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現場を歩く（１９） ２０１０・７

「単一民族国家」の幻想と
首都圏に暮らすアイヌ民族の現実
日本 は 「 単 一 民 族国 家 」 か
２０ ０８ 年９ 月、 中山成 彬国 交大臣 （当 時） は「日
本は単 一民 族」 など と発言 し、 批判を 受け て辞 任しま

「え っ‥ ‥、 きみ のおじ いち ゃん、 アイ ヌな の？」
「う ん。 だか ら俺 も、１ ／４ はアイ ヌな んだ よ」
そし て、 Ｋは 祖父 から聞 いた アイヌ 差別 の話 と、祖

これが 最初 では あり ません 。再 三にわ たっ て繰 り返さ

父のく やし かっ た思 いを話 して くれま した 。
． ．． ．．． ．．． ．． ．． ．
実は 私は それ まで 、アイ ヌの 人々と いえ ば北 海道に
．． ．． ．．．
住んで いる もの とば かり思 い込 んでい まし た。 だから 、

れる「 単一 民族 」発 言に、 北海 道アイ ヌ協 会な どが厳

まさか 藤沢 で「 アイ ヌの血 を引 く」少 年に 出会 うとは

しい憤 りを 表明 した のは当 然で す。

予想も して いま せん でした 。

した。
政治 家が 日本 を「 単一民 族国 家」と 発言 する のは、

まし て中 山発 言の ３ヶ月 前、 国会で は「 アイ ヌ民族
を日本 の先 住民 族と 認める 決議 」が全 会一 致で 採択さ

「俺 の親 父、 もと もと北 海道 の炭坑 で働 いて たんだ
けど、 閉山 にな って 、それ で藤 沢に出 てき たん だ」

れたば かり でし た。 中山氏 の見 識が疑 われ ても 仕方が

考え てみ れば 、あ たりま えの ことで した 。

ありま せん 。

アイ ヌの 人々 にも 、居住 の自 由があ りま す。 進学や

「単 一民 族」 発言 が批判 され るのは 、単 に「 発言」
だけを 問題 にし てい るので はあ りませ ん。
その 背景 にあ る「 認識」 が問 題なの です 。発 言によ
って傷 つけ られ る人 々の痛 みを 理解し ない 、そ の傲慢
さが批 判さ れて いる のです 。
アイ ヌ民 族だ けで はあり ませ ん。日 本に は今 も数十
万の在 日韓 国・ 朝鮮 人が暮 らし ていま す。 その 中には
約３０ 万人 にお よぶ 日本国 籍取 得者も いま す。
日本 は「 単一 民族 国家」 では なく、 複数 の民 族が暮
らし、 多文 化の 共生 が課題 とさ れる社 会な ので す。
です が、 私た ちは 中山氏 だけ を責め るわ けに はいか
ないの かも しれ ませ ん。
私た ちの 多く も、 アイヌ 民族 の問題 は「 北海 道の課
題」だ と思 い込 んで はいな いで しょう か？

就職、 ‥‥ そし て時 には差 別を 逃れて 、Ｋ の一 家のよ
うに東 京や 神奈 川に 移り住 んで きても 何ら 不思 議はあ
りませ ん。
東京 都は １９ ７５ 年と１ ９８ ９年に 、東 京に 暮らす
アイヌ 民族 の生 活実 態調査 を行 ってい ます 。
． ．． ．． ．．． ．．． ．． ．． ．
それ によ れば 、東 京には 約２ ７００ 名の 「自 らをア
．． ．． ．．． ．． ．． ．． ．．． ．．． ．． ．． ．
イヌ、 また はア イヌ の子孫 と考 える」 人々 が生 活して
．．
いたの です 。
これ は確 認で きた 数だけ です 。首都 圏全 体で は、そ
の数は ５０ ００ 人を 越える だろ うとも 言わ れま す。
北海 道に 住む アイ ヌの人 々は 約２万 ４千 人ほ どです
から、 実は アイ ヌの 人々の １〜 ２割は 東京 など 首都圏
に住ん でい るこ とに なりま す。
実際 、東 京に も「 アイヌ ・ウ タリ連
絡会」 など の団 体が あり、 行政 交渉や

