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要旨

　筆者らは前稿「韓国における『学校暴力予防および対策に関する法律』の成立と展開」（2021）にて、

韓国の「学校暴力予防および対策に関する法律」（略称：学校暴力予防法）が制定された2004年以前

を第Ⅰ期とし、2004年から2008年までを第Ⅱ期、2008年から2012年までを第Ⅲ期とし、各区分の施策

の特徴を整理した。本稿では2012年から2019年までを第Ⅳ期、2019年から現在までを第Ⅴ期とし、施

策の特徴を整理することを目的とした。インターネットおよび各種文献から収集した情報を整理し、

データ分析、法制度分析、学校暴力事件のケース研究を行った。

　2012年から実施されている韓国教育部「学校暴力実態調査」では、当初12.3％であった被害応答率

が2017年には0.8％まで減少した。一方、学校暴力審議件数は増加しており、また調査自体の問題点

も指摘された。学校暴力の内容に関しては、「身体的暴力」から「言語的暴力」「仲間はずれ」「サイバー

嫌がらせ」「性暴力」など、可視化が困難な暴力が増加した。

　学校暴力予防法における学校暴力の定義は、2004年法での「暴行・脅迫・仲間はずれ」から、2012

年には「サイバー嫌がらせ」「性暴力」などを包含した。法に基づく施策も、法制定以前の司法的ア

プローチから、教育学・心理学・社会福祉学等の諸学を統合したアプローチが採られるようになった。

2012年改定以降は警察介入と加害学生の厳罰化の方向性が明確となったが、2019年改定により学校暴

力対策の組織化が進み、学校長の権限強化と教育的解決を促進する方向に変化した。

　日本の「いじめ防止対策推進法」が被害生徒の主観的な側面を定義に包含している一方で、韓国の

学校暴力予防法は学校暴力のカテゴリーの増大に併せて定義を拡大し、施策も第Ⅴ期に至り修復的司

法の萌芽が見られるが依然として厳罰化の方向性も維持されている。韓国競争社会のさらなる激化の

中で現施策が奏功するかについては、施策の効果測定に基づいた検証が必要である。
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1 　研究の目的・方法・倫理的配慮

1 － 1 　研究の目的

　本研究の目的は、韓国における「学校暴力」対策の現状と課題を明らかにすることである。

　本研究の前稿にあたる羅・鈴木（2021）i において、筆者らは韓国の「学校暴力予防および対策に関

する法律」（以下、「学校暴力予防法」と略記する）が制定された2004年の前の段階を第Ⅰ期として位

置づけ、2004年の法律制定後から2008年の全面改定以前を第Ⅱ期、2008年の全面改定から2012年の一

部改定までの期間を第Ⅲ期として、それぞれの区分ごとの施策の特徴を整理した。

　本稿では、これに続く2012年の大幅改定から2019年改定までの時期を第Ⅳ期、2019年の大幅改定か

ら現在に至るまでを第Ⅴ期として、施策の特徴を整理することとした。

　さらに本稿では、上記の整理を元に韓国における学校暴力対策法制の変化と特徴を分析し、韓国の

学校暴力対策の展開過程を明らかにした。

1 － 2 　研究の方法

　本研究では、インターネットおよび各種文献から収集した情報を整理し、表の再整理や、データの

分析、法律および制度の分析、実際の学校暴力事件のケース研究を行った。

　分析対象とした資料は、著書、論文、政府関係資料、ネットニュース、その他であった。

1 － 3 　研究の倫理的配慮

　本研究中、主要な学校暴力事件の概説を行う箇所においては、学校暴力の被害学生 1 および加害学

生の個人名を記載しないようにし、また学校暴力事件のあった学校名等の記載を避けた。

　また、学校暴力対策の成立と展開過程を論じるために必要な内容の記載に留め、個人のプライバシー

保護への配慮を行った。

2 　前稿のまとめ

　前稿にあたる羅・鈴木（2021）では、韓国学校暴力予防法の成立と展開について、法制定以前から

2012年の法改定前までの期間を対象として、その経緯を概説し、最後に法律と施策の特徴を論じた。

研究方法は、法律情報および制度分析、実際の学校暴力やいじめ事件の事例分析、法律情報および制

度分析、文献やインターネットによって収集した情報の分析を主たる方法とした。

　1980年代半ば、日本の「いじめ」問題が韓国のマスコミに初めて報道され、その約10年後の1996年、

韓国において「韓国版いじめ」事件が起き、「いじめ」問題が社会問題として認識されるようになった。

一方で1990年代初頭から、韓国では「一陣会」等の暴力サークルの問題も社会問題とされていた。こ

れらを背景に2004年、学校暴力予防法が制定された。本法では「いじめ」に該当する概念は「学校暴

力」の下位分類に位置づけられることとなった。

　ところが、本法における学校暴力の範疇を超える事件が続発したため、本法は学校暴力の定義を拡

張し続けることとなった。
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　また、学校暴力に対する施策は、2004年法制定以前の司法的アプローチ中心の時代から、「心理的」

「福祉的」「教育的」観点からのアプローチを中心とした体制に変化した。さらに2008年の全面改定以

後は「Weeプロジェクト」2 として個々の施策の相互ネットワークが促進された。

　日本語の「いじめ」で表現される子ども間の問題行動は、当初はそのままハングルで「이지메이지메」と

表記されて使用されたが、その後「集団嫌がらせ（집단괴롭힘집단괴롭힘）」という表現が使用されることとなっ

た。また、1990年代後半からは「仲間はずれ」を意味する「ワンタ（왕따왕따）」が使用されるようになっ

たが、こちらは政府によって「集団仲間はずれ（집단따돌림집단따돌림）」という表現に改められた。

　これらの用語は混在して使用され、政府の施策が強化される中で潜在化する韓国の学校暴力問題の

中において重要な位置を占める学校暴力のカテゴリーになりつつある。

3 　韓国における「学校暴力」に関する統計調査（2021年改定まで）

3 － 1 　1994年から2012年 1 月までの韓国における「学校暴力」に関する統計調査

　前稿である羅・鈴木（2021）では、1994年から2012年までの統計データを掲載した。本稿ではデー

タの再掲は割愛するが、以下に1994年から2012年までの韓国における「学校暴力」に関する統計調査

の概況を記す。

　「学校暴力」という概念が韓国社会で認識され始めた1990年代から、韓国『青少年白書』や様々な

研究者によって韓国の学校暴力問題の実態調査が実施された。韓国の『青少年白書』では、学校暴力

の「発生人員」という名目で調査が行われたため、被害学生および加害学生の把握を厳密に行うこと

ができておらず、また学校暴力の内容も公開されていなかった3 。また、研究者たちの調査においても、

研究者によって学校暴力の内容やその基準に相違があったため、正確な学校暴力のデータを得ること

に困難があった。

　2005年から実施された、青少年委員会の「青少年有害環境接触総合実態調査」では、法律で定めら

れた学校暴力の内容に基づき調査が行われた。しかし、2005年から2008年は「悪口/脅迫」、「暴行」、「金

図 1 　韓国における「いじめ」関連表現の変遷
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品恐喝」、「集団仲間はずれ（ワンタ）」、「性的嫌がらせ（2008年のみ）」であった調査項目が、2009年

から2011年には「悪口/脅迫」、「身体的傷創のある学校暴力」、「集団仲間はずれ」、「身体的傷創のな

い学校暴力」、「ネットいじめ」、「その他」に変更され、学校暴力内容の傾向の読み取りが困難であっ

た。4

3 － 2 　韓国教育部の「学校暴力実態調査」

　2011年の「大邱中学生集団嫌がらせ自殺事件」以降、学校暴力に関する全数調査の必要性を感じた

韓国教育部は、2012年から年 2 回の「学校暴力実態調査」を実施するようになった。

　「学校暴力実態調査」の 1 次調査は 3 月から 4 月に実施され、小学校 4 年生から高校 3 年生までの

学生全員が対象とされた。 2 次調査は 9 月から10月に実施され高校 3 年生を除いた小学校 4 年生から

高校 2 年生までが対象とされた。

　2012年の 1 次調査は郵便調査で行われ、2012年の 2 次調査から現在まではオンライン調査の方法に

て実施されている。2018年から、 1 次調査は全数調査で、 2 次調査は標本調査で行われている。

　「学校暴力実態調査」の回答率（図 2 ）は、郵便調査で行われていた2012年 1 次調査では24.4％であっ

たが、オンライン調査に変更されてからは徐々に増加し、2014年 1 次調査にて初めて90％を超えた。

それ以降、2019年まで90％以上を維持していたが、2020年には80％台となった。2020年は新型コロナ

ウイルス感染症の影響により調査が 1 回のみの実施となり、また学生の自発的参加が原則となったこ

とが影響しているとみられる。2021年 1 次調査もコロナ禍の中で学生の自発的参加が原則とされたが、

88.8％が回答している。

　学校暴力実態調査において「被害を受けた」と回答した比率である「被害応答率」は、2012年 1 次

調査においては12.3％であったが、その後2017年まで徐々に減少した。しかし、2018年から2019年に

は再び微増し、2020年にはそれ以前と同じ 1 ％未満となった。

　「学校暴力実態調査」における「被害応答件数」は重複回答（マルチアンサー）することができる

図 2 　学校暴力実態調査回答率 5
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質問紙構成となっていた。そのため、表

