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はじめに  

 日本弁護士連合会は，国連経済社会理事会との協議資格を有する非政府

組織として，２００８年９月「女性差別撤廃条約に基づく第６回日本政府

報告に対する日本弁護士連合会の報告書」を提出し，同年１１月１０日に

女性差別撤廃委員会第４４会期のためのプレセッション作業部会による，

日本の定期報告審議のためのＮＧＯからのヒアリングにも参加し，発言を

行った。  

 本報告書は同作業部会から同年１１月２０日に公表された日本の定期

審査に関連する課題と質問事項に対して最新の情報を提供し，既に提出し

た日弁連の報告書を補足するものである。本報告とともに，前記報告書も

あわせて参照いただき，日本の女性に対する法律上の差別ないし事実上の

差別について認識を深め，また，これらの差別を一日でも早く撤廃して同

条約が完全に実施されるよう，第４４会期女性差別撤廃委員会による日本

政府の第６回政府報告の審議において建設的な対話がなされることを願

っている。  

 以下，上記作業部会が公表した課題と質問事項（冒頭の枠囲み部分。以

下「質問事項」という。）にしたがって，当連合会としての情報提供・回

答を記載する。  

 



目 次  

 

【概要版】  

 

【本 文】  

（一般） 

質問事項１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  

（憲法上，法令上及び制度上の枠組と女性差別撤廃条約の位置づけ） 

質問事項２～６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～１３  

（女性に対する暴力） 

質問事項７・８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～２３  

（人身取引及び売春） 

質問事項９～１２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３～３２  

（政治的・公的活動への参画及び国際レベルにおける代表） 

質問事項１３・１４・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３～３５  

（固定観念及び教育） 

質問事項１５～１７・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５～４０  

（雇用及び仕事と家庭生活との調和） 

質問事項１８～２３・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０～５０  

（マイノリティ，移民及び難民女性その他の社会的弱者） 

質問事項２４～２６・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１～５８  

（保健） 

質問事項２７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８～６０  

（婚姻及び家族生活） 

質問事項２８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０～６１  

（離婚の経済的影響） 

質問事項２９・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１～６３  

（選択議定書） 

質問事項３０・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３～６４  

 



 
第６回政府報告に対する女性差別撤廃委員会 
からの課題と質問についてのアップデイト報告【概要版】 

 
 本報告書は，２００８年１１月２０日に国連女性差別撤廃委員会作業部会が公表
し，日本政府の第６回報告書（以下「第６回報告書」という。）定期審査に関する
課題と質問事項に対して，同作業部会に最新の情報を提供し，既に提出した２００
８年９月付けの日弁連報告書を補足するものである。 

同作業部会が公表した課題と質問事項（冒頭の枠囲み部分。以下「質問事項」と
いう。）にしたがって，当連合会としての情報提供・回答を記載する。 
 
１ 第６回報告は政府により採択されたか，また，国会に提出されたか。 

 
政府が国会に女性差別撤廃条約の実施状況の報告書を提出することを義務づけ

る法律は存在しない。 
政府に対し，女性差別撤廃条約第１８条に基づき国連事務総長に対して提出する

条約実施状況の報告書を、国会にも提出するように義務づける規定を男女共同参画
社会基本法に追加して改正を行い，立法的措置の必要性を検討する機会が保障され
るべきである。 
４ ①女性差別撤廃条約の国内裁判における援用とその結果，②裁判官・法曹一般
の間で同条約についての意識を高めるために取られた措置 

①公刊された判決では４２件。そのうち１４件について，裁判所が原告の主張に
対して何らかの応答をしているが，いずれも条約の援用を否定するものである。 

②弁護士に関しては，当連合会の両性の平等に関する委員会・男女共同参画推進
本部・国際人権問題委員会などが行う諸活動がある。法曹養成過程における女性差
別撤廃条約や女性に対する暴力に関する教育は，十分ではない。 

 
５ 男女共同参画基本計画の実施に関する現在の状況と達成された進捗状況 
 課税，医療保険，年金の各制度において，夫が妻を扶養するタイプの法律婚夫婦
に一定の優遇がなされ，女性の就労調整を誘導している。戸籍制度，住民登録制度
には，筆頭者，世帯主を中心とした家意識，家族内の序列化の構造が見られる。 
 女性が高齢者介護を負担していることが多く，特に高齢の妻が高齢の夫を介護す
る事例が多い。 
 学校における性別役割分担の解消に向けた教育は後退している。 
 
６ パリ原則に沿った，国内人権救済機関の設置に向けた進展 

当連合会は，２００８年１１月２０日，国内人権機関設置等に関する制度要綱を
公表しているが，政府には，パリ原則に則った国内人権機関を設置する動きが見ら
れない。 



 
７ 女性に対する暴力に関し，被害者の保護等，弁護士・裁判官等の意識啓発など
の措置 

ＤＶ加害者に対する処罰規定が適正に執行されているかについては疑問がある。
また，ＤＶ被害者の公的シェルターは，数が少なく，これを支える人的財政的手当
も十分ではなく，公的シェルターを補完する民間シェルターも，深刻な財源不足の
状態にある。警察官，弁護士，裁判官，一般の人々のＤＶ被害についての意識啓発
プログラムを作成し，導入することが望ましい。 

 
８ 米軍人による女性及び少女に対する犯罪とその予防 

米軍人・軍属による犯罪（特に性犯罪）が多数発生しているにもかかわらず，政
府は，その件数・内容を公表していない。 

当連合会は，特に沖縄について，軍事基地の整理縮小と可能な限り早期の撤廃と
日米地位協定の見直しを求めているが，犯罪予防のためには，その実現が重要であ
る。 

 
９ 人身取引を行った者に対する訴追件数の統計 

政府は，国際組織犯罪防止条約人身取引議定書への署名を契機に，人身取引対策
の検討を始めた。統計上は，２００５年をピークに検挙件数・検挙人数が減少して
いるが，実際に人身取引が減少しているかについては疑わしいところがある。被害
が表面化しにくくなっており，実態を十分に解明することが必要である。 

 
１０ 人身取引の被害者に対する方策 

人身取引の被害者が入管法違反で逮捕され，その後，起訴され判決を受けたケー
スもあり，また，保護施設が不十分であるなど，被害者への支援がほとんどなされ
ていない。 

 
１１ 女性及び女児の性的搾取を防止するために取られた措置 

刑法，売春防止法，児童福祉法などあるが，その防止が十分になされているとは
言えない。 
１２ 「援助交際」への対応 
 極めて不十分である。 
１３ 国家公務員の管理職レベルでの女性の参画を増やす措置 

役職が上がるに連れて女性の割合が極端に低くなっており，施策を再検討する必
要がある。 
１５ 高等教育機関の男女数の差を縮小させるために取られた措置 

大学によってはその措置がなされているが，全体的に見れば十分とはいえない。



 
１６ 大学及び短期大学の教職における女性の参画を増やすために着手された措
置 

大学の中には，女性の少ない学部・大学院に男女共同参画推進企画室を設置した
ところもある。今後は，より多くの大学・短期大学に男女共同参画推進に資する事
業を早急に普及していくことが課題である。 

 
１７ 性差別的発言を公務員が行わないように取られた対策 
 公的な立場（政治的指導者）にある者の性差別的発言が繰り返されている。 
 下記内容を規定した女性差別禁止法を制定すべきである。 
 １ 女性に対する差別は人権侵害であること 
 ２ 女性に対する差別の定義規定 
 ３ 女性に対する差別を禁止すること 
 ４ 女性に対する差別の禁止規定に違反した場合は処罰するという規定 
 
１８ 男性が育児休暇を取得することを奨励するために取られた措置 
 男性の育児休暇取得率は極めて低く，具体的対策を検討する必要がある。 
 
１９ 改正男女雇用機会均等法違反の場合において被雇用者が取ることのできる
法的手段，事業主に対する制裁 

同法が被雇用者に認める法的救済手段が十分に機能しているかについては問題
がある。事業主には，企業名の公表という社会的制裁が定められているが，公表さ
れた例がない。 

 
２０ 事業主により実施されたポジティブ・アクションの効果 

改正男女雇用機会均等法により積極的差別是正措置（ポジティブ・アクション）
が追加されたが，同措置を事業主に義務づける規定とはなっていないため，効果が
期待できない。 

 
２１ 男女間の賃金格差に対処するために策定された施策 
 十分な施策が策定されていない。雇用形態等の管理区分による男女間賃金格差や，

パート労働者を始めとする非正規労働者の賃金格差を解消するため，男女同一価
値労働同一報酬の原則の明文化とその実施のための客観的な職務評価の確立が
必要である。 

 
２２ 男女雇用機会均等法に関する指針が対象とする間接差別 

男女雇用機会均等法において間接差別の明確な定義がなされておらず，複雑化す
る差別事案の救済が不十分である。 



 
２３ 職場におけるセクハラを防止するため事業主に対し義務付けられている措
置 

改正男女雇用機会均等法は，懲罰的措置を含んでおらず，また，社会的制裁とし
て企業名の公表が定められているものの，公表された例がない。 

 
２４ マイノリティ女性のおかれた状況 

政府の報告は，同和，アイヌ，外国人のみであり，障がいのある女性については
言及されていない。提供されている情報では、教育，雇用，健康状態，受けている
暴力など，マイノリティ女性の現状が把握できず、提供される情報の質，量ともに
不十分である。 

 
２５ 移民・難民女性の経済的・社会的状況と支援策 
 日本の社会は，多文化共生を受け入れる体制までにはなっていない。難民，移民
女性は，経済的にも社会的にも立場が弱く，その支援や施策が十分になされていな
い。 
 
２６ 日本の高齢女性に対する政府の政策 

女性は，不安定就労の割合が高く，とりわけ高齢単身女性は，厳しい経済状態に
おかれている人が多い。しかも，年金などによる施策が十分でないうえに，後期高
齢者医療制度による負担が生じている。また，高齢者虐待については，被虐待者の
７７％が女性である。これらに対する政府の施策が十分ではない。 

 
２７ 性教育の計画推進と人工妊娠中絶の非犯罪化   

不適切な性情報が氾濫しているにもかかわらず，人工妊娠中絶の心身に及ぼす影
響や安全な避妊についての教育がなされているとは言えない。特に，学校における
性教育については問題が多い。 

女性の自己決定権の観点から，自己堕胎ならびに同意・嘱託堕胎を処罰する刑法
第２１２条ないし第２１４条は廃止すべきである。人工妊娠中絶に配偶者の同意を
要件とする母体保護法１４条を改正すべきである。 

 
２８ 女性に対して差別的な民法の規定 

政府には，民法の女性に対する差別規定を廃止するための動きはない。 
なお、婚姻届出後２００日以内、離婚届出後３００日以内に生まれた子を前夫の

子と推定する民法７７２条のため、出生届がされない子供達の救済が問題となって
いる。民法７７２条を改正すべきである。 

 
２９ 離婚時の財産分与 



離婚後の女性の経済的基盤は十分でない。離婚後の年金分割については一定の法制
度が整えられたが、財産分与の対象財産及び分与の基準が明確でない。わが国では
夫が財産を管理している場合が多くあり、調停や判決で決められた分与財産を現実
に手に入れるには困難を伴うことが多い。 
 
３０ 女性差別撤廃条約選択議定書の批准に関する進捗 

政府は，個人通報制度について，司法権の独立との関係で問題となりうるとの立
場をとっており，進展がみられない。 

 
以上 
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１ 第６回報告は政府により採択されたか，また，国会に提出されたかを，説明さ
れたい。 

わが国において，条約の締結は，憲法第７３条３号により，内閣の事務であるが，
事前に，時宜によっては事後に国会の承認を必要とする。しかし，条約締結後の実
施状況に関する国連事務総長に対する報告は，国会の審議事項とされていない。政
府に対して女性差別撤廃条約の実施状況の報告書を国会に提出することを義務づ
けた法律は存在しない。 
なお，政府は，男女共同参画社会基本法第１２条により，毎年，国会に，男女共

同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策についての報告を提出しなければならないこととされている。しかし，同法
に基づいて作成提出される男女共同参画白書には，女性差別撤廃条約の実施状況に
ついての内容が盛り込まれていない。言ってみれば，同条約は，一旦批准した後は，
国会が直接関与しない状況に置かれている。 
わが国は，１９８５年７月に同条約を批准しているが，いまだに女性を差別する

民法規定が存在し，雇用の場においては賃金や昇進等についての間接的な差別が認
められ，雇用機会均等法の改正がなされたものの，間接差別をなくす措置としては
不十分であり，女性に対する暴力，人身取引等による性的搾取等に対する取組みに
ついても一層の強化が求められる状況にある。このような日本の女性の人権状況に
対しては，女性差別撤廃委員会に限らず，規約人権委員会，拷問禁止委員会等人権
条約諸機関及び人権理事会の普遍的定期的審査においても，種々の懸念が表明され，
改善要請等の勧告がなされている。しかし，政府にはこれらの勧告を誠実に履行す
る意思があるとは言い難い。したがって，わが国においては，これらの勧告に答え，
わが国の女性がおかれた人権状況を改善し，同条約を完全に実施する必要性が極め
て高い。 
そのためには，政府に対し，女性差別撤廃条約第１８条に基づき国連事務総長に

提出する条約実施状況の報告書を国会にも提出することを義務づける規定を男女
共同参画社会基本法に追加する改正を行うべきである。 
政府に対し，条約実施状況の報告書を国会にも提出することを法的に義務付ける

ことにより，国会がわが国の同条約の実施状況と同条約の実施が阻害されている要
因を認識し，その問題を克服するための立法的措置の必要性を検討する機会が制度
的に保障されることが，同条約の実施を前進させるうえで極めて有効な措置となる
と考える。 
 

２ 報告は，「監視・影響調査専門調査会」が調査を行い，また，男女共同参画会
議の意見決定を受け，委員会の前回の最終見解を踏まえた各府省における取組状況
について審議を行ったと述べている（パラ４参照）。２００５年７月に「監視・影
響調査専門調査会」が行った提言と，提言を実施するために取られた措置に関する
情報を，提供されたい。 



2 
 

 
１ 「男女共同参画監視・環境調査専門調査会」は，２００５年６月２７日及び同
年７月１５日に，女性差別撤廃委員会の総括所見に対する各府省の取り組み状況
について説明聴取を行い，第６回定期報告の取りまとめ作業に当たって留意すべ
き６項目を提言（以下「提言」という。）としてとりまとめた。 

各項目の内容は以下の通りである。 
(1) 報告全般について，できる限り，施策によりもたらされた効果（いわゆるア
ウトカム）も盛り込まれたい。 

(2) 間接差別について，雇用分野における検討に関する早期の結論を期待したい。
また，引き続き間接差別全般に関して事例を収集するとともに，女性差別撤廃
条約及び男女共同参画基本法の関連規定に関する広報に努められたい。 

(3) メディアにおける女性の人権の尊重について，ゲーム，インターネットサイ
ト等に関する団体も含めて意見交換を行われたい。 

(4) いわゆるマイノリティ及び人身取引について，各府省が把握している関連デ
ータを取りまとめ，報告に盛り込まれたい。 

(5) 婚姻適齢の男女統一，再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別氏制度の導入に
ついて，引き続き国民の理解が深まるよう努められたい。 

(6) 選択議定書について，引き続き批准可能性を早期に検討されたい。 
２ 本提言を実施するために採られた措置は，以下の通りである。 
(1) 政府第６回報告書には，政府の施策が記載されており，国の政策決定過程
への女性の参画の項目（パラ１１６ないしパラ１２４）において，国の審議会
等委員や国家公務員に占める女性の割合が増加したことが具体的数値を用いて
報告されているものの（パラ１１８ないしパラ１２２），これらの数値以外には，
本提言において求められている「施策によりもたらされた効果」に関する具体
的記載はない。 

