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特集論文：人権問題
報告

現代日本における「上下」からの差別と排外主義
――朝鮮学校への差別、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムと
国連の是正勧告
朴金優綺（パクキム・ウギ）
在日本朝鮮人人権協会 事務局員
はじめに――ある在日朝鮮人 4 世の訴え
「私の外曽祖父は、日本の植民地支配期に朝鮮半島から日本に強制連行され、炭
鉱で強制労働を強いられました。その後は『日本』兵としてニューギニア戦線に送
られ、その地で命を絶ちました。私はこの事実を 9 歳のときに祖父から聞きました。
祖父は子どもたちの生活を支えるために幼いころから働き、学校にも通うことがで
きませんでした。そのため80歳になる今でも朝鮮語をあまり話すことができず、読
み書きもできません。
私は朝鮮学校に通ったおかげで、祖父が習えなかった朝鮮語を学ぶことができま
した。日本で生まれ育っても、在日朝鮮人として自らの言葉や文化、歴史、アイデ
ンティティを学び、同じルーツを持った仲間と出会える場が朝鮮学校なのです。そ
のような在日朝鮮人のための民族教育の場である朝鮮学校に通う生徒たちへの民族
差別は許されません。私は、もうこれ以上朝鮮学校に通う後輩たちに悲しい思いは
させたくありません」

