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子どもの権利委員会 

２００２年１０月４日（第３１会期）採択 

CRC/GC/2002/2（原文英語） 

日本語訳：平野裕二  

 

一般的意見第２号（２００２年） 

子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割 

 

１． 子どもの権利条約第４条は、締約国に対し、「この条約において認められる権

利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上およびその他の措置をとる」こと

を義務づけている。独立した国内人権機関（National Human Rights Institutions、

ＮＨＲＩ）は条約の実施を促進および保護するための重要な機構であり、子どもの

権利委員会は、締約国が批准と同時に行なった、条約の実施を確保しかつ子どもの

権利の普遍的実現を前進させるというコミットメントのなかに、このような機関の

設置が含まれると考えるものである。これとの関連で、委員会は、条約の実施を促

進および監視するため、多くの締約国で国内人権機関および子どもオンブズパーソ

ン／子どもコミッショナーならびに同様の独立機関が設置されたことを歓迎してき

た。 

 

２． 委員会がこの一般的意見を公にするのは、条約の実施を促進および監視するた

めの独立機関を設置するよう締約国に対して奨励するとともに、そのような機関に

不可欠な要素およびそのような機関によって遂行されるべき活動について詳しく述

べることによって、この点に関して締約国を支援するためである。そのような機関

がすでに設置されている場合、委員会は各国に対し、子どもの権利条約その他の関

連の国際文書に掲げられた子どもの権利を促進および保護するうえでそのような機

関がどのような地位にあり、かつどの程度効果的であるかについて再検討するよう

呼びかける。 

 

３． １９９３年の世界人権会議は、ウィーン宣言および行動計画において、「人権

の促進および保護のために国家機関が果たす重要かつ建設的な役割」を再確認し、

かつ「国家機関の設置および強化」を奨励した。総会および人権委員会は国内人権

機関の設置を繰り返し求め、人権の促進および保護ならびに人権に関する公衆の意

識の増進にあたってＮＨＲＩが果たす重要な役割を強調している。定期報告書のた

めの一般指針において、委員会は、締約国が「子どもの権利を促進および保護する
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ために設置された独立機関」に関する情報を提供するよう求めているところである

[1]。そのため、委員会は締約国との対話のなかで一貫してこの問題を取り上げてい

る。 

 

４． 国内人権機関は、人権委員会が１９９２年に、かつ総会が１９９３年に採択し

た「国際連合・国家機関の地位に関する原則」（パリ原則）[2]にしたがって設置さ

れなければならない。そこに掲げられた最低基準は、このような国内機関の設置、

権限、責任、構成、独立、多元性、活動方法および準司法的活動についての指針と

なるものである。 

 

５． 人権を保護するためのＮＨＲＩが必要なのはおとなも子どもも同様であるが、

子どもの人権に特別な注意が向けられることを確保するためにさらなる正当化事由

が存在する。その正当化事由には以下のような事実が含まれる。すなわち、子ども

はその発達上の状態ゆえにとくに人権侵害を受けやすいこと。子どもの意見が考慮

にいれられるのはいまだに稀であること。ほとんどの子どもは選挙権を有しておら

ず、人権に対する政府の対応を決める政治プロセスでも意味のある役割を果たせな

いこと。子どもは、自分の権利を保護するためまたは権利侵害に対する救済を求め

るために司法制度を利用するさい、相当の問題に直面すること。そして、自分の権

利を保護してくれるかもしれない機関に対する子どものアクセスは一般的には限ら

れていることである。 

 

６． 子ども専門の独立した人権機関、子どもの権利オンブズパーソンまたはコミッ

ショナーは、ますます多くの国で設置されるようになってきた。資源が限られてい

る場合、利用可能な資源が、子どもの人権を含むすべての人の人権を促進および保

護するためにもっとも効果的に活用されるようにすることが考慮されなければなら

ない。このような文脈においては、子どもに具体的に焦点を当てる機能を含む広範

囲型ＮＨＲＩを発展させることが最善のアプローチとなる可能性が高い。広範囲型

国内人権機関には、その組織内に、子どもの権利をとくに担当することが明示され

たコミッショナーまたは子どもの権利をとくに担当する部局が含まれるべきである。 

 

