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資料６
□■□ 日本：今こそ人権分野でリーダーシップを ━━━━━━━━━━━

アイリーン・カーン事務総長は、日本滞在の最終日に記者会見を行い、人権分
野において日本が解決すべき問題、および国際社会で日本が果たすべき役割の
大きさについて言及しました。
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日本：今こそ人権分野でリーダーシップを示すとき
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【東京発 「経済的、政治的に大きな力を持つ国として、日本は国内外でより】
人権を促進しなければならない。国外に向けては警戒的で、国内に関しては保
守的な日本の人権政策は、ただちに止めなければならない」
アムネスティ・インターナショナルのアイリーン・カーン事務総長は、5日間に
わたる東京訪問を終えるにあたって、そのように語った。

「日本は、まず国内の人権状況をもっとまともにするべきだ」

受刑者の処遇を改善しようとする最近の立法を歓迎しつつも、アムネスティは、
ただちに取り組まなければならない大きな問題が残っていると、注意を喚起し
た。

「代用監獄制度は秘密主義で覆われている。外部からの監視がない中での取調
べや自白の強要などは、決して容認することはできない」アイリーン・カーン
事務総長はそのように強調した。

「代用監獄は日本の人権史に残る汚点であり、ただちに廃止されなければなら
ない」

「昨年日本で死刑判決を受けた人数は、過去25年間で一番多い。これは死刑廃
止に向かっている国際的な流れに真っ向から逆行している」と、カーン事務総
長は語った。

「日本は、先進主要8カ国（G8）の中で、死刑を執行しているたった二カ国の
うちの一つである」

アムネスティは、日本政府に対し、ただちに死刑執行を停止し、死刑廃止に向
けた公の議論を起こすよう求めた。

「特に自白に偏重した有罪判決が多く、代用監獄制度が存在するがゆえの誤判
の危険性は、あまりに高く、受け入れがたい。死刑はただちに廃止されるべき
である」

アムネスティは、難民申請者を幅広く長期にわたって収容していることを批判
した。収容期間は、平均して13ヶ月以上に及んでいる。多くが収容中、医療措
置をうけることが許されない。

「日本政府はただちに、収容されているすべての人びとの事例を見直す正式な
手続きを確立するべきである。収容は、例外的な場合に限られるべきだ」と
カーン事務総長は強調した。

難民認定制度上の不備を指摘したうえで、アムネスティは、日本政府に対し、
1951年難民条約上の義務にしたがい、公正で透明性のある制度を確保するよう
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要請した。

日本政府は、さらなる研修が必要であることを認め、アムネスティに支援を要
請した。

日本は、人身売買への対処が不十分であるという批判をうけてきた。この問題
を是正するため日本政府がはらってきた努力に言及しつつ、アムネスティは、
女性や少女を中心とする被害者を保護するためにさらに多くの取組みがなされ
るべきであると強調した。

「人権は日本の国内にとどまるものではない。朝鮮民主主義人民共和国からイ
ンドネシア、アフガニスタンからビルマ（ミャンマー）という、この地域にお
ける大きな人権問題を考えると、日本政府は、その外交政策の中に人権に関す
る配慮を大胆にとりいれるべきだ。日本政府は、国際司法、武器規制、そして
国連人権機関の改革に対する真摯な姿勢を明確に示さなくてはならない」と
カーン事務総長はつづけた。

アムネスティは、日本に対し、来るG8サミットにおいて、武器貿易条約（ATT）
のための提案を支持するよう求めた。

アムネスティはまた、日本に対し、国際刑事裁判所設置規程（ローマ規程）へ
加入するよう求めた。

「日本政府は、国際刑事裁判所に協力的ではあるものの、加入には二の足をふ
んでいる。迅速な加入によって、日本は、国際司法に参加するという明確なメッ
セージを送ることになる」とカーン事務総長は断言した。

国連安保理の拡大だけでなく、国連人権理事会というより権限が大きく信頼性
の高い機関を設置しようとする国連改革の動きは、日本にとってリーダーシッ
プを発揮する絶好の機会である。