201₄年 8 月、ジュネーブで行われた国連・人種差別撤廃委員会の委員と NGO と
の会合の場で、
「高校無償化」制度から除外され続けたまま朝鮮高校を卒業した在
日朝鮮人の大学生が発言した内容の一部である1。日本の帝国主義及び植民地主義
が、在日朝鮮人の生に ₄ 世代にもわたり影響を与えていることが委員らに伝えら
れた瞬間であった。
本稿では、現代日本における差別と排外主義が最も顕著に現れる場といえる朝
鮮学校への差別と排外主義の現状を、国家権力による「上」からのものと、草の
根レベルでの「下」からのものに分けて考察し、差別と排外主義に抵抗する在日
朝鮮人による社会運動を紹介する。さらに、2010年以降、在日朝鮮人らが国連の
人権保障システムを利用し訴えを行った結果、国連の条約機関や人権理事会の場
で、朝鮮学校への差別や排外主義が国際人権基準に照らして是正されるべき「差
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別」であると認められたことを検証する。これにより、日本の継続する植民地主
義と、それに抵抗する在日朝鮮人の現状を伝えたい。
1．朝鮮学校に対する「上下」からの差別と排外主義
（1）朝鮮学校とは
朝鮮学校とはどのような学校なのだろうか。一言でいえば、朝鮮学校とは、日
本の朝鮮植民地支配によって奪われた朝鮮の言語や文化、歴史を取り戻し、朝鮮
人としてのアイデンティティを育むことのできる、在日朝鮮人の子どもたちが通
う民族学校である。
歴史的にみると、日本帝国主義は1910～19₄₅年の朝鮮植民地支配の過程で、朝
鮮人から言語や文化、名前までをも奪い、徹底的に日本への同化を強制する皇国
臣民化政策を取った2。日本の朝鮮植民地支配による土地の収奪と農村経済の破壊、
戦争基幹産業への強制的な労働力動員などによって、日本に渡らざるを得なかっ
た朝鮮人は増え、その数は19₄₅年 8 月の日本の敗戦／朝鮮の解放時には200万人以
上に達していた。その多くは朝鮮半島に戻ったが、米ソ冷戦体制の下で朝鮮半島
情勢が緊張状態にあったことなどから、約60万人の朝鮮人が日本に留まらざるを
得なかった。
かれらが戦後、貧困にあえぎながらもわずかなお金を出し合って、日本の朝鮮
植民地支配によって奪われた「自らの言葉＝ウリマル」での教育を取り戻そうと、
自ら作った「国語（朝鮮語）講習所」が、現在の朝鮮学校のルーツだ。かれらは
朝鮮語を用いた自主教育ですら厳しく取り締まられた植民地期の苦い経験に基づ
いて、日本全国各地に多数の「国語講習所」を作っていった3。「力のあるものは
力を、お金のあるものはお金を、知恵のあるものは知恵を」というスローガンは、
自らの手で学校を作り上げようとする当時の在日朝鮮人たちの決意を表したもの
である。
「国語講習所」はやがて、国語、算数、理科、社会など、普通教育として求めら
れる教科を備えた学校へと発展していき、その数は19₄6年に₅00校を超えた₄。し
かし、朝鮮学校はその後、日本を占領していた文部省及び連合国軍総司令部
（GHQ）の弾圧によって、19₄8～19₄9年にかけて、そのほとんどが強制閉鎖に追
い込まれることとなる。当時の文部省の論理は「朝鮮人子弟であっても、学令に
該当する者は、日本人同様、市町村立又は私立の小学校又は中学校に就学させな
ければならない」₅というもので、19₄8年 3 月、文部省と GHQ は大阪、東京、兵
庫、山口、広島、岡山など約200校の朝鮮学校に対し閉鎖命令を出した。教育の自
主性を求めていた朝鮮人たちはこれに強く抗議し、山口、岡山、兵庫で学校閉鎖
令の撤回にこぎつけたが、これに激昂した GHQ は19₄8年 ₄ 月2₄日、占領期唯一
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の「非常事態宣言」を発し、学校閉鎖令撤回の無効を宣言。この過程で約2,000名
の朝鮮人が検挙され、大阪では当時16歳の金太一少年が警察に射殺され、兵庫で
は活動家の朴柱範が事実上の獄死を被った6。日本政府は翌年10月にも再び朝鮮学
校閉鎖令を出し、これによって36₇校もの朝鮮学校が強制閉鎖された₇。日本の植
民地主義と GHQ の反共主義の結託により行われた在日朝鮮人たちの民族教育に対
するこの一連の弾圧と、それに抵抗した在日朝鮮人たちの闘争の歴史は、「₄.2₄
（サイサ）教育闘争」の名で、在日朝鮮人たちの中で今も広く記憶され続けている。
このような弾圧によって朝鮮学校は19₅1年時点で116校にまで激減、一部の学校
は日本の公立学校とされた8。しかし19₅2年 ₄ 月、サンフランシスコ講和条約発効
と共に主権を回復した日本政府は、在日朝鮮人の日本国籍の「喪失」を一方的に
通告し、今度は「外国人」である在日朝鮮人には学校への就学義務はなく、就学
