第６回政府報告書審査をふまえて

自由権規約委員会は
日本政府に
どのような改善を求めているのか
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ごあいさつ
世界の憲法とも言われる国際人権規約が起草されたのは1966年ですが，それから既に48年の歳
月が経過しました。
当連合会は，1980年代から，国内の非政府組織（NGO）とも協力して国連の人権条約機関や
人権理事会などに対し，さまざまな働きかけを行い，国際社会の関与のもとで，わが国の人権状
況の改善を図るための活動を継続してきました。
2014年７月15日・16日，ジュネーブの国連欧州本部で国際人権（自由権）規約にもとづく第６
回日本政府報告書審査が行われました。
本パンフレットは，同審査に基づいて2014年７月末に示された国際人権（自由権）規約委員会
の総括所見について，当連合会の見解を示し，今後の活動の方向性を明らかにしたものです。
今回の総括所見では，第一選択議定書（個人通報制度）の批准，条約の国内法的効力，国内人
権機関の設立など国際人権保障システムについて引き続き勧告がなされたほか，死刑制度，代用
監獄，取調べの問題など刑事司法についても大きく取り上げられました。そのほか，少数者の差
別に関しては，難民，入管収容，技能実習生制度などの外国人に対する人権問題，精神科病院に
おける強制入院の問題，女性差別，アイヌ・琉球などのエスニックマイノリティの人権問題，ジェ
ンダーに基づく暴力とドメスティックバイオレンス，LGBT（性同一性障害）
・性的マイノリティ
に対する差別，
「慰安婦」問題についての政府の責任なども引き続き取り上げられました。
また，あらたな人権課題として，秘密保護法，ヘイトスピーチ，原発事故による被害者の問題
なども取り上げられました。
さらに，国際人権（自由権）規約委員会は，１年以内のフォローアップを必要とする重要事項
として，死刑，
「慰安婦」
，技能実習生，代用監獄の４テーマを取り上げています。
今回の総括所見は，日本の人権状況について極めて重要な指摘をたくさん含んでいます。当連
合会は，日本政府が，総括所見を誠意をもって受けとめ，その実現に向けて努力することを強く
求めるとともに，自らも各界の人々と力を合わせ，日本の人権状況の改善のために努力していく
所存であることを，ここに明らかにいたします。

2015年８月

日本弁護士連合会

会長

村越

進
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第

■１

1章

国際人権
（自由権）規約は，法的な拘束

国際人権
（自由権）
規約とは

■３

二度にわたる世界大戦のもとでの人権侵害に対する反

国際人権（自由権）規約の
実施手段について

省が戦後の国際社会の出発点となりました。国際紛争の

世界人権宣言は条約ではありませんが，自由権規約は

平和的解決，国際的な人権保障を目指して1945年10月

これを批准した国家を法的に拘束する多国間条約です。

24日に国際連合憲章が発効し，国際連合（以下「国連」

自由権規約は単に実体的な人権保障を規定するだけでな

といいます。）が設立されました。国連憲章１条は国際

く，その実効的な実施を確保するための手段を規定して

平和，人民の自決と並んで，
「人種，性，言語又は宗教

います。２条３項⒜～⒞では，各国裁判所などを含む締

による差別なく，すべての者のために人権及び基本的自

約国の国内機関による実施方法を定めています。さらに，

由を尊重するように助長奨励すること」を国連の目的に

自由権規約は，国連における国際人権（自由権）規約委

掲げています。

員会（28条以下

国連は，当初から国際人権章典を作ることを意図し，

The Human Rights Committee）
（以

下「自由権規約委員会」又は単に「委員会」といいます。
）

1948年12月10日，
「社会のすべての個人及び機関が，

による各国の規約の履行状況の監督の制度を定めていま

この宣言を常に念頭に置きながら～これらの権利及び自

す。自由権規約委員会は各国政府の推薦を受けて選任さ

由の尊重を指導及び教育によって促進し，並びに，それ

れた世界的に著名な法律家等18名の委員によって構成

らの普遍的かつ効果的な承認及び遵守を国内的及び国際

されており，国際的に最も権威のある人権機関と考えら

的な漸進的措置によって確保するよう努力するため，す

れています。自由権規約委員会は，自由権規約に署名し

べての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準とし

た国の人権保障の履行状況について次の３つの方法で監

て」
，世界人権宣言が公布され，1966年12月16日，
「市

督し，自由権規約の国際的な実施を図っています。

民的及び政治的権利に関する国際規約」
（以下「国際人

Ａ

規約の履行状況について各締約国の報告書を受理
し審査し意見を表明する（自由権規約40条）。

権（自由権）規約」
，
「自由権規約」又は単に「規約」と
いいます。）が採択され，1976年３月23日，効力が発

Ｂ

締約国が他の締約国の規約上の義務の不履行につ
いてなした通報を審査する（同41条）

生しました。

■２

Ｃ

国際人権
（自由権）
規約の
批准状況について

規約上の権利を侵害された個人の通報を審査する

（第一選択議定書１条）（この点については次ページ
において詳論します。）
以上の３つの監督方法のうち，現実には，Ａの定期報

自由権規約は2015年８月現在で168か国が批准して

告書審査とＣの個人通報に基づく審査の２つの方法が実

います。自由権規約には詳述するとおり個人通報制度を

施されています。この２つの方法を通じて自由権規約委

定めた第一選択議定書（1976年発効，2015年８月現

員会の権威ある自由権規約の解釈が示されてきました。

在115か国が批准）と死刑廃止を定めた第二選択議定書

このパンフレットにおいて取り上げるのは2014年７月

（1991年発効，2015年８月現在81か国が批准）が付
属しています。
日本は，自由権規約を1979年に批准していますが，
国内法との関係で，同規約22条にいう警察職員には消
防職員も含まれると解釈するとの宣言を行っています。
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に実施された日本政府の第６回報告書審査についてです。

力を持つ国際的な権利章典である

■４

国際人権
（自由権）
規約委員会
の公的見解と国際人権基準

自由権規約委員会は，自由権規約40条４項に基づく
「一般的意見」
，各国の提起報告書審査後の「総括所見」，
個人通報に対する「見解」を公的見解として公表します。

準であると位置付けられています。自由権規約委員会は，
自由権規約の解釈についてこれまで多くの一般的意見を
出しており，日本弁護士連合会（以下「日弁連」といい
ます。
）のホームページ上でその日本語訳を見ることが
できます＊。
⑵ 総括所見

これは，他の条約機関による公的見解とともに，欧州人

さらに，1992年から自由権規約委員会は，定期報告

権裁判所をはじめとする地域的な人権機構による判断と

書の審査の後に委員会としての総括所見を出すようにな

あいまって，現代の国際人権基準を形成します。

りました。総括所見は各締約国についての自由権規約の

⑴ 一般的意見

実施状況に関する評価を示しています。

自由権規約40条４項によると，自由権規約委員会は，

⑶ 個人通報に対する「見解」の公表

「適当と認める一般的な性格を有する意見」を締約国に

次に，自由権規約委員会は，個人が第一選択議定書に

送付せねばならず，経済社会理事会には送付することが

基づき，規約上の権利が侵害されたとして通報をした場

できると規定されています。この「一般的意見」は，自

合は，これに対する審査をした上，
「見解（views）」を

由権規約の各条項を詳論し，その意味と適用範囲を明確

発表します。

にし，自由権規約に適合するか否かを判断するための基

I n d e x 1

国連憲章に基づく人権機関と人権条約機関

Ａ 国連憲章に基づく人権機関
人権理事会
普遍的定期的審査
人権委員会（人権理事会の前身）
特別報告手続
Ｂ 条約に基づく人権機関
自由権規約委員会（CCPR）
社会権規約委員会（社会経済理事会決議に基づく）
（CESCR）
人種差別撤廃委員会（CERD）
女性差別撤廃委員会（CEDAW）
拷問禁止委員会（CAT）
子どもの権利委員会（CRC）
移住労働者委員会（CMW）
障害者の権利委員会（CRPD）

＊

自由権規約委員会委員リスト（2014年７月時点）
Mr. Yadh Ben Achour（Tunisia）
Mr. Lazahri Bouzid（Algeria）
Mr. Ahmed Amin Fathalla（Egypt）
Mr. Dheerujlall Baramlall Seetulsingh（Mauritius）
Ms. Zonke Zanele Majodina（South Africa）

Mr. Yuji Iwasawa（Japan）
Mr. Andrei Paul Zlǎtescu（Romania）
Mr. Konstantine Vardzelashvili（Georgia）
Mr. Victor Manuel Rodriguez-Rescia（Costa Rica）
Mr. Fabian Omar Salvioli（Argentina）
Ms. Margo Waterval（Suriname）
Ms. Christine Chanet（France）
Mr. Cornelis Flinterman（The Netherlands）
Ms. Anja Seibert-Fohr（Germany）
Mr. Walter Kälin（Switzerland）
Mr. Gerald L. Neuman（United States of America）
Sir Nigel Rodley（United Kingdom）
Mr. Yuval Shany（Israel）

HOME > 日弁連の活動 > 国際人権・国際交流のための活動 > 国際人権ライブラリー > 国際人権文書（条約及び基準規則等）> 自由権規約委員会
による一般的意見一覧
http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/liberty_general-comment.html
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第 章

■１

個人通報制度の実現・第一選択議定書の批准を求めて

個人通報制度とは

が国は，国際機関に直接人権救済の申立てができる手段
を一切持たない希有な国となってしまっています。

第一選択議定書（以下単に「選択議定書」といいます。）

これでは自由権規約に規定された権利が十分に国内で

は，自由権規約で保障された権利を侵害された人が，国

保障されているとは言えないでしょう。国内の人権保障

内で裁判などの救済手続を尽くしても権利が回復されな

の水準を国際水準に引き上げるためには選択議定書の批

い場合に，自由権規約委員会に直接救済の申立てができ

准が不可欠です。

る手続（個人通報制度）を定めています。このような制

■３

度は，他の国際人権条約等でも採用されているところで
す。

■２

批准は世界的な流れ

個人通報制度の実現は，当該国の人権保障を国際的な
水準に引き上げ，自由権規約に定める人権保障を一層充

国際人権（自由権）規約委員会
による勧告

委員会は，第５回審査（2008年）に続き，今回の審
査の総括所見においても，わが国に重ねて選択議定書の
批准を勧告しました（総括所見６項）。
審査の場で日本政府は，個人通報制度は人権保障のた
めの重要な制度であることを認識していることを述べ，

実させ，前進させます。
2015年８月17日現在，自由権規約を批准した国は

その批准を真剣に検討していると述べました。これに対

168か国あり，そのうち既に115か国が選択議定書を批

して委員からは，具体的にいつ批准するのか，批准に対

准していますが，わが国は未だ批准していません。経済

し具体的に障害になっていることは何なのかといった厳

先進国と言われるG8のうち日本を除く全ての国が個人

しい質問が浴びせられましたが，日本政府は何らの具体

通報制度を導入していますし，OECD加盟34か国のほ

的な回答はしませんでした。

とんどがこの制度を導入しています。アメリカ合衆国は

総括所見は，これらの審査を経て，自由権規約上の権

選択議定書を批准していませんが，米州憲章に基づき別

利の保障を具体的に実現するために選択議定書の批准を

途，個人通報制度を利用できることとなっています。わ

強く勧告しています。

自由権規約委員会第一選択議定書（個人通報制度）批准状況マップ（2015年8月17日現在）
 （出典：国連OHCHR HPより）

締約国

署名国

未批准国

北米・中南米・カリブ海にまたがる地域には米州機構があり，同機構は米州人権宣言・米州人権条約の適用を監視するた
めの制度として個人請願（individual petition）手続を有している。個人請願制度は，自由権規約の個人通報制度と実
体的に同じものである。
6

3章

第

■１

国内人権機関の設立は急務

国内人権機関とは

自由権規約，経済的，社会的及び文化的権利に関する

容はまだ不十分であっても，パリ原則に大幅に近づいた
ものとして，日弁連も一定の評価をしました。
そして上記2002年及び2005年の法案（以下「旧法案」

国際規約（以下「社会権規約」といいます。
）
，人種差別

といいます。）と比べての前進面は，

撤廃条約，子どもの権利条約，女性差別撤廃条約などの

①保護・救済の対象とする人権を，旧法案の「差別と虐待」

国際人権規約に盛り込まれた様々な人権が，それぞれの

から憲法，国際人権法で認められた人権へと広げた。

国内で「生きた法」として守られなければなりません。
そのためには，裁判所とは別に，国に対して物の云える
国内人権機関の存在と活動が必要です。国内人権機関に

②公権力による人権侵害も救済の対象に含まれることと
なった。
③法制上，独立して権限を行使できる国家行政組織法３

より迅速かつ効果的な人権救済活動が可能となるのです。

条の委員会とされ，独自の事務局と財政をもつことと

国内人権機関は日弁連の悲願でもあります。

された。

日本は，1998年の第４回政府報告書審査のとき以来，

④旧法案にあった表現，報道取材の方法を規制する条項

国内人権機関を遅滞なく設置することを勧告されてきま

を省き，報道の自由を侵害するおそれをなくした。

した。「とりわけ，警察や入国管理局職員による虐待に

などの点にあります。しかし，地方での救済申立事案を

対する申立を調査救済する独立の機関が存在しない」と

地方法務局に委任するなど，まだまだ改善を要する点も

述べ，現行の法務省監督下の人権擁護委員制度ではいけ

ありました。

ない，と指摘されていたのです。

⑵ 政府の方向転換

■２

ところが，2012年12月，政権が交代するや，政府は

パリ原則による国内人権機関の
設立と「人権委員会設置法案」

「人権委員会は設置しない」と公言し，国連人権理事会
UPR審査で世界各国から国内人権機関の創設を２度も
勧告され，
「フォローアップします」としてきた約束を

現在日本には国内人権機関はありません。

反故にする態度に理由なく変身しました。これでは，日

自由権規約委員会は，1998年以来重ねて国内人権機

本は人権を尊重しない国だ，と世界に宣伝しているよう

関の設置を勧告してきましたが，2002年に「人権擁護

なものです。

法案」が，2005年には「人権侵害による被害の救済及

■３

び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが，
政府からの独立性が欠けているため日弁連などの反対が
強く，成立しませんでした。2014年の審査では，「人
権委員会法案の2012年11月の廃案以来，統合的な国内

日弁連の提案

日弁連は「国内人権機関の制度要綱」を2008年11月
に提案しています（Index 3（p9）参照）。

人権機関を設立するために締約国が何らの進展を見せて

わが国が人権国家となるためにも，国内人権機関の設

いないことに，遺憾の意を表明する」として日本政府を

立は急務です。日本は「障がいのある人の権利条約」を

批判し，
「委員会は，前回の勧告（CCPR/Ｃ/JPN/CO/

2014年に批准しましたが，この条約33条２項が求める

５，para. 9）を想起し，締約国に対して，国家機関（国

「権利侵害事案の調査・救済を行い，教育を担い，条約

内人権機関）の地位に関する原則（パリ原則，Index 2

実施の促進と保護，監視を任務としたパリ原則に沿った

（p9）参照）（総会決議48/134，附属文書）に沿って，

枠組み」が設置されていません。それだけではなく，子

人権に関する幅広い権限をもち，政府から独立した国内

どもへのいじめや，高齢者・障がい者虐待，女性差別，

人権機関を設立することを再考し，それに対して十分な

外国人に対するヘイトスピーチなど放置できない人権侵

財政的及び人的な資源を提供するよう勧告する」と述べ

害が起こっても，政府から独立した調査救済機関がなく，

ました（総括所見７項）
。

警察や刑務所，拘置所，入国管理局など公権力による人

⑴「人権委員会設置法案」

権侵害に適切に対処できる機関も制度として存在しませ

民主党政府は「人権委員会設置法案」につき，2012

ん。さらに，特定秘密保護法などの法令や行政について，

年９月，内容についての閣議決定をし，同年11月，同

人権の見地から政策評価を行い，検討結果に基づいて意

法案の国会提出についての閣議決定をしました。その内

見を述べる権限のある国内人権機関が必要です。
7
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4章

規約上の権利の確保と法律家に対する

規約上の権利を確保するため
の３つの勧告

今回の審査で，自由権規約委員会は，日本国内で自由

審級において，弁護士，裁判官及び検察官に対する専門
的訓練の中に組み入れられることが確保されるよう求め
る。」としています（総括所見６項）。
今回の審査においても，引き続き法曹に対する教育，

権規約が国内法としての効力を有しているにも関わらず，

訓練が十分ではないという勧告を受けたのであり，弁護

日本の裁判所で自由権規約上の権利が認められたケース

士を含め法曹に対する教育・訓練の重要性を認識し，こ

は限られていることを指摘しています。

れを前進させていく必要があります。

そして自由権規約に認められた権利を確保するために，
３つの勧告を出しています。
一つめは，第一選択議定書を批准し個人通報制度を導
入することです（総括所見６項）
。

