難民不認

定となった者は、不服申立手続である審査請求をするこ

とができ、そこでもさらに不認定となった場合、難民認定

の再申請をすることも、難民不認定取消訴訟を提起する

ことも可能である。いずれの国籍の何人が再申請をして

いるかについて法務省が公表している（第 3 表）。2020 年

の複数回申請者の主な国籍は、トルコ 156 人、ミャンマー

62 人、ネパール 30 人、スリランカ 29 人、パキスタン 20

人の合計 415 人である 7）。公表されているのは国籍のみ

で少数民族かどうかの内訳は公表されていないが、トル

コ国籍はクルド人が多いと考えられる。また、ミャンマー

国籍にロヒンギャが含まれていると考えらえる。複数回

単位（⼈）
年 難⺠認定申請者 第三国定住 条約難⺠ 在留特別許可
2011 1,867 18 21 248
2012 2,545 0 18 112
2013 3,260 18 6 151
2014 5,000 23 11 110
2015 7,586 19 27 79
2016 10,901 18 28 97
2017 19,629 29 20 45
2018 10,493 22 42 40
2019 10,375 20 44 37
2020 3,936 0 47 44

第 1 表 日本における保護数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2021 年 3 月 31 日法務省プレスリリースより作成） 

単位（⼈）

A案件 27 83 45
B案件 1,825 281 73
C案件 486 409 382
D案件 8,155 9,602 3,436
総数 10,493 10,375 3,936

202120202019　　　　　　年
区分

第 2 表 地方入管における申請

時の振分け状況の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2021 年 3 月 31 日法務省プレスリ

リースより作成） 

単位（⼈）
年 2015 2016 2017 2018 2019

計 2回⽬ 3回⽬ 4回⽬ 5回⽬ 6回⽬ 7回⽬
415 308 81 14 9 2 1

申請数 1,425 1,497 1,563 749 461

2020

第 3 表 複数回難民認定申請者の推移 

 
 
 
 
 

（令和 3 年 3 月 31 日法務省プレスリリースより作成）
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申請者のうち、申請時に在留許可を有しない非正規在留

者であった者が約 30％（124 人）である 8）。日本には埼玉

県の蕨市および川口市に約 2,000 名のクルド人が居住し

ており、日本語しか話せない子どももいる 9）。また、群馬

県の舘林市には相当数のロヒンギャが居住している。 

 

3．現行入管法上の問題点 

 

法務省出入国在留管理庁が 2021 年 12 月に「現行入管

法上の問題点」として公表した資料に、送還を妨げる理由

（法の不備等）があげられている 10）。下記のように、①難

民認定手続中の者は送還が一律停止（送還停止効）、②退

去を拒む自国民の受取を拒否する国の存在、③送還妨害

行為による航空機への搭乗拒否の 3 つである。「送還停止

効」とは、現行入管法に規定されている難民認定申請中の

退去強制を停止する効力である 11）。上であげられている 3

つの問題点について国際人権法からどのようなことが言

えるのであろうか、以下分析していく。 

 

（1）重大な犯罪、テロリスト等 

送還を妨げる理由（法の不備等）（第 1 図）として、退

去を拒む外国人を強制的に国外に退去させる妨げとなっ

ている事情の①難民認定手続中の者は送還が一律停止

（送還停止効）は、本当に送還を妨げる理由となっている

のだろうか。 

送還を妨げる理由として、日本で、殺人等の重大犯罪、

テロリスト等であっても退去させることができないとあ

るが、本当にそうであろうか。 

1948 年世界人権宣言 14 条 1 項は「すべて人は、迫害を

のがれるため、他国に避難することを求め、かつ、避難す

る権利を有する。」と庇護権を定めている。しかし、同条

2 項は「この権利（迫害からの庇護）は、もっぱら非政治

犯罪または国際連合の目的及び原則に反する行為から生

ずる訴追の場合には、援用することができない。」と例外

規定を置いている。このような原則と例外の構造が、ノ

ン・ルフルマン（追放・送還禁止）原則にもある。難民条

約 33 条 1 項は、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団

の構成員、政治的意見のために生命または自由が脅威に

さらされるおそれ」がある者をその領域へ送還すること

を禁止している。しかし、同条 2 項は、「締約国にいる難

民であって、当該締約国の安全にとって危険であると認

めるに足りる相当な理由がある者または特に重大な犯罪

について有罪の判決が確定し当該締約国の社会にとって

危険な存在となった者は、1 の規定による利益の享受を要

求することができない。」と規定されており、国家にとっ

て危険な者や特に重大な犯罪により社会に危険な者につ

いてはノン・ルフルマン原則を適用しなくても良い例外

規定を置いている 12）。このような例外は、個人が「利益

の享受を要求することができない」という例外である。し

かし、国家がその利益を付与することを妨げておらず、国

家は利益を付与するかどうかの判断を有しており、難民

条約上のノン・ルフルマン原則では送還しない判断も可

能であるが、同時に、送還する判断も可能である。つまり、

重大な犯罪やテロリストであることを理由に送還停止効

の例外を創設することは意味をなさず、難民条約 33 条 2

項の例外規定の適用で足るのである。 

また、重大な犯罪やテロリストに関しては、難民条約 1

条 F 項では、「この条約は、次のいずれかに該当すると考

第 1 図 送還を妨げる理由（法の不備等） 

（出入国在留管理庁「現行入管法上の問題点」（2021 年 12 月）より転載） 
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えられる相当な理由がある者については、適用しない。a

平和に対する犯罪、戦争犯罪および人道に対する犯罪に

関して規定する国際文書の定めるこれらの犯罪を行った

こと。b 難民として避難国に入国することが許可される前

に避難国の外で重大な犯罪（政治的犯罪を除く。）を行っ

たこと。c 国際連合の目的および原則に反する行為を行っ

たこと。」として、難民の定義から除外されることが明文

化されている。本項は、難民とみなされる条件を規定して

おり、上 5 条件に該当する者については「適用しない」の

であり、国家は、難民とみなさなくても良いかを決めるこ

とはできず、難民として扱わない除外である 13）。しかし、

何が「重大な犯罪」であるかを決定するのは各締約国であ

り、そこには濫用の懸念がある。 

難民条約とは対照的に、国際人権法では、すべての者を

対象にすることによってあらゆる除外をなくし、かつノ

ン・ルフルマン原則の例外を許さないことによって、国家

による「恣意性」を排除し、本来守られるべき権利を守っ

ている。国際人権法には一切の例外規定を許さないノン・

ルフルマン原則がある。例えば、拷問等禁止条約 3 条、自

由権規約 6 条および 7 条のノン・ルフルマン原則である。

拷問等禁止条約 3 条は難民条約 33 条と共に、現行入管法

53 条 3 項に規定されているが、自由権規約は入管法に規

定はない 14）。 

このように、難民条約と国際人権条約のノン・ルフルマ

ン原則は異なるが、それらを混同していると考えられる

主張がなされたり、難民条約上の例外規定を根拠に、国際

人権条約上のノン・ルフルマン原則の例外を主張がなさ

れることがある。その混同により、例外のない国際人権法

のノン・ルフルマン原則で本来守られるべき者が守られ

ない状況を避けるために、難民条約と他の国際人権条約

のノン・ルフルマン原則の違いは理解される必要がある。

しかし、①難民認定手続中の者は送還が一律停止（送還停

止効）は妨げとなっているかという問いの答えは否であ

る。難民条約は 1 条Ｆ項の除外条項で重大な犯罪が確定

した者やテロリストを難民として保護してはならないと

しており、かつ、難民条約 33 条 2 項のノン・ルフルマン

原則の例外を適用することもできる。したがって、重大な

犯罪やテロリストを送還するために、送還停止効の例外

を創設することは、残念ながら何の意味もなさないので

ある。 

（2）自国民の受入れ拒否 

送還を妨げる理由（法の不備等）として、退去を拒む外

国人を強制的に国外に退去させる妨げとなっている事情

の②退去を拒む自国民の受取を拒否する国の存在は、本

当に送還を妨げる理由となっているのだろうか。2022 年

5 月現在、日本から退去を拒む自国民の受入れを拒否して

いる唯一の国はイランである。イランは 2016 年 1 月まで

は日本からの送還護送官付き国費送還を受け入れていた

が、その後、受入れなくなったため、2018 年 1 月から法

務省は外務省と連携し、駐日イラン大使館および本国政

府関係機関との間で護送官付き国費送還の受入れ再開を

求める交渉を行っている 15）。イランはイラン憲法の規定

（居住移転の自由）を理由に、本人が帰国を望まなければ

送還に必要な旅券発給を拒んでいる 16）。そのため、法務

省は 2009 年 4 月の特定技能制度の開始以降、法務省告示

17）により、イランは「退去強制令書の円滑な執行に協力

する外国政府」ではないために、特定技能外国人の受入れ

を行わないものとしている 18）。 

また、トルコはかつて、旅券の有効期限が切れた自国民

の受入れをしておらず、特定技能制度の創設時に、法務省

はイランと共に、トルコ国籍を持つ者には資格を与えな

い方針を固めたと報道された 19）。その後、トルコは受入

れに原則応じる姿勢に転じた 20）。 

かつて、ベトナムも、自国民の受入れを拒否していた。

ベトナム政府の許可なしで出国した者は受入れないとし

ていたからである。しかし、ベトナムは日本と初めて技能

実習についての協力覚書をした国であり、平成 29 年 6 月

6 日、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題大臣と、「日本

国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病兵・

社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書（MOC）」

21）の署名を行っており、現在は自国民を受入れている。 

これらのイラン、トルコ、ベトナムの事例から、日本で

技能実習や特定技能として受入れることを条件として、

自国民の受入れ拒否をやめるように交渉をしていること

がうかがえる。 

退去を拒む外国人について、本国政府が自国民の受取

を拒否する場合、送還できない状況は継続する。そのため、

退去命令違反罪を創設したとしても、刑務所と入管施設

を行ったり来たりするだけで何の意味もなさない。 
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（3）航空機への搭乗拒否 

送還を妨げる理由（法の不備等）として、退去を拒む外

国人を強制的に国外に退去させる妨げとなっている事情

の③送還妨害行為による航空機への搭乗拒否は、本当に

送還を妨げる理由となっているのだろうか。 

航空機への搭乗拒否に関する追放される者への処遇は、

国際法委員会（International Law Commission、以下、ILC）

の「外国人の追放に関する条文草案」が参考になると考え

られる 22）。ILC が 2004 年から 2014 年に現行国際法の法

典化および漸進的発展を目指してまとめたものである。

本 ILC 条文草案 21 条は、追放先の国家への出国について

である。同条 2 項で「追放命令が強制的に執行される場

合、追放を行う国は、国際法の規則に従って、対象の外国

人を目的地国へ可能な限り安全に移送するための必要な

措置をとるものとする。」と規定している。 

本 ILC 条文草案 21 条のコメンタリーでは、「第 2 項は、

追放決定が強制的に実施される場合に関するものである。

こうした場合には、追放を行う国家は、国際法の規則に

従って、対象外国人を目的地国へ可能な限り安全に移送

するための必要な措置を採るものとすると規定している。

「国際法の規則に従って…安全に移送」という表現は、追

放の対象となる外国人の権利の保護を保障し、過剰な力

の行使を避けるだけでなく、必要に応じて、対象の外国人

以外の者の安全を確保する必要性を示している。例えば、

当該外国人が目的地の国に移送されるために搭乗した飛

行機の乗客らである」23）。また、同コメンタリーでは「外

国人を目的地の国へ移送する場合、例えば、飛行機を使用

する場合、国際法の規則として、航空輸送に関する規則、

とりわけ、国際民間航空機関の枠組みで採択された規則

が対象となる。特に、国際民間航空条約（シカゴ条約）お

よび同第 9 付属書である」24）とある。シカゴ条約第 9 付

属書 5.2.1 には、「入国拒否された旅客や送還される者が

管理下にいる間、担当の国家公務員は、その者の尊厳を維

持し、尊厳を侵害するおそれのある行為をしてはならな

い。」と規定されている 25）。したがって、入国警備官をは

じめとする担当の公務員は、追放される者の尊厳を維持

することが同条約上の義務となっている。 

日本は、1953 年 10 月に国際民間航空機関（ICAO）に

加盟し、1956 年以来ずっと理事会メンバー国である。外

務省によれば、「航空安全、航空保安、航空運送、出入国

円滑化、ICAO 財政・予算、環境問題等をそれぞれ所掌す

る多くの委員会や専門家会議への出席を通じ、ICAO の活

動に積極的に貢献」26）しているので、本 ILC 条文草案 21

条のコメンタリーにあるように、シカゴ条約第 9 付属書

5.2.1 を遵守する義務を負っているのである。 

したがって、強制送還中は、担当の公務員は、送還さ

れる者の尊厳を維持することが義務である。また、退去

命令違反罪を創設したとしても、自国民の受取拒否と同

様に、刑務所と入管施設を行ったり来たりするだけで送

還を可能にするためには何の意味もなさない。 

 

4．送還停止効の意義 

 

入管法改正案では、難民認定申請者の送還停止効（政府

案 61 条の 2 の 9 第 3 項）は、原則として 3 回目以上の難

民認定申請者には認めない（政府案 61 条の 2 の 9 第 4 項

1 号）ことが提案された 27）。もし現行法を改正して、複数

回申請者に「送還停止効」がおよばないことになれば、以

下の 2 つのどちらかとなる。①出身国へ送還されるか、

②送還に同意しない者にも、退去強制令書は発付されて

いるため、退去強制されるまで、上限なく入管収容施設に

収容されることになる。①の場合、ノン・ルフルマン原則

に抵触し得るとの懸念が国連難民高等弁務官事務所から

出された 28）。また、国連特別報告者らの懸念の共同声明

が出された 29）。 

「送還停止効」とは、既述のように、現行入管法に規定

されている難民認定申請中の退去強制を停止する効力で

ある。送還停止効がまだなかった、1996（平成 8）年最高

裁判決の訟務月報の解説では、「出入国制度上、退去強制

手続と難民認定手続が一応別個独立の手続であることか

らすると、現行法の下ではやむを得ない結論といえよう。

したがって、原告が係争中の当該行政処分の執行又は手

続の続行を停止させるためには、裁判所から執行停止決

定を得ておくことが必要となる」とされている 30）。 

2003 年に、第 4 次出入国管理政策懇談会の下の「難民

問題に関する専門部会」31）が「不法滞在者である難民認

定申請中の者の法的地位の安定化を図るため、仮滞在を

許可する制度を創設することとし、仮滞在の許可を受け

た者については、退去強制手続を停止し、難民認定手続を

先行して行うこととし、仮滞在の許可を受けていない者
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についても、難民認定申請中の間は送還を行わないこと

とする。」と提言した 32）。 

こうして、送還停止効は、2004 年改正入管法で仮滞在

制度と共に創設され、在留資格の有無にかかわらず、難民

認定申請者の法的地位の安定化を図るために、難民認定

申請者が退去強制されない規定が創設されたのである。

入管法改正案で、送還停止効の趣旨を変更するならば、こ

うした経緯を踏まえて、再検討する必要がある。 

 

5．おわりに 

 

2004 年改正入管法で、送還停止効が創設された趣旨は、

退去強制手続と難民認定手続が別個独立の手続であった

ことの不都合を是正し、難民認定申請者の法的地位を安

定化させることであった。2004 年改正で是正された問題

点を、2021 年入管法改正案では法的地位の安定化を取り

払い、退去強制手続と難民認定手続が別個独立の手続で

あった元に戻ろうとしていた。 

現行入管法上の送還を妨げる理由（法の不備等）として、

退去を拒む外国人を強制的に国外に退去させる妨げと

なっている事情に挙げられていた理由は、重大な犯罪や

テロリストを送還するために、送還停止効の例外を創設

しても何の意味もなさない。送還停止効の例外を創設し

て、送還したい主なターゲットは、トルコ国籍クルド人だ

と言われている。今まで日本において、トルコ国籍の者で

難民として認定された者は誰ひとりもいない。こうした

事実が、「2014 年 12 月「難民認定制度に関する専門部会」

提言Ⅰ：保護対象の明確化による的確な庇護。真に国際的

な保護を要する対象者を明確化しその的確な庇護の推進」

に一致しているかどうかを今一度再考してみる必要があ

ろう。 
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「アイヌ研究」をめぐる植民地主義と植民地主義批判の入れ子構造 

―バイオ植民地主義者の著作を中心に― 

 

東村 岳史 

（名古屋大学） 

 

 本稿は、植民地主義と植民地主義批判が複雑に交差した状態をバイオ植民地主義者の著作を中心に考察する。その中心となるのは、

分子人類学者の尾本恵市で、尾本は 1960 年代以降アイヌ民族の血液を試料とした研究に着手し、1970 年代以降その範囲をフィリピン

の先住民族などにも拡大した。その後、現在に至るまで、尾本の研究は一部批判を受けながらも生き延び、現在に至るまで影響力を保っ

ている。尾本と京都大学学長山極寿一の共著は破綻した二分法に基づくのみならず、「DNA から人権までの総合人類学」を掲げる誇大

広告的な内容で、一見親しみやすく装われているだけに非専門読者にも浸透しやすく、その影響力には無視できないものがある。さら

に、近年では、尾本の研究に賛同し「協働」しようとする人文社会科学者も現れている。本稿はそのような現状を批判的に分析し、当該

の研究者たちの著作の問題点を明らかにする。 

キーワード：「アイヌ研究」、バイオ植民地主義、脱植民地主義 

 

 

1．はじめに―問題の所在 

 

本稿は、一昨年の拙稿（東村 2020）に引き続き、「アイ

ヌ研究」とバイオ植民地主義の関連を考察するもので、植

民地主義（者）と脱植民地主義（者）の入り組んだ構造を

抉り出す試みである。そもそも、植民地主義者と植民地主

義批判者はどのように区分されるのであろうか。後者が

前者を批判する場面を見れば、いかにも簡単な問いのよ

うに聞こえるかもしれないが、実際はそうではない。なぜ

なら、無自覚に、あるいは偽装的にあたかも植民地主義批

判を行なっている人物が見受けられ、たとえ当人が意識

的でなかろうと、そのような人物が植民地主義者に部分

的であれ救いの手を差し伸べていることは事実だからで

ある。また、ある場面では植民地主義を批判している人物

が、別の場面では植民地主義を肯定しているのを目にす

ることもある。 

ここで私が念頭に置いているのは、主として分子人類

学者の尾本恵市である。尾本については、すでに拙稿（東

村 2020）によって批判しており、アイヌ民族の尊厳を一

見肯定し、先住民族としての権利を後押しするような発

言を行ないながら、実際には自分の内なる植民地主義性

に無自覚であると思われる。また、その尾本を今なお賛辞

する人は少なくないように見受けられる。さらに深刻な

問題として、尾本らの言動は政治家の認識や差別発言と

実は地続きであり、政府の「日本型」先住民族政策に逆用

される危険性をはらんでいる。端的にいえば、遺骨を含む

アイヌ民族の人体試料が研究目的で利用され続け、また

それによって民族の起源が証明できる、という誤った論

が流通することである。これらの人物の分析については、

先行研究では他の論者によって指摘されていることは少

なく、その点では多くの読者にとっては意外なものであ

ろう。 

本稿では、この問題を考察するにあたり、以下の順番で

論を進めたい。次章では、尾本の経歴を概観し、彼が「バ

イオ植民地主義」を体現するに至った経緯を述べる。第 3

章では尾本と京都大学学長の山極寿一の対談から、両者

が体現するバイオ植民地主義の骨格を抽出する。第 4 章

では、植民地主義者と植民地主義批判者の入り組んだ関

係について、尾本以外の人物も含めて分析する。 

 

2．尾本恵市の経歴と 

「バイオ植民地主義」者への道のり 

 

尾本恵市は 1933 年に東京で生まれ、本人の著作（尾本

2016）での自己紹介によると、「1963 年に東京大学大学院

理学系研究科を中退し、ミュンヘン大学と東京大学で博

士号を取得。東京大学理学部教授、国際日本文化研究セン

ター教授、桃山学院大学文学部教授を歴任。人類学・人類

遺伝学を専攻。日本人、アイヌ、フィリピンのネグリト等
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の遺伝的起源に関する研究を実施」しているとのことで

ある。分子人類学や日本人起源論に関する著作などが多

数あり、加えて蝶などの昆虫や将棋に関する著作など一

見多様な趣味に関する執筆でも知られる。 

 尾本が（形態・生態）人類学の領域で遺伝子研究を志し

たのは 1950 年代である。東大の名誉教授である長谷部言

人に「なぜ人類学に遺伝学を入れないのですか」とたずね

たところ、長谷部から「人類学は人類の進化（変化）を研

究する学問なのに、遺伝学は遺伝子という「変化しない」

ものを研究するので、両者は相容れない」という、彼に

とっては理不尽と思われる理由で叱られたことがきっか

けであるという。当時は、「アイヌ白人説」が広範に信奉

され、一方小金井良精（アイヌ遺骨／人骨の盗掘で悪名高

い）のように「人種孤島」説を唱える研究者もおり、通説

は定められていなかった。尾本の理解では「これらの諸説

の影響下で、日本の人類学の主要テーマ「日本人起源論」

の中で、不思議なことにアイヌ人は中心的な役割を果し

ていなかった」ため、彼は「外観的特徴による人種分類を

科学以前の遺物と考え、いつか自分で遺伝データを用い

てアイヌ人の起源を解明すると心に決めた」そうである

（尾本 2016:35－37）。たしかに彼にとっては当時の「人種

分類」など異物だったのかもしれない。ただしそれが矛盾

していることはその後の彼の言動から明らかになる。 

 その後、彼が大学院に進学した 1960 年代においては、

尾本によれば「DNA そのものを一般の実験室で扱うこと

はまだできず、人類学教室には遺伝学や生化学の実験室

もなかった。そこで修士課程では、とりあえず研究対象と

して皮膚色を選んだ。それまでの人類学では、皮膚色をさ

まざまな色の表と肉眼的に比べて判定していたが、私は

工学分野で使われる反射率計を使って双生児および日米

混血児の集団で皮膚色を測定し、遺伝決定度などを計算

して論文とした」とのことである（尾本 2016：37）。「外

観的特徴」による「人種分類」を否定していたはずの彼が、

皮膚色によって「遺伝決定度」を計算し、現在でも「日米

混血児」をカギカッコも付けず無批判に用いているとこ

ろに、尾本の「人種概念」批判の不徹底が現れている。自

分が否定したはずの概念に彼自身が依然としてとらわれ

ているのである。ちなみに、彼が実施した「日米混血児」

の研究（Omoto 1965）は、沢田美喜が経営していたかの有

名なエリザベス・サンダースホームの子どもたちを対象

としたもので、同じくサンダースホームの「混血児」を研

究していた埴原和郎は後に彼が同分野の研究者として敬

意を払うとともに批判することになる形態人類学者であ

る 1）。 

その後、拙稿（東村 2020）で述べた国際生物学事業（IBP）

というプロジェクトに尾本は関連することになる。彼の

回想では、文部省の科研費により「日本人の様々な集団の

遺伝的多型を検査する機会が与えられたのです。とくに、

私にとって重要に思えたのは、北海道のアイヌの人々の

遺伝的系統を明らかにすることでした」（尾本 1986：39）

と学部生時代から温めていた構想が実現するチャンスを

迎えたと意気込んだ。そのために彼が選んだ方法は、各地

のアイヌの血液を北海道在住者の協力（教育委員会、保健

所、医師など）により、可能な限り多く集めるというもの

だった。それにより彼は研究者として自分を確立し、彼か

ら見て非科学的であった前時代の研究者を批判し、乗り

越えようとしたのである。当時彼が考えていたことを後

年尾本はこのように回想している。「多数の遺伝子の特徴

によりアイヌの人々の起源を明らかにしたいと考えたの

です。そこで、北海道の日高地方に行き、教育委員会や医

師会の許しをえて採血を含む野外調査をさせてもらいま

した。…また、当時札幌におられた埴原和郎先生も、歯の

研究のためにこの調査に参加されていました。私は、調査

を終えて夕食後に一杯やるときなどに、折にふれて埴原

先生と日本人の起源の問題について相当つっこんだ議論

をしましたが、そのことは以後の私の研究に大いに役立

ちました」（尾本 1986：40）。 

当時の様子について尾本は後にこうも述べている。 

 

1966 年から、北海道日高地方で医師会や教育委員会の

協力をえて採血が行われ、遺伝子マーカーの検査を行う

ことができました。「日本人の起源」研究史上初めてのこ

とです。この成果として、1972 年に私はオーストラリア

で開催された太平洋科学会議でアイヌ系集団の遺伝的位

置づけについて発表、初めてアイヌ白人説を否定しまし

た。アイヌの人々は日本列島北部の先住民であることが

実証されたことになります。（尾本 2019：103） 

 

ただ、尾本のこの認識は控えめにいっても疑わしい。尾

本と共同で研究を実施していた埴原和郎は、1966 年に札
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幌で開催された北方民族に関する日米セミナーの場で、

「アイヌ白人説」を唱えていた児玉作左衛門の前で「私は

アイヌ白人説の根拠は薄弱である、と強調した」そうであ

る（埴原 1994：210）。もちろん、「薄弱である」というの

は完全に否定したとはいえないかもしれず、尾本の主張

に一部の理はある可能性も残されているものの、彼が「初

めてアイヌ白人説を否定」という根拠もまた薄弱である。

遅くとも埴原が児玉説に疑義を唱えた時点で、他の研究

者も「アイヌ白人説」を疑っていたと考える方が自然であ

ろう。また、尾本は何をもって「アイヌの人々は日本列島

北部の先住民であることが実証された」と主張している

のであろうか。「アイヌ白人説」を否定したところで、そ

れはアイヌが「日本列島北部の先住民」であることには直

結せず、起源論に基づいているかぎり、タマネギの皮むき

のように果てしのない起源論争の枠内での主張を展開し

ているという点において、同じ穴の狢である。 

これも拙稿で述べたように（東村 2020：31-32）、1972

年に札幌医科大学で開催された日本人類学会・日本民族

学会連合大会では、尾本は埴原らとともに新谷行ら「アイ

ヌ解放同盟」のメンバーから厳しい批判を浴びることと

なった。それにもめげず、尾本が次に目指したのは、フィ

リピンで先住民族の血液サンプルを蒐集することであり、

そのことを彼は以下のように正当化している。まさに「サ

ルベージ人類学」そのものの発想である。 

 

 できるだけ“自然”な、（文明人から見れば“未開”な）

生物学的状態にある民族、特に狩猟採集民の集団遺伝学

的調査は、いずれ永久に消失するであろう彼等の遺伝子

プールの記録をとどめる、ということだけでなく、人類の

小進化の過程を理解するのに必要なデータ、たとえば集

団構造や繁殖構造、自然淘汰、遺伝子浮動などについての

情報がえられる点でも重要であろう。既に欧米の研究者

により、アフリカのピグミー、ブッシュマン、オーストラ

リア原住民、ニューギニア高地人、エスキモー、シャバン

テス・インディアンなどについてくわしい調査が行われ

ている。しかし、ネグリトについては、数年前までのフィ

リピンの政治情勢も関係し、幸い（？）誰も手をつけてい

なかったのである。（尾本 1976：8-9） 

 

 また、後年に至ってなお、尾本は次のように回想してい

る。「アイヌ人の場合と同様に、私は人種という生物学的

概念そのものに疑問をもっていましたので、ネグリト人

の遺伝的起源を明らかにしたいと思ったのです」（尾本 

2019：107）2）。補足すると、尾本がネグリトに関心を惹か

れたのは、アフリカ同様アジアにも低身長の人間集団

（「ピグミー人種」）が「分布」している理由を突き止める

ために彼らの DNA 試料が有効であると考えたためで

あった（尾本 2016：110-112）。そこで尾本は 1975 年から

85 年にかけて継続的にフィリピンを訪れ、日本大使館の

紹介でフィリピン衛生省の協力を得て、血液試料を集め

た 3）。「アイヌ人調査」に引き続き、尾本は三澤章吾と共

同で血液検査を実施し、その際に収集された DNA 資料は、

東大倫理委員会の承認を得て「アジア人 DNA レポジト

リー・コンソーシアム（ADRC）」に保管され、研究利用

されているということである（尾本 2019：107）。 

 狩猟採集民としての先住民族に強い関心を抱いていた

尾本は、当時の調査を以下のように説明している。まず、

対象として、当時すでにフィリピン政府の「指導」の下、

定住生活による農耕が進んでいたネグリトの集落 400 人

のうち、「混血者はできるだけ除外し、外観的にも典型的

ネグリトに近いもの」130 人を集め採血を実施した。尾本

の予想では、「混血者」を除外したため血液遺伝子成分の

「突然変異性は低いものと予想していた」が、実際には予

想以上に高かった。そのため、「混血」していないのにな

ぜ同質ではなく「変異性」が高いのか、この時点では説明

がつかず、「従来より謎が増えた結果になってしまった」

という。尾本はそれを「むしろ今後の調査が楽しみ」と述

べ、その後も調査を継続する動機となる（尾本 1976：9）。 

 当時の自分の認識については、尾本は以下のように記

している。 

 

（アイヌや他の先住民族など：引用者補足）最近とくに

被害者意識の強い人達の間では、血液を採られるという

ことよりも研究材料にされるということへの抵抗が目

立っている。考えてみれば当然のことで、人類学者はこの

ことを深刻に受け止めている。つまり、被検者から研究材

料をとりながら、こちらからのサービスが何もないとい

うことはやはりいけないことであろう。学問の進歩のた

めだという説明だけで通用するのは文明国の一部だけで

あって他の場合はまずありえない。 
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 私自身、まだ 10 年ほどではあるがアイヌ系の人たちや

沖縄の人たち、またはオーストラリア原住民の間で研究

をつづけて来て、強く感ずるようになったことは、要する

に被検者集団との間に友情が生まれることが調査にとっ

て必要だということである。（尾本 1976：10） 

 

 続けて彼はネグリトとの「友情」について心温まるエピ

ソードを綴り、自分の「本気」（尾本 1976：11）を正当化

するのだが、後年の研究者がこれを読み返してみるとア

リバイ作りとして機能していることがわかる。すなわち、

自分はマイノリティの友人がいるから当該マイノリティ

集団を差別していないという人と同質である。なぜなら、

当時出会ったネグリトがいかに尾本を好意的に遇し、彼

が「友情」を感じたとしても、そのことは彼が人体試料を

用いてどのような知見を導き出したかということとは無

関係だからである。この一文は、彼が自分の営為を肯定し、

その後無自覚なまま先住民族の人体試料（血液）の採集と

遺伝子的起源の比較研究へと展開していった比較的初期

の段階の認識を端的に示しているものとして読める。 

 

3．自然人類学者の誇大宣伝 

―「DNA から人権まで」 

 