1 では被害応答件数が被害応答者数より

多い点に注意が必要である。

　また、 1 名の被害学生が複数の被害を

受けていることが少なくないという実態

もこの結果から理解できる。

　図 3 の種類別被害応答率を見ると、

パーセンテージの多い順番に、言語的暴

力、集団仲間はずれ、身体暴力、ストー

キング、サイバー嫌がらせ、金品恐喝、

性的嫌がらせ・暴行、強制的使い走りと

なっている。年度によって多寡はあるが、

全体的な傾向として「集団仲間はずれ」

「サイバー嫌がらせ」の増加が確認でき

る。ここから、目に見えにくい形の学校暴力が増加、つまり、学校暴力の性質が潜在化している傾向

を読み取ることができる。

　2012年から教育部で行っている「学校暴力実態調査」の結果は、このように韓国の学校暴力の現状

の一端を明らかにしている。しかしながら、この「学校暴力実態調査」の信憑性に疑問を持つ声もあ

る。その理由として、ここでは 2 つの論点から本調査に関する議論を紹介する。

　まず、調査方法に関する議論を紹介する。「学校暴力実態調査」では、2012年 2 次調査からネット

表 1 　被害応答者数および被害応答件数

図 3 　種類別害応答率（1,000人当たり）7
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を利用して調査を実施し、2014年から90％以上の学生が回答した。しかし、2016年の報道によると6 、

回答率が教育庁の評価に反映されるため、教育庁は回答率を高めるよう学校に督促し、相当数の学校

が授業中または昼休みなどの時間を利用して学生を半強制的に調査に参加させたとのことであった。

　学生たちは半強制的な調査への参加、さらに学校というオープンな場所において被害学生と加害学

生が同時に調査に参加させられている回答環境では、実態を反映した回答が得られないのではないか

という批判もあった。

　これらの批判を受けた教育部は2018年から「学校暴力実態調査」を改善した。まず、これまでは年

2 回の全数調査であったが、年 1 回の全数調査および標本調査に変更した。次に、小学校 4 年生から

高校 3 年生まで質問項目を同一に適用し、小学生用の質問項目には例示やイラストを使うなど質問項

目を改善した。最後に、学校において調査を実施する場合に、例えば被害状況について回答をする学

生は回答終了まで時間がかかるという点を改善し、回答が早く終了した者には学校暴力予防のコンテ

ンツを視聴させる等の方法で、回答終了時間に齟齬を生じさせず、率直な回答を得やすいように調査

環境を整備した。

　2018年の調査からは小・中・高校の質問項目が分割され、また家庭で調査に参加可能なように改善

が行われた。また、家庭での参加が難しい場合は学校施設の中で独立した空間の確保等の対応を行う

ことで、実態を的確に把握できるように工夫を行った。

　次に、「学校暴力実態調査」における学校暴力被害者比率と、学校暴力対策自治委員会審議件数と

の齟齬に関する議論を紹介する。「学校暴力実態調査」における学校暴力被害者比率は2015年 2 次調

査から0.9％以下という低い数値となっていた。一方で、学校暴力を審議した審議件数は2013年から

増加していた。

　図 4 は小学校 1 年生から高校 3 年生までの学生を対象として「学校暴力対策自治委員会」が実施し

た審議件数と被害学生・加害学生数をグラフ化したものである。また、図 5 は学校暴力審議件数対比

被害・加害学生数をグラフ化したものである。

　2019年の法改定以前までは、韓国の学校には「学校暴力対策自治委員会」が設置されており、「自

治委員会在籍委員 1 / 4 以上が要請する場合」、「学校の長が要請する場合」、「被害学生およびその保

護者が要請する場合」、「学校暴力が発生した事実を通報・報告された場合」、「加害学生が脅迫、およ

び報復した事実を通報・報告された場合」、「その他委員長が必要と認めた場合」等の際には、その件

に関して会議を召集し審議を行わなければならないとされていた。

　「学校暴力実態調査」の結果では学校暴力件数は減少していたが、一方で審議件数は2013年から徐々

に上がっていた。 9 そのため、野党の議員からはこの矛盾に対する疑問の声があがった。10

　これらの意見に対して教育部は、「『学校暴力対策自治委員会審議件数』が増加したのは学校暴力に

対する敏感度が高くなり、些少なマンツーマンのいさかいの場合も自治委員会に審議を要請するため

であり、実際審議件数の増加に比べ、被害学生および加害学生の増加はこれに及ばない」11とコメン

トを出した。また、「教育部に有利な学校暴力統計を選択し使った」という内容に関して教育部は、

「『学校暴力対策自治委員会審議件数』は学生、保護者の知る権利を確保し、教育に対する参加を促進

するため『学校情報公示』に掲示することで、『学校暴力実態調査結果』の調査および発表内容では

ない」12とコメントを出した。
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　その後、教育部は2017年の 1 次調査結果で「学校暴力対策自治委員会審議件数」を掲載するに至っ

た。

3 － 3 　研究者等による学校暴力実態調査

　2012年から「学校暴力実態調査」が実施されたことで、研究者等が独自に実施する実態調査の実施

数に低減傾向がみられた。そのような状況下において、「プルンナム財団」（緑の木財団、旧：青少年

暴力予防財団）は2001年から現在まで、約2000人から9000人の学生を対象として、独自の学校暴力実

態調査を毎年実施している。

　調査方法は年によって異なるが、郵便調査、オンラインとオフラインを併用した調査など多様な調

査方法を駆使している。また、近年増加しているサイバー暴力（ネットいじめやサイバー嫌がらせ）

に関するデプスインタビューや、芸能人や運動選手など、著名人が過去に起こした学校暴力問題を掘

り起こす「再燃現象」に関する世論調査など、学校暴力に関する調査を幅広く行っている。

　そのうち、2012年から全数調査で行われる韓国政府とプルンナム財団の被害応答率に関する調査を

比べてみると（表 2 ）、2012年の調査は政府の調査結果と同様であったが、2013年以降は政府の調査

図 4 　学校暴力対策自治委員会審議件数（2012～2017）8

図 5 　学校暴力審議件数対比被害・加害学生数13
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より 2 倍から 7 倍多い結果となっていた。本結果には、

