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1. はじめに

本稿では、韓国で情報保障に関する法制度がどのように整備されているのかを概観
する。日本語の文献では韓国の障害者差別禁止法1や多文化家族支援法についてはくわ
しく紹介されている。韓国手話言語法についてもいくつかの文献で紹介がある。ただ、
情報保障という観点から韓国の法制度を概観した日本語の文献はほとんどない。ここ
では情報保障という観点から注目に値すると思われる韓国の法律について、制定され
た順にみていく。本稿でとりあげる法律は、以下のとおりである。

・情報格差解消に関する法律（2001年制定～2009年廃止）

・国家情報化基本法（2009年～現在）

・障害者差別禁止法（2007年制定～現在）

・多文化家族支援法（2008年制定～現在）

・発達障害者支援法（2014年制定～現在）

・補助機器支援法（2015年制定～現在）

・韓国手話言語法（2016年制定～現在）

・点字法（2016年制定～現在）

最後に、これらの人権保障制度を普及、定着させていくために重要な役割をはたし
ている国家人権委員会に注目する。国家人権委員会は 2001年に制定、施行された国
家人権委員会法によって設置された韓国の国内人権機関である。ソウルに本部があり、
地域人権事務所が 5つある。なお、特殊教育法、生涯教育法といった教育に関する法
律については割愛する。地方自治体が制定した条例についても割愛する。本来なら障
害者福祉法、図書館法、公職選挙法、著作権法、放送法などがどのように改正されて
きたのかも把握する必要がある。本稿では近年に制定されたものをあつかうことにす
る。以下では各法律について、おもな趣旨、その法律にもとづく公共施設やウェブサ
イトなどを紹介する。なお、韓国の法律については、「国家法令情報センター」という
ウェブサイトを参照した（https://www.law.go.kr）。このサイトを見れば各法律の沿革な
どが体系的に把握できる。

†日本自立生活センター常勤介助者・愛知県立大学非常勤講師／識字研究・障害学／ abeyasusi@gmail.com
1韓国の用語は便宜上、日本語の一般的な表現に訳してある。韓国の用法／表現をそのまま漢字表記する

と、障害者は「障碍人」、障害児は「障碍児童」、ろう者は「聾人」、ろうあ者は「聾唖人」、アクセスは「接
近」、アイデンティティは「正体性」、生活保護は「基礎生活保障」、生涯は「平生」である。なお、韓国でい
う「発達障碍人」は主に知的障害者と自閉症の人をさす。韓国の「便宜」という表現は日本語にはない用法
であるが、そのまま便宜と訳した。韓国で「便宜施設」といえばスロープなどのことをさす。バリアフリー
化するための装置といったニュアンスである。
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2. 情報格差解消に関する法律／国家情報化基本法

2001年に情報格差解消に関する法律が制定、施行された。この法律の趣旨はつぎの
とおりである。

第 1条（目的） この法律は低所得者・農漁村地域住民・障害者・老齢者・
女性など、経済的・身体的または社会的条件により生活に必要な情報通信
サービスにアクセスしたり利用したりするのが難しい者に対して、情報通
信網への自由なアクセスと情報利用を保障することで、この者たちの生活
の質を向上し、均衡ある国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第 6条では「情報格差解消委員会」を設置することを規定し、第 9条では障害者や
生活保護受給者、その他の情報アクセスに困難がある者に対して「有償または無償で
情報通信機器を支援することができる」とした。第 10条では「情報利用施設の設置・
運営」を規定し、第 11条では「情報化教育の実施」を規定した。
この法律よりもさきに、「情報化促進基本法」が 1996年に制定、施行されていた。

2009年には、情報化促進基本法にかわるものとして「国家情報化基本法」が制定、施
行された。そして情報格差解消に関する法律と知識情報資源管理法は廃止された。
国家情報化基本法の趣旨はつぎのとおりである。

第 1条（目的） この法は国家情報化の基本方向と関連政策の樹立・推進に
必要な事項を規定することで持続可能な知識情報社会の実現に寄与し、国
民の生活の質を高めることを目的とする。

この法律の 3条（定義）ではこの法律で使用する用語の意味を明記している。たとえ
ば、情報をつぎのように定義している。

「情報」とは特定の目的のために光または電子的方式により処理され、符
号、文字、音響および映像などで表現されるあらゆる種類の資料または知
識をいう。

これはつまり、この法律が電子情報を念頭においたものであることがわかる。ほか
にも「情報化」「情報通信」などの用語が定義されており、「情報格差」はつぎのよう
に定義されている。

「情報格差」とは社会的、経済的、地域的または身体的条件によって情報
通信サービスにアクセスしたり情報通信サービスを利用したりすることの
できる機会に差異が生じることをいう。