次に、現在の尾本の認識が上述の言動の延長線上にあ

ることを確認するため、近年の活動を見ることにしよう。

京都大学の総長山極寿一 4）と尾本恵市の対談をまとめた

『日本の人類学』（山極・尾本 2017）は、部分的には大変

興味深い内容を含んでおり、私も同意する点が少なくな

い。たとえば、原発や地球温暖化懐疑論に対する批判、日

本における科学の基礎研究への理解不足と軍事研究への

傾斜、教育行政批判、沖縄県辺野古での新基地建設などで

ある（山極・尾本 2017：139）。しかしながら、彼らの認

識には基本的な点で誤りが多く、実際には先住民族の権

利保障には寄与せず、反対にバイオ植民地主義を推進す

るものである。 

 前述のように、尾本は狩猟採集民としての先住民族に

強い関心を抱いており、それを正当化する議論を本書の

中で行なっている。しかし、彼らの認識の基盤となってい

る狩猟採集民と農耕民の二分法が単純で、現実の人間集

団の生活実態に当てはめて説明するには無理がある。 

尾本は同書で、「農耕民と狩猟採集民が「同時代人」であ

ることを認識しなければならない」（山極・尾本 2017：124）

と述べ、これ自体はしごくまっとうな主張である。ところ

が、続けて彼は「狩猟採集民は「遊動生活者（ノマド）」

で、農耕民は定着している」というのは「大きな誤解であ」

り、「分布を見ても、農耕民が世界中にどんどん広がって

いったことは明らかだ。土地を守って定着しているのは

狩猟採集民のほうで、農耕民こそ遊動民である」ともいう。

この主張は、狩猟採集民＝ノマドで農耕民＝定住者とい

う通説をくつがえすものとして一見興味深く思う読者も

いるかもしれないが、これは時間軸の取り方の問題であ

る。つまり、狩猟採集民が先住している土地に農耕民が後

から侵入していった経過を見れば、狩猟採集民＝定住者、

農耕民＝遊動民（ノマド）という図式が成り立つかもしれ

ないが、それでは狩猟民がなぜ世界中に「分布」している

のかという説明にはならない。たとえば、アメリカ大陸の

先住民族は元々同地に定住していたのではなく、ベーリ

ング海峡を渡って移動し、その後各々の土地に定住した

というのが通説である。つまり、移動の後に定住するとい

うパターンはどちらも同じであり、時間軸を尾本の認識

より長くとってみれば、どちらも同じパターンをくりか

えしていることになる。この点をとってみても、尾本の狩

猟採集民と農耕民に関する二分法は破綻しているし、尾

本のような研究者の認識を批判する英語圏の研究者が述

べるように、「二項対立はおかしい」（山極・尾本 2017：

123）という批判がそっくりそのまま当てはまる。アイヌ

も近代化以前から農耕を行なっていたという記録もあり、

また明治政府によって農耕民化政策を強制されながら狩

猟採集生活を継続していた時期があり、狩猟活動と農耕

活動は並行して行なうことが可能である。もちろん、大別

すれば狩猟採集民と農耕民という分類は可能ではあるが、

少なくとも通時的な変遷を追えばアイヌ民族に関しては

この固定的二分法は当てはまらない。 

私は尾本の問題意識となぜ狩猟採集民と農耕民を二分

して捉えているのかは理解できる。尾本は「多くの狩猟採

集民は今や民族としての絶滅の危機に瀕している。動物

の場合、絶滅危惧種を大騒ぎして保護するのに、なぜ人類

の絶滅危惧種を放っておくのか。狩猟採集民は格差の最

下層にいて、ひどい人権問題に悩んでいます」とし、それ

を目撃したのがフィリピンにおいてであると述べる（尾
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本・山極 2017：155）。また、国連の「先住民世界会議」

の各国代表者は「ほぼすべて農耕民」で、それはフィリピ

ンにおいても同様であり、「ネグリトの人々のような狩猟

採集民はおとなしくて、農耕民を怖がっているから、のけ

者のされている。私は人類学者として、このことを政治学

者や法律学者に訴えたいのです」という（尾本・山極

2017:158）。つまり、尾本は彼らの代弁者でありたいとい

うのである。ただ、私はフィリピンの事情に通じていない

ので断言はできないが、尾本がフィリピンの農耕民の先

住民族よりも狩猟採集民の声を代弁するのにふさわしい

かどうかは自省的であるべきと考える（ややナショナリ

スティックな考え方かもしれないが）。 

そもそも、アイヌなど世界各地の先住民族は交易に従

事することが多く、この場合交易による移動はノマドと

呼ばれるか否かにかかわらず、狩猟採集民と農耕民の両

方が持っている活動形態であろう。つまり、狩猟採集民も

農耕民も時間軸や視点次第で「移動」もすれば「定住」も

するのであり、狩猟採集民と農耕民に一つのみの属性を

割り当てるのは固定観念にとらわれた認識なのである。

また、「文明化の人間社会では権力によって上下関係が生

じ、制度として身分制が確立されている。ところが狩猟採

集民には、そういう上下関係がない」（尾本・山極 2017：

128）という。これは交易などの商業活動に組み込まれて

いない段階ではいえるのかもしれないが、いったん資本

主義経済体制に組み込まれてしまえば、当てはまらない。

たとえば、近世のアイヌ社会には首長が存在し（17 世紀

のシャクシャイン、オニビシなど）、他のアイヌとは区分

があったことは通説であるし、歴史地理学の観点から 18

世紀初期の 5 つのアイヌ居住地域を歴史地理学の観点か

ら分析した研究によれば、役職者と非役職者という区分

があり、「ウタレ」という労働者が同居している家があっ

たことが述べられている（遠藤 2004）。これらの区分につ

いてはいくつかの要因が考えられるであろうが、交易に

よる利潤の多寡や植民地化などが考えられる。もちろん、

狩猟採集民（尾本の認識では、多くの場合、先住民族であ

るが、先住民族に限定されるというのも極論である）社会

の方が、農耕社会に比べれば相対的に身分差や格差が少

ないというのは正しいであろうが、それだけではあまり

にも単純化された、牧歌的な認識である。尾本自身がフィ

リピンで血液採取したネグリトも政府の方針により農耕

民化させられていたからアクセスできたわけで、彼はそ

のような状況を都合よく利用しながら「混血」の人々を除

外し、より「純粋」な狩猟採集民のサンプルを探し求めた

のである。 

また、尾本は「私は、先住民族とくに狩猟採集民から現

代人を見ています。私はもちろん猿人などにも興味があ

りますが、遺伝学の範囲でわかるのはホモ・サピエンスの

ことです。つまり先住民族によって、現代文明人を相対化

しようというわけですね」（山極・尾本 2017：169）とも

述べる。ここでは、先住民族が「現代文明人を相対化」す

るための山車として持ち出されているのみならず、先住

民族が「現代文明」と切り離された存在であるかのように

認識されている。「農耕民と狩猟採集民が「同時代人」で

あることを認識しなければならない」と述べていたにも

かかわらず、である。つまり、ここでも尾本が立脚してい

るのは破綻した二分法で、非歴史的な議論に陥りがちな

のである。 

 尾本は欧米の研究者たちの認識のみならず、彼ら／彼

女らの姿勢にも批判を向ける。「欧米の学者は、当然のよ

うに世界中の試料を集めて研究していますが、その一方

で長年にわたって現地で苦労しながら研究してきた人た

ちがほとんど無視されている。まるでグローバリゼー

ションで得をするのは誰か、と似た問題です」と、自分た

ちの「苦労」が不当に無視されている不快感をあらわにす

る。尾本たちが集めた血液試料のことを「聞きつけた欧米

の学者たちがしきりに、サンプルをくれと言ってくる。…

学問は世界に開かれなければならない。そういうのは簡

単ですが、当事者としては釈然としない。しかも、欧米の

研究者の中には横柄な者も多く、貴重な試料を集めた者

への感謝の念が薄い」とし、自分の研究姿勢を棚に上げて

欧米研究者を論難している（山極・尾本 2017：82-83）。

このような研究者たちから自分が集めた試料を守り、保

管するため、東京大学は「「アジア人類基層集団希少試料

の管理と遺伝的多様性解析」について」という研究課題を

設定し、DNA の個人差や集団としての多様性を解明する

目的で活用しているというのである。 

 尾本が最終的な目標として掲げているのは、「DNA か

ら人権までの総合的人類学」のようである。少し長くなる

が、そのまま引用する。 

 



「アイヌ研究」をめぐる植民地主義と植民地主義批判の入れ子構造（東村） 

 

32 
 

「DNA から人権まで」と言うと「自己宣伝だろう」と言

われますが、そうではありません。DNA は生物の基本要

因で、人権は人間の目指すべき究極の倫理と考えられま

しょう。つまり、始めと終わりです。まず DNA から個体

ができ、文化によって集団と社会になる。社会は法律や政

治組織等を造り、さらに複雑化しますが、そこでは戦争や

差別などネガティブなことも起こってくる。そして、人権、

人間の尊厳をいかに守るかが問題となる。 

 人類学が人間を知ることを目的にするなら、これらす

べての要素に取り組むことができる。私は DNA の研究か

ら人類学者になりましたが、最終的に目指しているのは、

先住民族の人権という問題です。しかし、逆に、人権問題

を研究してから最後に DNA の研究をするのは難しいと

思います。その意味で、文化人類学から自然人類学への方

向転換は難しいが、自然人類学から文化人類学へ拡張す

るのは可能かもしれない。そんなことを言ったら、文化人

類学者に怒られるでしょうか（笑）。 

（山極・尾本 2017：233） 

 

 たしかに「文化人類学から自然人類学への方向転換は

難しい」であろうが、「自然人類学から文化人類学へ（の）

拡張」も容易ではなかろう。自分が「拡張」を実践してき

たという自負がこの一節に表れており、学問の細分化を

批判し「総合的人類学」を構想するあまり、人文社会科学

者が人権問題で培ってきた知見に対する謙虚さが欠けて

いる。尾本に必要なのは、「自己宣伝」ではなく、自分に

対する他の研究者たちからの批判を真摯に受け止めるこ

とであろう。尾本自身、自分を批判する人たちがいること

には気がついていて、「私の研究を批判する人もいます。

ある文化人類学者は、人骨を集めて研究するのもけしか

らんのに、血液を採って遺伝子の研究をするとは何事か。

人種差別ではないか、と。それに対して私は「アイヌ文化

は、文化人類学者が研究すればいい。私はあくまで、自然

科学の方法でアイヌ人の歴史を明らかにし、この人々こ

そ日本列島の先住民の子孫であることを証明できた」と

反論しました」と述べ（山極・尾本 2017：268-269）、こ

の文面からは自分の姿勢を正当化する論調しかうかがえ

ない。 

 拙稿（東村 2020）で指摘したように、「人権」を重視す

る尾本は、遺骨蒐集によって引き起こされた問題を理解

していないわけではない。彼は「人権上問題となる現代人

の遺骨が含まれていることも事実である。…かつては、ア

イヌ民族の墓地の無断発掘という犯罪的な人骨収集がな

されたこともあった。そのような標本は、謝罪と共に遺族

や民族関係諸団体等の要望に応じて返還されるべきであ

ろう」という。ただ続いてこうも述べる。「しかし、現存

する先住民族であるアイヌ民族（琉球民族も）の資料であ

ることが確実な場合、墓地の発掘で得られたもの等は論

外として、アイヌ協会や先住民族の組織からの返還要求

があれば、研究の学問的価値とわが国ないし世界の文化

財としての価値を充分に説明し、納得してもらった上で

保管・研究を続けられることが望ましい。返還要求が強い

場合、模型を造った上で現物は返還することになるが、資

料の起源等の研究のために DNA の検査が許されるべき

でろう」（尾本 2016：272-273）。尾本は「返還要求が強い

場合」は返還を認めるものの、彼の論理では、遺骨の来歴

が不明で祭祀継承者を特定できなくなっている多くの遺

骨や引き取り手のいない地域の遺骨については、遺骨の

研究利用が推進されることになる。倫理上問題のある方

法で収集された遺骨を「世界の文化財」として利用するの

は、いわば「ボタンの掛け違い」を容認することである。 

これについては植木哲也が「コタンを回復し返還先を

確定した上で、あらためて協力を依頼するというのが、人

体試料を用いた研究のあるべき姿である。返還先が不明

なことを理由に研究利用するというのは、明らかに研究

倫理に反している」と批判する。私は「コタンを回復し」

というのは現状では困難だと考えるが、その他の点につ

いては植木に全面的に賛成する。また植木は現時点では

多くの人は研究使用に賛成しないだろうが、「同意を得ら

れないのは、研究による不正義が放置され続けているこ

とに、人びとが強い憤りを抱き続けているからである。い

ぜんとして研究者は、研究を遂行するのに必要な信頼を

得られていないのである」と指摘する（植木 2017：309）。

これは手島武雅ら多くの研究者が批判するように、「自由

で、情報に基づく、事前の同意」（手島 2012a：13）がな

されていないことを意味する。 

 ちなみに、尾本や埴原を国際日本文化研究センターに

招き入れたのは、アイヌ民族の起源を縄文人に見て取る

梅原猛で（山極・尾本 2017：265）、方法は異なるとはい

え、起源論によりアイヌ民族の先住民族としての存在証
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明が可能である、という研究者の系譜の一端がここにも

現れている。このように、尾本たちは「農耕民と狩猟採集

民が「同時代人」であることを認識しなければならない」

と述べてはいるものの、実際には狩猟採集民に関心を優

先させることによって現在のアイヌ民族を過去化してい

るのである。それは近現代に生じた問題を近現代内部の

視点から克服するのではなく、近現代を回避した形で解

決を目指す発想である。換言すれば、アイヌの過去の姿を

ロマン化して現在に投影し、すでに狩猟採集中心の生活

ではなく、現代社会に適応してきた現実のアイヌを後景

化するものである。 

 

4．植民地主義と植民地主義批判の 

入り組んだ関係 

 

 尾本の議論を批判すること自体は難しくはなく、学問

的にはすでに言い古された話を現在になってもくりかえ

しているだけ（形態人類学であろうが分子人類学であろ

うが、民族の起源や出自を自然人類学の手法で解明しよ

うという発想は私にとっては大同小異である）であれば、

そのまま放置しておいても問題はさほどないのかもしれ

ない。しかしながら、現実はそうではなく、山極との共著

の中でも尾本は自分の系譜を継承する分子人類学者の名

前を何か所かであげ、それを「「レールを敷く」伝統が守

られているようで、喜ばしい事です」（山極・尾本 2017：

66）と言祝いでいる。その中の一人で近年「ヤポネシアゲ

ノム」を主導する主要メンバーである篠田謙一や斎藤成

也は、その成果を『日経サイエンス』誌（2021 年 8 月号）

など商業媒体でも発表している。 

分子人類学者のみならず、彼の議論を受け入れ、「協働」

する人たちは人文社会科学者の間にも見られる。その中

には私から見れば植民地主義を批判する立場にあると思

われる人々も含まれている。つまり、植民地主義と植民地

主義批判の入り組んだ関係であり、幾重にも絡まり合っ

ている。冒頭で述べたように、植民地主義批判を唱えてい

るかのように見える人が、実は植民地主義者的に行動し

ていたり、植民地主義批判を支持するかに思われる人が、

植民地主義者の主張に手を貸したり、あるいは植民地主

義者の助けを借りていたりする。また、別稿でも指摘した

ように（東村 2016；2020）、アイヌ遺骨の DNA 研究で批

判を浴びている篠田謙一にしても、彼が研究目的として

あげているのが、DNA 研究がアイヌの先住民族としての

存在証明に役立つという尾本と同じ発想によるものであ

る。これを植民地主義批判に立脚するはずの北海道アイ

ヌ協会が容認しているという、奇妙な関係がある。現在ま

た将来への影響力、そして一見その物分かりのよさそう

な北海道アイヌ協会支持のポーズからして、篠田の例は

おそらくもっとも批判されてしかるべきであろう。その

ような議論が一部の批判的研究者から提起されてはいる

ものの、人類学会内から本格的に提起されていないのは、

学会の怠慢といわれても仕方あるまい。それこそが植民

地主義の延命に手を貸している原因の一つでもある。 

私が植民地主義批判と植民地主義批判の奇妙な連携に

はっきりと気が付いたのは 2000 年代からである。いわゆ

るアイヌ文化振興法が制定された 1997 年、尾本はアイヌ

の元国会議員であった萱野茂らとともにアイヌ民族に関

する啓蒙的な著書『アイヌ語が国会に響く』を発刊してい

る。同書に収められた尾本の論考（尾本 1997）の内容に

ついては彼の他の著作で述べられていることと同様なの

で簡単にまとめると、アイヌ民族の存在証明が DNA 分析

による起源探究によって強化される、というもので、尾本

の持説を展開する場としても提供されていることになる。

これでは植民地主義を払拭するどころか、先住民族の権

利保障をバイオ植民地主義者が支持するという、ねじれ

た構造を形作り、被植民者と植民者の関係を改善させた

ようで、実際にはその反対に向かっているのではあるま

いか。また、かつて新党大地 5）の副代表をつとめたこと

もある多原香織には『先住民族アイヌ』という著作がある

（多原 2006）。多原は尾本に推薦文（「解説にかえて」）を

寄せてもらい、同書の価値を権威付け保証させている 。

これらの例は、政治家と地続きの「制度化されたレイシズ

ム」（東村 2016）の解体ではなく、むしろ両者の関係が一

時的にせよ強化されていたことを意味する。これでは脱

植民地化に向かっているという評価は、控えめにいって

も難しい。これが見過ごされてきたとすれば明瞭な死角

そのものである。 

 もう一つ、より近年の例を付け加えておこう。北海道大

学の民法研究者でアイヌ民族の権利回復運動にも関心を

寄せてきた吉田邦彦の著作である。吉田はアイヌ民族に

対する補償が日本の法学者の間で欠落し、無視されてき
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たことを批判し、民法研究の視点から補償の推進を説く。

彼がいうように「アイヌ民族を支援する和人の側の「植民

地主義的体質」「御用学者的体質」を脱皮することは不可

欠である」（吉田 2015：233）のは当然で、その姿勢には

共感できる部分も多く、私は吉田をいたずらに批判した

いわけではないが、いくつか見過ごせない点もある。たと

えば、拙稿（東村 2002）で批判した縄文人とアイヌ民族

を結び付ける梅原猛の発想を吉田は高く評価する（吉田 

2015：188）。そして尾本に直接言及するのは近年の著書と

論文である。吉田は、私が批判的に引用した尾本のアイヌ

遺骨の研究利用についての考えを基本的に容認しており

（吉田 2018：214）、また 2021 年に公刊された論文では尾

本に最上級ともいってよい賛辞を送っている。 

 

 言うまでもなく、尾本博士は博士論文で、それまで人類

学で一般的だった古典的形態人類学等形態のみに基づく

直感的なヒトの起源・類縁論に反旗を翻し、集団遺伝学な

いし分子人類学に着目し、アイヌ民族の「先住民族（狩猟

採集民族）」であることの（ママ）遺伝的に解明されて、

5～6 万年前から始まる人類の《アフリカ脱出》との関係

で、日本の原住民族のアイヌ民族、琉球民族を人類史で位

置づけられた。尾本博士による科学的証明が、「先住民族

性」を裏付けることとなったわけである（この点で、例え

ば、樺太アイヌの盗掘を行った清野謙次氏の主観的人類

学では、「日本人原人」説を採り、アイヌ民族にも侮蔑的

であったのとは対照的であり、人類学の研究の進展が先

住民族保護との関係で無視できない所以である）。しかも

被験者に対する献呈とお詫びをしているところに同博士

のヒューマニティが出ている。そして目下の博士の関心

は、「先住民族の人権論」である。 

（吉田 2021：2）。 

 

「尾本博士による科学的証明が、「先住民族性」を裏付け

ることとなった」という評価は私とは正反対である。この

一文だけにはどうしても目をつぶることができない。 

本稿で私が批判してきた山極と尾本の共著も「広い人

類学的な視点からの狩猟採集民族ならではの『本来の源

流規範』の意義が高まっている（山極＝尾本理論）ことも

興味深い」（吉田 2021：43-44）と吉田はいう。吉田が京

都大学における山極の遺骨（人骨）の処遇について知らな

いはずはなく、おそらく彼にとっては是々非々で評価す

べきところは率直に評価しているということなのであろ

う。しかし、そうであったとしても、上述のような欠点を

抱える書物を何故に無条件で参照に値するものと見なし

ているのか、私には理解不能である。同論文でも言及され

ている「先住民族問題研究会」 はフィリピンの先住民族

の人権問題侵害に心を痛めたという尾本が立ち上げたも

ので、先住民族の生活破壊を停止させたいという意図そ

のものを私は批判するつもりはない。ただし、そうであれ

ば、尾本が焦点を当てるべきは「先住民族」ではなく、先

住民族を苦境に追いやっている非先住民族の「問題」では

あるまいか。また、尾本に賛同し、「先住民族問題研究会」

に集う人たちも同じことがいえる。 

 

5．おわりに 

 

今日、植民地主義にはどう対峙すべきなのであろうか。

ここまで述べてきたように、表面的には先住民族に対す

る植民地主義の行使を批判するように見えながら、その

根底にある発想が（バイオ）植民地主義であることもあり、

その延命に手を貸す「善意」の植民地主義批判者も存在す

る。両者の結び付きを解きほぐすのは容易ではなく、これ

からも当面は交錯状態が継続されるであろう。 

ただ、実効性の問題を脇に置くとすれば、方策がないわ

けではない。もっとも着実で効果的な対策の一つは、尾本

や篠田のような研究者の営為を批判し、やめさせること

で、その第一の責任は篠田自身が会長を務めた日本人類

学会等学界にあろう。また、北海道アイヌ協会がアイヌ遺

骨の学術的利用にストップをかけることも重要である。

なぜなら、それは政府と一部研究者が結託して進めてき

た植民地主義から縁を切り、植民地主義の養分を奪い取

ることにつながるからである。その意味で、協会の姿勢は

今後の帰趨を決する論点の一つであろう。 

なお、紙幅の都合もあり本稿ではふれられなかったが、

植民地主義と脱植民地主義の入り組んだ関係は、日本だ

けではなく広く世界中で見られる現象であり、またくり

かえし述べてきたように一人の人物の中に併存すること

もある 6)。植民地主義と脱植民地主義の境目は微妙な場

合もあり、私自身も植民者の末裔として無縁ではないし、

自分の思考の中に植民地主義的発想が浮かんでくること



多文化共生研究年報 第 19 号 2022 

 

35 
 

に時々気が付く。この点から見れば、本稿で扱った事例は

氷山の一角にすぎず、よりくわしい検討が求められる。 

 

〔注〕 

1）埴原がサンダースホームで「混血児」研究をしていた当時の

様子については、埴原（1992）を参照。 

2）尾本はフィリピンのネグリトを訪問調査した際の写真をくり

かえし掲載している。たとえば、『ヒトと文明』に掲載された

写真のキャプションには「筆者の身長は 178 ㎝」と記し、低

身長とされるネグリトとの体格的な違いを対比している。ま

た、同書に掲載されたアエタ（同じくフィリピンの先住民族））

と彼が一緒に写っている写真では「スモール・イズ・ビュー

ティフル」と題し、再び自分の身長と身長の低い「アエタ族

の首長」とを対照させている（尾本 2016:113、115）。尾本が

人間（集団）の体質的な差異にとらわれていることは明らか

である。 

3）当時のネグリトからの血液採取について、尾本はある対談で、

彼らが警戒心がないのをよいことに「医療診断と炊き出し」

で誘い出し、「意外に簡単に血が採れるんです」と述べてい

る（大橋編 1992:41）。手島（2012b:10）が批判するように、

「当事者集団の共同体組織および個人からの同意を得たよう

には対談からは窺えない」。 

4）本論から脱線するため、本稿では注記するにとどめるものの、

研究目的のため京都大学に蒐集・保管されてきた遺骨（人骨）

に対する山極の態度はきわめて問題である。くわしくは、松

島・山内（2020）を参照。また、山極は朝日新聞に寄稿した

一文で「いのちをつなぐためには言葉の限界を理解し、もっ

と五感を生かすコミュニケーションを駆使すべきだと思う」

と述べているが（『朝日新聞』2021.8.6「科学季評 気持ち伝

わるコミュニケーション／言葉に限界 五感いかして」）、こ

のように生身の人間とのコミュニケーションには配慮する

人間が、死者の尊厳には冷淡であるのには何か理由があるの

だろうか。 

5）同党の元代表鈴木宗男との関係についていえば、鈴木は 2001

年に「アイヌは同化されてしまった」と発言したことで知ら

れる人物である （計良 2016:202）。その後、鈴木が当時の北

海道ウタリ協会との関係をとりなし、表面的にはアイヌの味

方のように見える側面はあったとしても、本質的にはアイヌ

の権利回復に関心を持っているとは思われない（計良 2016：

283－288）。そのような政治家の組織する政党の副代表を務

めたということは、多原が鈴木の政治家としての資質に目を

つぶっていたか、知らなかったかのどちらかなのだろうか。

多原がスイスに移住後、政治活動には関与していないように

見える今日、当時の著作や活動をどのように評価すべきか一

言ではいえないものの、少なくとも同書は多くの問題点があ

る。 

6）たとえば、一例にすぎないが、手島武雅による研究者のアイ

ヌ民族の血液蒐集について詳細に検討している論考の中で

言及されているスタインバーグという遺伝学者は、アイヌの

血液採集にも関与した人物であり、「生物学的に「人種」を受

け入れていた一方、彼の反アパルトヘイトの立場を例に語ら

れるように、イデオロギーや国家の政策としての人種主義と

人種差別には強い反対者であった」という（手島 2020:27）。

もちろん人種主義と植民地主義は同義ではないが、不可分の

関係にあることはたしかであろう。 
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人種差別禁止法に関する基礎的研究 

―オーストラリアの「人種差別法」に着目して― 

 

大橋 典子 

（名城大学・院） 

 

 わが国における差別禁止法制は進展しているものの、外国人労働者を含む多様な国籍を持つ人々に対する差別是正が国内外から求め

られ続けている。一方、オーストラリアでは、白豪主義政策から多文化主義政策へと転換し、人権機関や雇用に射程を含む「人種差別

法」を制定し、国際的に高い評価を獲得する。先進的な取組みを推進するオーストラリアに着目することで、日本における人種差別禁

止法制への示唆を得る。 

キーワード：オーストラリア、人種差別禁止法、国籍・民族的出身、国内人権機関、雇用差別 

 

 

1．はじめに―問題の所在と目的 

 

近年、わが国では、障害者差別解消法 1）、差別的言動解

消法 2）、部落差別解消推進法 3）という、いわゆる差別解

消 3 法（人権 3 法とも呼ばれる）、およびアイヌ施策推進

法 4）が施行され、差別事由が拡充された差別禁止法制の

進展がみられるようになった。これらの中でも、外国人の

人権に関わる法律、差別的言動（憎悪的表現）、いわゆる

ヘイトスピーチを規制する差別的言動解消法は、憲法 21

条（表現の自由）との調整から罰則規定がない理念法に留

まる 5）。たしかに、川崎市ヘイトデモ差止め事件 6）など

ではその立法効果は発揮されつつも、雇用における事案

への効果は限定的であるようにみえる 7）。わが国に入国

する外国人は、労働に従事する者が多数を占め 8）、国内外

から指摘されるように外国人労働者の人権侵害は多くの

課題が残る 9）。憲法 14 条（法の下の平等）10）から導かれ

る内外人平等原則は、すでに労働法制において徹底され

ていると解されている（野川 2004）。確かに、労働基準法

11）、労働者派遣法 12）、職業安定法 13）、労働組合法 14）など

に、「人種」15）や「国籍」に基づく差別禁止が明示される。

しかし、国内人権機関（以下、人権機関）16）の設置や罰

則規定はいまだ立法化に至ってはいない。2018 年 12 月の

改正出入国管理法 17）により創設された在留資格「特定技

能」による外国人労働者の増加や労働環境における国籍

の多様化が見込まれる中、雇用上の差別に射程を含めた

人種差別禁止法制の充実は急務である。そこで本稿は、先

進的な差別禁止法制を推進するオーストラリアに注目し、

今後の日本における人種差別禁止に向けた法整備のあり

方を示したい。 

 

2．研究の意義 ―オーストラリアにおける人種

差別禁止をめぐる法制度の有効性 

 

 本研究が対象とするオーストラリアは、イギリス法と

コモンローを色濃く継受し、連邦制を採用する国であり、

人種差別に関する法制度の歴史的経緯や立法政策も日本

とは異なる点が多い。総人口や流入外国人数の規模も近

接しているとはいえない。しかし、同国を研究対象とする

意義は、次の 6 点を挙げることができる。第 1 に、オー

ストラリアの「人種差別法」（Racial Discrimination Act 1975）

（以下、人種差別禁止法と読み替える）は、1975 年から雇

用上の差別禁止、人権機関や罰則規定を含む包括的な連

邦レベルの人種差別を禁止する法律であり、権利章典に

該当しうると称される人権法（Gibbs 1982）である。雇用

上の人種差別も禁止する 18）。第 2 に、オーストラリアは、

人権委員会 19）とオンブズマンという 2 種類の独立人権機

関 20）を設置する 21）。政治的な発言力が大きく、国会や政

府への提言機能が充実していると解される人権委員会

（人権フォーラム 21 編 1999）は、1986 年の人権委員会法

（Human Rights Commission Act 1986）に基づき活動し、国

連での活動や労働者送出国（中国やベトナム）への人権教

育の提供などの豊富な実績を積み上げ、国際的にも評価

が高い。労働法に基づくフェアワーク委員会（Human 

Rights Commission）やフェアワークオンブズマン（Fair 

Work Ombudsman）による労働者の支援や救済も補強され
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ている 22）。第 3 に、人種差別禁止法、人権委員会法、お

よびフェアワーク法（Fair Work Act 2009）に罰則規定（刑

法の適用含む）があり、人種差別を禁止する実効的な救済

が定められている。第 4 に、日本は批准していない国際

労働機関の「雇用および職業についての差別待遇に関す

る条約」（以下、ILO111 号条約）を含めたオーストラリア

の人種差別禁止法制は、移民政策統合指数（以下、MIPEX）

を比較する国際的調査において高い評価を獲得し、差別

に関する指標に関しても注目に値する（MIPEX 2020）。第

5 に、オーストラリアの総人口のうち外国生まれの者は

約 30%と高く 23）、外国にルーツを持つ者 24）も増加してい

る。 後に、先住民であるアボリジニ 25）やヘイトスピー

チ 26）に関するオーストラリア法の先行研究は積み重ねら

れつつあるものの、人種差別禁止法制に関する研究は乏

しいことなどが挙げられる。 

 以上のようなオーストラリアに注目する意義のもと、

本稿では、「3．多文化主義政策への転換と多様化する労働

者」、「4．オーストラリア憲法」、「5．人種差別禁止をめぐ

る法制度」、「6．人権機関とその機能」、「7．例外規定と裁

判例の展開」、「8．現状評価と課題解決に向けて」につい

て順次考察し、 後に日本における人種差別禁止法制へ

の示唆を与えたい。オーストラリアにおける一般的およ

び雇用に関連する人種差別禁止法制構築のために、基礎

的資料を整理したうえで、研究を推進する。出入国管理や

在留資格に関する移民法、人種差別禁止法を強化するた

めに制定された人種憎悪法 27）、あるいはフェアワーク法

については、適宜関連する部分を紹介するに留めること

にしたい。また、議論を進める上で、主に外国籍の労働者

を対象にしているが、「移民」という用語がしばしば登場

する。世界的に統一された定義 28）はなく、日本では「移

民」29）という用語は避けられる傾向にある。「外国人労働

者」や「外国人」の表記とともに、「移民」を互換的に使

用することをご了解いただきたい。 

 

3．多文化主義政策への転換と多様化する労働者 

 

（1）多文化主義政策への転換 

 オーストラリアは、1970 年代初頭まで、先住民に対す

る希薄な権利保障意識やアジアや太平洋諸島出身者への

差別政策を許容していた国である。このような政策が生

成された起源は、1606 年にオランダ人の東インド会社の

探索船が到来したことに遡る。1768 年にはイギリス海軍

が上陸後、1776 年にアメリカが独立後の流刑地として

オーストラリアが選出された。1840 年にニューサウス

ウェールズ、1868 年に西オーストラリア、1953 年にタス

マニアへの流刑が廃止されるまで囚人輸送による強制移

民の割合がほぼ全体を占めていた。これ以降は、補助移民

制度による入植が開始されたが、先住民に対する権利保

障を内容とする条約は締結しないままであった。1830 年

代後半から深刻な労働力不足により、中国人やインド人

を安い労働力としてアジアから導入されるようになった。

1851 年頃から始まったゴールドラッシュは、世界中から

移民を惹きつけ、オーストラリアの人口が急増する大き

な要因になった。ヨーロッパから移住した鉱山労働者は、

特にヨーロッパ系以外で 大の集団を構成するように

なった中国人に反感を持つようにより、各地で中国人襲

撃事件が発生するなど、白人中心の建国を目指すように

なった。包括的な白豪主義政策が確立したのは、1901 年

にオーストラリア連邦として成立すると同時に制定され

た移民制限法（Immigration Restriction Act 1901）であった

といわれる。当該制限法が定める 50 語のヨーロッパ言語

の書き取りテスト（のちに、英語のみ）は、立法者の意図

に従って同法を巧みに運用することで、好ましくないア

ジア系移民の排除を実現しようとするものであった（藤

川 1992）。ただし、アジア・アフリカ大陸に植民地を持つ

本国イギリスにとって、「中国人」というような差別的な

文言の挿入はマイナスと考えられていたため、中国人の

移住を禁止する差別立法は、かろうじて見送られた（歴史

教育者協議会 1999）。有色人種を排除するような立法は、

他にも存在する。同年に制定された太平洋諸島労働者法

（Pacific Island Labourers Act 1901）は、クイーンズランド

およびニューサウスウェールズで展開されていた綿花農

場やサトウキビプランテーションで雇用されていた、カ

ナカ（ハワイ語で男性という意味）と呼ばれるメラネシア

人の強制送還や 1903年以降の採用を禁止するものであっ

た（Australian Human Rights Commission（以下、AHRC） 

2003）。 

 白豪主義政策が衰退に向かうきっかけとなったのは、

第 2 次世界大戦後、オーストラリア大陸の防衛と経済復

興・成長を目的として、移民省の設置や大量移民政策の採
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用が挙げられる。 1948 年の国籍および市民権法