７． 委員会の見解では、子どもの権利の促進および保護を担当する独立した人権機

関はすべての国に必要である。委員会の主要な関心は、その機関が、形態はどうあ

れ、独立してかつ効果的に子どもの権利を監視、促進および保護できるというとこ

ろにある。子どもの権利の促進および保護が「メインストリーム」（主流）に置かれ
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ること、および、国内に存在するすべての人権機関がその目的のために緊密に協働

することが不可欠である。 

 

委任事項および権限 

８． 国内人権機関は、可能であれば憲法上の確固たる基盤を与えられるべきであり、

少なくとも法律による委任が与えられなければならない。委員会の見解では、その

委任事項は人権の促進および保護のために可能なかぎり広範なものを含んでいるべ

きであり、子どもの権利条約、その選択議定書およびその他の関連の国際人権文書

をそのなかに取り入れることによって、子どもの人権、とくに市民的、政治的、経

済的、社会的および文化的権利を効果的にカバーするべきである。法律には、子ど

もに関わる具体的な職務、権限および義務を、子どもの権利条約およびその選択議

定書と関連させながら定めた規定が含まれていなければならない。ＮＨＲＩが子ど

もの権利条約の誕生以前に設置された、または条約を明示的に取り入れることなく

設置された場合には、当該機関の委任事項が条約の原則および規定と一致すること

を確保するため、法律の制定または改正を含む必要な手配が行なわれるべきである。 

 

９． ＮＨＲＩには、その委任事項を効果的に遂行できるようにするために必要とさ

れる権限が付与されなければならない。このような権限には、その権能の範囲内に

ある状況を評価するために必要ないかなる事情聴取ならびに情報および文書の入手

を行なう権限が含まれる。これらの権限には、国のみならず関連するあらゆる公的

機関および民間機関との関係において、締約国の管轄下にあるすべての子どもの権

利を促進および保護することが含まれなければならない。 

 

設置プロセス 

１０．ＮＨＲＩの設置プロセスは、ていねいな協議にもとづき、さまざまな関係者

の参加が得られる、透明なものでなければならない。そのプロセスは政府の最高レ

ベルで主導および支持されるべきであり、かつ、国、立法府および市民社会のあら

ゆる関連の構成員の参加を保障するようなものであるべきである。ＮＨＲＩの独立

および効果的職務遂行を確保するため、ＮＨＲＩには充分な組織基盤、資金（広範

囲型機関にあってはとくに子どもの権利を対象とした資金を含む）、職員、活動拠点、

および、その独立に影響を及ぼす可能性のある諸形態の財政的統制からの自由が与

えられなければならない。 

 

資源 



4 
 

１１．これがきわめて微妙な問題であること、および締約国は多様な水準の経済的

資源のもとで活動していることは認知しながらも、委員会は、条約第４条に照らし、

国内人権機関の活動のために合理的な資金供与を行なうことは各国の義務であると

考える。その権限を果たすために効果的に活動するための手段が国内機関になけれ

ば、国内機関の委任事項および権限が意味のないものとなり、またはその権限の行

使が制約される可能性がある。 

 

多元的代表性 

１２．ＮＨＲＩは、その構成において、人権の促進および保護に携わっている市民

社会のさまざまな構成員が多元的に代表されることを確保しなければならない。Ｎ

ＨＲＩは、とくに、子どもおよび若者が主導している組織を含む人権ＮＧＯ（非政

府組織）、反差別ＮＧＯおよび子どもの権利ＮＧＯ、労働組合、社会団体および（医

師、弁護士、ジャーナリスト、科学者等の）職能団体、大学、ならびに子どもの権

利の専門家を含む専門家の参加が得られるように努めるべきである。政府機関は助

言者としての資格でのみ参加するようにしなければならない。ＮＨＲＩは、開かれ

た競争選抜プロセスを含む適切かつ透明な任命手続を有するべきである。 

 