「国連安保理の常任理事国入りをめざす日本の熱意は、人権に関する義務を果
たすという強い決意に裏打ちされたものでなくてはならない」とカーン事務総
長は締めくくった。

「今こそリーダーシップを示すときだ」

背景

5日間の日本滞在中、アイリーン・カーンは、細田官房長官、南野法務大臣、
外務省高官、JICA理事長・緒方貞子氏、猪口邦子氏、国会議員、日本弁護士
連合会、企業経営者、NGO関係者、外交官、研究者などと会合した。

◇こちらのニュースリリースの原文（日本語）は下記でご覧いただけます。
http://www.amnesty.or.jp/



- 3 -

AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE
4 June 2005

Japan: Now is the time to show leadership on hum
an rights

(Tokyo) "As a major economic and political power, Japan
must do more to promote human rights at home and abroad.
Its approach to human rights must stop being cautious abroad
and conservative at home," said Amnesty International's
Secretary General Irene Khan concluding her five-day mission
to Tokyo.

"Japan must start by putting its own house in order."

While welcoming the recent legislation to improve the
treatment of prisoners, Amnesty International cautioned that
there remain major deficiencies that need to be addressed
urgently.

"Secrecy prevails under the Daiyo Kangoku (pre-trial)
detention system. Unmonitored interrogations and forced
confessions are unacceptable," emphasized Ms Khan.

"Daiyo Kangoku is a blot on Japan's human rights record and
must be abolished immediately."

"The number of persons sentenced to death in Japan last
year reached a 25-year high, bucking the international trend on
the abolition of capital punishment," stated Ms Khan.

"Japan is only one of two G8 countries that continues to
execute people."

Amnesty International called on the Government of Japan to
introduce an immediate moratorium on the death penalty and
to initiate a public debate on its abolition.

"The risk of miscarriage of justice, particularly given the
prevalence of confession-based convictions and the use of the
Daiyou Kangoku system, is unacceptably high and therefore
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the death penalty must go."

Amnesty International criticized the prolonged and
widespread detention of asylum seekers, that on average
exceeds 13 months. During this period, many of them are
denied access to medical treatment.

"The Japanese government should immediately establish a
formal process to review all those in detention. Detention
should be used only in exceptional circumstances," stressed Ms
Khan.

Noting the defects in the refugee recognition procedure, the
organization urged the government to ensure a fair and
transparent system -- in line with Japan's obligations under the
1951 Convention.

The Japanese government acknowledged the need for more
training and requested Amnesty International's help.

Japan has been the subject of criticism for its poor handling
of human trafficking. Noting the efforts of the government to
redress the problem, Amnesty International underlined that
much more must be done to protect the victims, who are
mainly women and girls.

"Human rights do not stop on the borders of Japan. Given the
major human rights problems in this region -- from North
Korea to Indonesia, Afghanistan to Myanmar -- the government
must be bold about injecting human rights considerations into
its foreign policies. It must be clear about its commitment to
international justice, arms control and reform of the UN human
rights machinery," continued Ms Khan.

Amnesty International called on Japan to support the
proposal for an Arms Trade Treaty at the forthcoming G8
Summit.

The organization also called on Japan to accede to the Rome
Statute of the International Criminal Court.

"Although supportive of the International Criminal Court,
Japan is dragging its feet on accession. Speedy accession would
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send a clear and unambiguous message of Japan's commitment
to international justice," declared Ms Khan.

Initiatives to reform the United Nations provide Japan with an
opportunity to show leadership, not just on the expansion of
the UN Security Council but also on the creation of a more
authoritative and credible UN Human Rights Council.

"Japan's ambition to become a permanent member of the UN
Security Council must be underpinned by an equally strong
determination to deliver on its human rights obligations,"
concluded Ms Khan.

"The time to show leadership is now."

Background

During her five-day mission to Japan, Irene Khan met with
Chief Cabinet Secretary Hiroyuki Hosoda, Minister of Justice
Chieko Nono, senior officials in the Ministry of Foreign Affairs,
the President of the Japan International Cooperation Agency
Sadako Ogata, Diet members, the Japan Federation of Bar
Associations, corporate leaders, local NGOs, diplomats and
academics.
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