第 9条（国家情報化戦略委員会）では大統領所属委員会として国家情報化戦略委員会
をおくことを規定している。この委員会は 2013年に廃止された。
第 14条（韓国情報化振興院の設立など）では韓国情報化振興院という法人を設立する
ことを規定している。情報化への対応だけでなく「情報格差の解消のための支援」も
その役割として明記されている。
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なお、この法律には第 30条（インターネット中毒の予防と解消）という項目もある。情
報格差の解消については、第 31条から第 35条で規定されている。

第 31条（情報格差解消施策の整備）

第 32条（障害者・高齢者などの情報アクセスおよび利用保障）

第 33条（情報格差の解消と関連する技術開発および普及支援）

第 34条（情報通信製品の支援）

第 35条（情報格差解消教育の施行など）

情報通信技術（ICT）に関することは情報保障という観点からすれば、情報の一部の
領域のことがらであり、この法律が情報保障の全分野をカバーしているとはいえない。
とはいえ、情報格差の解消が国の責任として規定されていることは、重要なことであ
るといえる。

3. 障害者差別禁止法

2007年に制定され、2008年に施行された障害者差別禁止法の正式名称は「障害者差
別禁止および権利救済等に関する法律」である（略称「障害者差別禁止法」）。そのおもな
内容はつぎのとおりである。

第 1条（目的）この法はすべての生活領域において障害を理由にした差別
を禁止し、障害を理由に差別をうけた人の権益を効果的に救済し、障害者
の完全な社会参加と平等権実現を通じて人間としての尊厳と価値を具現す
ることを目的とする。

雇用に関する第 11条、教育に関する第 14条での「正当な便宜提供義務」とは日本
で「合理的配慮」と訳されていることをさす。
情報保障に関連する項目としては、以下のものがある。

第 21条（情報通信・意思疎通などの正当な便宜提供義務）

第 22条（個人情報保護）

第 23条（情報アクセス・意思疎通における国家および地方自治体の義務）

また、重要な点として差別されたときの対処法についてつぎのように規定されている。

第 38条（陳情）この法で禁止している差別行為によって被害をうけた人…
中略…、あるいはその事実を知っている個人や団体は国家人権委員会（以下
「委員会」とする）にその内容を陳情することができる。

第 39条（職権調査） 委員会は第 38条の陳情がない場合にも、この法が禁
止している差別行為があると認められる相当な根拠があり、その内容が重
大であると認定するときには、これを職権により調査することができる。
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この第 39条の意味するところは、国家機関が障害者差別という人権侵害に対して、
アウトリーチ活動を実施するということである。受け身の姿勢ではないことが重要で
あるといえる。国家人権委員会は人権侵害が生じやすい拘禁・保護施設に「陳情箱」を
設置している2。障害者施設や精神病院にも陳情箱はある。しかし、身体的に陳情でき
ない場合も当然ありうる。
また、障害者差別禁止法にもとづき「障害者差別相談電話（1577–1330）」が設置され
ている（http://www.15771330.or.kr/）。これは障害者差別禁止推進連帯によって主管さ
れている。障害者差別禁止法の制定運動を展開した障害者団体のネットワークによっ
て運営されている。全国に相談所があり、各地域の多様な障害者団体が担当している。
団体には、ろうあ者協会もあれば、障害者自立生活センターもある。親の団体もある。
相談方法は、電話、オンライン相談、郵便にくわえて、韓国ろうあ者協会には映像電
話、ファックス、電子メールによる相談ができる。障害者差別禁止推進連帯にはファッ
クスと電子メールでも相談できる。当事者が相談にのるということは、相談しやすさ
という面からいって重要であるといえる。
日本には国内人権機関がない。障害者差別に関する相談受付を障害者団体に民間委
託するようなシステムもない。内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進」のペー
ジ3 を見ると、「相談窓口」についての案内がある。連絡方法としては電話かファック
ス、あるいはインターネットの入力フォームでしか相談できない。あるいは窓口に直
接いっても、手話通訳者がいる保証はない。総合窓口としての法務省「みんなの人権
110番」（0570–003–110）にしても一般に知られているとはいいがたい。
今回、日本では国の省庁や地方自治体による障害者雇用数の水増しが発覚した。こ
のような事件にたいして、独立性と権限のある機関が職権捜査をおこなうことが、日
本ではできない。厚生労働省が第三者検証委員会を設置して全国調査を実施している
が4、厚生労働省も水増しをしていたのである。これでは公平性が確保できない。再発
防止と障害者雇用後の労働環境についてモニタリングが必要である。
そうしてみると、韓国の体制、つまり国家人権委員会と障害者差別禁止法が整備さ
れた状態は、人権保障に関する情報保障がシステム化されているという意味で意義ぶ
かいといえる。

4. 多文化家族支援法

2008年に制定、施行された多文化家族支援法（略称「多文化家族法」）の目的はつぎの
とおりである。

第 1条（目的）この法は多文化家族の構成員が安定的な家族生活をいとな
むことができるようにすることにより、この人たちの生活の質向上と社会
統合に寄与することを目的とする。

2「陳情箱設置および運用に関する指針」2012 年制定、施行。
http://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2000000074642