はあくまで「恩恵」だという立場へと転換した。その後、公立校となっていた朝
鮮学校は廃校に追い込まれた。
こうして日本の教育体系からも排除された朝鮮学校は、その後19₅₅年に結成さ
れた在日朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会（朝鮮総聯）を基盤とし
て、朝鮮民主主義人民共和国政府による財政支援もなされる中で息を吹き返し、
19₅0年代末以降、自主学校として全国的に再建されていく。一方、日本政府は
196₅年に「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮
人学校」は学校教育法上の「各種学校」としてすら認めるべきでないという見解
を示し9、国会では朝鮮学校の教育内容への介入や日本政府による朝鮮学校閉鎖を
可能にする「外国人学校法案」が上程された。しかし、日本政府や国会のこのよ
うな動きには在日朝鮮人のみならず日本人の市民や地方自治体からも大きな反対
の声があがり、朝鮮学校が所在する各地方自治体は、日本政府の方針に逆らう形
で朝鮮学校を「各種学校」として次々と認可していき、国会に幾度も上程された
「外国人学校法案」もすべて廃案となった10。こうして政府や国会での朝鮮学校敵
視の動きに反対する運動が各地で盛んになっていく中で、朝鮮学校は日本社会に
おける肯定的な社会的認知も得ていき、その数は19₇0年代半ばには160校を超える
に至った。
しかしながら、学校教育法上の「各種学校」という地位は正規の「学校」とい
う地位ではないため、朝鮮学校の生徒はかつて公式のスポーツ試合にも出場でき
ず、JR の通学定期運賃の割引制度も利用できなかった。これらの問題は1990年代
の在日朝鮮人たちの権利運動によって是正されたが、朝鮮学校はいまだに日本政
府からの財政支援が皆無であり、同じ「各種学校」の地位にあっても他の欧米系
外国人学校には認められている税制上の優遇措置は受けられず、外国人学校の中
で唯一、朝鮮高校の卒業生には日本の大学入学資格が一律に与えられていない11。
このような日本政府による差別政策のみならず、1980年代末から2000年代はじ
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めにかけては、一般の市民が朝鮮学校の女子中高生の民族制服を電車内で切り裂
いたり、小学生にまで暴言・暴行を浴びせたりするようなヘイトクライム（差別
的動機に基づく犯罪）が数百件も頻発した12。しかし、日本の警察は朝鮮学校側
の被害告発にほぼまともに対応せず、ほとんどのケースで犯人は逮捕すらされな
かった。結果的に朝鮮学校側は2000年代以降、通学時の民族制服の着用を取りや
めざるを得ず、現在の朝鮮学校生徒たちは通学時に日本の学校と同様の制服を着
用し、学校内で民族制服に着替えて着用している。
以上、朝鮮学校の設立当時から2000年代までの状況について駆け足でみてきた
が、このような過程からわかるように、朝鮮学校はそのスタートからして、朝鮮
人の自主的な民族教育を認めようとしない日本政府によってたびたび過酷な弾圧を
受けてきた。これに対して、在日朝鮮人たちは幾度も果敢に抵抗し、文字通り命を
かけて朝鮮学校を死守してきた。こうした抵抗の歴史の中で在日朝鮮人たちは、日
本政府による差別や教育内容への介入を受けずに自主的な民族教育を行う権利、す
なわち「民族教育権」の保障を日本政府に訴え続け、今日も声を上げている。
（2）「上」からの差別―「高校無償化」制度除外と補助金停止
（a）
「高校無償化」制度からの朝鮮高校の除外
朝鮮学校は現在も、国家権力による「上」からの差別にさらされている。すな
わち、日本政府が始めた「高校無償化」制度13（以下、
「無償化」制度）から、外
国人学校の中で唯一朝鮮高校の生徒たちだけが除外されているという公的な差別
である。
まず、制度の概要について少し説明したい。日本では小・中の 9 年間の義務教
育は無償であり、それを高校まで拡大したのが、2010年 ₄ 月から始まった「無償
化」制度だ（201₄年 ₄ 月からは所得制限が課されている）
。同制度は、教育費の負
担軽減により高校段階の子どもたちすべてに教育を受ける機会を与えることを目
的としたものであり、
「各種学校」認可を受けた外国人学校もその対象とした。外
国人学校の場合、年間約12～18万円の「就学支援金」が学校を通じて各生徒に支
給される。
日本の文部科学省（以下、文科省）は、
「無償化」制度の適用対象となる外国人
学校を①本国認定校、②国際評価機関認定校、③その他の 3 つに分類し、2010年
₄ 月30日には①として中華学校やブラジル学校など1₄校、②としてインターナショ
ナルスクール1₇校をそれぞれ対象校として指定した。全国に10校ある朝鮮高校に
関しては、文科省は③のカテゴリーに当たるとし、当初は朝鮮高校の生徒にも就