(2) ２００６年に男女雇用機会均等法（「雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律」）が改正され（２００７年４月施行），間接差
別の禁止について規定された（第７条）。 
しかし，施行規則において禁止される「間接差別」は，①募集・採用にあた

り，一定の身長，体重，または体力を要件とすること，②コース別管理雇用制
度における総合職の募集・採用に当たり，転居を伴う転勤を要件とすること，
③昇進に当たり転勤経験を要件とすること，の３つに限られており（施行規則
第２条），しかも，これらについて「合理的な理由がある場合」には差別になら
ないとされている。 
なお，改正時の附帯決議においては，省令で規定する以外にも司法判断で間

接差別として違法とされる可能性があることを広く周知することや，省令で間
接差別とする対象の追加・見直しを機動的に行うこと，そのために男女差別の
実態把握や要因分析のための検討を進めること，などが確認されている。（雇用
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分野における間接差別の問題については，２３項参照）。 
女性差別撤廃条約及び男女共同参画基本法の関連規定に関する広報としては，

ＨＰに条文等の記載があるものの，積極的な広報活動が行われているとは言い
難い。 

(3) 本提言以前の２００２年５月１３日，えがりてネットワーク（男女共同参画
推進連携会議）企画委員会主催「『メディアと男女共同参画』を語る会」が開催
され，メディアとの間で，メディア業界における男女共同参画に関する最近の
取り組みに関する意見・情報交換等が行われたが，本提言後については不明で
ある（なお，メディアにおける女性の人権の尊重等については，質問１１，１
２参照）。 

(4) 人身取引については，第６回政府報告書において，被害者の実態等のデータ
が提示されている（パラ１７０ないし１９７。なお，人身取引については，質
問９，１０参照）。 

マイノリティ女性については，第６回政府報告書に項目が設けられ（第２条
「５．マイノリティ女性について」パラ９８ないし１００）， 資料として，同
和対策・地域改善対策事業関連予算の状況（統計資料１３），アイヌ人口（同１
４。２００６年における男女別の人口），在日韓国・朝鮮人の外国人登録者数（同
１５。２００４年における男女別登録数）が添付されている。 
しかしながら，マイノリティ女性の現状を把握するためのデータとしては不

十分である（マイノリティ女性については，質問２４参照）。 
(5) 婚姻及び家族生活に関しては，２８項参照 
(6) 選択議定書の批准可能性について，政府は，第６回報告において「現在検討
中である（パラ１０３）」とのみ回答しているにすぎない（なお，選択議定書に
ついては，質問３０参照）。 

 
３ 前回の最終見解（Ａ／５８／３８，パラ３５７）で，委員会は，国内法におけ
る差別の明確な定義の欠如について懸念を表明し，条約の第１条に従って直接差別
及び間接差別を含んだ女性に対する差別の定義が国内法に取り込まれるよう勧告
した。委員会の勧告に対応して政府がどのような措置を取ったかを示されたい。 

 
差別の定義及び間接差別については，質問１７及び２２を参照されたい。 
 

４ 女性差別撤廃条約が，国内の裁判で援用され，又は言及されたことがあるか。

ある場合，その結果はどのようなものだったか。さらに，裁判官及び法曹一般の間

で女性差別撤廃条約についての意識を高めるためにどのような措置が取られたか

を具体的に挙げられたい。 
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１ 公刊されている判決を見る限り，女性差別撤廃条約が批准後国内裁判所で言及

されたものは，４２件ある。しかし，これらは，判決文中で原告の主張が引用さ

れている部分が書かれたものを含めた件数である。このうち，裁判所がこれらの

原告の主張に対して何らかの応答をしているものは１４件であるが，いずれも条

約の援用を否定するものである。以下にその例を示す。 
(1) 最も新しいものに２００８年７月９日京都地裁判決がある。これは，京都市
から京都市男女共同参画センターの管理者の指定を受け，同センターの管理を
している組織で働いている嘱託職員の女性が一般職員との差別待遇による差額
賃金の支払いを求めたものである。判決は，原告の請求を棄却し，女性差別撤
廃条約１１条１項については，次のように述べている。 
「同条約も男女差別の点から国際社会のあるべきルールを宣言しているにとど
まり，同一価値労働同一賃金の原則それ自体について，具体的な共通の規範を
策定したものとはいえないから，同条約が同一価値労働同一賃金の原則という
観点から見て自動執行力を有するものと解することはできない。」 

(2) フィリピン国籍の母と日本国籍の父との間に生まれた子どもが出生後父から
認知されたが，父母が法律婚をしていないので国籍法３条により日本国籍を取
得できないため，国に対して日本国籍を有することの確認を求めた裁判におい
て，２００６年３月２９日付け東京地裁判決は，日本国籍を認めたものの，原
告らの「非婚の男女間に生まれた子どもの国籍についても，両性の平等が実現
されなければならないとして，国籍法３条が，女性差別撤廃条約に違反する」
旨の主張に対しては，次のように述べている。 
「女子差別撤廃条約９条１項前段は，『締約国は，国籍の取得，変更及び保持

に関し，女子に対して男子と平等の権利を与える』とし，同条２項は，『締約国
は，子の国籍に関し，女子に対して男子と平等の権利を与える』とそれぞれ定
めるものの，これはあくまで女性又は母に対して子の国籍取得の際に，男子又
は父の場合と同様の権利を与えることを要求するものであって，国籍取得の要
件に血統主義を採用する場合には，父母両系血統主義を要請しているというこ
とはできるものの，それ以上に，法律上の夫婦の間から生れた子どもと，そう
でない男女から生まれた子どもの国籍の取得について，日本国民である父に対
しても，日本国民である母の場合と同様に扱うべきことまでも要求するものと
解することはできない」 

(3) 戸籍の続柄記載訂正等を求めた事件において，２００５年３月２４日付け東
京高裁判決は，控訴人（原告）らの「戸籍の続柄欄の記載において，婚姻して
いないことを理由にその親を嫡出子の親に比べて差別することは女性差別撤廃
条約１６条１項（ｄ）に違反する」旨の主張に対し，次のように述べている。 
「民法の諸規定は，・・・近時においても最高裁判所において合憲性が確認され
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ているところである。」「もとより，子が嫡出子か非嫡出子かを区別することが
控訴人ら指摘の女子差別撤廃条約，Ｂ規約，児童の権利に関する条約等の各条
項に違反するものであるということもできない」 

(4) 東京都知事の女性差別発言の責任を問うた事件において，２００５年２月２
４日付け東京地裁判決は，原告らの「被告の発言は，女性差別撤廃条約第１６
条に違反し，生殖について自己の選択の下に生きる権利の侵害である」旨の主
張に対し，「このような女性の存在価値を生殖能力の面のみに着目して評価す
る見解が個人の尊重，法の下の平等について規定する憲法，男女共同参画社会
基本法その他の法令や国際人権Ｂ規約，女子差別撤廃条約その他の国際社会に
おける取組みの基本理念と相容れないことはいうまでもない」としたものの，
損害賠償責任は認めなかった。 

なお，関連する質問１７を参照されたい。 
(5) 男女のコース別処遇の違法性が争われた事件（岡谷鋼機事件）において，２
００４年１２月２２日付け名古屋地裁判決は，原告らの請求を一部認めたが，
女性差別撤廃条約については，次の判断を示している。 
「原告らは，女子差別撤廃条約，国際人権規約，ＩＬＯ条約等を根拠に，原告
らが入社した当時，両性平等が国際公序として確立していたことから，被告の
した男女差別は，国際的公序に反し違法であるとも主張する。 
しかしながら，これらの条約が国内法の制定を待つまでもなく当然に自動執

行力を有すると認めることはできないし，以上検討した被告の男女のコース別
の採用，処遇の経緯，内容からすれば，これがこれらの条約に直ちに違反する
ことも出来ないことから，原告の主張は採用できない」 

(6) 男女の賃金差別が争われた事件（住友電工事件）において，２００２年７月
３１日付け大阪地裁判決は，原告らが女性差別撤廃条約を根拠に被告会社の事
務職の（男女別）採用区分の違法性を主張したことに対して，次のように述べ
ている。 
「女子差別撤廃条約が，男女差別の効果をもたらすものについてもその撤廃を
求めているなどとして主張するのであるが，これは条約批准以前，あるいは均
等法施行以前に行われた当時としては違法とまではいえなかった採用区分に，
右条約や均等法を当て嵌めて評価しようとするものであるから，遡及適用以外
のなにものでもない。右条約や均等法には遡及効はなく，この点の原告らの主
張も採用できない」 

なお，この事件は，２００３年１２月２４日，大阪高裁において和解が成立
したが，同高裁は，条約の精神を積極的に援用し，以下の文言が和解条項前文
に記載されている（ただし，和解条項は判決と違い，公刊されるものではない）。 
「国際社会においては，国際連合を中心として，男女平等の実現に向けた取組
みが着実に進められており，女性がその性により差別されることなく，その才
能及び能力を自己の充足と社会全体のために発展させ，男性と女性が共に力を



6 
 

合わせて社会を発展させていける社会こそが真に求められている平等社会であ
ることは，既に世界の共通認識となっているというべきである。・・・わが国に
おいても，国際的潮流と連動しつつ，その精神を社会に定着させるため，女性
差別撤廃条約の批准，男女共同参画社会基本法の制定など，着実な取組みが進
められているが，・・・」 

(7) 民法が女性にのみ６ヶ月間の再婚禁止を設けている規定の合憲性が争われ
た事件において，１９９１年１月２８日付け広島地裁判決は，原告の「上記規
定は条約の前文，第２条，第１５条及び第１６条に違反する」との主張に対し，
次のように述べている。 
「これらの条約の規定が，締約国に対して，合理的な理由を有する男女間での
取り扱いの相違をも禁止し，あるいは『婚姻をしかつ家庭を形成する権利』に
対して合理的な理由による制限を加えることまでも禁止していると解すべき理
由はない」 

(8) 所得税における扶養控除の対象から事実婚における未認知の子または事実
婚配偶者の連れ子を除外している所得税法の合憲性が争われた事件において，
１９８７年１２月１６日付け東京地裁判決は，原告の「女性差別撤廃条約第１
６条１ｄ及びその趣旨を根拠として事実上の子は扶養控除の対象とすべき」と
の主張に対し，次のように述べている。 
「右各規定は，そもそも租税に関するものではないし，租税における扶養控除
の取扱いにおいて，事実上の親族を法律上の親族と区別して取り扱うことを禁
止したものとは解されない。」 

２ 女性差別撤廃条約について裁判官及び法律職一般の間で認識を高めるために，
取られた諸活動について 
(1) 日本弁護士連合会の諸活動 
① 両性の平等に関する委員会の諸活動 

２００６年に創立３０周年を迎えた両性の平等に関する委員会は，女性の
地位・権利に関する調査研究，現行法制の改善に向けた提言などを行ってい
る。 
a ２００６年６月以降の主な取組みは次のとおりである。 
ⅰ 男女雇用機会均等法改正案に対する意見表明やリーフレットの作成 
ⅱ パート労働法改正案についての意見表明や国会議員への要請活動 
ⅲ 弁護士会や日弁連における男女共同参画状況の調査（役員に占める女性

弁護士数やポジティブ・アクションに関する調査） 
ⅳ 会員の産前産後期間の日弁連会費の免除規定制定の要望 
ⅴ パンフレット「ホントにそう？『オンナのくせに』『オトコがすたる』

～ジェンダーの誤解を解きます」の作成 
ⅵ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）事件の相談・受任体制の充実を

はかるための研修テキストの作成や講師の派遣 
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ⅶ 弁護士会における男女共同参画を推進するためのシンポジウムの開催 
b女性差別撤廃条約に特化した取組みとしては次のことが挙げ  られる。 
ⅰ 委員会のなかに設置された「女性差別撤廃条約関連ＰＴ」において，第

６回日本政府報告書に関するlist of issues作成のための国連女性差別
撤廃委員会作業部会への情報提供（報告書作成），同作業部会への委員派
遣。 

ⅱ ２００８年１２月，全弁護士を対象とした研修会において「女性差別撤
廃条約の実務への活用」をテーマとして取り上げ，国連女性差別撤廃委
員会の委員を務める弁護士による講義の実施。 

ⅲ ２００９年４月，国際人権問題委員会と共催した国際人権に関する研究
会において，２００９年７月のＣＥＤＡＷにおける日本報告についての
パネルディスカッションの実施。 

② 男女共同参画推進本部の諸活動 
２００７年４月，日弁連は，「日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大

綱」（以下「基本大綱」という。）を制定した。その９項には，「国際的に確立
された理念の実現，尊重のための措置」として「本会は，本会における男女
共同参画の推進に関する施策を，国際人権規約や女性差別撤廃条約等国際的
に確立された理念を実現し又は尊重するものとするため，国際機関との情報
の交換その他必要な措置を講じる」と定められている。 
同年６月，基本大綱を推進していく機関として「男女共同参画推進本部」

が設置された。同本部では，基本大綱を会員に周知するため，全国１２カ所
で「男女共同参画施策基本大綱普及のための全国キャラバン」を実施し，各
地の会員から弁護士業務における男女間の差別及び格差，仕事と家庭の両立
などについて意見を聴取し，２００８年３月に「日本弁護士連合会男女共同
参画推進基本計画」を策定した。あわせて，基本大綱普及のためのパンフレ
ット「Good balance Good life－女が元気な社会は，男も元気だ－」を作成，
会員に配付した。 

③ 国際人権問題委員会の諸活動 
国際人権問題委員会は，１９９６年に設置され，国際人権に関する調査・

研究を行い，日弁連の関連委員会に国際活動に関する情報提供などを行って
おり，同年から定期的に「国際人権に関する研究会」を開催している。同研
究会においては，２００６年以降「女性差別撤廃条約」そのものをテーマと
したことはないものの，これまで「国際人権法と法曹の役割」「司法の運営に
おける女性の権利」といったテーマを取り上げ，同テーマに詳しい学者や委
員会委員による講演，意見交換を行っている。 

④ 女性差別撤廃条約の会員への広報 
日弁連ホームページでは，国際人権ライブラリーというコーナーを設け，

会員に対して多種多様な情報提供を行っている。自由権規約や人種差別撤廃
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条約と並んで「女性差別撤廃条約」も取り上げられており，条約全文のほか，
第２回～第６回までの日本政府報告書とそれに対する日弁連報告書，第５回
までの政府報告書に対する女性差別撤廃委員会の最終見解などが掲載されて
いる。 
また，前述した両性の平等に関する委員会・男女共同参画推進本部は，と

もに年に２回「ニュース」を発行し全会員に送付している。各弁護士会にお
ける男女共同参画に向けた取組み，シンポジウムの広報や報告，国連女性差
別撤廃委員会プレセッション参加報告などを記事にし，会員に対してわかり
やすい形で情報提供を行っている。 

(2) 裁判官その他の法律職について 
① 最高裁判所によれば，裁判官および司法修習生に関しては，以下のように

研修等が行われているという（日弁連からの照会に対する最高裁判所の２０
０９年３月３０日付け回答）。 
ⅰ 裁判官について 

裁判官の研修を担当する司法研修所では，毎年，新たに判事・判事補・
簡易裁判所判事に任官した者や部総括・支部長となった者を対象として，
女性差別撤廃条約や女性に対する暴力についての意識を高めるために，国
際人権問題を専門とする大学教授や，人権擁護に携わっている機関の職員
（国際機関の職員を含む）等を講師として招き，各種講演を実施している。 

ⅱ 司法修習生について 
新司法修習（２００６年度以降）においては，女性差別撤廃条約や女

性に対する暴力に関する修習は，主として，選択型実務修習で行うこと
が想定されている。新６０期修習（２００６年度）では７弁護士会，新
６１期（２００７年度）では１６弁護士会で，女性差別撤廃条約及び女
性に対する暴力を含むプログラムが提供された。また，集合修習でも，
外部講師を招いて，女性差別撤廃条約やジェンダーに基づく暴力等に関
する情報提供を含めた国際人権に関する講演を実施している。 