学校暴力調査に興味がある人、つまり被害学生が調査に

多く参加した可能性、そして前述したように教育部の調

査に校内というオープンな場所で被害学生と加害学生が

同時に参加している環境が影響していると考えられる。

しかし、韓国教育部による調査を客観的に理解する上で

貴重な調査結果と考えられる。

3 － 4 　統計調査から理解できる韓国学校暴力の傾向

　2012年から行われている「学校暴力実態調査」は学校

暴力の実態を正確に把握し、多様な観点での取り組みを

するためのものである。2012年12.3％であった被害応答

率が2017年には0.9％まで減少したことは、この成果の

ひとつと考えられる。一方、学校暴力審議件数の増加、

学校暴力の加害学生と被害学生が同じ空間で調査を行っ

ていた学校の調査方法の問題があったため、調査結果の

信憑性が問われた。

　学校暴力の内容に関しては、「言語的暴力」や「仲間

はずれ」、「サイバー嫌がらせ」、「性暴力」など可視化されづらい暴力が増加した。2018年から2019年

には学校暴力被害件数が増加し、コロナ禍により登校不可能な状況があったにもかかわらず、学校暴

力は持続していると言える。

　学校暴力の種類としては、非対面でも実行可能でさらに、発見が困難な「仲間はずれ」「サイバー

嫌がらせ」が増加していることから、学校暴力の潜在化が進んでいることがわかる。

4 　韓国における「学校暴力予防および対策に関する法律」改定の動向

4 － 1 　第Ⅳ期：「学校暴力予防および対策に関する法律」大幅改定（2012年 1 月～2019年 8 月）

4 - 1 - 1 　2012年 1 月の「学校暴力予防および対策に関する法律」大幅改定

　2004年に学校暴力予防法が制定され、学校暴力の予防および対策についての多様な観点からの支援

がなされるようになった。しかしながら、学校暴力事件は低減せず、深刻化しつつあった。

　特に、2011年は「仲間はずれ」と「嫌がらせ」により女子高生が自殺した「大田女子高生自殺事件」

や、「強制的使い走り」「サイバー仲間はずれ」を学校暴力の種類として位置づけることにつながり、

法律の改定や制度の変化に最も大きい影響を与えたとされている「大邱中学生集団嫌がらせ自殺事件」

が発生した年でもあった。

　これらの深刻な学校暴力事件がきっかけとなり、2012年には学校暴力予防法の大きな改定が行われ

た。また、2012年改定以降、韓国では小学校 4 年生から高校 3 年生までの学生全員を対象に「学校暴

力実態調査」が実施されることとなった。

表 2 　�韓国教育部およびプルンナム財
団の「学校暴力実態調査」にお
ける被害応答率の比較14
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　さらに、学校暴力加害学生の加害事実とその処分内容を生活記録簿（日本における指導要録に相当）

に記載することが義務化され、高校・大学入試の提出書類に表記されるようにする15, 16など、「学校暴力」

問題における管理強化の動きが強まった。

　当時の朴槿恵政権の「学校暴力根絶」政策は、大きく 3 点の側面に分けて計画された。1 点目は「学

校暴力および学生危険ゼロの環境形成」であった。本施策の一環として、「学校半径200m以内を学生

安全地域（safe zone）指定」、「監視カメラの性能改善および設置拡大、自治体統合管制強化」、「学

生保護人力17運営の充実」、「『国民安心サービス』拡大」が計画され、実行された。

　 2 点目は「相談・治療支援強化」であった。本施策の一環として、「Weeプロジェクト拡大」、「相

談人力配置の拡大」、「学生情緒行動特性検査制度改善および管理体系構築」が計画・実行された。

　 3 点目は「学校暴力予防教育強化」であった。本施策の一環として、「国家レベルでの学校暴力予

防プログラム開発」、「子どもの発達段階を考慮した保護者教育の拡大」、「学生自治活動活性化」が計

画・実行された。

　第 4 期の施策に対しては以下の問題点を指摘しておきたい。

　まず、学校暴力の予防や事後対応のために、公的および民間の警察力や警備力が導入されるように

なった点である。例としては、前述の2011年から配置が始まった「学生保護人力」や、2012年からの

「学校専担警察官」 の配置、また校内監視カメラ設置比率の増加などが挙げられる。教員は教育者と

しての役割を全うし、学校暴力予防等については外部の力を導入するという合理的な施策とも評価で

きる。しかし、子どもへの管理、監視が強化され、子どもたちが自ら学校暴力を低減させる可能性が

失われつつあるという側面も見逃してはならない。

　次に、支援施策の量的拡大に対して、質的な向上が追いついていないという点である。「学校暴力

予防先導学校」の選定や、「Weeプロジェクト」支援拡大などの取組は拡大され、量的な対応は強化

された。しかし、早急な量的拡大に、特に質的部分が追いついていないという指摘もなされている。

表 3 　第Ⅳ期における「学校暴力予防および対策に関する法律」改定の変遷
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　例えば、2013年には予算の問題のために「Weeクラス」の相談員が大量減員され18、その 2 年後の

2015年には専門相談教師として任用された者が全国で26人のみであった等、事前の計画と比較して実

施状況は十分とは言えない状況となっている。19

　2017年には、相談教師（正規職）・相談士（非正規職）が常駐している学校の割合は41。 1 ％までに

上昇したが、非正規職相談員の処遇問題や相談員 1 人当たりの対象学生数20等の問題は、2021年現在

でも解消されているとは言えない状況である。21

　さらに、「学校暴力予防教育」や学校暴力申告の実効性、「学校暴力対策自治委員会」の専門性や公

正性などの問題点も指摘しておきたい。22

　国家レベルでの努力とは別に、国民レベルにおいては「学校暴力問題」を解決する方法として興信

所を利用する人が増加した。ガードマンと思われる人が被害学生の親戚等のふりをして登下校に同行

したり、興信所の職員が秘密裡に加害学生に暴力で報復するなどの「興信所による学校暴力解決」が

一般化した。

　国家が学校暴力対策を実施する一方で、国民が「興信所による学校暴力解決」に頼るという構図は、

韓国の学校暴力対策の今後のあり方を検討する上で欠くことのできない問題として現在も続いてい

る。

4 - 1 - 2 　「学校暴力根絶総合対策」（2012年）

　2011年に「大邱中学生集団嫌がらせ自殺事件」が起こった。本事件は、集団嫌がらせの加害者から

ゲームキャラクターの育成を指示されたり、金銭恐喝や殴打、脅迫、自宅への違法侵入をされていた

学生が飛び降り自殺をした事件であった。（羅・鈴木　2020：285頁）

　本事件のマスコミ報道は、自殺に逡巡してマンションのエレベーターで昇降を繰り返す学生の映像

が繰り返して取り上げられ、韓国国内で学校暴力対策に関する大きな議論を巻き起こす契機となった。

　本事件がきっかけとなり、2012年に韓国政府は「学校暴力根絶総合対策」を発表した。

　本対策では「学校暴力におけるゼロトレランス」が基本方針とされており、学校内のみならず学校

外において潜在化した形で行われている学校暴力をも根絶するための対策が提示された。（李定玟　

2021：38頁）23

　本対策は「学校暴力を学校だけに任せることではなく、社会全体がともに解決しなければならない」

との考え方から、今までの学校暴力対策の限界や問題点を学生や保護者の立場に立って徹底的に検討

したものであった。また、学校暴力の根本的問題として指摘されている人性教育（人格形成教育）が

形式的になっている教育の現実を反省し、「 7 大実践政策」を樹立した。「 7 大実践政策」とは「学校

長と教師の役割および責任強化」、「通報・調査システムの改善および加害・被害学生に関する措置の

強化」、「同年代活動など予防教育の拡大」、「保護者教育の拡大および保護者の責務性強化」、「教育全

般にわたり人性教育（人格形成教育）実践」、「家庭と社会の役割強化」、「ゲーム、インターネット中

毒など有害要因の対策」であった。24

　特に、「学校長と教師の役割および責任強化」において、学校長が必要だと判断した場合、加害学

生を即時出席停止にすること、学校暴力を隠蔽する学校長や関連教員に関して 4 大不正（金品授受、

成績捏造、性暴力犯罪、身体的暴力）と同様に厳しい懲戒を行うこと、学校暴力関連事実、相談、治
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療に関する事項を記録・管理し、生活指導に資料として活用、学校暴力対策自治委員会の措置を生活