3 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
4厚生労働省「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-soumu 278574 00001.html
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この法律にもとづく公共施設として、全国に多文化家族支援センターが設置されて
いる。また、専用電話窓口として、タヌリコールセンター（1577–1366）がある。
この法律については、「タヌリ」というウェブサイトがある（https://www.liveinkorea.kr/

portal/main/intro.do）。タヌリはスマートフォンやタブレット用のアプリもある。日本
語をふくめ、13言語に対応している。タヌリを参照すると、さまざまな情報がえられ
る。「多文化家族・外国人支援機関」のページを見ると、多文化家族支援センターは
「2017年現在、全国に 217ヶ所が設置・運営されている」との説明がある5。
「よくある質問6」を見ると、つぎのような問答がある。

Q 韓国語が上手ではありません。薬局に薬を買いに行ったり、病院に行っ
て診察を受ける時、韓国語で説明しなければならないのにできません。お
手伝いして頂けますか？

A タヌリコールセンター 1577–1366番にお電話下されば、母国語相談員が
医者または薬剤師に通訳して差し上げます。（※サービス言語：韓国語、英
語、ベトナム語、フィリピン語、カンボジア語、モンゴル語、ロシア語、日本語、
タイ語、ウズベキスタン語、ネパール語、ラオス）

ほかにも、「多文化家族のこどもが受ける言語発達支援サービスはどのようなもので
すか？」であるとか「多文化家族の場合、訪問教育サービスを受けられるとの事です
がそれはどんな教育ですか？」という問答もある。「よくある質問」を見ていくだけで
も、多文化家族支援センターの活動内容をうかがいしることができる。とくに、訪問
教育というシステムは、子育て中であるなど社会的に孤立しやすい状況にある結婚移
民女性にとって意義ぶかいといえるだろう。教室と訪問の 2種類があることは、利用
者の目線にたった施策である7。ただ、これだけを見ると韓国社会にとっての異言語を
こどもが親から継承、維持していくことへの支援策は不足しているように見える。多
文化家族支援法を検索すると、「韓国語」は 4ヶ所、「母国語」が 1ヶ所でてくる。「通
訳」は 4ヶ所である。「母国語」については、「第 10条（児童・青少年保育・教育）」の③
でつぎのようにのべられている。

③国家と地方自治体は多文化家族の構成員である 18才未満の人の小学校
就学前保育・教育の支援のために努力し、その構成員の言語発達のために
韓国語および結婚移民者等である父あるいは母の母国語教育のための教材
支援および学習支援など、言語能力の向上のために必要な支援をすること
ができる。

また外国人労働者の場合、「外国人雇用許可制」という制度のもとに就労している人
は帰国することが前提とされた制度になっている（クォン 2016:171–172）。こどもへの
継承語教育／言語権の保障という課題が発生しにくい状況であるといえる。

5https://www.liveinkorea.kr/portal/JPN/page/contents.do
6https://www.liveinkorea.kr/portal/JPN/board/mlfq/boardList.do
7日本では自治体が実施している日本語教室で託児スペースをもうけている例が散見される（「託児 日本

語教室」や「“親子日本語教室”」でウェブを検索すると確認できる）。
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しかし、多文化家族支援センターによる「多文化家族二重言語環境づくり事業アニ
メーション広報映像8」を見ると、日本の母語支援活動でいわれているようなメッセー
ジ9 を確認することができる。家庭での二言語環境が重要であること、「韓国語の習得
がおくれるのでは」といった心配はいらないこと、多文化家族支援センターが支援す
ることなどをアピールしている。センターでの活動として親への教育、こどもといっ
しょにする「相互作用遊び授業」、たがいに助け合って学ぶ「自助グループ」の 3つを
あげている。

5. 発達障害者支援法

2014年に制定され、2015年に施行された発達障害者支援法の正式名称は「発達障
害者権利保障および支援に関する法律」である（略称「発達障害者法」）。この法律のさ
す「発達障害」とは知的障害と自閉症である（第 2条）。発達障害者支援法のおもな趣
旨はつぎのとおりである。

第 1条（目的）この法は発達障害者の意思を最大限尊重し、かれらのライフ
サイクルにそった特性および福祉のニーズに適合した支援と権利擁護など
が体系的で効果的に提供されるように必要な事項を規定することにより、
発達障害者の社会参与を促進し、権利を擁護し、人間らしい生をいとなむ
ことに寄与することを目的とする。

第 3条（発達障害者の権利）
①発達障害者は原則として自身の身体と財産についての事項について、自
ら判断し決定する権利をもつ。
②発達障害者は自分にとって法律的・事実的な影響をおよぼす事案につい
て自ら理解し自身の自由な意思を表現することができるように、必要な助
けをうける権利がある。
③発達障害者は自身に関連する政策の決定過程において自分の見解と意思
を表現する権利がある。