② 法科大学院教育について 
日弁連が２００９年３月に行った全法科大学院７４校に対する質問に対し，

３６校が無回答であったが，３８校から回答がなされた。回答のあった３８
校のうち，１８校から，女性差別撤廃条約に関する授業を行っていないとの，
１６校から行っているとの回答がなされた。授業を行っている１６校では，
「ジェンダーと法」，国際法，憲法などで少なくとも１時間の講義が提供され
ている。早稲田大学法科大学院のように，より専門的に教えている所もある
が，これは女性差別撤廃委員会の委員が教員であるという特別な事情による
ものと思われる。女性に対する暴力についての講義については，行っていな
いとする法科大学院は１７校，行っているとする法科大学院は１８校であっ
た。 
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以上により，法曹養成過程における，女性差別撤廃条約や女性に対する暴
力に関する教育は，不十分であるといえる。 

 
 
 
 

５ 男女共同参画基本計画（第２次）の実施に関し，現在の状況と達成された進捗
を述べられたい（報告のパラ２９参照）。回答には，男女共同参画の実質的な実現
に向けて計画に掲げられている１２分野のそれぞれに盛り込まれている各施策の
影響に関する情報を含めるべきである。 

 
２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革 
(1) 税制，医療保険，年金  

政府は，具体的施策の一つとして，「税制，社会保障制度等」についての総
合的検討をあげている。しかし，依然，夫が妻を扶養するタイプの法律婚夫婦
に一定の優遇を行う制度がとられ，女性の就労調整を誘導している。 
① 所得税及び個人住民税の算出に際し，納税者と法律婚をして生計を同じく
する者（配偶者）の年間所得金額が３８万円以下のときは，納税者の所得か
ら原則３８万円が控除される（配偶者控除）。また，納税者の配偶者の所得
金額が３８万円超７６万円未満のときは，納税者本人の所得金額が１０００
万円以下のときに限りその所得から３万円～３８万円が控除される（配偶者
特別控除）。 
例えば，夫正社員・妻パートの夫婦の場合，妻の年間所得が３８万円以内

であれば（給与収入１０３万円以内），妻自身に所得税が課されず，かつ，
夫はその所得から３８万円を控除した金額を課税所得とすることができる。
妻の年間所得が３８万円超７６万円未満のときは（給与収入１０３万円超１
４１万円未満），妻自身に所得税は課されるが，年間所得１０００万円以下
の夫はその所得から３万円～３８万円を控除した金額を課税所得とするこ
とができる。 

税法上は１０３万円を超えて配偶者控除の対象からはずれても１４１万
円までは配偶者特別控除の対象になるため，１０３万円を超えても世帯全体
の収入が下がることはない。しかし，夫の勤務先企業が家族手当（扶養手当）
の支給対象を配偶者控除対象配偶者に限定している場合，「１０３万円の
壁」を超えると世帯全体の収入が減少する可能性がある。 

② 政府管掌の健康保険の場合，年収１３０万円未満の者は健康保険加入者の
被扶養家族として，自ら保険料を納付することなく，医療保険を利用できる。
年収１３０万円超の者は扶養家族ではなく，自ら国民健康保険に加入のうえ
前年の所得に応じた保険料を支払う必要がある。 

また，配偶者の場合，年収１３０万円未満であれば，厚生年金の被扶養配
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偶者・国民年金の３号披保険者となり，自ら年金保険料を納付することなく，
将来，保険料を納めた者として年金を受給できる。年収１３０万円をこえれ
ば，自ら保険料を払って国民年金等の年金に加入する必要がある。 

例えば，夫正社員妻パートの夫婦の場合，妻の年間収入が１３０万円未満
であれば，妻は健康保険の被扶養家族であり，かつ，国民年金の３号被保険
者として，保険料を負担しなくてよい。しかし，妻の年収が１３０万円を超
えるとこれらの特典がなくなるため，世帯収入は減る可能性がある（「１３
０万円の壁」）。 

③ 就労調整 
これらの結果，１２月になると就労時間を減らして，年収を１０３万円あ

るいは１３０万円以内に抑える女性が少なくない。時給の上昇も妨げられる。 
(2) 戸籍制度 

明治時代，国が国民の現状を把握統制するための有力な手段として整備され
た身分登録簿が「戸籍」である。「戸主」を中心に，それとの続柄において家
族員を表示し，尊属・卑属，直系・傍系，男・女という価値基準に従って，家
族員を配列し，家族を統制した。「家制度」は，このような戸籍制度における
「戸」を「家」として民法上の制度として再構成したものである。「戸籍制度」
と「家制度」のもとでは，個人よりも家が重視され，また，女性は，常に男性
の下位におかれていた。女性の天職は，夫や夫の両親につかえ，家の跡継ぎを
生み育てることにあるとされ，そのような生き方が強制された。 

第２次世界大戦の敗戦を受け，１９４７年に民法の家族法部分が改正され，
「家制度」が廃止された。しかし「戸籍制度」は，形を変えて存続した（それ
までの３代戸籍を２代戸籍に変え，「戸主」を「戸籍筆頭者」に変えるという
程度の修正はなされたが）。そして，①法律婚をした夫婦とその未婚の子とい
う家族単位で身分登録を行うという戸籍の集団主義を維持する，②婚姻・離婚，
縁組・離縁，認知などすべての身分行為について，国への届出を成立要件とす
る法制度も維持する，③法律婚夫婦の同氏強制制を新設する（９８％程度が夫
の氏を「選択」）などの方法により，夫婦の氏を名乗った者（＝戸籍筆頭者＝
主人）を中心に，その者との関係で家族構成員の身分変動を記録していくとい
う制度が堅持された。戸籍制度を残すことによって，「家」意識と家族内の序
列化の構造が再生産され，その構造は現在も続いている。 
法律上，戸籍は，日本国民についての国籍証明・身分証明の機能を持つが，

それ以上の意味はない。そうであれば，個人登録制に変えることを検討すべき
である。そうすることによって「家」意識と家族内の序列化の構造を打破する
必要がある。 

(3) 住民票・世帯主  
個人を単位として住民の氏名・住所等を記録した書面を住民票という。住民

票は，住民の居住関係を公証するものであり，住民票には氏名・生年月日・性
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別のほか「世帯主についてはその旨，世帯主でない者については世帯主の氏名
及び世帯主との続柄」などが記載される（住民基本台帳法７条）。市町村は住
民全体の住民票（個人を単位として作成）を世帯毎に編制し公簿を作成するが，
これが住民基本台帳である。 

住民基本台帳法には「世帯」「世帯主」の定義規定はない。しかし，住民基
本台帳事務処理要領は，「世帯とは，居住と生計をともにする社会生活上の単
位である。世帯を構成する者のうちで，その世帯を主宰する者が世帯主である。
単身世帯にあっては，当該単身者が世帯主となる。」とし，「世帯を主宰する
者」とは「その世帯の生計を維持している者でその世帯を代表する者として社
会一般に認められる者をいう」とされている。 

世帯単位の台帳作成や世帯主条項は，本来，行政の利便性に寄与する制度に
過ぎないとされるが，実際には女性への差別を助長している。即ち，大きな性
別賃金格差の中で主たる生計維持者は男性にならざるをえないことが多く，か
つ男性が世帯の代表者であるとの意識が社会に根強く残っている中で，実際に
世帯主の大半は男性（父または夫）である。そして，世帯主との関係で家族構
成員の居住関係が記録されていく（戸籍の「筆頭者」と同様の機能）。そのう
え，世帯構成員各自の権利義務にかかわる事項でさえ，世帯主に届出・申請・
受給などの権限が与えられている。例えば，国民健康保険は各世帯員が被保険
者であり、保険証が世帯主にのみ交付される自治体が多いため、別居中の妻や
子が国民健康保険を利用できない場合がある。また、2009年に不況対策として
実施された定額給付金や子育て応援特別手当は、各世帯員が支給対象権利者で
あるにもかかわらず、その届出・申請・受給などは世帯主だけができるものと
され、別居中の妻や子が受給できない事態が生じ、大きな問題となった。戸籍
制度と相俟って，世帯単位の住民基本台帳法制は，「家」意識と家族内の序列
化の構造を再生産していく有力な装置である。 

(4) 政府には，これらの制度を変えるつもりは全くない。 
 

６ 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備 
(1) 高齢化の進展に伴って，寝たきりや認知証の高齢者が急速に増えている。２
００８年５月現在の介護保険受給者数は，男女とも約２倍に増加している。特
に，女性の平均寿命は男性よりも高く，高齢になるほど女性の割合が高くなる
という実情を反映して，要介護状態になる女性は男性よりも多い。２００８年
５月現在の介護保険受給者数は３７０万６２００人であるが，その７１．２％
が女性である（国立女性教育会館・男女共同参画統計データブック２００９）。 
日本では，伝統的に，高齢の親の面倒を息子がみるべきであるという意識が

強い。そのため，これまでは，女性達が４０代～６０代にあっては夫の親の介
護，７０代にあっては夫の介護に追われ，自分が要介護状態となったときには
既に夫はなく，息子の妻の介護を受けるという例が非常に多かった。 
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要介護の高齢者が増加し，介護必要期間が長期化し，介護者自身の高齢化が
すすむ中，家族（女性）による介護では十分な対応が困難であることが明らか
なり，多くの人々にとって，介護問題が老後生活最大の不安となっていったこ
とから，介護費用を国民全体で公平にまかなう仕組みとして介護保険制度が２
０００年にスタートした。 
しかし，介護保険でまかなわれるサービスは限定されているうえ，原則とし

て１割の費用負担が必要とされ，所得の少ない高齢女性は保険サービスさえ受
けられない事態が生じている。 

(2) また，介護が女性の負担となっている実情は，介護保険制度がスタートした
後も変わっていない。２００７年国民生活基礎調査によれば，介護者と要介護
者との続柄をみると，要介護者と同居している家族等介護者が６０％であり，
同居している主な介護者の続柄をみると，「配偶者」２５％，「子」１７.９％，
「子の配偶者」１４.３％などである。同居している主な介護者を性別でみると，
７１.９％は女性である。介護者と要介護者と組み合わせを年齢階級別に見ると，
要介護者が８０歳以上のときは「息子の嫁」が，要介護者が７９歳以下のとき
は「妻」が介護する割合が多い。高齢者が高齢者を介護する「老々介護」とい
う言葉が生まれているが，特に高齢の妻が高齢の夫を介護する事例が多い。 

 
１０ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

女性差別撤廃条約の批准以降，家庭科の男女共修が実現され，正規カリキュラ
ム（教科課程）の上では男女平等教育が実現されたと言われる。しかし，男女平
等教育のネックとなる隠れたカリキュラム（学校における制度や慣行，教員の言
葉や態度などを通して，無意識のうちに子どもたちに伝承され，影響を与えてし
まう事柄）は，依然，強固に存在する。 

女性白書２００７（日本婦人団体連合会）によれば，女性教員の割合は，小学
校より中学校，高等学校とすすむにつれて減少し，特に校長・教頭における女性
の割合は著しく低い。２００７年でみると，女性教員の割合は，小学校で教員総
数の６５．０％・校長２１．２％・教頭１７．９％，中学校で教員総数の４０．
９％・校長８．０％・教頭４．８％，高等学校で教員総数の２６．１％・校長６．
２％・教頭５．０％である。 

公立学校における男女混合名簿の実施率は，小中高を通じて約７割であるが，
中学校では４割にとどまり，「男子が先，女子が後」との価値観を無意識に伝え
る男女別名簿を使い続ける学校がまだ多い。 

また，子供達を呼ぶ際に同じ「さん」という呼称を使う学校の割合は，小中高
と減っていく。これらは，教師と生徒間のやりとり，教材・教具，教師の配置な
ど様々な形で，子供達に意識的あるいは無意識的にメッセージとして伝わり，性
役割の固定化の固定化に寄与している。 

政府は，２００６年に教育基本法を改定し，「男女共学」に閲する条項を削除
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し，「家庭教育」に関する条項を新設した。２００８年に改定し，学習指導要領
においても「男女平等」の扱いはごく僅かである。ジェンダーバッシングの動き
とも相俟って，性別役割分担（強制）の解消に向けた教育は，むしろ後退してい
る（以上，２００７年女性白書参照）。 

 

６ 報告は，政府は，人権委員会を創設するとの内容を含んだ人権擁護法案につい
て検討を行っていることを示している（パラ４４参照）。普遍的・定期的レビュー
の最後に人権理事会において日本が行った誓約を踏まえ（Ａ／ＨＲＣ／８／４４Ａ
ｄｄ．１，パラ１(a)参照），パリ原則に沿った，国内の人権機構の設立に向けた
進展を示されたい。 

政府は，人権理事会でパリ原則に則った国内人権救済機関の設置を誓約したが，
先に廃案となった法案を再提出するつもりのようであり，パリ原則に則って法案を
修正する動きが全く見られない。 

再提出を予定している先に廃案となった法案では，①国内人権機関として設置さ
れる人権委員会は，法務省の外局として実質的に法務大臣の所轄下におかれ，予算，
事務職員，地方事務所（地方における活動の組織体制）の全てが法務省に依存して
おり，政府からの独立性の点で問題がある。また，②調査・保護の対象となる「人
権」概念が明確でなく，公権力による人権侵害のうち，調査・救済の対象となるの
は，「差別と虐待」に限定されているなどの欠陥がある。 

日本弁護士連合会は２００８年１１月１８日国内人権機関の制度要綱を公表し，
設置する国内人権機関の基本設計を公表した。その概要は，①独立性の強い行政委
員会として内閣総理大臣の所轄に置かれるべきこと，②中央委員会と地方委員会を
設け，中央委員会委員は，国会に設置された推薦委員会の推薦に基づき，両議院の
同意を得て，地方委員会の委員は，都道府県議会に設置された推薦委員会の推薦に
基づき，同議会の同意を得て，内閣総理大臣が任命すること，委員会は，構成の多
様性を持ち，委員は人権に関して高い識見を有し，人権擁護に必要な知識と経験を
有する者を選任すべきこと，③委員会の事務局体制として，職員は，人権機関が独
自に任免し，他の省庁との人事交流はしないこと，人権擁護に情熱を持つ職員を多
数擁する事務局体制を確立し，委員会が活動を行なうに必要充分な人員と予算が確
保されること，④憲法，国際人権法に規定されるすべての人権侵害が対象となるべ
きこと，とりわけ公権力による人権侵害について，調査，勧告権限をもつ組織であ
ること，⑤政策提言能力を有し，人権教育の実施について権限を有すること等を内
容とするものである。 

政府は，日本弁護士連合会の提案した要綱を参照として，法案を修正し，パリ原
則に則った国内人権機関を早急に設置すべきである。 
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７ 女性に対する暴力に関する委員会の一般勧告第１９号に留意し，加害者の訴追，
被害者を保護するためのシェルター及び禁止命令等の被害者への保護及び援助の
提供並びに様々なグループ（警察官，弁護士，ヘルスワーカー，ソーシャルワーカ
ー，裁判官等）及び一般の人々のための能力構築及び意識啓発のプログラムの導入
を含む，女性に対するあらゆる形態の暴力と戦うための包括的な戦略を策定するた
めに取られた措置について述べられたい。 
１ 一般勧告１９号は，女性であることを理由として女性に対して向けられる暴力，
あるいは女性に対して過度に影響を及ぼす暴力として，強姦・強制わいせつ等の
性犯罪，ドメスティック・バイオレンス，セクシュアル・ハラスメント，開発途
上国出身の女性との見合い結婚，買春，人身取引などを挙げている。 

これらのうち，強姦・強制わいせつ等の性犯罪については第１１項，開発途上
国出身の女性との見合い結婚については第２５項，買春については第１１項，人
身取引については第９・１０項を参照されたい。 
以下では主にドメスティック・バイオレンスについて述べる。 