記録簿に記録し、上級学校に進学する際に活用するなど、学校暴力に関する処分が厳罰化された。

　また、「通報・調査システムの改善および加害・被害学生に関する措置の強化」においては、教育

科学技術部・女性家族部・警察庁が共同で運営していた学校暴力通報電話が、警察庁による117学校

暴力通報センターに統合され、事案の軽重を把握した上で、警察庁または学校暴力ワンストップ支援

センターに事件を移送・処理することになった。市・道の教育庁と学校暴力ワンストップ支援センター

には学校暴力に関する専門調査人力が配置され、学校暴力問題に警察が介入することになった。

4 - 1 - 3 　第Ⅳ期における「学校暴力予防および対策に関する法律」改定史

1 ）2013年一部改定

　2013年の一部改定における主要な内容は「学生保護人力の対象に関する規定」の変更であった。

　2012年の改定において「国・地方自治体または学校の長は学校暴力を予防するために、学校内に学

生保護人力を配置し活用する事ができる」と「学生保護人力の配置」に関する法律が新設された。し

かし、「学生保護人力」の対象は規定されていなかった。本改定では「学生保護人力になれない人」

を「国家公務員法第33条（欠格事由）に該当する者」、「性犯罪歴のある者」、「青少年保護法による青

少年の立ち入り・雇用禁止業の事業主や従業者」と規定し、「学生保護人力」として配置される者の犯

罪経歴を照会する事ができるように法制化し、さらなる子どもの安全の確保のための改定がなされた。

2 ）2015年一部改定

　2015年一部改定では、教育監の役割として「学校暴力実態調査」の結果の公表を義務付けた。

3 ）2016年一部改定

　2016年の一部改定では、学校暴力の予防および対策の業務を遂行する（した）者が秘密や加害学生・

被害学生、通報者・告発者に関する資料を漏洩した場合の処罰規定について、既存の「300万ウォン（約

30万円）以下の罰金」から、「 1 年以下の懲役または1,000万ウォン（約100万円）以下の罰金」に引

き上げられた。処罰の強化によって、学校暴力に関する情報漏洩防止策が強化された。

4 ）2017年一部改定

　2017年一部改定の主要なポイントは、2012年の改定後に配置が始まった学校専担警察官を本法律内

において位置付けた点にあった。この改定によって、「学校暴力」の予防・対策として警察を介入さ

せることが法的に位置付けられたこととなり、非常に重要な意味を持つ改定であったと考えられる。

　また、被害学生の保護として位置づけられていた「心理相談および助言」が「学内外専門家による

心理相談および助言」となり、被害学生は学内外の専門家から多様な支援を受けることができること

となった。

　小島（2019）25は、学校暴力予防法の2017年11月28日一部改定版の日本語訳を行い、「資料抄訳」と

して紹介した。大幅改定のタイミングではなく一部改定の時点での抄訳となっているため、日本人に

とっては若干理解しづらい点があることは事実である。しかし、2017年の段階における韓国学校暴力
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予防法の全体像を理解する上では貴重な資料であると評価できる。

4 - 1 - 4 　第Ⅳ期における主な「学校暴力」事件

　第Ⅳ期に起きた学校暴力事件としては不特定多数のネットいじめによって被害学生が自殺した「松

坡区女高生自殺事件」、「一陣会」の嫌がらせ行為に加え友達から仲間はずれ・暴行・金品恐喝・性的

嫌がらせ等の行為をされた高校生が自殺した「慶山学校暴力自殺事件」、女学生と一緒にいたことが

理由となり友達・後輩に暴行され死に至った「仁川中学生集団暴行殺人事件」、大学での集団仲間は

ずれで自殺をした「C大音大生自殺事件」、学校暴力被害学生が加害学生を凶器で刺した「原州中学

生刃傷沙汰事件」などの学校暴力事件が次々と起こった。

　また2017年に入ると、先輩の陰口を言った後輩が暴行された「淸凉里女中生暴行事件」、高級住宅

街の小学校の修練会において大手企業会長の孫と有名女優の子どもを含む 4 人が 1 人の子どもを集団

暴行した「S初等学校集団暴行事件」、学校暴力対策自治委員会において「学校暴力」の認定がされ

なかった被害学生が自殺したという「蔚山中学生自殺事件」が起こった。

　さらに2017年 9 月には「釜山女中生集団暴行事件」が大きく取り上げられたことをきっかけとして

「江陵女高生暴行事件」、「牙山女中生暴行事件」、「恩平区女中生暴行事件」、「天安女中生暴行事件」

などの多数の集団仲間はずれ、集団暴行事件も知られることとなった。

　2018年11月には、韓国内での高麗人差別を発端とした「仁川中学生墜落死事件」も発生した。

　以下では、本時期に起きた主たる学校暴力に関する事件について解説を行う。

「必通トーク」事件

　2012年、이주호이주호（イ・ジュホ）教育科学技術部長官（当時）は、「必通トーク」というイベントを

開始した。学生や保護者とイ・ジュホ長官が直接、フランクに話すことによって、学校暴力、入試制

度、教育内容などといった教育問題に対する社会的関心を高めることが本事業の目的であった。26

　2012年 5 月16日にソウルで開催された「必通トーク」において、ある女子高校生が自分の弟が 2 年

以上も学校暴力を受けているという現状を訴えた。彼女は自分の弟を守るため、教育庁に手紙を書き、

また青瓦台（チョンワデ：大統領府）に請願を出した。これらを受けて、教育監が問題解決のための

指示を出したが、何も変わらなかったと彼女は泣きながら述べた。

　この訴えを受けて、教育科学技術部では調査官をすぐに派遣し、弟が通っている中学校の校長を交

代させ、ワンタ予防教育などを実施した。ところが、姉であったこの女子高校生は、卒業まで残り半

年の時点で自主退学することとなってしまった。当該学生が退学した背景には、「必通トーク」にお

ける彼女の直訴に対する高校の教員や学生からの批判があったと言われている。

　本事件は、韓国の学校に根深い「隠ぺい体質」が存在していることを明らかにした契機となった。

「 1 日ワンタ」事件

　済州市の小学校において 1 年生の担任教員が学生に「ワンタ」（集団仲間はずれ）を指示したこと

が2015年 7 月に報道された。本事件は「 1 日ワンタ」事件と称され、韓国社会の注目を集めた。27

　宿題をしてこなかったり、忘れ物をした学生をターゲットとして、当該教員は他の学生に「 1 日ワ
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ンタ」をするように指示していた。「 1 日ワンタ」の対象となった学生は一日中他の学生に話をする

ことができず、他の学生も当該学生に声をかけたり、遊んだりすることができなかった。さらに、当

該教員は学生に対して、この指導内容について保護者に伝えないように指示し、隠蔽工作を行ってい

たのであった。

　「真相調査委員会」の調査の結果、クラス24人のうち20人が「 1 日ワンタ」の対象にされていたこ

とがわかった。その後、真相調査委員会は教員の謝罪と他学校への転出・懲戒、学校長の公式謝罪と

再発防止を約束する手紙の発送などを指示した。

　当該教員は2016年 6 月に「児童虐待の嫌疑」28にて起訴され、罰金800万ウォン（日本円で約80万円）

の判決が下された。また、教育庁から 3 ヶ月の停職処分を受けることとなった。

　本事件は教員の主導で集団仲間はずれ行為が行われ、多くの学生に精神的ショックを与えた事件で

あった。学校暴力に対して学校側が厳格に対応しなければならないことや、教員に対する学校暴力予

防教育強化の必要性などが本事件によって示唆された。

釜山女中生集団暴行事件

　2017年 6 月、自分の彼氏と被害学生との関係を疑った加害学生が、公園やカラオケ店で友人ら 4 名

と共に全治 2 週間の傷を負わせる暴行を行った（本事件の第 1 次暴行）。この時に、被害学生の保護

者は警察に通報したが、事件は立件されなかった。

　加害学生 5 名が通っていた学校 4 校は「学校暴力自治委員会」を共同開催し、学校暴力予防法に則っ

て、老人ホームなどにおける 3 ～ 5 日間の社会奉仕活動を加害学生に課し、学校内において保護者と

共に 2 時間ほどの特別プログラムの受講を課した。

　しかし加害学生たちは2017年 9 月、被害学生に対して報復の暴行を行った（本事件の第 2 次暴行）。

それは、鉄パイプでの殴打や、根性焼きなどを含む凄惨なものであった。このときに、被害学生が流

血しながら正座する様子を加害学生の一人が撮影し、後にこの写真がSNSを通じて拡散された。この

ことから、本事件はマスコミを通じて韓国全体を揺るがす大きな問題へと発展した。

　本事件の加害者は第 1 次暴行および第 2 次暴行の双方に加担した 2 名、第 1 次暴行に加担した 3 名、

第 2 次暴行に加担した 2 名であった。その中で、第 1 次暴行に加担した 3 名は「家庭法院少年部送致」

とされた。うち 2 名は少年院での最大 2 年の保護処分とされ、 1 名は少年院での短期保護処分となっ

た。また、第 2 次暴行を行った 4 名中 1 名は14歳未満の「触法少年」であるため韓国少年法適用対象

外となった。29残る 3 名中 2 名は拘束30起訴となった。もう 1 名は不拘束起訴され、懲役を求刑された

が、「罪悪感を感じ、変化の意志と改善の可能性がある」とのことで家庭法院少年部送致となった。31

　本事件で加害学生たちが少年部送致とされたことで、多くの人は「少年法廃止」の声を上げた。32

　本事件の発生に先立つ同年 3 月、高校を自主退学した16歳少女が小学校 2 年生の児童学生を誘拐・

殺害し、遺体の一部を知り合いの18歳少女にプレゼントした「仁川小学生誘拐殺人事件」が起きた。

この事件の結審で16歳少女が少年法上限である懲役20年の審判を受けたため、「残酷な犯罪者が少年

法に守られ20年の懲役で済まされるのは妥当ではない」と世論は少年法の廃止を主張していた。この

世論の渦中に「釜山女中生集団暴行事件」の審判結果が出たため、韓国では「少年法廃止」の議論が

さらに加熱することとなった。
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　これらは2012年からの改定学校暴力予防法および「学校暴力根絶総合対策」の下で起こった事件で