学支援金を支給する予定であった。
しかしながら、制度開始直前の2010年 2 月、当時の中井洽拉致問題担当大臣が、
「無償化」制度からの朝鮮高校の除外を文科大臣に要請したことが報道されると、
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日本政府は朝鮮学校への適用を留保し、同年11月に朝鮮半島での軍事的緊張が高
まるや、当時の菅直人首相はすぐさま朝鮮高校の「無償化」制度適用に向けた審
査手続きの停止を命じた。高校授業料の「無償化」という、すぐれて教育に関す
る事項に、日本と朝鮮民主主義人民共和国間の政治・外交上の問題を絡ませたの
である。
菅首相は2011年 8 月、退任にあたって同審査の再開を命じたが、次の野田佳彦
内閣は審査を引き伸ばし2012年12月に退陣、そのまま民主党政権は崩壊した。
そして2012年末、自民党・公明党による第二次安倍政権が登場すると、政権は
真っ先に、朝鮮高校の審査基準となっていた上記の規定③自体を削除する省令改
定を行うと同時に、朝鮮高校に制度の適用をしない旨の不指定通知を出すことに
よって、2013年 2 月20日、
「無償化」制度からの朝鮮高校の完全な除外を断行し
た。当時の下村博文文部科学大臣は「
（日本と朝鮮民主主義人民共和国の間の）拉
致問題に進展がない」 1₄ことなどをその理由として、朝鮮高校の除外が政治・外
交的なものであることを隠そうともしなかった。
「無償化」制度が開始した2010年以降、就学支援金を受け取れずに卒業した朝鮮高
校生は現在₅,000人以上に上り、被害額の累計は概算で1₇億8200万円となっている。
（b） 地方自治体による朝鮮学校補助金停止
こうした日本政府による朝鮮学校へのあからさまな差別は、地方自治体による
朝鮮学校差別まで引き起こした。すなわち、地方自治体が朝鮮学校に長らく支給
してきた補助金の停止及び縮減である。
前述したとおり、朝鮮学校が所在する各地方自治体は、在日朝鮮人たちによる
民族教育権の保障を求める運動に呼応して、1960年代後半から19₇0年代にかけて
は朝鮮学校に「各種学校」認可を与え、概ね19₇0年代以降、日本政府による財政
支援がない朝鮮学校に対して、地方自治体の権限で補助金を支給してきた。地方
自治体による朝鮮学校への補助金額は、日本の公立学校や私立学校に対するそれ
と比べて著しく少ない額ではあるものの、日本の国庫助成が皆無である朝鮮学校
にとって、学校運営の貴重な財源となってきた。
しかし、日本政府が朝鮮高校への「無償化」制度適用を保留した2010年度以降、
東京都、大阪府、埼玉県の各知事は2010年度の朝鮮学校への補助金支給を急きょ
停止した1₅。その後、2011～201₇年度にかけて宮城・千葉・神奈川・広島・山口・
新潟・茨城・栃木・和歌山・三重・群馬の各県も補助金支給を停止し、さらには
大阪・福岡・広島・仙台・横浜・千葉などの各市まで補助金支給を停止する事態
となった。2009年度には朝鮮学校が所在するすべての都道府県自治体が朝鮮学校
に補助金を支給していたのに対して、2018年10月現在、その半数の1₄都府県が補
助金を停止するに至っている。
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補助金停止の理由は、ほとんどが拉致問題や朝鮮民主主義人民共和国の核・ミ
サイル問題を理由とするもので、日本政府による朝鮮学校「無償化」除外の論理
がそのまま地方自治体に引き継がれた形となった。こうした地方自治体による朝
鮮学校補助金停止の流れに追い打ちをかけるように、2016年 3 月、文科省は朝鮮
学校への補助金支給の「見直し」を促す「通知」を各自治体に送付した16。この
「通知」後、上記の茨城・栃木・和歌山・三重・群馬の ₅ 県が補助金を停止してお
り、同通知が地方自治体に対する事実上の補助金停止圧力となったことがわかる。
補助金が停止された朝鮮学校では、日本政府による財政援助が皆無な中で高額
にならざるを得ない授業料をさらに値上げしたり、もともと低賃金で働いている
教員たちの給料をさらに減額するなどの苦渋の決断を強いられている。その結果、
朝鮮学校に子どもを通わせたくても、経済的な理由で通わせることができない家
庭も少なくない。
こうして、日本政府と地方自治体など「上」からの民族差別に基づく経済的圧
迫により朝鮮学校の存続は文字通り危機に瀕しており、学校数は現在6₇校、生徒
数は約6,000人にまで減少している。
（3）「下」からの差別―ヘイトスピーチ／ヘイトクライム
日本政府や地方自治体が朝鮮学校を差別することは、市井の人々に朝鮮学校へ
の偏見をまとわせ、
「下」からの差別と暴力を扇動する効果を有する。近年、草の
根レベルにおける朝鮮学校への差別に関してまず想起されるのは、2009年12月に