情報保障の観点から重要と思われる項目や文言（一部を抜粋）は以下のとおりである。

第 8条（自己決定権の保障）「十分な情報と意思決定に必要な助け」

第 10条（意思疎通支援）「国家と地方自治体は発達障害者の権利と義務に
重大な影響をおよぼす法令と各種福祉支援など、重要な政策情報を発達障
害者が理解しやすい形態で作成し配布しなければならない。」

第 12条（刑事・司法手続き上の権利保障）
「②発達障害者が裁判の当事者になった場合、その保護者、第 33条にも

8https://www.youtube.com/watch?v=oZnO0LcSQQk この動画だけでなく、「多文化家族支援ポータ
ルタヌリ」のユーチューブ（YouTube）チャンネルにはたくさんの動画が公開されている。

9たとえば、愛知県が 2013 年に発行した『KOTOBA — 家庭／コミュニティで育てる子どもの母語』
では「家庭では母語を大切にしてください」とアピールしている。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000060441.html
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とづく中央発達障害者支援センターおよび地域発達障害者支援センター…
中略…の職員、その他発達障害者と信頼関係にある人は裁判所の許可をう
け、裁判所の審理課程において発達障害者の補助人になることができる。」
「③裁判所は、発達障害者を証人として尋問する際には発達障害者本人、
検事、保護者、発達障害者支援センターの長の申請があれば裁判に重大な
支障をきたすおそれのあるなどのやむをえない状況でなければ発達障害者
と信頼関係にある人を同席させなければならない。」
「④捜査機関が発達障害者を調査する場合にも第 2項と第 3項に従わなけ
ればならない10。」

第 26条（生涯教育支援）

第 12 条の文言にもでてくるように、この法律と 2012 年に施行された「障害児童
福祉支援法」にもとづく公共施設として、「中央障害児・発達障害者支援センター」
（https://www.broso.or.kr/mainPage.do）と、ソウルをふくめ 17の「地域発達障害者支援
センター」がある。中央障害児・発達障害者支援センターは保健福祉部の委託をうけ
て韓国障害者開発院が運営している11。
この法律ができて以来、わかりやすい情報提供として、さまざまな冊子がつくられ
ている12。冊子・PDFファイルにとどまらず、動画版がつくられている場合も多い。
たとえば、以下のようなものがある。題名と発行年、発行主体をしるす。

・『うれしい、発達障害者支援法13』2015年、韓国障害者開発院、動画あ
り14

・『わかりやすい障害者差別禁止法わたしたちみんな大切！15』2015年（改
訂版 2016年16）、韓国発達障害者家族研究所17

10日本ではつぎのような状況である。
…知的障害のある人の取り調べについては、取り調べの全過程を含む録音・録画が検察庁およ
び警察署で行われるようになり、本人とコミュニケーションがとれる家族などの補助者の立会
いを試行する検察庁もある。しかし、全国的な制度化はいまだに十分ではなく、適正な捜査の
ための障害に対する合理的配慮が十分に果たされることが適正手続（憲法 31 条）の要請から
も求められる（いけはら 2015:217）。

11「設立背景」https://www.broso.or.kr/contents.do?menuId=0401020000
12この法律以前にもたとえば国家人権委員会は 2008年に『わかりやすい障害者差別禁止法』を発行している

（http://humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/view?&boardtypeid=19&menuid=0010030
01004&pagesize=10&boardid=558716）。

13https://www.broso.or.kr/hp/bbs/ViewCmpPosNttDtl.do
14https://www.youtube.com/watch?v=9v-HGN453GA
15http://genapride.org/bbs/?act=bbs&subAct=view&bid=book&page=1&order index=intSeq&order

type=desc&list style=list&seq=1434
16http://genapride.org/bbs/?act=bbs&subAct=view&bid=book&page=1&order index=intSeq

&order type=desc&list style=list&seq=1605
17韓国発達障害者家族研究所は発達障害者の放送へのアクセス権保障のために「わかりやすい字幕」につい
て研究、啓発している。ウェブサイトの「資料室」から「ジェナ資料」を見ると、どのようなとりくみをしてい
るのか確認できる（http://genapride.org/bbs/?bid=book）。わかりやすい字幕については、日本でもNHK
の E テレの番組『バリバラ』が「テレビのバリアフリー」としてとりあげている（http://www6.nhk.or.jp
/baribara/lineup/single.html?i=710）。