あったため、2017年の学校暴力予防法の一部改定における学校への専担警察官配置法定化や「学校内

外青少年暴力予防対策」、「学校内外青少年暴力予防補完対策」などの施策に影響を与えた。

4 - 1 - 5 　 「学校暴力予防および対策に関する法律」大幅改定期の主な「学校暴力」事件が2019年 

8 月の一部改定に与えた影響

1 ）第Ⅳ期における学校暴力事件の特徴

　2011年に起きた「大邱中学生自殺事件」という学校暴力事件が大きなきっかけとなり、第Ⅳ期にお

いては学校暴力の厳罰化や警察介入が積極的に取り入れられた。これは「学校暴力」を「暴力」とし

て認識した取り組みであり、暴力行為を強い公権力（処罰）でなくそうとしていたことを意味する。

　第Ⅳ期の学校暴力の中には「サイバー嫌がらせ」が主な内容であった「松坡区女子高生自殺事件（2012

年）」や小学校の教員により行われた「 1 日ワンタ事件（2015年）33」もあったが、以前からと同様に、

身体的暴力が含まれている学校暴力がマスコミで取り上げられることが多かった。

　これらは2017年の学校暴力予防法一部改定における学校専担警察官配置法定化や「学校内外青少年

暴力予防対策」、「学校内外青少年暴力予防補完対策」などの施策に影響を与えた。

　一方、第Ⅳ期の中でも2017年に生じた学校暴力事件が以前の事件とは異なる大きな特徴は、「学校外」

で起きたことである。2017年の学校暴力事件の多くは加害学生が家出や不登校など、韓国でいう「学

校外青少年」による学校暴力事件であった。「学校暴力」が学校だけの問題ではなく、「学校暴力」問

題にかかわっている子どもの「家庭問題」や「地域社会での子どもの保護」など、多様な観点で考え

る必要のある問題となったことがわかる。

表 4 　「学校内外青少年暴力予防対策」の重点領域と重点内容35
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2 ）「学校内外青少年暴力予防対策」の発表

　「釜山女中生集団暴行事件」が2017年 9 月に起こるなど多数の学校暴力事件が表面化し、世間から「少

年法廃止」の声があげられた。これらを契機として、韓国教育部は社会関係長官会議を開き、2017年

12月に「学校内外青少年暴力予防対策」（以下、「予防対策」とする）を発表した。

　「予防対策」は①学校暴力予防努力の強化、②少年司法システム機能の改編、③学校外青少年支援

システムの拡充、④汎政府協力体制の改善、⑤保護者の子ども指導力量強化という 5 大領域と、20個

の重要課題を提示した。34

　「予防対策」は、まず、これまでの学校暴力対策が学校における教育的解決を遮断し、学校内で紛

争や葛藤が深刻化していると指摘した。その上で、単純・軽微な学校暴力については、当事者同士が

和解を希望する場合には学校長に自律的解決のための権限を付与し、その内容を教育庁および次回の

自治委員会に報告することとし、学校レベルでの柔軟な対応の可能性が拡大された。一方、代案学校

（フリースクール）や委託教育施設への学校専担警察官配置40、刑事未成年者年齢を引き下げる（14歳

を13歳に）法律改定推進など、警察力や司法の積極的導入と厳罰化の傾向もみられた。

　「予防対策」が作られるきっかけとなった2017年に発生した学校暴力事件の多くが「学校外青少年」

の非行行為として行われていたため、「アウトリーチ専門要員、青少年同伴者の拡充」、「地域社会青

少年統合支援システム運営の充実化」、「危機青少年緊急支援チームの構成」、「学校外青少年の学習お

よび職業教育支援システム」など、「学校外青少年」への支援対策が多数提案されることとなった。

3 ）2018年 8 月「学校内外青少年暴力予防補完対策」発表

　2017年12月に「予防対策」を発表し、韓国教育部はさらなる学校暴力対策を推進した。しかしなが

ら、その後も学校暴力事件が相次ぐこととなり、さらに2018年「学校暴力実態調査」では学校暴力の

被害応答率が増加することとなった。そのため、韓国教育部は2018年 8 月に「学校内外青少年暴力予

防補完対策」（以下、「補完対策」とする）を発表し、学校暴力対策のさらなる強化を行った。

　「補完対策」は「予防対策」から補完が必要な内容を追加・修正したものであり、①重大な青少年

暴力に厳正な対処および善導機能の強化、②被害者支援の強化、③機関間情報共有の強化、④学校暴

力対応システムの整備、⑤青少年暴力予防および文化改善の推進、⑥民・官パートナシップの構築と

いう 6 大領域と24個の重要課題を提示した。41

　「補完対策」により「予防対策」から補完された主たる部分は、「予防教育の強化」と「被害者支援

の強化」であった。青少年の非行および暴力を予防するために家庭・保護者の役割を重視し、保護者

に関する予防教育に焦点化した「予防対策」に比べ、「補完対策」では保護者教育とともに「青少年

文化の改善」の焦点を加え「オウリム・プログラムの活用」42、「予防教育専門家人材プールの構築」、

「学生・保護者・教師および地域社会がともに参加するクラブ支援事業の拡大」、「青少年警察学校プ

ログラムの充実化」など、学生、保護者、地域社会、国がともに参加する多様な視点での予防教育推

進を提唱した。

　また、これまでの学校暴力対策は「加害学生への処罰」に焦点化されていたが、「補完対策」では

被害者の回復にも目が向けられた。「補完対策」では「被害者支援の強化」の項目が作られ今まで不

足していた被害者の回復のための支援が具体化された。被害学生の心理的治癒および情緒的安定のた
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めに運営されている全国単位学校暴力被害学生専担機関（ヘマルグム・センター、全国 1 か所）を再

構築し、 2 か所を公立型代案学校の形で追加新設した。また、学校暴力などで学校生活への適応が困

難な学生のために公立型代案学校を新設し、弁護士を学校暴力被害者の法律支援に活用することとし

た。また、病院型・家庭型Weeセンターを開発・新設するなど多様な形の取り組みをすることになった。

　「補完対策」でのもう一つの重要な取り組みは、性暴力・家庭暴力の被害学生に関する転校措置を

教育部が支援することになったことである。「密陽女中生集団性暴力事件」の被害学生が転校をする際、

受け入れ先の学校がなく就学を諦めざるを得なかったことなど、暴力被害者の教育機会損失に対する

対応だと考えられる。当時の事件では市民団体などが被害学生の転校を支援するために動いたが、

「補完対策」によりはじめて韓国教育部が学校暴力被害者の転校措置に責任を持って対応することと

なった。

　このように、2017年に起きた重要事件と「少年法廃止」への世論は、「予防対策」と「補完対策」

のきっかけとなった。「予防対策」と「補完対策」は、2012年から学校暴力の対策として実施されて

いる「学校専担警察官」配置や「刑事未成年者の年齢を引き下げ」など、重篤な学校暴力に対して厳

正な対応をする一方、軽度の学校暴力に対しては「学校長による解決」や「生活記録簿未記載」を実

施し、教育的解決を目指す方向を打ち出した。

表 5 　「学校内外青少年暴力予防対策」と「学校内外青少年暴力予防補完対策」の比較43
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　また、懸案のままとなっていた「被害学生の回復」のための支援に目を向け、多様な取り組みを実