起きた京都朝鮮第一初級学校襲撃事件であろう。
その団体名からして歴史修正主義的である「在日特権を許さない市民の会」
（在
特会）や「主権回復を目指す会」のメンバーら11名が、京都朝鮮第一初級学校（日
本の小学校に相当）の生徒がいる時間帯を狙い、同校校門前でスピーカーを通じ
て「スパイの子どもやないか」
「密入国の子孫」
「こんなん学校やない」
「お前らウ
ンコ食っとけ、半島帰って」
「人間と朝鮮人では約束は成立しません」
「不逞鮮人」
などの罵詈雑言を吐き続けるなどして、学校の児童や保護者、教員らなどに計り
知れない被害を与えた事件である。1980～2000年代に頻発した朝鮮学校生徒への
ヘイトクライムへの対応と同様、警察はこのときも犯行現場に居合わせながらも
事態を傍観し、襲撃者らをただ見守ることで生徒たちの被害を深刻化させた。そ
して、このメンバーらはその後も 2 度にわたって同学校への襲撃を繰り返した。
被害を受けた児童らの中には、同事件を受けて夜尿や夜泣きが再発したり、廃
品回収車の発するスピーカー音に怯えて体が硬直したり、事件から数年経った後
になって、排水の音が怖くて一人でトイレに行けなくなるなどの PTSD（心的外
傷後ストレス傷害）被害がみられたという。当時の生徒から保護者に対してよく
発せられた質問は「朝鮮人って悪いことなん？」「朝鮮学校ってあかんのん？」
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「オンマ（お母さん）、私ら何か悪いことしてるの？」
「私らなんで日本に住んでん
の？」だった。朝鮮学校に通うからこそ大切に育まれてきた在日朝鮮人としての
自尊感情と自己イメージが、朝鮮学校を標的に行われた襲撃によって毀損された
のである1₇。
この京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の前年の2008年11月、在特会元会長の桜井
誠をはじめとする複数名が、在日朝鮮人の大学生が通う東京の朝鮮大学校を襲撃
した事実はあまり知られていないが、筆者が知る限り、複数名のグループが白昼
堂々と朝鮮学校に押しかけてヘイトスピーチ18を行った事件はこれが初めてのも
のである。かれらは、日本人の市民も含めてたくさんの人々が集う年 1 回の同大
学園祭の日をわざと狙って、自分たちを校内に入れろと学校関係者を脅し、最後
には「犯罪朝鮮人を日本から叩き出せ」
「犯罪朝鮮人を東京湾に叩きこめ」などの
ヘイトスピーチを大声で行った。かれらは2009年、2011年にも同大に押しかけて
「朝鮮人、出てこいよ！叩き殺してみせるから出てこいよ！」などと繰り返した。
これらの事件後、在日朝鮮人たちによる裁判提起や日本の市民社会による国連
への働きかけなどもあり（後述）
、2016年 ₅ 月には「不当な差別的言動」を「許さ
れないこと」だと宣言した、日本で初めての反人種差別法でもある「ヘイトスピー
チ解消法」 19が国会で成立し、翌月から施行された。しかし、この法は単なる理
念法に過ぎず、ヘイトスピーチへの禁止や罰則規定がなく実効性に乏しいことや、
適用対象が日本に適法に在留する外国人に限定され、先住民族や被差別部落出身
者が対象にならない問題などが当初から批判されてきた。実際、同法施行後 2 年
経った現在も、
「朝鮮学校を解体しろ」
「朝鮮人は朝鮮半島へ帰れ」
「敵国人である
朝鮮人を逮捕、投獄し、強制送還するぞ」などのヘイトスピーチが街頭で叫ばれ
続けており、ヘイト街宣の数も著しく減ってはいない。
2．在日朝鮮人による抵抗運動
（1）法廷で
朝鮮学校に対して向けられるこのような行為に対し、在日朝鮮人たちは不断に
抵抗してきた。まず、裁判という形を通じての抵抗運動について紹介したい。
日本における朝鮮学校への「上下」からの差別と排外主義に対する在日朝鮮人
たちによる近年の裁判闘争には、①京都朝鮮第一初級学校襲撃事件裁判、②「高
校無償化」裁判・補助金裁判が挙げられる。
（a）京都朝鮮第一初級学校襲撃事件裁判
本稿 1 （3）で述べた京都朝鮮第一初級学校襲撃事件に関して、朝鮮学校の教員
や保護者たちはまず、学校を襲撃した者たちを警察に刑事告訴した。2010年 8 月
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31日、京都地検はこの事件について襲撃者のうち ₄ 名を侮辱罪・威力業務妨害罪・
器物損壊罪の疑いで起訴し、京都地裁は2011年 ₄ 月21日に懲役 1 ～ 2 年・執行猶
予 ₄ 年の有罪判決を言い渡した（その後確定）
。また、朝鮮学校は学校法人として
2010年 6 月28日、朝鮮学校を襲撃した者たち 9 名と在特会を相手どり、学校への
街宣活動の禁止と計3000万円の慰謝料を求める民事訴訟を京都地裁に提起した。