■４

法曹に対する人権教育の現状
と改革課題

二つめは，規約の適用と解釈について，弁護士，裁判

司法研修所のカリキュラムの中には「国際人権法」の

官，検察官に対し専門的職業的な訓練をなすべきである

全員共通講義が組み込まれており，全司法修習生が２時

ことです（総括所見６項）
。

間の講義を受ける仕組みとなっています。

三つ目は，とりわけ思想良心の自由や表現の自由に対

裁判官の研修の中にも，国際機関で活動している国際

し，
「公共の福祉」を理由とした幅広い制限を差し控え

法の専門家による講義が取り入れられ，これらの講義は

るよう強く求めた点です（総括所見22項）
。

出席しなかった者もビデオ視聴ができる仕組みが整備さ

■２

れているとされます。

国際人権法教育の必要性

わが国の裁判は，当然ながら法に基づきなされますが，

検察官に対する研修の中で国際人権法を対象とするも
のは，ほとんどありません。
弁護士会では，国際人権法に関する研修は広範に取り

その法には，国内法のみならず当然にわが国が締結した

組まれていますが，多くの弁護士が参加しているとは言

条約も含まれます。これはわが国の憲法が認める大原則

い難いのが実情です。

です（憲法98条２項）
。ところが，実際の裁判の中で条

法曹養成教育において国際人権法を重視するには，法

約上の権利が侵害されたことを主張しても，裁判所の判

学部・ロースクールにおける国際人権法のカリキュラム

決の中では，これらに対し，全く触れられないか無視さ

を充実するだけでなく，司法試験における国際公法の出

れる事態が散見されます。その原因は，わが国において，

題範囲に国際人権法を含めることが望ましいと考えられ

条約や条約上の権利について，法曹に対する教育が不十

ます。また，裁判官に対しても，座学だけでなく，現実

分であることが原因であると考えられます。

に対応して討論形式での研修が取り組まれる必要がある

■３

と考えられます。

弁護士，
裁判官，
検察官に対し
専門的職業的な訓練をなすべ
きとの勧告

前回（2008年）第５回審査の総括所見で，自由権規
約委員会は，次のような勧告をしています。
「締約国は，規約の適用と解釈が，裁判官，検察官及

既に国連人権高等弁務官事務所が「裁判官・検察官・
弁護士のための国連人権マニュアル」を発刊し，翻訳も
公刊されています（2006年，現代人文社）
。このよう
なテキストを利用した，自由権規約委員会の委員や国際
人権教育のエキスパートによる教育を国内でも組織し，
これに学んで法曹に対する国際人権教育を裁判所や検察
庁の中でも広めていくような取組が，今回の総括所見に

び弁護士のための専門的な教育の一部に組み込まれるこ

応えていく途であると思います。

と，および規約に関する情報が下級審も含めたすべての

を理由とする基
■５ 「公共の福祉」
本的人権の制限

レベルの司法機関に普及されることを確保すべきであ
る。
」
（第５回審査総括所見７項）
今回の総括所見でも，この勧告を繰り返し述べるとし
た上で，「規約の適用と解釈が，下級審を含むすべての
8

自由権規約委員会は，第５回審査の勧告と同様に，日

国際人権法教育
本国内の裁判で「公共の福祉」を理由として自由権規約

利に対して，いかなる制限も課すことを差し控えるよう，

に定められた権利が制限される可能性があることに繰り

強く求める。」

返し懸念を表明するとし，22項で次のように勧告して

これらの勧告は，とりわけ個人の権利として重要であ
る思想，良心，表現の自由に関し，
「公共の福祉」といっ

います。
「委員会は，前回の総括所見（CCPR/Ｃ/JPN/CO/5，

た曖昧な理由で制限してはならないことを特に法律家に

para.10）を想起し，かつ，締約国に対して，規約18

対して求め，自由権規約で保障された権利を確保すべき

条３項及び19条に定める厳格な要件を満たさない限り，

ことを強く勧告したものです。この点については，表現

思想，良心，宗教の自由または表現の自由を享受する権

の自由に関連して後に詳述することとします（p14）
。

I n d e x 2

パリ原則とは

「国家機関（国内人権機関）の地位に関する原則」
（パリ原則；1993年12月20日国連総会決議）
権限と責任を通じての独立性
１．国内人権機関は人権を伸長及び保護する権限を付与される。
２．できる限り広範な職務を与えられ，その構成と権限の範囲は憲法又は法律で定める。
３．人権の伸長，保護に関するあらゆる事柄について，自らの権限で政府，議会その他関連当局に対し，意見，勧告，
提案及び報告を提出すること。
構成の多元性の保障
国内人権機関の構成と構成員の任命は，人権にかかわる社会集団の多元的な代表を確保できる手続により行われる。
財政上の自立を通じた独立性
その活動を円滑に行える基盤，特に財源をもち，政府の財政統制の下に置かれず，自らの職員と建物を持つことを可
能とすること。
任命及び解任手続を通じての独立性
真の独立の前提である構成員の安定した権限を確保するため，一定の期間を定めた公的な決定によって任免されるこ
と。
活動の方法
１．問題につき自由に検討，調査，協議し，司法その他の機関と協議し，広報し，NGOとの関係を発展させること。
２．調停を通じての解決を図ること。
３．法律，規則，行政慣行の改正や改革を勧告すること。

I n d e x 3

国内人権機関とは

日弁連が作成した「国内人権機関の制度要綱」では，次のような機関の創設を提言しています。
１．【独立性】委員の選任手続，権限の行使，必要十分な人員と予算を確保することを通じ，政府からの独立性をもつ
こと。
２．【多様性】委員会は多元的に構成され，活動においては市民・NGOと交流し，その意見を取り込む組織であること。
３．【権限】公権力による人権侵害についても，調査・勧告権限をもち，広く国際人権法により認められた人権を取り
扱う組織であること。
４．【政策提言】政策提言能力をもち，立法，行政に対し，人権の観点からあるべき方向を示すことができる組織であ
ること。
５．【人権教育】広く人権教育を企画し，実施する活動をする組織であること。
６．【事務局体制】人権の専門性と情熱をもつ職員を多数擁し，問題の調査・研究・解決ができる組織であること。
７．【市民アクセス】市民が気軽に駆け込める，利用しやすい組織であること。
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5章

日本政府に死刑廃止の検討を強く勧告

死刑制度の廃止は国際的な潮流

ます大きくなってきています。
⑵ 死刑確定者の処遇の問題

自由権規約６条は「生命に対する権利」を保障し，死刑

死刑確定者は，昼夜単独室に収容され，ほかの被収容

制度については廃止が望ましいことを示しています。す

者との接触は原則的に禁止されています。袴田さんは逮

でに世界の約70％の国々が，
死刑を廃止しています（10

捕以来48年間の拘禁で，心身の健康に重大な障がいを

年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む。）。

受けました。死刑確定者が面会や文通を許される相手方

日本は自由権規約委員会から，前回2008年10月の審

は厳しく制限され，手紙の内容はすべて検査されます。

査の総括所見16条で，世論調査の結果にかかわらず，

⑶ 上訴・再審制度上の問題点

死刑の廃止を前向きに検討し，必要に応じて，国民に対

死刑判決に対する自動上訴制度はなく，死刑判決後

し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきであると勧告

いったん上訴を取り下げてしまうと，再度の上訴は認め

されました。それにもかかわらず，政府は，国民の多く

られません。また，死刑判決を受けた事件の再審請求審

が死刑制度を支持していること等を理由に死刑を存置す

において，検察官の手持ち証拠に対する弁護人の開示請

る姿勢を維持しています。死刑の執行も続いています。

求権は保障されていません。加えて，再審請求をしても，

2009年５月に裁判員裁判が導入されてからも，死刑判

死刑の執行を止める法的効果はありません。このような

決が出されています。

制度のもとでは誤った死刑執行がなされる可能性は否定

■２

できません。

日本の死刑制度の問題

⑴ えん罪の危険性と袴田事件
えん罪で無実の人が死刑にされることがあってはなり

⑷ 情報公開の不足
死刑の実態は市民に対してほとんど明らかにされませ
ん。たとえば，死刑の執行については事前に一切明らか
にされていません。当の死刑確定者に対してすら，執行

ません。死刑確定者の袴田巖さんが無実を訴えた再審請

当日の直前の時刻まで明らかにされません。

求事件（静岡市の味噌製造会社専務一家４名に対する強
岡地裁は，2014年３月，再審開始を決定しました（そ

■３

の後検察官が東京高裁に抗告。
）
。同時に，死刑の執行と

⑴ 死刑制度への厳しい批判

盗殺人放火事件，いわゆる「袴田事件」
）において，静

委員会の厳しい勧告

拘置を停止し，袴田さんを釈放しました。再審請求審で

今回の審査では，日本の死

は，証拠開示により，袴田さんの無実を示す証拠が隠さ

刑制度について，委員から厳

れていたことが明らかとなり，再審開始の大きな力にな

しい意見が出され，委員会は，

りました。静岡地裁は，決定理由で，捜査機関によって

死刑の廃止を含む死刑制度の

証拠がねつ造された疑いがあるとまで述べています。袴

改革について，強い勧告をし

田さんに対し，再審で無罪が確定すれば，戦後５件目の

ました。審査の質疑の中で，

死刑再審無罪事件となります。死刑制度の問題は，ます

３名の委員が，袴田事件の具

ジェラルド・L.・ニューマン委員
（出典：CCPRセンターTwitter
より）

体名をあげて，日本政府に対し，自白強要，代用監獄，
死刑えん罪問題等を追及しました。
日本の死刑制度の問題については，前回の委員会の勧
告だけではなく，2013年５月の国連拷問禁止委員会の
勧告においても，死刑廃止を含む死刑制度の改革が取り
上げられています。
⑵ 委員会の懸念の表明
委員会は，総括所見において，死刑制度について，まず，
次の事項に懸念があると述べました（総括所見13項）
。
袴田事件報告会での袴田巖さんと姉の秀子さん
（2014年４月14日撮影）
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①死刑を「最も重大な犯罪」に限るとの規約の要請を満
たしていないこと。

－死刑制度と死刑確定者の処遇について－
②死刑確定者がいまだに死刑執行まで最長で40年間，
昼夜間独居に置かれていること。
③死刑確定者もその家族も，死刑執行の日以前に事前の
告知をされていないこと。
④死刑確定者とその弁護士との面会の秘密性が保証され
ていないこと。
⑤死刑執行に直面する人が心神喪失状態にあるか否かに
関する精神面の検査が独立していないこと。
⑥再審請求あるいは恩赦の請求に，死刑執行を停止する
効果がないこと。
⑦袴田氏の事件における場合を含め様々な機会に，強制
された自白の結果として，死刑が科されてきたという
報告がなされていること。
⑶ 委員会の勧告
委員会は，懸念事項を述べた後に，次の事項を日本政
府に勧告しました（総括所見13項）
。
⒜ 死刑の廃止

することによって，誤った死刑判決がなされないように，
法的なセーフガードをすみやかに強化することを勧告し
ました。
⒟ 再審査制度の確立
委員会は，死刑事件における義務的かつ効果的な再審
査制度の確立を勧告しました。これは自動上訴制度や判
決確定後の効果的な再審制度の確立を勧告されたものと
思われます。また，再審あるいは恩赦の申請に死刑の執
行を停止させる効果を持たせることや，死刑確定者とそ
の弁護士との間における再審請求に関するすべての面会
の厳格な秘密性を保証することを勧告しました。
⒠ 死刑確定者の精神面審査の独立性確保
委員会は，死刑確定者の精神面の健康に関する独立し
た審査のメカニズムを確立することを勧告しました。
⒡ 死刑廃止条約への加入
委員会は，最後の項目で，死刑廃止を目指し，自由権
規約の第二選択議定書（死刑廃止条約と呼ばれることも

委員会は，死刑の廃止を十分に考慮すること，あるい

ある）への加入を考慮することを勧告しました。これは

はその代替として，死刑を科し得る犯罪の数を，死の結

前述した死刑廃止の検討を求める勧告は，委員会の強い

果をもたらす最も重大な犯罪に減少させることを勧告し

意見であることを示したものと思われます。

ました。

⑷ フォローアップの要求

また，同時に，死刑の廃止を目指して，自由権規約の

最後に，委員会は，日本政府に，死刑制度に関する委

第二選択議定書（死刑廃止条約と呼ばれることもある）

員会の勧告の実行状況について，１年以内に追加情報を

への加入も勧告しました（後掲⒡参照。
）
。

提供するように要求しました。これは委員会が，死刑制

これは，前回の死刑廃止の検討を求めるという勧告や，

度は，次回第７回の審査を待っていては遅い，より早期

拷問禁止委員会の死刑廃止の可能性の検討を求めるとい

の改善と対応を要する重要な問題であるという認識を

う勧告よりも，さらに強く死刑廃止を検討するよう求め

持っていることを示しています。

たものです。今回，死刑制度について強い勧告が出され

政府は，委員会の要求に対し，誠意をもって応える責

たのは，袴田事件等の死刑えん罪問題が注目された結果

任があります。

だと思われます。

■４

⒝ 死刑執行の事前告知と処遇
委員会は，死刑確定者とその家族に対し，予定されて
いる死刑執行の日を予め合理的な余裕をもって告知する

日弁連の取組

委員会の勧告は，国際的な人権基準を反映しています。

ことを勧告しました。また，死刑確定者に対し，原則的

日本は，規約の締約国として，規約を誠実に実施する義

に，昼夜独居処遇を科さないことを勧告しました。

務があります。委員会から受けた勧告を真摯に受止め，

現在の実態は，死刑執行の当日，執行の直前に本人に

これを履行していくために努力する必要があるのです。

告知されるだけなので，死刑確定者は，告知後，心の準

日弁連は，第54回人権擁護大会において，死刑のな

備をすることができず，家族や知人にも会えない状況に

い社会が望ましいことを見据えて，死刑廃止についての

なっています。

全社会的な議論を開始することを呼びかけるという宣言

⒞ 全面的証拠開示

を採択しています（2011年10月）。

委員会は，弁護側にすべての検察側資料への全面的な

日弁連は，委員会が日本政府に対して求めている内容

アクセスを保証することや，拷問あるいは虐待により得

を踏まえ，日本の死刑制度の問題を広く市民に明らかに

られた自白が証拠として用いられることがないよう確保

し，議論を深めていきたいと考えます。
11
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6章

代用監獄の廃止と取調べ時間の規制・

■１ 代用監獄制度とは

座り続けて，同じ姿勢にするとか，言葉によって脅す，
といった取調べが行われていると聞く。12時間も取り

警察における身体拘束期間の国際的なスタンダードは

調べるという情報がある。８時間以上の取調べはどれく

24時間ないし48時間で，一つの事件についての警察に

らいあるのか。取調べのタイムライン（時間規制）を設

よる取調べは数時間までしか行われません。被疑者が裁

定すべきである。なぜ弁護士の立会いの下での取調べが

判官の勾留決定後も拘置所に移送されず，警察留置場に

できないのか。99.8％が有罪というのは，ほかの国と

拘禁され，１事件について23日間の取調べが可能とさ

比べても高い。刑事司法制度が非常に優れていると認識

れる，いわゆる代用監獄制度は，世界中を探しても日本

しているのか。実は，非常に警告を発するシグナルでは

以外では見当たらない制度となっています。

ないか。自白に依存し過ぎている。袴田事件のようなケー

近時も，足利事件，布川事件，東電OL事件，袴田事

スにおいて再審が行われたことは評価するが，他にもい

件など代用監獄を舞台とした深刻なえん罪事件が暴露さ

るのではないか。独立で公平な調査機関を設置する意図

れています。被疑者の身体が捜査機関のもとに置かれ，

があるか。」と質問しました。

長時間にわたる取調べ（深夜，徹夜の取調べもある）が

■３

継続される代用監獄制度は，仮に暴力や脅迫などの違法
行為がなくとも，取調べが長時間・長期間にわたって継
続すること自体が精神的・肉体的拷問であり，虚偽の自
白を生み出す大きな根源となっています。国連人権理事
会（2007年，2012年 ）
， 拷 問 禁 止 委 員 会（2007年，

