パネル・ディスカッション 障害と開発 ‑‑ アジア
経済研究所・大阪大学共催セミナーより
著者
権利

雑誌名
巻
ページ
発行年
出版者
URL

山形 辰史, 森 壮也, 小林 昌之, 河森 正人, 川口
純
Copyrights 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア
経済研究所 / Institute of Developing
Economies, Japan External Trade Organization
(IDE‑JETRO) http://www.ide.go.jp
アジ研ワールド・トレンド
243
48‑51
2015‑12
日本貿易振興機構アジア経済研究所
http://doi.org/10.20561/00039679

パネル・ディスカッション

障害と開発

―アジア経済研究所・大阪大学共催セミナーより―

パネリスト：森 壮也（アジア経済研究所主任調査研究員）
小林昌之（アジア経済研究所主任調査研究員）
河森正人（大阪大学大学院人間科学研究科教授）
川口 純（大阪大学大学院人間科学研究科助教）
司
会：山形辰史（アジア経済研究所国際交流・研修室長）

2015年９月の国連総会で、貧困削減のためのミレニアム開発目標が「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals：SDGs）に移行することが決まった。ミレニアム開発目標では十分に対処でき
なった課題として「障害と開発」があり、SDGs への移行にともない、障害課題をどのようにして開発課題
に位置付けるかが焦点となっている。このようなタイミングを捉えて大阪大学とアジア経済研究所は、
2015年５月21日、大阪大学吹田キャンパスにおいて「障害と開発」をテーマとしたセミナーを開催した。
セミナーにおいては、講演とパネル・ディスカッションとを実施した。講演は、演者が既に出版物として
公表した内容を用いて行った（これらについては、末尾の参考文献を参照いただきたい）
。一方パネル・ディ
スカッションは、これらの出版物と別個に、障害者のエンパワメント、国連障害者の権利条約の意義、日本
と開発途上国の障害課題の共通点・接点・相違点といった点について、演者が自由に発言する形を取った。
そこで、本セミナーのパネル・ディスカッションの内容の抄録を読者に供するものである。なお、森の発言
は日本手話でなされたが、ここでは当日なされた手話通訳を元にまとめられている。