２ ドメスティック・バイオレンス 
(1) 加害者の訴追 

ＤＶ加害者に対する処罰規定としては，暴行罪・傷害罪などの刑法規定のほ
か，ＤＶ防止法所定の処罰規定（保護命令違反）などがある。 
しかし，具体的事案において，これら処罰規定が適正に適用され執行されて

いるかは，非常に疑問である。夫婦間暴力は，他人間の暴力より明らかに軽微
な扱いしかなされていないのが実態である。 
他人間においては，通常，反復継続的暴力は考えられないが，刑事事件とし

ての処理と並行して被害者に対する金銭賠償等がなされることが多い（警察や
検察は加害者に対し，取り調べの機会を通じて被害弁償を促すのが一般的であ
る）。 
これに対し，夫婦間暴力は反復継続してなされるのが大きな特徴であり，人

権侵害の度合いや被害の大きさは，他人間のそれと比較にならないほど重い。
しかし，夫婦間暴力において，被害者に対し慰謝料の支払いなど被害弁償がな
されることは殆どなく，捜査・訴追機関が加害者に被害弁償を促すこともない。
被害弁償がないにもかかわらず，処罰の結果は他人間暴力に比して著しく軽い。
暴行だけで傷害の結果がなければ訴追されることは殆どない。傷害の結果が生
じているときも，それがよほど重大な結果でなければ罰金刑で処理されること
が殆どで，公判請求のときも前科等がなければ執行猶予が付されるのが常態で
ある。 

さらに，加害者の訴追の有無を過度に「被害者の意思」にかからせ，加害者
の報復等を恐れる「被害者の意思」を理由に訴追しないことを正当化する傾向
がみられる。 
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警察が認知するＤＶ事案は年々増えているが（２００７年約２万１０００件，
２００８年約２万５０００件），殺人や傷害致死（２００７年８０件，２００８
年９４件）を除けば，暴行罪・傷害罪等での検挙は少なく，全部あわせても認
知件数の数パーセントにすぎない（２００９年３月１２日警察庁「ストーカー
事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について」 
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki74/h20stdv.pdf）。 

(2) 被害者保護のシェルター 
公的シェルター（配偶者暴力相談支援センター）は，数が少ない。各都道府

県に１ないし数カ所しかなく，しかも，被害者の一時保護を行っているのは，
その一部にすぎない。継続的にＤＶに取り組み専門的知識やノウハウを蓄積し
た職員を常時配置するという制度になっておらず，担当職員の入れ替わりが激
しく，また，被害者に直接接する職員の労働条件は期限付き・低賃金など厳し
い。さらに，予算が少ないせいか，保護対象者に比して担当職員の数が少なく，
職員は，日々忙殺され疲弊しており，退職していく職員もいる。ＤＶ被害者保
護という理念が薄らぎ，被害者への対応がおざなりになり柔軟性に欠け，官僚
的対応に陥っているセンター職員もいる。入所者のため，またメンタルヘルス
に問題を抱えがちな職員のためにも，センターには専属のカウンセラーが必要
であるが，そのような体制にはない。また，センターには規制が多く（センタ
ーから勤務先や学校に通うことが禁止され，また中学生あるいは高校生以上の
男子は入所できない等），自立支援の点からも問題である。 

公的シェルターの不足を補っているのが民間シェルターであり，２００７年
１１月現在，全国で１００箇所以上ある（内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/05html）。しかし，公的な資金援
助はある程度あるものの，絶対的に資金不足であり，スタッフらの犠牲的精神
のうえに辛うじて成り立っている。シェルタースタッフとしての給与で生計を
立てることができる者はほとんどおらず，無給のボランティアも多い。国は，
公的助成を増額すべきであるし，民間シェルターへの寄付を呼びかける広報活
動を国が積極的に行うべきである。また，民間シェルターへの寄付については，
他のＮＰＯ等に対する寄付よりも免税率を上げて優遇する等の工夫が必要であ
る。 

(3) 保護命令 
ＤＶ防止法には，退去命令と接近禁止命令が存在する。しかし，いずれも期

間が短く（退去命令は２か月，接近禁止命令は６か月），再度の申立の要件は過
重であって，却下されるケースもある。 
接近禁止命令については，被害者が解除を申告しない限り永久的に継続する

というシステムにすべきである。加害者から逃げている被害者にとって何度も
申立をするのは非常に負担であり，そのため再度の申立をあきらめ，命令の効
力が切れた後，加害者からの追跡の恐怖に怯えながら身を隠し続ける被害者は
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多数存在する。また，退去命令については，実際は転居準備のために設けられ
ているにすぎない。被害者側が生活の基盤を失い加害者が何も失わないという
結果の不公平さは，いかなる理屈をもってしても正当化できるものではない。 

(4) 被害者への支援，援助提供 
支援の中心は，行政機関による情報提供と一時保護（シェルターへの入所斡

旋）である。生活保護については，一時保護を経ずしてこれを受給するのは非
常に困難である。事案によっては一時保護を経ずして速やかに生活保護の支給
を開始する必要があるが，福祉事務所に「ＤＶ被害者」と「認定」してもらう
ためには，まず一時保護を受けなければならないというのが実情である。しか
し，シェルターの不足や機能の限界を考えれば，とにかくまず一時保護を行う
というやり方は改善されるべきである。 
また，ＤＶ被害に遭って避難してからの自立支援では，不十分である。被害

に遭う前に，女性達が経済的にも精神的にも自立することが極めて重要である。
これが被害の防止にもつながる。日本ではいまだに結婚退職・出産退職の慣行
やＭ字型就労状況が一般的であり，学校教育を含め，これらを改善する対策が
不可欠である。しかし，ＤＶの被害に遭う前に女性の経済的・精神的自立を確
立するための政府の対策は，とられていないに等しい。 

(5) 警察官，弁護士，裁判官の意識啓発プログラム 
これらは，存在しないに等しい。警察官については，全ての者がＤＶについ

ての知識と問題意識を共有すべきであるが，実情は，「ＤＶは生活安全課」とし
て専門担当部署に回される扱いとなっている。生活安全課所属の警察官とそう
でない警察官との間で，ＤＶについての知識の差が著しい。 
弁護士については，研修が任意であり，「ＤＶ事件は扱わない」と公言する弁

護士も多数存在する。 
裁判官の意識については，必ずしも明らかではない。 
いずれにしても，ＤＶに対する意識啓発プログラムを作成し，これを導入す

る必要がある。 
(6) 一般の人々の意識啓発プログラム 

政府は，啓発チラシやポスターを作成する程度で，具体的な取り組みをして
いない。デートＤＶ等を防ぐためにも，性教育同様，保健の教科書等でＤＶ問
題を扱うべきである。 

３ セクシュアル・ハラスメント 

(1) 被害者の保護支援 

 被害者の保護支援に関する特別の施策は、十分になされていない。 

 国は、均等法を改正して明確職場におけるセクシュアル・ハラスメントについて

は、明確なセクシュアル・ハラスメント禁止規定を設け、被害者の迅速適正な救済

のための機関の創立、制度の整備を行うべきである。なお、詳細については質問２
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３項を参照されたい。 

 加害者に対する損害賠償請求など民事的責任の追及については、訴訟の長期化、

賠償額の低さ、立証の困難さ等の問題があり、救済を受けられない被害者は少なく

ない。 

(2) 加害者の訴追 

加害者の訴追は、刑法の処罰規定（強姦罪，強制わいせつ罪など）によってなされ

ることになるが，実際に処罰されるのは，ごく一部である。それは，周囲からの偏

見や加害者からの復讐を恐れて被害者が告訴をしない事案が多いこと，告訴をして

も捜査機関の予断や偏見のため起訴されないことがあること，加害者の刑事裁判に

おいても被害者保護が徹底されず，かつ裁判官や弁護人を含めた偏見にさらされる

ことが多いことなどが理由である。 

(3) 被害の防止 

セクシュアル・ハラスメントの被害は深刻であるにもかかわらず、多くは表面に現

れず、職場、教育現場など、社会のあらゆる分野で蔓延している。それは、社会の

あらゆる場における男女の不平等と力関係の差を背景に起こりうるものであるか

ら、その除去のためのプログラムが必要である。 

教育現場におけるセクシュアル・ハラスメントについては、全国的な実態把握

を早急にするとともに、国または地方公共団体において、各学校に対して、苦情

処理窓口の設置および教職員を対象とした研修などの対策を講じるよう指導し

ていくとともに、教育内容のジェンダー・フリー化を進めなめればならない。 

 
４ 女性に対するあらゆる形態の暴力と戦うための包括的な戦略策定のための措

置 
(1) 内閣府男女共同参画局は，実質的な権限が弱く，予算も少ない。女性に対す
る暴力撤廃に関する同局の答申や提言は，しばしば政府内で軽視され，実現に
必要な調整がすすめられていない。 

(2) 政府には，女性に対する暴力がジェンダーに基づく差別の構造に根ざしてい

るという基本的な認識が十分に形成されていない。例えば，ドメスティック・

バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントは女性の不安定・低賃金という就

労状況が重要な背景事情であるが，政府対策はこれを関連づけておらず，効果

的な戦略がとられていない。 
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(3) 政府は，学校教育の中で性・ジェンダー・人権に関する教育を殆ど行ってい

ない。そのため，多くの子ども達はジェンダーに基づく暴力に関する基礎的な

知識に触れる機会がない。また，裁判官や検察官などの法執行官，公務員に対

するジェンダー教育も不十分である。なお，質問４の２を参照されたい。 

 
８．拷問禁止委員会は，前回の最終見解において（ＣＡＴ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／１，
パラ２５），「軍事基地に駐留している外国軍人を含め，軍人による女性及び少女に
対する暴力を予防し，かつ，犯罪者を訴追するための有効な措置がないこと」に懸
念を表明した。この懸念に対応して取られた措置を具体的に挙げられたい。 
 
１ 日米安全保障条約第６条に基づき，日本には米国の陸・海・空・海兵の４軍が
駐留している。２００８年現在，１３都道府県に計１００の米軍施設がある（キ
ャンプ，飛行場，射爆撃場，射撃場，通信所，通信施設，油槽所，貯油施設，補
給廠，住宅，倉庫，補助施設，海軍施設，ドック，弾薬補給所，弾薬集積所，訓
練場など）。特に，国土面積のわずか０．６％に過ぎない狭い沖縄県に，在日米
軍専用施設面積の約７５％に及ぶ広大な面積の米軍基地が存在している。米軍基
地は，県土面積の約１１％を占め，人口や産業の集積する沖縄本島においては，
約１９％を占めている。米軍施設数は３７，駐留兵の数は約２万２０００人であ
り，その主力が海兵隊である（沖縄県基地対策課サイト）。 

在日米軍は，地元住民との間で非常に多くの事件や事故を引き起こしてきた。
防衛施設庁によれば１９５２年から２００４年までに公務内外における在日米
軍による事件・事故数は２０万１０００件を超え，巻き込まれて死亡した日本人
は１０７６人にのぼる（沖縄返還前の沖縄の情報は含まない）。（赤旗２００５年
７月１０日）。また，日本に復帰した１９７２年から２００６年までの米軍人・
軍属の犯罪は，計７１０５件，検挙者数は，６２３１人で，毎年，約２００件発
生し，１８０人が検挙されていることになる（早稲田大学オピニオン２００７Ｎ
ｏ，２６０江上www://www.waseda.jp/jp/opinion/2007/opinion280.html）。  
ただ，性犯罪の件数，検挙状況・科刑状況は一般に公表されていない。政府は，

米軍人・軍属による犯罪の件数・内容，そのうち特に性犯罪の件数・内容を公表
すべきである。 

２ 性犯罪の多発 
(1) 沖縄で引き起こされた性暴力犯罪 

在日米軍兵士による女性への暴力事件は長年繰り返されてきたが，特に沖縄
の女性達の被害はすさまじいものがある。１９４５年から１９９７年までに認
知された性暴力犯罪は，琉球政府警察，新聞報道，沖縄県警などの統計によれ
ば６２９件あり，そのうち被害者が２０才未満の事件は３５件で，生後９ヶ月
の乳児も含まれる（「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」共同代表 高
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里鈴代氏による）。 
また，１９９５年の少女暴行事件から２００７年までの間に，沖縄県警が摘

発した米軍関係者による女性に対する性暴力事件の被害者は１８人（１４件）
であり（沖縄通信第５６号・２００８年３月），これに２００８年の２人（２件）
を足すと２０人（１６件）である。このうち２０００年以降の１２人に限って
も，２０歳未満の被害者は６人いる（１０歳，１４歳（２人），１７歳，１９歳
（２人）前記高里氏による）。 
いずれも重大な事件であるが，【別表１】には特に言及すべき事件をあげる。 

(2) 沖縄以外でも【別表２】のとおり性暴力犯罪は続いている。 
(3) 以上は報道された事件であり，氷山の一角である。２００７年５月の拷問禁
止委員会の最終所見に対しても，日本政府は何ら有効な対策を講じてこなかっ
た。そのため以後も駐留米兵による性暴力事件が相次いでいる。 

３ 日本政府は，米兵犯罪に対する裁判権を放棄してきた。 
(1) 米軍人・軍属が引き起こした犯罪については，行為地が日本国内である限り，
裁判権（司法権）は日本にあり，日本の刑法その他処罰規定が当然に適用され
る（刑法第１条）。 

しかし，以下のとおり，長年，日本政府は，米兵犯罪に対する裁判権を放棄
してきた。「拷問禁止委員会の懸念は明らかに誤解に基づくもの」との政府回答
は，事実に反する。 

(2) 日米安全保障条約の締結（１９５１年）に伴い，その翌年締結された「日米
行政協定」では，米軍人・軍属やその家族が引き起こした刑事事件の裁判権は
すべて米国にあるとされていた。 
この行政協定は，１９５３年に改定され，米兵犯罪に対する第一次裁判権に

ついて，「公務中」の場合は米側が，「公務外」の場合は日本側が持つと定めら
れた。 

しかし，この改定に際し，日米政府は，在日米軍将兵の関与する刑事事件に
ついて，「日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁
判権を行使するつもりがない」「（合衆国軍当局の管理下に引き渡された法違反
者）が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろう」との密約
を締結した（行政協定第１７条を改定する１９５３年９月２９日の議定書第３
項・第５項に関連した合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声
明）。そして，法務省は，全国の検事長・検事正に対し，同年１０月７日付け刑
事局長通達により，日本側の第一次裁判権の行使は「国際先例にかんがみその
運用上極めて慎重な配慮を払わなければならない」「日本側において諸般の事
情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ右の第一次の裁判権
を行使するのが適当」と通知した。つまり，「日本側にとって実質的に重要でな
いもの」は第一次裁判権を放棄するということである（１９７２年３月に刑事
局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」の中に
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「執務の参考に供するため」として収録されている。赤旗２００８年８月５日，
共同通信２００８年１０月２３日）。 

(3) その後，日米安全保障条約の改定（１９６０年）に伴い，「日米行政協定」
は，「日米地位協定」に改定され，米兵の公務外の犯罪については，日本側に第
一次裁判権があると規定された（第１７条３ｂ）。しかし，米国から第一次裁判
権の放棄の要請があったときは「その要請に好意的考慮を払わなければならな
い」とされ（同条３ｃ），また，日本側が現行犯逮捕をしない限り，被疑者は，
起訴され勾留されるまでは日本側に身柄を拘束されることはない（同条５ｃ）。 
１９５３年密約とこれを受けた刑事局長通達はそのまま維持され，在日米軍

法務官は，２００１年出版の文献の中で「日本はこの了解事項（注：１９５３
年の密約）を忠実に実行してきている」と述べている。（オックスフォード大学
出版「駐留軍隊の法律に関するハンドブック」赤旗２００８年８月２６日） 