104 社会言語学 XVIII（2018年 11月）

・『うれしい、障害者政策18』2016年、韓国障害者開発院、動画あり19

・『わかりやすい労働法20』2017年、韓国障害者雇用公団

ほかにも、中央選挙管理委員会は「お年寄り、障害者などのための投票案内」という
ウェブページを公開している（http://www.nec.go.kr/static/easyVote/easyVote.html）。そ
こには多様な情報があり、『わかりやすく説明した投票ガイドブック』や投票のながれ
を説明した『投票案内リーフレット』などがダウンロードできる21。ほかにも、候補
者の公約や政策をまとめたウェブサイトを公開している（http://policy.nec.go.kr）。過去
の選挙についてもアクセスでき、当選者の公約を見ることもできる。このウェブサイ
トには「発達障害者」という表現は使用されていないが、多くの人にわかりやすい形
式になっているように感じられる22。
国立障害者図書館は「発達障害者用読みやすい本開発指針」を公開している23。ま
た、「発達障害者資料」の所蔵目録を公開している24。2018年 10月 22日現在、94件
ある。そのほとんどが「韓国教育放送公社」（EBS）によって発行されたものである。
EBSは「障害者サービス」というウェブサイトで視覚障害者、聴覚障害者、発達障害
者にむけた映像や点字ファイルを公開している25（https://www.ebs.co.kr/free）。
また、わかりやすい文書や本を制作する団体として、以下のものがある。

・ピーチマーケット（http://www.peachmarket.kr）

・ソソ 発達障害者のソソな疎通（ソトン）（http://sosocomm.com）

ピーチマーケットは日本でいう「LLブック26」を多数出版しており、さまざまな小
説のわかりやすいリライト版や選挙の重要性をつたえる内容の『リスの村の選挙の話
— ベルディングジリス村の英雄』という本を出版している27。協力出版として、他団体と
共同で出版したものもある。他団体が企画、作成した内容をリライトしたもので、う
えで紹介した韓国障害者雇用公団による『わかりやすい労働法』もピーチマーケット
が協力したものである。ピーチマーケットのウェブサイトには、ニュースをわかりや
すく説明したものもある。

18https://www.broso.or.kr/hp/bbs/ViewCmpPosNttDtl.do
19https://www.youtube.com/watch?v=16R3Ci-G5YQ
20https://www.kead.or.kr/common/comm board v.jsp?no=15&gotopage=1&search=&keyword=&

data gb=007&branch gb=B01&station gb=000&main=1&sub1=5&sub2=3&sub3=0&from=null
21ただし、2018年 10月 22日現在、左側に表示されている「映像・音声サービス」というわかりやすい説明の動
画や手語映像はリンク切れ（エラー）になっている。5つめの電話による選挙情報の提供のリンクは有効である。
映像については、中央選挙管理委員会のユーチューブチャンネルから確認できる。発達障害者にむけてわかり
やすく説明したアニメ「テハン編」（https://www.youtube.com/watch?v=9F2mFxcr8CE）、「高齢有権者」む
けにわかりやすく説明したアニメ「夫のお母さん編」（https://www.youtube.com/watch?v=qYnl2e3vyS8）、
手話による動画（https://www.youtube.com/watch?v=IZvFaAeg2UM）が公開されている。

22キム・ジョンガプ（2018）は障害者の参政権がこれまでどのように改善されてきたのか、当事者から改
善を要求されていることはなにかを整理している。

23http://nld.nl.go.kr/ableFront/replacements guide/easyBook.jsp
24http://nld.nl.go.kr/ableFront/search/search.jsp#hsParam op=detail&sort=CREATE DATE%20

DESC&category=ABLE17
25EBS は「多文化（ドゥリアン）」というサイトも公開している（https://www.ebs.co.kr/durian/kr）。
どちらも EBS のウェブサイト（https://www.ebs.co.kr）の一番うえにリンクがはられている。

26韓国では「わかりやすい本」、「読みやすい本」、「やさしい本」といった表現が定着している。「発達障
害者のための」という表現が頭についていることが多い。

27「図書目録」http://www.peachmarket.kr/ /
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ソソは多義語であり、ちょっとしたという意味や、あきらかなという意味がある。
わかりやすい文書（パンフレット）などを制作している。『ねころんで楽にみる福祉用
語』という辞典を出版予定である28。ソソのウェブサイトでもニュースをわかりやす
く説明したものがある。
日本では全日本手をつなぐ育成会29や埼玉福祉会が LLブックを多数出版している

（https://www.saifuku.com/shop/llbook/）。わかりやすいニュースや情報発信については、
スローコミュニケーションという団体がある（https://slow-communication.jp）。

6. 補助機器支援法

2015年に制定、2016年に施行された補助機器支援法の正式名称は「障害者・老人の
ための補助機器支援および活用促進に関する法律」である（略称「障害者補助機器法」）。
第 1条の内容はつぎのとおりである。

第 1条（目的） この法律は障害者・老人などにむけた補助機器の支援と活
用促進に関する事項を規定することにより、補助機器サービスを効率的に
提供し、障害者・老人などの活動の制約を最小化し、生活の質向上に寄与
することを目的とする。

第 4条では国家と地方自治体の義務として財源確保と専門家の養成があげられてい
る。この法律にもとづく公共施設として、中央補助機器支援センターと、10の地域補
助機器支援センターがある。これには、以下のような意義があるといえる。