日本政府の説明

これに対する日本政府の答弁は，従来の説明を繰り返
すだけでした。
政府は，
「取調べは，日本では，事案の真相解明に最

2013年）などでも代用監獄制度の見直し・廃止の検討

も重要な役割を果たしており，取調べへの弁護人の立会

が勧告されています。

いを一律に認めるのは相当ではない。可視化について，

■２

捜査への影響，相応の人的物的負担がある。」と説明し

委員の質問と意見

ました。
また，
「留置施設は各地の中心部にきめ細かく設置さ

南アフリカ共和国のゾンケ・ザネレ・マジョディナ委

れており，家族や弁護人接見に便利である」とし，「留

員は，
「代用監獄制度の使用の停止がなぜなされないのか。

置施設視察委員会は，弁護士等の法律関係者が委員を務

23日間にわたって拘留されるわけで，世界の他の国々

め，警察から独立した視察委員会が視察をし，不服申立

では許されない。拷問禁止委員会からも勧告されている。

てもできる」とし，
「したがって，現状においては，代

まだ予算の制約があるのか。PC遠隔操作事件など自白

替収容制度を継続する必要性が高く，これを継続するこ

の強制が，この５年間も，多くの代用監獄であった。袴

とが被疑者の処遇に不適当とは考えられない。代用刑事

田事件の場合も，長期間の勾留の後に自白したという。

施設の廃止は現実的ではない。」と答弁しました。

刑事施設が足りないのであれば，勾留施設を増やすべき

■４

である。代用監獄廃止の意図があるのか。取調中への弁
護人の立会いはどうなっているか。
」
などと質問しました。

議長のまとめ

また，イスラエルのユバル・シャニイ委員は，「さら

ナイジェル・ロドリー議長は，委員会審査の最後のま

に録音録画の手段をより取調べに活用する意図があるの

とめで，最初に，代用監獄問題を上げ，
「代用監獄は

か。今３％と聞いている。今後何％を予定しているのか。

1908年に暫定的なものとして設置された。資源の不足

試行を行っているようだが，どういったものが排除され

という理由に加えて，家族にも弁護士にも有益性が高い

ているのか。残りについてなぜ行わないのか。その選び

というが，家族，弁護士は反対の意見を述べている。こ

方の基準は何か。冒頭から可視化しない場合はどうなる

のような説明は無意味だ。自白を求めたいというのが理

のか。自白の録画について取調べの一部が録画されると

由であろうが，明らかに規約に矛盾している。可視化は

いうが，どの部分が録画されるのか。一部の録音録画で

一定の改善がされるだろうが，弁護人の立会いも認めら

は自白の強制とか，恣意的な取調べにつながるのではな

れない。拷問禁止委員会なども含めて勧告しているのに，

いか。実際の取調べにおいて，触るとか，長い間椅子に

抵抗していることが残念だ。」と指摘しました。

12

弁護人の立会いを求めて

■５

総括所見は代用監獄廃止のた
めにあらゆる手段をとるべき
ことを求める

委員会は総括所見の18項において，利用可能な資源

法的な規制を行うべきであること，部分的な取調記録制
度では不十分であることを指摘しているものといえます。
総括所見は，代用監獄制度を温存し自白に依拠するわ
が国の刑事捜査制度の全面的な転換を求めているといえ
るでしょう。

が不足していること及び犯罪捜査のためにこの制度が効
率的であることを理由に，代用監獄の使用を正当化し続
けていることを遺憾とし，代用監獄において強制的な自

I n d e x 4

白を引き出す危険に依然として懸念を表明しました。そ
の上，委員会は，取調べの実施に関して厳しい規制が存
在しないことに懸念を表明し，検討されている取調べの
ビデオ録画の義務付けられた範囲が限られていることを
遺憾としています。
そして，「締約国は，代替収容制度（代用監獄）を廃
止するためにあらゆる手段を講じること，すなわち，特

袴田事件の映画「ボック
ス」をジュネーブで上映

2014年７月11日ジュネーブ国連欧州本部に近い
会場で，
袴田事件の映画「BOX袴田事件 命とは」
（英
語字幕版）の上映会を開催しました。この上映を成
功させるために，日弁連ではカラー印刷のチラシを
作成し，委員の皆さんをはじめ，報告書審査に参加
の各国連NGO関係者に対して広く配布したところ，
国連NGO関係者が多数集まりました。

に下記の事項を保障することによって，規約９条及び規
約14条におけるすべての保障の完全な遵守を確保しな
ければならない。
⒜ 起訴前の拘禁中に，保釈など，勾留に代わる措置を，
当然考慮すること
⒝ すべての被疑者が身体拘束の瞬間から弁護人の援
助を受ける権利を保障され，かつ，弁護人が取調べ
に立ち会うこと
⒞ 尋問の方法，尋問継続時間の厳格なタイムリミッ
トと完全なビデオ録画を定める立法措置がされなけ

2014年７月11日ジュネーブで行った上映会の様子

I n d e x 5

フォローアップ

ればならない。
⒟ 都道府県公安委員会から独立し，かつ，取調中に
行われた拷問や不当な取扱いの申立てについて迅速，
不偏公平かつ効果的に調査する権限を持つ不服審査
のメカニズムに向けた見直し。
」と勧告しました。

■６

総括所見の評価―取調べの規
制を求める

総括所見は，取調時間について制裁を伴う厳格な制限，

フォローアップ手続は，特に重大な人権問題を取
り上げ，次回審査を待つまでに，改革を加速するた
めに設けられた制度です。
総括所見13項（死刑制度）
，14項（性奴隷とし
ての「慰安婦」
）
，
16項（技能実習生制度）
，
18項（代
替収容制度（代用監獄）と強制された自白）におい
てなされた勧告の実施に関連する情報を１年以内に
提供するよう日本政府に求めています。
委員会から見て，刑事司法に関する問題が重要で
緊急の問題であると考えられていることがわかりま
す。

全過程のビデオ録画など取調べの規制を勧告した2013
年拷問禁止委員会勧告の尊重を求めています。同委員会
のサティヤブーシュン・グプト・ドマ委員は，取調べは，
せいぜい午前２時間，午後２時間，夜間の取調べは絶対
に禁止すべきと強調しています。同委員会は，留置施設
視察委員会の独立性の不十分性も指摘しています。
今回の総括所見は，被疑者取調べ適正化のための監督
に関する規則における取調時間の制限に拘束力がなく，

ナイジェル・ロドリー議長の委員会審査の様子
（出典：CCPRセンターTwitterより）
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■１

7章

危機に立つ思想良心信教の自由・表現

人権保障には厳しい制約を

委員会は総括所見22項において，公共の福祉を理由

が，秘密保護法の翻訳を読む限り適用がどのくらいの範
囲のものであるかということが非常に分かりにくい。何
が秘密として指定できるのか，ということがはっきりし

とする基本的人権の制限に言及しました。同項は，「委

ない。別表を見る限り非常に広いように思われる。防衛，

員会は，
「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であり，

外交，テロの防止，そしてこれが何を意味するのかわか

かつ，規約（２条，18条及び19条）の下で許容される

らないが指定された有害活動ということまで述べられて

制約を超える制限を許容する可能性があることについて，

いる。さらに，特定秘密として分類する基準が明確では

繰り返し懸念を表明する。

ない。これは由々しいことである。また秘密保護法24

委員会は，前回の総括所見（CCPR/Ｃ/JPN/CO/5，

条に書かれている，秘密情報を開示した場合の刑が最長

para.10）を想起し，かつ，締約国に対して，規約18

10年ということも懸念する。こういう規定はメディア

条３項及び19条に定める厳格な要件を満たさない限り，

を非常に委縮させるものである。秘密保護法の22条は

思想，良心，宗教の自由または表現の自由を享受する権

ニュースの報道の自由をうたっているが，この規定は具

利に対して，いかなる制限も課すことを差し控えるよう，

体的な意味が明白ではない。一般的意見によると，秘密

強く求める。
」としています。

情報を流布したということで，ジャーナリストや環境活

このような見解は，これまで委員会が公職選挙法上の

動家や人権擁護者を起訴するということは規約19条と

公務員の政治活動の制限や戸別訪問の禁止などが表現の

整合性がない。日本政府はこの法律が規約19条に即し

自由に対する過度の制限となっていることを指摘してい

た形で適用されるように，どのように情報にアクセスす

たことが背景となっています。また，委員会が規約19

る権利を確保するのか。安全保障と公の秩序の保護のた

条だけでなく，18条にも言及した背景には，いくつか

めに必要な時のみ，相当な範囲でしか起訴が行われない

の市民グループが，学校における日の丸の掲揚，君が代

ようにするためのセーフガードはあるのか。研究者や環

斉唱時に起立しなかった教員に対する懲戒処分が，思想，

境活動家や人権の擁護者が，刑罰に課されないことをど

良心，宗教の自由を侵害するものと指摘したことについ

うやって確保するのか。」

て，考慮されたものと評価できるでしょう。

■２

またナイジェル・ロドリー議長から「そもそもどうい
う問題が起きたから秘密保護法が必要ということになっ

秘密保護法について厳しい指摘

たのか。」という立法事実を問う質問がなされました。
これに対して日本政府は，法律全文の英訳を委員会に

特定秘密の保護に関する法律（以下「秘密保護法」と

提供し，一部の答弁は英語で，今回の立法は欧米並みの

いいます。）については，日弁連だけでなく，日本の多

ものであり，恣意的な運用はされない，報道目的の情報

くのNGOがジョイントレポートを提出しました。アム

取得は処罰されないなどと回答しました。

ネスティやツワネ原則を起草したオープンソサエティ・

■３

ジャスティスイニシアティブも，詳細なレポートを提出
しました。このような動きを受けて，審査の二日目にド

秘密保護法は規約19条違反

イツのアンヤ・ザイバート・フォー委員が表現の自由に

しかし，委員会は，総括所見23項において，規約19

ついて質問する中で，秘密保護法について詳細に取り上

条にもとづいて，「委員会は，近年国会で採決された秘

げ次のように述べました。

密保護法が，秘密指定の対象となり得る事項の定義が曖

「情報へのアクセスを拒否する場合は相当な理由が述

昧かつ広汎であること，秘密指定の要件が漠然としてい

べられるべきであり，取決めがなされて拒否された場合

ること，及びジャーナリストや人権活動家の活動に対し

の不服申立てが可能でなければならない。規約19条３

て萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されてい

項には制約について述べられているが，一般的意見が強

ることに懸念を有する。」とした上で，「締約国は，秘密

調しているのは，締約国による国家の安全保障や公的な

保護法とその運用が，自由権規約19条の厳格な要件に

秘密の保護は，非常に慎重に３項に基づいた厳しい要件

合致することを確保するため，あらゆる必要な措置をと

を満たした上で行われなければならないということであ

るべきであり，特に次の事項を保障すべきである。

る。こういう法律は具体的に書かれたものであるべきだ
14

⒜ 特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く

の自由－秘密保護法などを巡って－
定義されること，かつ，情報を求め，受け及び伝え
る権利に対するいかなる制約も，国家安全保障に対
する特定かつ同定可能な脅威を防止するためのもの
であって，法定性，比例性及び必要性の原則に合致
するものであること。

されるべきことが求められました。
秘密保護法の運用基準は2014年10月に閣議決定され，
法が同年12月に施行されました。
しかし，運用基準に基づいて作られた独立公文書管理
監は，秘密を指定する官庁からの出向者で構成され，独

⒝ 何人も，国家安全保障を害することのない正当な

立性がなく，また秘密を開示させる権限も不十分なもの

公共の利益にかなう情報を拡散・頒布したことにつ

で，独立した第三者機関とは言えません。法そのものの

いて罰せられないこと。
」を具体的に勧告しました。

廃止を含めて抜本的な見直しがなされなければ国際社会

秘密指定には厳格な定義が必要であること，制約が必
要最小限度のものでなければならないこと，ジャーナリ

からの日本政府に対する言論弾圧の疑念は払拭できない
ことでしよう。

ストや人権活動家の公益のための活動が処罰からの除外

I n d e x 6

ツワネ原則と秘密保護法

「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」（以下「ツワネ原則」という。）は，自由権規約19条等をふまえ，
国家安全保障分野において立法を行う者に対して，国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講
じることと，政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために，実務的ガイドラインとして作成されたも
のであり，本年６月，南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたものである。
当連合会では，これまでの提案を踏まえ，ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める。
以下，ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。
１

ツワネ原則１，４は国家秘密の存在を前提にしているものの，誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有して
おり，その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務であるとしている。しかし，法案にこの原則が明示され
ていない。
２ ツワネ原則10は，政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有，環境破壊など，政府が秘密にしては
ならない情報が列挙されている。国民の知る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。しかし，
法案には，このような規定がない。
３ ツワネ原則16は，情報は，必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべきであり，政府が秘密指定を許される最
長期間を法律で定めるべきであるとしている。しかし，法案には，最長期間についての定めはなく，30年経過時の
チェックにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており，第三者によるチェックになっていない。
４ ツワネ原則17は，市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められるべきであるとしている。これは恣意
的な秘密指定を無効にする上で有意義である。しかし，法案にはこのような手続規定がない。
５ ツワネ原則６，31，32，33は，安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきであり，この機関は，実効
的な監視を行うために必要な全ての情報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。しかし，法案には，
このような監視機関に関する規定がない。
６ ツワネ原則43，46は，内部告発者は，明らかにされた情報による公益が，秘密保持による公益を上回る場合には，
報復を受けるべきでなく，情報漏えい者に対する訴追は，情報を明らかにしたことの公益と比べ，現実的で確認可能
な重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。しかし，法案では，この点に関する利益衡量規定がな
く，公益通報者が漏えい罪によって処罰される危険が極めて高い。
７ ツワネ原則47，48は，公務員でない者は，秘密情報の受取，保持若しくは公衆への公開により，又は秘密情報の
探索，アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし，また，情報流出の調査において，秘密
の情報源やその他の非公開情報を明らかにすることを強制されるべきではないとしている。しかし，法案にはこのよ
うに規定がないどころか，第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。
（2013年11月15日日弁連「特定秘密保護法案に反対し，ツワネ原則に則して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討
することを求める会長声明」より抜粋）
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8章

第

■１

ヘイトスピーチについて厳しい勧告

ヘイトスピーチと表現の自由

中国人又は部落民などのマイノリティグループの構成員

ヘイトスピーチについて，イスラエルのユバル・シャ

差別主義的な言説並びにこれらの行為に対する刑法及び

ニイ委員が取り上げました。

に対する憎悪及び差別を扇動している広範囲に及ぶ人種
民法における保護が十分ではないことに懸念を表明する。

「韓国人を殺せ」などと叫ぶデモが全国で350件も報

委員会は，また，過激論者によるデモが許可されて頻繁

告され，広範に起きていることが委員会の場でも確認さ

に行われていること，外国人の生徒・学生を含むマイノ

れました。政府の答弁は特定の人や集団への名誉毀損や

リティに対する嫌がらせと暴力が行われていること，さ

脅迫にあたる場合に民事責任と刑事責任を問い得る，一

らには民間の施設において『ジャパニーズ・オンリー（日

般的なヘイトスピーチに関しては，啓発活動に取り組ん

本人以外お断り）
』などの標示が公然と掲げられている

でいると答弁しました。

ことについて，懸念を表明する。」とした上で，「締約国

日本には包括的な差別禁止法制がなく，ヘイトスピー

は，差別，敵意または暴力を扇動する人種的な優越性ま

チを禁止することができていないことの問題点が明確に

たは憎悪を唱道するあらゆる宣伝を禁止し，かつ，その

なったといえます。二日目のフォローアップ質問におい

ような宣伝を広めるためのデモを禁止すべきである。締

て，ユバル・シャニイ委員は，表現の自由の保障は重要

約国は，また，人種差別主義に反対する意識向上活動の

であるとしつつ，規約20条がバイオレンスの防止のた

ために十分な資源を割り当て，裁判官，検察官及び警察

め，人種差別の煽動をするようなヘイトスピーチは禁止

官がヘイトクライムや人種差別主義的な動機に基づく犯

しなければならないことを定めていることを指摘し，民

罪を発見することができるように研修させることを確保

事法的な措置だけでは提訴ができない場合もあり，国が

する努力を強化すべきである。締約国は，また，人種差

刑事的に抑制することが望ましいと述べたのです。

別主義者による攻撃を防止し，かつ，加害行為の嫌疑者

■２

が徹底的に捜査を受け，起訴され，そして有罪の場合に

国際的には刑事的に規制する
方向

表現の自由を保障しているヨーロッパ諸国などでもヘ
イトスピーチは刑罰によって規制されています。国連の
人種差別撤廃委員会の一般的意見35は，法律により処

は，適切な制裁をもって処罰されることを確保するため，
あらゆる必要な措置をとるべきである。」と勧告しました。

■４

人種差別撤廃委員会からも規
制を求める勧告

罰されうる流布や扇動の条件として，委員会は以下の文

2014年８月29日には，人種差別撤廃委員会からも勧

脈的要素が考慮されるべきであると考えるとして，ス

告が出されています。ここでも，ヘイトスピーチの問題

ピーチの内容と形態，経済的，社会的及び政治的風潮，

が重要な課題として取り上げられ，以下のとおり勧告さ

発言者の立場又は地位，スピーチの範囲，スピーチの目

れています。

的を考慮すべきだとしています。委員会は，ジェノサイ

「ヘイトスピーチ及びヘイト・クライム

ドに関する指標において，人種主義的ヘイトスピーチの

11．委員会は，締約国内において，外国人やマイノリ

意味及び潜在的効果を評価する際に地域性が関連するこ

ティ，とりわけ韓国・朝鮮人に対し，人種差別的デモ・

とを強調しています。また，締約国は，扇動罪の重要な

集会を行う右翼運動や団体により，差し迫った暴力の

要素として上記の考慮事項に加えて，発言者の意図，そ

扇動を含むヘイトスピーチが広がっているという報告

して発言者により望まれ又は意図された行為がそのス

を懸念する。また，委員会は公人や政治家による発言

ピーチにより生じる差し迫った危険又は蓋然性を考慮に

がヘイトスピーチや憎悪の扇動になっているという報

入れるべきであるとされています。

告にも懸念する。委員会は，ヘイトスピーチの広がり

■３

や，デモ・集会やインターネットを含むメディアにお

差別禁止法と処罰を求める勧告

委員会は，総括所見12項において，規約２条，19条，
20条，27条にもとづいて「委員会は，韓国・朝鮮人，
16

ける人種差別的暴力と憎悪の扇動の広がりについても
懸念する。さらに，委員会は，これらの行動が必ずし
も適切に捜査及び起訴されていないことを懸念する
（４条）。

人種差別的ヘイトスピーチへの対処に関する一般的勧告

に対処し，教授法，教育，文化及び情報に関する措

35（2013年）を想起し，委員会は，人種差別的スピー

置を強化すること。」

チを監視し対処する措置は，抗議の表現を奪う口実とし
て使われるべきではないことを想起する。しかしながら，
委員会は，締約国に人種差別的ヘイトスピーチやヘイト

■５

クライムから保護する必要のある社会的弱者の権利を擁
護する重要性を喚起する。それゆえ，委員会は，締約国
に以下の適切な措置をとるよう勧告する。

勧告を受け，国内でもバラン
スのとれた議論を深める必要
がある

これらの勧告は，明確にヘイトスピーチそのものの刑

⒜ 憎悪及び人種差別の表明，デモ・集会における人

事的規制を求めています。表現の自由を保障しつつ，ヘ

種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処する

イトスピーチに効果的な規制を行うことは法制度として

こと。

は難しい作業です。実は，日弁連もヘイトスピーチに対

⒝ インターネットを含むメディアにおいて，ヘイト
スピーチに対処する適切な措置をとること。
⒞ そのような行動について責任ある個人や団体を捜
査し，必要な場合には，起訴すること。