施することとなった。「予防対策」と「補完対策」は「学校暴力予防および対策に関する法律」の

2019年改定につながり、学校暴力対策の変化に大きな影響を与えた。

4 - 2 　第Ⅴ期：「学校暴力予防および対策に関する法律」一部改定（2019年 8 月～現在）

4 - 2 - 1 　第Ⅴ期における「学校暴力予防および対策に関する法律」改定史

1 ）2019年 8 月の一部改定

　2019年 8 月、「予防対策」と「補完対策」の内容が反映された学校暴力予防法の改定が行われた。

2019年 8 月の学校暴力予防法大幅改定のポイントは以下の 4 点に集約される。

①教育支援庁に「学校暴力対策審議委員会」を設置した。

②学校暴力の審議を市・道の「学校暴力対策審議委員会」に移管した。

③ 被害学生およびその保護者が審議委員会の開催を望まない軽微な学校暴力事件の場合、学校長

による解決を可能とした。

④ 「学校暴力解決専担機構」の構成に保護者が追加され、 1 / 3 以上の委員が保護者によって構成

されることになった。

　特に「③被害学生およびその保護者が審議委員会の開催を望まない、軽微な学校暴力事件の場合、

学校長による解決を可能とした」に関しては、「軽微な学校暴力事件」に該当する基準を「 2 週間以

上の身体的・精神的治療を要する診断書を発行していない場合」「財産上の被害が無いか、直ちに復

旧された場合」「学校暴力が持続的でない場合」「学校暴力の申告、陳述、資料の提供などによる報復

行為でない場合」と位置づけた。

　この改定は、学校長の権限を強化することによって、学校における問題解決の自律性を高めること

が目的であった。

　しかし、本件について小島（2019：196頁）44は、韓国社会が厳罰化の方向を強化する中で学校の自

律性が担保されていくかについては疑問があると評価している。

　また、学校長の権限が強化されたことにより、学校暴力問題の隠蔽の可能性が懸念されるが、それ

に関しては「④『学校暴力解決専担機構の構成に保護者が追加され、1 / 3 以上の委員が保護者によっ

て構成されることになった」によって、隠蔽を低減させる対策が講じられた。同時に「学校暴力審議

委員会の措置の履行に協調する」「学校暴力の縮小、隠蔽の禁止」「学校暴力の発生、自己解決した事

件と措置・結果の報告義務、学校暴力団体の結成予防・解体に努力する」という点も改定されること

表 6 　第Ⅴ期における「学校暴力予防および対策に関する法律」改定の変遷
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となった。

　小島（2019：196頁）45は、その後外部委員が増えて保護者自治から専門職自治へという方向性となっ

たと評価したが、本改訂によって「自治委員会」が無くなった代わりに「学校暴力問題を担当する専

担機構」メンバー中の保護者の構成割合が 1 / 3 とされた。そのため、一概に「専門職自治」強化の

方向性になったとは言えないのではないかと筆者らは理解した。

2 ）2020年12月の一部改定

　2020年12月に公布され、2021年 6 月に施行された改定学校暴力予防法では、被害学生または加害学

生が障がい学生である場合、審議過程に特殊教育の専門家または障がい者専門家の意見聴取が可能と

された。また、学校暴力事件を認知した場合、被害学生の反対などがない限り加害者（教員を含む）

と被害学生を分離することとされた。

4 - 2 - 2 　第Ⅴ期における主な「学校暴力」事件

　筆者らは、2019年 8 月の学校暴力予防法改定以降現在までを第Ⅴ期とした。この時期は世界的な潮

流として2019年末からの新型コロナウイルス感染症の影響により、学校における対面式授業の機会が

低減した影響もあり、韓国においても直接的な学校暴力よりも「サイバー仲間はずれ」に該当する間

接的な学校暴力が増えている。

　2021年 4 月にプルンナム財団が公表した「全国学校暴力・サイバー暴力実際調査」では、「学校暴

力の被害を受けた」と回答した子どもが2019年に比べ、2020年には4.5％減少した一方、サイバー暴

力は2019年5.3％から2020年16.3％に約 3 倍増加した等の調査結果が報告された。46

　また、第Ⅴ期のそれ以前とは異なる大きな特徴としては、SNS等を通じて著名人の過去の学校暴力

の掘り起こしや、被害者からの告発がなされるようになったことが挙げられる。

　このような潮流の契機として、女子バレーボール韓国代表の姉妹による学校暴力が被害者から告発

され、SNSにて謝罪文を掲載する事態にまで発展した。その後、双子姉妹は被害者側を告訴し、警察

が被害者側を調査するという事態となっている。

　この告発を契機として、様々な著名人が過去の学校暴力経験を掘り起こされる事件が続発し、韓国

国内では「学校暴力の再燃現象」と呼称されている。これらの告発の中には虚偽のものもあるため、

単なる被害告発であるだけでなく新しい形の「サイバーいじめ」に相当する事例も少なくないと考え

られている。

　学校暴力の加害者が告発され、被害者が支援されるという認識は学校暴力予防法浸透の結果である

が、一方で、学校暴力予防の意義から外れて、過去を含めた過剰な相互監視、事実の検証が置き去り

にされた状態での成功者への過剰なバッシングへとつながっている側面も存在しており、過度の競争

社会における不平・不満のはけ口となってしまっている。47

　本現象は、韓国における学校暴力対策の進展によって、新しい観点から過去の事例を遡る経過の中

で生じている事態であると考えられる。第Ⅰ期から第Ⅴ期までの試行錯誤を経て充実化してきた韓国

学校暴力対策の枠組みが、成功者へのバッシングや虚偽の告発などに濫用されることによって批判の

対象となり、対策が後退しないように注視していく必要があると考えられる。
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5 　総合考察

5 － 1 　「韓国における『学校暴力』に関する統計調査」から読み取ることができる傾向

　2012年から実施されている「学校暴力実態調査」では、2012年12.3％であった被害応答率が2017年

には0.8％まで減少したが、2018年に1.3％、2019年には1.6％まで増加し、その後は 1 ％前後を維持し

ている。「学校暴力実態調査」は学校暴力審議件数とのギャップや、調査方法自体の問題点が指摘され、

調査結果の信憑性の問題が問われた。しかし、2018年からは小・中・高校の質問項目を整理し、調査

参加の場所について工夫するなど、調査の信頼性を向上させるための改善がなされつつある。

　2018年から2019年には学校暴力の被害件数が反動・増加し、特に2019年はコロナ禍のために登校が

困難な状況があったにもかかわらず学校暴力が増加した。学校暴力の内容に関しては、いわゆる身体

的な暴力から「言語的暴力」「仲間はずれ」「サイバー嫌がらせ」「性暴力」など、可視化が難しいタ

イプの暴力が増加しており、学校暴力の潜在化が加速化していることが理解された。

　プルンナム財団等の民間団体の調査と比較すると、被害応答率は民間団体調査のほうが高く、また

「サイバー嫌がらせ」などの可視化困難な暴力の増加は共通する課題として捕捉されている。被害応

答率の低減に関しては政府施策の有効性を論じる言説のみならず、学生の声や民間団体が代弁する声

を取り入れながら、学校暴力の低減に直結する施策の必要性が理解できた。また、可視化困難な暴力

の増加についてはコロナ禍における世界共通の課題と考えられるが、韓国教育部からの効果的な施策

の提示が待たれるところである。

5 － 2 　「学校暴力予防および対策に関する法律」の変遷と特徴

　筆者らは表 7「韓国における『学校暴力予防および対策に関する法律』の変遷」を作成した。以下、

本表を元に抽出した韓国学校暴力予防法の特徴である、①「学校暴力」の種類と対象の拡大、②学生

や保護者の責任・参加の拡大、③学校暴力に対する管理の強化と積極的な警察介入という 3 つの側面

について説明を行う。

①　「学校暴力」の種類と対象の拡大

　表 8 は「韓国における『学校暴力』の定義の変遷を整理したものである。2004年に学校暴力予防法

が制定された際、韓国の学校暴力は法律により初めて公的に定義された。2004年当時の定義は「学校

内外で学生間に発生した暴行・脅迫・仲間はずれなどにより、身体・精神または財産上の被害を伴う

行為として大統領令で定める行為」であった。その後、2008年における同法の改定により、「傷害」、「監

禁」、「略取・誘引」、「名誉毀損」、「侮辱」、「恐喝」、「強要および性暴力」、「情報通信網を利用した淫

乱・暴力情報」が追加され、2009年には「学校暴力」の対象として「障がい学生」が追加された。

2012年の改定では、既存の条文においては「学生間」とされていた学校暴力の対象が、「学生を対象

として」に拡大され、教員による学生への暴力なども「学校暴力」として認めることとなった。また、

学校暴力の種類として「強制的使い走り」、「サイバー仲間はずれ（サイバー嫌がらせ）」が追加された。
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表 7 　韓国における「学校暴力予防および対策に関する法律」の変遷
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②　学生や保護者の責任・参加の拡大