子どもの権利侵害に対する救済の提供 

１３．ＮＨＲＩは、子どもに代わってまたは子どもから直接提出されたものを含む

個人の苦情および申立てを検討し、かつ調査を遂行する権限を有しなければならな

い。このような調査を効果的に遂行できるようにするため、ＮＨＲＩは、証人に証

言させかつ証人を事情聴取する権限、関連の書証にアクセスする権限、および拘禁

場所にアクセスする権限を有しなければならない。ＮＨＲＩはまた、子どもがいか

なる権利侵害に対しても効果的な救済――第三者による助言、権利擁護および苦情

申立て手続――を得られることを確保する義務も有する。適当な場合には、ＮＨＲ

Ｉは苦情の調停および斡旋を行なうべきである。 

 

１４．ＮＨＲＩは、子どもが裁判所に提訴することを支援する権限を有するべきで

ある。そのような支援には、(a)子どもの問題に関わる事案をＮＨＲＩの名義で提訴

する権限によるもの、および(b)裁判事案に介入し、当該事案に関わる人権問題につ

いて裁判所に情報提供する権限によるものが含まれる。 

 

アクセス可能性および参加 

１５．ＮＨＲＩは、地理的および物理的にすべての子どもがアクセスできるもので
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なければならない。条約第２条の精神にのっとり、ＮＨＲＩは、もっとも権利を侵

害されやすくかつ不利な立場に置かれた集団を含む、すべての集団の子どもに積極

的に接触を図るべきである。このような立場に置かれた子どもとしては、ケアの対

象となっている子どもまたは拘禁されている子ども、マイノリティおよび先住民族

集団の子ども、障害をもった子ども、貧困下で生活している子ども、難民および移

民の子ども、ストリートチルドレン、ならびに、文化、言語ならびに健康および教

育といった分野で特別なニーズを有する子どもが挙げられる（ただし、これに限ら

れない）。ＮＨＲＩ設置法には、当該機関が、あらゆる形態の代替的ケアを受けてい

る子ども、および子どもも対象とするあらゆる施設にプライバシーの守られる条件

下でアクセスする権利が含まれるべきである。 

 

１６．ＮＨＲＩは、条約第１２条で定められているように、自己に影響を及ぼすす

べての事柄において、政府によっておよび社会全体を通じて子どもの意見が尊重さ

れることを促進するうえで、鍵となる役割を担っている。この一般原則は、国内人

権機関の設置、組織および活動にも適用されるべきである。これらの機関は、自ら

が子どもたちと直接接触できること、および子どもたちが適切な形で参加しかつ協

議の対象とされることを確保しなければならない。たとえば、子どもの関心事項へ

の子どもたちの参加を促進するため、ＮＨＲＩの諮問機関として子ども評議会を創

設することなどが可能である。 

 

１７．ＮＨＲＩは、条約第１２条の全面的遵守を確保するため、特別に配慮された

協議プログラムおよび想像力にあふれたコミュニケーション戦略を立案しなければ

ならない。子どもが当該機関と連絡をとるのにふさわしい一連の方法が確立される

べきである。 

 

１８．ＮＨＲＩは、公衆および議会に対し、子どもの権利状況に関して直接に、独

立にかつ別個に報告する権利を有しなければならない。この点に関して、締約国は、

子どもの権利に関わるＮＨＲＩの活動および国による子どもの権利条約の遵守につ

いて討議する機会を議員に提供するため、議会において年次討論が開催されること

を確保しなければならない。 

 

推奨される活動 

１９．以下の一覧は、条約の一般原則に照らして子どもの権利を実施することとの

関連で国内人権機関が遂行すべき活動の諸類型を、網羅的にではなく例示的に掲げ
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たものである。 