して，これを強く非難する意見を表明していますが，刑
事法的規制が必要であるという意見をまとめるに至って
いません。しかし，日本の社会状況は排外的な雰囲気が
醸成され，放置すれば人種差別的暴力への歯止めが利か

⒟ ヘイトスピーチを広めたり，憎悪を扇動した公人

なくなる一歩手前まで来ていると考えなければなりませ

や政治家に対して適切な制裁措置をとることを追求

ん。この勧告は政府だけでなく，日弁連などNGOに対

すること。

しても向けられたものです。日弁連もこの難問に取り組

⒠ 人種差別につながる偏見に対処し，また国家間及
び人種的あるいは民族的団体間の理解，寛容，友情

むために組織を立ち上げ，議論をし，意見書を取りまと
めて公表しました（Index 7参照）。

を促進するため，人種差別的ヘイトスピーチの原因

I n d e x 7

日弁連の人種差別撤廃を求める意見書

日弁連は，国際人権機関の勧告を受けて，2015年５月「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求
める意見書」をまとめました。この意見書は「人種差別撤廃条約」の理念に基づいて，人種等（人種，皮膚の色，世系，
民族的若しくは種族的出身，国籍）を理由とする差別（以下「人種的差別」といいます。
）の撤廃に向けた速やかな施
策を行うことを求めるものです。
１

国に対し，人種的差別を理由とする入店・入居拒否等の差別的取扱いや，人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長
する言動（「ヘイトスピーチ」）等の人種的差別に関する実態調査を行うこと。
２ 国に対し，人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃に向けた施策を実施するに当たっての
基本的枠組みを定める法律（以下「基本法」といいます。
）の制定。
⑴ 目的 憲法13条及び憲法14条とともに，人種差別撤廃条約の理念を実現することを目的とする。
⑵ 人種的差別の定義 包括的な人種的差別の定義として，人種，皮膚の色，世系，民族的若しくは種族的出身，国
籍に基づく差別を含める。
⑶ 不当な差別行為等の禁止 あらゆる日常生活又は社会生活における個々人に対する不当な差別的取扱いとともに，
ヘイトスピーチを公然と行うことは許されない。
⑷ 基本方針の策定 国及び地方自治体が人種的差別の撤廃に向けた施策を遂行するための指針となる基本方針を策
定し，これを定期的に見直す。
⑸ 国及び地方自治体の行うべき施策 国及び地方自治体が，人種的差別を受けた者に対する効果的な保護及び救済，
寛容及び相互の理解を促進するための啓発活動を含む人種的差別撤廃に向けたあらゆる施策を総合的かつ一体的に
実施する責務を負う。
⑹ 人権教育の実施 国及び地方自治体が，人種的差別及びその原因を解消するため，人権教育を充実させる責務を
負う。
⑺ 人種的差別の撤廃に向けた政策の提言等を行う機関の設置 人種的差別の実態に関する調査を行い関係行政機関
に対して意見を述べ，国及び地方自治体が基本方針の案を提示し，差別を受けた者に対する効果的な保護・救済を
確保するための政策を提言する，一定の独立性を有する機関を設置する。この機関の委員は，人種的差別を受けた
者の意見を適切に反映し，差別の実情を踏まえた審議ができるよう構成されなければならない。
３ 国に対し，政府から独立した国内人権機関を早急に設置し，個人通報制度の利用を可能とするための措置を講ずる
ことを求める。
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第 章

■１

外国人差別をなくすために（技能実習生・難民・入管・人身取引）

人身取引の防止と技能実習生制
度の廃止（総括所見15・16項）

委員会は，総括所見15項では，規約８条にもとづいて
「⒜ 特に強制労働の被害者について，被害者認定手続
を向上させること，
また，
労働基準監督官を含むすべ
ての法執行者に対して専門的な訓練を提供すること。
⒝ 加害行為者を精力的に捜査し，かつ，訴追し，有罪
の場合には，行為の重大性に見合う刑罰を科すこと。
⒞ 通訳サービス及び損害賠償請求のための法的支援
を含めて，現行の被害者保護の措置を向上させるこ
と。
」を勧告しました。

られています。

難民認定申請等について
■２ （総括所見19項）
改正入管法により，改正前入管法53条３項の強制送
還禁止に対する例外規定は，廃止されました。しかしな
がら，委員会は，改正入管法施行後も，ノンルフールマ
ン原則が日本の実務において十分に考慮されていない点
について懸念を表明しています。
また，委員会は，2010年３月に国費による強制送還
手続中入国管理局職員から不当な有形力の行使を受け送

そして，総括所見16項では，人身取引の一形態とし

還中の航空機内で亡くなったガーナ人男性の事件に言及

て技能実習生制度を取り上げました。外国人研修・技能

し，退去強制手続の過程において外国人が不当な取扱い

実習制度は，外国人に対し技能・技術等の習得を援助・

を受けないようにするためにあらゆる適切な措置を講じ

支援することによって，わが国の有する汎用性の高い技

るよう政府に求めました。

術を移転し，国際社会に貢献することを目的として開始

さらに，委員会は，難民申請者及び退去強制手続中の外

された制度でしたが，実態として，外国人研修生・技能

国人の入管施設への収容に関して，収容期間を短期間の

実習生が，最低賃金を下回る手当によって長時間労働を

適切な期間にすること，収容代替措置が可能か否かを十

強いられたり，逃亡防止のために旅券や通帳等を取り上

分に検討すること，入管施設に収容されている外国人が

げられたりするなど人権侵害を受けている事例が数多く

収容の合法性について裁判所において司法審査を受けら

報告されてきました。

れるようにするための手段を確保することを求めました。

委員会は，2008年の第５回政府報告書審査に対する
総括所見においてもこの問題を取り上げています。

また，委員会は，難民申請者に対し，その異議手続の
審査において参与員が難民であるとの判断をしたケース

2010年７月施行の出入国管理及び難民認定法改正

について，法務大臣が難民として認定しなかった事例が

（以下「改正入管法」といいます。
）により，
外国人研修・

報告されていることを重視し，行政から独立した異議申

技能実習制度は，公的研修及び非実務のみの研修の場合

立手続を欠いている点について懸念を表明しました。

を除き，入国当初から労働関係諸法令が適用される技能

■３

実習制度に一本化されるようになりましたが，改正入管
法施行後も，技能実習生が，
「最低賃金を下回る低賃金
にて割増賃金も支払われることなく長時間労働を強いら

ムスリムに対する監視につい
て（総括所見20項）

れている」
「性的搾取の対象となっている」
「過労死が疑

委員会は，警察職員によりムスリム教徒に対する無差

われる」等，数多くの問題事例が報告されていました。

別かつ広汎な監視活動及び情報収集が行われていたこと

委員会は，日本政府に対し，事業所への立入調査の回

に対し，懸念を表明し，警察職員に対し，異文化への理

数を増やすこと，独立した苦情申立制度を設置すること，

解，及び人種的プロファイリングが許されないことにつ

労働搾取の人身売買事案やその他の労働法違反事案に適

いてのトレーニングを実施するよう要請するとともに，

切な制裁を課し，処罰することを勧告するとともに，技

公権力の濫用により被害を受けた人々に対し救済手段へ

能実習制度を，能力向上に焦点をあてた新しい制度へ改

のアクセスを確保するように要請しました。

めることを検討すべきとしています。この勧告の根拠と

2014年１月15日東京地方裁判所は警察による情報漏

されている規約８条は奴隷制と強制労働を禁止している

えいについては責任を認めましたが，包括的な情報収集

条項であり，最低賃金以下で働き，多くの実習生が健康

そのものの違法性を認めていません ＊。今回の勧告は，

を害し，自殺や過労死を引きおこしている状況を深刻な

包括的な情報収集そのものが規約と両立しないことを指

人権侵害と捉えているのです。技能実習生制度の勧告は

摘したもので，東京地裁判決の見直しを迫る内容と評価

一年以内の報告を要するフォローアップ勧告に取り上げ

することができるでしょう。

＊

この判決については，双方の控訴を棄却する控訴審判決が2015年４月に出ています。控訴審判決は，テロ防止目的にどの程度有効であるかは，それ
を継続する限り検討しなければならず，同様の情報収集活動が常に許容されると解されてはならないとしています。
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10章

第

■１

ジェンダー平等を求めて

評価された積極的側面とその
問題点

今回の総括所見では，ジェンダー平等分野においても，
これまでに改善されていない事項を中心に厳しい勧告が
なされましたが，この間の政府の取組については一定の
評価もしています。
今回の総括所見では，
「Ｂ．肯定的側面」として次の
事項が指摘されています。
⒜ 2009年12月人身取引対策行動計画策定
⒝ 2010年12月第三次男女共同参画基本計画承認
⒟ 2008年国籍法改正，2013年民法改正により，婚
外子に対する差別規定の削除（総括所見３項）
しかし，男女共同参画基本計画については政治的役割
を担う女性の数が少ないという点を考慮して，上記計画
の効果が限定的であることへの懸念が示されています
（総括所見９項）
。
婚外子差別についても，国籍法の規定削除や民法相続
分規定の改正は前進ではありますが，依然として戸籍の
続柄記載欄を見ただけで婚外子であることが分かってし
まいますし，婚外子への社会的差別はなくなっていませ
ん。

■２

の点も例えば上記の女性差別撤廃委員会による第６回政
府報告書審査での総括所見においても，
「差別的法規の
撤廃が進んでいないことを弁明するために世論調査を用
いることに懸念」を示され，条約の規定に沿って国内法
を整備するという義務に基づいて条約上の義務を果たす
べきと厳しく勧告されています。
このようなことから民法の再婚禁止期間と婚姻最低年
齢に関する条項の改正を，
「婚姻制度や家族制度の基本
的考え方に影響を及ぼし」かねないことを理由に，締約
国が拒絶し続けていることに懸念を表明し（２条，３条，
23条及び26条）
，家庭内及び社会における女性と男性
の役割に関する固定観念が，法の下の平等に対する女性
の権利を侵害していることを正当化するために利用され
ないことを確保し，民法を改正するよう緊急の行動をと
るべきであるとしました（総括所見８項）。
政府には差別的ステレオタイプを解消する義務があり，
政府はステレオタイプを弁解の道具としてはなりません。

■３

ジェンダー平等を求める重要
な勧告

上記以外のジェンダー平等の実現について，特に重要
な項目に絞って，委員会は勧告しています。2010年に

ステレオタイプと民法改正

閣議決定された第三次男女共同参画基本計画は，その５
年間の控えめな目標ですら達成できない分野が多々あり

婚姻生活における男女不平等を解消するための民法改

ますが，政治的意思決定の分野への女性の参画がとくに

正については，これまでも自由権規約委員会だけでなく，

遅れていることについて改善のための迅速な行動を求め

国連の女性差別撤廃委員会も勧告してきたところであり，

ました。

特に女性差別撤廃委員会は，第６回政府報告書審査での

また労働分野においては，例えば女性差別撤廃委員会

総括所見においては２年以内に実施状況を提出するよう

の総括所見（2009年）や社会権規約委員会からの総括

フォローアップ項目としても指摘していました。しかし

所見（2013年）では，かなり詳細で踏み込んだ勧告が

ながら，婚外子の相続分差別についてこそ改正はされた

なされましたが，自由権規約委員会の勧告は，ほかにも

ものの，婚姻生活に関する男女不平等な規定（男性を

大きな勧告すべき課題が山積していたことと相まって，

18歳，女性を16歳とする婚姻最低年齢（民法第731条），

基本的で不可欠な内容に絞られました。

女性のみに課している再婚禁止期間（民法第733条），

非正規雇用が，近年になって男性にも増えてきたもの

選択的夫婦別姓を認めない夫婦の姓に関する制度（民法

の，依然として女性に集中しており，男女の賃金格差も，

第750条）など）は全く改正が進んでいません。2015

他国と比べると改善の速度が遅いとして，改善のための

年２月18日，最高裁判所第三小法廷は，選択的夫婦別

措置について勧告されました。また，セクシュアル・ハ

姓を認めないこと，女性のみに再婚禁止期間を定めてい

ラスメントについて，政府は対策をしているとの説明は

ることに関して提起された２つの国家賠償請求訴訟につ

したものの，対策が不充分であるとの判断から，犯罪と

いて，審理を大法廷に回付しました。速やかに民法改正

して厳しく対処すべきとの勧告を出し，また，法律では

を行うことが求められています。

禁止されているものの，依然として妊娠・出産による不

また，民法改正が進まない口実として，政府は，これ

公正な取扱いの相談例が絶えないことからこれに厳正に

までどおり「婚姻制度や家族の基本的考え方に影響を及

対処すべきことについても勧告されました（総括所見９

ぼしかねない」ことを挙げて弁解し続けていますが，こ

項）
。
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11章

ジェンダーに基づく暴力と「慰安婦」

性暴力について

■３ 「慰安婦」問題についての経過

性暴力については，これまでも自由権規約委員会を始

いわゆる日本軍「慰安婦」問題については，1990年

め，多くの条約機関からも法改正の勧告を続けて受けて

代はじめに被害女性が名乗りを上げて以来，国際社会は

いる分野です。今回の勧告では，数ある問題点のうち，

この問題を武力紛争下での女性の人権の問題として重大

強姦罪の適用範囲の拡大，性交同意年齢の引き上げ，性

な関心をよせてきました。ちょうどこのころ旧ユーゴ国

犯罪の非親告罪化について勧告がなされました。

際戦犯法廷やルワンダ国際戦犯法廷で武力紛争下での女

総 括 所 見10項 は，
「 前 回 の 勧 告（CCPR/C/JPN/

性に対する暴力が裁かれたこともあって，日本軍「慰安

CO/5，paras 14 and 15）に従って，締約国は，第

婦」問題は，重大な女性の人権侵害問題であり，被害女

三次男女共同参画基本計画に記載されているとおり，強

性たちが被害の回復を求めているところから現在の問題

姦やその他の性犯罪については告訴がなくても起訴する

でもあるとして国連の各人権条約機関や，国連人権理事

こと，これ以上遅滞させることなく性的行為同意年齢を

会の普遍的定期審査などにおいて，政府に対するさまざ

引き上げること，また，強姦罪の構成要件を見直すこと

まな勧告が出されてきました。しかし，普遍的定期審査

など，具体的な行動をとるべきである。
」としています。

での勧告について政府は受入れを拒否し，条約機関から

政府は，第三次男女共同参画基本計画において強姦罪

の毎回の勧告にも関わらず，政府は1993年の河野官房

の構成要件見直しについて検討すると記載し，政府の男

長官談話で謝罪したこと，アジア女性基金が民間募金か

女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会は，

ら「償い金」を支払ったとして，勧告事項を無視し続け

2012年７月「『女性に対する暴力』を根絶するための

てきました。2013年５月には，社会権規約委員会は，

課題と対策 ～性犯罪への対策の推進～」を発表しまし

ヘイトスピーチの防止や公衆を教育することを求め，拷

たが，その後，法務省において検討会が設置はされたも

問禁止委員会は，特に犯罪としての対処，政府や公的人

のの，いまだに改正が必要との結論も示されておらず，

物による事実の否定に対する反駁，資料公開と事実調査，

法制審議会への諮問もなされておらず，刑法改正の具体

被害者救済，教育を含めて，即時かつ効果的な立法的お

的見通しはついていません（2015年８月現在）
。それ

よび行政的措置をとり，
「慰安婦」の諸問題について被

ゆえに国民的な議論も展開されていないのが現状です。

害者中心の解決策をとることなどを勧告しました。しか

■２

し，政府はその直後の６月にこのような勧告には政府は

ドメスティック・バイオレン
スについて

ドメスティック・バイオレンスについては，配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（いわ
ゆる「DV防止法」
）が存在するものの，被害者の保護