日米政府は，この密約の存在を隠し続けたが，２００８年５月，この密約の
存在を示す文書が発見された（米国立公文書記録管理局が保管し機密指定解除
により公開された公文書）。しかし，日本政府は，いまだに密約の存在を認めな
い。そのうえ，前記１９７２年法務省刑事局作成の「実務資料」は，１９９０
年以来これを所蔵する国立国会図書館で閲覧可能であったが，２００８年６月，
「非公開とする旨の発行者の公的な決定」がなされたとして閲覧禁止とされた
（赤旗２００８年８月１１日，共同通信２００８年１０月２３日）。 
なお，「実務資料」では，米側に第一次裁判権がある「公務中」の犯罪の処理

について，被疑者たる米兵の指揮官が「本件は公務中の犯罪である」と記載し
た「公務証明書」があれば十分であるとされ，また，「公務」には「軍慣習」が
含まれ，「将校は，いかなる場合においても，下士官の軍紀違反行為を取りしま
ることができるという慣習がある」とされている。 

(4) このように，形式的には日本側に第一次裁判権があるが，被疑者の身柄が原
則として米軍管理下にあるなど警察の捜査は，大きく制約され，公訴提起はほ
とんどされない。日本政府は，米兵犯罪の刑事裁判権を事実上放棄している。 

基地を抱え犯罪の頻発に直面している地元住民及び自治体は，繰り返し地位
協定の改定を求めているが，日本政府はその運用改善で対処するとして，改定
の交渉すら拒んでいる。 

なお，日米安全保障条約第５条が規定する日本への「敵対行為」が発生した
場合には，米国の一方的通告により日米地位協定第１７条は，停止される（同
条１１項）。日本「有事」の際は，米兵の犯罪について一切の裁判権を日本側が
有しない仕組みを意図したものであり，その改定も必須である。 

４ 日本政府は，事件が起きるたびに，「綱紀粛正」や「再発防止」の申し入れを
繰り返すが，日米関係を不安定にする要因としての犯罪認識であり，女性に対す
る暴力・人権侵害としての認識ではない。強姦罪・強制わいせつ罪が親告罪であ
ることを逆手にとって，被害者に示談解決を迫り，事件の沈静化をはかった例も



21 
 

ある（前記高里氏による）。 
日本政府は，１９５３年の密約を破棄し，不平等条約である日米地位協定を抜

本的に改定して，日本における米軍人・軍属の犯罪行為には日本法を適用すると
いう当然の法理を実現させる必要がある。また，そもそも戦後６０年以上にもわ
たって米軍が日本に駐留し続けること自体が異常であり，米軍基地が撤去されて
いれば，今回のような悲惨な事件はおこりえなかった。 

日弁連は，特に沖縄について，軍事基地の整理縮小と可能な限り早期の撤廃と
日米地位協定の見直しを求めている（１９９９年１１月「人権のための行動宣
言」）。政府は，真摯な努力を行うべきである。 

５ 自衛隊においても，性犯罪が多発している。 
防衛省は，２００５年から自衛官・事務官等に対する懲戒処分の状況を公表す

るようになったが，「私行上の非行」（職務遂行上の行為及びこれに関連する行
為，私有車両運転に伴う悪質な交通法規違反，窃盗・詐欺・恐喝・単純横領，傷
害・暴行・脅迫，過失傷害・致死以外の規律違反）の内訳は公表していない。 
野党国会議員の質問により明らかとなった２００５年度・２００６年度の処分

内容によれば，「私行上の非行」による懲戒処分は，両年度とも約１６０件に上
り，殺人，児童虐待（死亡させた），覚醒剤使用等のほか，公然わいせつ・強制
わいせつ，児童買春，セクシュアルハラスメント等の性犯罪が多発している。特
に性犯罪による処分件数は，２００５年６７件，２００６年７５件であり，両年
度とも毎週のように性犯罪が起きていることになる。これらは氷山の一角であり，
明らかになった数だけみても異常と言うべきである。被処分者には幹部自衛官も
含まれる。 
また，男性自衛官等による女性自衛官・事務官等への性犯罪も多発しているが，

処分は，極めて軽い。例えば，上司から強制わいせつを受けた女性自衛官が精神
的苦痛から約１か月入院しその後退職した事件では，加害者は，わずか停職一日，
その上司は，注意処分で終わった（赤旗２００７年５月２９日）。 

２００６年９月に上司から強姦未遂の被害にあった女性自衛官が別の上司に相談
したところ，その上司らは，加害者を庇い，彼女に退職届けの作成を強要するな
ど嫌がらせが続いた。彼女が国を被告として損害賠償請求訴訟を提起したが（現
在も継続），国が加害行為について「不知」とし，加害者の処分も一切なされてい
ない。さらに，２００９年１月末，国は，全く理由を示さないまま彼女の任用継
続を拒否した（「女性自衛官の人権裁判を支援する会」による）。 

 
【別表１】 
① １９５５年９月，嘉手納基地所属の米軍曹が６歳の少女を強姦し殺害，遺体を

遺棄した事件。 
加害者は軍事法廷で死刑を宣告されたが，本国に送還された後，４５年の重労

働に減刑された。 
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② １９８４年，３人の米兵が１７歳の女性を強姦した事件。 
被害者は，トラウマに苦しんでいるが，下記④の１９９５年の小学生強姦事件

の後，さらなる被害を防止したいとの思いから，自ら名乗り出た。 
③ １９９３年，米兵が１９歳の女性を拉致し，基地内で強姦した事件。 

被疑者は，米軍に拘禁されたが，まもなく米本国に逃亡し，後に米国内で逮捕
され沖縄に護送された。 

④ １９９５年９月，本島北部でキャンプ・ハンセン駐留の米海兵隊員３人が１２
歳の少女を拉致し，集団強姦した事件（強姦致傷及び逮捕監禁罪）。 
沖縄県警は事件の３日後に逮捕状をとったが，被疑者の身柄は起訴までの間，

米国側にあった。この事件は，犯行態様の悪質もあり，地元住民・自治体のみな
らず日本全国で強い抗議を呼んだ。そのため，日本政府は，米国政府と協議し，
同年１０月，「米国は，殺人または強姦という凶悪な犯罪では，被疑者の起訴前
の拘禁の移転についてのいかなる要請にも好意的な考慮を払う」との口頭了解が
なされた。しかし，これは，日米地位協定の改訂ではなく，運用の見直しにすぎ
ない。 

１９９６年３月，沖縄地裁は，起訴された３人に対し，懲役６年６月から７年
の実刑判決を言い渡した（うち２人が控訴したが，棄却）。 

日本で５年間服役後帰国した加害者の１人は，２００６年８月，米国本国で女
性を殺害し自殺した。 

⑤ ２００１年６月２９日，嘉手納基地所属の米兵が女性を強姦した事件。 
裁判所は事件直後に逮捕状を発した。しかし，米軍は，日本側が当初要求した

米兵の身柄拘束を拒否したが，沖縄県民の世論におされ（７月５日に沖縄県議会
は，米兵の身柄を即時引き渡し，地位協定の抜本的改正を求める抗議決議と意見
書を全会一致で採択），同年７月６日にようやく身柄引き渡しに同意した。 

⑥ ２００２年１１月，海兵隊少佐による強姦未遂事件。 
日本側は起訴前の身柄引き渡しを要求した。しかし，米軍は，当初これを拒否。

逮捕状発布から１６日経過後に起訴（強制わいせつ未遂）と同時に身柄が日本側
に移された。加害者は，無罪を主張したが，２００５年７月，那覇地裁は，懲役
１年・執行猶予３年の判決を言い渡した。加害者は，帰国後，米国本国で暴行目
的で１９歳の女性を誘拐し，逮捕された。 

⑦ ２００５年７月，嘉手納基地所属の米兵が小学校５年生の少女に強制わいせつ
を行った事件。 
沖縄地裁は，懲役１年６月執行猶予４年の判決を言い渡した。 

⑧ ２００７年１０月，嘉手納基地に住む米軍人の息子が飲食店従業員の女性を殴
り強姦（強姦致傷）。沖縄地裁で懲役３年。 

⑨ ２００８年２月，米海兵隊軍曹が１４歳の女子中学生を強姦した事件。 
この事件は，１９９５年の小学生強姦事件を思い起こさせ，地元の強い抗議を

招き，米軍および日本政府は，地元自治体との間で再発防止策を協議し，米兵に
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対する外出規制強化や教育，基地周辺の防犯カメラ設置，米軍・日本警察の共同
パトロール，基地外居住米兵の実態調査などを取り決めた。しかし，これらの取
り決めは，居住区と隣り合わせの軍事基地から多数の米兵が市民の生活空間に制
限を受けずに入り込む状況を，変えるものではない。事件は，被害者が告訴を取
り下げ，軍法会議で懲役３年が言い渡された。 

⑩ 同月，米陸軍兵がフィリピン人女性を強姦した事件。地検は不起訴とした。 
 
【別表２】 
① ２００２年４月，横須賀で米空母乗組員が女性を強姦した事件した事件。 
② ２００３年８月，山口県岩国市で米兵による女性に対する強姦致傷未遂事件。

２００４年３月の地裁判決は，懲役３年執行猶予４年の判決を言い渡した。 
③ ２００４年１月，長崎県佐世保市で米兵が女性を強姦した事件。 
④ ２００６年１月，横浜市における米軍属による強制わいせつを行った事件。 
⑤ ２００７年１０月，広島市で岩国基地所属米兵４人が１９歳の女性を車に連れ

込み集団強姦した事件。 
⑥ 同年５月，三沢基地所属米兵が八戸市の路上で女性を背後から襲った事件。 
⑦ 同年６月，佐世保市で米海軍揚陸艦乗員による女性を強姦致傷した事件。 
⑧ ２００８年６月，三沢基地所属米兵が八戸市内で１９歳の女性に抱きつくなど
の強制わいせつを行った事件。 

 
 
９ 報告は，２００５年６月に制定された「刑法等の一部を改正する法律」が，人
身売買罪の創設を含み，また，そのような犯罪の法定刑の上限の引上げを盛り込ん
でいることを示している（パラ１７２参照）。報告の統計資料２１は，２００１年
から２００５年までの間に人身取引加害者に対して何件訴追されたかに関する統
計データを提供している。それら訴追の結果（有罪判決及び刑の観点から）並びに
新法の制定から現在までの統計データ及び訴追について，一層詳細な情報をいただ
きたい。 
１ 日本政府の対策開始 
送り出し国との経済格差を背景に，日本には，遅くとも１９８０年代から多数の

人身取引被害者が送り込まれていた。特に性的搾取を目的とする女性の被害につい
て，日本は，主要な目的国の一つとされてきた。しかし，日本社会は，長くこの事
実を無視し，たまに被害者の悲惨な状況が報道されることがあっても，「売春を承
知で金儲けのために来たのだから仕方がない，帰国できれば十分」との認識が一般
的であった。政府も，「日本には不法就労の外国人がいるだけで人身取引の被害者
はいない」として，何の対策も講じてこなかった。 
しかし，このような姿勢は，被害者を支援していたＮＧＯ，送り出し国政府，国

連を含めた国際社会の批判を浴び，国際組織犯罪防止条約人身取引議定書への署名
を契機に，２００４年頃から日本政府は対策の検討を始め，順次，実施していった。 
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２ 加害者の訴追 
日本政府の対策の一つが人身売買罪の創設等を内容とする刑法等の一部改正で

ある。この改正は，２００５年６月に成立し，同年７月に改正法が施行された。新
設された人身売買罪（第２２６条の２）の法定刑は，売り渡し側が１年以上１０年
以下の懲役，買い受け側も営利，わいせつ，結婚等の目的で買い受ければ同様の懲
役とされている（この目的が証明されないときは３月以上５年以下の懲役だが，被
害者が未成年者のときは３月以上７年以下の懲役）。 
それまで警察は，入管法（不法就労助長罪など），売春防止法（売春助長行為），

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）
などを用いて加害者を検挙してきたが，刑法改正後は，人身売買罪の適用をも念頭
に人身取引関係事件の検挙を行うようになった。 

２００５年以降の検挙件数及び検挙人数は以下のとおりである（２００９年２月
５日警察庁プレスリリースhttp://www.npa.go.jp/pressrelease/index.htm）。 
２００５年 ８１件（８３人，うちブローカー２６人），被害者数１１７人 
２００６年 ７２件（７８人，同２４人），被害者数５８人 
２００７年 ４０件（４１人，同１１人），被害者数４３人 
２００８年 ３６件（３３人，同７人），被害者数３６人 
このうち，検察官が人身売買罪を適用して起訴した件数は２００８年１２月末ま

でに３９件である。同じく２００８年１２月までに一審判決を言い渡された者は，
３１名であるが，うち実刑は２０名にとどまり，残り１１名は，執行猶予が付され
ている。科刑状況は，公表されていない。 
２００５年をピークに検挙件数・検挙人数が減少しているが，これが人身取引の減
少を示すものと考えることができない。むしろ，人身取引自体が潜在的な犯罪であ
るうえ，近年の傾向として，被害者の逃走や通報防止のための管理支配体制の巧妙
化，被害者に被害性を自覚させない管理手法の変化などによって，人身取引の被害
が表面化しにくくなっていることが考えられる。例えば，偽造又は変造パスポート
を使用させたり，在留期限を徒過させることは，実際には加害者が強制したり指示
したものであっても，心情的には被害者を共犯的立場に追い込み，警察等への援助
要請をためらわせる有効な手段である。また，部屋の施錠や監視カメラ等による物
理的な監禁状態ではなく，店との送迎や外出に必ず許可を必要とし違反すれば他の
被害者も連帯して罰金を科す，逆に，加害者側の指示に従ってさえいれば数万円程
度の賃金を現実に渡し本国の家族への送金代行も行う，ホステスとしての役務や同
伴出勤は強いるが売春強要はしないなど，巧妙な管理が行われている。これらは，
被害者を加害者の元にとどまらせる有効な手段である。しかし，日本では，被害者
は身体的暴行や監禁を受け，売春を強要されているというイメージが強く，巧妙な
管理が行われているケースは見逃されやすい。実態を十分に解明することが必要で
ある。 
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１０ 拷問禁止委員会は，前回の最終見解において（ＣＡＴ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／
１，パラ２５），国境を越えた人身取引が，政府が発給する興行査証の広範な利用
により助長されていることについて懸念を表明し，また，被害者への支援措置の不
適切な性質により，人身取引被害者が不法移民として扱われ，補償又は救済なく強
制送還されていることについても懸念を表明した。それらの懸念に対処するために
取られた措置並びに人身取引の目撃者及び被害者に与えられるすべての保護措置
及び支援について述べられたい。 
   
１ 在留資格「興行」を用いて多くの人身取引被害者が日本送り込まれているとの
批判を受け，法務省は，２度にわたり，在留資格「興行」にかかる上陸許可基準
（省令）の見直しを行った。２００５年３月施行の改正では，外国人芸能人の芸
歴要件のうち，特にフィリピンからの女性送り出しの手段として使われていた「外
国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有
すること」との規定を削除した。２００６年６月施行の改正では，在留資格「興
行」で来日する外国人を受け入れる招聘業者や出演店について，人身取引や売春
防止法違反事件の関与者，暴力団員が経営または常勤する機関を不適格とし，か
つ，外国人芸能人に月額２０万円以上の報酬を支払うことを義務づけた。 

これらの改正の結果，在留資格「興行」による入国者数は，２００４年の約１
３万５０００人（うちフィリピン人約８万２７００人）から２００７年には約３
万９０００人（うちフィリピン人約５５００人）に激減した。これは如何に在留
資格「興行」が濫用されていたかを示している。 

しかし，前記省令の基準を満たして在留資格「興行」で来日した女性が人身取
引被害者として保護されたケースが，依然，報告されている（２００９年２月５
日警察庁プレスリリース）。また，「興行」の代わりに「短期滞在」や「日本人
の配偶者等」の在留資格を用いた入国数が増加しており，偽造又は変造パスポー
トを用いて入国した被害者も続いている。 
なお，日本人男性が外国人女性を虚偽認知してその女性に日本国籍を取得させ，