・地域間格差の解消（ユニバーサルサービス）

・補助機器の展示場としての役割

・補助機器を体験、調達、調整、修理することができる

補助機器というものは、さまざまな業者が開発しており、品種が多様である。新製
品も続々とでてくる。輸入品も多い。そのため情報保障が必要である。また、使用す
る「その人の今」の状態にあわせる必要がある。そのため、全国各地に支援センター
があることは使用者にとってひじょうに意味のあることである。
日本では毎年大阪で「バリアフリー展」とよばれる大規模な見本市が開催されている。
そこにはひじょうに多くの障害者や福祉関係者がおとずれる。このような日本での補助
機器の展示会や常設展示室について紹介するウェブページがある（https://www.hcr.or.jp/

permanent）。一般財団法人保健福祉広報協会が作成している「国際福祉機器展」とい
うウェブサイト（https://www.hcr.or.jp）のなかにある「福祉機器の常設展示場」という
ページである。そこではつぎのような説明がある。

各地の福祉機器常設展示場の情報を掲載しています。福祉機器を適切に選
ぶためには現物の試用と専門家のアドバイスが欠かせません。お近くの常

28「ねころんで楽にみる福祉用語 後援参加案内」
http://sosocomm.com/2018/10/08/

29http://www.jldd.jp/info02-cat/incbook/
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設展示場などで機器を見て、さわって試すとともに地域包括支援センター
などで相談されることをお勧めします。

韓国では法整備により、国と地方自治体の責任として、補助機器の展示場（補助機器
支援センター）を開設し、専門員を配置しているわけである。この意義はおおきいとい
える。
日本でも電動車いすのメンテナンスなどは業者がていねいに対応している。しかし
情報アクセスのための補助機器に関していえば、個人で購入し、個人で工夫して使用
しているとか、熱意と知識のある個人やグループが善意で調整をしている様子が見ら
れる30。もちろん東京都障害者 IT地域支援センターの展示場やウェブサイトのような
例もある（https://www.tokyo-itcenter.com）。このウェブサイトではさまざまな情報機器
を紹介するだけでなく、「全国の ITサポート支援をしている機関、センター」を紹介
するページもある31。
韓国では補助機器支援法の影響もあってか、公共図書館の一角に読書や情報に関す
る補助機器を展示するコーナーがある。日本でも都道府県立図書館でそのようなとり
くみをしている場合もあるが、それほど一般化していない。

7. 韓国手話言語法

2016年に制定、施行された韓国手話言語法の目的と基本理念はつぎのとおりである。

第 1条（目的） この法は韓国手話言語が国語と同等な資格をもつろう者の
固有な言語であることを明記し、韓国手話言語の発展および保全の基盤を
ととのえ、ろう者と韓国手話言語使用者の言語権と生活の質を向上させる
ことを目的とする。

第 2条（基本理念）
①韓国手話言語（以下「韓国手語」とする）は大韓民国ろう者の公用語であ
る。
②国家と国民は韓国手語を使用するろう者がろうアイデンティティを確立
し韓国手語とろう文化を継承・発展することができるように協力する。
③ろう者と韓国手語使用者（以下「ろう者等」とする）は韓国手語の使用を
理由に政治・経済・社会・文化のあらゆる生活領域（以下「あらゆる生活領
域」とする）において差別をうけることなく、すべての生活領域において韓
国手語を通じて生をいとなみ、必要な情報を提供される権利がある。
④ろう者等は韓国手語で教育をうける権利がある。

30情報・コミュニケーション支援機器については、『月刊ノーマライゼーション』が何度も特集をくんでい
る（2012年 6月号「情報アクセスとコミュニケーション保障」特集、2014年 5月号「障害とスマートフォ
ンの近未来」特集、2015 年 10 月号「コミュニケーション支援の最前線」特集、2016 年 4 月号「コミュニ
ケーション支援機器」特集、2018年 2月号「技術の進歩と生活支援機器」特集など）。ほかにも『難病と在
宅ケア』2016 年 2 月号「筋神経系疾患のコミュニケーション支援の実際」特集、ひがの（2016）などが参
考になる。

31http://www.tokyo-itcenter.com/700link/list-itc.html
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「国家法令情報センター」の「韓国手話言語法」のウェブページには「韓国手語映
像」へのリンクがはられている。韓国手話言語法を文章と手話で表示した動画である。
この法律により、ほかの法律の改正がおこなわれた。法律中の「手話」という語を

「韓国手語」にかえるためである。附則第 2条（ほかの法律の改正）をみると、つぎのよ
うな法律に手話（韓国手語）が登場することがわかる。

・交通弱者の移動便宜増進法

・放送法

・映画およびビデオの振興に関する法律

・障害者・老人・妊産婦等の便宜増進保障に関する法律

・障害者雇用促進および職業リハビリテーション法

・障害者に対する特殊教育法

・障害者福祉法

・障害者差別禁止法

・著作権法

韓国では国立の研究機関として国立国語院が手話の研究、啓発に注力している。たと
えば、「韓国手語辞典」というウェブサイトを公開している（http://sldict.korean.go.kr/）。
動画や絵を見ながら手話を学習できるようになっている。また、このサイトの「資料
室」では手話に関する国立国語院の刊行物の PDFや広報映像、ポスターなどを公開し
ている。
ほかにも国立国語院は「韓国手語教員」というウェブサイトを公開している（http://sldict.