（Nationality and Citizenship Act 1948）により、アジア系移

民の国籍取得が可能になり、翌年発表されたアジアから

の留学生を受け入れるコロンボ計画、1958 年の言語テス

トの廃止は、1960 年代の終わりまでに約 270 万人を受け

入れる、国籍の多様化を押し進める社会への潮流が促進

されるようになった。1967 年に実施された国民投票では、

国民の 90％以上がアボリジナルな人びとを人口調査にお

いてカウントすべきであると回答したことにより、オー

ストラリア憲法 51 条（26）30）の一部と 127 条 31）が削除

されるという歴史的な出来事へと発展した（Parliament of 

Australia 2017）。この投票結果は、政府に差別的政策の転

換を迫り、硬性憲法を改正する原動力に繋がったもので

あったと考えられる。1972 年にホイットラム政権（労働

党）は「人種や肌の色によるいかなる差別も無効」とする

法案を通過させ、同政権のグラズビー移民大臣は、多文化

主義政策を提唱した。これは、1973 年にイギリスのヨー

ロッパ経済共同体（EEC）加盟や ILO111 号条約 32）への

批准、そして 1971 年に世界で初めてカナダが打ち出した

多文化主義政策を意識したものであったと解される。つ

いに、白豪主義政策からの脱却を明示したと評されるの

は、1975 年の人種差別撤廃条約を国内法化する目的で制

定された人種差別禁止法である。1976 年初めから次期政

権を担うフレイザ首相（自由党）は、ベトナム難民の受け

入れを見越した政府諮問委員会の設置と多文化主義政策

に関する勧告を策定させ、1987 年に発表された「ガルバ

リー報告書」33）以降、客観的に移民を選抜するポイント

制度の導入、家族呼び寄せ移民の優遇、難民・人道的な受

け入れの特別枠設定など、さらなるアジア系移民の増加

が本格化していったのである。1989 年の多文化主義政策、

「多文化のオーストラリアのためのナショナル・アジェン

ダ ―私たちの未来を共有しよう」34）は、「アボリジニ、

アングロ・ケルト人、非英語圏の出身に関わらず、あるい

はオーストラリア生まれ、外国生まれに関わらず、すべて

のオーストラリア人（all Australians）」が、新たな政策目

標の対象に包摂されたことは、かなり前進的であったと

いえる。2011 年に政府が発表した新たな多文化主義政策

は、「The People of Australia」と命名された。この「People」

は、1901 年当時の憲法 127 条の規定により先住民を人口

に数えず、アジアや太平洋諸島出身者を差別してきた過

去から脱却し、幅広い人々を包摂する積極的な政府の意

思表明であったといえる。このように、第 2 次世界大戦

以降、オーストラリアは人種差別禁止法制を急速に構築

させ続けることにより、多様な背景をもつ人びとの権利

保護を追求する国への大転換を果たしている。 

 

（2）国籍の多様化が進む労働者 

 白豪主義政策からの脱却を図る中で、現在オーストラ

リアは、総人口約 2,579 万人のうち外国生まれの者は、総

人口の 29.8 %にまで増加し、親のどちらかが外国生まれ

の者は、46％にまで達する（OECD 2018）。農業や観光業

などの産業分野における人手不足を解消するために、太

平洋諸島や東ティモールなどから労働者を受け入れる太

平洋労働計画 35）や季節労働者プログラム 36）も、国籍の

多様化を加速させる。2020 年前後から世界中で猛威を振

るうコロナウィルス（以下、COVID-19）により、国境を

越える移動の制限は、オーストラリアも例外ではない。

OECD（OECD 2021）によると、同国は長期的または恒久

的（在留資格の変更を含む）に受け入れた新規入国者は

15％減少し、163,000 名であったと報告される。これまで

も多かったイギリスに代わり、インド、中国、ニュー

ジーランド出身者の増加が顕著である。入国理由は、 も

多い労働者の帯同家族および家族目的の 57％に比べ、労

働目的は 26%と低い。ただし、一時的・季節的な労働目

的の者は 221,240 名であり、この中で圧倒的大多数を占め

るワーキングホリデーで入国する者の人数は、他の

OECD 諸国に比べかなり多いのが特異的である 37）。ワー

キングホリデーの在留資格で 209,040 名 38）が入国し、お

よそ日本でいうところの技能実習制度のような位置づけ

がなされていると考えられる。高等教育レベルの教育機

関への入学が許可された留学生 173,370 名 39）の多くは、

中国、インド、ネパール、ベトナム、そしてマレーシアな

どのアジア諸国の出身者である。難民および人道的な理

由で受け入れた 18,300 名は、英語力の乏しさに加え、戦

争などの混乱で教育や職業経験が途切れ、オーストラリ

アの雇用慣行に精通していないため就職に困難が伴うと

いう（Refugee Council of Australia 2019）。これらの人びと

には成人移民教育プログラム 40）を通じた無料の英語教育

などを含めた、就労支援が公的に提供される。 
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4. オーストラリア憲法 

 

オーストラリア連邦憲法法（Commonwealth of Australia 

Constitution Act 1900）（以下、オーストラリア憲法）につ

いて、イギリスの流刑植民地としてオーストラリアが出

発したという歴史的背景を振り返ることは欠かせない。

オーストラリアは、イギリスの植民地であった 6 つの地

域が 1901 年に連邦として発足後、1931 年にウェストミン

スター法（Statute of Westminster 1931）が制定されたこと

によりイギリス連邦を構成する国家として実質的な独立

を果たした国である。オーストラリアがイギリス法とコ

モンローの伝統が随所にみられる法体系を持つ、立憲君

主制であることは、ごく自然のことであろう。連邦と州 41）

はそれぞれの立法権に基づき、人種差別禁止についても

権限を行使する一方、憲法 109 条「連邦法の優越」により

連邦法と矛盾する州法は制限される。Koowarta v Bjelke-

Petersen 事件 42）や Tasmanian Dam 事件 43）を通じて、連邦

高裁判所により連邦法が憲法上優位にあり、州法に優

先するとの判断されている。 

 1900 年 7 月 9 日に制定、翌年 1 月 1 日に施行された

オーストラリア憲法（全 128 条）44）は、議会主義の考え

方が強く残るイギリスに加え、アメリカ合衆国からの強

い影響を受けて制定された成文憲法である。改正が難し

い硬性憲法でもある。イギリス法の影響の大きさは、オー

ストラリア連邦が形成された後においてもなお連邦法の

一部をなしていたという点で、イギリスから独立した国、

例えばアメリカとは異なる（平 1971）。 

 オーストラリアの憲法は、議会、行政府、司法府などの

統治機構に関する条文が多く並び、人権に関する条文は

ほとんどみられない 45)。つまり、幸福追求権、法の下の

平等や差別禁止、思想・信条の自由、あるいは表現の自由

といった基本的人権は、排除されている様相である。列挙

されている連邦議会の立法権はかなり厳格に解釈されて

いるため、抵触する法領域がそれほど広くないと解され

る（田島 2016）。明示的な権利は、財産権（51 条（31））、

陪審制（80 条）、政教分離および信教の自由（116 条）が

列挙される程度である。州の領域外に渡る労働争議の防

止と解決のための「調停および仲裁」46）に関しては、連

邦議会の立法権として列挙される（51 条（35））。一見、

差別禁止条項に該当すると思われる、「他の州民に対する

差別の禁止」（117 条）は、ある州が他の州に居住する者

に対して、自州民とは異なる権利の制限や差別的取扱い

を与えることを禁止しており、人種や性別などに基づく

差別を禁止する主旨ではないとされる。「連邦内での自由

な取引」（92 条）も、暗黙の平等権として認める連邦 高

裁判所の判断は見受けられない。ただし、1990 年代以降、

憲法から導き出される黙示的な権利保障として、政治的

な言論の自由を認めているとする解釈が確立されるよう

になっている（山田 2003）。 

 

5．人種差別禁止をめぐる法制度  

 

（1）国際人権法の影響 

 世界人権宣言の起草委員会のメンバー47）として古くか

ら人権に関心を寄せているにも関わらず、オーストラリ

アは、いまだ憲法あるいは権利章典の導入による人権規

定は制定されていない。しかしながら、白豪主義政策を転

換させた 1970年代からオーストラリアは種々の人権条約

を締結してきた。例えば、市民的および政治的権利に関す

る国際規約（以下、自由権規約）48）、経済的、社会的およ

び文化的権利に関する国際規約（以下、社会権規約）49）、

人種差別撤廃条約 50）、女子差別撤廃条約 51）、児童の権利

条約 52）、障害者権利条約 53）、および ILO111 号条約 54）な

どがある。これらの条約は、オーストラリア国内において

法的影響力が一定程度認められる一方、伝統的なイギリ

ス法の継受から、条約の国内的効力を認めない変形体制

をとる（村上 1999）。国際人権法に拘束されることに同意

しない限りは国内法として認められず、憲法上の「対外業

務」（51 条（29））に基づき、オーストラリアが国際協定

の条件を実施する法律を制定する権限を連邦議会に与え

ていると解されるためである。実際、多くの裁判において

「国内法ではないから適用できない」との理由により、条

約は援用されていない（佐藤 2011）。条約を直接適用すべ

きであるとする意見表明は極めて稀であるとされる 55）。 

 

（2）人種差別禁止法 

①人種差別禁止法の概要 

 オーストラリアにおける差別禁止法制は、イギリス、ア

メリカ、カナダなどの英米法系諸国と同様に、司法制度に

おける訴訟手段の利用を前提とし、あるいはその利用の
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可能性を残しながら、差別救済にあたる仲介機関として

特別な行政機関の設置がなされていると分類される 56）。

人種差別撤廃条約を国内法化するために制定された 1975

年の人種差別禁止法 57）に始まり、1984 年に性差別法（Sex 

Discrimination Act 1984）（以下、性差別禁止法と読み替え

る）、1992 年に障害者差別法（Disability Discrimination Act 

1992）（以下、障害者差別禁止法と読み替える）、2004 年

に年齢差別法（Age Discrimination Act 2004）（以下、年齢

差別禁止法と読み替える）、2012 年に職場ジェンダー平

等法（Workplace Gender Equality Act 2012）が立法化され、

保護すべき特性ごとに差別禁止立法がなされてきた。 

 人種差別を禁止する人種差別禁止法（全 47 条）58）は、

直接差別 59）、間接差別 60）、違法となる行為、人権委員会

および人権委員の役割、罰則規定が含まれる。ヘイトス

ピーチに関しては、人種差別禁止法制定当時、差別的表現

の規制は盛り込まれていなかったが、「人種差別主義者に

よる暴力に関する全国調査委員会」による調査を経て、

1995 年人種憎悪禁止法という新しい法律による規制がさ

れるようになった（師岡 2012）。 

 

②人種差別の定義 

 人種差別禁止法に定義づけされる「人種差別」は、人種

差別撤廃条約 1 条 1 項の文言、「この条約において、「人

種差別」とは、人種、肌の色、世系または民族的もしくは

種族的出身（national or ethnic origin）に基づくあらゆる区

別、排除、制限または優先であって、政治的、経済的、社

会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における

平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有しま

たは行使することを妨げまたは害する目的または効果を

有するものをいう」61）とほぼ同様である（9（1）条）。こ

れは、条約を国内法化する目的で制定された人種差別禁

止法であるがゆえに、条約適合的な義務を果たす姿勢で

あると考えられる。違法とする差別を具体的に定義せず、

包括的に差別行為を禁止している点で特徴的であると解

される（藤井 2007）。「国籍」（nationality）という文言は

掲げられておらず、「民族的もしくは種族的出身」という

文言の中にも含まれないとされる。人種差別禁止法およ

びフェアワーク法と異なり、人権委員会法には「国籍」が

含まれている（第 1 表）。間接差別は、1990 年の改正によ

り挿入され、「合理的」である場合は、差別とは認められ

ない（9（1A）条）。複合差別（multiple discrimination）あ

るいは結合差別（combined discrimination）62）について、

オーストラリアの人種差別禁止法では想定されてはいな

い と の 指 摘 が あ る （ Gaze 他  2017 ）。 関 連 差 別

（ associative/associated discrimination ） 63 ） や 誤 認 差 別

（perceptive discrimination）64）に関する言及も見つけること

ができない。 

 

③適用範囲 

 人種差別禁止法は、公的生活における人種差別を禁止

する（9 条（1））。この公的生活とは、国や地方公共団体

の活動に限らず、企業の活動等も含む人間の社会の一員

としての活動全般を指し、人間の活動分野のうち、特定少

数の者を対象とする純粋に私的な個人の自由に属する活

動を除いた、不特定多数の者を対象とするあらゆる活動

を含むものと解される（外務省 日付なし）。このような解

釈のもとに、雇用における人種差別に適用を広げている

ものと考えられる。この他、施設へのアクセス（11 条）、

土地、住居、その他建築物（12 条）、商品・役務の提供（13

条）と共に、「労働組合への加入」（14 条）、「雇用」（15 条）、

「広告」（16 条）における人種差別禁止領域が列挙される。

「雇用」は、採用段階、労働条件、職業訓練、昇進の機会

の提供、解雇の禁止、特定組織への所属に基づく雇用継続

の阻止などが禁止されている。 

  

④ヘイトスピーチに関する規定 

 「人種、肌の色、世系、民族的もしくは種族的出身に基

づく攻撃的な行動」（18C 条）は、人種差別撤廃条約およ

び自由権規約に基づいて設けられた条文であり、人種的

憎悪を禁止するためにオーストラリアが義務を履行する

ILO111号条約
⼈種、肌の⾊、国⺠的出⾝あるいは社会的出⾝（national
extraction or social origin）、性別、政治的⾒解、宗教

⼈種差別法
⼈種、肌の⾊、⺠族的あるいは種族的出⾝（ national or
ethnic origin）、世系

⼈権委員会法

⼈ 種 、 肌 の ⾊ 、 出 ⾝ 国あ るい は社 会的 出⾝ （national
extraction or social origin）、国籍、性別、性的指向、年
齢、犯罪歴、障害、精神的・知的・精神医学的・⾝体的障害、
配偶者の有無、医療記録、政治的意⾒、宗教、労働組合活動

フェアワーク法

⼈ 種 、 肌 の ⾊ 、 出 ⾝ 国あ るい は社 会的 出⾝ （national
extraction or social origin）、性別、性的指向、年齢、⾝体
的または精神的障害、配偶者の有無、家族または介護者、妊
娠、政治的意⾒、宗教

第 1 表 人種差別禁止法・人権委員会法・フェア

ワーク法における差別事由 
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ための実施した適切な措置であると裁判所は認定してい

る（AHRC no date a）。同条には、（1）公共の場（public place）

で行われること、（2）合理的に考えて、当該行為が向けら

れた者を怒らせるような侮辱、屈辱、または威嚇すること、

（3）それが向けられた者が所属する集団の人種、肌の色、

民族的もしくは種族的出身（national or ethnic origin）に基

づき行われたこと、という 3 要素が明示される。同条（1）

における「公共の場」とは、公衆が、権利として、または

招待によりアクセスしうるいかなる場所をも含み、権利

または招待が明示されたものかどうか、および有料無料

を問わないとしている（18 条 C（3））。近年、インターネッ

ト上に蔓延する人種差別、サイバー・レイシズム（デジタ

ル・ヘイトやオンライン人種差別とも呼ばれる）は、人種

差別禁止法の射程に含んでいると解される（18C 条（2）

(a)）。なお、当該条文に関連する裁判では、「深遠で深刻な

効果」（profound and serious effects）を及ぼすものでなけれ

ばならず、「軽微」（mere slights）なものでは違法性が認め

られないとしている 65)。 

 

⑤人種差別委員会および人種差別委員 

 人種差別禁止法には、オーストラリアにおける人権機

関として、人種差別委員会の機能（20 条）および人種差

別委員（29 条ないし 40 条）に定められ、任命、報酬、任

期などの基本的な規定が置かれている。人種差別委員会

および人種差別委員の詳細については、人権委員会法や

人権機関について別章で取り扱うことにする。 

 

（3）人権委員会法 

 オーストラリアにおいて、 初に人権委員会の設置が

規定されたのは、1981 年人権委員会法（Human Rights 

Commission Act 1981）である 66）。その後、1986 年に現在

に続く「オーストラリア」という名称が付された人権委員

会法（Australia Human Rights Commission Act 1986）が制定

され、人権委員会は、人種差別禁止法、性差別禁止法、障

害者差別禁止法、年齢差別禁止法、フェアワーク法および

先住権原法（Native Title Act 1993）に基づく責務が掲げら

れる。 

 1986 年に制定された人権委員会法（全 50 条）67）は、

公的および私的機関による雇用上における年齢、犯罪歴、

障害、精神的、知的、精神医学的および身体的障害、配偶

者の有無、医療記録、国籍、政治的意見、人種、肌の色、

出身国あるいは社会的出身（national extraction or social 

origin）、宗教、性別、性的指向、労働組合活動に基づく差

別禁止を列挙している（3 条）。人種差別禁止法やフェア

ワーク法に比べて、 も多い差別事由を列挙している。同

法は、また人権委員会の機能について、委員会の責務、権

限、機能、雇用における機会均等、不法な差別に対する救

済に関する詳細規定を明示する（Part II）。アボリジニ・ト

レス海峡諸島社会正義委員（Part IIA）および国家児童委

員（Part IIAA）に関する機能が条文化されているが、人種

差別委員に関する内容は人種差別禁止法の適用を受ける

ことが想定される（3 条）。 

 

（4）フェアワーク法 

 フェアワーク法（公正労働法とも呼ばれる）（全 800条）

68)は、日本の労働基準法にあたる労働法制の中核をなす

法律である 69）。同法は、雇用における差別事由を、「人種、

肌の色、性別、性的指向、年齢、身体的または精神的障害、

配偶者の有無、家族または介護者としての責任、妊娠、宗

教、政治的意見、出身国あるいは社会的出身（national 

extraction or social origin）」（351 条）とし、採用段階から

適用される 70）。「国籍」という文言は掲げられていない。

在留資格に基づく差別や移民に対する差別を禁止するが、

労働許可を取得していない者の雇用や不法就労を認める

という意味ではない。この場合、合理的な区別であると解

される（AHRC 2014）。 

 また、フェアワーク法には、社会的な問題として顕著に

なりつつあった職場で発生するいじめに関して、2013 年

のフェアワーク法改正時に「職場におけるいじめ」（bullied 

at work）が挿入されている（789FD 条）71）。同条は、「職

場におけるいじめ」を「勤務中の労働者または、労働者の

集団に対して、反復してなされる不合理な行為であって、

健康または安全上のリスクを生じさせるもの」と定義し、

精神的・身体的な暴力を伴う不合理な行為を違法とする。

合理的な業務上の行為、例えば不正行為に対する指導は

除外される。人権委員会は、特定の人種集団について侮辱

的な冗談を言う、露骨または性的な内容を暗示する e メー

ルやテキストメッセージの送信、卑猥な人種差別的ポス

ターやスクリーンセーバーの表示などの具体例を職場の

いじめとして公開している。フェアワーク法には、人権機
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関としてフェアワーク委員会 72）およびフェアワークオン

ブズマン 73）の機能が列挙されているが、これらは別の機

会に取り上げることとする。 

 

（5）人種差別に対する罰則規定 

 人種差別禁止法、人権委員会法、およびフェアワーク法

において、人種差別行為に対する罰則規定が設けられて

いる。まず、人種差別禁止法は、同法に違反する差別行為

に刑法（Criminal Code Act 1995）が適用される（6B 条）。

「明示的に規定されていない限り、違法行為は犯罪ではな

い」（26 条）という規定はあるが、同法により認められた

権限の行使を妨害する行為や不服申し立てを行った者に

対する解雇のような不利益を与える行為などの場合は、

処罰の対象になる（27 条）。同法における権限または機能

の行使を妨害する者は、10 ペナルティユニット（約 18 万

円）74）が科せられる（27 条（1））。その他の場合（採用の

拒否、解雇、人種差別禁止法あるいは人権委員会法に基づ

く申立てを行う者への行為等）は、個人には 25ペナルティ

ユニット（約 45 万円）または懲役 3 か月、あるいは両方

が科せられる。企業の場合は 100 ペナルティユニット（約

180 万円）が科せられる（27 条（1））。人権委員会法にお

いては、人種差別禁止法と同様の文言で、刑法の適用（6

条）および立証責任に関する刑法の適用も見られる。 

 刑法の規定を確認すると、「集団に対する暴力の勧奨」

（80.2A 条）および「集団の成員に対する暴力の勧奨」

（80.2B 条）は、「人種、宗教、国籍、民族的もしくは種族

的出身（national or ethnic origin）または政治的意見」に基

づく暴力的行為が行われた場合は、5 年ないし 7 年の懲役

が科せれる。フェアワーク法においては、「民事救済規定

の違反に関連する命令への適用」（539 条）が定められる。

同条は、 低賃金、労働条件、職場のいじめやセクシャル

ハラスメントなど、フェアワーク法違反に対する当事者

適格、管轄権および 大のペナルティユニットについて

の条項が定められる。 

 

6．人権機関とその機能 

 

オーストラリアは、社会差別の問題を主として扱う人

権委員会および行政を監視するオンブズマンがある（人

権フォーラム 21 編前掲 1999）。雇用場面に特化して活動

する組織は、フェアワーク委員会およびフェアワークオ

ンブズマンにより権利の救済が補強される。人種差別禁

止法、人権委員会法、フェアワーク法、オンブズマン法な

どに法的根拠に基づき、各機関の独立性が担保され、実効

的な活動を展開している。 

 

（1）人種差別禁止法における人権委員会 

人権委員会は、政治的な発言力が大きく、国会や政府へ

の提言機能が充実している組織である。人種差別禁止法

上に法定化される人権委員会の機能は、次のような事項

が掲げられる。①人種差別禁止法に関する理解・受容、お

よび遵守を推進すること（20 条（b））、②調査・研究およ

び教育プログラムおよびその他のプログラムを開発、実

施、および推進すること（20 条（c））、③Part II または Part 

IIA（人種差別または人種憎悪に基づく攻撃的行動）を予

防するためのガイドラインを作成し、適切な方法で準備・

公開すること（20 条（d））、④適宜、訴訟手続を審理する

裁判所の許可を得て、裁判所が課す条件に従い、人種差別

に関わる事案に介入すること（20 条（e））、⑤大臣または

委員長から要請された事案の調査を行うこと（20 条（f））。

当該委員会は、人権や差別に係るあらゆる苦情の窓口で

あり、人権委員会手続前置主義により、直接裁判所に提訴

することはできない。苦情処理に関する詳細な規定は、人

種委員会法に定めが置かれている。 

 

（2）人権委員会法における人権委員会 

人権委員会法に法定化される雇用関連は、次のように

調査による実態把握から事案解決まで幅広い機能が規定

される。①法律および法律案が、雇用（employment）また

は職業（occupation）における機会および待遇の平等を無

効にしまたは損なう効果を有するかどうかを確認する目

的で、法律および法律案を調査し、その結果を大臣の要請

に基づき報告すること（31 条（a））。②（i）差別となりう

る行為または慣行（系統的な慣行（systemic practice）を含

む）を調査すること、（ii）適宜、調停により調査の原因と

なった事案の解決を図ること（31 条（b））、③オーストラ

リアにおける雇用と職業上の機会および待遇の平等につ

いて、理解、受容、公開な議論を推進すること（31 条（c））。

④雇用と職業における機会および待遇の平等を促進する

目的で、連邦に代わり研究・教育プログラムおよびその他
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のプログラムを実施し、連邦を代表して他の人物または

当局が実施する同様のプログラムを調整すること（31 条

（d））、⑤自発的あるいは大臣の要請に基づき、雇用および

職業における機会および待遇の平等に関連する事項につ

いて議会が立法すべき法律、あるいは連邦がとるべき行

動について大臣に報告すること（31 条（e））、⑥大臣から

の要請に基づき、委員会の見解として、条約の規定を遵守

するためにオーストラリアがとるべき行動（もしあれば）

について大臣に報告すること（31 条（f））、⑦自発的また

は大臣の要請により、関連する国際文書（international 

instrument）と条約との間の矛盾を確認する目的で、当該

国際文書を審査し、その結果を大臣に報告すること（31 条

（g））、⑧委員会が前述の（b）の規定に基づく委員会が有

する種類の行為または慣行を回避するのためのガイドラ

インを作成し、委員会が適切と考える方法で公表するこ

と（31 条（h））、⑨委員会が適切と考える場合、訴訟手続

を審理する裁判所の許可を得て、裁判所の許可および条

件に従い、差別問題を含む訴訟手続に介入すること（31 条

（j））、⑩前各号の機能の遂行に付随または資するあらゆる

ことを行うこと（31 条（k））、が掲げられている。 

裁判への介入は、アミカスキュリエ（Amicus Curiae）と

いう特徴的な機能が付与されている（46PV 条）。アミカ

スキュリエとは、そのラテン語の意味から「裁判の友」あ

るいは「法廷助言人」とも呼ばれる、ローマ法に由来する

仕組みがイギリスやアメリカに継受されたものとして説

明される（北見 2015）。オーストラリアでは、1999 年の

人権法改正法（Human Rights Legislation Amendment Act 

No.1. 1999）に基づき、違法な差別を理由とする申立てを

審理する連邦下級裁判所（Federal Circuit Court）あるいは

連邦裁判所（Federal Court）の許可を得ることにより、人

権委員会の各委員 75）がアミカスキュリエとして裁判に参

加できるようになった。この改正法を受けて、各委員がそ

れぞれの専門分野での裁判への介入を行う。ただし、過去

の実績は、性差別や障害者差別への事案が多く、人種差別

は全 85 件中 7 件（1988 年から 2018 年）にとどまり、活

用頻度が高いとは言い難い状況が続いている（AHRC no 

date b）。 

人権委員会の も大きな役割のひとつとされるのは、

調停による救済を挙げることができる。人権委員会の委

員長は、「苦情を調査し、和解させなければならない」と

規定され、調停が主たる解決方法として想定される（46P

条ないし 46PN 条）。調停とは、人権委員会が当事者間を

取り持ち、問題解決（謝罪、方針変更、慰謝料など）に導

くことである。これらは無料かつ非公開で行われ、司法的

な判断はなされない。苦情処理の内容は、人種差別禁止法

のみならず、ILO111 号条約関連の差別（宗教、前科、労

働組合活動、政治的見解、社会的出身を理由とする雇用ま

たは職業における差別）、および批准する国際人権法規違

反に該当しうる事案も含まれ、人権委員会内の苦情処理

部門（Complaint Handling Section）が対応にあたる。苦情

が申し立てられた場合、人権委員会は調査を行い、適宜、

調停による解決を提案する。人権委員会が苦情処理を中

止した後、60 日以内であれば、オーストラリア連邦巡回

裁判所または連邦裁判所に訴え出ることができる（オー

ストラリア人権委員会 2020）。 

 

7．例外規定と裁判例の展開 

 

（1）例外規定 

 オーストラリアの人種差別禁止法は、人種差別禁止に

特化した立法手段ではあるが、表現の自由を明示的に保

障する数少ない立法手段の１つと考えられている。同法

の「免責」（18D 条）は、表現の自由との関係で規定され、

特別措置（special measures）という文言で例外規定が盛り

込まれている。国によっては、「ポジティブ・アクション」

あるいは「アファーマティブ・アクション」という文言が

多用されるように見受けられるが、根強い差別に直面す

る特定の属性を持つ個人あるいは集団に対して、平等を

推進するための例外規定が設けられている 76）。 

 

①「免責」（人種差別禁止法 18D 条） 

 表現の自由とヘイトスピーチからの自由との間のバラ

ンスを考慮した、「合理的かつ誠実に行われた」（done 

reasonably and in good faith）場合に免責される規定が 18D

条である（AHRC 2020a）。その具体例として、（1）芸術作

品を上演、展示、もしくは配布する場合、（2）学問、芸術

もしくは科学に関する誠実な目的、もしくはその他の公

益に資する誠実な目的でなされた言明、出版、討論もしく

は議論の過程などが掲げられている。 
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②「使用者責任」（人種差別禁止法 18A 条・18E 条） 

 企業は、職場で発生する差別または嫌がらせに対して、

法的責任を問われる可能性がある。例えば、会議の開催中、

職業訓練の提供、出張時、パソコンなどの機器の使用など

の場面における、経営幹部、同僚、労働組合員、採用担当

者が加害者となる場面が想定される。ただし、「あらゆる

合理的な措置」（all reasonable steps）を講じ、差別に関す

る問題を解決するために適切な対応したことを証明した

使用者は、責任を免れうる。「あらゆる合理的な措置」に

ついて、具体的な内容が法的に提示されていないが、職場

での差別やハラスメントが発生するリスクを 小限に抑

えるために、積極的な予防措置を講じる必要性があると

解される。 

 

③「合理的な方法で実施される合理的な管理行為」（フェ

アワーク法 789 FD（2）条） 

 フェアワーク法における例外規定、「合理的な方法で実

施される合理的な管理行為」により、違法性が阻却されう

る場合がある。同条に関する詳細について、フェアワーク

委員会が発行したガイドラインは、次の 3 要件を提示し

ている。（1）業務関連性を有すること、（2）管理行為が合

理的であること、（3）管理行為を合理的な方法で実施する

こと、である。管理行為の事例として、業績評価、パフォー

マンスの低下に対処するための会議、労働者の違法行為

に対するカウンセリングまたは懲戒、労働者の異動また

は再配置を含む職務の変更を含むとしている。管理行為

が合理的な方法で実施されているかどうかについては、

その管理行為が労働者に与える影響や実施された時期・

状況などにも依拠するとしている（Fair Work Commission 

2019）。 

 

④真正な職業資格 

 職務上特定の属性が必要不可欠な前提条件となる場合

は、例外として差別的行為が正当化されうるという資格、

「真正な職業資格」（genuine occupational qualification）が存

在する 77）。オーストラリアでは、性差別禁止法 78）にのみ

に当該規定があり、人種差別禁止法、人種委員会法、およ

びフェアワーク法には見つけることができない 79）。 

 

 

（2）裁判例の展開  

①表現の自由との調整に関する事案 

 「芸術作品」（人種差別禁止法 18D（a）条）、が争点と

なった事案、Kelly-Country v Beers 事件 80）がある。当該事

案の原告、先住民の男性である John Morris Kelly-Country

氏は、コメディアンである Beers 氏が行った 2 つのビデ

オテープにおけるパフォーマンスについて差別を主張し

た。Kelly-Country 氏は、「キング・ビリー・コークボトル」

（King Billy Cokebottle）と称するキャラクターに扮し、顔

と腕に黒いステージメイク、偽物のあごひげ、鼻と頬の骨

に白または儀式用の黄土色の縞模様を施し、先住民のよ

うな出で立ちをしていた。パフォーマンスの中で、先住民

の人々は、失礼、英語を正しく話せない、常に酔っ払って

いるなどと揶揄するような場面があった。また、Kelly-

Country 氏は、「先住民の男性によってのみ扱われ、実施

されるべき神聖な部族的な活動（sacred tribal activities）」

についての不満も主張していた。これに対して、裁判を担

当した連邦下級裁判所は、Kelly-Country 氏の行為は、「無

礼で攻撃的（impolite and offensive）である」ものの「明白

な政治的文脈」を持っておらず、「合理的かつ誠実に行わ

れた」ため、人種差別禁止法上の差別には当たらないと判

断した。 

 