進めていきたいと思います。

それにお答えいただく形で議論を

質問をパネリストに問いかけます。

ョンですが、私の方から、三つの

山形：このパネル・ディスカッシ

●障害者のエンパワメント

所得というものが必要だと思いま

かの形で障害者個人に属する収入、

を図るためには、最終的には何ら

定を回復する、あるいは自己実現

されてきた障害者個人が、自己決

小林：私は、差別、あるいは排除

と開発で大事なことということで

っと違うかもしれませんが、障害

森 ：今示された切り口とはちょ

います。

て簡単にお話しいただきたいと思

利の救済がはかれるということに

て、行政が実施する、あるいは権

とか、裁判所の判断の根拠となっ

これは行政が従うべき法律である

思っています。立法化によって、

つまり立法化することが重要だと

していることを可視化すること、

す。ですから、このためには働く

お話しを切り出させていただきま

なります。根拠があるということ

こと、そしてそのための教育への

す。まずはアクセシビィリティの

を国ですとか社会であるとか、当

まず、三つの質問のなかの第一

問題がキーになると思います。途

事者の前に示すことになりますの

インクルージョンというものが具

上国では、日本と比べて、アクセ

で、万が一権利の侵害や権利が実

問は、障害者のエンパワメントの

シビィリティが本当に立ち遅れて

現されない場合には、それを求め

ために何が重要だと、皆さんお考

います。例えば建物に入ることが

る訴訟ですとか運動の目標にもな

体的な手段、あるいは目的となる

できない、病院に入れない、とい

り得ます。そういう形でエンパワ

えになるか、ということです。雇

ったことがあります。病院に入っ

メントが促進されると思います。

と思います。法学者の視点からは、

たとしても医者とのコミュニケー

河森：私は社会の役割について、

用ですとか、教育ですとか、人権

ションが取れない、といった状況

提起したいと思います。具体的に

働くこと、教育を受けることの権

になります。これが物理的アクセ

は、障害者自身が理想とする暮ら

利を障害者も非障害者と同様に有

シビィリティ、それからもうひと

ですとか、いろいろな切り口があ

つが情報のアクセシビィリティで

しの様があって、その目標に向か

るかと思うのですが、これについ

す。
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て、人の役に立つといったような

就労、もっというと、仕事を通じ

の様の中核にあるものが、やはり

思います。その理想とする暮らし

ートするのが社会の役割であると

て実現する、といったことをサポ

って主体的に努力していく、そし

ク ル ー シ ブ 教 育（ inclusive edu-

させるために特別支援教育やイン

ます。その不就学児を何とか就学

その大多数が障害児といわれてい

七〇〇万人の不就学児童がいて、

ても重要です。現在、世界には五

高めるためにも、また、権利とし

ります。教育は、雇用の可能性を

たいと思います。

いて、皆さんのご意見を聞いてみ

ですとか効果、あるいは課題につ

まずはこの障害者権利条約の意義

ることが求められます。ですから、

約の精神に則って、制度改善をす

を批准した国々においては、同条

大会ですとか、いろんなイベント

ンセリングの場であるとか、卓球

もりの若者がいたのですが、カウ

里町において、一一三人の引きこ

確率が高まるとか、さらには、学

際に初等教育を修了した後、就業

ないのは、就学率を高めても、実

す。ただし、注意しなければなら

） を よ り 広 く、 途 上 国 に 導
cation
入するということが必要となりま

いうように競争心があおられたこ

となると、これは恥ずかしい」と

ているので我が国だけがやらない

達 し て い ま す。「 他 の 国 が 批 准 し

准した国は、既に世界の八〇％に

く進んできました。権利条約を批

のメインストリーミングが目覚し

森 ：開発途上国でも、障害課題

ことであろうと思っています。ひ

を企画したのだけれども全然つい

習効果が上がるといった結果は保

とつ事例を挙げると、秋田県の藤

てこない。しかし就労の場を作っ

とで、この数字になっていると思

整備の進捗状況に関する報告義務

います。それから権利条約という

があります。国は改善点のみ強調

障 さ れ な い、 と い う こ と で す。

ということがあります。ですから、

したがる傾向にありますが、ＮＧ

往々にして途上国では学校に行っ

教育の効果や、その公正さという

Ｏ等が独自のレポートを並行的に

ていこう、という企画・提案をし

そのうちの三分の一がヘルパー等

ところにも留意していかなければ

たところ、こういった引きこもり

の資格を取って介護関係の仕事を

ならないと思います。

のは、批准した後に、国内法制度

するようになった、ということが

の若者たちの半数が外に出てきて、 て、ただ座っていただけだった、

ありました。ちなみにタイの場合

●障害者の権利条約の意義と
効果

化を促すという効果を持っていま

ります。権利条約はこのような変

公表して、政府報告に表れない問

山形：二つ目のテーマは、障害者

では、ファンドを立ち上げ、それ
ったりしています。このようにし

ということが重要だと思っていま

う有機的に結び付けていくのか、

実際の住民のいろいろな活動とど

す権利ですとか、そういったよう

ビィリティですとか、地域で暮ら

ですとか、合理的配慮、アクセシ

者権利条約によって、差別の禁止

とか女性差別撤廃条約ですとか、

小林：そもそも国際人権規約です

ます。

多国間の枠組み作りが課題になり

と共同して協力するというような、

題点を主張するといった動きもあ

て、制度は少しずつ整備されてい

した。今後は、日本がその他の国

す。

な規範が提起されています。これ

を用いて障害者支援センターを作

きますので、後はこうした制度を、 権利条約についてです。この障害

川口：私は、教育を専門にしてお
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権利実現のための立法ですとか行