従う義務がないとの見解を表明しました。

「性奴隷制」を否定
■４ 「強制連行」
する政府の答弁
まず，南アフリカのゾンケ・ザネレ・マジョディナ委

が不充分になっており，同性カップルへの保護の拡大，

員が「慰安婦」問題を取り上げ，河野談話の検証につい

加害者の処罰の徹底，緊急保護命令，被害に遭っている

ても質問がなされました。これに対して政府は，これま

移住女性の在留資格を喪失させないことについて勧告が

での経緯をふまえ，日本政府としては強制連行の事実は

なされました。

確認できないが，当時植民地統治下にあり，
「甘言，強

総括所見10項は，
「締約国は，同姓カップル間も含め

圧による等，総じて本人たちの意思に反して」なされた

て，ドメスティック・バイオレンスのすべての告知につ

と述べました。そして，2014年６月20日に検証結果の

いて徹底した捜査がなされ，加害者が訴追され，有罪の

報告にもとづいて，今後も河野談話を継承すると述べま

場合には適正な制裁で処罰されること，また，緊急保護

したが，アジア女性基金を超える慰藉措置は示されず，

命令を与え，かつ，性暴力の被害者である移住女性が在

「慰安婦」を「性奴隷」と呼ぶことは相応しくないと繰

留資格を失うことを防ぐことなどによって，被害者が十

り返し述べました。ゾンケ・ザネレ・マジョディナ委員

分な保護を受け得ることを確保する努力をすべきであ

は再質問で性奴隷制という発言は1926年の奴隷条約の

る。
」としています。

定義に基づくと発言しましたが，政府代表はさらに，
「性
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」 問題について
奴隷制度は不適切な表現である」と強く反論しました。

■５

被害を否定する動きを強く非
難する勧告

このような厳しい審査を経て，政府の答弁に強く反論
する勧告がなされています。
「委員会は，一方で，
『慰安婦』は戦時中，日本軍によっ
て『強制的に連行』されたのではなかったとしながら，

ナバネセム・ピレイ人権高等弁務官
（出典：国連ホームページより）

他方では，慰安所のこれらの女性たちの『募集，移送及
び管理』は，軍または軍のために行動した組織によって，
強圧や脅迫によって，本人たちの意に反して行われた事
例が数多くあったとする，締約国の矛盾した主張に対し

する生徒・学生及び一般市民の教育。
⒠ 公式な謝罪を表明すること及び締約国の責任の公

て懸念を有する。委員会は，被害者の意思に反して行わ
れたこのようないかなる行為も，締約国の直接的な法的

的な承認。
⒡ 被害者を侮辱しまたは事件を否定するあらゆる試

責任をもたらす人権侵害とみなすに十分であると考える。
委員会は，また，公人によるものや締約国の曖昧な態度

みの糾弾。」（総括所見14項）
この勧告については，締約国は１年以内に勧告の実施

によって触発された者によるものを含め，元『慰安婦』

に関連する情報を提供すべきであるとされるフォロー

の社会的評価に対する攻撃によって，彼女たちが再被害

アップ勧告に選ばれ，この問題を重視する委員会の姿勢

を受けていることについて懸念を有する。委員会は，被

を示しています（総括所見28項）。

害者によって日本の裁判所に提起されたすべての損害賠

■６

償請求が棄却され，また，加害行為者に対する犯罪捜査
及び刑事訴追を求めるあらゆる告訴・告発が時効を理由
として拒絶されたという情報に留意する。委員会は，こ

ナバネセム・ピレイ人権高等
弁務官からも強い警告

の状況は，過去の人権侵害の被害者にとって利用可能な

また，この勧告の直後の2014年８月６日には，国連

効果的救済策が欠如していることを示しているだけでな

のナバネセム・ピレイ人権高等弁務官が，日本政府がこ

く，現在も被害者に対する人権侵害が進行中であること

れまで「慰安婦」問題について，公平で包括的かつ持続

を示すものであると考える（２条，７条及び８条）。」と

的な解決のための働きかけを採っていないことに遺憾の

の懸念が表明されました。

意を表明し，被害者の人権が第二次世界大戦後数十年を

そして，次のような厳しい勧告が示されました。
「締約国は，以下の事項を確保するため，即時かつ効
果的な立法的及び行政的な措置をとるべきである。
⒜ 戦時中，「慰安婦」に対して日本軍が犯した性奴隷

経ても侵害され続けていることに警告を発しました。
ナバネセム・ピレイ人権高等弁務官は，「慰安婦」問
題は過去のものではなく現在の問題であり，被害女性た
ちへの正義と賠償が実現されない限り，彼女たちの人権

またはその他の人権侵害に対するあらゆる訴えは，

は侵害され続けると述べています。また，公人が事実を

効果的かつ独立かつ公正に捜査され，加害行為者は

否定したり，被害者を貶める発言をしていることや，

訴追され，有罪の場合には処罰されること。

2014年６月の河野談話検証レポートを受け，民間グ

⒝ 被害者とその家族の司法へのアクセスおよび完全
な被害回復。

ループが被害者を「戦時下の売春婦」だと主張したこと
についても言及しました。そのような主張に日本政府が

⒞ 利用可能な全証拠の開示。

公式に反論していないことにも遺憾の意を表明していま

⒟ 教科書における十分な記述を含む，この問題に関

す。
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マイノリティの人権（先住民）・子どもに対する体罰

アイヌの人々に対する施策に
ついて

自由権規約委員会は，規約第27条が先住民族に集団

■３

先住民族に関する委員会の勧
告について（総括所見26項）

今回の委員会の総括所見においては，アイヌ民族を先

的権利を認めたものだと解釈してきました。2008年６

住民族として認めたことを歓迎する一方で，委員会は，

月，日本の国会は「アイヌ民族を先住民族とすることを

琉球民族についてもアイヌ民族と同様に先住民族と認め

求める決議」を採択し，また，政府は先住民族として認

ること，アイヌ民族と琉球民族に対し，その伝統的土地

める内閣官房長官談話を発表しました。

と自然資源への権利の保障，アイヌ民族や琉球民族に影

しかし，日本政府は一方で，第６回報告書においても，

響を与える施策についての情報提供及び意思決定手続き

「先住民族」について国連宣言及び国内法に確立した定

の関与を求めるとともに，その子どもたちが独自の言語

義がないと述べており，アイヌ民族を正面から先住民族

で教育を受けることを促進するよう，法改正を行うこと

として認め，「先住民族の権利に関する国際連合宣言」

を求めました。

に定められた先住民族の権利としての伝統的な土地や資

子どもに対する体罰について
■４ （総括所見25項）

源，領域に関する権利を認めているとはいえません。

■２

沖縄について

政府が琉球民族を少数者あるいは先住民族として見る
べきかどうかについては，意見が分かれています。
しかし，沖縄には，米軍基地が沖縄に集中し，その負
担が集中しており，また独自の文化的伝統を保持する上
で，琉球の言語教育について検討することなど，見過ご
せない重要な課題があります。

委員会は，日本社会において子どもに対する体罰をよ
しとする風潮があり，学校以外の社会において明確に体
罰が禁止されていない点，懲戒権の行使の名の下に家庭
や社会において子どもに対する体罰が許容されている点
について懸念を表明しました。
委員会は，体罰を無くすために必要な場合には立法措
置を講じる必要があること，非暴力的な懲戒手段の導入
の検討，体罰が子どもに与える害悪について社会に広く
認識させるためのパブリックキャンペーンの実施を求め
ています。

I n d e x 8

刑務所改革と自由権規約委員会

自由権規約委員会の勧告には法的拘束力がないなどという報道が続いているが，委員会の指摘に政府が応えた例とし
て，刑務所改革を上げることができる。刑務所改革は国際人権基準を国内で実現する過程であった。
1998年の審査では，刑務所における極めて厳しい所内規則，革手錠による虐待，独居拘禁などの問題が取り上げら
れた。2002年に発覚した名古屋刑務所事件が，刑務所制度全体の改革につながったのは，問題点が予め委員会から指
摘されていたにもかかわらず，複数の拷問死亡事件の発生を未然に防ぐことができなかったことが国会などで指摘され，
行刑改革会議の設立につながったのである。2005/６年に法改正がなされた後も，国内の刑務所の人権問題が完全に
解決されたわけではない。適切な医療を速やかに受けることができないことや，今も数は減ってきているが独居拘禁の
処遇の対象となっている者の数が2012年の段階で2000人を超えているなどの深刻な問題がある。
しかし，今日では，日本のすべての刑務所において弁護士や医師や地域住民，研究者などから構成される刑事施設視
察委員会が活動している。この委員会は刑務所運営の透明性を確保し，人権侵害を予防するための改革の最大の成果で
ある。視察委員会は，入管収容施設，留置施設にも設けられ，少年院などの少年関係の施設にも設置されることが決まっ
ている。
このような変化は，法務省矯正局が委員会の指摘を受け容れて日弁連やNGOとの対話に応じ，改善に取り組んでき
たことの成果であると評価することが許されるだろう。
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セクシャルマイノリティの人権

性的指向や性自認を理由にした差別については，日本
ではつい最近までほとんど注目されていませんでした。
前回の審査では，公営住宅法での同性カップルの排除に
ついて総括所見において勧告がされました。

も進んでいません。そのため，次のような勧告が発表さ
れました。
「委員会は，レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル及
びトランスジェンダーの人々に対する社会的ハラスメン

その後公営住宅法が改正され，今回の総括所見では，

トとスティグマの付与［レッテル貼り又は烙印付け］の

「Ｂ．肯定的側面」として次の事項が指摘されています。

報告について，並びに，自治体が運営する住宅制度から

「委員会は，締約国により以下の立法上及び制度上の措

同性カップルを排除する差別的規定について，懸念を有

置がとられたことを歓迎する。

する（２条，26条）。

⒞ 2012年に，公営住宅法が改正され，これによって公

締約国は，性的指向及び性同一性を含む，あらゆる理

営住宅制度から同性カップルが排除されなくなったこ

由による差別を禁止する包括的な反差別法を採択し，か

と。
」
（総括所見３項）

つ，差別の被害者に対して効果的で適切な救済を提供す

しかし，公営住宅法からの同性カップルの除外につい

べきである。締約国は，レズビアン，ゲイ，バイセクシュ

ては，同性愛差別をなくす趣旨での改正ではなく，地方

アル及びトランスジェンダーの人々に対する固定観念や

公共団体レベルでは，同性カップルを除外できる規定が

偏見と闘うための意識啓発活動を強化し，これらの人々

残っているケースがあり，差別が完全に撤廃されたわけ

に対するハラスメントの申立てを調査し，かかる固定観

ではありません。

念，偏見及びハラスメントの防止のために適切な措置を

また，それだけでなく，自殺総合対策大綱や男女共同

とるべきである。締約国は，また，自治体レベルで公的

参画基本計画では，性的マイノリティへの配慮が記載さ

に運営されている住宅サービスに関して，同性カップル

れているものの，
その他の分野では，
性的指向およびジェ

に対して適用されている資格基準に残されている制限を

ンダー・アイデンティティに基づく差別が許されない差

取り除くべきである。」（総括所見11項）

別であるとの位置付けが明記されておらず，社会の理解

2014年７月15日のNGOブリーフィングの様子
多くの委員がNGOの発言に耳を傾けた

７月15日・16日の日本政府に対する報告書審査が行われた議場
人権理事会にも使用されるジュネーブの国連本部最大の議場で
ある
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■１

精神医療

強制入院の問題点

今回の審査では，精神科病院で自由を奪われた人々の
人権にスポットライトが当てられました。

が入院患者からの退院請求・処遇改善請求を認めること
はごく少数で精神医療審査会の人権保障機能の不全は長
年にわたって指摘されているところです。これについて
委員会は，患者が権利侵害に対して異議申立てをする効

精神保健福祉法は自傷他害のおそれを要件とする措置

果的な法的救済手段がないことを指摘しました。精神医

入院と医療及び保護のため入院の必要がある者であって

療審査会を独立性のある準司法的な機関とするために抜

任意入院が行われる状態にない場合に，家族等の同意を

本的な機構改革が必要とされています。

要件として精神障害者に対する医療保護入院という強制

■３

入院の制度を定めています。人口万単位の病床数の比較
で，日本はOECD諸国の平均の４倍もあり，日本は突
出して強制入院を多用している国であるということが言

入院を回避する地域支援の不
足と社会的入院の問題

日本は世界の精神科病床の２割を占めるという精神科

えます。

病床大国です。委員会は，地域に基盤のあるサービス又
は入院に代わる方法を増やすことによって不必要な入院
を避けるべきことを指摘しています。地域生活を支える
資源を充実させることは，５万人を超える社会的入院者
（地域に受入先があれば退院可能な入院患者）を退院さ
せることができるだけでなく，入院を入り口の段階で避
けることができることにもなります。日本の地域生活を
可能とするために必要な福祉サービスの予算の対GDP
比はOECD諸国34か国中31位という低水準です。この
点も抜本的な改善が求められているところです。
※日本の平均入院日数は300日強であり，海外における１～２か
月からは大きくかけ離れています。（出典：OECD統計）

これについて委員会は強制入院の要件が非常に広汎で

■４

精神科病院内の虐待問題

病院は障害者虐待防止法の対象とされていません。し

あり，多数の精神障害者が強制入院になっていることを

かし，1984年に明らかになった宇都宮病院事件では，

指摘し，強制入院は，最後の手段であり，①必要最小限

無資格診療や虐待による患者の死亡が問題となりました

の期間に限って，②本人が受ける害から本人を守り又は

が，その後も精神科病院での虐待事件は全く減少する傾

他者を害することを避ける目的にとって必要で相当なと

向を示していません。

きにだけ認められるものでなければならないと指摘しま

これを受けて委員会は精神科の施設に対して，虐待を

した（総括所見17項）
。

効果的に捜査し，制裁を課し，かつ，被害者及びその家

■２

族に対して賠償を提供することを目的として，効果的か

法的救済手段の欠如

つ独立した監視及び報告体制を確保することを求めまし
た。閉鎖的な施設では虐待が起こりやすい反面でその発

精神科の入院者は精神医療審査会に対して退院請求・

見・摘発が困難であることはよく知られているところで

処遇改善請求をすることが認められています。しかし，

す。障害者虐待防止法を改正するなどして効果的な虐待

その請求をするために必要であれば公費で弁護士を選任

の防止と法的救済の方法を定めることが求められていま

する権利は保障されていません。また，精神医療審査会

す。
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■１

福島原発事故被害者に対する人権侵害

福島原発事故の被害が取り上
げられた

限って，汚染区域として指定されていた避難区域の指定

今回の審査では，あらたに福島原発事故後の被害者の

いて，原発災害の影響を受けている人々に開示すべきで

人権が取り上げられました。スイスのヴァルター・ケリ

を解除すべきである。締約国は，放射線量のレベルを監
視し，かつ，このような情報を時機にかなった方法にお
ある。」とされました。

ン委員が，福島原発後の状況に懸念があるとして，特別

2013年５月17日付けの社会権規約委員会の総括所見

報告者（アナンド・グローバー氏）のレポートを取り上

も24項，25項において，差別の防止と情報の提供の観

げ，国際基準（年間１ミリシーベルト）の20倍の線量

点から福島原発事故の問題を取り上げていました。

地域に帰還政策がとられていることや，帰還した者に月

■３

次の補償がなされるのか，避難している人々にどの程度
の情報が提供されているのかなどの質問がなされました。

■２

政府は子ども被災者支援法を
実施してほしい

早期帰還政策を強く批判する
勧告

なったといえます。2012年に子ども被災者支援法が制

総括所見24項では，規約６条，12条，19条に基づい

という認識に立って，滞在と避難，帰還の選択肢を等し

て，「委員会は，福島において締約国が設定した公衆の

く支援することが法定されたにも関わらず，政府は明ら

許容被ばく限度が高いものであること，及び避難区域の

かに帰還優先の政策を強行してきました。このような政

一部が解除される決定がなされたことによって，人々が

府の方針について，委員会は，福島原発事故の被害者が

放射能で高度に汚染された地域に帰還する以外の選択肢

置かれた状況が，生命の権利を保障した規約６条，移動

を与えられないことに懸念を有する。
」とした上で，「締

と居住の自由を保障した規約12条，市民の知る権利を

約国は，
福島原発災害によって影響を受けた人々の生命・

保障した規約19条が十分保障されていない事態である

生活を保護するためあらゆる必要な措置を講じ，かつ，

と見なしていることがわかります。政府はこれまでの帰

放射線のレベルが住民にリスクをもたらさない場合に

還促進政策を見直さなければなりません。

I n d e x 9

原発事故被害者の問題は，今や国際的な人権問題と
定され，低レベル放射線被曝の健康影響が明らかでない

健康に関する特別報告者（アナンド・グローバー氏）のレポート

国連の健康問題に関する特別報告者であるアナンド・グローバー
氏が2012年11月の調査に基づいて2013年６月に公表したレポート
です。勧告は多岐にわたりますが以下のような内容を含んでいます。
○長期間の，全般的・包括的な健康管理調査を通じ，原発事故の影
響を受けた人々の健康に関する放射能による影響を継続的に監視
すること。必要な場合，適切な治療を行うこと。
○健康管理調査は，年間 1ミリシーベルト 以上のすべての地域に居
住する人々に対し実施されるべきである。
○子どもの健康管理調査は，甲状腺検査に限定せず，血液・尿検査
を含むすべての健康影響に関する調査に拡大すること。
2014年３月ヒューマンライツ・ナウ主催の院内集会
○子どもの甲状腺検査の追跡調査と二次検査を，親や子が希望する
で発言するアナンド・グローバー氏
（提供 ヒューマンライツ・ナウ）
すべてのケースで利用できるようにすること。
○内部被ばくの検査は，ホールボディカウンターに限定することな
く，かつ，地域住民，避難者，福島県外の人々等，影響を受けたすべての人々に対して実施すること。
○避難区域，及び放射線の被ばく量の限度に関する国家の計画を，最新の科学的な証拠に基づき，リスク対経済効果の
立場ではなく，人権を基礎において策定し，年間被ばく線量を１ミリシーベルト以下に低減すること。
○「子ども被災者支援法」の実行体制を，影響を受けた住民の参加を確保して策定すること。
○原発事故と被ばくにより生じた可能性のある健康影響について，無料の健康診断と必要な治療を提供すること。
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委員会と日本政府の建設的な対話を
求めて－委員会審査を振り返って－