②人種差別禁止法に違反する職場のいじめに関する事案 

 人種に基づく差別を理由として、職場のいじめが認定

され、高額な損害賠償が認められた Kordos v Plumrose 

(Australia) Ltd 事件 81）がある。原告は、ギリシャ生まれで、

オーストラリアの食肉加工工場で働く Kordos 氏（男性）

である。5 年以上に渡り、人種に関連した差別的な言葉を

継続的に浴びせられることを職場に訴えたのち、解雇さ

れた事案である。裁判所は、「職場での人種差別的な虐待

（racist abuse）は、…人種差別禁止法 9 条に基づく差別に

該当する可能性がある」として、使用者の代理的かつ直接

的な責任を認め、23,800 オーストラリアドル（以下、AUD）

（約 193 万円）の損害賠償金を支払うよう命じた。「使用

者が、権利行使の享受を損なう目的または効果を与える

人種に基づく区別を伴う行為を行うことは違法であ」り、

「個々の被用者が人種差別として特徴付けられる可能性

のある行為にさらされないようにする積極的な義務を負

い」、「損害賠償責任を負う」と示した。 
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③人種差別禁止法および障害者差別禁止法に違反する事

案 

 人種差別禁止法上の「使用者責任」が認められた、Gama 

v Qantas Airways Ltd 事件 82）がある。カンタス航空の航空

機機械エンジニアであった原告の Gama 氏は、直接的に

上司（supervisor）から、あるいは当該上司が同席してい

る状況において同僚から、人種（インドのゴア州出身で、

イギリスからの移住者）および障害（労働災害による怪我）

に基づく差別を受けたことにより、深刻なうつ病を患っ

たとして、カンタス航空を訴えた事案である。裁判所は、

直接的な証拠が乏しい中で、医学的な証拠を採用して、人

種差別禁止法および障害者差別禁止法に違反するとして、

使用者の代位責任を認めた。裁判所が命じた 40,000 AUD

（約 321 万円）の損害賠償金は、連邦裁判所が取り扱った

差別関連事案の中で も高額になった事案のひとつであ

る。 

 

④フェアワーク法に違反する事案 

 フェアワークオンブズマンが人種差別を行った使用者

に対して初めて訴訟を起こした Fair Work Ombudsman v 

Yenida Pty Ltd＆Anor 事件 83）がある。タスマニアでホテル

を経営する企業（Yenida Pty Ltd）および経営者は、他の被

用者（白人系のオーストラリア国民）に比べマレーシア出

身の労働者（中国系夫婦 2 名）を長時間かつ低賃金の労

働に従事させていた事案である。当該経営者は、同じ中国

系のルーツを持つことから「家族」という言葉を多用する

ことで仲間・帰属意識を高めさせ、また永住権を取得する

ために「弱い立場のまま、職場に依存」せざるを得ない状

況に労働者を追い込み強制労働に従事させていた。本件

を担当したオーストラリア連邦下級裁判所は、「さらなる

違反を阻止するために十分なペナルティを設定する必要

があ」り、「ホスピタリティ業界における使用者による過

少支払や記録管理違反を阻止する」目的として、予防的な

効果を狙った損害賠償を命じた。本件は、フェアワーク法

に基づく人種差別（351 条）に対する「重大な違反」（serious 

contraventions）として、企業に 176,005 AUD（約 1,400 万

円）、そして経営者には 35,099 AUD（約 280 万円）の罰金

が科せられた。 

 

 

8．現状評価と課題解決に向けて 

 

（1）現状評価 

 まず、オーストラリアの差別禁止法制を高く評価する、

MIPEX を確認する。2020 年の調査（5 回目）によると、

オーストラリアは全参加国 56 カ国中、上位 10 か国に入

る国の 1 つであり、総合 65 点、反差別 69 点、労働市場 37

点、家族呼び寄せ 68 点、教育 79 点、保健 79 点、政治参

加 65 点、長期滞在 46 点、国籍取得 76 点を獲得している

84）。前向きな変化や改善が見られなかったことを理由に

前回（2015 年）より総合評価を 4 ポイント下げた 85）もの

の、新規入国者は、オーストラリア市民と平等な権利、機

会、安全を享受しており、社会への統合（integration）は

うまく機能しているとされる。差別に関する指標におい

ては、人権機関などから制度的に強力な支援を受けるこ

とができる反面、人種、民族、宗教に対しては部分的な効

力のみ発揮していると指摘される。改善点として、基本的

権利へのアクセスおよび不利な労働市場政策への対応が

望まれている。 

 次に、現在までの積極的な取組みとは裏腹に、人種差別

の復活とも呼べる兆候を看過できないとする指摘もある。

第 1 に、OCED が実施した調査では、オーストラリアで

生まれた者の 60％が、「多様な国から移民を受け入れるこ

とで、オーストラリアはより豊かになる」との考えに賛成

し、多様性を受容する土壌がすでに構築されているよう

にも見える。しかし、オーストラリアに居住する外国生ま

れの者（15 歳から 64 歳）のうち 16％が「肌の色、国籍、

人種、民族（ethnic group）、または話す言語」を理由とす

る差別や不当に扱われたという個人的な被差別経験が報

告され、OECD 平均（14％）よりも高い値であることが判

明している（経済協力開発機構 2020）。第 2 に、「文化的

人種差別」（cultural racism）と呼ばれる、イスラム教徒（人

種、文化、宗教を含む）への偏見や差別に対して、人種差

別禁止法に基づく保護は不十分であるとの指摘がある

（AHRC 2015）。同法の差別の定義に、「文化的人種差別」

という文言が列挙されておらず、かつ、連邦裁判所によっ

てイスラム教徒が「民族グループ」（ethnic group）として

認められるという判例法理が積み重ねられていないこと

が理由とされる 86）。第 3 に、オーストラリア人権委員会

が受け付けた苦情に関する報告書（AHRC 2020b）では、
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過去 5 年前から人種差別に関する件数が年々増加してお

り、COVID-19 に関連した問合せは、人種差別禁止法に関

連する苦情が も多かった 87）。第 4 に、雇用に関連した

事案として、求職者の氏名による採用差別への懸念もあ

る。アングロ・ケルト系またはアングロ・サクソン系

（Anglo-Celtic or Anglo-Saxon）の氏名を持つ者以外は、面

接にも呼ばれないという状況にあり、移民的背景をもつ

人びとは、上級職や昇進から排除されているようにみえ

るとの声もある（AHRC 前掲 2015）。雇用において被害を

特に受けやすいのは、いまだアボリジニ・トレス海峡諸島、

あるいはアフリカ系の人々であるという（AHRC 2017）。 

 

（2）発展的動向 

 近時における発展的動向として、オーストラリア議会

による 2016 年に人種的寛容に関する声明（Parliamentary 

statement on racial tolerance）が発表されて以降、差別や労

働者保護のための法制度を厳格化する流れが見られる。

例えば、改正フェアワーク法（Fair Work Amendment 

(Protecting Vulnerable Workers 2017)）では高額な金銭的な

罰則が導入され、親会社の責任が拡大された。また、オー

ストラリア政府は、脆弱な立場にある移民労働者を搾取

するような企業に対して、より強弁な措置がとれるよう

フェアワークオンブズマンへの追加予算を決定している

（Commonwealth of Australia 2019）。 

 人権委員会も国内外を問わず活動を活発化させている。

国外の活動に関しては、国際調整委員会によって認定さ

れる「A ステータス」88）を獲得しているため、人権理事

会や他の委員会での発言権および議席を含む、国連人権

システムへのアクセス権を行使する。また、国内人権機関

コモンウェルス・フォーラム 89）やアジア・太平洋国内人

権機関フォーラム 90）を通じて、年次総会への参加、ワー

クショップの開催、人権侵害の調査方法などの技術支援、

委員・スタッフ研修などの国際支援を提供する。さらに、

ベトナム政府との人権教育パートナーシップ契約（3 か年

計画）を締結し、人権教育の実施も約束している。国内の

活動としては、国家反差別の枠組み（National Anti-Racism 

Framework）の中で政府が取り組むべき 8 事項 91）を発表

し、人種差別や人種的憎悪から人々を守るための効果的

な法的枠組み（差別への保護の改善、アボリジニ・トレス

海峡諸島民に対する憲法上の承認、短期的な移民労働者

を含む職場の権利保護など）について提言が行っている。 

 

（3）課題解決に向けて 

 新旧混在する人種差別の悪化が見られる中で、以下の

ような法的な課題解決策が示されている（Gaze 他前掲 

2017）。①「直接差別」および「間接差別」に関する定義

の統一化あるいは区別を撤廃する。裁判においてこれら

を区別するために割く時間や労力は、被害者保護に繋が

らないと考えられる。②合理的配慮（reasonable adjustments）

を義務化する。現行では障害者差別禁止法のみに当該義

務があり、人種差別に関しての合理的配慮義務を明記す

ることで、事後的な対応ではなく、義務の担い手（duty 

bearers）による主体的な特別措置の設置が期待できる。③

加害者の意図性に関する立証責任の転換を導入する。裁

判において、被害者が使用者の保持する証拠にアクセス

することは容易ではない。特に、人種に基づく差別事案に

対して審判所（tribunals）は消極的であり、救済への障壁

の 1 つとして考えられている立証責任を転換する必要が

あると考えられる。④法令遵守を実現するためのガイド

ラインを提供する。現行の差別禁止法制において、法的義

務や職場という概念について理解が難しい側面もある。

人権委員会が作成するガイダンス資料は、法的拘束力が

ないものの、審判所の判断において活用されることがあ

る。わかりやすい資料の共有により、法的義務への理解促

進と実行性を確保することができると考えられる。⑤裁

判費用への公的補助を増額する。通常、裁判で負けた者が

原告および被告双方の費用を負うことになっており、差

別を受けた被害者のリスク低減と障壁を撤廃する必要が

ある。その他、費用の上限設定、本格的な訴訟を提起する

前に専門家による法的アドバイスへの早期アクセスやプ

ロボノからの支援提供が必要である。⑥制裁と公的執行

力を拡大する。人権委員会のような組織に、より強い強制

力を付与することができれば、差別禁止法の実効力が向

上すると考えられる。また、オーストラリアの裁判所は、

差別を社会的な問題としてではなく、私人間の問題とし

て捉える傾向にある。社会的に構造化された差別、系統的

差別（systematic discrimination）として差別に対処するた

めに、政策の変更や教育訓練の実施を含めた予防的な救

済策を検討する必要がある。これらの実施機関として、人

権委員会にレビューあるいは認証を行う権限を付与する
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ことが期待される。 

 

9．日本における人種差別禁止法制への示唆 

 

 オーストラリアは、白人以外を法的に差別する白豪主

義政策を改め、国際人権条約に押されるような形で差別

禁止法制を充実させてきた。そのきっかけの 1 つとなっ

た 1975 年の人種差別撤廃条約批准から、人種差別禁止法

の制定や人権委員会を中心に、実効性を兼ね備えた法整

備を強力に進めてきた。第 2 次世界大戦後の労働力不足

や脱イギリスを目指したアジア・太平洋化は、総人口の

46%が外国にルーツをもち、国籍の多様化という社会的変

化の波を起こし続けている。オーストラリア憲法は、平等

あるいは差別禁止というような基本的人権を含んでおら

ず、権利章典の立法化もいまだ実現されていない。だから

こそ、オーストラリアは人種差別禁止法を核として、人権

委員会法やフェアワーク法の立法化による人権保障を推

進していると捉えることがわかった。 

 他方、日本において、外国人労働者の流入と定住者の急

増に伴い、2016 年に差別的言動解消法が成立した。しか

しながら、労働法制とあわせても人種差別に対する法的

状況は十分に機能しているとはいえない状況である。「特

定技能」における 14 業種すべての在留期限の撤廃が検討

されているとの声もあり、ポスト COVID-19 には更なる

外国人労働者の流入も予想される。このような先行きを

見据えて、先進的なオーストラリアの人種差別禁止法制

から、以下のような示唆を得ることができると考えられ

る。（1）理念法に留まる差別的言動解消法による救済は不

十分であり、雇用上の差別（採用段階から適用）や刑罰規

定を含んだ新たな人種差別禁止法を制定する。（2）政府か

ら独立した人権機関の設置、およびその機関への政策提

言、差別関連法令の監視、苦情処理対応、ガイドラインの

作成と公表、労働者送出国との協働的な人権教育の実施

機能を付与する。（3）国内法では網羅できない人種差別に

対する救済が有効であると考えられ、ILO111 号条約への

批准を早急に検討する。さらに、外国人労働者の権利保障

に関する議論が活発な他領域との議論も必要不可欠であ

る。外国人労働者特有の問題に対処するための特別法と

して外国人雇用法の整備、入管法政策と労働法政策の相

互調整を図る制度設計（早川 2019）を求める労働法領域

との対話を積み上げることで、憲法 14 条の理念を実現す

るための人種差別禁止法制の確立を見込むことができる

と考えられる。 

 本稿は、オーストラリアの人種差別禁止法制をめぐる

歴史的変遷を織り交ぜながら、基礎的な資料を整理し、日

本における課題解決を若干試みたにすぎない。今後は、

オーストラリアとともに、先進的に人種差別禁止法制を

充実させる国々を比較し、日本法の進展に繋がる研究を

継続する所存である。 
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〔注〕 

1）正式名は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（2016 年 4 月 1 日施行）。 

2）正式名は、「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」（2016 年 6 月 3 日施行）。 

3）正式名は、「部落差別の解消の推進に関する法律」（2016 年 1

2 月 16 日施行）。 

4）正式名は、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する

ための施策の推進に関する法律」（2019 年 5 月 24 日施行）。 

5）差別的言動解消法 2 条「定義」は、差別的言動を「専ら本邦

の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫

であって適法に居住するもの（以下この条において『本邦外

出身者』という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発す

る目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に

危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑す

るなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理

由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動

する不当な差別的言動をいう」と規定する。 

6）横浜地川崎支決 2016（平 28）年 6 月 2 日判時 2296 号 14 頁. 

7）フジ住宅事件・大阪高判 2021（令 3）年 11 月 18 日裁判所ウェ

ブサイト（原審判決・大阪地裁堺支判 2020（令 2）年 7 月 2

日労判 1227 号 38 頁）. 
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8）2021（令 3）年 10 月現在、日本では約 172 万人（前年比 2,8

93 人（0.2％）増加）の外国人が労働に従事している。厚生

労働省 2021（令 3）年「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

【本文】（令和 3 年 10 月末現在）.（https://www.mhlw.go.jp/co

ntent/11655000/000887554.pdf）.  

9）国外からの懸念と勧告は、「アメリカ国務省人身取引年次報告

書」（2007 年版から 2021 年版）、「国連自由権規約委員会総括

所見」（2008 年 10 月 30 日）、「国連女性差別撤廃委員会総括

所見」（2009 年 8 月 7 日）、「国連女性と児童の人身取引特別

報告者勧告」（2010 年 6 月 3 日）、「移住者の人権に関する国

連の特別報告者勧告」（2011 年 3 月 21 日）、「国連自由権規約

委員会総括所見」（2014 年 7 月 25 日）、「人種差別撤廃委員

会の総括所見」（2020 年 9 月）などから寄せられている。 

10）日本国憲法 14 条 1 項は、「すべて国民は、法の下に平等であ

つて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治

的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定

し、「国籍」という文言は含まれていない。「人種」が挿入さ

れたのは、「肌の色」に基づく差別が大きな社会問題であっ

たアメリカの影響を受けていると考えられ、人種差別撤廃条

約批准後は、民族に関連する差別を憲法 14 条後段の人種差

別と同様に扱う学説が多くみられるようになった。憲法制定

過程において、GHQ 草案にあった「国籍」が削除され、 終

的に「門閥」から変更された「門地」が挿入されている。憲

法制定史については、以下の資料を参考にした。古川順（19

93）『日本国憲法の基本原理』学陽書房 41-58 頁、木村草太

（2008）『平等なき平等条項論』東京大学出版社 5-27 頁、佐藤

達夫著・佐藤功補訂（1994）『日本国憲法成立史』（第 3 巻）

有斐閣 118-119 頁.   

11）労働基準法 3 条（均等待遇）は、「使用者は、労働者の国籍、

信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の

労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定す

る。1947 年に制定された労働基準法 3 条の「国籍」は、ILO

から発出された 1919 年（第 1 回）外国人労働者の相互的待

遇に関する勧告、1925 年（第 7 回）労働者災害補償について

の内外人労働者の均等待遇に関する条約案、1925 年労働者

補償の 小限度の規模に関する勧告などの採択の影響に加

え、戦時中における中国・朝鮮半島出身者に対する差別的取

扱いへの反省から、労働問題として人種よりも国籍問題が重

要性をもつと考えられ、挿入されたと解される。寺本廣作（1

998）『労働基準法解説』（日本立法資料全集別巻 46）信山社

159-160 頁、渡辺章『日本立法資料全集（51）』信山社 179 頁

以下.  

12）労働者派遣法 27 条（契約の解除等）は、「労働者派遣の役務

の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会

的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を

理由として、労働者派遣契約を解除してはならない」と規定

する。 

13）職業安定法 3 条（均等待遇）は、「何人も、人種、国籍、信

条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合

員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等につい

て、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規

定によつて、使用者と労働組合との間に締結された労働協約

に別段の定のある場合は、この限りでない」と規定する。 

14）労働組合法 5 条（労働組合として設立されたものの取扱）2

項 4 号は、「何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、

性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこ

と」と規定する。 

15）従来「人種」とは、従来肌の色、毛髪、目、体型等の身体的

特徴によって区別される人類学上の種類であると考えられ

てきたが、現在では人種差別撤廃条約 1 条が定める「人種、

肌の色、世系又は民族的もしくは種族的出身」という定義が

世界的に広く捉えられていう。野中俊彦・中村睦男・高橋和

之・高見勝利『憲法Ⅰ（第 5 版）』有斐閣 292 頁. ただし、19

78 年にユネスコが発表した「人権および人種差別に関する

宣言」では、「人類は 1 つの種」（同宣言 1 条）であるとされ

る。また、ヨーロッパ圏では「race」という用語は避けられ

る傾向にある。オーストラリアを含めた英語圏や日本では一

般的に使用する傾向が見受けられるため、本稿では「人種」

を使用する。 

16）国内人権機関とは、1970 年代以降から登場し始めた人権機

関で、主権国家が国家機関として、立法府、行政府、司法府

から独立させた人権保護のための組織の総称である。ただし、

国際的に確立した定義はないとされる。山崎公士（2012）『国

内人権機関の意義と役割 ―人権をまもるシステム構築に向

けて』三省堂 3 頁. 

17）正式名は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律」（2019 年 4 月 1 日施行）。 

18）オーストラリアの連邦法では、「人種差別禁止法」であり、

「人種差別禁止法」とは呼ばれていない。州法は様々な名称

が付されており、統一的ではない。 
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19）設立当時の「人権および機会平等委員会」（Human Rights a

nd Equal Opportunity Commission）は、2008 年にオーストラ

リア人権委員会（Australian Human Rights Commission）に改

称された。AHRC. 2008. Media Release: HREOC will now b

e known as the Australian Human Rights Commission. (https:

//humanrights.gov.au/about/news/media-releases/2008-media-rele

ase-hreoc-will-now-be-known-australian-human-rights). 

20）人権機関については、統一的な見解がなく、4 要素をもつ機

関を人権機関として例示する論説がある。（1）人権保障のた

めに機能する現存の国家機関とは別個の公的機関で、（2）憲

法または法律を設置根拠とし、（3）人権保障に関する法定さ

れた独立権限をもち、（4）いかなる外部勢力からも干渉され

ない独立性をもつ機関のことをいう。人権フォーラム 21 編

（1999）『世界の国内人権機関 国内人権システム国際比較プ

ロジェクト（NMP）調査報告』解放出版社 3 頁. 

21）日本では、法務省人権擁護局や法務局人権擁護部が設置され

ているが、政府から独立しているとは言い難い。また、法務

省監督下の人権擁護委員制度は、約 14,000 人が法務大臣か

ら委嘱された人権擁護委員が、全国の各市町村に配置され、

原則無報酬で活動しているという。 

22）フェアワークオンブズマンの他に、連邦オンブズマンも存在

する。連邦オンブズマンは、オンブズマン法（Ombudsman 

Act 1976）およびオンブズマン規則（Ombudsman Regulation

s 2017）などに基づき、1976 年から活動する独立組織であり、

オーストラリア政府、連邦警察、国防軍、移民、留学生、郵

便事業、民間健康保険、学生ローンなどの問題に関する苦情

を調査し、問題解決を無料で支援する団体である。州によっ

ては、例えば、ニューサウスウェールズ州、ノーザンテリト

リー州、南オーストラリア州、ビクトリア州、西オーストラ

リア州、クイーンズランド州、タスマニア州は、各州法に基

づきオンブズマンが設置される。 

23）日本は「外国生まれの者」という統計指標を用いていないた

め、オーストラリアとの単純比較は難しい。日本における外

国人労働者は約 172 万人、過去 高を更新するものの、増加

率は大幅に低下している。出入国在留管理庁が公表する 新

の在留外国人は 282 万 3,565 名であり、前年末比 6 万 3,551

名（2.2％）減であった。出入国在留管理庁（2021）『令和 3

年 6 月末現在における在留外国人数について』. 

24）オーストラリアは、二重国籍や三重国籍など、複数国籍が認

められている。 

25）オーストラリアにおける先住民に関する論説は、数多く存在

する。先住民の土地利用権が確立された Mabo 判決（Mabo a

nd Others v Queensland (No. 2)(1992) 175 CLR 1）は、連邦

高裁判所における人種差別撤廃条約の国内適用という側

面でも注目されている。 

26）オーストラリアにおけるヘイトスピーチに関しては、以下の

ような先行研究が積み上げられつつある。奈須祐治（2019）

オーストラリアにおけるヘイト・スピーチの法規制 ―連邦

及び州の規制体系の総合的考察. 村田学術振興財団成果報

告書 419-421、佐藤潤一（2013）オーストラリアにおける差

別表現規制 ―差別禁止法と国内人権機関の役割. 国際人

権：国際人権法学会報/国際人権法学会編 24：53-62. 

27）1995 年人種憎悪法（Racial Hatred Act 1995）は、人種など

に基づく個人・集団の感情を害するなどの行為を禁止するた

めに、人種差別禁止法 Part IIA に諸条文を追加するために制

定された。これにより、オーストラリア人権委員会に申し立

てができるよう、人種差別禁止法の適用範囲が拡張された反

面、差別規制と表現の自由との対立が顕在化したといわれる。 

28）国際移住機関（International Migration Organization）は、「移

民」を「移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更し

た人々を国際移民とみなし、3 カ月から 12 カ月間の移動を

短期的または一時的移住、1 年以上にわたる居住国の変更を

長期的または恒久移住」と呼んで区別する。 

29）日本では、「入国の時点でいわゆる永住権を有する者であり、

就労目的の在留資格による受入れは「移民」には当たらない」

とされる。自由民主党政務調査会労働力確保に関する特命委

員会（2016）「共生の時代」に向けた外国人労働者受入れの

基本的考え方 2 頁.（https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.

com/pdf/news/policy/132325_1.pdf）. 

30）1967 年の憲法改正を経て、現在の 51 条（26）は、「特別法

の制定の必要性が認められる人種に属する人民」と規定され

る。以前は、「アボリジナルな人種以外」（The people of any

 race, other than the aboriginal race in any State, for whom 

it is deemed necessary to make special laws）」（筆者下線）が

挿入されていた。 

31）改正前のオーストラリア憲法 127 条には、「連邦、州、また

は連邦の他の地域の人々の数を計算する際に、先住民（abor

iginal natives）は数えないものとする」と規定されていた。 

32）ILO111 号条約において差別待遇を、「人種、肌の色、性、宗

教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて行
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われるすべての差別、除外または優先で、雇用や職業におけ

る機会または待遇の均等を破ったり害したりする結果とな

るもの」と定義している（同条約 1 条(a)）。「国籍」は掲げら

れておらず、「国民的出身」は「国籍」を意味するものではな

いと解される。国によっては公務員や一部の職種に国籍要件

を付している国もあることから、「国籍」差別を禁止する条

約を批准できる国が少なくなるという考慮から、あえて外さ

れているとされる。また、「雇用及び職業における」（同条約

同条 3 項）は、雇用の前段階の職業訓練を含め採用前後の両

局面に差別保護が及ぶとされる。本条約は、例えば政治的・

宗教的理由によって職業選択の自由を侵害する政治・信条に

基づく差別など、雇用および職業における差別禁止という本

来の保護法益を越えた平等原則一般にまで射程を広げたも

のと解される。吾郷眞一（1997）『国際労働基準法：ILO と日

本・アジア』三省堂 75-79 頁. 

33）Migrant services and programs : report of the Review of Po

st-arrival Programs and Services for Migrants, May 1978. 

34）National Agenda for a Multicultural Australia ...Sharing our 

Future. 

35）太平洋労働計画（Pacific Labour Scheme）とは、オーストラ

リアの農村部と地域の労働力不足に対応するため、太平洋諸

島とチモレスの労働者が職業経験を積み、家族などに収入を

送金する機会を提供する。この計画は、オーストラリア北部

でのパイロットプログラムや 2018 年 7 月 1 日に開始された

季節労働者プログラムの実績に基づいて実施され、許可され

た事業者のみが低技能あるいは半熟練の労働者を雇用でき

る。Department of Foreign Affairs and Trade’s website.（http

s://www.dfat.gov.au/geo/pacific/engagement/pacific-labour-mobili

ty）. 

36）季節労働者プログラム（Seasonal Worker Program）とは、①

オーストラリアにおける農業および宿泊産業の労働力不足

の補強、②太平洋諸島 9 カ国（フィジー、キルバス、ナウル、

パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバ

ル、バヌアツ）および東ティモールの経済発展に貢献する目

的で展開される。Department of Education, Skills and Emplo

yment’s website.（https://www.dese.gov.au/seasonal-worker-prog

ramme）. 

37）2019 年 7 月からギリシャ（年間 500 名上限）およびエクア

ドル（年間 100 名上限）と新たにワーキングホリデービザを

締結した。 長 3 年間、働きながらオーストラリアに滞在す

ることができる。 

38）OECD の統計では、ワーキングホリデーで入国する者は、一

時的な労働移民として数えられる。日本は、18,020 名（前年

比 13%増）のワーキングホリデーによる入国者が存在すると

示されている。なお、日本は 26 か国・地域とワーキング･ホ

リデー制度を導入し、査証発給要件には多少の違いがある。 

39）留学生は、週 20 時間まで労働に従事でき、帯同家族も留学

生本人とほぼ同条件下で働くことができる。 

40）成人移民教育プログラムは、約 70 年以上に継続されている

外国人対象の無料英語プログラム（510 時間）である。オー

ストラリア全土（遠隔教室含む）約 300 か所で開催され、毎

年 50,000〜60,000 人が受講する。Australian Government. Ad

ult Migrant Education Program. (https://immi.homeaffairs.gov.a

u/settling-in-australia/amep/overview). 

41）オーストラリアは、6 つの州（西オーストラリア州、ビクト

リア州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、タスマ

ニア州、ニューサウスウェールズ州）と 2 つの準州（オース

トラリア首都特別地域およびノーザンテリトリー）から構成

される。 

42）Koowarta v Bjelke-Petersen (1982) HCA 27: 153 CLR 168. 

43）Commonwealth v Tasmania (1983) HCA 21: 158 CLR 1. 

44） オーストラリア憲法は、第 1 章「議会」、第 2 章「行政府」、

第 3 章「司法府」、第 4 章「財政および通称」、第 5 章「州」、

第 6 章「新州」、第 7 章「雑則」、第 8 章「憲法改正」から構

成される。 

45）権利章典は、ビクトリア州のみが立法化している。人権法は、

オーストラリア首都特別地域およびクイーンズランド州が、

自由権規約に現代的な修正を加えて条文を作成したとされ

る。 

46）本稿では、「conciliation」を調停、「arbitration」を仲裁と訳し

て使用する。 

47）世界人権宣言は、1948 年 12 月 10 日の第 3 回国際連合総会

で採択された。オーストラリアは、起草委員会として世界人

権宣言案の作成に参加し、賛成票を投じた。 

48）自由権規約は、1966 年 12 月 16 日採択、1976 年 3 月 23 日

発効。オーストラリアは、1975 年 12 月 10 日批准。 

49）社会権規約は、1966 年 12 月 16 日採択、1976 年 1 月 3 日発

効。オーストラリアは、1975 年 12 月 10 日批准。 

50）人種差別撤廃条約は、1965 年 12 月 21 日採択、1969 年 1 月

4 日発効。オーストラリアは 1975 年 9 月 30 日批准。 
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51）女性差別撤廃条約は、1979 年 12 月 18 日採択、1981 年 9 月 3

日発効。オーストラリアは、1983 年 7 月 28 日批准。 

52）児童の権利条約は、1989 年 11 月 20 日採択、1990 年 9 月 2

日発効。オーストラリアは、1990 年 12 月 17 日批准。 

53）障害者権利条約は、2006 年 12 月 13 日採択、2008 年 5 月 3

日発効。オーストラリアは、2008 年 7 月 17 日批准。 

54）ILO111 号条約は、1958 年 6 月 25 日採択、1960 年 6 月 15 日

発効。オーストラリアは 1973 年 6 月 15 日に批准。 

55）ごくまれな意見表明としては、1996 年から 2009 年までオー

ストラリア 高裁判所の判事を務めた Michael Kirby 氏が発

するものが挙げられる。国際法務委員会委員長（President o

f the International Commission of Jurist）やソロモン諸島控

訴裁判所長官（President of the Court of Appeal of Solomon

 Islands）などを歴任し、オーストラリアの人権保障を論じる

上で欠かせない人物として注目される。 

56）差別禁止法制の分類として、ドイツ、フランス、イタリアな

どの大陸法系の諸国は、特別な行政機関を設置せず、司法制

度を中心に実効性確保の制度を運用し、北欧諸国は、司法制

度における訴訟手続きの利用を前提にして、差別事案の救済

にあたる特別な仲介機関としてオンブズマン制度を採用す

る制度、という 3 類型にわける説がある。青野覚（2000）「差

別是正の実効性確保」『講座 21 世紀の労働法 労働者の人格

と平等』（第 6 巻）有斐閣 282-293 頁. 

57）厳密には、オーストラリアで 初の人種差別禁止法は 1966

年の南オーストラリア州法であった。 

58）人種差別禁止法は、以下のように構成される。Part I は、「序

文（Preliminary）」、Part II は「人種差別の禁止」、Part IIA は

「人種的憎悪に基づく攻撃的な行動の禁止」、Part III は「人

種差別委員および委員会の役割」、Part IV「犯罪」、Part VI は

「人種差別委員」、Part VII は「雑則」。Part V は、削除されて

いる。 

59）日本において直接差別とは、使用者が被用者に対し、募集及

び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与え

なければならず（男女雇用機会均等法 5 条）、配置、昇進、

降格及び教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職

の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、男性または

女性であることを理由に差別的取扱いをすることは禁止さ

れる（6 条）。 

60）日本において間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措

置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員

に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている

措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいう。厚生

労働省令（男女雇用機会均等法施行規則）は、間接差別とな

るおそれがある措置を 3 つに限定している。（1）労働者の募

集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を

要件とするもの（省令第 2 条第 1 号）、（2）労働者の募集も

しくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う

転勤に応じることができることを要件とするもの（2014 年

改正時に修正）、（3）労働者の昇進に当たって、転勤の経験

があることを要件とするもの。 

61）日本政府は、「race, colour, descent, or national or ethnic ori

gin」を「人種、皮膚の色、世系又は民族的もしくは種族的出

身」と訳している。本稿では、「colour」は「肌の色」を用い

る。 

62）複合差別は、結合差別とも呼ばれ、EU の 2000 年「人種民族

均等指令」（2000/43/EC）、「一般雇用均等指令」（2000/78/EC）、

およびイギリスの 2010 年平等法が規定しており、例えば人

種と女性という複合的な差別事由に基づいて差別されるこ

とである。朝倉むつ子（2011）「労働法の再検討」大沢真理編

『承認と包摂へ』岩波書店 54 頁. 