藤沢 に 暮 ら す ア イヌ
「先 生、 俺の おじ いちゃ ん、 アイヌ なん だ」

文化活 動な どを 行っ てきま した 。
東京 都も 「ア イヌ の文化 と伝 統を理

Ｋの 突然 の言 葉に 、私は 一瞬 とまど いま した 。

解する ため に」 とい う啓発 パン フレッ
．． ．．．
かつ て私 が中 学校 の教師 をし ていた とき のこ とです 。 トを都 民向 けに 発行 してい ます 。

Ｋとい う生 徒が 、私 に突然 うち あけた ので す。
それ は、 クラ スで あった 「い じめ」 をめ ぐっ て、少
し重い ホー ムル ーム が続い た後 のこと でし た。
「い じめ る側 」だ ったＫ が、 ふと、 「ア イヌ 」だと

ただ 、こ れま でア イヌ生 活実 態調査
が行わ れた のは 、東 京に限 られ ていま す。
もし 調査 が行 われ れば、 神奈 川県に も多 くの アイヌ
の人々 が住 んで いる ことが 明ら かにな るで しょ う。

いうこ とで いじ めを 受けて いた 祖父の 話を 思い 出した

「ア イヌ は北 海道 だけに 暮ら してい る」 とい う私た

のです 。差 別さ れる 側の痛 みに 、つな がっ たの です。

ちの思 い込 みは 、根 底から 覆さ れなけ れば なり ません 。

アイヌの人々の置かれた状況

アイヌ民族は「先住民族」

アイ ヌは 古く から 北海道 など に住み 、自 然と 共生し
ながら 平和 な暮 らし を送っ てき た民族 です 。独 自の言
語であ るア イヌ 語を 持ち、 豊か な文化 をは ぐく んでき
ました 。