korean.go.kr/kslteacher/main/main.do）。「韓国手語教員資格制度」について広報するサイ
トである。この資格制度は文化科学観光部が審査、認定する国家資格である。なお、
それとはべつに「手語通訳士資格制度」がある。これは保健福祉部が管轄する国家公
認民間資格である32。
ほかの国家機関としては国立中央図書館に設置されている国立障害者図書館が「韓
国手語映像図書」を制作している。ユーチューブに国立障害者図書館のチャンネルが
あり、多数の韓国手語映像図書の動画を公開している33。また民間団体の「開かれた
ページ［冊帳］」は「聴覚障害者のための社会的企業」として、「スマート手語」とい
う「手語映像図書」を制作している（https://www.wingbook.co.kr）。「ヘレンケラー図書
館」も運営している。

32「よくある質問」の説明による（http://sldict.korean.go.kr/kslteacher/faq/faq.do）。
33https://www.youtube.com/channel/UCJfnKMjX6imsPQWLkc4D7Uw
国立障害者図書館は 2017 年に「韓国手語映像図書指針」を公開している。
http://nld.nl.go.kr/ableFront/replacements guide/suMovie.jsp
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8. 点字法

2016年に制定、2017年に施行された点字法は、そのおもな内容はつぎのとおりで
ある。

第 1条（目的）この法は点字および点字文化の発展の基盤を整備し、視覚障
害者の点字使用の権利を伸長し、生活の質を向上させることを目的とする。

第 2条（基本理念） 視覚障害者は文字手段として点字を使用する権利があ
り、国家と国民は点字の発展と保全・継承のために積極的に努力しなけれ
ばならない。

第 4条（点字の効力および差別禁止） ①点字はハングルとともに大韓民国に
おいて使用される文字であり、一般活字と同一の効力をもつ。 ②公共機
関は立法・司法・行政・教育・社会文化的に点字の使用を差別してはなら
ない。

第 6条（ほかの法律との関係）この法は点字の使用と普及などに関してほか
の法律に優先して適用する。

第 12条（点字の普及および支援など）ではその①で「教育部長官は「初・中等教育法」
による各級学校の視覚障害者学生たちが使用する教科用図書（デジタル教科書など電子
著作物をふくむ）については点字で作成・普及しなければならない」と規定している。
ほかにも重要な点として第 16条（民間団体などの活動支援）がある。「国と地方自治体
は点字の発展と普及を目的に活動している法人・団体などに行政的・財政的支援をす
ることができる」と規定されている。
なお、点字についても韓国手語同様に国立国語院が研究している。2016年には国立国
語院の部署として「特殊言語振興課」が設立された。また外交部は 2017年 4月に「点字パ
スポート」の発行を発表した（http://www.passport.go.kr/board/data.php?sel=1&idx=2042）。
名前、旅券番号、発給日、満了日など主要なパスポート情報をおさめた透明の点字シー
ルをパスポートにはりつけるものである。航空チケットの予約などにこのような情報
が必要であり、意味のある対応であるといえる。
日本では『点字の市民権』という本で点字の効力についての課題が提示されている

（シン 2010）。障害者差別解消法以前の議論ではあるが、論点を確認する参考になる。愼
英弘（シン・ヨンホン）は「点字の市民権の確立」のために「点字を公式文字として認
めさせること」が必要であると指摘している（同上:119）。韓国では立法化によるトッ
プダウンで点字の市民権が明記されたことになる。
なお、視覚障害者は点字だけでなく図書のテキストファイルや拡大図書も必要とし
ている。
まず、テキストファイルのアクセスについては図書館法の改正により、おおきく改
善されている。孫誌衒（ソン・ジヒョン）はつぎのように説明している。

…国立障害者図書館は 2003年から障害者向け資料の製作に努めているが、
2009年 3月の図書館法第 20条第 2項の改正に従い、出版社や著者によるデ
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ジタルファイルの納本義務化にともないその拡充が進んだ（ソン 2016:10）。

トップダウンが有効に機能していることがわかる。
なお、国立障害者図書館のウェブサイトは、わかりやすく構成されており、トッ
プページを見るだけで、現在どれだけの「代替資料」があるのか、分野別に確認で
きる。2018 年 10 月 22 日現在、21917 件のテキストデイジー資料、3993 件の電子
点字資料、2663件の電子点字楽譜、2649件の手語映像図書があるようである（http:/