63）関連差別は関係差別とも呼ばれ、ある差別事由をもつ者との

関連性によって差別されることである。例えば、障害をもつ

友人や家族を持つ者に対する差別のことである。山田省三（2

015）イギリス雇用法における関連差別および誤認差別. 季

節労働法 250 号 128 頁. 

64）誤認差別は憶測差別とも呼ばれ、イギリスの判例法理によっ

て形成された概念であり、例えば氏名から特定の国籍を誤認

して差別したり、LGBT だと誤認して差別を行うことである。

柳澤武「雇用平等法の形成と展開」和田肇・名古道功・根本

至編（2017）『講座 労働法の再生 第 4 巻』日本評論社 131

頁. 

65）Creek v Cairns Post Pty (2001) 112 FCR 352; Jones v Scul

ly (2002) 120 FCR 243; Eatock v Bolt (2011) 283 ALR 50

5. 

66）人権委員会は、当初、1975 年人種差別禁止法に基づく人種

差別委員、1981 年人権委員会法に基づく人権委員会、1984 年

性差別禁止法に基づく性差別禁止委員会を統合して発足し

た組織である。これら 3 法は、人種差別撤廃条約、自由権規

約、女性差別撤廃条約の批准に対応して制定されたという。

人権フォーラム 21 編（1999）『世界の国内人権機関 国内人
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権システム国際比較プロジェクト（NMP）調査報告』解放出

版社 135 頁. 

67）人権委員会法は、以下のように構成される。Part I（1 条ない

し 6A 条）は、「序文（Preliminary）」、Part II（7 条ないし 29

条）は「オーストラリア人権委員会」、Part IIA（46A 条ない

し 46M 条）は「アボリジニ・トレス海峡諸島社会正義委員」、

Part IIAA（46MA 条ないし 46MN）は「国家児童委員」、Par

t IIB（46P ないし 46PV）「違法な差別に対する救済」、Part I

IC（46PW ないし 46PY 条）は「差別的な勧奨および他の機

関への決定の照会」、Part III（47 条ないし 50 条）は「雑則」。 

68）フェアワーク法は、以下のように構成される。第 1 章「導入」

（Introduction）：Part 1‑1「導入」、Part 1‑12「定義」、Part 1‑13

「適用範囲」、第 2 章「雇用条件と用語」：Part 2-1「本章の主

要な規定」、Part 2‑2「全国雇用基準」（National Employment 

Standards）、Part 2‑3「新労使裁定」（Modern Awards）、Part 2

‑4「企業契約」、Part 2‑5「職場に関する決定（Workplace det

erminations）、Part 2‑6「 低賃金」、Part 2‑7「同一賃金」、2‑

8-事業譲渡、Part 2‑9「その他の規約と労働条件」、第 3 章「被

用者、使用者、組織などの権利と責任」：Part 3‑1「一般的保

護」、Part 3-2「不当解雇」、Part 3‑3「Industrial action」（企業

活動）、Part 3‑4「立入権」（Right of entry）、Part 3‑5「辞任」

（Stand down）、Part 3‑6「その他の権利と責任」、Part 3‑7「不

正な利益」（Corrupting benefits）、第 4 章「コンプライアンス

と施行」：Part 4-1「民事救済」、Part 4‑2「裁判所の管轄権と

権限」、第 5 章「運営」：Part 5‑1「フェアワーク委員会」、Pa

rt 5‑2「フェアワークオンブズマン事務所」、第 6 章「雑則」:

 Part 6‑1「複数行動」（Multiple action）、Part 6‑2「紛争への

対応」、Part 6‑3「国内雇用基準の拡張」、Part 6‑3A「州の公

共部門を使用者とする事業の譲渡」、Part 6‑4「雇用の終了に

関連する追加規定」、Part 6‑4A「テキスタイル、衣料品、靴

産業に従事する労働者における特別規定」、Part 6‑4B「職場

における労働者のいじめ」、Part 6‑4C「COVID-19 経済対応」、

Part 6‑5「雑則」。 

69）フェアワーク法の適用範囲は、憲法上の企業（外国法人、お

よび連邦の範囲内で設立された貿易法人または金融法人）（5

1 条（20））、およびそれらの企業で働く労働者に適用される。

この法律は、「憲法上の会社」の被用者、北部準州および首都

特別地域における被用者、連邦政府の職員、「憲法上の取引

または商業」（憲法 51 条（1））に関連して勤務する船舶や航

空機の乗組員などに適用され、フェアワーク法が適用されな

い被用者は、各州の労働法制によって規律されることとなる。

日本貿易振興機構（ジェトロ）シドニー事務所 進出企業支

援・知的財産部 進出企業支援課（2010）豪州におけるフェ

アワーク法の概要. 4 頁.（https://www.jetro.go.jp/ext_images/jf

ile/report/07000684/report.pdf）. 

70）オーストラリアの労働関係については、コモンロー特有の理

解の困難さがあり、世界でもあまり類のない制度を基本とし、

かつ連邦国家として州との統治権・管轄権の問題がからむな

どの事情により、実相把握は難しいとされる。長淵満男（19

96）『オーストラリア労働法の基軸と展開』信山社 ii 頁. 

71）フェアワーク委員会は、いじめを受けたと信じる者から申立

てを受けた日から 14 日以内に審査を開始（798FD・789FF 条）

し、例えば、申立人と単独で接触することの禁止、e メール

やテキストの送信禁止（緊急事態を除き）などの命令を下す

ことができる。ただし、報酬の支払いや金銭的なペナルティ

を科すことはできない。 

72）フェアワーク委員会は、フェアワーク法が所定する職場関係

審判所（Australia's national workplace relations tribunal）であ

る。その歴史はかなり古く、1904 年連邦調停仲裁法（Comm

onwealth Conciliation and Arbitration Act 1904）の成立によ

り連邦調停仲裁裁判所（Commonwealth Court of Conciliatio

n and Arbitration.）としての出発地点から続いている。フェ

アワークオンブズマンの機能は、フェアワーク法に（a）教

育、支援、およびアドバイスを提供し、職場関係または職場

慣行のベストプラクティスガイドを作成すること、（b）同法

および公正な労働手段の遵守を監視すること、（c）同法、公

正な労働手段、またはセーフティネットの労使契約上の権利

に違反する可能性のある行為または慣行を調査すること、（d）

裁判所における手続きの開始、またはフェアワーク委員会へ

の申請、この法律、公正な労働手段、およびセーフティネッ

トの労使契約上の権利を行使すること、（e）関係機関に事案

を照会すること、（f）適宜、裁判において被用者あるいはア

ウトワーカーを代表すること、などが列挙される（682 条（1））。 

73）フェアワークオンブズマンは、調査や法的手続の提起を通じ

てフェアワーク法の遵守を監視することなどを目的として

設置された連邦機関である（Part 5‑2）。労使問題・職場関係

問題における警察・検察組織、日本でいうところの労働基準

監督署に類似する役割を果たすとされる。ブリスベン日本商

工会議所（2018）オーストラリア労働法の基本と実務上の注

意点.10 頁.（https://www.claytonutz.com/ArticleDocuments/501/
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JCCIB-Seminar-presentation-August-2018.pdf.aspx?Embed=Y）. 

74）ペナルティユニットは、刑法（Criminal Code Act 1995）4A

A「ペナルティユニット」（Penalty unit）に基づいて計算され、

連邦の 1 ペナルティユニットは、それまでの 210 AUD（約

17,000 円）から、2020 年 7 月には 222 AUD（約 18,000 円）

に増額されている。各州ペナルティユニットの額を設定し、

適宜改定が行われる。 

75）人権委員会は、委員長（President）、人権委員、人種差別禁止

委員、アボリジニ・トレス海峡諸島社会的公正委員、性差別

禁止委員、障害者差別禁止委員、年齢差別禁止委員、児童委

員から構成される。 

76）特別措置は、ポジティブ・アクションやアファーマティブ・

アクションと同語として考えられている。UN Committee on

 the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General 

Recommendation no. 32. The meaning and scope of special 

measures in the International Convention on the Elimination 

of All Forms [of] Racial Discrimination, 24 September 2009,

 CERD/C/GC/32, n 4. 

77）真正な職業資格は、アメリカの公民権法第 7 編（ も包括的

な差別禁止立法であり、人種、肌の色、性、宗教、出身国に

基づく雇用差別を禁止する）が起源であると思われるが、こ

の辺りは調査が必要である。なお、アメリカにおける真正な

職業資格（bona fide occupational qualification: BFOQ）は、

「宗教、性別、または出身国が、真に「特定の業務の正常な運

営のために合理的な必要な」資格要件と認められる場合には、

それらにもとづく差別的な取り扱いが許容され、人種や肌の

色は BFOQ となりえない」と説明されている。中窪裕也（2

010）『アメリカ労働法（2 版）』弘文堂 206 頁. 

78）性差別禁止法 30 条に、被用者、委託代理人、あるいは契約

労働者を雇用する際に性別を考慮に入れることを許可する

規定である。 

79）日本では、2006 年に発出された「厚生労働省告示第 614 号

の第 2 号・14」が国籍などにつき、東京都外国人管理職選考

事件（ 大判 2005 年 1 月 26 日 民集第 59 巻 1 号 128 頁）が

例外を認めたと評される。富永晃一（2017）差別とは 法学

の観点から. 日本労働研究雑誌 681：59. 

80）Kelly-Country v Beers (2004) FMCA 336. 

81）Kordos v Plumrose (Australia) Ltd (1989) EOC 92-256. 

82）Gama v Qantas Airways Limited (2008) FCAFC 69: 167 FC

R 537. 

83）Fair Work Ombudsman v Yenida Pty Ltd＆Anor (2018) FCC

A 1342. 

84）MIPEX は、移民政策グループ（Migrant Policy Group）が中

心となり、EU および世界各国 40 団体の協力により開発した

指標である。第 1 回は 2004 年に公表され、2020 年の 新の

調査（5 回目）では 8 つの政策分野（労働市場、家族呼び寄

せ、教育、保健、政治参加、永住、国籍取得、反差別）につ

いて、167 の政策指標を数値化している。オーストラリアは

総合 65 点を獲得した（労働市場 37 点、家族呼び寄せ 68 点、

教育 79 点、保健 79 点、政治参加 65 点、長期滞在 46 点、国

籍取得 76 点、反差別 69 点）。日本は 2010 年から調査に加わ

り、 新の調査では総合 47 点であった（労働市場 59 点、家

族呼び寄せ 62 点、教育 33 点、保健 65 点、政治参加 30 点、

長期滞在 30 点、国籍取得 47 点、反差別 16 点）。 

85）前回の調査からマイナスの評価が与えられた理由として、学

歴の認定制度、第 3 国国民に対する経済統合対策、青年と女

性の経済統合対策、永住のための常居所の所要期間、永住の

ための経済的資源要件の変更が挙げられている。 

86）連邦裁判所は、ユダヤ人のオーストラリア人は共通の「民族

的出身」であり、法の下で保護を受けることができると認め

ている。ユダヤ人は、共通の歴史とアイデンティティに由来

する共通の習慣、信念、伝統、特徴のために民族グループを

構成することを示した。また人種差別禁止法は、シーク教徒

のアイデンティティは民族宗教的アイデンティティ（ethno-r

eligious identity）を含む可能性があることはすでに示唆され

ている。 

87）2019 年から 1 年間、人権委員会に寄せられた問い合わせ（e

nquiries）12,554 件のうち、 も多く寄せられた障害者に関す

る事案（22%）に対し、人種差別（人種憎悪）に関する事案

（11％）は、 も低い割合であった。苦情（complaints）（2,30

7 件）については、 も多い障害者に関する事案（22%）に

対して、人種差別禁止法に基づく事案（17％）、および人権

委員会法に基づく事案（11％）はさほど多いとはいえない。

雇用に関連する事案は、性差別（71％）が圧倒的に多く、人

種差別禁止法に基づく苦情（27％）は、 も低い（複数回答

あり）。COVID-19 に関連する問合せ 587 件（月平均）寄せら

れた。2020 年の COVID-19 に関連する苦情（139 件）のうち、

人種差別禁止法に基づく事案は、 も多い値（55 件）を示し

ている。 

88）2021 年現在、各国の人権機関で組織される国際人権機関グ
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ローバルアライアンス（The Global Alliance of National Hu

man Rights Institutions、以下 GANHRI）は 117 カ国が登録し

ており、このうち A ステータスは 81 カ国、B ステータスは 33

カ国が認定されている。A ステータスに認定された人権機関

は、国際人権法遵守の状況を調査する国連条約委員会にシャ

ドウレポートを提出することができる。なお、日本は、GAN

HRI の加盟国として名前が見当たらない。法務省内にある人

権擁護委員制度は、国連自由権規約委員会からパリ原則が要

請する政府からの独立性が認められておらず、国連の人権理

事会や拷問禁止委員会などからも人権機関の設置を勧告さ

れ続けている。 

89）国内人権機関コモンウェルス・フォーラム（Commonwealth 

Forum of National Human Rights Institutions）とは、世界 5

つの地域で活動する人権機関、オンブズマン、国選弁護人を

含む 46 の組織（2021 年 12 月現在）で構成されるネットワー

クである。連邦内における全市民の権利保護を改善するため

に協力することを目的とする。 

90）アジア・太平洋国内人権機関フォーラム（The Asia Pacific 

Forum of National Human Rights Institutions: APF）とは、ア

ジア・太平洋地域における人権保障を推進し、人権機関の設

置や発展を推進するために創立された非営利組織である。 

91）オーストラリア人権委員会が発表した国家反差別の枠組みで

は、以下の提言が行われている。（1）オーストラリアにおけ

る人種差別の性質や発生の理解の推進、（2）人種差別や人種

的憎悪から人々を守るための効果的な法的枠組みの構築、（3）

行動を通じて人種差別や人種差別を根絶するための全政府

の実効的な取り組み、（4）人種差別への対抗する方法につい

てのコミュニティの理解を構築するための全土的な反人種

差別キャンペーンの開催、（5）人種差別に対抗するための

オーストラリア社会のすべての部門の実効的な取り組み、お

よびコミュニティパートナーシップの形成、（6）公的生活の

すべての分野における文化的に多様なコミュニティの適切

な代表と参加に向けたオーストラリア社会のすべての部門

の効果的な取り組み、（7）人種的不平等に対応するための

オーストラリア政府の実効的取り組み、目標の設定や措置、

（8）多文化主義、社会的包摂、先住民の和解を強化するため

の無料措置の実施。AHRC’s website.（https://humanrights.gov.

au/sites/default/files/document/publication/ahrc_cp_national_anti-

racism_framework_2021_.pdf）. 
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新型コロナウイルス感染症拡大期における外国人留学生の就職活動プロセス 

―キャリア・トランジションおよび 4S システムの視点から― 

 

阿部（董） 夢 

（愛知淑徳大学） 

 

2020 年以来の新型コロナウイルス感染症の拡大（コロナ禍）による社会の混乱は、外国人留学生の就職活動に様々な影響を与えてい

る。本研究では、そのような厳しい状況下でも企業から就職の内定を獲得した中国人・ベトナム人留学生に就職活動プロセスに関する

インタビュー調査を実施し、あわせて就職理由や将来展望を尋ねた。その結果、「スタンダード就活」パターン（志望先一貫型、志望先

変更型）の留学生と「偶発性就活」パターン（成り行き型）では就職理由や将来展望に傾向の差がみられ、さらに 4S システム（Situation、

Self、Support、Strategies）の視点で分析すると、内定獲得に至るまでに活用した個々人のリソースにも違いがあることが明らかになった。

すなわち、日本人学生と同様のプロセスを踏む「スタンダード就活」のほうがより明確なビジョンをもって就職活動に取り組んでおり、

さらにはより多くのリソースを活用してキャリア・トランジションを乗り越えていたことがわかった。特に状況要因への理解や自己コ

ントロールなどの Situation（状況）、Strategies（戦略）、そして Support（支援）のうちの「評価的サポート」の有無で顕著な差異が見出

されたため、留学生がよりよく日本の就職活動を行うためにはそうした要素に対する支援が重要であることが本研究では示唆された。 

キーワード：外国人留学生、キャリア・トランジション、4S システム、コロナ禍、就職活動プロセス 

 

 

1．はじめに 

 

2008 年に「留学生 30 万人計画」1）が発表されて以降、

外国人留学生（以下、留学生）が激増し、2020 年 5 月末

時点で 312,214 人と当初の目標は達成された（日本学生支

援機構 2020）。また、留学生は学業の傍ら非正規労働市場

に参入して貴重な労働力となったり、学校卒業後も日本

に残って元留学生として就労することで、専門的・技術的

分野の在留資格をもつ外国人材も、2020 年時点で 35 万人

以上と外国人労働者総数の 20％以上を占めている（厚生

労働省 2021）。 

しかしながら、2020 年初頭以来の新型コロナウイルス

が引き起こした感染症の拡大（以下、コロナ禍）によって、

社会生活全般は多大な影響を受けるに至った。特に、昨今

は「人手不足」「売り手市場」といわれてきた雇用市場に

おいて、企業側の採用現場の混乱や採用人数の抑制など

が度々報道されている。それゆえ 2021 年 3 月卒業予定の

日本人学生の就職戦線はもとより、留学生の就職活動（以

下、就活）も大きな影響を受けた。例えば、2020 年 7 月

時点で約 9 割以上の留学生がコロナ禍によって就活に苦

戦しているという（株式会社ディスコキャリタスリサー

チ 2020）。さらに、1 年前の同時期の就職内定率（40.6％）

に比べて 31.5％と 9.1 ポイントも下がり、日本人学生の内

定率（77.7％）と比べても留学生のそれは半分以下にとど

まっている。これまで、第 2 次安部内閣による『日本再興

戦略改定 2016』2）（2016 年 6 月 2 日）等では、大卒留学

生の日本国内での就職率を 3 割から 5 割に引き上げるた

め、ビザ審査の優遇措置や各大学へのインターンシップ

およびキャリア教育に対する支援強化の方針が打ち出さ

れてきたが、コロナ禍のために目標達成は難しいようで

ある。 

もともと外国人労働力は景気に左右され、仮に有能な

人材であっても就職難や解雇、離職によって日本社会に

定着できないことが多く、依然として課題は山積してい

る。そのうえコロナ禍という、だれにとっても初めて経験

する大きなキャリア上の「トランジション（transition、転

機）」に直面しながらも、留学生たちがどのように活動し

対処したのか、またいかなる個人スキルや特性等のリ

ソースを生かし、こうしたトランジションを乗り越えた

のかが学術的にも社会的にも重要な論点になる。トラン

ジション期にある留学生らの意識や行動、周囲のサポー

トのあり方を明らかにすることは、中・長期的な視点での

外国人材のキャリア形成・育成、そして日本社会定着への

問題提起にもなる。以上が本研究の意義である。 
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2．先行研究と研究目的 

 

（1）外国人留学生の就職活動に関する先行研究 

留学生が直面する就活の諸課題は、すでに多くの先行

研究で議論されてきた。例えば、経済産業省の委託で新日

本有限責任監査法人が実施した『外国人留学生の就職及

び定着状況に関する調査結果』（2015）では、留学生や外

国人社員が就活中に困ったこととして、「日本式就活の仕

組みがわからない」ことや「日本語による適正試験や能力

試験が難しい」点、「日本語による書類の書き方がわから

ない」、「留学生向けの求人が少ない」などが挙げられてい

る。また原田（2010）は、留学生にとって単に日本語能力

だけではなく、情報収集力や日本社会・日本人との接触・

接点に課題があることも指摘した。さらに門間ほか（2019）

は、時間管理や傾聴力、ストレスといった日本人学生で

あっても対処の難しい問題が、留学生にはより困難に感

じられることに言及している。一方で、採用する企業側と

採用される留学生側の意識にも顕著な相違がみられるこ

と（横須賀 2007）、大学卒業後の「出口」保障制度が未整

備である点（原田 2010）、日本型の採用と雇用方式に留学

生が大きな違和感をもっていること（守屋 2012）も指摘

されてきた。 

以上の先行研究では、留学生の育成を担う教育機関側

と雇用を担う企業側それぞれの問題点が示されただけで

なく、企業側と留学生側の意識のミスマッチや、日本の就

活における留学生特有の「困難さ」といった問題が明らか

にされている。現在は、ここにコロナ禍が追い打ちをかけ

ているかたちである。 

株式会社ディスコキャリアタスリサーチ（2020）が 2021

年 3 月卒業予定の留学生に対して行った WEB 調査によ

れば、コロナ禍で「企業との出会いの機会が十分にとれな

い（減った）」と回答する割合が最も高く、「採用数の減少

等で、志望業界の変更を余儀なくされた」、「企業を深く知

る機会が十分に足りない（減った）」、「選考の中止や延期

によるスケジュール調整が困難」、「WEB 形式への変更に

対応するのが困難」などの点が挙げられた。このように、

留学生らは平常時よりも一層の「困難さ」と闘いながら、

就活に取り組んでいる様子がうかがえる。 

しかしながら、このような厳しい状況下でも、企業から

無事に内定を獲得できた留学生も一定数いる。例えば、

2021 年 7 月時点の留学生の就職内定率は 39.0％であり

（株式会社ディスコキャリアタスリサーチ 2021）、決して

高い数字とはいえないが、コロナ禍での就活という人生

でも特別なトランジションに直面した留学生らが、いか

にして「内定」を獲得したのかといった「成功」3）要因を

明らかにすることには、大きな意義がある。 

そこで本研究では、自身の人生のファーストキャリア

を探索する活動としての就活プロセスに着目し、就活の

成功にたどりついた留学生らの直面した「トランジショ

ン」とその対処のあり様を、後述の「4S システム」の視

点から明らかにしたい。 

 

（2）「トランジション」としての就職活動プロセス 

 「トランジション」とは、金井（2002）によれば、「転

機」「移行期」「節目」「過渡期」「危機期」などと訳される

学術用語である。トランジションの概念は大きく以下の 2

つに整理することができる（黒川 2018）。1 つ目は、発達

段階における移行期としての考え方であり、成人期には

共通した発達課題や移行期があるという前提に立ち、人

生行路（ライフコース）やライフサイクルなどの連続性の

なかでトランジションを捉えようとするものである。2 つ

目は、個人の人生上の出来事としての考え方で、就職や転

職、結婚、離婚、出産、引っ越しなどその人独自の出来事

として転機を捉えようとするものである。 

シュロスバーク（2000）は個人の発達プロセスにおいて

重要なのは出来事そのものではなく、個人がそれをどう

受け取り、どう対処していくかであると述べ、転機を乗り

越えるためのリソースとして「4S システム（Situation（状

況）、Self（自己）、Support（支援）、Strategies（戦略））」を

提唱した。トランジションに直面する個人の在り方を 4S

システムの観点から点検することにより、その人が自分

のもてるリソースに気づき、それを最大限に活用するこ

とができるようになるのである。 

本研究での「トランジション」とは、後者の定義に立つ

ものである。なぜならば、本研究で取り上げる「就活」そ

れ自体が学生のキャリア形成にとって社会人への移行期

にあたり、職業生活に向けた人生の大事な節目（トランジ

ション）であるからである。しかし留学生の場合、職業生

活に向けた人生の節目というだけでなく、就活は日本に

在住しつづけるための身分の獲得、いわば日本に残る手
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段でもある。ここにコロナ禍という「予期せぬ危機」（ト

ランジション）が重なったことで、留学生にとっての就活

は、二重の意味で「キャリア・トランジション」（Schlossberg 

1981）になっているのである。 

 

（3）「4S システム」の視点を用いたキャリア・トランジ

ション分析 

 上述のとおり、トランジションを乗り越えるために

人々が利用できるリソースを、「4S システム（Situation、

Self、Support、Strategies）」と称して理論化したのはシュ

ロスバーク（2000）である。4S とは以下の通りである。 

①Situation（状況）とは、転機に直面している個人の状況

とその状況に対する理解のあり様である。状況には、ト

ランジションの発生時期とその原因、コントロール（転

機のうち自分でコントロールできるのはどの部分か）、

過去に同様な転機を経験したことがあるか、また同時

期に他にストレスが発生しているかなどが含まれる。 

②Self（自己）とは、転機に対処する個人の属性、すなわ

ち「自分自身」のことである。高橋・重野（2010）によ

れば、1 つが「環境要因」（社会的・経済的地位、性別、

年齢、国籍、文化、健康状態など）、もう 1 つが「個人

要因」（転機に対処するために個人が駆使する人格特性

で、例えば、自我の発達状況、楽観的意識、自己認識、

自己効力感、粘り強さなど）で構成される。留学生の場

合、国籍や生まれ育った家庭環境、親子関係、特に留学

前に家族から精神的・物質的な支援（応援）があったか

どうかによって、転機に対応するリソースが左右され

ると考えられる。 

③Support（支援）は、トランジションにおいて本人が活

用できる外部（家族、友人、地域、その他の機関など）

からの支援である。周囲からの支援を「ソーシャル・サ

ポート（社会的支援）」と定義すれば、a）必要なお金を

貸してくれるなど実質的な支援である道具的サポート、

b）どのような機会がどこに行けば得られるかといった

有益な情報を提供する情報的サポート、c）愚痴を聞い

てもらったり慰めてもらったり本人の気持ちを支える

インフォーマント 国籍 性別 年齢
⽇本語
レベル

現在の⾝分 専攻 留学開始年
⺟国での
最終学歴

⺟国での
専攻

A 男 23 N1 学部4年⽣ ⼈間福祉学部 2016年 ⾼校 ―
B ⼥ 25 N2 修⼠2年⽣ 教育学研究科 2017年 ⼤学 ⽇本語
C ⼥ 26 N2 修⼠2年⽣ 教育学研究科 2018年 ⼤学 ⽇本語
D 男 25 N1 修⼠2年⽣ 経済学研究科 2017年 ⼤学 ⽇本語
E 男 23 N1 学部4年⽣ 経営学部 2016年 ⾼校 ―
F 男 28 N2 学部4年⽣ 経営学部 2015年 短期⼤学 貿易
G ⼥ 29 N2 学部4年⽣ 国際福祉開発学部 2015年 短期⼤学 会計
H 男 24 N1 学部4年⽣ 経営学部 2015年 ⾼校 ―
I 男 30 N2 専⾨2年⽣ 機械・⾃動⾞⼯学科 2017年 ⼤学 機械学
J ⼥ 24 N1 学部4年⽣ 経営学部 2015年 ⾼校 ―

インフォーマント
インターン
シップ経験

就活期間
応募

企業数
元希望業界/

職種
内定先の

業界
内定先の

職種
内定社数

コロナ禍によ
る内定の取

り消し
A なし 6ヶ⽉ 10社 ホテル ⼩売業 販売 1社 あり
B あり 7ヶ⽉ 7社 旅⾏ アパレルメーカー 総合職 1社 なし

C なし 2ヶ⽉ 2社 なし
⾃動⾞部品
メーカー

通訳・事務 1社 なし

D あり 6ヶ⽉ 7社 ⼤⼿メーカー メーカー 総合職 2社 なし
E なし 2ヶ⽉ 2社 通訳・翻訳 ⼩売業 販売 1社 あり

F あり 10ヶ⽉ 10社 通訳・翻訳
ソフトウエアサー
ビス業
⼈材サービス業

総合職 2社 あり

G なし 7ヶ⽉ 5社 航空 アパレルメーカー 総合職 1社 なし

H あり 6ヶ⽉ 9社 IT
情報処理・通
信

システムエンジニア 1社 なし

I なし 4ヶ⽉ 3社
⾃動⾞検査・
修理

⾃動⾞⼩売業 ⾃動⾞検査 2社 あり

J なし 2ケ⽉ 1社 通訳・翻訳
⾃動⾞部品
メーカー

事務・通訳 1社 なし

中国

ベトナム

第 1 表 インフォーマントの属性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（インタビュー調査より作成）
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情緒的サポート、d）適切な評価やフィードバックが

あったりその人の考えや行為を認め好意的に評価して

もらえる評価的サポートの 4 つに分けることができる

（大阪商工会議所編 2013）。 

④Strategies（戦略）は変化に対処するためのその人自身の

アプローチや考え方である。a）状況を変えるための戦

略、b）問題の意味づけを変えるための戦略、c）転機に

ともなうストレスに対処する戦略の 3 つが該当する。 

本研究では、コロナ禍でのキャリア・トランジションに

直面した留学生がどのようなリソースを活用して就活を

乗り越えたのかを、上記 4S の観点から分析し、①留学生

の就活プロセスのパターンとタイプおよび就職目的、将

来展望の特徴がいかなるものであるのか、②内定獲得に

至るまでにどのようなリソースを活用したのか、③①で

見出した就活プロセスの違いによって②の活用したリ

ソースに違いがあったのか、の 3 点を明らかにしたい。

なお、ここでいう「将来展望」とは、単に将来やりたいこ

とではなく、将来的に母国に戻って暮らすか、あるいは日

本に残るのかといったライフプランも含めたビジョンの

ことを指す。 

 

3．調査方法 

 

 本研究のインフォーマントは、2020 年度にコロナ禍で

の就活を経て内定を獲得した中国人留学生 5 名ならびに

ベトナム人 5 名である（第 1 表）。調査の手続きは以下の

通りである。まず、インフォーマントに研究目的を伝え事

前に協力の了承を得た。調査実施時には、調査者（筆者）

からインフォーマントへ調査目的やデータ使用の範囲と

方法について説明し同意を得た。 

調査方法にはライフヒストリー法を採用した。ライフ

ヒストリー法とは、個人の一生の記録、あるいは個人の生

活の過去から現在に至る記録（谷 2008）とされており、

インタビュー調査では留学生の来日（留学）動機から、進

路（進学、就職）先を決定するまで、おのおの人生を振り

かえってもらった。また調査では、4S システムにもとづ

く具体的な質問項目（第 2 表）は事前には示さず、話の流

れに応じて深く尋ねていくという半構造的手法を用いて

おり、インタビュー中に自身の就活プロセスを 4S システ

ムの観点から自己評価してもらう方法をとった。なお、イ

ンタビュー調査（2020 年 8 月～2021 年 3 月実施）はコロ

ナ禍であることをふまえてすべてオンラインで行い、時

間は 1 名につき 90 分～120 分であり、中国人留学生に対

しては中国語と日本語の併用、ベトナム人は日本語のみ

を用いた。 

 

4．分析結果 

 

（1）インフォーマントの基本属性 

 インフォーマントは全員が 2021 年 3 月卒業予定者で

あった（第 1 表）。学歴別では専門学校の 2 年生が 1 名、

4 年制大学の学部 4 年生が 6 名、大学院の修士課程 2 年

生が 3 名である。また、文系が 9 名（うち経営学部 4 名、

教育学 2 名、経済学部・人間福祉学部・国際福祉学部がそ

れぞれ 1 名ずつ）、理系が 1 名（機械・自動車工学科）で

あった。男性が 6 名とやや多く、年齢は 23 歳～29 歳と全

員が 20 歳代～後半である。最終学歴は高卒が 4 名、4 年

制大卒が 4 名、短大卒が 2 名であった。 

コロナ禍の就活状況による影響およびその要因を理解できているか
それらの状況に対して⾃分である程度にコントロール（調整）ができるのか
過去で類似した経験があるのか、 成功あるいは失敗の経験なのか
同時にほかにストレスが発⽣していないか
環境要因（家庭の経済状況、性別、年齢、健康状態の条件が充実しているのか）
個⼈要因（本⼈の楽観性、粘り強さ、不安に耐えられる特性を持っているか、⾃⼰認識が⼗分か）
道具的サポート（⾦銭的・物質的なサポートが得られるか）
情報的サポート（就活に必要な情報を⼗分に得られているのか）
情緒的サポート（落ち込んだりするときに愚痴を聞いたり、慰めてくれる⼈がいるのか）
評価的サポート（本⼈の⾏動や考えに対して適切なアドバイスや指導があるのか）
状況を変えるための⾏動を取っているのか
直⾯した問題をプラス⾯に捉えたり、問題の意味付けを変えることができるのか
転機に伴うストレスに対して対処できるのか