　「学生や保護者の責任」に関しては加害学生に対する「特別教育履修の義務化」、加害学生の保護者

に対する「被害学生の治療費用の負担」を特徴として挙げることができる。

　2004年の法制定では被害・加害学生の措置の基準が作られ、2008年改定において「学校への奉仕」、

「社会奉仕」、「特別教育履修および心理治療」措置が加害学生に課される場合には加害学生とその保

護者が特別教育を履修するように義務付けられた。さらに、2012年改定では特別教育の履修を拒否す

る加害学生の保護者に関しては過料を負担させることとなった。

　また2008年の改定では、加害学生の保護者には被害学生に治療に関する費用を負担することが義務

付けられ、2012年改定においてその範囲が拡大され「心理相談および助言」や「一時保護」に関する

費用に関しても加害学生の保護者が負担することとなった。

　「学生や保護者の参加」に関しては、学校暴力専担機構および対策自治委員会での「調査依頼」と「意

見陳述」、「委員としての参加」などがある。

　2008年改定において設置された「学校暴力専担機構」では、2009年改定で被害学生や保護者が学校

暴力被害事実の調査を依頼することが可能となった。2004年の法制定による「学校暴力対策自治委員

会」の措置では被害学生の措置に同意を求めていた。しかし、2012年改定では被害学生と保護者が意

見の陳述をすることとなり、被害・加害学生の再審請求も可能となった。

　また、2011年の改定において「学校暴力対策自治委員会」の委員の過半数以上が保護者代表で構成

されることとなり、学校暴力の審議にも参加することとなった。2019年改定により「学校暴力対策自

治委員会」の機能が市・道の教育支援庁に移管された以降も、「専担機構」委員の 1 / 3 以上が保護者

によって構成されることとなった。

　2012年改定では、保護者に対して予防教育が実施されることとなり、「学校暴力」の対策を学生の

みならず、保護者に対しても参加と責任を求める施策となっている。

③　学校暴力に対する管理の強化と積極的な警察介入

　2012年改定により、国および自治体が学校内外の映像情報処理機器を統合的に監視することが可能

となり、学校内に配置されることとなった。また、学生の保護や学校安全業務を担当する「学生保護

人力」の配置が可能となった。さらに、「学校専担警察官」が配置され「学校暴力対策自治委員会」

表 8 　韓国における「学校暴力」の定義の変遷



247

羅：韓国における学校暴力予防・対策法制の展開と現状

が警察に関係書類を請求し参考することができるようになり、2017年改定ではこの制度を法制化する

ことで、学校暴力に対する管理が強化され、警察介入も積極的に取り入れられつつある。

5 － 3 　韓国における「学校暴力」対策の変遷と特徴

　表 9 は韓国における「学校暴力」対策の変遷を、対策のアプローチおよび連携する関係機関との関

連に焦点化してまとめたものである。

　2004年の学校暴力予防法制定以前である第Ⅰ期の学校暴力対策は主に司法的アプローチの側面から

なされていた。その背景には、学校暴力予防法が成立する以前であったため、主に「少年法」によっ

て対応されていたという理由がある。

　「韓国版いじめ」の加害学生に対する少年部送致や損害賠償、「 3 ヶ月間いじめを行った事件」の加

害学生13人に対する保護観察処分、「大田D高等学校集団嫌がらせ事件」における加害学生の少年部

送致等、加害学生およびその保護者、また学校関係者に対して罰金や懲役刑（執行猶予）が下される

など、法律的処分が行われることが多かった。

　第Ⅰ期における司法的アプローチ以外の対応を見ると、当時与党であった新韓国党が常習暴力学生

を隔離する方法を推進し、韓国教育部は「集団仲間はずれ被害相談電話　1588-7179」48を開設する

などの取組を開始した。しかし、これらが法制度に編み上げられていくまでには 5 年の歳月が必要で

あった。

　第Ⅱ期の冒頭に位置づけた2004年の学校暴力予防法制定と同時に、韓国における学校暴力対策は本

格的に始まった。学校暴力対策の法的基準が出来上がり、心理・福祉・警察など多様な観点でのアプ

ローチが始まった。

表 9 　韓国における「学校暴力」対策の変遷
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　本法により学校では「専門相談教師」の配置が法制化されたことにより、心理的アプローチが法律

上認められ、「社会福祉士」を活用した研究学校を通じた社会福祉的アプローチも登場した。また、「117

性売買被害女性緊急支援センター」の相談対象として学校暴力が含まれるようになり、警察力を使っ

たアプローチも開始された。

　裁判を通じた司法的アプローチも続いていたが、第Ⅱ期における裁判では初めて学校暴力問題の責

任を加害学生の保護者と学校側両方に問い、損害賠償をするように命じる判決が出された。

　さらに、「学生危機相談総合支援サービス」である「Weeプロジェクト」が発案され、学校相談網

が構築され、「学校内代案教室」が設置されたことにより、学校暴力問題解決の総合支援の可能性が

示された。

　第Ⅲ期には、「Weeプロジェクト」を活用するため、学校内段階で心理相談支援を行う「Weeクラス」

と学校内で解決できない根本的困難を解決し、地域社会との連携を通じた支援を行う、地域段階の施

設である「Weeセンター」がモデル事業として実施、運営されはじめた。

　2011年に起きた「大邱中学生集団嫌がらせ自殺事件」は学校暴力対策に大きな変化を及ぼし、2012

年 1 月からの第Ⅳ期の時代へと移行していった。この時期には、学校暴力の実態を把握するため、小

学生 4 年生から高校 3 年生までを対象として「学校暴力実態調査」を全数調査で行うことが法律上に

義務付けられ、学校専担警察官の配置や加害学生に対する厳罰化の傾向が強まった。一方では、「Wee

プロジェクト」に関する法律が制定され、事業が全国的に実施されることとなった。

　第Ⅳ期での学校暴力政策の特徴は「警察介入拡大」と「加害学生の厳罰化」であった。学校暴力事

件の捜査を「強力系」警察の特別捜査チーム（捜査本部を立ち上げて組織的な対応をするチーム）が

行い、学校に学校暴力問題を専担する「学校専担警察官」を配置するなど警察を介入した対策が活発

に行われた。

　また、加害学生の加害事実と「学校暴力対策自治委員会」での措置の内容を生活記録簿に記載し、

高校・大学入試の提出書類に表記することが義務付けられた。

　これらの強権的な施策に対して、ある中学生（学校暴力の加害学生）から憲法訴願が提出されたが、

「生活記録簿記載は学校暴力予防および再発を防ぐ効果的手段である」として憲法裁判所において合

憲判決が下った。したがって、第Ⅳ期の学校暴力対策は厳罰化（ゼロトレランス化）の性格がさらに

強化されたといえる。49

　第Ⅳ期の後半からは家出や不登校状態にある「学校外青少年」による事件が多発し、第Ⅴ期の法律

改定に影響を与えた。

　第Ⅴ期には学校暴力対策の組織化が進められ、また学校内での教育的解決の方向性が打ち出された。

市・道教育支援庁に「学校暴力対策審議委員会」が新設され、学校暴力の審議を校内の「学校暴力対

策自治委員会」から移管する一方、軽微な学校暴力は学校長が解決することができるようになり、学

校本来の役割である「学生間の教育的解決」が促進された。厳罰化の方向性が強かった学校暴力対策

に対して修復的司法の萌芽が見られると共に50、学校暴力対策の「選択と集中」がなされ合理化が促

進されつつある。
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5 － 4 　韓国における「仲間はずれ（따돌림따돌림）」の定義と日本における「いじめ」の定義の比較検討