かみしめるべきナイジェル・
ロドリー議長の最終発言

■３

ナイジェル・ロドリー議長は会議の結びの言葉の中で，

１年以内のフォローアップ条
項に選ばれた死刑，慰安婦，
技能実習生，代用監獄

触れるべき二つの問題があるとして，日本政府が何度も

委員会は，総括所見28項で，１年以内のフォローアッ

同じプロセスを繰り返しているという点を厳しく指摘し

プ事項として，死刑⒀，慰安婦⒁，技能実習生⒃，代用

ました。

監獄⒅の４テーマを取り上げ，委員会手続規則71条５

代用監獄制度に関して，政府はリソースの不足を制度

項 に従い，これらの勧告について，１年以内にフォロー

を改めない理由として述べたが，議長は，
「人権の尊重

アップ情報を提供するよう求めました。これら４つの項

がリソース次第という状況は日本のような先進国では

目は，委員会がとりわけ重視している関心の表れであり，

あってはならないことであると指摘した。こういう制度

政府の集中した誠実な対応が求められています。

が維持されている理由は，起訴側が自白を求めたいと考

■４

えているためであるとしか考えられない。このような状
況は明らかに規約に矛盾している。日本政府は，委員会
がこれまでよりも強い形で勧告を出しても驚かれること

政府との建設的な対話を深め，
困難な状況でも前進を目指そう

はないでしょう。日本政府は明らかに国際コミュニティ
に抵抗しているように見える。
」と述べました。
繰り返されているもう一つの重要問題として
「慰安婦」

今回の勧告は，これまでの５回の審査に基づく勧告と
比べても，極めて厳しいトーンと内容のものとなったと
いえるでしょう。その原因は明確です。世界中の国々が，

の問題について，議長は，
「意見の対立があるようであ

人権の完全実施のために前向きの努力を続けている中で，

るが私には理解ができない。私の頭が悪いのだろうか。

日本では，人権とさらには民主主義そのものを危機に陥

『強制連行されたのではない』と

れるようなできごとが続いているからです。改善の方向

いいつつ，
『意図に反した』とい

が見えないだけでなく，むしろ後退している印象を与え

う認識が示されている。これは，

たのではないでしょうか。

理解しにくい。性奴隷である疑

とはいえ，日弁連を含む私たち日本のNGOには政府

念があるなら，日本政府はなぜ

と協力して，この勧告を一つずつ実現していく責務があ

この問題を国際的な審査によっ
て明確化しないのか。
」と厳しく

ナイジェル・ロドリー議長

指摘したのです。

■２

次の政府報告書提出期限は
2018年７月31日

委員会は，総括所見27項において，締約国の第６回

ります。私たちが歩みを止めなければ，これらの勧告は
いずれ実現できるものと信じます。
しかし，日本の国の政治が秘密保護法や集団的自衛権
の行使などによって，表現の自由と民主主義を傷つける
ようなことになれば，その回復には長い時間がかかるか
もしれません。そのような破局的な事態を避けるための
知恵が今回の総括所見には込められているように思いま
す。戦前のファシズムの時代と現代との最大の相違点は，

定期報告書と委員会の総括所見，そして委員会のリスト

国境を超えて，市民が意見を交換し，必要なときには相

オブイシューズに対して政府が行った書面回答などが，

互に支援ができるということです。今回の勧告の中の秘

一般市民に対し，また，司法，立法，行政当局に対して

密保護法を含む表現の自由とヘイトスピーチを含む人種

も公表され，かつ，広く普及されるよう求めました。ま

差別禁止などの勧告を重く受け止め，これらの勧告を速

た，委員会は，総括所見29項において，日本の第７回

やかに実現する必要があるでしょう。

定期報告書の提出日を，2018年７月31日と定め，この

政府と真剣に対話し，この総括所見を日本国内に広め，

勧告に対してとった措置を，市民社会との共同作業を経

さらには日本を覆っている人権と民主主義の危機的な状

て提出するように求めました。

況を克服していくための梃子として活用していきたいと
思います。
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市民的及び政治的権利に関する国際規約

International Covenant on Civil and Political Rights
2014年８月20日

20 August 2014
Human Rights Committee
＊
Concluding observations on the sixth periodic report of Japan

1. 委員会は，2014年７月15日及び16日に開催された第3080回及び第3081回会合

1. The Committee considered the sixth periodic report submitted by Japan

Ａ 序論
2. 委員会は，日本による第６回定期報告書の提出及びその中で提供された情報

A Introduction
2. The Committee welcomes the submission of the sixth periodic report of

Ｂ 肯定的側面
3. 委員会は，締約国により以下の立法上及び制度上の措置がとられたことを歓

Ｂ Positive aspects
3. The Committee welcomes the following legislative and institutional steps

自由権規約委員会
＊
第６回日本定期報告書審査にかかる総括所見

（CCPR/C/SR.3080 and CCPR/C/SR.3081）において，日本政府により提出
された第６回定期報告書（CCPR/C/JPN/6）を検討した。委員会は，2014
年 ７ 月23日 に 開 催 さ れ た 第3091回 及 び 第3092回 会 合（CCPR/C/SR.3091，
CCPR/C/SR.3092）において，以下の総括所見を採択した。

を歓迎する。委員会は，締約国が報告の対象となる期間中において規約を履
行するために講じた措置について，締約国の代表団と建設的な対話を改めて
行う機会を持てたことに謝意を表明する。委員会は，締約国のリストオブイ
シューズ［質問事項］に対する書面による回答（CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1）
及び代表団により口頭で補充された追加情報並びに書面により提供された追
加情報について感謝している。

迎する。
⒜ 2009年12月に人身取引対策行動計画が策定されたこと。

（CCPR/C/JPN/6）at its 3080th and 3081st meetings（CCPR/C/SR.3080
and CCPR/C/SR.3081）, held on 15 and 16 July 2014. At its 3091st and
3092nd meetings（CCPR/C/SR.3091 and CCPR/C/SR.3092）, held on 23
July 2014, it adopted the following concluding observations.

Japan and the information presented therein. It expresses appreciation for
the opportunity to renew its constructive dialogue with the State party’s
delegation on the measures that the State party has taken during the
reporting period to implement the provisions of the Covenant. The
Committee is grateful to the State party for its written replies（CCPR/C/
JPN/Q/6/Add.1）and supplementary information to the list of issues,
which were supplemented by the oral responses provided by the
delegation, and for the supplementary information provided to it in writing.

⒝ 2010年12月に第三次男女共同参画基本計画が承認されたこと。
⒞ 2012年に，公営住宅法が改正され，これによって公営住宅制度から同性
カップルが排除されなくなったこと。
⒟ 2008年に国籍法が改正され，2013年に民法が改正されて，婚外子に対す
る差別規定が削除されたこと。

4. 委員会は，締約国が以下の国際文書を批准したことを歓迎する。

4.

⒜ 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（2009年）
⒝ 障害者の権利に関する条約（2014年）
C

主要な懸念事項と勧告

これまでの総括所見
5. 委員会は，締約国の第４回及び第５回の定期報告書の審査後になされた勧告
の多くが履行されていないことに，懸念を有する。

締約国は，委員会が今回及びこれまでの総括所見において採択した勧告を実
施すべきである。

国内裁判所による規約上の権利の適用可能性
6. 委員会は，締約国によって批准された条約が国内法としての効力を有してい
ることは認められるものの，規約の下において保護される権利が裁判所で適
用されたケースが限られていることに懸念を有する（第２条）。
委員会は，前回の勧告（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 7）を繰り返し，締約
国に対して，規約の適用と解釈が，下級審を含むすべての審級において，弁
護士，裁判官及び検察官に対する専門的訓練の中に組み入れられることが確
保されるよう求める。締約国は，また，規約の下において保護される権利の
侵害に対する被害回復のための効果的な手段をも確保すべきである。締約国
は，個人通報制度を規定する選択議定書への加入を検討すべきである。

国内人権機関
7. 委員会は，人権委員会法案の2012年11月の廃案以来，統合的な国内人権機関
を設立するために締約国が何らの進展を見せていないことに，遺憾の意を表
明する（第２条）
。

委員会は，前回の勧告（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 9）を想起し，締約国
に対して，人権の促進と保護のための国内機関に関する諸原則（パリ原則）
（総
会決議48/134，附属文書）に沿って，人権に関する幅広い権限を持ち，政
府から独立した国内人権機関を設立することを再考し，それに対して十分な
財政的及び人的な資源を提供するよう勧告する。

ジェンダー平等
8. 委員会は，女性に離婚後６か月間の再婚を禁止し，男性と女性とで異なる婚

姻最低年齢を設けている民法の差別的条項の改正を，「婚姻制度や家族制度
の基本的考え方に影響を及ぼし」かねないことを理由に，締約国が拒絶し続
けていることに懸念を有する（２条，３条，23条及び26条）。
締約国は，家庭内及び社会における女性と男性の役割に関する固定観念が，
法の下の平等に対する女性の権利を侵害していることを正当化するために利
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taken by the State party:
⒜ The adoption of the Action Plan to Combat Trafficking in Persons, in
December 2009;
⒝ The approval of the Third Basic Plan for Gender Equality, in December
2010;
⒞ The amendment of the Publicly Operated Housing Act in 2012, to the
effect that same-sex couples are no longer excluded from the publicly
operated housing system;
⒟ The amendment of the Nationality Act in 2008 and of the Civil Code in
2013, which removed discriminatory provisions against children born
out of wedlock.
The Committee welcomes the ratification by the State party of the
following international instruments:
⒜ International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance, in 2009;
⒝ Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in 2014.

Principal matters of concern and recommendations

Previousconcludingobservations
5. The Committee is concerned that many of the recommendations made

after the consideration of the State party’s fourth and fifth periodic
reports have not been implemented.
The State party should give effect to the recommendations adopted by the
Committee that are contained in the present concluding observations, as
well as those in its previous concluding observations.

ApplicabilityoftheCovenantrightsbynationalcourts
6. While noting that treaties ratified by the State party have the effect of

domestic law, the Committee is concerned at the restricted number of
cases in which the rights protected under the Covenant have been applied
by courts（art. ２）.
The Committee reiterates its recommendation（see CCPR/Ｃ/JPN/CO/5,
para. ７）and calls upon the State party to ensure that the application and
interpretation of the Covenant form part of the professional training of
lawyers, judges and prosecutors at all levels, including the lower
instances. The State party should also ensure that effective remedies are
available for violations of the rights protected under the Covenant. The
State party should consider acceding to the Optional Protocol to the
Covenant, which provides for an individual communication procedure.

Nationalhumanrightsinstitution
7. The Committee notes with regret that, since the abandonment in

November 2012 of the Human Rights Commission Bill, the State party has
not made any progress to establish a consolidated national human rights
institution（art. ２）.
The Committee recalls its previous recommendation（see CCPR/Ｃ/JPN/
CO/5, para. 9） and recommends that the State party reconsiders
establishing an independent national human rights institution with a broad
human rights mandate, and provides it with adequate financial and human
resources, in line with the principles relating to the status of national
institutions for the promotion and protection of human rights（the Paris
principles）
（General Assembly resolution 48/134, annex）.

Genderequality
8. The Committee is concerned at the State party’s continuing refusal to

amend the discriminatory provisions of the Civil Code that prohibit women
from remarrying in the six months following divorce and establish a
different age of marriage for men and women, on the grounds that it could
“affect the basic concept of the institution of marriage and that of the
family”
（arts. 2, 3, 23 and 26）.
The State party should ensure that stereotypes regarding the roles of
women and men in the family and in society are not used to justify
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9.

用されないことを確保すべきである。それゆえ，締約国は，これに従って民
法を改正するよう緊急の行動をとるべきである。
委員会は，第三次男女共同参画基本計画の採択を歓迎するが，他方において，
女性が政治的役割を果たすことが乏しいことに鑑みると，上記計画は限定的
な効果しか有していないことに懸念を有する。委員会は，部落の女性を含む
マイノリティの女性が政策決定の立場に参画する点についての情報が欠如し
ていることを遺憾に思う。女性がパートタイムの労働力の70%を占め，また，
平均すると同等の仕事について男性が受け取る給与の58%しか得ていないと
いう報告に懸念を有する。委員会は，また，セクシュアル・ハラスメント及
び妊娠・出産による女性の解雇に対する制裁措置が欠如していることについ
て懸念を有する（２条，３条及び26条）。
締約国は，第三次男女共同参画基本計画の進捗状況について効果的な監視及
び評価をして，たとえば政党についてクォータ制を制定法で設けるなど，暫
定的な特別措置をとることを含めて，公的な部門における女性の参画を増加
させるために迅速な行動をとるべきである。締約国は，部落の女性を含む，
マイノリティの女性の政治的参加を評価し支援するための具体的な措置を採
り，女性をフルタイムの労働者として採用することを促進し，かつ，男女の
賃金格差を解消する努力を倍加すべきである。締約国は，また，セクシュア
ル・ハラスメントを刑事犯罪とし，妊娠・出産に基づく不公正な取扱いを禁
止し，適切な罰則をもって制裁を科すよう，必要な立法的措置を講じるべき
である。

9.

violations of women’s right to equality before the law. The State party
should, therefore, take urgent action to amend the Civil Code accordingly.
While welcoming the adoption of the Third Basic Plan for Gender Equality,
the Committee is concerned at its limited impact, in view of the low levels
of women carrying out political functions. The Committee regrets the lack
of information regarding the participation of minority women, including
Buraku women, in policymaking positions. It is concerned about reports
that women represent 70 per cent of the part-time workforce and earn on
average 58 per cent of the salaries received by men for equivalent work.
The Committee is also concerned at the lack of punitive measures against
sexual harassment and the dismissal of women as a result of pregnancy
and childbirth（arts. 2, 3 and 26）.
The State party should effectively monitor and assess the progress of the
Third Basic Plan for Gender Equality and take prompt action to increase
the participation of women in the public sector, including through
temporary special measures, such as statutory quotas in political parties.
It should take concrete measures to assess and support the political
participation of minority women, including Buraku women, promote the
recruitment of women as full-time workers and redouble its efforts to close
the wage gap between men and women. It should also take the necessary
legislative measures to criminalize sexual harassment and to prohibit and
sanction, with appropriate penalties, unfair treatment based on pregnancy
and childbirth.