Situation

Self

Support

Strategies

第 2 表 4S システムにもとづく質問項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（シュロスバーク（2000）を参考に作成）
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次に日本語レベルをみると、日本語能力試験（JLPT）4）

で N1 が 5 名、 N2 が 5 名と、いずれも日常会話やビジネ

ス・シーンでの日本語コミュニケーションが可能なレベ

ルといえる。就活プロセスに関しては、インターンシップ

参加状況をみると半数弱の 4 名が「参加経験あり」で、就

活期間 5）は 2 ヶ月～10 ヶ月とまちまちであった。また当

初希望した業界・職種と違った内定先になった人は 5 名

であった。2 名が 2 社から内定を得ていたが、残りの 8 名

は 1 社のみの内定獲得であった。なお 4 名はコロナ禍で

内定の取り消しを経験している。 

 

（2）就職活動プロセスのパターンとタイプ 

留学生の就活は日本のルールに対する知識不足から、

日本人学生に比べると企業へのエントリー数が少ない、

スタート時期が遅いとしばしば指摘されてきたが（門間

ほか 2019）、インフォーマント A・B・D・F・H・I さん

はスタート時期が遅れながらも、日本人学生とほぼ同様

の就活プロセスを経験している。このような留学生を「ス

タンダード就活」パターン（第 1 図）とすると、そのパ

ターンに該当する D さんは 10 名中最も早いタイミング

で就活の準備を始めており、自身の活動の様子について

以下のように語った。 

 

「修士 1 年目の終わりごろに、中国人の先輩や同じゼミ

の日本人学生に聞き、日本の就活のルールを知りました。

そのあと、大手就活サイトに登録してみたものの、留学生

が応募できる企業情報が少なかったため、留学生専用サ

イトのグローバルキャリアなどの情報サイトにも登録し

ました」 

 

「先輩や日本人学生の話を聞くと、とにかく就活は早く

準備したほうがいいと言っていたので、最初はよくわか

らないままとにかく情報を集めていました」 

 

このことから、この「スタンダード就活」パターンの留

学生 7 名は何らかの形で日本型就活の流れを知り、日本

人学生の真似をしながら取り組んでいたことが理解でき

る。それらのうち、D さんのようにもともとの希望業界と

内定先が変わらなかった「志望先一貫型」タイプが 3 名

（D、H、I さん）いた一方で、同じような就活プロセスを

踏みながらも当初の希望とは異なってしまった「志望先

変更型」も 4 名（A、B、F、G さん）いた。特に A と F は

内定の取り消しを経験しており、コロナ禍で希望業界や

企業の変更を迫られたため、より困難な状況を乗り越え

て内定獲得の努力を重ねたことがうかがえる。 

他方で、就活の準備をほとんどせず、偶然内定を得た留

学生も 3 名（C、E、J さん）いた。例えば J さんは、自身

の就活を以下のように振り返った。 

 

「（大学の）キャリアセンターの先生からすすめられた

求人があって、工場見学に行ったらそのまま内定をもら

いました。就活は面倒くさそうだし、コロナで求人が減っ

ているし、その会社に決めました」 

 

J さんのように、自己分析や業界研究、企業説明会、面

接といったいわゆる日本型就活のプロセスをほとんど踏

まず、偶然訪れた企業から内定を獲得している留学生を、

本研究では「偶発性就活」パターンと名づける。該当留学

生は特定の業界や職種に対する希望をもたなかったり、

あるいは希望する業界や職種に対してそもそもぼんやり

タイプ インフォーマント

志望先⼀貫型 D（11点）、H（13点）、I（11点）

志望先変更型 A（12点）、B（13点）、F（13点）、G（13点）

成り⾏き型 C（8点）、E（7点）、J（8点）

パターン

スタンダード就活

偶発性就活

第 1 図 留学生の就職活動プロセスのパターンとタイプ 

（インタビュー調査より作成） 

注：図中（ ）内の点数表記は第 3 表にしたがっている。 
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とした憧れしか抱いていなかったりと、まさしく「成り行

き型」のタイプといえる。 

 

（3）日本での就職希望理由および将来への展望 

つづいて、インフォーマントが日本で就職を希望する

理由および将来に対する展望を、第 1 図の就活プロセス

にしたがって分析する。株式会社ディスコキャリタスリ

サーチ（2021）によれば、留学生の日本での就職希望理由

で最も多いのは、「生活環境に慣れているから」や「日本

語力を生かせるから」であり、「将来のために日本での勤

務経験が必要だから」と回答した人は 3割弱にすぎなかっ

た。 

今回のインフォーマント全員に同様の質問を尋ねたと

ころ、「スタンダード就活」と「偶発性就活」のあいだに

は違いが見られた。「スタンダード就活」パターンの留学

生は、日本で働きたい理由はそれぞれ違うが、「将来やり

たいことに向けての準備」という点で共通していた。一方、

「偶発性就活」パターンの場合、就活開始時の希望は「夢」

や「あこがれ」程度のものであり、例えば「特にやりたい

ことはないですが、中国語と日本語の通訳ぐらいしか思

いつかなくて」と語った C さんのように、就活開始時点

で明確なキャリアビジョンがなく、日本での就職希望理

由も共通して「日本での生活に慣れている」であった。 

さらに、将来に対する展望も、「スタンダード就活」と

「偶発性就活」のプロセスによる差異がみられた（第 2図）。

例えば「趣味と仕事の両立をしたいので、そのスタイルで

あれば、将来日本にも中国にもこだわらない」と語った A

さんや、「将来日本で旅行代理店を経営したいし、可能な

ら中国と日本の間を行ったり来たりできる生活がしたい」

B さん、さらに「将来日本の企業文化に適合できれば、

ずっと日本でもいいかな・・・もちろん、親の意見を聞か

ないといけませんが」と話した D さんは、将来どこで生

活するかよりもやりたいことを優先に考えて行動する

「ワーク重視型」である。 

一方で、「スタンダート就活」のなかには、将来帰国を

希望している留学生もいる。将来帰国してレストランの

経営者を目指す F さん以外は、「帰国して大きな日系企業

で働きたい」というのが共通点であった。これらは「ス

テップアップ型」の将来展望といえる。このタイプに分類

された 4 名はいずれもベトナム人留学生であり、この結

果は、佐藤・堀江（2015：100）も指摘した「ベトナム人

留学生は日本に就職した場合でも将来帰国して就職した

い人が多い」ことを支持し、その背景には「ベトナムでは

日系企業での就職を目指した日本語・日本留学ブーム」が

あり、日本での留学・就職経験を母国でのより良い生活・

キャリアのステップとみなす傾向があることを示唆して

いる。 

他方、「偶発性就活」パターンでは、J さんだけが「ス

テップアップ型」となり、将来について「まだわからない。

とりあえず働いてみてから考える」C さんや E さんは「と

りあえず就職型」に分類された。明確なキャリアビジョン

を描く者は、「スタンダード就活」パターンにより明瞭に

表れているといえよう。 

以上のように、就活の「成功」を遂げた留学生と一口に

言っても、就活プロセスには異なったパターンやタイプ

が存在し、それによって就職希望理由や将来展望にも特

定の傾向があることが明らかになった。 

 

（4）4S システムの視点からみた就職活動プロセスの特徴 

 以下では、10 名のライフヒストリーを 4S の視点で得

点化し、就職成功の要因を就活プロセスに即して詳細に

分析する。なお、4S 中のそれぞれ当てはまる項目を 1 点

第 2 図 就職活動プロセスのパターンと将来展望 

（インタビュー調査より作成） 

将来展望 インフォーマント

ワーク重視型 A、B、D

ステップアップ型 F、G、H、I

とりあえず就職型 C、E

ステップアップ型 J

パターン

スタンダード就活

偶発性就活
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として得点化した（第 3 表、第 1 図）。 

 

①Situation（状況） 

「コロナ禍での就活」という厳しい状況要因への理解、

自己コントロール、過去の成功経験の有無、その他のスト

レスに関しては、「偶発性就活」より「スタンダート就活」

の留学生のほうが点数が高かった。困難な状況をいかに

見定め、理解したのかについて、「志望先変更型」の F さ

んは、以下のように語った。 

 

「内定をもらえないと日本に残れないので、これまで経

験したことがない危機感を抱えています。留学の時もそ

うでしたが、今回（就活）も自分にとっての大きな转折点

（中国語で転換点の意味）です」 

 

F さんの語りから、「日本での就活」、またはその後の

「就職」を自分の人生にとって大きなトランジションとし

て認識していることがわかる。 

また、コロナ禍で企業から内定を取り消され、仕方がな

く志望先を変更した A さんも、当時の心境やそれに対し

て自ら立ち向かった経験を振り返ってくれた。 

 

「正直（内定の取り消しを受け）すごくショックだった

し、腹が立ちました。でも、ここで諦らめて中国に帰った

ら、数年後に後悔するような気がします。自分が後悔しな

いように、もう一回頑張ろうと思いました」 

（）内筆者追記 

 

さらに、A さんにそのモチベーションがどこから来た

のかを尋ねると、「やはりまだ日本でやりたいことがある

からです。好きなアニメやコンサート、音楽イベントもや

りたいし・・・それと、（中国）国内の格差が激しいから、

上海や北京のような大都市で生活したり働くのはかなり

苦しい、故郷に戻っても田舎なので、給料が低いです。そ

れより日本で経験を積んで、働きながら趣味の時間も確

保できることが、自分にとって理想な生活です」と応じた。 

以上のように、A さんは厳しい状況に対して不安や

ショック、怒りを感じつつも、なんとか自分のコンディ

ションを調整し、自ら主体的に動き、状況をコントロール

できていることが理解できる。トランジションの状況を

見極めて、そのなかでいかに主体性を保てるのかが（シュ

ロスバーグ 2000）、就活の成功にとって大切であると示

唆されよう。また、将来的に日本に残るか否かはともかく、

現時点でビジョンを明確にもち、「自分自身にとって何が

ベストなのか」という「自己分析」も徹底していることが

垣間見えた。この点は、次の Self（自己）の「個人要因」

状況要因への
理解

⾃⼰コント
ロール

過去の
経験

その他
ストレス

環境
要因

個⼈
要因

道具的
サポート

情報的
サポート

情緒的
サポート

評価的
サポート

状況を変えるた
めの戦略

問題の意味づ
けを変えるため

の戦略

ストレスに対
処する戦略

D 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 11

H 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13

I 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11

A 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12

B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13

F 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13

G 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13

C × × 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 8

E × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 7

J 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 8

Situation Self Support Strategies
得
点

インフォー
マント

ス
タ
ン
ダ

ド
就
活

偶
発
性
就
活

志
望
先
⼀
貫
型

志
望
先
変
更
型

志
望

憧
れ
型

就職活
動プロセ

ス

第 3 表 4S システムの視点からみたインフォーマントの得点と就職活動プロセスの関係性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（インタビュー調査より作成）
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にも関連があるとみられる。 

過去に同様の困難な経験をした H さんの場合、「N1 試

験を 5 回も受験し、ようやく 5 回目で合格したので、必

死に頑張ればちゃんと結果が出ると思いました」と語る

ように、困難な状況を乗り越えた成功経験が、日本人学生

と同様の「スタンダード就活」をやり切ることにつながっ

ていることがうかがえた。 

また、その他のストレスや心配事の有無について、「自

分と妹の学費・生活費を払ってくれている両親にこれ以

上負担をかけたくない」と思った B さん、「年齢面で焦り」

を感じている F さんや G さんも様々なストレスや心配事

を抱えていたが、むしろそれが良いプレッシャーにもな

り、「就活を頑張る、早く内定を獲得する」原動力になっ

ていた。 

一方、「偶発性就活」に該当する E さんは、アルバイト

先であるホテルから早いタイミング（2020 年 3 月）で内

定をもらい、6 月ごろに内定の取り消しにあった。E さん

は「もう 2 ヶ月ぐらいずっと家に引きこもりました。何

にもできなかったし、もういい」と思っていたという。さ

らに E さんは「交際相手から別れを告げられた」ことで、

大きなショックを受けてしまっていた。C さんや J さん

も、程度はまちまちであるが、コロナ禍を含む困難な状況

に対する自己コントロールが全くできない状態に陥って

しまい、新たな行動に踏み出すことができなくなったこ

とがわかった。すなわち、「偶発性就活」パターンの

Situation（状況）への評価は「スタンダード就活」の人と

は対照的であった。 

 

②Self（自己） 

「Self（自己）」には「環境要因」と「個人要因」の 2 つ

の要素が含まれるが、どの留学生も Self の得点はよい状

態であった。というのも、インフォーマントとなった留学

生らは共通してある程度家庭環境が安定しており、特に

留学前から家族の応援があったり、進学先の決定につい

ても本人の意思が尊重されたりしているのである。さら

にコロナ禍での就活に対しても、家族は困難な状況を理

解しつつ、帰国を促すということが一切なかった。門間ほ

か（2019）によれば、留学生の進路選択においては、本人

のみならず家族の考え方や振る舞いが重要である。特に、

アジア圏の留学生が日本での就職や会社を決めるまでの

意思決定局面で家族に意見を求めたり、家族の意思に左

右される場面を、これまで留学生の支援現場にいた筆者

も目の当たりにしてきた。次の Support（支援）とも関連

性がみられるが、家族を含む「環境要因」の安定性は留学

生らが人生のトランジションを乗り越えるリソースとな

りうる。 

一方の「個人要因」について、シュロスバーグ（2000：

97）は「自分自身のなにを使って転機に対処するか」、あ

るいは「自分とはいったい何者であるか」をはっきりさせ

ることがトランジションを乗り切るうえで重要であると

指摘する。例えば「スタンダード就活」パターンの A さ

んは、自分のことを「負けず嫌いな人」と表現したり、N1

試験に 5 回もチャレンジした H さんは「我慢強い人」と

述べたし、その他のストレスを抱える B さんや F さん、

G さんも「最後までやり抜く性格」や「臨機応変に対応で

きる」などと自己評価した。他方、「偶発性就活」の C さ

んや E さん、J さんも「当初就活をあきらめよう」と考え

ていたが、途中から内定を獲得できるよう自ら努力する

などの高い行動力があった。 

以上のように、すべてのインフォーマントはシュロス

バーグ（2000：100）がいう「強い性格」をもっていたか

らこそ、困難な状況を乗り切ることができたといえよう。

そもそも母国を離れ、異国の日本で働こうとすること自

体が強い意志や芯の強さの表れであり、日本人学生との

相違点でもある。すなわち「日本で就職したい」（あるい

は「日本に残りたい」）といった強い気持ちはインフォー

マントに共通する部分であった。 

  

③Support（支援） 

「Support（支援）」には「道具的サポート」、「情報的サ

ポート」、「情緒的サポート」および「評価的サポート」の

4 つの要素が含まれる。「スタンダート就活」パターンの

場合、D さんと I さんを除き 4 つの支援すべてを得てい

たのに対して、「偶発性就活」の 3 名はいずれも「評価的

サポート」を欠いていた。「評価的サポート」においては、

「本人が取った行動や考えに対して適切な評価や指導が

あること」が大切であり、スタンダードな就活プロセスを

経ず、偶然内定をもらった留学生は、「その会社への入社

が良いものなのか」、「このまま就活を終了させていいの

か」といった意思決定局面で、適切な評価や助言をもらっ
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ていないことがわかった。例えば、内定を取り消しされて

家にずっと引きこもっていた E さんは、いったんは別れ

た交際相手とよりを戻したことで、「もう一回就活を頑張

ろう」「このままだと中国に帰国してしまうから、もう彼

女に会えないので・・・」と再度の就活を決心し、友人の

紹介で小売業の内定をもらって、その場で「内定承諾書」

にサインしたという。しかしながら、その決断への適切な

評価は得ていなかった。 

一方で、「スタンダード就活」の留学生らは大学のキャ

リアセンター相談員や、ハロワークや民間人材紹介会社

などの支援機関にいる母国語での相談が可能なキャリア

コンサルタント等の支援や助言を受けていることが明ら

かになった。コロナ禍で第 1 回目の緊急事態宣言 6）が発

出され、心の不安と就活の困難に向き合った B さんは、

「評価的サポート」を受けた様子を以下のように振り返っ

た。 

 

「以前から相談に乗ってくれていた中国人のキャリア

コンサルタントがいて、（緊急事態宣言中）外に出かけら

れないとき、メールで履歴書の添削をしてもらい、今でき

ることから少しずつやろうとアドバイスしてくれました。

日本語ではなかなか思うように伝わらないのが大きな悩

みで、中国語でのサポートがものすごく心強かったです。

実際、内定をもらった会社もその方の紹介だったので、自

己 PR の仕方、面接対策もかなり親身に教えもらえまし

た」 

 

「内定後のフォローも心強かったです。働くためのビザ

の手続き、必要な書類、その会社での仕事でビザを取れる

かどうかなど、かなり細かく指導してもらえました。その

方がいなかったら、たぶん私は内定をもらえていなかっ

たと思います。本当に感謝しています」 

（）内筆者追記 

 

コロナ禍の行動制限や言葉の壁以外にも、「スタンダー

ド就活」の留学生らはやはり一様に日本型就活に戸惑っ

ていた。自己 PR が問われる場面で、「仕事と直接関係の

ない個人的なエピソードを話さないといけない」ことに

違和感を覚えた F さんに対して、「担当者（ハロワーク相

談員）がそのエピソードの何が評価されるのか、日本企業

の職場では集団的な協調性を重視するからそのような質

問があるなど、表面的なことではなく、その背景（理由）

を教えて」くれたたことが大きかったという。「評価的サ

ポート」の重要性を示す一例である。 

以上のように、留学生の就活の成功にとっては、大学の

キャリアセンターや留学生指導の専門担当者による支援

が大きい（原田 2012；門間ほか 2019）。ただし、留学生

に対して単に「日本人化」を求めるような就職指導ではな

く、その国の独特な文化的背景や国籍による仕事への考

え方の違いを熟知しつつ、日本型就活への明確な助言を

提供することが必要なのである。さらに、日本人学生には

無関係な「就労可能な在留資格」の獲得や、新しい生活環

境への順応、言葉の援助など、正確な情報を伝達し適切に

留学生の就職支援ができる専門家による「評価的サポー

ト」が非常に重要なポイントであることが示唆された。 

 

④Strategies（戦略） 

シュロスバーク（2000）によれば、「Strategies（戦略）」

には主に「状況を変える」、「問題の意味づけを変える」、

「リラックス処理（ストレスに対処）する」という 3 つの

要素があるという。インタビュー調査の結果、「スタン

ダード就活」の留学生は自身の状況を見極めたうえで、上

記 3 つの戦略を併用していたことがわかった。内定先に

内定を取り消され、いくつかの企業での選考も順調に進

まなかった A さんは、状況を変えるために「様々な企業

にエントリーするようにした」ことや、「選考に落ちたの

はすべてコロナのせいではなく、自分にももしかしたら

何か理由があるかもしれない」と自身の行動を見つめ直

すことができ、「友達と情報交換するために、オンライン

飲み会などもした」とストレスの発散も心掛けていた。こ

のように、「スタンダード就活」の留学生は自ら行動し、

問題の意味づけを変えたり、様々な戦略を実行したこと

でこのトランジションを乗り越えたものと解釈できる。 

一方で、「偶発性就活」の留学生も全員が「状況を変え

るための戦略」はできていた。「面接に行く前に、聞かれ

そうな質問を事前に予測し、紙に書いて練習した」C さ

ん、「交際相手に履歴書を添削してもらい、面接の練習に

付き合ってもらった」E さんにそのような Strategies（戦

略）がみられたものの、「問題の意味づけを変える」行動

や「ストレスの対処」は実践されなかった。門間ほか（2019）
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は、留学生の就活中の困難に「就活に感じるストレス」を

挙げ、それを軽減するためには「就活のスケジュール管理」

が重要であると指摘したが、「偶発性就活」の留学生には

それがあまりみられなかった。 

以上を総括すると、「偶発性就活」パターンの留学生よ

りも「スタンダード就活」の留学生のほうが 4S システム

上の総点が高く、より多くのリソースを活用してキャリ

ア・トランジションに対処していることが明らかとなっ

た。特に Situation や Strategies、そして Support の評価的

サポートで差がついており、逆に Self は両パターンに差

異がみられなかった。 

 

5．おわりに 

 

本研究は、コロナ禍での就活を経て内定を獲得した中

国人とベトナム人留学生を対象にインタビュー調査を実

施し、第 1 にインフォーマントの就活プロセスを「スタ

ンダード就活」パターン（志望先一貫型、志望先変更型）

と「偶発性就活」パターン（成り行き型）に分類して、そ

れぞれの就職希望理由や将来展望の傾向を整理した。そ

れによると、「スタンダード就活」の留学生のほうが、仕

事の在り方や将来展望に明確なキャリアビジョンがある

ことがわかった。 

次に、シュロスバーグ（2000）の 4S システムの視点を

援用し、就活プロセスのパターンごとに内定獲得に至る

までに活用したリソースの違いをみたところ、総じて「ス

タンダード就活」のほうがより多くのリソースを活用し

ていることがわかった。特に、状況要因への理解や自己コ

ントロール、問題へのポジティブな捉え方などの Situation

（状況）が優れており、Strategies（戦略）においても問題

の意味づけを変えたり、ストレスを努力のエネルギーへ

と転換していたことがうかがえた。また、Support（支援）

のうち「偶発性就活」の留学生は「評価的サポート」を欠

いていることから、トランジションをスムーズに乗り切

るためには評価的サポートのリソース活用が大きな課題

であることが示唆された。 

一方、どのタイプでも Self（自己）の得点は高かったこ

とから、留学生の就職成功には家族のポジティブな環境

要因が大前提であることがうかがえた。また、芯の強さや

日本での就職意思、あるいは日本に残りたいという強い

気持ちのような個人要因も不可欠である。それゆえ、留学

生の就職支援に当たっては、Self（自己）のリソース（自

分自身がどのような性格で、何を使ってトランジション

に対処できるのか）に対する気づきを与えてあげること

が重要なポイントになるだろう。 

以上、本研究では就活に成功した留学生の就活プロセ

スに着目し、コロナ禍での就職という困難なキャリア・ト

ランジションを乗り切った成功要因の一端を明らかにす

ることができた。国境を越えて移動してきた留学生らは、

今後日本で就職し、結婚や子育て、転職といった人生のさ

まざまなトランジションを経験しながら、母国に帰国す

るのか日本に永住するのか、あるいは第 3 国へとさらな

る移住を繰り返すのか、そのつど意思決定を求められる

局面に直面することになるだろう。本研究で見出した結

論が、中・長期的な視点での外国人材のキャリア形成・育

成、日本への定住プロセスを分析する際の知見となれば

幸いである。また、本研究で援用した 4S システムは、キャ

リアカウンセリングの現場においてはすでに有効なアセ

スメントツールとして活用されている。留学生を含めた

外国人の就職支援に携わるキャリアコンサルタントに

とっても、本研究が役に立つことを願いたい。 

なお、本研究にはいくつかの課題も残されている。イン

タビュー調査では、来日前の留学先の選択・決定、来日後

の進学先の選択・決定および就活における就職先の決定

といった、人生の大きな進路選択に関わる意思決定と就

活プロセスをめぐるキャリア・トランジションとの関連

性には言及することができなかった。また、今回質的に導

いた結論を、今後はアンケート調査などの量的分析でも

検証していきたい。 
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〔注〕 

1）「留学生 30 万人計画」（2008 年 7 月 29 日）の骨子は、文部科
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学省ならびに関係省庁（外務省・法務省・厚生労働省・経済

産業省・国土交通省）によって策定された。文部科学省ホー

ムページの「『留学生 30 万人計画』骨子の策定について」

（ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1420758.htm ）

（最終閲覧日：2021 年 9 月 30 日）を参照。 

2）『日本再興戦略改定 2016』とは第 2 次安部内閣による成長戦

略のことである。2013 年 6 月 14 日に閣議決定され、2014 年、

2015 年、2016 年と改訂された。 

3）ここでいう就職における「成功」とは、「志望した企業から内

定を獲得し、就活の結果に学生本人が満足し、自分の意志で

卒業・修了後その企業に入社することを決めている」状態と

する。 

4）日本語能力試験（英語: Japanese-Language Proficiency Test、略

称 JLPT）は、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行

政法人国際交流基金が主催する、日本語を母語としない人の

ための日本語能力を認定する語学検定試験である。最上級の

N1 から N5 まで 5 つのレベルがある。日本語能力試験ホー

ムページ（https://www.jlpt.jp/）（最終閲覧日：2022 年 1 月 30

日）を参照。 

5）「就活期間」とは、希望企業へのエントリーから自分の意志で

就活を終了するまでの期間とする。 

6）「緊急事態宣言」は、2020 年 3 月 13 日に成立した「新型コロ

ナウイルス対策の特別措置法に基づく措置」である。安倍総

理大臣（当時）は 2020 年 4 月 7 日に東京・神奈川・埼玉・

千葉・大阪・兵庫・福岡の 7 都府県に最初の緊急事態宣言を

行い、4 月 16 日に宣言対象地域を全国に拡大した。NHK「特

設サイト 新型コロナウイルス」（https://www3.nhk.or.jp/news/ 

special/coronavirus/emergency/）（最終閲覧日：2022 年 1 月 30

日）を参照。 
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新型コロナウイルス感染症拡大期における移民たちの 

トランスナショナルな共助・公助の展開 

―支援団体から見た日本における中国人・フィリピン人・ベトナム人― 

 

賽漢卓娜（長崎大学）・高畑 幸（静岡県立大学）・矢元 貴美（大阪大学） 

 

 本稿は、新型ウイルス感染症（COVID-19）拡大期における日本で暮らす移民たちが置かれた状況と彼（女）らの共助・公助の展開を

検討したものである。日本における在留人口が多く、ニューカマーの割合が高い中国人、フィリピン人、ベトナム人を対象に、移民組

織あるいは支援団体の調査に基づいてまとめた。調査を通じて得られた知見は以下のとおりである。第 1 に、日本社会における移民の

生活基盤の脆弱性がジェンダー、労働形態、在留資格等の側面からも露呈したこと、第 2 に、移民たちが国境を超えて家族生活を維持

することに支障が生じていること、第 3 に、COVID-19 感染拡大期において、トランスナショナルな共助、および移民コミュニティ内で

の相互扶助の重要性が COVID-19 以前の日常生活時以上に示されていることである。また、COVID-19 感染拡大期で広げられていた支

援にはトランスナショナルな公助、多次元・多方向の共助が見られている。 

キーワード：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、移民、共助、公助 

 

 

1．はじめに 

 

本稿では、日本の代表的なエスニック・グループである

中国、フィリピン、ベトナムの３つを取り上げ、移民組織

あるいは支援団体へのインタビュー調査に基づき、新型

ウイルス感染症（以下「COVID-19」と呼ぶ）拡大期にお

いて、移民が置かれた状況と共助・公助のあり方について

検証するものである。 

2020 年から流行し始めた COVID-19 は、2022 年１月７

日現在、感染者は世界で 3 億人に達し、547 万人の死者が

報告され 1）、いまだ収束の気配がない。COVID-19 以前の

世界は、人びとのトランスナショナルな移動が年々頻繁

になり、国境を越える移動の自由はすべての人にとって

重要な権利の１つと位置付けられていた。世界の移民総

数は 2020 年に 2 億 8100 万人で、総人口の 3.6％を占めて

いた 2）。しかし、COVID-19 によって、各国が国境閉鎖や

厳格な水際対策等で人の移動を止め、2020 年の世界の移

動数は前年比 10 億人（73％）減少した 3）。 

日本では永住者、定住者、日本人の配偶者等の在留資格

を持つ外国人には例外的に入国を認めつつ、出入国空港

を限定し、公共交通機関の利用制限や隔離措置を課した。

COVID-19 以前に「短期滞在」で入国することができた彼

（女）らの親族は入国を制限された。その他の在留資格を

持つ国内在住外国人には特別に在留の延長を認め、帰国

の困難さを踏まえて就労制限を緩和した。そのほか、国際

便の減便等により到着旅客数抑制および全入国者への待

機措置を要請し、新規ビザ発給や発給済みのビザによる

入国も制限された。2020 年秋頃には技能実習等の人手を

確保する目的もあり一時的に出入国が緩和傾向にあった

が、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開

催前後を除けば、2022 年 1 月現在、厳格な国境管理が続

いている。 

 

（1）COVID-19 による移民への影響 

移民の生活・労働環境に加え、医療へのアクセスの限界

から、移民、特に低収入の移民は COVID-19 の感染と死

亡リスクが高い（Hayward 2021）。他方、医療、サービス

業、農林水産業、インフラといった、危機の影響を も受

けている部門を支えているのが移民たちである。世界の

移民労働者数は2019年には1億6,900万人と推定され 4）、

世界労働市場において大きな割合を占める。また、サービ

ス・販売部門で働く外国出身の労働者には女性が多く、

OECD 諸国のほとんどの国で、7 人中 3‐5 人を占めてい

る 5）。このように、感染症拡大期のホスト国で、特に低賃

金労働に従事する移民は感染による影響を受けやすい一

方、彼（女）らは基幹分野の労働で COVID-19 の対応に重

要な役割を果たしている。解雇やロックダウン、移動制限

は真っ先に移民に影響を及ぼすと同時に、ジェンダーに

よる影響の差異が生じることも示唆される。 
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COVID-19 の罹患状況の在日外国人と日本人との比較

は困難で、データによる検証は出来ていない 6）。2020 年

4 月 20 日、日本政府により、COVID-19 の感染拡大に伴

う緊急経済対策として、一律 10万円の「特別定額給付金」

（以下、「給付金」と略）を支給することが発表された。在

日外国人も給付の対象に含まれ、感染拡大により影響を

受けた在日外国人の生活に対して支援が行われた。 

しかしながら、在日外国人の雇用環境の脆弱さや、公的

制度からの排除、特に「セーフティネットの逆転構造」と

いった問題が COVID-19 で改めて露呈した（鈴木 2021; 

大川 2021:193-196）。COVID-19 が移民の生活にもたらし

た影響を、荻野（2020）は、差別、労働、収入、居所、教

育、出入国、宗教活動、疑問・不安、排除という 9 つのカ

テゴリーに分類している。 

 

（2）移民をめぐる「共助」「公助」という視角 

近年、自然被害を 小限に抑えるために「自助」「共助」

「公助」の重要性が指摘されている。1995 年の阪神・淡路

大震災を契機として盛んに議論が行われ、後に 2011 年の

東日本大震災等の経験を受け、この３要素が防災の基本

として扱われるようになった（和田 2018）。COVID-19 を

「災害」と位置付けると、３要素をその状況での移民の境

遇に適用することが可能である。内閣府の「災害時要援護

者の避難支援ガイドライン」（2006 年 3 月）には、自ら備

える「自助」、地域（近隣）の「共助」、公的な救援「公助」

が定義づけられている 7）。しかし、「共助」の定義には、

暗黙裡にメンバーシップ性かつ共時的、共空間的な要素

を備えているのではなかろうか。「公助」についても、国

民国家が直接的に関与する支援および、被支援者の国民

性も潜在化している。「共助」「公助」の空間性およびメン

バーシップ性は一国家、一地域内に限定的な概念で、日本

と母国および第三国に広がる家族を維持する移民たちの

生活実態とはズレがある。そこで本稿では、「共助」とは、

地域と国家の境界を越え、より広範にわたる個人や団体、

事業者が助け合って守ること、「公助」とは、居住地の国

家に限らずトランスナショナルな公的支援を内包するも

のとし、以下ではこの２つに焦点を当てる。なお、「自助」

については、紙幅の都合で 小限の論及に留めたい。 

 

2．研究対象および研究手法 

 