「差 別が 残る のは 北海道 だろ う？

何も 東京 で、こ

とさら に『 アイ ヌ』 と名乗 るこ とはな いじ ゃな いか」
たし かに その よう に考え て、 「生活 実態 調査 」への

でも 、日 本の 多数 民族で あ

回答を 拒む アイ ヌの 方も少 なく なかっ たよ うで す。

る「和 人」 は、 この 誇りあ る

でも 、ア イヌ の人 々があ たり まえに 「私 はア イヌで

民族の 人々 にど んな ことを し
てきた ので しょ う。

でも 、こ んな 考え もある かも しれま せん 。

す」と 名乗 れな いと したら 、そ れは、 そこ に差 別があ
▲神事「カムイノミ」

るから です 。

１９ ９２ 年１ ２月 、北海 道ア イヌ協 会の 野村 義一理

これ まで アイ ヌの 人々は 、１ ８９９ （明 治３ ２）年

事長は 「世 界先 住民 国際年 」を 記念し た国 連総 会で、

に公布 され た「 北海 道旧土 人保 護法」 とい う法 律に規

アイヌ 民族 の歴 史に ついて こう 演説し てい ます 。

定され てき まし た。 この法 律は 「保護 法」 とい う名称
とは裏 腹に 、ア イヌ の人々 の生 活基盤 を奪 い、 民族の

１ ９世 紀の 後半 に、「 北海 道開拓 」と 呼ば れる
大規 模開 発事 業に より、 アイ ヌ民族 は一 方的 に土

誇りを 奪う もの でし た。
「旧 土人 」と いう 規定自 体が 、きわ めて 差別 的なも

地を 奪わ れ、 強制 的に日 本国 民とさ れま した 。

のだっ たこ とは 言う までも あり ません 。し かも 、この

‥‥ また 、日 本政 府は当 初か ら強力 な同 化政 策を

法律は なん と１ ９９ ７年ま で残 されて いた ので す！

押し つけ てき まし た。こ うし た同化 政策 によ って

黙っ てい たら 、「 旧土人 保護 法」は いつ まで も存続

アイ ヌ民 族は アイ ヌ語の 使用 を禁止 され 、伝 統文

しまし た。 アイ ヌ民 族の存 在を 否定す る「 単一 民族」

化を 否定 され 、経 済生活 を破 壊され て抑 圧と 収奪

発言も 、差 別や 経済 格差も なく なりま せん 。

の対 象と なり 、ま た、深 刻な 差別を 経験 して きま
した 。
川 で魚 を捕 れば 「密漁 」と され、 山で 木を 切れ
ば「 盗伐 」と され るなど して 、私た ちは 先祖 伝来
の土 地で 民族 とし て伝統 的な 生活を 続け てい くこ
とが でき なく なっ たので す。
こ れは 、ど この 地でも 先住 民族が 共通 に味 わわ

そう 考え たア イヌ の人々 は、 自らを 「ア イヌ 」だと
誇りを もっ て名 乗り 、「保 護法 」の廃 止や 先住 民族と
しての 権利 保障 を求 めて運 動を 続けて きま した 。
音楽 や彫 刻な どで 、アイ ヌ文 化を発 信し てい こうと
する人 々も あら われ ました 。
こう した 運動 の結 果、よ うや く「旧 土人 保護 法」は
廃止さ れ、 「ア イヌ 文化振 興法 」が成 立し ます 。

され たこ とで あり ます。 第二 次世界 大戦 が終 わる

そし て２ ００ ８年 ６月、 国会 はよう やく 「ア イヌ民

と、 日本 は民 主国 家に生 まれ 変わり まし たが 、同

族を先 住民 族と する ことを 求め る決議 」を 全会 一致で

化主 義政 策は その まま継 続さ れ、ひ どい 差別 や経

採択し ます 。ア イヌ 民族は 誇り ある歴 史と 文化 を持っ

済格 差は 依然 とし て残っ てい ます。

た先住 民族 であ るこ とを、 日本 は２０ ０８ 年に なって
ようや く認 めた ので す。

ていま す」 と語 った のは、 どの ような こと でし ょう。

．． ．
今年 １月 、政 府の 「アイ ヌ政 策推進 会議 」は 全国的
．
なアイ ヌ実 態調 査の 実施を 確認 しまし た。 これ によっ

北海 道が ２０ ０６ 年に行 った 調査で は、 いま でも３

て、神 奈川 に住 むア イヌの 人々 の現実 も明 らか になる

野村 氏が 「ひ どい 差別や 経済 格差は 依然 とし て残っ

割を超 える 人々 が何 らかの 差別 を経験 した り、 差別を
見聞き して いま した 。就職 や結 婚だけ では なく 、職場
や学校 での 差別 経験 も少な くあ りませ ん。
差別 はま た、 経済 格差と して あらわ れま す。 アイヌ
の人々 の生 活保 護率 は、そ の居 住する 市町 村の 平均の
約１． ６倍 にの ぼっ ていま す。
大学 進学 率も 、平 均の３ ８． ５％に 対し てア イヌの
人々は １７ ．４ ％に とどま りま す。
そし てこ の格 差が 、また あら たな差 別を 生む のです 。
「単 一民 族国 家」 発言と は、 アイヌ の人 々の 尊厳を
無視す るも ので ある と同時 に、 こうし た社 会的 格差の
是正の 責任 を放 棄す る発言 でも あるの です 。

でしょ う。
実は この ６月 に、 新横浜 でア イヌ
・ウタ リ連 絡会 が主 催する 「ア イヌ
感謝祭 」が 開催 され ていた こと は、
あまり 知ら れて いま せん。
神奈 川に 首都 圏の アイヌ 民族 の人
々が集 まり 、民 族音 楽の演 奏や アイ
ヌ料理 の販 売な ど、 にぎや かな 祭りを 開催 しま した。
アイ ヌの 人々 は、 本当は 私た ちのす ぐ隣 りに も暮ら
してい たの です 。
「単 一民 族国 家」 の幻想 から いかに 脱却 でき るか、
問われ てい るの は私 たち「 和人 」では ない でし ょうか 。