国際社会が認識し、締約国に対し、

様の権利を享有するということを

によって、障害者は非障害者と同

障害者権利条約が制定されること

とを指摘しておきたいと思います。

扱われてこなかった状況があるこ

しまい、障害者のイシューは取り

障害は他の課題のなかに埋没して

です。しかし、それらのなかでは

別なく人類全体に適用されるもの

国連のその他の人権諸条約は、差

をみると、先進国は署名した後、

公開されているわけですが、それ

たかという情報は国連のサイトで

どこの国が署名して何年に批准し

川口：障害者の権利条約を、いつ

になっています。

どうやってつけていくのかが課題

企業の雇用を増やすための道筋を、

やはりそれでは十分ではないので、

創出するという動きもありますが、

ミュニティのなかで新しい雇用を

陥る企業が増えています。地域コ

課徴金が求められるという状況に

です。国際協力に関しては、障害

の共通点・接点・相違点について

障害課題と開発途上国の障害課題

山形：三つ目のテーマは、日本の

●日本と開発途上国の障害課
題の共通点・接点・相違点

思われます。

者の雇用は増加していないように

例はありますが、全体として障害

師になったり、牧師なったりする

あると思います。視覚障害者が教

うことについては、二重の足枷が

す。そのためのコーディネーター

の支援が伝わらないことになりま

携が弱ければ、現地の障害者にそ

としても、障害当事者団体との連

日本が開発途上国政府に支援した

大きな効果は得られません。また、

姿勢（イニシアティブ）がないと、

支援を受ける側の国にも積極的な

のやり方として良いと思いますが、

が行われています。これはひとつ

心として、東南アジアで南南協力

んで、法定雇用率を企業に達成さ

た。しかしながら、その精神を汲

害者の権利条約が批准をされまし

できました。それに勢いを得て障

害者の生活向上に関する法律」が

河森：タイでは二〇〇七年に「障

ます。

も、大きな影響力があったと思い

国内に持ち込むことを促した点で

どの重要な概念を、国際社会から

のアクセス、障害当事者の参画な

インクルーシブ教育、サービスへ

障害者の差別禁止や合理的配慮、

意義は大きいといます。さらには、

人や中国人が仕切っている部門が

くのアフリカでは、経済はインド

いことが多いように思います。多

のかといえば、何も変わっていな

や制度がそれに応じて改善された

かと思います。批准した後に法律

ないということがあるのではない

あまり責任を持った対応をしてい

国内法制度への反映という点で、

カの国々が、障害者の権利条約の

えますが、実は背景には、アフリ

しい効率性を示しているようにみ

向にあります。これは一見素晴ら

署名から批准までの年数が短い傾

いく方法を取ります。アジアのモ

功例を作って、それを普及させて

体的には、モデルケースとなる成

トに携わったことがあります。具

遣され、手話に関するプロジェク

短期専門家としてミャンマーに派

力についてです。私はＪＩＣＡの

実施するような、二国間の国際協

たいと思います。まずＪＩＣＡが

協力の三つの形態から考えていき

それから課題ということで、国際

か述べていただきたいと思います。

に関する協力についても、どなた

です。障害者対象ではないものも

する課題はメインストリーミング

これら三つの形態の支援に共通

ようです。

果という点では、なかなか困難な

ている例がありますが、これも成

いう形で障害者対象の支援を行っ

民間企業によるものです。投資と

援となっています。第三の形態は

のネットワークなどを活かした支

をしています。現地当事者団体と

ー協議会（ＪＩＬ）が様々な協力

ひとつである全国自立生活センタ

森 ：国際協力に関しての具体例、 （ Ａ Ａ Ｒ ） や、 障 害 当 事 者 団 体 の

方で、アフリカの国々の場合には、 日本から開発途上国への障害課題

批准するまで数年かかっている一

デルケースは、タイに置かれてい

場合です。例えば難民を助ける会

施主体となって，国際協力をする

第二の協力形態は、ＮＧＯが実

っかりしていることが大切です。

政府と障害者団体とのパイプがし

政措置を義務付けたという意味で

せるための取組は、現在のところ

多いので、一般のアフリカ人でさ

るアジア太平洋障害者センター
（ Ａ Ｐ Ｃ Ｄ ） で す。 Ａ Ｐ Ｃ Ｄ を 中

含めた国際協力案件全体について、

の役割が重要になります。

それ程進んではいません。法定雇

え雇用機会が少なく、ましてやア
ることが義務付けられていますが、

フリカ人障害者が雇用されるとい

者の権利条約にも条文があります。

用率を達成しないと納付金を納め
納付しないため、年利七・五％の
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いて触れたいと思います。先述の