来日させて搾取するという事例，日本人男性が外国人の子を虚偽認知してその子
に日本国籍を取得させ，その子を監護養育する者であるとして外国人女性に在留
資格を取得させて来日させ（あるいはそのまま日本に滞在させ）搾取する事例な
どが存在する怖れがある。虚偽の婚姻届（いわゆる偽装婚姻）よりもさらに巧妙
な人身取引の手段となりうるので，注意が必要である。 

２ 人身取引の被害者の認定 
政府は，人身取引の被害者であると認定した場合には，政府が定めた範囲内で

の保護・支援を行っている（それが不十分であることは後述）。しかし，その認定
が受けられなかった者は，例え真実が人身取引の被害者であったとしても，何ら
の保護・支援も受けられず，退去強制されるし，その前に入管法等に違反した犯
罪者として訴追されることもある。そのため，人身取引の被害者であるか否かを
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誰がどのような基準で判断するのかは，極めて重要である。 
政府は，警察や入管が従前の人身取引事案の分析結果等も用いて適切に判断し

ているとする。 
しかし，被害者の逃走や通報防止のための管理支配体制の巧妙化，被害者に被

害性を自覚させない管理手法の変化（質問９参照）などが的確に反映された認定
がなされているか否かについては，疑問がある。 
例えば，警察及びＩＯＭ（国際移住機関）が人身取引被害者であると判断した

女性を検察官が起訴し（２００８年１２月），裁判官が有罪（執行猶予付き懲役刑）
を宣告したケースがある（２００９年１月，Ａ県）。また，同じく警察及びＩＯＭ
が人身取引被害者と判断し，婦人相談所が保護していた女性を，検察官が起訴し
ようとしたケースがある（２００８年１２月，Ｂ県）。いずれも，加害者が用意し
た偽造ないし変造パスポートを使用してフィリピン人女性が日本に上陸し，その
まま在留したという事案であり，Ａ県のケースでは検察官は不法在留罪（入管法
第７０条Ⅱ）による起訴を強行し，Ｂ県のケースでも強引に起訴しようとしたが，
結果的に起訴はされなかった。事案を正確に理解すれば，女性達の被疑事実はい
ずれも人身取引の被害を受けた直接の結果生じた行為であることは明らかで，起
訴したり処罰してはならなかったケースである。これらのケースは，被害者の認
定が正しく行われない事案が多数，潜在することを示している。 
政府は，法執行機関の職員に対し人身取引に関する研修を実施していると説明

するが，その実効性は，明らかではない。Ａ県及びＢ県のケースと同様の手口で
日本に送られた女性が，警察や入管によって被害者と認定され，起訴されず直ち
に保護されたケースがあり，警察官や入国管理官に対する研修がある程度なされ
ていることは承知している。しかし，検察官及び裁判官に対する研修は，ほとん
どなされていない。特に検察官及び裁判官を含む法執行機関職員に対し，管理支
配体制の巧妙化をも意識した研修を正確に行う必要がある。研修の実施にあたっ
ては，被害者の保護支援を行う機関の意見を聞き，その職員等も参加させるべき
である。 
また，政府は「性的搾取を目的とする女性の人身取引」を念頭に対策を講じて

いる。そのような被害が多いことは事実であるが，「労働搾取を目的とする女性及
び男性の人身取引」も存在しうることがＮＧＯから指摘されている（人身売買禁
止ネットワークなど）。入管法違反や労働法規違反という観点だけでなく，労働搾
取を目的とする人身取引という観点も含む対策を講じ，被害者認定を行うべきで
ある。 

３ 被害者への支援が不十分である。 
２４時間対応の多言語ホットラインは，被害者が保護支援を求めうる有効な手

段と考えられ，既に米国・韓国など多くの国で設置されている。日本でも国内Ｎ
ＧＯが繰り返し政府にその設置を要請しているが，政府は消極的な姿勢を変えて
いない。 
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被害者の保護は，婦人相談所で行われている。２００１年４月～２００８年１
２月に婦人相談所が保護した被害者は全て女性で計２５５人（児童相談所が６人，
残りは婦人相談所），うち８９人を民間シェルターに一時保護委託した（同省プ
レスリリース「厚生労働省における人身取引被害者への対応」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv32/index.html）。 
しかし，婦人相談所には母語を解するスタッフがほとんどおらず，適切な母語

通訳も常駐しないこと，母国の文化や習慣を尊重した日常生活面での支援ができ
ないこと，医療費や生活費にあてられる予算がないこと，弁護士による法的支援
の制度がないこと（自治体によって，独自予算により弁護士による法律相談を入
所者が無料で受けられるセンターもあるが，法的に保証された制度ではない），
自立に向けた就労支援等のプログラムがないことなど様々な課題が残されてい
る。民間シェルターに対する政府の財政支援もほとんどない。 

被害者が加害者に対し，損害賠償請求や未払い賃金請求をすることは，理論的
には可能である。しかし，被害者が無料で適切な法的支援を弁護士から受ける制
度は，日弁連が日本司法支援センターに委託する法律援助制度以外には，ない。
外国人が総合法律支援法に基づく民事法律扶助を利用するためには「我が国に住
所を有し適法に在留する」必要があるが，多くの被害者はこの要件を満たさず，
かつこの制度を利用できたとしても償還が原則である。仮に法的手続きが可能で
あるとしても，手続きに必要な期間の滞在費用はないし，母国での安全確保も不
十分であるなど実際にその権利を行使するのは困難である。仮にこれを行使でき
たとしても，加害者の資産把握が困難であれば，現実の金員回収はできない。 

政府による被害の補償はない。人身取引被害者は犯罪被害者であるが，政府は，
犯罪被害者対策の中に人身取引被害者の保護施策を含めていない。 

４ 加害者の刑事裁判における被害者と証人の保護 
加害者が公訴事実を争う場合に，被害者や他の者が証人として出廷を求められ

ることがある。その場合，改正刑事訴訟法を適用し，法廷で加害者との間に遮蔽
物を置いたり，別室でビデオリンク方式の証言を行うことはできるが，加害者（被
告人）に対し証人の氏名・生年月日・国籍・住所など人定事項を秘匿することは
できない。また，日本国内での被害者・証人の身辺保護は日本の警察が行うが，
帰国後の被害者本人や家族の保護は現地の警察が行う。復讐の怖れは，否定でき
ないし，そのことが被害申告や証言をためらう大きな理由となっている。 
 

１１ 売春の根本的要因に対処し，女性及び女児の性的搾取を防止し，売春の健康
及び安全面の危険に関する意識を高め，並びに売春をやめたいと願う売春婦の保護，
リハビリテーション及び社会的再統合を保証するために取られた措置に関する情
報を提供されたい。 

１ １８才未満（１７才以下）の「児童」を対象とする性的搾取行為（強姦，強制
猥褻，買春，買春又は児童ポルノ製造目的での人身売買，児童ポルノの提供，提
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供目的での製造・所持・運搬など）は，「刑法」，「児童買春，児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」，「児童福祉法」等により禁止され，
処罰対象である。 

なお，現行法上，児童ポルノの単純所持（提供目的を要件としない所持）は
処罰対象ではなく，違法ではない。 

２ １８才以上の女性を対象とする性的搾取は，事実上，野放しである。 
(1) 暴行又は脅迫を手段として１３歳以上の女性を姦淫した者には強姦罪が成立
し，暴行又は脅迫を手段として１３歳以上の男女にわいせつな行為をした者に
は強制わいせつ罪が成立する（刑法第１７７条，１７６条）。 
しかし，強姦罪について，通説的見解や裁判所は，①保護法益は性的自由で

あり，性交に際して「暴行又は脅迫」が用いられたとしても，それだけでは違
法な姦淫とは言えず，合意の有無が問題となる，②合意による場合であっても，
性行為にはある程度の有形力の行使が伴う，③合意に基づく性行為における有
形力の行使と違法な有形力の行使とを区別するのは合意の有無であるが，これ
は主観的で不可視的であり，そのため可視的な「抵抗の有無」と読み替えなけ
ればならない，とする。そして，④最高裁は，強姦罪における暴行又は脅迫の
程度を「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度」の暴行・脅迫で足りると
している，⑤従って，被害者の僅かな抵抗では「相手方の抗拒を著しく困難な
らしめる程度」の暴行・脅迫に該当しないこととなる。 

さらに，判例によれば，⑥強姦罪の被害者として保護されるためには「慎重
で貞操観念のある女性」であることが必要である。 

上記思考に従って無罪を言い渡した判決は，少なくない。 
換言すれば，「慎重で貞操観念のある女性が，死に物狂いの抵抗をしなけれ

ばいけないような暴行・脅迫を受け，それに対し，死に物狂いで抵抗したが，
力及ばず，姦淫されてしまった」という特別な事案についてのみ，強姦罪の成
立が認められるのが現状である。 

(2) 売春防止法は，買春・売春のいずれも違法とするが，処罰対象とはしない。
しかし，公然勧誘，周旋，場所や資金の提供，管理などの「売春助長行為」を
処罰対象とする。その法定刑は，「業として売春をさせる行為」（管理売春行為）
が最も重く，１０年以下の懲役である。 
「売春助長行為」の一つとされる公然勧誘罪は，「公衆の目に触れるような方

法で人を売春の相手方になるよう勧誘すること」等を処罰対象としており，そ
の保護法益は「性道徳」及び「社会の善良の風俗」である。また，同罪で検挙
されかつ有罪となった女性だけが補導処分に付される（補導処分の対象は明文
で「女子」だけとされている）。買春した男性に対する補導（矯正）は，規定自
体がない。 
立法者は，「売春があるから買春があり，それが性道徳・社会の善良の風俗を

乱す」との考えに立ち，「売春」を行う女性を補導（矯正）することによって「売



29 
 

春」を減少させ，性道徳・善良な性風俗を維持しようとした。「売春防止法」と
いう法律名，「売春助長行為」という法律上の概念とあわせ，法自身が性規範に
ついてダブルスタンダード（二重の基準）を採用していることは明らかであり，
早急に根本的改正が必要である。 
また，同法による禁止対象は対償を得ておこなう「性交」だけである。それ

以外の性的行為（いわゆる性交類似行為）は同法違反とならず，むしろ，行為
の場所が個室付き浴場等であれば，性行類似行為は，風営法によって公認され
たものとなる。個室付き浴場などにおいてしばしば買売春（性交）が行われて
いることは，公知の事実であるが，これが売春防止法によって規制されること
はほとんどない（後述）。 

(3) 風営法は，「性風俗関連特殊営業」として，店舗型，無店舗型，映像送信型，
店舗型電話異性紹介，無店舗型電話異性紹介の５種の営業を定め，これらを都
道府県公安委員会への「届出」により公認している。 
同法は，十数度の改正を経ており，その中で性風俗特殊営業を「許可」制に

するかどうかも議論されたことがある。しかし，これらの中には違法な営業内
容のものが多く公安委員会が許可するのは適当でなく，無届営業が多いので届
出制を維持して実態を把握する方がよいとされ，「届出」制が維持された。 
性風俗関連特殊営業で提供されるサービスは，「異性の客の性的好奇心に応

じてその客に接触する役務」（無店舗型性風俗関連特殊営業），「専ら，性的好奇
心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せ
る」（映像送信型性風俗関連特殊営業）などである。所定の届出さえすれば性交
類似行為が公認されたものとなっていることがわかる。 
届出された営業であっても，当然，売春防止法は適用される（風営法は，届

出された営業の中で性交類似行為が行われることを予定し，性交が行われるこ
とを予定していない）。そして，性風俗関連特殊営業の中で買売春（性交）が行
われていることは，公知の事実である。しかし，実際に売春防止法を適用した
検挙が行われることは，ほとんどない。その理由として，捜査機関が現場に踏
み込んだり録画した画像を差し押さえた場合は別として，捜査に協力する買春
者はほとんどいないため「性交」の証拠がつかみにくいこと，仮に性交の事実
が明らかであっても，酒食の提供その他のサービスとの抱き合わせが多く，そ
の対価と買売春の対償とが不可分の関係にある場合など対価関係が必ずしも明
らかでない場合があること，そして，買売春は被害者なき犯罪である（優先度
が低い）という捜査機関の認識があることなどと説明されている。 

(4) 児童を被写体とするポルノを除いて，一般的なポルノ規制法はない。「表現
の自由」や「プライバシー」の名の下に，製造者や使用者の権利が協調され，
一人又は複数で女性を強姦しこれを撮影したポルノでさえ放置されている。そ
こでは，被写体とされた女性の人権は全く無視されている。 

児童ポルノについてさえ，製造や販売目的での所持などは既に処罰対象であ
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るが，提供目的を要件としないいわゆる「単純所持」は，処罰対象ではなく，
違法ですらない。これを処罰対象とすべきであるとの有力な見解があり，２０
０８年には自民党と民主党がそれぞれ法案を提出したが，実質審議がなされな
いまま廃案となった。他方，児童ポルノの定義が曖昧であるため単純所持を処
罰することは処罰範囲が捜査機関の主観により拡大する怖れがあるとして，こ
れに反対する見解も強い。 

ポルノの定義について，日本では，「写真，ビデオテープその他の物」であ
って，利用する者の「性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識す
ることができる方法により描写したもの」であることが必要とされている（児
童買春等禁止法第２条参照）。被写体ではなく，使用する者の主観が重要だとい
うのである。しかし，使用する者の主観的要件にかからせるこの定義は，それ
自体，誤りである。ポルノを規制する目的は，風俗犯罪だからではなく，あく
までも女性や児童に対する性的搾取・性的虐待から女性や児童の権利を擁護す
ることにある。そうでれば，被写体として利用される女性や児童の立場・視点
に立って規制内容・規制方法を定めるべきであって，ポルノの定義もこの観点
から再構成されねばならない。 

３ 女性が１８歳以上の場合，売春者の保護やリハビリテーション，社会再統合は，
売春防止法に基づいて各都道府県が設置する婦人相談所が行うことになってい
る。しかし，婦人相談所に保護を求める売春女性はごく僅かである（２００８年
度全国婦人相談員・審理判定員研究協議会行政説明）。支援を必要とする女性達
に婦人相談所の存在及びそこで受けられる支援の内容が十分に伝えられていな
いこと，相談件数の顕著な減少と相俟って売春女性の相談に的確に対応できる相
談員が減っていることなどが理由として考えられる。 
女性が１８才未満の場合は，主として児童相談所がこれらの仕事を行うことに

なっている。 
４ 「フーゾク」は，もはや日常用語である。これは「性風俗」をさし，買春やそ

の他の性的行為を意味する。しかし，これを搾取と結びつけて考える人は少ない。
とりわけ１８才以上の女性に対する買春や性的行為は，行為の相手方の女性の
「自由意思」に出たものであるから搾取ではないと考える人が多い。 

１８歳未満の児童に対する性的搾取が禁止され処罰対象とされた際にも，児
童は十分な判断力がないから任意性がないとされただけで，何故それが搾取にな
るのか，虐待になるのかについて，しっかりした検討がなされなかった。そのた
め，女性が１８歳になった途端に「任意だから問題ない」と片付けられてしまう。 
買春を含む性的行為の実態，原因，もたらす影響などに関する研究や教育・啓

発が必要である。しかし，そのような研究は少なく，これらについての認識を深
め防止するための教育・啓発は，ほとんど皆無である。学校における性教育は，
性行為における自己決定権の尊重を十分に含んでいないと考えられる。 
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１２ 児童の権利委員会は，前回の最終見解において（ＣＲＣ／Ｃ／１５／Ａdd.２
３１，パラ５１），「援助交際」すなわち報酬を伴う交際の慣行及びこうした慣行に
寄与し，また児童の性的虐待の訴追を妨げうる低い性交同意最低年齢への懸念を表
明した。報告は，「いわゆる「援助交際」は近年急速に拡大している」と認めてい
る（パラ２０１参照）。これらの懸念に対処するためにどのような措置が取られた
かを示されたい。 
１ 刑法第１７６条及び第１７７条にかかる性交同意最低年齢について，政府は，
その引き上げを何ら検討していない。 
政府は，「精神的に未熟で姦淫等につき承諾ないし同意を与えるに十分な能