 (a)  その委任事項の範囲内にある苦情または職権にもとづき、子どもの権利が

侵害されているいかなる状況についても調査すること。 

 (b)  子どもの権利に関わる事柄について調査を実施すること。 

 (c)  国の公的機関の要請によるものか自らの発意によるものかは問わず、子ど

もの権利の促進および保護に関わるいかなる事柄についても見解、勧告およ

び報告を作成および公表すること。 

  (d)  子どもの権利の保護に関わる法律および実務が充分かつ効果的であるか、

常に検討すること。 

 (e)  子どもの権利条約、その選択議定書および子どもの権利に関わる他の国際

人権文書と国内の法律、規則および実務を調和させることを促進し、かつそ

の効果的実施を促進すること。効果的実施の促進のための手段には、子ども

の権利条約の解釈および適用に関して公的機関および民間機関に助言を提供

することも含まれる。 

 (f)   国の経済政策の立案担当者が、国の経済計画および開発計画を設定および

評価するさいに子どもの権利を考慮することを確保すること。 

  (g)   政府による子どもの権利の実施および子どもの権利状況の監視を検討し、

かつそれについて報告すること。そのさい、子どもの権利の実現のために何

がなされなければならないかを判断するため、統計が細分化され、かつその

他の情報が定期的に収集されることを確保するよう努めること。 

 (h)   関連の国際人権文書の批准またはそれへの加入を奨励すること。 

 (i)   子どもに関わるあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一義的に考

慮されるべきことを求めた子どもの権利条約第３条にしたがい、法律および

政策によって子どもに及ぼされる影響が、策定から実施およびその後に至る

まで注意深く検討されることを確保すること。 

 (j)   第１２条に照らし、子どもの人権に関わる事柄について、および子どもの

権利に関わる問題を定義するにあたって、子どもの意見が表明され、かつそ

の意見に耳を傾けられることを確保すること。 

 (k)  子どもに影響を及ぼす国内法および国際文書の策定への、子どもの権利Ｎ

ＧＯ（子どもたち自身で構成された団体を含む）の意味のある参加を唱道お

よび促進すること。 

 (l)  子どもの権利の重要性に関する公衆の理解および意識を促進するとともに、

この目的のため、メディアと緊密に協働し、かつこの分野における調査研究

および教育活動を実施または後援すること。 
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 (m) 「この条約の原則および規定を、適当かつ積極的な手段により、大人のみ

ならず子どもに対しても同様に、広く知らせる」ことを締約国に義務づけた

条約第４２条にしたがい、条約の規定に関して政府、公的機関および一般公

衆の感受性の増進を図るとともに、この点に関する義務を国がどのように果

たしているかを監視すること。 

 (n)   学校、大学および専門家業界において子どもの権利を教え、子どもの権利

について調査研究し、かつカリキュラムに子どもの権利を統合するためのプ

ログラムの編成を援助すること。 

 (o)   （子どもの権利の重要性に関する一般公衆の理解を促進することに加え

て）とくに子どもに焦点を当てた人権教育を実施すること。 

 (p)   国内において子どもの権利を主張するために法的手続をとり、または子ど

もに対して法的援助を提供すること。 

 (q)   適当な場合には、提訴の前に調停または斡旋のプロセスに携わること。 

 (r)   適切な場合には「裁判所の友」（アミカス・キュリエ）または訴訟参加人

として、裁判所に対して子どもの権利に関する専門知識を提供すること。 

 (s)  「子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サ－ビスおよび施設が、と

くに安全および健康の領域、職員の数および適格性、ならびに職員の適正な

監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する」

ことを締約国に義務づけた条約第３条にしたがい、少年収容施設（および子

どもが強制または処罰の目的で拘禁されているあらゆる場所）ならびにケア

施設を訪問して状況報告および改善のための勧告を行なうこと。 

 (t)   以上の活動に付随するその他の活動を行なうこと。 

 

子どもの権利委員会に対する報告、およびＮＨＲＩと国連機関および国連人権機構

との協力 

２０．ＮＨＲＩは、会期前作業部会において子どもの権利委員会と対話することお

よび他の関連の条約機構と対話することを含む手段を通じて、条約その他の関連の

国際文書にもとづく報告手続に独立して貢献し、かつ国際条約機構に対する政府報

告書が子どもの権利に関して完全性を保っているかどうか監視するべきである。 

 