ジェンダーに基づく暴力及びドメスティック・バイオレンス
10. 委員会は，前回の勧告にもかかわらず，締約国が，刑法における強姦の定義

Gender-basedanddomesticviolence
10. The Committee regrets that, despite its previous recommendations, the

性的指向及び性同一性に基づく差別
11. 委員会は，レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル及びトランスジェンダーの

Discriminationbasedonsexualorientationandgenderidentity
11. The Committee is concerned about reports of social harassment and

ヘイトスピーチ及び人種差別
12. 委員会は，韓国・朝鮮人，中国人又は部落民などのマイノリティグループの

Hatespeechandracialdiscrimination
12. The Committee expresses concern at the widespread racist discourse

の範囲を拡大すること，性的同意年齢を13歳を超える年齢に設定すること，
及び強姦罪や他の性犯罪を非親告罪とすることについて，何ら進展させてい
ないことを遺憾に思う。委員会は，また，ドメスティック・バイオレンスが
依然として蔓延しており，保護命令発令までの手続に時間がかかりすぎるこ
と，かつ，この罪で処罰される加害者の数が非常に少ないことについて，懸
念をもって留意する。委員会は，同性カップル及び移住女性に対して提供さ
れる保護が十分ではないという報告に接し，懸念を有する（３条，６条，７
条及び26条）。
前回の勧告（CCPR/C/JPN/CO/5, paras 14 and 15）に従って，締約国は，
第三次男女共同参画基本計画に記載されているとおり，強姦やその他の性犯
罪については告訴がなくても起訴すること，これ以上遅滞させることなく性
的行為同意年齢を引き上げること，また，強姦罪の構成要件を見直すことな
ど，具体的な行動をとるべきである。締約国は，同性カップル間も含めて，
ドメスティック・バイオレンスのすべての告知について徹底した捜査がなさ
れ，加害者が訴追され，有罪の場合には適正な制裁で処罰されること，また，
緊急保護命令を与え，かつ，性暴力の被害者である移住女性が在留資格を失
うことを防ぐことなどによって，被害者が十分な保護を受け得ることを確保
する努力を強化すべきである。

人々に対する社会的ハラスメントとスティグマの付与［レッテル貼り又は烙
印付け］の報告について，並びに，自治体が運営する住宅制度から同性カッ
プルを排除する差別的規定について，懸念を有する（２条，26条）。
締約国は，性的指向及び性同一性を含む，あらゆる理由による差別を禁止す
る包括的な反差別法を採択し，かつ，差別の被害者に対して効果的で適切な
救済を提供すべきである。締約国は，レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル
及びトランスジェンダーの人々に対する固定観念や偏見と闘うための意識啓
発活動を強化し，これらの人々に対するハラスメントの申立てを調査し，か
かる固定観念，偏見及びハラスメントの防止のために適切な措置をとるべき
である。締約国は，また，自治体レベルで公的に運営されている住宅サービ
スに関して，同性カップルに対して適用されている資格基準に残されている
制限を取り除くべきである。

構成員に対する憎悪及び差別を扇動している広範囲に及ぶ人種差別主義的な
言説並びにこれらの行為に対する刑法及び民法における保護が十分ではない
ことに懸念を表明する。委員会は，また，過激論者によるデモが許可されて
頻繁に行われていること，外国人の生徒・学生を含むマイノリティに対する
嫌がらせと暴力が行われていること，さらには民間の施設において「ジャパ
ニーズ・オンリー（日本人以外お断り）」などと書かれた標示が公然と掲げ
られていることについて，懸念を表明する（２条，19条，20条，27条）
。
締約国は，差別，敵意又は暴力を扇動する人種的な優越性又は憎悪を唱道す
るあらゆる宣伝を禁止し，かつ，そのような宣伝を広めるためのデモを禁止
すべきである。締約国は，また，人種差別主義に反対する意識向上活動のた
めに十分な資源を割り当て，裁判官，検察官及び警察官がヘイトクライムや
人種差別主義的な動機に基づく犯罪を発見することができるように研修させ
ることを確保する努力を強化すべきである。締約国は，また，人種差別主義
者による攻撃を防止し，かつ，加害行為の嫌疑者が徹底的に捜査を受け，起
訴され，そして有罪の場合には，適切な制裁をもって処罰されることを確保
するため，あらゆる必要な措置をとるべきである。

死刑制度
13. 委員会は，19の死刑相当犯罪のうちいくつかが，死刑を「最も重大な犯罪」
にのみ限るとする規約の要件を満たしていないこと，死刑確定者がいまだに
死刑執行まで最長で40年の期間，独居拘禁下に置かれていること，死刑確定
者もその家族も事前に死刑執行日の告知を受けていないことについて，依然
として懸念を有する。委員会は，さらに，死刑確定者とその弁護士との面会
の秘密性が保障されていないこと，死刑執行に直面する人が「心神喪失状態」
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State party has not made any progress in broadening the scope of the
definition of rape in the Criminal Code, setting the age of sexual consent
above 13 years and prosecuting rape and other sexual offences ex officio. It
notes with concern that domestic violence remains prevalent, that the
process to issue protection orders is too lengthy and that the number of
perpetrators who are punished for that offence is very low. The Committee
is concerned by reports of the insufficient protection provided to same-sex
couples and immigrant women（arts. 3, 6, 7 and 26）.
In line with the Committee’s previous recommendations（see CCPR/C/
JPN/CO/5, paras. 14 and 15）the State party should take concrete action
to prosecute rape and other crimes of sexual violence ex officio, raise
without further delay the age of consent for sexual activities and review
the elements of the crime of rape, as established in the Third Basic Plan
for Gender Equality. The State party should intensify its efforts to ensure
that all reports of domestic violence, including in same-sex couples, are
thoroughly investigated; that perpetrators are prosecuted and, if convicted,
punished with appropriate sanctions; and that victims have access to
adequate protection, including through the granting of emergency
protective orders and preventing immigrant women who are victims of
sexual violence from losing their visa status.

stigmatization of lesbian, gay, bisexual and transgender persons and
discriminatory provisions that exclude same-sex couples from the
municipally operated housing system（arts. 2 and 26）.
The State party should adopt comprehensive anti-discrimination legislation
that prohibits discrimination on all grounds, including sexual orientation
and gender identity, and provides victims of discrimination with effective
and appropriate remedies. The State party should intensify its awarenessraising activities to combat stereotypes and prejudice against lesbian,
gay, bisexual and transgender persons, investigate allegations of
harassment against lesbian, gay, bisexual and transgender persons and
take appropriate measures to prevent such stereotypes, prejudice and
harassment. It should also remove the remaining restrictions in terms of
eligibility criteria applied to same-sex couples with respect to publicly
operated housing services at the municipal level.

against members of minority groups, such as Koreans, Chinese or
Burakumin, inciting hatred and discrimination against them, and the
insufficient protection granted against those acts in the Criminal and Civil
Codes. The Committee also expresses concern at the high number of
extremist demonstrations authorized, the harassment and violence
perpetrated against minorities, including against foreign students, and the
open display in private establishments of signs such as those reading
“Japanese only”
（arts. 2, 19, 20 and 27）.
The State should prohibit all propaganda advocating racial superiority or
hatred that incites discrimination, hostility or violence, and should prohibit
demonstrations that are intended to disseminate such propaganda. The
State party should also allocate sufficient resources for awareness-raising
campaigns against racism and increase its efforts to ensure that judges,
prosecutors and police officials are trained to detect hate and racially
motivated crimes. The State party should also take all necessary steps to
prevent racist attacks and to ensure that the alleged perpetrators are
thoroughly investigated, prosecuted and, if convicted, punished with
appropriate sanctions.

Deathpenalty
13. The Committee remains concerned that several of the 19 capital offences

do not comply with the Covenant’s requirement of limiting capital
punishment to the“most serious crimes”, that death row inmates are still
kept in solitary confinement for periods of up to 40 years before execution,
and that neither the inmates nor their families are given prior notice of the
day of execution. The Committee notes, furthermore, that the

にあるか否かを判断するための独立の精神鑑定が行われていないこと，再審
請求または恩赦の申請には死刑執行を停止する効力がなく，かつ，実効性が
ないことに留意する。その上，袴田巌の事件を含むさまざまな事案において，
強要された自白の結果，死刑が科されてきたという報告は，懸念される事項
である（２条，６条，７条，９条及び14条）。

締約国は，下記の行動をとるべきである。
⒜ 死刑の廃止を十分に考慮すること，あるいはその代替として，死刑を科し
うる犯罪の数を減少させて，生命の喪失を引き起こす最も重大な犯罪に限
ること。
⒝ 死刑確定者とその家族に対して，死刑執行の予定される日時を合理的な余
裕をもって事前告知することによって，また，死刑確定者に対して，最大
限の例外的な事情があって，かつ，厳格に制限された期間である場合を除
き，独居拘禁を課さないことによって，死刑確定者の収容体制が残虐な，
非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰とならないことを
確保すること。
⒞ とりわけ，弁護側にすべての検察側資料への全面的なアクセスを保障し，
かつ，拷問または不当な取扱いによって得られた自白が証拠として用いら
れることがないよう確保することによって，誤った死刑判決に対する法的
なセーフガードを速やかに強化すること。
⒟ 委員会の前回の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 17）に照らして，
死刑事件においては（上訴審による）再審査を義務的かつ実効性のあるも
のとし，また再審または恩赦の申請に執行停止効を持たせ，かつ，死刑確
定者とその弁護士との間における再審請求に関するすべての面会の厳格な
秘密性を保障すること。
⒠ 死刑確定者の精神上の健康に関する独立した審査制度を設けること。
⒡ 死刑の廃止を目指して，規約の第二選択議定書への加入を検討すること。

性奴隷としての「慰安婦」
14. 委員会は，一方で，「慰安婦」は戦時中，日本軍によって「強制的に連行」

されたのではなかったとしながら，他方では，慰安所のこれらの女性たちの
「募集，移送及び管理」は，軍又は軍のために行動した組織によって，強圧
や脅迫によって，本人たちの意に反して行われた事例が数多くあったとする，
締約国の矛盾した主張に対して懸念を有する。委員会は，被害者の意思に反
して行われたこのようないかなる行為も，締約国の直接的な法的責任をもた
らす人権侵害とみなすに十分であると考える。委員会は，また，公人による
ものや締約国の曖昧な態度によって触発された者によるものを含め，元「慰
安婦」の社会的評価に対する攻撃によって，彼女たちが再被害を受けている
ことについて懸念を有する。委員会は，被害者によって日本の裁判所に提起
されたすべての損害賠償請求が棄却され，また，加害行為者に対する犯罪捜
査及び刑事訴追を求めるあらゆる告訴・告発が時効を理由として拒絶された
という情報に留意する。委員会は，この状況は，過去の人権侵害の被害者に
とって利用可能な効果的救済策が欠如していることを示しているだけでなく，
現在も被害者に対する人権侵害が進行中であることを示すものであると考え
る（２条，７条及び８条）。

締約国は，以下の事項を確保するため，即時かつ効果的な立法的及び行政的
な措置をとるべきである。
⒜ 戦時中，
「慰安婦」に対して日本軍が犯した性奴隷又はその他の人権侵害
に対するあらゆる訴えは，効果的かつ独立，公正に捜査され，加害行為者
は訴追され，有罪の場合には処罰されること。

⒝ 被害者とその家族の司法へのアクセス及び完全な被害回復。
⒞ 利用可能な全証拠の開示。
⒟ 教科書における十分な記述を含む，この問題に関する生徒・学生及び一般
市民の教育。
⒠ 公式な謝罪を表明すること及び締約国の責任の公的な承認。
⒡ 被害者を侮辱し又は事件を否定するあらゆる試みの糾弾。

人身取引
15. 委員会は，締約国の人身取引に対する取組を評価するが，他方では人身取引

が根強く続いていること，加害行為者に拘禁刑が科される件数が少ないこと，
強制労働を課したことによって裁判にかけられた者がいないこと，被害者認
定が減少していること，及び被害者に付与される支援が不十分であることに
ついて引き続き懸念を有する（８条）。

confidentiality of meetings between death row inmates and their lawyers
is not guaranteed, that the mental examinations to determine whether
persons facing execution are“in a state of insanity”are not independent
and that requests for a retrial or pardon do not have the effect of staying
the execution and are not effective. Moreover, reports that the death
penalty has been imposed on various occasions as a result of forced
confessions, including in the case of Iwao Hakamada, are a matter of
concern（arts. 2, 6, 7, 9 and 14）.
The State party should:
⒜ Give due consideration to the abolition of death penalty or, in the
alternative, reduce the number of eligible crimes for capital punishment
to the most serious crimes that result in the loss of life;
⒝ Ensure that the death row regime does not amount to cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment by giving reasonable advance
notice of the scheduled date and time of execution to death row
inmates and their families and refraining from imposing solitary
confinement on death row prisoners except in the most exceptional
circumstances and for strictly limited periods;
⒞ Immediately strengthen the legal safeguards against wrongful
sentencing to death, inter alia, by guaranteeing to the defence full
access to all prosecution materials and ensuring that confessions
obtained by torture or ill-treatment are not invoked as evidence;
⒟ In light of the Committee’s previous concluding observations（see
CCPR/Ｃ/JPN/CO/5, para. 17）, establish a mandatory and effective
system of review in capital cases, with requests for retrial or pardon
having a suspensive effect, and guaranteeing the strict confidentiality
of all meetings between death row inmates and their lawyers
concerning requests for retrial;
⒠ Establish an independent mechanism to review the mental health of
death row inmates;
⒡ Consider acceding to the Second Optional Protocol to the Covenant,
aiming at the abolition of the death penalty.

Sexualslaverypracticesagainst“comfortwomen”
14. The Committee is concerned by the State party’s contradictory position

that the“comfort women”were not“forcibly deported”by Japanese
military during wartime but that the“recruitment, transportation and
management”of women in comfort stations was done in many cases
against their will, through coercion and intimidation by the military or
entities acting on behalf of the military. The Committee considers that any
such acts carried out against the will of the victims are sufficient to
consider them as human rights violations involving the direct legal
responsibility of the State party. The Committee is also concerned about
revictimization of the former“comfort women”by attacks on their
reputations, including by public officials, and some that are encouraged by
the State party’s equivocal position. The Committee takes into account
information that all claims for reparation brought by victims before
Japanese courts have been dismissed, and all complaints to seek criminal
investigation and prosecution against perpetrators have been rejected on
the ground of the statute of limitations. The Committee considers that this
situation reflects ongoing violations of the victims’human rights, as well
as a lack of effective remedies available to them as victims of past human
rights violations（arts. 2, 7 and 8）.
The State party should take immediate and effective legislative and
administrative measures to ensure:
⒜ That all allegations of sexual slavery or other human rights violations
perpetrated by the Japanese military during wartime against the
“comfort women” are effectively, independently and impartially
investigated and that perpetrators are prosecuted and, if found guilty,
punished;
⒝ Access to justice and full reparation to victims and their families;
⒞ The disclosure of all available evidence;
⒟ Education of students and the general public about the issue, including
adequate references in textbooks;
⒠ The expression of a public apology and official recognition of the
responsibility of the State party;
⒡ Condemnation of any attempts to defame victims or to deny the
events.

Traffickinginpersons
15. While appreciating the efforts made by the State party to address

⒞ 通訳サービス及び損害賠償請求のための法的支援を含めて，現行の被害者
保護の措置を向上させること。

trafficking in persons, the Committee remains concerned about the
persistence of the phenomenon, as well as about the low number of prison
sentences imposed on perpetrators, the fact that no perpetrators of forced
labour have been brought to justice, the decline in victim identification and
the insufficient support granted to victims（art. ８）.
In line with the Committee’s previous concluding observations（see
CCPR/Ｃ/JPN/CO/5, para. 23）, the State party should:
⒜ Enhance victim identification procedures, particularly with regard to
victims of forced labour, and provide specialized training to all law
enforcement officers, including labour inspectors;
⒝ Vigorously investigate and prosecute perpetrators and, when convicted,
impose penalties that are commensurate with the seriousness of the
acts committed;
⒞ Enhance the current victim protection measures, including
interpretation services and legal support for claiming compensation.