/nld.nl.go.kr/ableFront/index.jsp）。さらに、前述の「発達障害者資料」（94件）や、「ヒュー
マン音声資料」（553件）、「画面解説映像資料」（461件）、「字幕映像資料」（759件）、「テ
キスト–PDF図書」（3464件）というカテゴリーもある。そのほかには、たとえば「読
書補助機器」の目録ページがある34。
日本の状況と対比すると、日本のサピエ図書館（https://www.sapie.or.jp）は視覚障害
者を念頭においたサービスが中心になっており、映像資料はない。ろう者や難聴者、知
的障害者のニーズもふまえれば、デイジーと点字データだけをあつかう形式は時代に
即していないのではないだろうか。なお、国立障害者図書館はスマートフォンやタブ
レットむけのアプリを公開しており、「国家代替資料共有システム（DREAM）」と「手
語映像資料館」（手話の映像図書と字幕映像）がある35。
また、拡大図書についても文化体育観光部は公共図書館に拡大図書を配布する事業
をしている。2016年には「図書 15タイトルを選定し、全国 600の公共図書館に 9,000

冊の大活字本を配布」したという36。これは 2009年から韓国図書館協会が文化体育観
光部の支援をうけ実施しているものである37。
拡大図書を出版する団体や出版社として以下のようなものがある。

・韓国点字図書館

・図書出版クングル（おおきな文字）

・図書出版点字 BFブックス

9. おわりに — 国家人権委員会の役割

韓国の障害者差別禁止法では、じっさいに差別をうけた場合の対処法として、国家
人権委員会に申告することができる。国家人権委員会は人権侵害に関する相談をうけ
つけ、その事案について調査、勧告するといった業務だけでなく、人権に関する調査、
研究活動、広報活動にもとりくんでいる。そのため、情報保障についても国家人権委
員会は情報発信している。たとえば『情報人権報告書』という本をだしている（国家人
権委員会 2013）。この報告書のもくじをみると、「情報人権」として議論されているのは
つぎの 4つに分類できる。

34http://nld.nl.go.kr/ableFront/assistance/assistanceList.jsp
35文化体育観光部モバイルアプリ一覧ページ（http://www.mcst.go.kr/web/s etc/mobile/mobileAppList.jsp）。
このページではアンドロイド版にだけリンクされているが、iOS 版もある。

36「韓国・文化体育観光部、図書 15タイトルを選定し、全国 600の公共図書館に 9,000冊の大活字本を
配布：来年は予算を 2 倍に」『カレントアウェアネス・ポータル』（2016 年 9 月 7 日）
http://current.ndl.go.jp/node/32491

37「お年寄りのための大活字本普及対象図書選定」
http://www.mcst.go.kr/web/s notice/press/pressView.jsp?pSeq=10088
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・情報プライバシー権

・オンラインでの表現の自由

・情報アクセス権

・情報文化享有権

国家人権委員会は市民からの陳情、相談、嘆願をうけつけている38。それらを分析
した内容もある。委員会として勧告した内容も紹介している。また、国外の動向、制
度についても紹介している。
2001年に国家人権委員会が設置され、2008年に障害者差別禁止法が施行された韓国
社会では、人権保障に関して急速に整備がすすんできている。情報保障に関する立法
化や法改正も毎年のように実施されている。情報保障の状況をかんたんに把握するこ
とは困難である。今回は法制度という面から韓国の情報保障の現状を概観した。世界
のどの地域にも、情報格差はあらゆるところにあり、日常生活のなかで困難に直面し
ている人はたくさんいる。情報格差の現状にたいして、法制度によるトップダウン型
の情報保障が実施されることもあれば、市民がとりくむボトムアップ型の情報保障も
ある。その両面を見ること、人々の日常を見ることでしか情報保障の現状を把握する
ことはできないだろう39。本稿で確認したのは、韓国における情報保障の一局面でし
かない。けれども、日本のように民間まかせ、自治体まかせの社会と対比すると、示
唆的な点が多いように思われる。国内人権機関のない日本には、トップダウン型の情
報保障を機能させることが困難であるようにも感じられる。
日本では全日本ろうあ連盟による「手話言語法」であるとか「情報・コミュニケー
ション権法」の要求40、日本盲人会連合による「読書バリアフリー法」の要求41など、
当事者団体による情報保障関連法の制定運動がある。その動向に注目することも必要
である。同時に、独立性と権限のある国内人権機関の設置をよびかける議論が、あら
ためて、ひきつづき、必要であると思われる。

38国家人権委員会のウェブサイトでは「多言語陳情案内」を掲示している。https://www.humanrights.
go.kr/site/main/index001

39立法までのプロセスを見ることも必要である。どのような背景や要求があって実現したものなのか、そ
して法案から削除されたものはなかったのかなど、個々の法律に歴史があるといえる。

40全日本ろうあ連盟「手話言語法制定推進事業（情報・コミュニケーション法 意見書採択状況一覧 含む）」
https://www.jfd.or.jp/sgh

41日本盲人会連合「読書バリアフリー法を求めて」
http://nichimou.org/impaired-vision/barrier-free-environment/reading-barrier-free-law/
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