２１．委員会は、ＮＨＲＩの法律上の根拠および委任事項ならびに関連の主要な活

動に関する詳細な情報を、締約国が委員会に提出する報告書のなかに含めるよう要

請する。子どもの権利委員会に対する報告書の作成の過程で、締約国が独立した人

権機関と協議するのは適切である。しかしながら締約国は、このような機関の独立、
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および委員会への情報提供におけるその独立した役割を尊重しなければならない。

報告書の起草をＮＨＲＩに委任すること、または報告書が委員会によって審査され

るときに政府代表団にそのような機関を含めることは不適切である。 

 

２２．ＮＨＲＩは、人権委員会の特別手続とも協力すべきである。このような特別

手続には、国別およびテーマ別の機構、ならびにとくに子どもの売買、子ども買春

および子どもポルノグラフィーに関する特別報告者および子どもと武力紛争に関す

る事務総長特別代表が含まれる。 

 

２３．国際連合は、国内人権機関の設置および強化を援助するプログラムを長年に

渡って運営している。このプログラムは、人権高等弁務官（ＯＨＣＨＲ）に本部が

置かれており、技術的援助を提供するとともに、国内人権機関間の地域的および世

界的協力ならびに交流を促進するものである。締約国は、必要なときはこの援助を

活用しなければならない。ユニセフもこの分野で専門知識および技術的協力を提供

している。 

 

２４．条約第４５条で定められているとおり、委員会は、適当と認める場合には、

ＮＨＲＩの設置に関する技術的助言もしくは援助を要請しているか、またはこれら

の必要性を指摘している締約国から報告書を、いずれかの国連専門機関、ＯＨＣＨ

Ｒその他の資格ある機関に送付することもできる。 

 

ＮＨＲＩと締約国 

２５．国は、子どもの権利条約を批准し、それを全面的に実施する義務を受託する。

国内人権機関の役割は、国による遵守、および実施に向けた進展を独立した立場か

ら監視するとともに、子どもの権利の全面的尊重を確保するために全力を尽くすこ

とである。そのためには、国内機関が子どもの権利の促進および保護を増進させる

ためのプロジェクトを発展させる必要が生ずる場合もあるが、そのことによって、

政府が監視の義務を国内機関に委譲することにつながってはならない。自らの議題

を設定し、かつ自らの活動を決定するにあたって国内機関が完全な自由を維持する

ことは、必要不可欠である。 

 

ＮＨＲＩとＮＧＯ 

２６．非政府組織は人権および子どもの権利を促進するうえで非常に重要な役割を

担っている。法律上の根拠および具体的権限を有するＮＨＲＩの役割は、その活動
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を補完することができる。国内機関がＮＧＯと緊密に協働すること、および、政府

がＮＨＲＩとＮＧＯ双方の独立を尊重することは、必要不可欠である。 

 

地域協力および国際協力 

２７．地域的および国際的なプロセスおよび機構は、経験とスキルの共有を通じて

ＮＨＲＩを強化し、かつその基盤を向上させることができる。ＮＨＲＩは、それぞ

れの国で人権を保護および促進するうえで共通の問題を抱えているからである。 

 

２８．この点について、ＮＨＲＩは子どもの権利に関する関連の国内的、地域的お

よび国際的機関と協議および協力すべきである。 

 

２９．子どもの人権の問題は国境の制約を受けず、子どもの権利に関するさまざま

な問題（女性および子どもの人身取引、子どもポルノグラフィー、子ども兵士、児

童労働、児童虐待、難民および移民の子ども等を含むが、これに限られない）への

適切な地域的および国際的対応を考案することはますます必要になっている。国際

的および地域的な機構および交流が奨励されるところである。そのことにより、Ｎ

ＨＲＩは、おたがいの経験から学び、おたがいの立場を集団的に強化し、かつ、国

および地域の両方に影響を及ぼしている人権問題の解決に貢献することができるた

めである。 

 

 

[1] 条約第４４条１項(b)に基づいて締約国によって提出される定期報告書の形式

および内容に関する一般指針（CRC/C/58）パラグラフ１８。 

[2]  国際連合・国家機関の地位に関する原則（パリ原則）、総会決議 48/134（１

９９３年１２月２０日）、人権委員会決議 1992/54（１９９２年３月３日）。 

 

 