技能実習生制度
16. 委員会は，外国人技能実習生に対する労働法の保護を拡充する法制度の改正

Technicalinterntrainingprogramme
16. The Committee notes with concern that, despite the legislative amendment

前回の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 23）に従って，締約国は，下
記の行動をとるべきである。
⒜ 特に強制労働の被害者について，被害者認定手続を向上させること，また，
労働基準監督官を含むすべての法執行者に対して専門的な訓練を提供する
こと。
⒝ 加害行為者を精力的に捜査し，かつ，訴追し，有罪の場合には，行為の重
大性に見合う刑罰を科すこと。

にもかかわらず，技能実習生制度の下において，性的な虐待，労働に関連す
る死亡，強制労働にもなりかねない労働条件に関する報告が多く存在するこ
とに，懸念をもって留意する（２条，８条）。

extending the protection of labour legislation to foreign trainees and
technical interns, there are still a large number of reports of sexual abuse,
labour-related deaths and conditions that could amount to forced labour in
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前回の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 24）に従って，締約国は，低
賃金労働力の雇入れではなく，現在の制度を能力開発に焦点を当てた新しい
制度に置き代えることを真剣に検討すべきである。他方，締約国は，事業場
への立入調査の回数を増やし，独立した苦情申立制度を設立し，労働者の人
身売買及びその他の労働法違反事案を効果的に調査し，起訴し，かつ，制裁
を科すべきである。

強制入院
17. 委員会は，多数の精神障害者が極めて緩やかな要件の下で強制入院を余儀な

くされ，かつ，自らの権利侵害に対して異議申立てをする効果的な救済手段
を利用できないこと，また，代替サービスの欠如により入院が不要に長期化
していると報告されていることに懸念を有する（７条及び９条）。

締約国は，下記の行動をとるべきである。
⒜ 精神障害者に対して，地域に基盤のあるサービス又は代替のサービスを増
やすこと。
⒝ 強制入院は，最後の手段としてのみ課せられ，必要最小限の期間に限って，
かつ，本人を危害から守り又は他者を害することを防止する目的のために
必要かつ相当な時にのみ行われることを確保すること。
⒞ 精神障害者の施設に対して，虐待を効果的に捜査し，制裁を科し，かつ，
被害者及びその家族に対して賠償を提供することを目的として，効果的か
つ独立した監視及び報告体制を確保すること。

代替収容制度（代用監獄）と強制された自白
18. 委員会は，締約国が，利用可能な資源が不足していること及びこの制度が犯

罪捜査にとって効率的であることを理由として，代用監獄の使用を相変わら
ず正当化していることを遺憾とする。
委員会は，起訴前に，保釈の権利がないこと，また国選弁護人の援助を受け
る権利がないことが，代用監獄において強制的な自白を引き出す危険を強め
ていることを依然として懸念する。
委員会は，その上さらに，尋問行動について厳格な規則が存在しないことに
懸念を表明し，2014年の「改革プラン」（訳者注―2014年７月９日法制審議
会新時代の刑事司法特別部会「新たな刑事司法制度の構築についての調査審
議の結果」を指す）において提案されている取調べのビデオ録画の義務付け
られた範囲が限られたものであることを遺憾とする（７条，９条，10条及び
14条）。
締約国は，代替収容制度を廃止するためにあらゆる手段を講じること，すな
わち，特に下記の事項を保障することによって，規約９条及び規約14条にお
けるすべての保障の完全な遵守を確保しなければならない。
⒜ 起訴前の拘禁中に，保釈など，勾留に代わる措置を，当然考慮すること。
⒝ すべての被疑者が身体拘束の瞬間から弁護人の援助を受ける権利を保障さ
れ，かつ，弁護人が取調べに立ち会うこと。
⒞ 尋問の方法，尋問継続時間の厳格なタイムリミットと完全なビデオ録画を
定める立法措置がされなければならない。
⒟ 都道府県公安委員会から独立し，かつ，取調べ中に行われた拷問や不当な
取扱いの申立てについて迅速，不偏公平かつ効果的に調査する権限を持つ
不服審査のメカニズムに向けた見直し。

難民申請者及び非正規滞在者の退去強制と収容
19. 委員会は，退去強制手続中における虐待に関する複数の報告事例について懸

念を表明する。結果として，2010年には１人が死亡している。委員会は，ま
た，出入国管理及び難民認定法の改正にもかかわらず，ノンルフールマン原
則が実際のところ効果的に履行されていないことについて，懸念を表明する。
委員会は，さらに，難民不認定処分に対して執行停止の効力を有する独立し
た異議申立ての制度を欠いていること，及び十分な理由の開示もなく，かつ，
収容決定に対する独立した再審査もないまま，行政による収容が長期化して
いることに懸念を有する（２条，７条，９条及び13条）。

締約国は，下記の行動をとるべきである。
⒜ 退去強制手続の過程において，外国人が不当な取扱いの対象とされないこ
とを保障するために，あらゆる適切な措置を講じること。
⒝ 国際的な庇護を求めているすべての人が，庇護の認定及びノンルフールマ
ンに関する公正な手続に対するアクセスを与えられ，かつ，難民不認定処
分に対して執行停止の効力を有する独立した異議申立手続に対するアクセ
スが与えられることを確保すること。
⒞ 収容は最も短い適切な期間内において行われ，かつ，行政収容以外の既存
の代替措置が適正に考慮された場合においてのみ行われることを確保し，
並びに，移住者が裁判所に対して訴えを提起し，自らの収容の合法性につ
いて審査を求めることができることを確保するための手段を講ずること。

ムスリムに対する監視
20. 委員会は，法執行官によるムスリムに対する監視活動が広く行われていると

いう報告について，懸念を有する（２条，17条及び26条）。
締約国は，下記の行動をとるべきである。
⒜ 法執行官に対して，異文化の理解，及び，法執行官によるムスリムに対す
る広範な監視活動を含む人種に基づく人物特定の非許容性について，研修
すること。
⒝ 濫用があった場合に，被害を受けた人々が効果的な救済手続を与えられる
ことを確保すること。
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the technical intern training programme（arts. 2 and 8）.
In line with the Committee’s previous concluding observations（see
CCPR/Ｃ/JPN/CO/5, para. 24）, the State party should strongly consider
replacing the current programme with a new scheme that focuses on
capacity-building rather than recruiting low-paid labour. In the meantime,
the State party should increase the number of on-site inspections,
establish an independent complaint mechanism and effectively
investigate, prosecute and sanction labour trafficking cases and other
labour violations.

Involuntaryhospitalization
17. The Committee is concerned that a large number of persons with mental

disabilities are subject to involuntary hospitalization on very broad terms
and without access to an effective remedy to challenge violations of their
rights and that hospitalization is reportedly prolonged unnecessarily by
the absence of alternative services（arts. 7 and 9）.
The State party should:
⒜ Increase community-based or alternative services for persons with
mental disabilities;
⒝ Ensure that forced hospitalization is imposed only as a last resort, for
the minimum period required, and only when necessary and
proportionate for the purpose of protecting the person in question from
harm or preventing injury to others;
⒞ Ensure an effective and independent monitoring and reporting system
for mental institutions, aimed at effectively investigating and
sanctioning abuses and providing compensation to victims and their
families.

Substitute detention system（ Daiyo Kangoku） and forced
confessions
18. The Committee regrets that the State party continues to justify the use of

the Daiyo Kangoku by citing the lack of available resources and the
efficiency of the system for criminal investigations. The Committee
remains concerned that the absence of an entitlement to bail or a right to
State-appointed counsel prior to the indictment reinforces the risk of
extracting forced confessions in Daiyo Kangoku. Moreover, the Committee
expresses concern at the absence of strict regulations regarding the
conduct of interrogations and regrets the limited scope of mandatory video
recording of interrogations proposed in the 2014“report for reform plan”
（arts. 7, 9, 10 and 14）.
The State party should take all measures to abolish the substitute
detention system or ensure that it is fully compliant with all guarantees in
articles 9 and 14 of the Covenant, inter alia, by guaranteeing:
⒜ That alternatives to detention, such as bail, are duly considered during
pre-indictment detention;
⒝ That all suspects are guaranteed the right to counsel from the moment
of apprehension and that defence counsel is present during
interrogations;
⒞ Legislative measures setting strict time limits for the duration and
methods of interrogation, which should be entirely video-recorded;
⒟ A complaint review mechanism that is independent of the prefectural
public safety commissions and has the authority to promptly,
impartially and effectively investigate allegations of torture and illtreatment during interrogation.

Expulsionanddetentionofasylumseekersandundocumented
immigrants
19. The Committee expresses concern about reported cases of ill-treatment
during deportations, which resulted in the death of a person in 2010. The
Committee is also concerned that, despite the amendment to the
Immigration Control and Refugee Recognition Act, the principle of nonrefoulement is not implemented effectively in practice. The Committee is
further concerned at the lack of an independent appeal mechanism with
suspensive effect against negative decisions on asylum, as well as at the
prolonged periods of administrative detention without adequate giving of
reasons and without independent review of the detention decision（arts. 2,
7, 9 and 13）.
The State party should:
⒜ Take all appropriate measures to guarantee that immigrants are not
subject to ill-treatment during their deportation;
⒝ Ensure that all persons applying for international protection are given
access to fair procedures for determination and for protection against
refoulement and have access to an independent appeal mechanism
with suspensive effect against negative decisions;
⒞ Take measures to ensure that detention is resorted to for the shortest
appropriate period and only if the existing alternatives to administrative
detention have been duly considered and that immigrants are able to
bring proceedings before a court that will decide on the lawfulness of
their detention.

SurveillanceofMuslims
20. The Committee is concerned about reports on widespread surveillance of
Muslims by law enforcement officials（arts. 2, 17 and 26）.
The State party should:
⒜ Train law enforcement personnel on cultural awareness and the
inadmissibility of racial profiling, including the widespread surveillance
of Muslims by law enforcement officials;
⒝ Ensure that affected persons have access to effective remedies in
cases of abuse.

拉致及び強制による改宗離脱
21. 委員会は，新興宗教への改宗者に対して，その家族の構成員が改宗離脱のた

めに本人を拉致・監禁しているという報告について懸念を有する（２条，９
条，18条，26条）。
締約国は，すべての人に対し，自らの宗教若しくは信条を保持し，又はこれ
を選択する自由を強制的に侵害されない権利を保障するため，効果的な措置
をとるべきである。

「公共の福祉」を理由とする基本的人権の制限

Abductionandforcedde-conversion
21. The Committee is concerned at reports of abductions and forced

confinement of converts to new religious movements by members of their
families in an effort to de-convert them（arts. 2, 9, 18, 26）.
The State party should take effective measures to guarantee the right of
every person not to be subject to coercion that would impair his or her
freedom to have or to adopt a religion or belief.

22. 委員会は，
「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であり，かつ，規約（２条，

Restriction of fundamental freedoms on grounds of“ public
welfare”
22. The Committee reiterates its concern that the concept of“public welfare”

特定秘密保護法
23. 委員会は，近年国会で採決された特定秘密保護法が，秘密指定の対象となり

ActontheProtectionofSpeciallyDesignatedSecrets
23. The Committee is concerned that the recently adopted Act on the

18条及び19条）の下で許容される制約を超える制限を許容する可能性がある
ことについて，繰り返し懸念を表明する。
委員会は，前回の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10）を想起し，か
つ，締約国に対して，規約18条３項及び19条に定める厳格な要件を満たさ
ない限り，思想，良心，宗教の自由又は表現の自由を享受する権利に対して，
いかなる制限も課すことを差し控えるよう，強く求める。

うる事項の定義が曖昧かつ広汎であること，秘密指定の要件が漠然としてい
ること，及びジャーナリストや人権活動家の活動に対して萎縮効果をもたら
しかねない重い刑罰が規定されていることに懸念を有する（19条）。

is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those
permissible under the Covenant（arts. 2, 18 and 19）.
The Committee recalls its previous concluding observations（see CCPR/
Ｃ /JPN/CO/5, para. 10） and urges the State party to refrain from
imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience
and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions
set out in paragraph 3 of articles 18 and 19.

⒝ 何人も，国家安全保障を害することのない正当な公共の利益にかなう情報
を拡散・頒布したことについて罰せられないこと。

Protection of Specially Designated Secrets contains a vague and broad
definition of the matters that can be classified as secret and general
preconditions for classification, and sets high criminal penalties that could
generate a chilling effect on the activities of journalists and human rights
defenders（art. 19）.
The State party should take all necessary measures to ensure that the Act
on the Protection of Specially Designated Secrets and its application
conform to the strict requirements of article 19 of the Covenant, inter alia
by guaranteeing that:
⒜ The categories of information that could be classified are narrowly
defined and any restriction on the right to seek, receive and impart
information complies with the principles of legality, proportionality and
necessity to prevent a specific and identifiable threat to national
security;
⒝ No individual is punished for disseminating information of legitimate
public interest that does not harm national security.

福島原子力災害
24. 委員会は，福島において締約国が設定した公衆の許容被ばく限度が高いもの

Fukushimanucleardisaster
24. The Committee is concerned that the high threshold of exposure level set

体罰
25. 委員会は，体罰が学校において明文で禁止されているだけであって，これが

Corporalpunishment
25. The Committee observes that corporal punishment is only prohibited

先住民
26. 委員会は，アイヌ民族を先住民集団として認めたことを歓迎するが，琉球・

Rightsofindigenouspeoples
26. While welcoming the recognition of the Ainu as an indigenous group, the

締約国は，特定秘密保護法とその運用が，自由権規約19条の厳格な要件に合
致することを確保するため，あらゆる必要な措置をとるべきであり，特に次
の事項を保障すべきである。
⒜ 特定秘密に指定され得る情報のカテゴリーが狭く定義されること，かつ，
情報を求め，受け及び伝える権利に対するいかなる制約も，国家安全保障
に対する特定かつ同定可能な脅威を防止するためのものであって，法定性，
比例性及び必要性の原則に合致するものであること。

であること，及び避難区域の一部が解除される決定がなされたことによって，
人々が放射能で高度に汚染された地域に帰還する以外の選択肢を与えられな
いことに懸念を有する（６条，12条及び19条）。
締約国は，福島原発災害によって影響を受けた人々の生命・生活を保護する
ためあらゆる必要な措置を講じ，かつ，放射線のレベルが住民にリスクをも
たらさない場合に限って，汚染区域として指定されていた避難区域の指定を
解除すべきである。締約国は，放射線量のレベルを監視し，かつ，このよう
な情報を時機にかなった方法において，原発災害の影響を受けている人々に
開示すべきである。

蔓延し，社会的にも受け容れられていることに対し懸念を表明する（７条及
び24条）。
締約国は，適切な場合は立法手段を通じて行うことを含めて，あらゆる場面
において体罰を止めさせるため実際的な措置をとるべきである。締約国は，
体罰に代わるものとして非暴力的な形態の懲戒を奨励すべきであり，かつ，
体罰の有害な効果について認識を向上させるために広報宣伝活動を実施すべ
きである。

沖縄に対する認知の欠如並びにこれらの集団の伝統的土地と資源の権利又は
その子どもたちが自らの言語で教育を受ける権利の欠如に関して懸念を有す
ることを繰り返す（27条）。

締約国は，立法改正によってアイヌ，琉球・沖縄のコミュニティの伝統的な
土地及び天然資源に対する権利を全面的に保障し，これらの人びとに影響を
及ぼす政策につき自由かつ事前に情報を与えられた上で参画する権利を尊重
することを確保し，また，可能な範囲において，その子どもたちのための自
らの言語による教育を促進するために，さらなる措置をとるべきである。

27. 締約国は，規約，第６回定期報告書の内容，委員会によって作成された質問
事項に対する回答書及びこの総括所見を司法，立法及び行政当局，国内にお
いて活動する市民団体及び非政府組織（NGO）並びに一般公衆に広く普及
させるべきである。

28. 委員会の手続規則71条５項に従い，締約国は，１年以内に上記第13，14，16
及び18項においてなされた委員会の勧告の実施に関する情報を提供すべきで
ある。

29. 委員会は，締約国に対して，2018年７月31日を提出期限とする次回定期報告

書に，すべての勧告の実施状況及び規約全体に関する具体的かつ最新の情報
を提供するよう要請する。委員会は，また，締約国に対して，次回定期報告
書を作成するに際しては，国内において活動する市民団体及びNGOと広く
協議するよう要請する。

by the State party in Fukushima and the decision to cancel some of the
evacuation areas give people no choice but to return to highly
contaminated areas（arts. 6, 12 and 19）.
The State party should take all the necessary measures to protect the life
of the people affected by the nuclear disaster in Fukushima and lift the
designation of contaminated locations as evacuation areas only where the
radiation level does not place the residents at risk. The State party should
monitor the levels of radiation and disclose that information to the people
affected in a timely manner.

explicitly in schools, and expresses concern at its prevalence and social
acceptance（arts. 7 and 24）.
The State party should take practical steps, including through legislative
measures, where appropriate, to put an end to corporal punishment in all
settings. It should encourage non-violent forms of discipline as alternatives
to corporal punishment, and should conduct public information campaigns
to raise awareness about its harmful effects.

Committee reiterates its concern regarding the lack of recognition of the
Ryukyu and Okinawa, as well as of the rights of those groups to their
traditional land and resources and the right of their children to be
educated in their language（art. 27）.
The State party should take further steps to revise its legislation and fully
guarantee the rights of Ainu, Ryukyu and Okinawa communities to their
traditional land and natural resources, ensuring respect for their right to
engage in free, prior and informed participation in policies that affect them
and facilitating, to the extent possible, education for their children in their
own language.
27. The State party should widely disseminate the Covenant, the text of its
sixth periodic report, the written replies to the list of issues drawn up by
the Committee and the present concluding observations among the judicial,
legislative and administrative authorities, civil society and nongovernmental organizations（NGOs）operating in the country, as well as
the general public.
28. In accordance with rule 71, paragraph 5, of the Committee’s rules of
procedure, the State party should provide, within one year, relevant
information on its implementation of the Committee’s recommendations
made in paragraphs 13, 14, 16 and 18 above.
29. The Committee requests the State party to provide, in its next periodic
report, which is due for submission by 31 July 2018, specific, up-to-date
information on the implementation of all its recommendations and on the
Covenant as a whole. The Committee also requests the State party, when
preparing its next periodic report, to broadly consult civil society and
NGOs operating in the country.
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