裁判の結果、京都地裁は2013年10月 ₇ 日、原告の主張を認め、被告に対して、
学校を中心とした半径200メートル以内の街宣活動の禁止と1226万円の賠償の支払
いを命じる判決を言い渡した。判決は、襲撃者たちによる行為を「在日朝鮮人に
対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り
交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、
在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するも
の」であると断定して、人種差別撤廃条約 1 条 1 項の「人種差別に該当する」と
判断した20。国際人権条約を援用すること自体が稀な日本の裁判所が、ここまで
最大限に人種差別撤廃条約を適用した判決は初めてで、朝鮮学校関係者たちも歓
迎した。
この判決を不服として襲撃者たちは控訴したが、大阪高裁は201₄年 ₇ 月 8 日、
1 審判決を支持して控訴を棄却した。さらに、朝鮮学校側が地裁段階から一貫し
て主張してきたものの地裁判決ではまったく言及されなかった朝鮮学校における
「民族教育権」の侵害という点に関しても、大阪高裁は朝鮮学校が「在日朝鮮人の
民族教育を行う利益を有する」という点を認定し21、同判決は日本における在日
朝鮮人の民族教育権保障の萌芽ともいえる画期的なものとなった。
高裁判決を受けて襲撃者たちは最高裁に上告したが、201₄年12月 9 日、最高裁
は上告を棄却し、これをもって大阪高裁判決が確定した。歴史上初ともいえる、
日本の司法を舞台とした朝鮮学校側の大勝利となった。
（b）「高校無償化」裁判・補助金裁判
本稿 1 （2）
（a）で述べた「無償化」制度からの朝鮮高校の除外という日本政府
の差別を司法に問おうと、愛知・大阪・広島・福岡・東京の全 ₅ カ所で、制度か
ら除外された朝鮮高校の生徒・卒業生や、朝鮮学園が原告となって提起したのが
「無償化」裁判だ。
₅ カ所の裁判のうち、東京・愛知・福岡は、朝鮮高校の生徒を原告とする国家
賠償請求訴訟の形を取り、大阪は、学校法人が原告となる行政訴訟の形を取った。
広島はこれらの複合形態として、生徒を原告とする国家賠償請求訴訟と、学校法
人を原告とする行政訴訟を提起した。裁判形態は異なるものの、大きな争点は異
ならず、2010年 ₄ 月に「無償化」制度が始まってから2013年 2 月に朝鮮高校が
「無償化」制度から完全に除外されるまでの日本政府の対応や行為が、日本国憲法
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や「無償化」法、日本政府が批准する国際人権諸条約に反する違法な行為である
ことを訴えている。
原告側の主張に対して、被告である文科省側は、朝鮮高校を「無償化」制度の
適用対象としなかったのは政治・外交的な理由ではなく、朝鮮学校の審査基準と
なっていた規定の削除は違法でないと主張している。また、朝鮮高校が制度の対
象とならなかったのは、朝鮮学校側が朝鮮総聯の「不当な支配」を受けており、
「無償化」制度の適用を受けるための審査基準に満たなかったからだと主張。他の
外国人学校に「無償化」制度を適用する際にはまったく考慮されなかった論点を
持ち出し、朝鮮学校側に責任を転嫁しようとしていることが見て取れる22。
2018年12月現在、裁判をたたかっている ₅ カ所のうち、地裁判決が出されたの
は広島・大阪・東京・愛知の ₄ カ所で、このうち広島・東京・愛知の地方裁判所
は、いずれも文科省の判断を問題ないとし、朝鮮学校側の敗訴を言い渡した。一
方、大阪地裁は、文科省の行為は「無償化」法に違反しており無効であると判断
し、朝鮮学校側が勝訴した23。いずれも朝鮮学校側や文科省側が控訴し、大阪と
東京ではそれぞれ高裁判決が出された。大阪高裁は、朝鮮学校側が勝訴した 1 審
判決を取り消し、文科省の行為が不合理とはいえないという判断を出し、東京高
裁は、地裁とほぼ同様の判断で原告の控訴を棄却した2₄。どちらも朝鮮学校側が
最高裁に上告し、今後も裁判は各地で継続していく見込みである。
地方自治体による朝鮮学校補助金停止問題に関しては、全国の中で大阪の朝鮮
学校が唯一、大阪府と大阪市を相手に裁判を提起した。朝鮮学校側は憲法や国際
人権基準等を根拠に大阪府・市の補助金不支給の違法性を主張したが、大阪地裁・
高裁はともに、朝鮮学校側の請求をすべて却下、棄却するという不当判決を出し、
最高裁も朝鮮学校側の上告を棄却した2₅。
以下に朝鮮学校・朝鮮高校生たちが起こした裁判の現状を整理したので、参考
になれば幸いである。
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朝鮮学校・朝鮮高校生たちが起こした裁判の現状（2018年12月現在）
地裁