河森：私は就労支援のあり方につ

していくべきだと思います。

東南アジア、開発途上国等と共有

が有意義です。そういった知識を

ティス（模範事例）の提供・周知

いては、例えばグッド・プラック

施していることですが、雇用にお

れは既にＥＳＣＡＰやＩＬＯが実

とが必要だと思います。あと、こ

本的に変えるための研修を行うこ

だけでなく障害に対する見方を根

主であったと思うのですが、それ

配慮、支援していくという啓蒙が

こういうところだからこのように

ができないとか、大変なところは

ついて知ろうとするときには、何

あります。今までですと、障害に

みられている「障害平等研修」が

ＣＡや最近日本国内でも実施が試

す。対応のひとつとしては、ＪＩ

ない、ということがあると思いま

ダイム転換がなかなか実現してい

して、障害の社会モデルへのパラ

上国であっても、共通した課題と

小林：日本であっても他の開発途

らないと思います。

ったデータをもっと集めないとな

者の生活状況、就労状況、そうい

す。そのためにも、その国の障害

障害者を参加させることが大切で

申し上げたいと思います。まず、

移転する可能性の二点について、

と、逆に、途上国の経験を日本へ

経験を途上国へ移転する国際協力

川口：私は教育について、日本の

題になってくると思います。

くのか、ということが将来的な課

イのなかでどのように支援してい

ですが、そのような民間部門をタ

民セクターの育成が必要になるの

す。したがって、民間事業者や市

市民セクターが弱いということで

行うような民間事業者やＮＰＯ等

ンターの委託を受けて就労支援を

は自治体が設置する障害者支援セ

ます。しかし問題なのは、タイで

が協力できるのではないかと思い

ログラムの策定については、日本

がって、就労移行支援に関するプ

移行支援がなされています。した

日本でなされているように、就労

障害者支援センターにおいては、

についてお話ししたいと思います。

た協力がありうるのか、という点

その仕組みを作るうえでどういっ

センターを作るというものです。

コミュニティレベルで障害者支援

います。そこで出てきている案が、

イ政府やＪＩＣＡが頭を悩ませて

これをどのように使うべきか、タ

み上がり、巨額に達しています。

成できない企業からの納付金が積

ありがとうございました。本日の

山形：皆様、活発な議論、どうも

点であると感じます。

は、日本がアフリカから学ぶべき

がなかなかないわけです。この点

が障害を持つ先生と触れ合う機会

りません。ですので、子どもたち

で教えるという事例はほとんどあ

視覚障害を持つ先生が一般の学校

生がいます。しかし日本の場合は、

が、今でも多くの目のみえない先

保障として雇用していた名残です

これは昔、地域住民が教員を社会

へ行くと実感するのは、視覚障害
ジア経済研究所、二〇〇八年。
を持つ先生がすごく多いことです。 ⑤森壮也・山形辰史『障害と開発
の実証分析：社会モデルの観点

挙げられます。アフリカの小学校

害者を教師として活用することが

転する可能性についてですが、障

次に、途上国の経験を日本に移

期待できません。

教育を実施しても、大きな効果は

況下で統合教育やインクルーシブ

に養成されていないので、その状

国では、特殊教育の専門家が十分

教育を行っています。しかし途上

特殊教育の専門家を十分活用して

では日本は世界的にも優れており、

特殊教育に関する専門性という点

いていいますと先進国では、特殊

日本の経験の途上国への移転につ

――』アジア経済研究所、二〇

②小林
 昌之編『アジアの障害者雇

法律文化社、二〇一五年。

うえで統合教育が導入されました。 《参考文献》

教育が先にあり、その経験を経た

一二年。
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