力を一般的に具備していないと考えられる者を画するための基準として１３
歳という基準を定めている」と主張する。しかし，そのような基準として１３
歳が適切であるとする根拠は全く示していない。 
 

２ 出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に，２
００３年９月，「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為
の規制等に関する法律」（出会い系サイト規制法）が施行された。その後，同
法は一部改正され，２００８年１２月に施行された。 
「出会い系サイト」とは，面識のない異性との交際を希望する者の求めに応

じて，その者の情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提
供する事業である。同法は，児童（１８才未満の者）との交際や性交を求める
書き込みを禁止し，児童がこのサイトを利用することも禁止している。また，
同法は，サイトを運営する者に，公安委員会への届出，利用者が児童でないこ
との確認，禁止誘因行為に該当する書き込みの削除などを義務づけ（一部罰則
付き），プロバイダやレンタルサーバ事業者にはフィルタリングサービス提供
の努力義務を課し，児童の保護者にはフィルタリングサービス利用の努力義務
を課している。 
同法施行後，出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童のうち警察庁

が把握した人数は，横ばいから減少に転じ，２００８年は７２４人であった（う
ち７１４人がアクセス手段として携帯電話を使用）。また，出会い系サイトに
関係した事件の検挙件数約１６００件の中で最も多いのは児童買春・児童ポル
ノ法違反であり，約４割を占めていた。 
なお，警察庁が把握した児童買春・児童ポルノ法違反などの犯罪被害児童の

うち７９２人（２００８年）はプロフなど出会い系サイト以外のサイトを利用
して被害にあっており，出会い系サイトを上回る。こちらの対策も急務である。 

３ ２００８年６月，「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律」（青少年インターネット環境整備法）が制定され，
２００９年４月１日に施行された。 
同法は，青少年（１８才未満の者）がインターネットを通じた事件に巻き込
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まれることを未然に防止し，安全に利用できるようにすることを目的とする。
そして，青少年を有害情報に触れさせないようにするため，携帯電話インター
ネット接続役務提供事業者に，青少年との間で携帯電話端末を利用するインタ
ーネット接続提供契約をする場合には，青少年有害情報フィルタリングサービ
スの利用を条件とすることを義務づけている。ただし，その青少年の保護者が
フィルタリングサービスを利用しない旨を申し出た場合は，この限りでない。 
しかし，インターネット上の情報は膨大であり，しかも刻々と変わりうるの

であって，フィルタリングによって完全に青少年を有害情報から引き離すこと
は不可能である。青少年を犯罪等の事件から守るためには，青少年自身が，様々
な種類の情報源の中から必要な情報を選択してアクセスし，アクセスした情報
を正しく評価し，活用する能力（情報リテラシー）を有することが必要であり，
その能力の育成が極めて重要である。また，急速なＩＴの進展により，青少年
の保護者が必ずしも十分な情報リテラシーを有しないことが多く，青少年を守
る能力に欠ける事態も想定される。従って，保護者の情報リテラシーの向上も
急務である。さらに，現在，フィルタリングの認知度は低く，その目的や意義，
有害サイトへのアクセスが青少年に与える悪影響などに関する情報が十分に
利用者に提供されているとは言い難い。より一層の啓発教育が必要である。 

４ 「出会い喫茶」が増加している。これは，男性席と女性席がマジックミラー
などの仕切りで分離され，男性客（会員）は店を介して来店中の女性客（会員）
に「トーク」を申し込み，店が提供する「トークスペース」で男性客と女性客
とが「トーク」を行い，女性客の提示する外出条件と折り合えば，男性客が店
に外出料金を支払い，その女性と一緒に外出する，というシステムの店である。
「援助交際」や買春の温床になっているとの指摘があるが，新しい業態である
うえ，従業員による接待がないため風営法の適用対象ではなく，一部の自治体
がその営業を規制する条例を制定している。 
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１３ 報告は，国家公務員の管理職に占める女性の数と割合は低い状況にあり，数
字は減少傾向にあると述べている（パラ２２８参照）。条約第４条１並びに委員会
の一般勧告第２３号及び２５号に沿って，管理職レベルでの女性の参画を増加させ
るために，締約国は，暫定的特別措置を含め，どのような措置を取るつもりか示さ
れたい。 

政府は，国家公務員の管理職に占める女性の数と割合が，依然として低いが増加
傾向にあり，一方，国家公務員全体に占める女性の数と割合は，ここ数年横ばい状
況にあると報告している。 

第６回政府報告に報告された２００４年以後の一般職国家公務員の男女別在職
者の割合をみると，２００７年度女性は，２０．５％であり，前年度より０．３％
減少している（人事院「平成１９年度一般職の国家公務員の任用状況調査報告」参
照）。２００６年では国家公務員の管理職に占める割合は，役職段階別にみると，
それぞれ増加傾向にあるが，係長級は１６．２％，本省課長補佐・地方機関の課長
級は５．９％，本省課室長・地方機関の長級は２．１％，指定職は１．１％であり，
女性の割合が役職が上がるに連れて極端に低くなっている（２００８年版男女共同
参画白書第１－１－４図参照）。 

採用試験区分別採用状況をみると２００７年度国家公務員試験申込者はⅠ種が
２２，４３５人のうち女性は６，６０９人（２９．５％），Ⅱ種は３８，６５９人
のところ女性は１１，９７４人（３１％），Ⅲ種は１７，３１３人のところ女性は
５，６１７人（３２．４％）である。２００８年度女性採用者は、大学卒業程度に
ついてはⅠ種試験等が２１．８％，Ⅱ種試験等が２５．４％，高校卒業程度のⅢ種
試験等では３５．５％である。女性採用者は，Ⅰ種試験では前年度に比べ減少して
いるが，Ⅱ種試験及びⅢ種試験等についてはいずれも増加しているものの，採用者
に占める女性の割合は，いずれも前年度より減少している。いずれの種別において
も女性国家公務員の採用者はかなり低い状況にある（女性の政策・方針決定参画状
況調べ２００８年１０月内閣府男女共同参画局）。 

政府は，女性国家公務員の採用を増加するために，募集活動の拡大，充実を図り，
環境整備等に努力し，女性国家公務員の拡大状況のフォローアップを実施し，本省
課室長相当職以上の女性の割合を２０１０年度末までには５％程度とする目標を
設定しているが，これまでの少ない女性国家公務員の採用比率状況をみると，現行
の政府の施策によっても国家公務員の管理職に占める女性割合は，１０年，２０年
先においても政府の目標とする２０２０年３０％の目標に達することが不可能で
ある。効果的な暫定的特別措置（ポジティブ・アクション）を含め，現状打開の施
策を再検討する必要に迫られている。 
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１４ 報告において提供された統計データによると，多くの分野，特に，国会（２
００５年に衆議院で９％，２００４年に参議院で１３．６％），日本政府（２００
６年に全閣僚の９．１％），裁判官（２００５年に１３．７％），地方公共団体及
び地方議会の意思決定過程において女性は，引き続き過少代表である。委員会は，
前回の最終見解において（Ａ／５８／３８，パラ３６８），締約国が，暫定的特別
措置の実施を通じ，政治的・公的活動における女性の代表を拡大させることを勧告
し，また，締約国が，将来の女性指導者への訓練プログラムを支援すること，男女
共同参画実現のためには意思決定過程において女性が代表されることが重要であ
ることを啓発するキャンペーンを実施することを要請した。暫定的特別措置の採用
を含め，政府の様々なレベル及び部門において女性の数を増加させるために，締約
国によってどのような措置が着手されているか。 
１ 男女共同参画社会の実現のためには，政策・方針決定過程への女性の参画が必

要不可欠であるが，わが国における政策・方針の決定過程への女性の参画は，今
なお，きわめて不十分である。 

２ 政治分野について 
(1) 国会議員に占める女性の割合は，２００９年２月時点では，衆議院４５人，
９．４％，参議院４４人，１８．２％，国会における役職（議長１人，副議長
１人，常任委員長１７人，特別委員長７人）については，衆議院において役職
に就いている女性は０人，参議院において役職に就いている女性は，副議長，
常任委員長，特別委員長に各々１人に過ぎない。 

(2) 地方議会においても，議員に占める女性の割合は，２００８年１２月時点で，
都道府県議会８．２％，市議会１０．８％，うち政令指定都市議会は１７．２％，
町村議会１７．７％，特別区議会２４．７％，合計で見ると女性議員の占める
割合は１０．４％に過ぎない。 

(3) 大臣１８人に占める女性は２人，１１．１％（２００８年１０月２４日），
副大臣２５人に占める女性は２人，８．０％，政務官２６人に占める女性は１
人，３．８％（２００８年１０月）と女性の割合はあまりにも低い。 

(4) 地方自治体の首長等については，都道府県知事４７人中女性３人，６．４％，
副知事８６人中女性４人，４．７％（２００８年１０月１５日現在），市区長８
０６人中女性１２人，１．６％，副市区長１，０１４人中女性１６人，１．６％，
町村長１，００５人中女性６人，０．６％，副町村長８５０人中女性５人，０．
６％（２００８年４月１日現在）と，市区・町村の首長等に占める女性の割合
も，あまりに低すぎる状況となっている。 

３ 行政分野について 
(1) 国の審議会等委員については，総委員数１，８７３人中女性委員数は６０７
人，３２．４％と，３０％を超えている。しかし，臨時委員，特別委員及び専
門委員９，７０６人における女性委員数は１，４６１人，１５．１％（２００
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８年９月３０日）と，低い水準に止まっている。 
(2) 地方の審議会委員については，都道府県平均では女性割合は２８％，政令指

定都市平均では女性割合は２７．８％，市区町村平均では２５．３％（２００
８年３月現在），と３０％に近くになっているが，国の審議会等委員に占める
女性の割合を下回っている。 

４ 日本政府は，前回の最終見解の勧告を受け，２００３年７月，内閣府男女共同
参画局にポジティブ・アクション研究会を設置し，同研究会は，２００５年１０
月，報告書を出している。 

  同報告書は，政治分野におけるわが国へのポジティブ・アクションの導入につ
いて，「法律でクォータ制を導入する手法については，憲法上の平等原則，主権
の在り方，立候補の自由などとの関連で，どのような手法が合理的なものである
かをさらに検討する必要がある。 

  政党による自発的取組については，憲法上の制約は少なく，衆議院議員選挙で
一部採用されている拘束名簿式比例代表制を活用し，候補者名簿への女性の一定
数の登載を確保する取組みなどがある」と述べている。 

  しかし，同年１２月２７日に閣議決定された「男女共同参画基本計画（第２次）」
では，女性の政治分野での参画を進めるためのポジティブ・アクションについて
の具体的な提言はなかった。 

  ２００８年３月，「諸外国における政策・方針決定過程への女性の参画に関す
る調査」が発表され，政治分野への女性の参画促進について，「ドイツのような
政党による自発的なクォータ制が望ましい」「小選挙区制で実施される衆議院地
方区選出議員選挙において，女性の候補者比率を高める方法としては，補助金給
付による間接強制型が望ましく，かつ実施も容易であると思われる。そのため，
例えば，女性候補者率を３０％ないし５０％に引き上げることを目指して，政党
助成金配分を介在させた緩やかな強制を法律の整備によって行うことが有効と
考えられる」と提言している。 

  ２に述べたとおり，国会も地方議会も，あまりにも女性議員の比率の低いわが
国の現状を打破し，政治分野での女性の政策・方針決定過程への参画を促進する
ためには，少なくとも上記提言の速やかな具体化が必要である。 

５ 審議会等については，国においては，女性委員の比率が３０パーセントを超え
ている。しかし，前述したとおり，専門的・特別の審議会では，１５．１％（２
００８年９月３０日現在）に過ぎないので，専門的・特別な審議会でも女性委員
の比率を高めるため，一層の努力が必要である。 

 
１５ 報告は，高等教育機関における女子の割合は，依然として男女間で開きがあ
る大学レベル（女子３６．６％，男子５１．３％）を除き，上昇傾向にあると述べ
ている（パラ１５参照）。この開きを縮小させるために取られた措置に関する情報
を提供されたい。 
１ 理系学部への進学の奨励 
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次の課題１６について述べるように，大学等の高等教育機関における女性の参
加の促進のためのこれまでの方策の中心は，大学等の構成員であり，構成員にな
る前の段階の人々（女子高校生を対象）を，いかに大学へ招き入れるかという点
では，遅れていた。しかし，２００６年度文部科学省の「女子中高生理系進路選
択支援事業」に採択された大学では，理科系の女性研究者をいかに増やすかとい
う課題のもと，女性研究者を増やすには，女子学生比率を上げることが前提条件
であるとの理解から，女子高校生へのリクルート作戦が取られるようになってき
た。 
日本学術会議が２００７年７月２６日に出した「学術分野における男女共同参

画の取組みと課題」によれば，名古屋大学と東北大学の取組みが紹介されている。 
(1) 名古屋大学 

上記の事業に採択され，女子中学・高校生の理系学部進学を推進するイベン
ト「めざせ女性化学者シリーズ１－４」が開催されている。女子中学生・女子
高校生及び保護者・教諭を対象とした公開講演会の開催，女子中学・高校生対
象の数学，化学，生物学の公開授業等の行事が行われている。女性研究者のロ
ールモデルを紹介するパンフレット「理系女性のワーキングスタイル」を公開
授業の参加者，東海３県の中学，高校を中心に配布し，女子学生に理系学部へ
の進学を推奨した。その結果，参加した女子学生からは，「理系学部への進学
を決めた」などという反応があり，効果が見られるという。 

(2) 東北大学 
２００５年度，２００６年度に，次世代の女性科学者・技術者育成のために

「女子高校生夏の学校」を開催した。 
さらに，次世代支援策として「サイエンスエンジェル制度」（ＳＡ）がある。

女子大学院生をＳＡとして任命し，母校や科学館等においてセミナーや実験モ
デル等を行ってもらうことを通じて身近なロールモデルとして活動することを
求めるもの。２００７年度には５２名のＳＡの応募があった。 

(3) 北海道大学 
同様の試みに，北海道大学の「理系応援キャラバン隊」がある。これは東北

大学のＳＡとは異なり，女子学生に加えて，「男子は理系，女子は文系」とい
う社会通念を打破するために，男子中高生，教諭，親などを含む多くの男女に
対し，理系分野における女性の活躍を伝えることが重要との考え方で行われて
いるという。支援事業行うスタッフも女性だけでなく，男女共同で行っている。 

２ 理系以外の学部への進学奨励 
大学全体の女子学生比率は，２００８年度は，前年度より０．４％上昇して４

０．２％である。文科省の事業が理系学部への進学奨励であったので，上記のよ
うな事業が行われたが，理系学部以外の学部（例えば，法学部）への進学奨励に
は，特段の方策が採られてはいない。 
ところで，理系学部ほどではないにしても，法科大学院の女子学生比率は全体
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的にみると，２７．６％でしかない（２００８年度，文部科学省の学校基本調査）。
質問１４で裁判官の比率の低さが過少代表であると指摘されているが，裁判官の
女性比率を向上させるには，法科大学院の女子学生比率の向上が不可欠である。
その点からすれば，上記の女子学生割合は，憂慮すべきである。司法の分野の女
性比率の低さは，国民にとっても深刻な問題であるとの認識が必要であるが，現
在，そのような認識が共有されているとは言いがたい。 
 