原告

被告

訴えの内容

提訴日

地裁判決日

地裁判決
内容

高裁判決日

高裁判決
内容

最高裁
判決日

最高裁判決
内容

大阪

大阪朝鮮学園

日本国

処分取り消し、
指定義務付け

2013年
1月24日

2017年
7月28日

原告勝訴
※国控訴

2018年
9月27日

原告敗訴
※原告上告

審理中

―

愛知

当時の生徒たち
10人

日本国

国家賠償

2013年
1月24日

2018年
4月27日

原告敗訴
※原告控訴

審理中

―

―

―

朝鮮高校
広島朝鮮学園、
「無償化」 広島 当時の生徒たち
110人
裁判

日本国

指定義務付け、
国家賠償

2013年
8月1日

2017年
7月19日

原告敗訴
※原告控訴

審理中

―

―

―

当時の生徒たち
67人

日本国

国家賠償

2013年
12月19日

2019年
3月14日

審理中

―

―

―

―

当時の生徒たち
61人

日本国

2014年
2月17日

2017年
9月13日

原告敗訴
※原告控訴

2018年
10月30日

原告敗訴
※原告上告

審理中

―

2012年
9月20日

2017年
1月26日

原告敗訴
※原告控訴

2018年
3月20日

原告敗訴
※原告上告

2018年
11月28日

原告敗訴

福岡

東京

朝鮮学校
補助金 大阪
裁判

大阪朝鮮学園

国家賠償

大阪府と 処分取り消し、
大阪市 交付義務付け

（予定）

（2）街頭で
「無償化」制度における朝鮮学校除外問題が始まった2010年以降、今日に至るま
で、数多くの市民たちが「朝鮮学校差別反対！」の声を上げてきた。朝鮮学校の
生徒や卒業生、教員や保護者はもちろんのこと、地域で近隣の朝鮮学校を物心両
面で支援する人の中には日本人の市民もたくさんおり、そのような支援者たちと
朝鮮学校関係者たちが一緒になって、日本全国各地で「朝鮮学校に無償化適用
を！」と叫び続けている。
2010年 3 月2₇日、69の市民団体が共催した『
「高校無償化」からの朝鮮学校排除
に反対する緊急行動』が東京で開かれ、急な呼びかけにもかかわらず約800名の市
民たちが集まったのを皮切りに、日本各地で日本政府による朝鮮学校差別に反対
する集会やデモが頻繁に行われ、参加者も徐々に増えていった。2013年に「無償
化」裁判が始まってからは、裁判を行っている ₅ 地域で裁判闘争を支援する組織
も新たに結成され、それぞれ独自の活動を繰り広げながら、共に全国規模の集会
も行ってきた。
朝鮮学校差別に反対する市民たちにとって、日本政府が朝鮮学校を「無償化」
制度から完全に除外した 2 月20日という日は、忘れがたい怒りの日である。近年
では毎年 2 月20日を前後して、朝鮮学校の裁判を応援する趣旨で集会、セミナー、
デモ、行政への要請行動など様々な活動が全国一斉に行われている。
このように各地で様々な活動が行われているものの、前述したような朝鮮学校・
在日朝鮮人への草の根のヘイトスピーチ・ヘイトクライムすら日本政府や警察が
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野放しにしてきた状況や、朝鮮学校差別問題は朝鮮学校側にも原因があるかのよ
うなメディアによる偏向報道、また日本と朝鮮半島の近現代史教育が丁寧になさ
れていない日本の公教育の問題などによって、大多数の日本人は朝鮮学校差別問
題にまったく関心を持っていないか、朝鮮学校への偏見を持っている状況である。
このような日本社会の朝鮮学校差別問題への無関心を変えるために、大阪・京
都・東京では毎週決まった曜日に市民たちによる街頭行動が行われている。大阪
と京都では毎週火曜日に街頭アピールが行われ、特に大阪では大阪府庁の職員を
主な対象として、
「無償化」問題と補助金停止問題の両方についてアピールしてお
り、2012年 ₄ 月の開始以降、その数は300回を超えている26。東京では朝鮮学校保
護者たちが毎週水曜日に、東京にある朝鮮大学校の学生たちが毎週金曜日に街頭
アピールを行っており、特に朝鮮大学校の学生たちによる「金曜行動」は、朝鮮
学校を「無償化」制度から除外した当局である文科省の建物前で行われ、文科省
の役人たちに呼びかける形でのアピールが行われている。2013年 ₅ 月に始まり、
今では朝鮮大学校学生だけではなく、朝鮮学校の生徒や保護者、日本人支援者が
集う出会いと連帯の場となっており、時には海外からも応援者が訪れている2₇。
ある日の金曜行動では、母子家庭で育った 3 人きょうだいの末っ子である朝鮮
高校生の訴えが文科省前で切実に響いた。
「母からは、高校にあがるとき、高校無償化から除外されたから朝鮮学校には行
かないでと言われた。母子家庭で貧しいのも知っていたので、母の気持ちは痛い
ほどわかっていた。でも母は朝鮮学校に通わせてくれた。…働きすぎて足を痛め
た母は今なお働いている。高校無償化が適用されていれば、母はもっと苦しまず
に済んだ…」。かれは、高校卒業後の進路にも悩んだが、高校で出会った教員のよ
うになりたいと、朝鮮大学校への進路を決めたという28。
3．国連機関も日本政府に是正を勧告
在日朝鮮人たちは、前述したような日本政府による歴史的な朝鮮学校弾圧の中
で、日本の行政にも国会にも司法にも頼ることができない状況を打破するために、
1990年代初頭から国連の人権保障システムを活用してきた。具体的には、人種差
別撤廃委員会や子どもの権利委員会、社会権規約（経済的、社会的及び文化的権
利に関する国際規約）委員会などの国連の各条約機関に自分たちが直面している
問題を訴え、その問題を是正するための勧告を当該条約機関から引き出すという
努力を地道に行ってきた29。
筆者が事務局スタッフとして所属する在日本朝鮮人人権協会は、在日朝鮮人の
人権擁護団体として、在日朝鮮人の声を国連機関に届けるべく、各条約機関によ
る日本審査に向けて、在日朝鮮人の人権状況に関する NGO レポートを提出した
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り、審査時には被害当事者と共にジュネーブを訪れ、条約機関の委員たちに当事