 本稿では、在日中国人、フィリピン人、ベトナム人を調

査対象としている。これは、外国人人口の上位 4 か国の

中から、第 2 次世界大戦以前からの居住者の子孫である

「特別永住者」が多数を占める韓国を除いた３か国を選択

したものである（第１表）。中国人は永住化傾向が顕著に

みられ、身分に基づく在留資格（以下では「身分資格」と

いう）、就労、留学のいずれも在留数が多い。フィリピン

人は国際結婚が多く、死別・離別後や未婚で日本人の子を

養育する母親等の「定住者」を含め身分資格が多数を占め

ている。ベトナム人は近年在留数が急増し、技能実習、留

学、技術・人文知識・国際業務の在留資格が多い。性別で

は、国際結婚の多いフィリピン人と中国人は女性が、ベト

ナム人は男性が多い。各国の女性割合は、フィリピンが

70.1％、中国が 54.2％、ベトナムが 43.6％である。 

 今回の調査対象および調査方法は第 2 表記載のとおり

である。筆者らが過去に調査対象としたことがあり、各地

で積極的に同胞への支援を行っていることから、これら

の団体を対象とした。各団体およびその構成員に関して、

COVID-19 前の状況、発生後の共助、公助の状況との関係

等の把握を目的として実施した。 

  

単位（⼈）

総　　　数 永住者
⽇本⼈の 配偶

者
⽇本⼈の⼦

永住者の配偶
者等

定住者 技能実習
技術・⼈⽂知識・

国際業務
留学 その他

⼈⼝順 総数 2,887,116 807,517 116,022 26,713 42,905 201,329 378,200 283,380 280,901 750,149
1 中国 778,112 283,281 27,063 1,250 16,956 27,436 63,741 88,662 125,328 144,395
2 ベトナム 448,053 18,472 4,958 25 2,083 5,739 208,879 61,181 65,653 81,063
3 韓国 426,908 72,473 12,189 301 2,132 7,119 0 25,760 12,854 294,080
4 フィリピン 279,660 133,188 21,802 4,220 7,315 53,941 31,648 8,250 2,421 16,875

国名

第 1 表 在留資格別の在留外国人（2020 年末） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（法務省出入国在留管理庁『在留外国人統計』より作成） 
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3．COVID-19 禍をめぐる定住中国系移民の団体 

―長崎の新華僑を事例に― 

 

（1）新華僑老華僑が集まる港町長崎 

 2020 年末現在、日本で暮らす中国人の在留資格では「永

住者」が 36.4％と 多である。そのほか、日本に帰化した

者も 1990 年から 2020 年までで 11 万 1,765 人おり、合計

90 万人ほどの中国系移民が日本に暮らしている。中国人

の定住傾向と「ミドルエージ中国移民の女性化」（賽漢卓

娜 2021）現象を踏まえつつ、本研究では地域に根ざす定

住中国系移民組織を調査対象とする。 

「長崎は日本の華僑のルーツ」（王維 2020）であり、

ニューカマー中国系移民は老華僑と交流しながら独自の

コミュニティを創り上げてきている。本節は彼女らに着

目し、長崎で定着した「新華僑」という呼称を用いる。長

崎県の外国人のうち、中国人は 2,048 人、21％を占め、女

性は 57.5%である。地方には外国人が少ないが、国際結婚

で来日した女性の占める割合が高く、県内広域に分散し

ている。帰化華人も多数居住している。彼（女）らは留学

や国際結婚等の目的で来日し、長崎で定住している。 

 長崎の新華僑には２つの団体がある。新僑会は 2010 年

に設立され、２つのウィーチャット・グループ（以下では

WG と略）で連絡や交流を行っている。１つは中国人であ

ればだれでも加入できる、調査時点で 334人のグループ、

もう１つは会員のみが参加できるグループで、調査時点

で 114 人が参加している。会員の職業は様々であるが、

総じて経済的に比較的安定している人びとである。中心

メンバーは会社経営者や大学教員等の正規雇用者から構

成されている。長崎中国領事館および自治体と新華僑の

間の窓口的な役割を果たしている。 

もう 1 つは女性団体の華婦連である。華婦連は 2017 年

に設立され、調査時点の登録会員数は 193 名である。新

僑会と華婦連の両方に入っている人もいる。乳幼児を抱

えている女性以外、ほとんどの会員は仕事をしており、そ

の大半はアルバイトである。３分の１は日本人男性と国

際結婚している。中心メンバーには、夫の職業的地位が安

定している人が多い。華婦連は１つの WG で情報交換や

交流をしている。これまでは、楽器演奏や料理等の教室や

ふれあいの場を提供してきた。国際結婚した女性は、言語

や文化等様々な悩みを持ち、そのような場で気軽に相談

していた。 

新僑会には異国で成功を収めた人びとの、母国および

ホスト国に公認された正統派組織というイメージがある。

それに対し、華婦連は日本での女性の社会的地位を反映

し、正規雇用者はほんの一握りで、飲食・観光業や製造業

等で非正規雇用者として生計を立てる人が多数である。 

  

（2）分断されたトランスナショナルな家族 

 中国系移民が国境を行き来する頻度は高い。日本と中

国を行き来しながら家族生活を維持することや、両国に

ビジネス拠点を保有する傾向がある。国境を横断した家

族生活の維持が両国でのビジネス拠点の保持と同義とい

フィリピン ベトナム

対象団体
⻑崎新華僑華⼈協会

（新僑会）
⻑崎⽇本華僑華⼈⼥性連合

会（華婦連）
フィリピン⼈移住者センター

（FMC）
徳林寺

対象者 中国系 中国系 フィリピン系
ネパール、ベトナム等国籍不問
（COVID-19以後ベトナム中

⼼）

設⽴ 2010年 2017年 2000年
1983年（受け⼊れ開始時

期）
所在地 ⻑崎 ⻑崎 名古屋 名古屋

団体の特徴 ニューカマー中国系移⺠の団体
ニューカマー中国系⼥性移⺠の

団体
名古屋市繁華街を拠点とする

⾃助組織

⽣活困窮者や難⺠、留学⽣、
仏教の勉強をしたい⼈等の住

居、⾷事の提供
連絡⼿段 ＳＮＳ（wechat中⼼） ＳＮＳ（wechat中⼼） 電話、ＳＮＳ（facebook) 電話、⽀援団体を通じた紹介

COVID-19前の活動 ⽇常的な交流 ⽇常的な交流・相談
在留関係、⾝分関係等の法⽀

援や⽣活⽀援
⽣活⽀援

インタビュー調査の実施⽅法 Ｗｅｂ（zoom） Ｗｅｂ（zoom) 対⾯ 対⾯
調査⽇ 2021年8⽉2⽇ 2021年8⽉4⽇ 2020年12⽉27⽇ 2020年12⽉27⽇

所要時間 2時間 2時間 1時間半 1時間半
使⽤⾔語 中国語・⽇本語 中国語・⽇本語 英語・⽇本語・フィリピン語 ⽇本語

聞取り対象者 会⻑、副会⻑、事務局⻑ 会⻑、副会⻑ 代表者 代表者

中国
第 2 表 調査の概要 
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う点が特徴である。COVID-19 による国境の閉鎖は真っ先

に移民に影響を与えた。２つの会には、帰国方策や親族訪

問中の老親の短期滞在の延長申請等、実務からストレス

の吐露まで COVID-19 関連の相談が多い。調査時点での

中国政府の運用では、中国国籍者には帰国制限はないが、

入国後に長期間の隔離が実施される。また、国際便は大幅

に減便され、航空券価格の高騰に伴い、時間的・経済的コ

ストが高い。感染防止のため、中国は外国人によるビザ申

請受付を停止し、帰化者は人道主義ビザの条件を満たさ

なければ申請できない。 

1990 年代前後、渡日熱が高まった時代に来住した新華

僑は、すでに中年期を迎える。日本には定住外国人の老親

が長期滞在するための在留資格が存在せず、本国に扶養

者が皆無といった例外を除き、日本での居住は認められ

ていない。老親は体力があるうちは短期滞在を繰り返し、

高齢者になると、子世代が帰国して老親を訪問する頻度

が高くなる。老親を世話できる親族が近くにいない場合

は、なおさら帰国の必要があり、時にはトランスナショナ

ルな介護もしなければならない。以下に事例を示す。 

T 氏（50 歳代、男性、会社経営）はビジネス関係で２

カ月に一度の頻度で帰国していた。その都度、故郷の 80

歳代の両親に会いに行く。ほかのきょうだいは離れて暮

らしており、故郷に住む両親をとても心配していた。故郷

では外出制限があり、買い物もできぬままであった。ロッ

クダウンの時期に、中国ではオンライン注文による生活

用品の調達が市民の命綱となっていた。両親はウィー

チャット・アプリの使い方が分からず、「買いだめした米

さえあれば大丈夫だ」と気丈に語っているという。T 氏の

両親のように IT が苦手な高齢者がいかに生活を維持する

かが社会問題となっている。T 氏は帰化したため容易に

は帰国できず、毎晩国際電話で両親の安否確認をする。 

 

（3）経済的影響 

 新華僑のうち、留学経験者はフルタイム職が多いのに

対し、日本人の配偶者として入国した女性はアルバイト

をしている人が多い。長崎は観光資源に恵まれており、

2006 年に「観光立県長崎」方針を打ち出して以来、2018

年までは２つの世界文化遺産の登録効果等により観光業

が潤っていた。その関係で長崎の新華僑には旅行関係、免

税店、飲食業等の仕事に従事する者が少なくない。ところ

が、COVID-19 によって関連業界に従事する新華僑は非常

に厳しい状況に直面している。これは、来日年数が浅い者、

不安定就労者、母子世帯等の弱者に、より深刻である。 

華婦連では、COVID-19 に伴う失業による仕事の紹介依頼

や探し方に関する相談が多いという。国際結婚した女性

は、以前は自身と夫の収入とを合わせて生計を立ててい

たが、COVID-19 禍で夫の失業や収入減少により生活が逼

迫することがある。地方都市は就労先が限られており、再

就職はなかなか容易ではない。そのため福岡、名古屋へ出

稼ぎに行く人も散見される。佐賀県には、24 時間稼働の

消毒液工場があり、そこで短期バイトの募集があると、数

人の女性が車一台に乗り込んで仕事に赴いていた。ある

シングルマザーは、近隣都市で再就職がかなわず、結局、

愛知県の大手自動車製造会社に出稼ぎに行った。 

 多くの新華僑は「やりくり上手で蓄えがある」ことで、

経済的危機を乗り越えている。しかしながら、正規雇用者

であるか否か、そして家族形態によって、COVID-19 によ

る経済格差は如実に表れ、在日中国人内部の階層分化が

顕著である。これも、日本社会のジェンダー格差と無関係

ではない。 

 

（4）困ったときの「お互い様」－国境を越えた中国系移民

組織の支援活動 

 2020 年 1 月下旬、春節の時期に、突如として湖北省武

漢市で COVID-19 によるロックダウンが起こり、その後

ほぼ中国全土で何らかの行動制限がかけられるように

なった。新華僑は母国にいる親きょうだいを心配し、毎日、

情報の確認を欠かさず、急いで家族にマスクを郵送する

人もいた。新僑会は 2020 年 2 月、武漢支援の 500 円の寄

付を呼びかけ、ほとんどの人は 2,000 円以上を出し、 終

的に 46 万 5,000 円の募金を湖北省に送金した。COVID-19

で大幅な収入減で経営難に陥った孔子廟・中国歴代博物

館の維持費には、63 名から 67 万 3,000 円の寄付が集まっ

た。華婦連も会員に募金活動を行った。 

 2020 年 3 月には日本での感染が広まりつつあり、かつ

マスクが慢性的に不足していた。新僑会や華婦連が支援

していた中国側は、その時点ではマスク、消毒液等の生産

量が徐々に回復し、今度は、逆に中国側が日本の華人華僑

への支援に乗り出した。まずは、3 月に中国領事館からマ

スク 5,000 枚が緊急に提供され、新僑会は会員か否かを問
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わず、希望する 100 家族に対して 1 家族あたり 50 枚を配

布した。4 月には領事館からさらに 1,220 枚のマスクが提

供され、今度は個人単位で 122 人にそれぞれ 10 枚を配布

した。同月、福建省廈門市集美区人民政府僑務辦公室等の

機関から 2,000 枚のマスクが寄付された 8）。さらには、11

月には領事館から「健康包」9）の物資提供を受け、応募者

144 人に配布した。2021 年 2 月に、領事館から「春節包」

が提供され、70 人に配った。加えて領事館から 24 人分の

健康包が追加された。新僑会が中国の外務省や海外華僑

関連の政府筋から、当時非常に不足していたマスク等の

支援物資を受けていたのは特徴的である。 

他方、華婦連の場合は民間のルートで中国の友好団体

から物資の寄付を受けた。合計 2 万枚のマスクを集め、

大阪の企業からは化粧品の寄付もあった。2020 年 4 月に

大人用マスク 5,000 枚、子ども用マスク 1,200 枚、そして

基礎化粧品を希望する会員に配布した。同年 6 月には 150

戸に 3,000 枚の大人用マスク、300 枚の子ども用マスク、

そして「愛心包」を配布した。11 月にも子ども用マスク

2,500 枚を入手して配布した。支援対象は華婦連のメン

バーにとどまらず、マスクが不足していた日本の高齢者

施設、児童養護施設、病院、寺院、大学にも寄付した。あ

る国際結婚した中国人女性の日本人姑は、マスクが手に

入らず、日課としていた近所の人びととのおしゃべりが

できず落胆していた。中国人女性が支援物資のマスクと

化粧品を持ち帰ったため、姑はようやく外出でき、喜んで

いたそうである。 

支援物資が入った大量の段ボール箱は会長宅に送られ

る。その後、荷ほどきして物資を小分けするのは、2 つの

会の中心メンバーとボランティアとの共同作業でこなし

た。長崎市内での配布は、会長宅や中国料理屋、肉まん屋

等を窓口に指定した。他市の場合は東西南北の４箇所に

分け、会員が車で運び、各地に連絡人を指定し、周辺の応

募者に取りに来てもらう。遠方の場合は、会から直接郵送

することもある。こうして、マスク不足で も不安が高

まっていた時期において、長崎の新華僑は母国から無償

提供された物資で身を守れた。また、会長が日々変わる

COVID-19 関連情報を提供することによって、移民が重要

な情報にアクセスできた。 

COVID-19 は中国から拡散したと言われることから、新

華僑は日本で居心地の悪さを経験し、WG で不安を吐露

したり、情報を収集したり、支援を受けたりしている。国

籍に関係なく「中国人」という共通点は、職業、階層、学

歴の違いを超えて COVID-19 の時代に強い連帯を生み、

これまで移民組織に距離を置いていた層もその存在を再

認識した。両団体ともに COVID-19 後、WG のメンバー

が激増した。母国の強力な経済力を背景とした中国の華

人華僑政策を日本の新華僑も実感するに至った。 

   

（5）まとめ 

調査時、幸いにして長崎の新華僑が感染したという情

報はまだ届いていなかった。しかし、シングルマザーの女

性や国際結婚した女性等には、非正規雇用者の経済苦が

目立った。経済的打撃は男女問わず受けるが、男性の場合

は職業上の地位や貯蓄等で乗り切る可能性が高い。中国

系移民内部の階層化は、ジェンダー変数が関わる。

COVID-19 の影響は、社会的に「弱い」立場に置かれてい

る者により大きく現れる（鈴木 2021）。 

国境を越える移動の上に成り立つ移民の家族は、

COVID-19 で往来が不可能となった時期において、分離さ

れ続けるだけではなく、家族生活の成立そのものにも影

響が出ている。介護等、もっとシビアな問題は国境の向こ

うにも生じていることに目を向ける必要がある。 

また、新華僑団体からの支援物資の提供や相談活動は

移民組織への求心力を強めた。新華僑団体は、交流のプ

ラットフォームを提供し、身を寄せ合う居場所的な効果

があり、その存在感を増強したと言える。 

COVID-19 は国境を越える支援の「循環」をもたらした。

発生時、華僑団体が奔走して中国に寄付金と物資を送っ

たが、まさか数か月後に中国側から在外同胞を含む日本

側に物資が提供されるとは想像も及ばなかった。 

COVID-19 で新華僑団体には、母国とホスト国の両方に

支援する／される重層的公助・共助の輪が見られる。両会

ともに、団体内部に共助の関係が出来上がっている。その

上、新僑会には、母国への支援および政府筋から得られる

支援物資が多くあり、トランスナショナルな共助と公助

が発生していることが分かる。華婦連は、同様に母国へ支

援し、母国の民間ルートから支援され、またホスト国の地

域社会の成員にも支援したため、双方向のトランスナ

ショナルな共助のみならず、共助の本来の意味である「地

域の相互扶助」（魁生 2020）も見られた。 
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4．在日フィリピン人の共助 

―名古屋市中区栄東地区を事例に― 

 

（1）フィリピン人が多い繁華街 

本節では、COVID-19 が在日フィリピン人にもたらした

影響を、名古屋市中区の繁華街・栄東地区を拠点とする自

助組織、フィリピン人移住者センター（FMC）の事例から

明らかにしたい。 

 2020 年末現在、在日フィリピン人は、47.6％（13 万 3,188

人）が在留資格「永住者」を持ち、女性が 19 万 6,003 人

（70.1％）、 多年齢が 51 歳（男性 634 人・女性 7,067 人）

（法務省 2021a）と、中高年の女性が多いことが特徴であ

る。 

 名古屋市中区・栄東地区は「フィリピン人が多い繁華街」

である。JR 名古屋駅から地下鉄東山線で 2 駅の栄駅の南

東部に広がるエリア（栄 4・5 丁目）で、「レジャービル」

と呼ばれる飲食店向けの雑居ビル、アパート、小規模商店、

町工場等が混在する大都市インナーシティだ。特に 4 丁

目では 1980 年代半ばから 2000 年代半ばにかけて、半年

間有効の「興行ビザ」で来日したフィリピン人の女性歌手

やダンサー（興行労働者）がショーを披露する「フィリピ

ンパブ」が集まっていた。同時に、日本人男性との望まな

い妊娠、離婚による母子世帯の困窮、男性パートナーから

の暴力等、さまざまな問題を抱える女性たちが多く住む

街ともなり、2000 年、この地区でフィリピン人移住者セ

ンター（FMC）が事務所を開設して共助を行ってきた。一

方、地元住民は 2003 年に町内会や商工団体等が代表者を

出して「栄東まちづくりの会」を作り、FMC が移住女性

たちと「栄東まちづくりの会」をつなぐ「窓」として機能

し、フィリピン人コミュニティ、地元の日本人団体、行政

の連携が続いてきた（高畑 2017：347）。 

 

（2）COVID-19 禍による「夜の街」への影響 

FMC 代表の F 氏によると、2020 年 3 月から 12 月にか

けての COVID-19 に関わる相談は大きく分けて、困窮、

渡航制限による立ち往生、ＤＶや心の病であった。 

相談事例―困窮 

 2000 年の設立以来、FMC は名古屋を拠点に在日フィリ

ピン人から各種相談を受け、相談者をフィリピン大使館・

領事館や日本の行政窓口、女性支援団体、教会等につない

できた。F 氏によると、2020 年前半は電話で多くの相談

が寄せられていた。例えば、収入減の訴えや「働いていた

お店（飲食店）が閉まり、会社（工場等）も閉鎖となり、

これからどうしたらいいか」等である。 

もともと、彼（女）らの中にはフィリピンの家族へ日常

的に送金しなければならない人が多い。加えて、フィリピ

ンでは 2019 年 12 月、台風 28 号の影響で大きな被害が出

ていた。そのため、F 氏を含めてフィリピン人は被災地へ

の寄付や、フィリピン在住の家族・親戚や近隣住民に食糧

支援をしたため、COVID-19 のまん延時点で手元に現金が

少なくなっていたのである。収入減となり、中にはハロー

ワークで失業保険を申請できる人もいたが、パート労働

者はそれができない。その後、日本政府による給付金に関

する多言語での情報提供が遅れたため、FMC には「10 万

円の給付金の申請方法がわからない」との相談も多かっ

た。その後、20 万円の緊急小口貸付（厚労省）10）の申請

方法の相談もあった。収入減により 10 万円の給付金だけ

では家賃を払えず、20 万円の緊急小口貸付を申し込んだ

人が多かったという。  

 

相談事例―渡航制限による立ち往生 

 COVID-19 で世界同時に起きた渡航制限は多くの人び

とにとって初めての体験であった。これによる立ち往生

の相談も FMC に持ち込まれた。 

 例えば、小学生の子どもを持つ名古屋在住のフィリピ

ン人 G さんは緊急の用事があり 2020 年 4 月にフィリピ

ンへ帰省した。この間、子どもたちを名古屋の友達の家に

預けていた。ところが、渡航制限によって G さんはその

後３か月、日本に戻れなくなった。G さんが不在の間、子

どもたちは不安のあまり学校を休まざるを得なかった。 

 G さんの実家があるのはマニラから飛行機で１時間半

ほどの都市で、そこでもロックダウンが行われた。G さん

が日本へ戻ろうにもその都市からマニラまでの航空便は

欠航が相次ぎ、G さんは実家に滞在し続けた。その後、6

月にマニラ行きの飛行機に乗れて、マニラでの検疫を経

て羽田空港行きの国際便に乗ることができた。羽田空港

へ到着後、ＰＣＲ検査で陰性を確認し、名古屋まで公共交

通機関を利用できないため自家用車を所有するフィリピ

ン人が空港へ迎えに行った。名古屋到着後 2 週間の自主

隔離期間は、F 氏が毎日、G さんに電話連絡して様子を確
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認した。シングルマザーの G さんは今回の帰省で現金が

底をつき、光熱費も食費もなく、仕事にも行けない。子ど

もたちは自宅に戻り、母親の自主隔離期間を共に過ごし

た。G さんが再び仕事に行ける日まで、F 氏ほか近所の

フィリピン人たちが食料や現金を支援した。 

 

相談事例―DV や心の病、超過滞在者 

 フィリピン人の DV 被害者も出ている。日本人夫が緊

急事態宣言や外出自粛要請で仕事がなくなり、毎日自宅

で酒を飲んで暴れる事例や、自宅でゲームばかりやって

いる日本人夫の事例も見受けられた。大きな声を出すな

どの近所迷惑や、ゲームへ高額の課金をして家計が苦し

くなる等、家庭内での喧嘩や DV の原因が COVID-19 に

より増加した。多くの原因は経済的困窮で、中区役所、中

保健所、町内会、FMC 等が協力して食料支援をした。家

賃滞納の場合は大家に支払い延期を頼むが、何か月も滞

納した場合はアパートを引き払って徳林寺（後述）で宿を

貸してもらう人もいる。 

 また、経済不安からパニック障害やうつ病になる人も

いた。特に日本で同居する子どもがいる人たちは、仕事を

失い、将来の不安が重なり、かといって帰国もできず、行

き詰ってしまうからだ。このような相談があれば、FMC

から区役所の福祉課や精神科の医師につなぐという。 

 COVID-19 によりフィリピンパブはもちろん、旅行者の

減少でホテルの客室清掃の仕事も減った。在留資格があ

る人たちは名古屋から移動して弁当等の食品加工工場で

働くが、超過滞在の人びとは八方塞がりである。 

 

（3）COVID-19 における共助と連携 

集いから YouTube 配信へ 

 渡航制限や外出自粛要請で物理的な往来が大幅に制限

されたことを補ったのがオンラインによる連絡手段で

あった。フィリピン人の間では特に Facebook が普及して

おり、ビデオ通話やメッセンジャーがよく使われた。 

 日本で暮らしていても、日常生活の中で「日本社会」と

接することが少ないまま暮らし、日本語の読み書きが難

しい人が多い。しかし、COVID-19 では日本国内にいる限

り、給付金や感染発生状況、緊急事態宣言の発出等、彼（女）

らが日本政府や自治体、マスメディア等から情報を得る

必要性が高まる。F 氏は「みんながきちんと理解している

かがわからない」と COVID-19 対策に関する行政からの

多言語情報を自分の Facebook で何度もシェアした。 

 COVID-19 前は、カトリック教会のミサが毎週日曜日に

フィリピン人同士で顔を合わせる機会になっていたが、

COVID-19 以降はミサがライブ配信に変わった。栄東地区

はフィリピンレストランや食材店、フィリピン人が経営

するカラオケスナック等、人びとが集える場所が多くあ

るが、このような店は緊急事態宣言で営業時間短縮また

は休業を余儀なくされた。 

 物理的に「集う」ことが困難となった時、FMC は

Facebook と YouTube ライブ配信で情報発信を続けた。そ

の担い手がフィリピン人男性 I さんである。彼は毎週１

回、自分の YouTube チャンネルでライブ配信を行ってい

る。そこでは、名古屋市の中保健所、中区役所、名古屋国

際センターからの告知や COVID-19 関連情報を伝えた。

興味深いのは、COVID-19 感染者自身が発信をしているこ

とである。例えば、2020 年、COVID-19 に感染したフィリ

ピン人女性 J さんが自身の Facebook に動画をアップして

「私は（COVID-19 の）陽性です。いじめないで支援して

ください」と呼びかけた。自分の名前と住所を明かし、

ジュース等を差し入れてほしいと訴えると、近隣に住む

フィリピン人は J さんに食料の差し入れを行った。小さ

な地理的範囲で、Facebook を介して相互扶助が行われた

のである。その後、J さんが快復すると I さんが彼女に闘

病中の様子についてインタビューのライブ配信をした。

その後も I さんの YouTube チャンネルでは COVID-19 感

染者のインタビューや中部国際空港からマニラへの国際

便運航情報、帰国者向けの手続き情報等を流している。 

 

地域社会および行政との連携 

 FMC と栄東地区の地域組織および中区役所との連携は

2003 年以降、続いてきた。誰もが COVID-19 に感染しう

る状況において、この連携関係は役に立った。 

 F氏によると、感染症のまん延が始まった 2020年 3月、

中保健所、中区役所と FMC が合同で勉強会を行い、FMC

は何ができるかを考えた末、出た結論は「フィリピン人へ

の情報提供」であった。そこで COVID-19 感染防止の啓

発を目的とした多言語チラシを作って配布した。10 月に

は、中保健所、中区役所と共同でフィリピン人が働く飲食

店（スナック、パブ等）を訪問し、マスク、フェイスシー
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ルド、除菌ティッシュ、子ども虐待等の相談先のチラシを

手渡しては感染防止を訴えた。その後、栄では 10 月末に

集団 PCR 検査が行われた（『中日新聞』2020 年 10 月 27

日）。このほか、FMC は中区役所と中保健所等が共同で行

う食料支援「フードパントリー」に協力したほか、FMC

が独自に行う食料支援も何度か行った。 

 日本で暮らすフィリピン人にとっての「行政」には、日

本だけでなくフィリピン政府も含まれる。従来、フィリピ

ン公館は東京の大使館と大阪の総領事館だったが、長年

の招致活動が実って 2020 年 12 月 1 日、名古屋市中区栄 3

丁目にフィリピン総領事館がオープンした。出生登録、婚

姻登録、旅券申請・更新のみならず、超過滞在者の帰国時

の手続き等も相談・調整に応じてくれるという。 

 

（4）まとめ 

 名古屋においては、ベトナム人向けには次節で詳述す

る曹洞宗の徳林寺が宿坊を提供し、帰国困難となったベ

トナム人たち（多くが技能実習生）のシェルターとなった。

彼（女）らの多くが単身で来日しており帰国を希望した。

しかし、フィリピン人は家族での滞在で子どもがいるこ

とも多く、帰国の決断は簡単にできない。また、帰国した

としてもフィリピンのほうが感染拡大状況および雇用状

況は厳しいことから、日本で滞在し続ける人が多かった

のだろう。そこではフィリピン人同士で、あるいは近隣の

日本人や行政につながりながら、食料支援だけでなく小

口資金貸付や持続化給付金等の日本政府による援助を手

にして生き延びる必要がある。政府・自治体による支援と

外国人住民をつなぐ回路として、従来から栄東地区で形

成されていた FMC・地元の地域組織（栄東まちづくりの

会）・中区役所の三者の連携関係、そしてフィリピン人住

民にとって FMC が果たす、日本社会との「窓」役割が、

この危機的状況において一定の機能を果たしたと言える。 

 一方、繁華街の飲食業で働くフィリピン人の収入減は、

彼（女）らとその家族の経済状況だけでなく、心身の健康

に大きな影響を及ぼした。いずれ子どもの身体的発達や

学習の遅れ、家族の離散、あるいは地域全体での治安悪化

につながる懸念もある。今後、このような負の影響が大き

な社会問題へとつながることを食い止めるためにも、移

民コミュニティと地域の人びととの顔が見える関係の維

持が重要である。今後は、FMC 以外の担い手による支援

活動や YouTube 配信についても継続して調査を行いたい。 

 

5．COVID-19 が在日ベトナム人へ及ぼした影響

と在日ベトナム人への支援 

 

本節では、技能実習の在留資格を持つベトナム人が受

けた影響と、彼（女）らに対する支援活動の事例を、支援

者へのインタビュー調査に基づき明らかにする。 

 

（1）COVID-19 の拡大による帰国困難 

在日ベトナム人は、1978 年以降にインドシナ難民とし

て来日した人々やその子孫、留学生のほか、技能実習生が

多いことが特徴である。在留資格別では技能実習が 多

の 208,879 人で、ベトナム国籍者の半数近くを占め、また、

技能実習生の総数 378,200 人のうち半数以上がベトナム

国籍者である（法務省 2021a）。 

COVID-19 の拡大に伴い、ベトナム政府が 2020 年 3 月

22 日より全ての外国人の入国を停止する旨を決定し、ベ

トナムに到着する国際線を随時制限する方針を示した。

それにより、ベトナム航空は 3 月 25 日までに全ての国際

線の運航を停止し、彼（女）らの帰国が困難となった。2020

年 4 月 17 日付で、帰国が困難な外国人について、特定活

動の在留資格への変更が許可されることとなり、制度上

は転職ができない技能実習生も転職できることとなった

11）（法務省 2021b）。ベトナム国籍者の特定活動 41,331 人

のうち約 97%にあたる「その他」に含まれる 40,052 人（法

務省 2021a）の多くがこの特例により、他の在留資格から

特定活動に切り替えたものと考えられる。 

 

（2）調査対象者の概要 

徳林寺は名古屋市天白区にある曹洞宗の寺院である。

代表者の K 氏は 1970 年に初めてネパールに赴いた後、

1972 年から 1981 年にかけて現地で留学した関係で、ネ

パール人との関わりが深く、帰国後にはネパール人とと

もに花まつりを開催する等していた。1983 年頃から国籍

にかかわらず、生活困窮者や難民、留学生、仏教の勉強を

したい人等を受け入れるようになり、COVID-19 以前より、

労災の相談や交渉、葬儀の手配といった形で在日ベトナ

ム人に対する支援にも携わっていた。帰国困難となった

ベトナム人を受け入れたことは新聞やテレビ等で報道さ
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れ、ベトナム人の駆け込み寺として紹介された（例えば、

「金なし、いつ帰れるか…仕事、家失ったベトナム人に寄

り添う『駆け込み寺」」『毎日新聞』2020 年 6 月 10 日）。 

 