　韓国学校暴力予防法と日本の「いじめ防止対策推進法」との全般的な比較検討は次稿以降の課題と

するが、ここでは韓国における「仲間はずれ（따돌림따돌림）」の定義と日本における「いじめ」の定義の

比較から、特に韓国学校暴力予防法の特徴を析出していきたい。

　日本では文部省（当時）における「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」にお

いて、1986年に初めて「いじめ」の定義を行った上での実態調査が実施された。

　一方、韓国では日本における「いじめ」に相当する行為は、2012年における学校暴力予防法の大幅

改定において初めて「仲間はずれ（따돌림）따돌림）」として定義され、「学校暴力」の一種として対策を要す

る問題として定義されることとなった。

5 - 4 - 1 　 2012年の「学校暴力予防および対策に関する法律」の大幅改定における「仲間はずれ（따따

돌림돌림）」の定義と日本における「いじめ」の定義の類似点

　2004年の学校暴力予防法の制定時に、「仲間はずれ（따돌림따돌림）」はすでに「学校暴力」の中に位置づ

けられていた。しかし、「仲間はずれ（따돌림따돌림）」についての具体的な定義がなされたのは、2012年の

大幅改定によってであった。

　2012年の「学校暴力予防法」の大幅改定において、「仲間はずれ（따돌림따돌림）」とは「学校の内外で 2

人以上の学生達が特定人または特定集団の学生達を対象として持続的あるいは反復的に身体的、また

は心理的攻撃を加え、相手が苦痛を感じるようにする一切の行為」とされていた。

　また、2012年の大幅改定においては「サイバー仲間はずれ（사이버 따돌림사이버 따돌림）」の定義も追加された。

　「サイバー仲間はずれ（사이버 따돌림사이버 따돌림）」は「インターネット、携帯電話など情報通信機器を利用し、

学生達が特定学生達を対象として持続的、反復的に心理的な攻撃を加えたり、特定学生と関連する個

人情報または虚偽事実を流布し、相手に苦痛を感じさせる一切の行為」と定義された。

　ここで注意しておきたい点は、表10にあるように日本における「いじめ」の定義とほぼ類似の内容

が、韓国においては「仲間はずれ（따돌림따돌림）」と定義されている点である。つまり、韓国では法律上

は「いじめ」の定義は無く、学校暴力の一部である「仲間はずれ（따돌림따돌림）」として扱われている。

　2012年「学校暴力予防法」の大幅改定における「仲間はずれ」の定義を見ると、日本における1986

年からのいじめの定義である「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続

表10　韓国における「仲間はずれ」と1994年まで日本における「いじめ」の定義の比較
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的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実（関係児童生徒、い

じめの内容等）を確認しているもので、起こった場所は学校の内外を問わないもの」や、日本におけ

る1994年の定義である「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加

え、③相手が深刻な苦痛を感じているもので、起こった場所は学校の内外を問わないもの。また、個々

の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立

場に立って行うこと」と内容が類似していることが分かる。

5 - 4 - 2 　 韓国における「仲間はずれ（따돌림따돌림）」の定義と2006年以降の日本改定法における「いじめ」

の定義の差異

　2016年度に開催された日本のいじめ防止対策協議会において配布された資料において、文部科学省
51は「ごく初期段階のいじめ」「好意から行ったが意図せず相手を傷ついた場合」等も「いじめ」とし

て認知することとしている。その例として、「授業中に先生に指されたが答えられないAさんにBさん

が『こんな問題も分からないの』と言った。Aさんはショックを受けて下を向いてしまった」や「A

さんはBさんに『もっと友達と積極的に話した方がいいよ』と助言したつもりだったが、対人関係に

悩んでいたBさんは、その言葉で深く傷ついた」などを出している。

　一方、韓国における「仲間はずれ（따돌림따돌림）」の定義では「 2 人以上の学生たちが」という要件が

記されている。マンツーマンでのいじめも「いじめ」として認知するという点は、日本と韓国の「い

じめ」定義の差異であると言える。

　また、2006年の改定における日本のいじめの定義は「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者か

ら、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」となされた。さら

に2013年における改定により「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当

該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦

痛を感じているもので、起こった場所は学校の内外を問わないもの」となり、1994年まで使われた定

義から「自分より弱いものに対して」、「一方的に」、「持続的に」、「深刻な苦痛」などの項目がなくな

り、さらに包括的な意味を持つ用語へと変化してきた。

　表11は、韓国学校暴力予防法の「仲間はずれ」と2006年からの日本の「いじめ」の定義を比較し、

整理したものである。

　上記のように、韓国における「仲間はずれ」の定義である「学校の内外で 2 人以上の学生達」の項

目は日本の「いじめ」の定義との相違点があるといえる。また、2006年から日本における「いじめ」

定義の改定により、「一方的」、「持続的」の項目がなくなることで韓国における「仲間はずれ」の定

義の中の「学校の内外で 2 人以上の学生達が特定人または特定集団達を対象として」、「持続的あるい

は反復的」の内容との齟齬が生じていることが理解できる。

　また前出の表 8 のように、韓国は様々な学校暴力事件の発生に対応して法律で対応できる学校暴力

のカテゴリーを拡大していく方向性を採っている。しかし、日本の「いじめ防止対策推進法」では、

2006年からは被害生徒の「主観的苦痛」を定義に採り入れている。2013年にはより詳細な規定に変更

されたが、カテゴリーの拡大をせずに対策できる定義となっている。
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　韓国学校暴力予防法と日本の「いじめ防止対策推進法」は対象とする学校暴力問題の範囲も施策の

アプローチも大きく異なっているが、「いじめ」関連の定義を比較するだけでも両国の施策には異な

る特徴があることが理解できる。

6 　本研究の評価と今後の課題

　前稿に続いて、本稿によって韓国学校暴力予防法の変遷を現代に至るまで描くことができ、その対

策の変遷も整理することができた。今後は、韓国学校暴力予防法のその後の変遷をフォローすると共

に、韓国学校暴力予防法の範疇内での「仲間はずれ」への対応と日本の「いじめ防止対策推進法」と

の全般的な比較も行っていきたい。また、韓国学校暴力予防法が示した方向性が韓国競争社会のさら

なる激化の中で奏功するかについては、施策の効果測定に基づいた検証が必要と考えている。そのよ

うな効果測定研究についても検討していきたい。

　特に筆者らが関心を持つのは、厳罰化ではない学校暴力予防のあり方である。韓国で実施されてい

る「オウリム・プログラム」のプログラム内容の紹介や効果測定結果の検証、また日本をはじめとし

た他国における類似のプログラムの比較検討なども筆者らの今後の研究課題であると考えている。

7 　執筆者の役割分担

　本論文は羅妍智による2018年度東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科修士論文「韓国における『い

じめ』問題に対する法制度の成立と展開」が元になっている。ライフデザイン学部紀要に投稿するに

あたり、修士論文の内容を精選すると共に、大幅な加筆・修正を行った。したがって、本論文の第一

著者は羅妍智である。修士論文の主指導教員であった鈴木崇之は責任著者として、修士論文に引き続

き、執筆内容に関する指導および草稿に対する修正指導を行った。

表11　韓国における「仲間はずれ」と2006年から日本における「いじめ」の定義の比較
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Abstract
　In the previous paper, the authors defined the period before 2004, when Korea’s “Act on the 
Prevention of and Measures against School Violence” was enacted, as Period I, the period from 
2004 to 2008 as Period II, and the period from 2008 to 2012 as Period III, and organized the 
characteristics of the measures for each period. In this paper, the authors define the period from 
2012 to 2019 as Period IV, and the period from 2019 to the present as Period V, with the aim of 
organizing the characteristics of the measures for each period.
　In this paper, the authors organized information collected from the Internet and various 
literatures, analyzed data, legal systems, and conducted case studies of school violence incidents.
　In the Ministry of Education’s “School Violence Survey” in Korea, which has been conducted 
since 2012, the damage response rate, which was initially 12.3％, decreased to 0.8％ in 2017. On the 
other hand, the number of deliberations on school violence has been increasing, and problems with 
the survey itself have been pointed out. In terms of the content of school violence, there was an 
increase in violence that is difficult to visualize, from “physical violence” to “verbal violence,” 
“ostracism,” “cyber harassment,” and “sexual violence.”
　The definition of school violence in the School Violence Prevention Law has changed from “assault, 
intimidation, and ostracism” in the 2004 law to encompass “cyber harassment” and “sexual violence” 
in 2012. After the 2012 revision, the direction of police intervention and severe punishment of 
perpetrating students became clear, but the 2019 revision will promote the organization of measures 
against school violence, strengthen the authority of school principals, and promote educational 
solutions. The direction has changed to strengthen authority and promote educational solutions.
　While Japan’s Law for the Promotion of Anti-Bullying Measures encompasses the subjective 
aspects of victimized students in its definition, Korea’s School Violence Prevention Law expands 
the definition in line with the increase in the category of school violence, and the policy is now in 
Period V, showing signs of restorative justice but still maintaining the direction of severe 
punishment. It is necessary to verify the effectiveness of the current measures based on the 
measurement of their effectiveness in the increasingly competitive Korean society.

Keywords： Act on the Prevention of and Measures against School Violence, school violence, 
bullying, South Korea
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