者の生の声を届けたりするなどのアドボカシー活動を長らく行っている。「無償
化」制度からの朝鮮高校除外問題が起こった2010年以降は、実際に「無償化」制
度から除外された在日朝鮮人の学生や、朝鮮学校の保護者、教員と共にジュネー
ブを訪れ、NGO として日本の審査に積極的に関わってきた。冒頭に紹介した在日
朝鮮人学生の発言も、こうした活動の過程でなされたものである。
このうち社会権規約に関しては、加盟国は同規約16条および1₇条により「経済
的、社会的および文化的権利」の実施状況を定期的に報告して審査を受ける義務
があり、日本は2009年12月に第 3 回政府報告を提出した30。この報告について社
会権規約委員会は2013年 ₄ 月30日、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所で審
査を行った31。審査の場で韓国の委員が「無償化」制度は教育に対する平等の権
利を保障するものであり、朝鮮高校の生徒と拉致問題との間には何の関係もなく、
生徒らを排除する理由にはならないと指摘し、日本政府の措置は日本で生まれ育っ
た子どもたちの教育の権利を奪うことになると述べた。日本政府はこれに対し、
拉致問題と朝鮮総聯、朝鮮高校を関連づけた説明を試み、
「国民の税金をそのよう
な学校に対して支給することは国民の理解を得られない」などと述べた。
同委員会は ₅ 月1₇日に総括所見（Concluding Observations）を採択。その中で、
朝鮮学校の「無償化」制度からの除外を「差別である」と指摘し、同制度が「朝
鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保する」ことを日本政府に強く
求めた32。
一方、日本は199₅年に人種差別撤廃条約の締約国になっているため、条約の規
定で定期的に実施状況を報告して人種差別撤廃委員会の審査を受けており、これ
まで2001年、2010年、201₄年、2018年に審査を受けてきた。
このうち201₄年 8 月に行われた第 3 回の審査では、大多数の委員が朝鮮学校へ
の日本政府による差別やヘイトスピーチ・ヘイトクライム問題について発言した。
モーリシャスの委員は、
「無償化」制度からの朝鮮高校除外について日本政府が
「特定の民族について差別を行っているのではない」と述べて責任逃れをしようと
するのに対し、
「これは差別の問題、人種主義の問題ではないのか。最終的に被害
を受けるのは朝鮮高校の生徒たちだ」と厳しく追及した。その結果、同月に発表
された総括所見の中では「締約国（日本）がその見解を修正し、適切に、朝鮮学
校が『高校授業料就学支援金』制度の恩恵を受けることができること、および、
地方自治体に対して、朝鮮学校への補助金の支給を再開し、または維持するよう
促すことを締約国に奨励する」ことが勧告され、ヘイトスピーチ・ヘイトクライ
ム問題についても「毅然として取り組むこと」が勧告された33。
この勧告は、前月に発表されたヘイトスピーチの禁止を求めた自由権規約委員
会の勧告とも相まって、ヘイトスピーチ問題への対処を日本政府に求める世論の
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後押しとなり、前述した2016年の「ヘイトスピーチ解消法」成立へと結実した。
201₇年11月には、国連人権理事会の普遍的定期的審査（UPR）による日本審査
において、ポルトガル、朝鮮民主主義人民共和国、オーストリアなどの各国が、
朝鮮高校にも「無償化」制度を適用することを求める趣旨の勧告を日本に対して
発した3₄。
さらに2018年 8 月には、人種差別撤廃委員会による第 ₄ 回日本審査の場で、ベ
ルギーと韓国の委員が、201₄年の勧告にもかかわらず、いまだに朝鮮高校に「無
償化」制度を適用せず、地方自治体による補助金停止問題も改善されていない問
題を厳しく追及した。さらに、2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法」につ
いても、被害救済にほとんど効果がないのではないかと複数の委員からの指摘が
あった。結果的に、同月に発表された総括所見の中で、朝鮮高校に「無償化」制
度を適用することを求める勧告が再度表明され、ヘイトスピーチ問題については
「ヘイトスピーチ解消法」の改正などが勧告された3₅。
こうして国連の人権保障システムを活用した国連条約機関による勧告を積み重
ねながら、それらの勧告を強力なツールとして、日本政府や地方自治体に一層強
く差別是正を求めていく運動が各地で続けられている。
最後に
以上、本稿では、現代日本における朝鮮学校への差別と排外主義のあり方を、
国家権力による「上」からのものと、草の根レベルでの「下」からのものに分け
て考察し、それに抵抗する在日朝鮮人による社会運動を紹介した。また、国連の
条約機関などの場で、朝鮮学校への「上下」からの差別と排外主義が議論され、
是正勧告が相次いでいることについて述べた。
本稿から、法廷や街頭、国連を介した在日朝鮮人たちの社会運動を背景として、
「無償化」制度からの朝鮮高校の除外や、地方自治体による朝鮮学校への補助金停
止、そして朝鮮学校生徒をはじめとする在日朝鮮人へのヘイトスピーチ・ヘイト
クライムが、国際的な人権基準の観点から、在日朝鮮人の子どもたちの人権を侵
害するものであり、是正されるべきものであると認められたことが明らかになっ
たといえる。
本稿で述べた歴史的に継続する日本政府による朝鮮学校差別の実態の背後に感
じるのは、敗戦後も在日朝鮮人を自らの支配下に置き、同化せしめたいという日
本の継続する植民地主義の本音と、日本における朝鮮民主主義人民共和国への嫌
悪である。実際、現在の日本政府による朝鮮学校への公的な差別は、日本政府に
よる独自の朝鮮民主主義人民共和国への実質的な「制裁」として行われている側
面があるが36、これについては機を改めて論じられればと思う。
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