（3）徳林寺におけるベトナム人に対する支援 

徳林寺では主に帰国困難者を受け入れ、食費と宿泊費

は無償で提供している。 初の受け入れは 2020 年 4 月 15

日で、ベトナム人 2 名が寄住し、5 月から増加し、6 月以

降は常時約 50 名、 大時には 51 名となった。 初の 2 名

が帰国できたのは 9 月であった。2020 年 11 月末から 12

月にかけ、当時寄住していた全員に帰国許可が下りて帰

国でき、調査時には 6 名が寄住中であった。ネパール人、

スリランカ人、フィリピン人、中国人も 1 名から数名ず

つ寄住したことがあるという。 

在留資格や信仰している宗教にかかわらず、帰国を希

望していること、ベトナムの家族と連絡が取れること、帰

国費用を持っていること、の 3点の条件を設定しており、

窓口である在東海ベトナム人協会が条件に合うと判断し

た人を受け入れている。解雇される等して居所を失い、友

人宅等を転々としていた人たちが在東海ベトナム人協会

を頼り、徳林寺に支援依頼が寄せられたという。 

彼らの多くは在留期限が切れた、もしくは延長できな

い状態であるため、徳林寺に寄住している間は就労する

ことはできない。逃亡した元技能実習生が転職先でも解

雇され、住居を失う、というケースが多い。彼（女）らを

雇いたいという個人や企業から徳林寺に毎日のように電

話がかかってきていたそうである。 

ベトナム人の支援には複数の機関や個人が関わってい

る。徳林寺内では、長く寺に関わる「サポーター」と呼ば

れる人々やベトナム人僧侶が、事務作業やインフラ整備

に携わる、ベトナム人たちの話し相手になる等、それぞれ

の形で活動している。在日歴の長い、在東海ベトナム人協

会の副会長 L 氏や、日本語が堪能な留学生が感染症予防

の注意点を伝え、問題が発生する等した場合には L 氏が

必要に応じて面談を行う。物資や現金の寄付の申し出も

多く、物資は 400 人から 500 人より提供され、現金は合

計 100 万円から 200 万円が寄せられた。給付金の寄付も

10 件から 15 件あったという。 

名古屋市に拠点を置くNPO法人多文化共生リソースセ

ンター東海は、彼（女）らの給付金申請や年金積立金の返

還手続きを無償で代行した。給付金の受給資格がない人

には、NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワークから

2020 年 8 月末までに 3 万円ずつが支給された 12）。ベトナ

ム大使館から帰国許可 13）が下りても、大使館からの帰国

費用の支援は受けられない。そのため、在東海ベトナム人

協会 14）が成田空港までのバスを用意した。 

在日ベトナム人の増加に伴い、ベトナム寺院 15）も必然

的に増えてきたという。愛知県稲沢市にある愛知福慧寺

は、K 氏の支援により、ベトナム人僧侶の M 氏が徳林寺

の敷地内に 2013 年に設立し、その後移転した。K 氏は埼

玉県にある大恩寺の僧侶である N 氏とも知り合いである。

インドシナ難民と技能実習生とでは価値観の相違等があ

り、異なる寺院を設立することがあるとのことである。 

 

（4）まとめ 

本節では、技能実習生として暮らす在日ベトナム人が

COVID-19 で受けた影響を明らかにした。得られた知見は

次の 3 点である。 

1 点目は、彼（女）らが多くの領域において影響を受け

ているということである。荻野（2020）で指摘されている

9 つのカテゴリーのうち、1）差別と 2）教育を除くほぼ全

ての項目で影響を受けたと考えられ 16）、鈴木（2021）で

述べられている、雇用環境の脆弱さと公的制度からの排

除も見られた。在留資格の種類では、身分又は地位に基づ

く在留資格を持つ人よりも、活動に基づく在留資格を持

つ人の方が不安定であり、中でも活動の期間や就労先等

に制限が多い人が影響を受けやすい。 

2 点目は、彼（女）らの居住地域において地域住民や公

的機関との関係が希薄で、受けられるはずの支援が受け

られなかったことである。彼（女）らは徳林寺に居所を求

め、物資や給付金の支援を受けた。元の居住地ではそのよ

うな支援を受けるためのネットワークがなかったことが

推察される。 

3 点目は、寺院を中心としたコミュニティと支援活動が

強く結びついていることである。徳林寺ではベトナム人

僧侶の存在が、ベトナム人たちが安心して過ごせる 1 つ

の要因であり、コミュニティが形成されている。寺院独自

の支援活動の他、NPO 法人や個人の支援者がつながり、

情報や資金・物資の提供等を行っていた。福慧寺でも、東

海地方を中心に、ベトナム人への食糧支援等を、大恩寺で
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は住居や食料の提供、帰国支援を行っている（KOKORO 

2020a；2020b）。 

在日ベトナム人にはキリスト教徒もおり、カトリック

教会を拠り所とする人たちもいる（野上 2010；2018）こ

とから、教会を中心とした多国籍の信者によるコミュニ

ティも形成されている。カトリック教会はローマ教皇を

高指導者として、教区ごとに教会へ司祭が派遣される

ため、信者たち自身が新しく教会を設立することはない。

一方、ベトナム寺院のように、仏教では新しく寺院が設立

され、指導者として在日ベトナム人が僧侶となるという

ことが見られる。そこでは同郷の人たちのみでコミュニ

ティが形成され、対象を特化した生活支援等が行われて

いる。このことが、地域住民や公的機関との接点が少ない

ベトナム人たちにとって、宗教活動だけに留まらない、不

可欠な場所となっていると考えられる。 

同じベトナム人であっても、来日背景や在留資格や就

労業種により日常生活における困難や課題が異なり、

COVID-19 による影響にも相違が見られるものと考えら

れる。今後は、技能実習生以外への影響も調査したい。 

 

6．おわりに 

 

 COVID-19 のリスクに直面した移民たちの現状として、

次のことが指摘できる。 

まず、日本社会における移民の生活基盤の脆弱性が、

ジェンダー、雇用形態、在留資格等の変数を加えて改めて

露呈したことである。COVID-19 による経済活動への打撃

は大きく、社会構造的に「弱い」立場に置かれている移民

に、より深刻な衝撃を与えている。移民、とくに移民女性

の中には、労働市場で非正規雇用労働者として、サービス

業、観光業等の業種に従事している人びとがいる。彼（女）

らは、COVID-19 の影響を真っ先に受け、収入を得られな

くなる。彼（女）らは家計の主要な担い手であることが多

く、雇用の喪失は世帯全体の困窮に直結する。夜の街で働

くフィリピン人女性や観光産業で働く中国人女性にその

傾向が顕著にうかがえた。給付金等の公的補助金は一時

しのぎにすぎなかった。また、在留資格の種類で見ると、

身分資格はその生活基盤の確立の程度により影響を受け

ている。就労資格はその生活基盤や在留が就労先に依存

している。ところが、渡航制限で帰国困難となり、しかも、

来日時に借金をしていることも多く、期間満了前の収入

途絶は、現在の生活を失うだけでなく、人生そのものの破

綻にもつながってしまう。「永住者」という安定的な在留

資格を持ちながらも「フレキシブルな労働力から脱却す

ることができず、リーマンショックに続く『二回目の危機』

に見舞われること」になっている（鈴木 2021：11）。いず

れの在留資格でも、脆弱な雇用環境と地域社会における

希薄なつながりが影響している。 

次に、移動制限によって、国内外に維持されてきた家族

生活に支障が生じている。中国人やフィリピン人の家族

関係では、COVID-19 による移動制限は家族との直接の交

流も制限し、それによる精神的負荷をかける。国内外の親

族や友人等と息抜きをする時間がなくなった結果、国際

結婚において夫婦間で力関係に差がある場合には、在宅

勤務等で両者の接触が増えることによって、家族問題が

顕在化することもある。中国人は、移動制限により家族生

活の維持に支障が起きているが、フィリピン人に比べる

と母国の家族への送金義務がある人は少ない。フィリピ

ン人は貯蓄が少ないために、COVID-19 による経済的困窮

の例が多いことが調査から示された。 

 後に、COVID-19 時代の支援にはトランスナショナル

な公助、および多次元・多方向の共助が見られた。公助に

は、日本政府の給付金等の公的補助金、中国の大使館や政

府系機関からの援助があり、中国人の場合は、移民はホス

ト国だけではなく、母国による支援も受けることになる。

共助については、第 1 に、移民組織内部では平常時より

高い頻度で共助が行われている。第 2 に、日本の地域社

会と移民には相互扶助的な共助が確認されている。FMC

が移住女性たちと地域社会をつなぐ「窓」機能を果たして

きたのはその一例である。また、徳林寺の地縁型ネット

ワーク（土井 2021）は地域社会が移民を支援する好例で

あり、逆に、華婦連が病院等に物資を寄附するのは、移民

から地域社会に対して支援する例である。第 3 に、トラ

ンスナショナルな共助も見られる。華婦連と母国の民間

団体との間にみられる相互の物資と寄付金の送りあいは

まさに「困ったときはお互い様」の表れである。公助につ

いては、これまでの「居住する国家」からの公助という概

念に留まらず、移民の母国政府から、その国の国籍を保持

しているか否かにかかわらず、海外居住の国民、あるいは

元国民へ、中間組織である華僑団体を経由して、トランス
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ナショナルな公助が施されたのである。この実例が示す

ように、災害時における、他国に居住する移民への救助は、

一定程度ホスト国による公助の不足を補うことになるが、

一方でホスト国におけるエスニック・グループ間の新た

な不平等を生むことにつながりかねない。 

本稿では、移民を支援する団体の視点に力点においた

が、今後の研究では、これに加えて、移民組織が基盤を置

く地域社会の特徴や、支援する／される移民の主体性そ

して、移民組織と移民の相互作用を重視する視点からも

このテーマを探求する予定である。 
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〔付記〕 
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〔注〕 

1）Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

の発表（https://coronavirus.jhu.edu/map.html）（ 終閲覧日：

2022 年 1 月 7 日）。 

2）International Migration 2020（https://www.un.org/development/ 

desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/international

_migration_2020_highlights_ten_key_messages.pdf）（ 終閲覧

日：2022 年 1 月 23 日）。 

3）UNWTO，International Tourism and covid-19（https://www. 

unwto.org/unwto-tourism-dashboard）（ 終閲覧日：2022 年 1

月 23 日）。 

4）ILO, Global Estimates on International Migrant Workers –  

Results and Methodology（ 終閲覧日：2022 年 1 月 24 日）。 

5）GMDAC analysis based on OECD DIOC, 2015/16 による分析

データによれば、高い方からイタリア 72.3%、フランス 59.

5％、スペイン 58.9％、ドイツ 58.8%,等 

https://www.migrationdataportal.org/themes/migration-data-releva

nt-covid-19-pandemic（ 終閲覧日：2022 年 3 月 8 日）。 

6）厚生労働省の「コロナ感染症の国内発生動向（速報値）」（20

21 年 6 月 23 日 18 時時点）において、陽性者は日本国籍が

確認されている者で 120,475 人、外国籍が確認されている者

で 5,235 人である。ただし、同時期の累計陽性者数は 78 万 1,

534 人とされており、全体の 84％近くは国籍が不明で、外国

籍者が占める割合も不明である。こうした状況になる理由は、

当データが都道府県からの情報に依拠し、統計を集約する都

道府県のすべてが国籍の情報を取得しているわけではない

ことにある。また、情報公開は「一類感染症が国内で発生し

た場合における公表基準」に拠っており、居住国および都道

府県は公表、国籍は非公表とされていることも影響している。 

7）2008（平成 20）年の地域包括ケア研究会報告書では、社会保

障の在り方に関する懇談会による「今後の社会保障の在り方

について（平成 18 年 5 月）」等を参考に「自助・互助・共助・

公助」を定義しているが、本稿では、主に災害研究における 3

要素の概念を念頭に検討することから、厚生労働省による福

祉分野で強調されるスローガンである「自助、互助、共助、

公助」とは一線を画すものであると断っておきたい。 

8）長崎の元中国人留学生がこの寄付を手配した。 

9）健康包には、漢方薬（莲花清瘟胶囊）、医療用マスク、N95 マ

スク、消毒用ウェットティッシュが入っている。春節包には、

米、サラダ油、マスク、消毒液、消毒用ウェットティッシュ

が入っている。愛心包には、子ども用マスク 10 枚に大人用

20 枚と、美容マスク 1 枚が入っている。 

10）厚生労働省・緊急小口貸付  

11）この支援策については、技能実習生の雇用を守るという側面

があるものの、人手不足の分野への配慮や、在留資格「特定

技能」への誘導という意図があるとされ、外国人を支援する

関係者らから批判されている（清水 2021；鈴木 2021）。 

12）この支援金の詳細は、土井 2021 に記載されている。 

13）帰国許可の連絡は大使館から個々人に知らされる。 

14）在東海ベトナム人協会では、徳林寺等へ寄付された物資を充

て、食料支援も行った。「コロナの影響で生活苦の留学生や

実習生に食料―ベトナム人協会、名駅で―」（『中日新聞』（2

020 年 5 月 31 日付））を参照。 

15）日本国内のベトナム寺院については、KOKORO（2021a；

2021b）、三木（2017）に紹介されている。 

16）荻野（2020）で指摘されているような、差別に関係する影響
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も受けている可能性があるが、今回の調査からは断言できな

い。 
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書評 

河原典史著『カナダにおける日本人水産移民の

歴史地理学研究』 

（古今書院、2021 年、ISBN: 978-4-7722-3196-1） 

 

吉見かおる（名古屋外国語大学） 

 

本書は、第二次世界大戦前にカナダに渡り、西岸ブリテ

ィッシュ・コロンビア州（以下、BC 州）でサケ・クジラ・

ニシンをめぐる水産業に従事していた日本人移民の諸相

を、歴史地理学のアプローチを使って見事にあぶり出し

てみせた、著者の 20 年以上にわたって積み重ねてきた研

究の集大成である。従来の先行研究で取り上げられるこ

との多かったハワイ、アメリカ本土、そしてブラジルへの

「農業移民」とは異なり、漁業ならびに造船業や加工業な

どの関連産業を含めた「水産移民」の枠組みからカナダの

日本人移民を考察している。歴史地理学者である著者は、

日本人の水産移民が住んだ地域に残る実に膨大な数の貴

重な一次資料を日英で蒐集し、また多くの血縁関係者か

ら聞き取ったオーラルデータを丹念に組み込みながら当

時の日本人社会を復元させ、そこに生きた知られざる「無

名の勇士」たちの姿を生き生きと描き出している。 

本書は 9 章構成である。第 1 章（はじめに―カナダ日

本人漁業史の再考）では、移民史をめぐるこれまでの先行

研究が、BC 州のフレーザー川河口におけるサケ缶詰産業

（キャナリー）に偏重してきた点が指摘される。とりわけ、

スティーブストンに集住していた和歌山県三尾村出身者

（現在の美浜町）に焦点が当てられることが多く、実際に

は最盛期のカナダ西岸に約 100 ヵ所にも及ぶキャナリー

が存在していたにも関わらず、そこに従事する日本人漁

業者の特徴が十分に検討されてこなかったことが論じら

れる。 

第 2 章（研究の目的とその歴史地理学的アプローチ）

は、評者のように歴史地理学のディシプリンに精通しな

い者にとっては難関箇所となる。まず、移動性に富むカナ

ダの日本人漁業を明らかにする場合、これまで議論され

てきた生活空間を農地（陸上）とする農業移民へのアプロ

ーチとは別の手法が必要になるという。それは、居住空間

の陸上だけでなく、生産空間である漁業、そして両者をつ

なぐ漁業補助空間の歴史的な変化と、年周性（繁忙期や漁

閑期などの季節的な漁期の有無）と日周性の変化を関連

づけて、はじめて水産移民の活動が明らかになるためだ

と説かれる。また、歴史地理学の指標となる時間と空間の

スケールに則して日本人水産移民が考察されるなかで、

研究対象とされる時間スパンを日本人が渡加した 1800年

代末期から太平洋戦争勃発までの約 50 年間とし、空間ス

ケールにおいては、日本の出身地と移住地カナダとを相

互的に考察する必要性が論じられる。特に、従来の研究に

ありがちな都道府県レベルでの把握ではなく、集落単位

で考察すること、さらにはイエやヒトのスケールでも検

討する試みが述べられる。著者が本書で使用した歴史地

理学からの資料活用を総括した図表（p.55）が示されるが、

それらの一次資料を地域レベルのマクロから個人レベル

のミクロの流れで概略すると、出身地日本からの考察の

場合、自治体史誌類、大縮尺図、集落の概観（職工）、地

方新聞、住所氏名録類、外務省外交史料館、個人資料（戸

籍簿）、聞き取り調査となる。移住地カナダにおける日本

人水産移民を把握する際には、国勢調査、大縮尺図（火災

保険図 “Fire Insurance Plan” 等）外務省報告書、農商務

省報告書、文書館所蔵資料、住所氏名録類（“The British 

Columbia Directory” 等）、船舶台帳、日本語新聞（『大陸

日報』）、文書館所蔵資料（個人別帳簿、報告書、契約書、

婚姻届、死亡届）、外務省外交史料館、日記類、古写真、

聞き取り調査が活用された。 

第 3 章（カナダ日本人移民史の概略）では、渡加した初

期の日本人移民の諸相が、彼らの出身地との関係を軸に

述べられる。カナダの場合、和歌山県三尾村出身者が多か

ったことで知られているが、実際は滋賀県や広島県、福岡

県からも移民は輩出されていた。また、「江州ソーミル、

熊本ヤマ、死ぬよりましかなヘレン獲り」という俗言が表

しているように、戦前カナダの日本人就業構造は漁業に

限らず、多様に展開していたことが補足される。滋賀県

（近江国）出身者は製材業（sawmill）に従事する者が多く、

そこへ運搬される木材を提供するために山奥で材木業や

工業で労働する者は熊本県出身者が多かった。慣れない

機械操作や倒木で危険な目に遭うよりニシン漁（herring 

fishing）やサケ漁などの漁業につくほうがましだと、和歌

山県出身者が揶揄したという。 

第 4 章（サケ缶詰産業をめぐる日本人移民）では、サケ

缶詰産業をめぐる日本人移民の実態が考察される。サケ



多文化共生研究年報 第 19 号 2022 

 

82 
 

缶詰産業では、1920 年代に操業されていたサケ缶詰工場

とその関連施設の詳細が、大縮尺図である火災保険図と

その解説書などによって日本人と他民族との関りを軸に

論じられる。経営者はイギリス系であったが、インディア

ンや中国人、そして日本人が缶詰製造やサケ類の漁獲（サ

ケ刺網漁業）に従事しており、民族や出身国の違いからな

る国際的な分業システムが構築されていた。また興味深

いのは、火災保険図から確認された各民族の居住スタイ

ルの相違である。キャナリーの側に併設された民族別の

居住区では、インディアンは小屋（Indian hut）、中国人は

二段ベッドが整備された寝台舎（Chinese bunk）、日本人は

簡易住宅（Japanese cabin）が当てられていた。また、これ

までカナダ日本人移民史では報告されることのなかった

鹿児島県出身者による漁業関連業での活躍、とりわけサ

ケ集配業における役割が新資料によって明らかにされる。

もともと契約移民であった鹿児島出身者はカナダ内陸部

の鉄道保線工に従事していたが、契約を終えてサケ缶詰

工場へと転じ、比較的小規模なキャナリーでサケ集配業

に転業していたという。これにより、カナダのサケ缶詰工

場に関わる日本人移民は、渡加前には必ずしも漁村出身

の漁業経験者ではなかったことが明らかになり、著者が

「漁業移民」の用語の扱いに慎重である理由が示される。 

第 5 章（捕鯨業をめぐる日本人移民）では、サケ缶詰産

業と同様、イギリス系の経営下にあったカナダ北西部に

位置した捕鯨基地にて捕鯨業に従事していた日本人移民

が考察される。当時の捕鯨の主な目的は貴重な燃料とな

る鯨油の採取であり、カナダにとって重要な水産業であ

った。ここでも日本人と他民族との分業システムが存在

していた。また、諸作業から生じる悪臭を嫌い、作業場か

ら最も遠い場所にイギリス系を中心とする白人住居が置

かれるなど、居住空間についても民族による住み分けが

行われていた。20 世紀前半にはカナダの太平洋捕鯨会社

により 5 ヵ所の捕鯨基地が開設され、日本人の捕鯨船乗

組員は少数であったものの、鯨油を採取する工程におい

て極めて重要な役割を担っていた。捕鯨基地では専門的

な技能は必要ではなかったが、捕鯨業においても和歌山

県出身者の絶対数が多く、とりわけ伝統的な捕鯨業で知

られる太地町出身者が活躍した。サケ缶詰産業と同様に、

捕鯨業でも日本人移民の果たした役割が大きかったこと

が明らかになり、一般的な排斥史観ではとらえきれない

彼らのカナダ水産界への貢献の再検討が必要であると主

張される。 

第 6 章（塩ニシン製造業をめぐる日本人移民の考察）

は、一時的ではあったものの、日本人が独占的に活躍して

いた塩ニシン製造業について検討される。小骨の多いニ

シンは缶詰製造に不向きであったので、当時のカナダ水

産界において重要視されず、塩ニシンに加工され、日本を

含む植民地（中華民国、香港、台湾、満州）へと輸出され

た。また、燻製にされたニシンはカリブ海沿岸地域で重宝

された。ニシン漁は漁期（秋から春）、漁獲方法（巾着網

漁業）、漁場利用といった点でサケ漁とは異なり、特に大

規模な漁具、施設が必要なこの産業は共同で経営される

ことが多かった（貿易担当、漁業担当等）。また巾着網漁

業ではいくつかの漁船と、そこで漁撈に就く複数の漁業

者から構成されるため、分業システムが構築されていた。

さらに、和歌山県三尾村出身者を中心とする地縁・血縁関

係者がこの製造業に関わっていた意義は大きい。彼らの

日本での漁業経験が生かされて、魚群の発見とその後の

漁獲の発展へとつながったからである。 

第 7 章（バンクーバー島西岸における漁村の開拓）は、

スティーブストンを中心とするイギリス系経営下にあっ

たサケ缶詰産業から脱却し、バンクーバー島西岸へと活

躍の場を拡大し、新たな漁村を開拓した日本人移民とそ

の過程が論じられる。漁業における独立と二次移住を促

進した要因として、1910 年以降の漁船の動力化とそれを

担った日本人船大工の活躍が関係していた。太平洋に面

するバンクーバー島西岸でのサケ漁には動力漁船が重宝

され、スティーブストンでの刺網漁業とは異なる一本釣

漁業が行われていた。西岸への移住に際し、最も条件のよ

かったユクルーレットには和歌山県三尾村出身者が集住

し、彼らが住み着いた入り江の名が「清水湾」「箱田湾」

「濱出湾」と先駆者から命名されたことは実に興味深い。

一方、条件が劣る地域には他の出身者が居住しており、こ

のことから西岸の開拓漁村では出身地を中心とする地縁

関係によって日本人コミュニティが形成されていたこと

が明らかになる。それらの漁村は互いに遠距離でありな

がらも、日系漁業組合を中心とした日系人コミュニティ

があった。1924 年に和歌山県東牟婁郡出身の前川勘蔵に

よってこの組合は創立されている。スティーブストンか

ら転住した初代会長の前川は、開拓当時はキャナリーが
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なく漁獲したサケ類から利益を得ることに困難だった日

系人コミュニティを懸念し、新たな流通販路を開拓して

カナダ資本からの独立に初めて貢献した人物である。著

者は前川家が残した古写真、手紙やメモ類、その他関係機

関が発行した賞状や書類など約 630 点にも上る貴重な一

次資料を『前川家コレクション』（2013 年、三人社）とし

て刊行しており、それらの資料を丹念に精査することで

新たな日本人漁村を復元している。日系漁業組織の支援

からなる日本語学校、また婦人会も組織され、これまで漁

業を生業とする際に研究対象外とされた子ども、また女

性の漁村における重要な役割にも焦点が当てられる。 

第 8 章（漁業を支える日本人の考察）では、漁船の動力

化にともなって発展した日本人造船業と出身地との関係

性、また食料品販売業が取り上げられる。無動力船時代で

は、手先が器用な家大工経験者が造船や修理に従事して

いたが、造船の技術革新により、専門的に造船技術を備え

る日本人が必要とされた。ここでも和歌山県出身者が多

く従事したが、三尾村出身者は少なく、特に伝統的な捕鯨

業で知られる和歌山県南部出身者（東牟婁郡太地村、現在

の太地町）が船大工として重要な役割を果たしていた。

1915 年にスティーブストン造船業組合が組織され、当時

14 あった日本人造船所の経営者のほとんどが和歌山県南

部の出身者であった。組合長が愛知県知多郡（現在の常滑

市）出身者であったことは興味深い。また、ある船大工の

ライフヒストリーを追いながら、日本人船大工の渡加が、

カナダ水産界において彼らの生業である造船技術をも伝

播させたことを実証している。加えて、各地の漁村へ食料

品や日用品を販売する商人の役割も考察される。事例と

して、バンクーバーの日本人街パウエル地区で食品販売

業を展開していた大阪出身のある家族のライフヒストリ

ーが取り上げられ、その家族の生業歴や周辺の人々の諸

相を明らかにしている。その際も著者は、大陸日報社関連

の報告書、また火災保険図や BC 州住所録名簿を駆使し

て当時の日系人社会の復元を試みるのだが、そのなかで

伝説の野球チーム「バンクーバー朝日」で活躍していた選

手ついて短くとも言及される箇所があり、映画『バンクー

バーの朝日』（2014 年）を鑑賞した読者であれば、ある種

の親しみを感じる瞬間となるだろう。 

第 9 章（水産移民の分業システムとネットワーク）で

は、これらの事例研究から導かれたカナダ水産界におけ

る日本人水産移民の活躍とその役割が総括され、2 つの模

式図で示される。一つは「カナダ日本人水産移民をめぐる

移動モデル図」（p.283）で、日本人移民の出身地がどのよ

うにサケ缶詰産業、捕鯨業、塩ニシン製造業、サケ一本釣

り漁業、また水産業以外の就業と関連し、また民族や出身

国の違いからなる国際的な分業システムのなかで、日本

人がどのような技能（漁撈、造船、語学、資本）を備え各

水産業に従事していたかまとめられる。分業システムは

日本人集団のなかでも構築されていた。さらに水産業、ま

たそれ以外の就業を含む転業先として庭園業が関連して

いたこともそのモデル図に組み込まれている点は重要で

ある。後に庭園業は、日本人移民のエスニックビジネスと

して発展を遂げるからである。二つ目の「カナダ日本人水

産移民をめぐる住居空間のモデル図」（p.285）では、キャ

ナリー、捕鯨基地、ニシン・キャンプ、開拓漁村における

居住空間が示され、どのような民族の住み分けがなされ

ていたか提示される。開拓漁村の居住空間の海域には、

「スカウ」と呼ばれる漁業組合の施設があったことが特徴

として示されており、必ずしも排他的な理由が要因では

なかったと補足されるが、評者には非常に興味深く感じ

られた箇所であった。運搬船も「スカウ」と呼ばれたとい

う（写真：p. 167）。 

読者は、9 章からなる本書の隅々において、歴史地理学

者である著者の「地域性」に関する深い関心、そしてそこ

に生きた人々が形成した地域、空間、環境の解明に対する

その情熱に触れて、はじめは圧倒されるばかりだろう。評

者もそうだった。しかし、読み込みを繰り返すなかで、特

に難関に感じた第 2 章の意義、つまりカナダでの日本人

水産移民史を明らかにする「歴史地理学アプローチの有

意性」にようやく気付くことができた。過去の空間を対象

とする歴史地理学にとって、過去に生きた人々が記録し

た古文書が主要な分析資料となるのは言うまでもない。

一方で、地図の読解と現地調査も欠かせず、さらにはその

土地と関連した人々の語りに耳を傾けることで、初めて

その地域を総合的にとらえることができるからである。

そう考えると、本書はまさに、戦前カナダの日本人水産移

民の実態の把握、そこに存在した社会を復元することに

成功した画期的な研究成果といえる。著者は、2014 年に

公開された映画『バンクーバーの朝日』の製作にも精力的

に関わっている（時代考証に関する助言、また実際の脚本
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や絵コンテのチェック、当時のセット製作に活用する資

料提供など）。そしてこの映画が一般向けのメディアを通

じて公開されたことで、朝日チームの関係者の日本に存

在する子孫たちが次々とつながり、家族の古写真や手紙、

また新聞記事の切り抜きなど、新資料が日本で続々と発

見されている。知られざる当時のカナダ日本人社会の復

元を、今度は映像という媒体を通して可能にさせた著者

の功績は計り知れない。 
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名古屋多文化共生研究会 

2021 年度活動報告 

 

1．総会 

 2021 年度総会が以下のとおり開催された。 

 

日時：2021 年 7 月 11 日（日） 

場所：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため ZOOM

によるオンライン開催  

重要事項：以下の事案が承認された。 

 

（1）2021 年度役員（敬称略） 

会長：近藤 敦 

事務局長：阿部亮吾 

事務局：小坂田裕子、門池啓史、金 千佳、新海英史、菅

原 真、山口博史、米勢治子 

監事：山本かほり 

顧問：村井忠政 

 

（2）2020 年度活動報告と 2021 年度活動計画 

 

（3）2020 年度編集報告と 2021 年度編集計画 

 

（4）2020 年度決算会計報告と 2021 年度予算案 

 

2．例会（トランスナショナル研究会） 

2021 年度例会が以下のとおり開催された。 

 

（1）6 月例会 

日時：2021 年 6 月 3 日（木）18:00～20:00 

場所：ZOOM 

報告者：郷 崇倫（加州非営利団体 日系リビングレガシー

執行役員） 

報告タイトル：派米農業労務者事業を通して知る戦後の

日系人社会と日本社会 

内容：本報告では 1950～60 年代にかけて行われた派米農

業労務者事業を通して，戦後の米国加州における日系人

社会および日本社会における戦後の復興期，ならびに事

業の意義について論じる。前半では事業の開始から廃止，

廃止後の展開，これら一連の出来事について簡単に述べ

る。事業実現の背景には農本主義，満蒙開拓，引揚者，農

村における若者の就業問題，加州における農業労務者不

足といった，さまざまな事情が存在した。後半では事業の

意義について触れる。はじめに，日系人社会および日本社

会双方における共通項として，戦後の復興期について述

べる。加えて，日系人社会における歴史認識との関連性に

ついても語る。次に，事業の日本社会との関連について述

べる。重要なポイントとして，①戦後の日本人の海外移住，

②日本の国際貢献（国際協力機構），③当事者のオーラル・

ヒストリーを通して明かになったこの事業の「実像」の 3

点を挙げる。加えて，今後の考察の可能性として，現在日

本社会において深刻な問題となっている外国人技能実習

制度との関連性についても触れる。先の戦争における強

制収容および従軍の歴史が何度も関心の的となる米国の

日系人社会の歴史研究においては，近年になって戦後史

にたいする研究の重要性がさけばれるようになった。本

報告ではそのような学術的関心にたいして，ひとつの可

能性を学生，研究者，および関心を持つ人々に示したいと

思う。 

  

（2）11 月例会 

日時：2021 年 11 月 24 日（水）18:30～20:30 

場所：ZOOM 

報告者：大橋典子（名城大学大学院法学研究科 大学院生） 

報告タイトル：オーストラリアにおける人種差別禁止法

制―雇用における差別を中心に― 

内容：わが国における差別禁止法制は進展しているもの

の、国内外から外国人労働者に対する差別是正や国内人

権機関の設置が求められ続けている。一方、オーストラリ

アは、白豪主義から多文化主義政策に転換させるととも

に、1975 年から人種差別禁止法や人権委員会法を立法化

させてきた国である。また、雇用における人種差別禁止に

ついては、労働法として中核的に機能するフェアワーク

法にも国内人権機関や罰則を定め、オーストラリアは国

際的に高い評価を獲得する。本報告では、オーストラリア

における人種差別禁止法制の動向を踏まえながら、日本

における課題と展望について検討する。 

 

3．年次大会 

 2021 年度年次大会が以下のとおり開催された。 
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大会テーマ：「2021 年入管法改正案の検討―収容と送還の

課題と展望―」 

日時：2021 年 7 月 11 日（日）13:30～17:00 

場所：ZOOM 

大会趣旨：2021 年の通常国会では「入管法改正案」が国

会に上程された。廃案となった同案は、外国人の収容や送

還のあり方を見直すことを目的としていた。同案のめざ

していたものは何なのか。法案前の「収容送還専門部会」

の委員だった宮崎真氏（弁護士）に立法過程の流れについ

て解説してもらう。「送還忌避者」とは誰であり、収容せ

ず社会生活を容認する新たな「監理措置」の問題点などに

ついて、移住連副代表理事でもある鈴木江理子氏（国士舘

大学）からの報告を聞く。また、「難民申請者」にとって

はどのような問題があるのか、国際人権法学者の立場か

ら安藤由香里氏（大阪大学）に解説してもらう。最後に、

ではどうしたら良いのかを 3 人の報告を受けてから、全

体でディスカッションしたい。 

プログラム： 

司会者 近藤 敦（名城大学法学部教授） 

報告 1：「入管法改正案策定から廃案までの経緯と今後」 

宮崎 真（弁護士） 

報告 2：「正規化をめぐる線引きのポリティクス：廃案改

定入管法案は何が問題だったのか」 

鈴木江理子（国士舘大学教授、移住者と連帯する全国ネッ

トワーク副代表理事） 

報告 3：「国際人権法からみた難民申請者にとっての入管

法改正案」 

安藤由香里（大阪大学招へい准教授） 

ディスカッション 
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