１６ 報告は，大学・短期大学における女性教員の人数，割合はともに増加傾向に
あると述べているが（パラ１７参照），女性は教員の１８．７％を占めるだけであ
る。大学及び短期大学の教職における女性の参画を増加させるために着手された措
置を示されたい。 
 
１ 国立大学協会は，「国立大学における男女共同参画を推進するために」という
提言を既に２０００年に行っている。提言では，「大学における女性の雇用及び
教育関連の実情把握のための調査資料の整備」「女性教員増加のための，教員公
募システムの確立とポジティブアクションの採用」「理工系，その他特に女性の
少ない分野への女性の参画の推進」「非常勤講師の処遇および研究環境の改善」
「育児環境の整備，介護との両立支援について」など多岐にわたり，女性の参加
を促進する施策が盛り込まれている。 

２ 上記の提言を受けて，例えば東京大学では２００２年に東京大学男女共同参画
推進委員会が設置され，翌２００３年に東京大学男女共同参画基本計画および東
京大学男女共同参画宣言が発表されている。２００６年に男女共同参画室が設置
され，ここが施策の中心部署となっている。２００７年には女性の参加を促進す
るために重要な保育施設の充実のために，「東京大学が運営する保育園の基本理
念および方針」が策定されて，２００８年に学内各所に合計４箇所の保育園が開
園されている。 
同年には，医学部，農学部，工学部など女性の少ない学部・大学院での男女共

同参画推進企画室が設置されている。 
３ ２００６年文科省が科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」を

公募し，２００６年度１０大学，２００７年度７大学と３独立行政法人の企画が
採択され，２００８年度までに３０大学，３独立行政法人が採択された。 

例えば，御茶ノ水女子大学の「女性研究者に適合した雇用環境モデルの構築」，
京都大学の「女性研究者の包括的支援「京都大学モデル」」，日本女子大学の「女
性研究者マルチキャリアパス支援モデル」，東北大学の「杜の都女性科学者ハー
ドリング事業」などがある。 

いずれの施策でも子育てとの両立支援が重要な位置を与えられており，これ
が女性の参加のネックであったことを示している。 

国立の共学大学は，学生・教職員共に圧倒的に男性が多い構成であるが，そ
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こで子育てとの両立策が課題とされてきていることは，女性の参加のための大き
な進歩と評価できよう。 

京都大学では，より根本的な女性の参加の促進として，女性の採用・昇進を
積極的に進める方針を明確にしている。同大学の男女共同参画推進アクション・
プランによれば，「職員の採用・昇任については，優れた能力」技術等を有する
有為な人材を選考する中で，積極的に女性職員の採用・昇進を進める。幹部職員
は，女性職員の昇任に配慮し，積極的に登用面接の受験を勧めるととともに，育
成につとめる。２０１９年までに，女性比率を少なくとも専門職員２５％，専門
員１５％，課長・事務長以上１０％とすることをめざす」としている。 

私立大学の中では，早稲田大学が２００７年に男女共同参画宣言を発表して
いる。これに基づく男女共同参画基本計画では，「教職員・学生等の人的構成の
男女格差を是正し，大学運営の意思決定における男女共同参画をめざす」として
いる。具体的には，女性専任比率の向上，女性専任職員および女性管理職比率の
向上がいずれも数値目標の設定によって目指されている。共同参画事業の担当と
して，男女共同参画推進室が設置されている。 

４ 全国の大学（２００８年度は７６５校）・短期大学（２００８年度は４１７校）
全体からみれば，上記に紹介したような施策をとっている大学は，まだ少数であ
る。男女共同参画に関する施策を持たない大学等の方が圧倒的に多数である。今
後は，その他の多くの大学・短期大学に上記のような事業を出来るだけ早急に普
及してゆくことが課題である。
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１７ 日本の第４回・５回定期報告が委員会により審査された建設的な対話の中で，
一人の委員により，公務員が述べた性差別的な発言の問題が提起された（ＣＥＤＡ
Ｗ／Ｃ／ＳＲ．６１７，パラ５９）。女性を卑しめ，かつ，女性を差別する不平等
な家父長制を典型的に表す軽蔑的な性差別発言を公務員が行わないことを確保す
るためにどのような対策が取られたかを示されたい。 
 

ここで問題提起された性差別的発言とは，２００１年１１月東京都知事が女性週
刊誌のインタビューに答えて，他人が言ったこととして「女性が生殖能力を失って
も生きているってのは，無駄で罪です。」と発言した問題を指す。都知事の前記発
言等に対し謝罪と名誉の回復を求めた女性たちは，損害賠償請求を東京地方裁判所
に提訴し，最高裁判所まで戦ったが，いずれの裁判所からも請求を棄却され，２０
０８年１１月司法的な救済を得る道は絶たれた。 

日弁連に対しても１４０名の女性から人権救済の申立がなされ，日弁連は，２０
０３年１２月２５日，同知事に対して同知事の発言が女性を人格的に侮辱し，心の
平安を奪う発言であるとして，直ちに，しかるべき方法による発言の撤回と謝罪の
措置をとることなどを警告したが，知事はこれを無視した。 

ところで，同知事の女性差別的発言後も，衆議院議員による早稲田大学学生によ
る集団レイプ事件に関する「集団レイプする人は，まだ元気があっていいんじゃな
いですかね。」等の２００３年６月２６日発言，また，この発言を擁護するかのご
とき発言をした元首相が，２００３年７月１日に「子どもを沢山作った女性が，将
来国がご苦労様でしたと言って，面倒を見るのが本来の福祉です。ところが子ども
を一人もつくらない女性が，好き勝手と言っちゃ何ですけど，自由を謳歌して楽し
んで，年取って・・・。税金で面倒みなさいというのは本当におかしいですよ」と
いう発言をした。さらに報道によれば２００７年１月２７日，前厚生労働大臣は，
県会議員との会合における講演で「１５歳から５０歳の女性の数は決まっている。
産む機械，装置の数は決まっているから，後は一人頭で頑張ってもらうしかない」
等と発言し，野党等から同大臣に対する抗議，辞任要求が出され，総理大臣が任命
責任を問われたが，何ら責任ある対応がなされないままに終わった。 

このようにわが国の政治的指導的者とも言うべき公的な立場にある者により，女
性を蔑視し人権を無視する差別発言が繰り返されている。 

政府は，本質問１７についての回答において，男女共同参画社会の形成に向けた
機運を広く醸成するための広報啓発活動，地方公共団体における男女共同参画に関
する取組みの推進について述べているが，この程度の取組みでは，政治的指導者と
いうべき知事や閣僚，国会議員等公的な立場にある者が「女性は子を産み育てる者」
という固定的な観念に捕らわれて，女性を蔑視し人権を無視する差別発言や女性に
対する暴力を助長する発言をすることなど無くせない。そればかりか，日本社会に
おいて，何が女性差別になるのかが曖昧にされ，女性差別を公言する社会的状況も
払拭できない。 
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政府は，女性差別撤廃委員会及び人権理事会作業部会の勧告を真摯に受け止め，
締約国として女性差別撤廃条約第２条で約束した措置として，遅滞なく，下記内容
を定めた女性差別禁止法を制定すべきである。 

１ 女性に対する差別は人権侵害であること 
２ 女性に対する差別の定義規定 
３ 女性に対する差別を禁止すること 
４ 女性に対する差別の禁止規定に違反した場合の処罰規定 
 

１８ 報告には，母親，父親の双方の出産・育児休暇の取得要件に関する記述がな
い。育児休暇の男女双方の取得要件及び育児休暇を利用する男性の割合を，男性が
そのような休暇を取得することを奨励するために取られた措置を含め，示されたい。 
１ 育児休業の権利については，原則として１歳未満の子を養育する男女労働者が

１人の子どもにつき１回取得できる。２００７年の女性労働者の育児休業の取得
率は，９０パーセント近くに達しているが，男性労働者の取得率は，１．５６％
である。 

また，有期労働者について，「当該事業主に引き続き雇用された期間が１年に
満たない労働者」は，権利を取得できず，有期労働者が権利を取得できる場合は，
①同一の事業主に継続して雇用された期間が１年以上であること，②子が１歳に
達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれることの要件を満たした
時である。しかし，上記①，②の要件を満たす場合であっても，有期労働者の育
児休業取得率は，きわめて低い。 

  なお，２００９年３月１６日，厚生労働省は，「妊娠・出産，産前産後休業及
び育児休業等の取得を理由とする解雇その他，不利益取扱い事案への厳正な対応
等について」と題する通達を発しており，雇用情勢の悪化の中で，育児休業等の
取得を理由とする解雇等の不利益取扱いの増加が懸念されている。 

２ 男性の育児休業取得を奨励するための措置としては，厚生労働省における「女
性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」（ポジティブ・アクション）
及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」に関する推進企業の表彰，
厚生労働省委託事業によるシンポジウムの実施等，財団法人２１世紀職業財団に
よるホームページの開設などがある。 

３ しかし，男性の育児休業の取得率は，２００５年度０．５％，２００７年度１．
５６％となっている。１．５６％そのものが極めて低い数字であるが，企業規模
で男性の育児休業取得率を見ると，５００人以上０．６６％，１００～４９９人
０．５７％，３０～９９人２．４３％，５～２９人８．８５％と，企業規模の９
９人未満，特に２９人未満での取得率は，上がっているものの，５００人以上が
０．６６％，１００～４９９人が０．５７％と依然としてきわめて低い水準に止
まっており，企業規模が大きいほど，育児休業取得率が低くなっている。全体と
してみれば，２００５年から２００７年で，男性の育児休業取得率が高くなった
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とは評価し得ない状況である。 
４ このように，男性の育児休業取得者割合がきわめて低い水準に止まっているの

は，育児・介護を含む家事責任が主として女性に担われており，男女共同参画の
趣旨がいまだ実現していないことの現れに他ならない。 

他方，育児休業を取得する女性の割合は，２００７年では９０％近くに達して
いるが，第一子出産を機に家庭に入る女性の割合は，２００７年においても７割
前後と高く，育児介護休業法の成立した１９９５年当時と変わりがない。 

さらに，育児・介護休業法第６条は，専業主婦（夫）除外規定を設けており，
これに基づく専業主婦（夫）を除外する労使協定は，７０％を超えている。 

このような現状は，育児・介護などの家庭責任が，専業主婦により担われるべ
きであるとの古典的性別役割分担意識が再生産されていることを示すものであ
る。 

５ また，育児休業中の所得の補償は，雇用保険法により従前賃金の５０％（２０
１０年３月末までの暫定措置）に過ぎず，その上，男女間賃金格差が２００８年
において女性が男性の６７．８％と大きい状況においては，経済的にも男性が育
児休業を取得するのは困難である。 
なお，育児休業の取得による不就労期間を賞与の査定，定期昇給，昇格・昇級

などとの関連で，企業においてマイナスに評価されるとすれば，男性の育児休業
取得率を高めることは困難である。 
定期昇給の取扱いについては，定期昇給制度のある事業所のうち約半数が「休

業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給に持ち越す」としており，賞与
の査定の際の取扱いについては，「休業期間も休まなかったものとみなして支給
する」が３．７％，「休業期間も一定程度出勤したものとみなして支給する」が
２．５％に過ぎない（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（２００５年度））。 
ニッセイ基礎研究所「男性の育児休業取得に関する研究会報告書」（２００３

年）によると，育児休業復職後の取扱いについては，育児休業を取得した場合の
定期昇給に対する影響では，休業期間が１，２ヶ月の場合，６２．２％の企業が
「影響がない」と回答しているが，休業期間が６ヶ月を超える場合，「影響がな
い」と回答した企業は，３６．４％に減少する。 
また，育児休業を取得した場合の昇格・昇級に対する影響では，休業期間が１，

２ヶ月の場合，６３．９％の企業が「影響がない」と回答しているが，休業期間
が６ヶ月を超える場合，「影響がない」と回答した企業は，３７．８％に減少す
る。 

６ 国は，育児・介護休業を含む家庭責任が依然主として女性により担われている
ことの要因が性別役割分担意識にあることに鑑み，性別役割分担意識の誤りと是
正の必要性を国民に啓発し，男女労働者双方の育児休業及び介護休業の取得率が
向上するよう，具体的な施策を講じるべきである。 

さらに，国は，男性が広く育児休業を取得できるようになるため，休業中の所
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得の補償と共に育児休業復職後の不利益取扱いの問題についても，その禁止を含
め，早急に検討すべきである。 

７ なお，介護については，２００６年１０月から２００７年９月の１年間に家族
の介護や看護のため離職・転職した労働者が１４４，８００人にのぼっている（総
務省就業構造調査）。このうち，女性の離職数が１１９，２００人で，全体の８
２．３％を占めている。 

今後，男女労働者の介護休業の権利取得が大きな問題になると考えられる。 
 
１９ 報告は，女性労働者と事業主との間の紛争の場合，調停を目的とした紛争
解決制度があると説明しているが，そのような調停が失敗した場合の情報の提供
をしていない（報告パラ３０３－３０５参照）。改正男女雇用機会均等法違反の場
合，被雇用者はどのような法的手段を取ることができるか，また，この法律の下
での義務に違反しているとされた事業主に対してどのような制裁が予見されるか
を，示されたい。女性によって申し立てられた事案の数及びそのような事案の結
果についての統計を提供されたい。 
１ 改正雇用機会均等法違反の場合，被雇用者が，使用者との間の紛争の解決を求

める場合は，都道府県労働局長による助言，指導，勧告（同法第１７条），ある
いは紛争調整委員会による調停を求めることができる（同法第１８条）。 

  同法第２９条によれば、厚生労働大臣は事業主に対し報告を求め、または助
言・指導もしくは勧告をすることができ、この権限の一部を都道府県労働局長に
委任することができる。 

２ 使用者が，勧告に従わない場合，「企業名の公表」が制裁として定められてい
る（同法第３０条）。「企業名の公表」という社会的制裁により，均等法の実効性
を確保することが目的である。 

  しかし，第３０条は，「その旨を公表することができる」と定めており，「是正
勧告に従わない場合には公表する」とは定められていないことから，これまで，
企業名が公表された例はない。 

  同法違反に対する制裁は他にない。 
  なお，１９９７年の均等法改正時，企業名の公表制度について積極的な活用を

図ることが付帯決議されている。 
３ ２００７年の都道府県労働局雇用均等室への相談件数は，２９，１１０件であ

り，その内労働者からの相談が１２，９７２件（４４．６％）であった。 
  雇用均等室による制度是正指導（法第２９条に基づく助言等）は，１５，０６

９件であり，セクシュアルハラスメント９，８５４件，母性健康管理４，６７５
件，募集・採用２５７件，配置・昇進・教育訓練等２０７件である。 

  なお，妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いについて，２００８年秋以降の
不況の中で，妊娠・出産等を理由とする解雇・雇止めが急増しており，２００９
年３月１６日付通達，「妊娠・出産，産前産後休業及び育児休業等の取得等を理
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由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」が出されてお
り，今後の解雇等の不利益取扱いの増加が危惧される状況である。 

  是正勧告に従わなかった事業主の実数，その違反の態様等についての具体的な
情報は，見当たらない。 

４ 被雇用者が事業主との間の紛争解決の援助を希望する場合には，前記のとおり，
都道府県労働局長による助言，指導，勧告（同法第１７条）及び調停があり，２
００７年度に新たになされた法第１７条に基づく個別紛争解決援助の申立件数
は，５４６件である。２００７年度中に援助を終了した５０７件（前年度から引
き続いて援助を行ったものを含む）の内，約８割に当たる３９４件が，助言・指
導・援助がなされた結果，解決したと報告されているが（２００８年版働く女性
の実情），解決に至らなかった２割についての情報はない。 

５ ２００７年度に新たになされた調停申請受理件数は６２件，そのうち５６件が
調停を開始し，調停案の受諾勧告を行ったものが３１件，その内２７件が調停案
を双方受諾し，解決に至っていると報告されている（同上）。 

  解決に至らなかった３５件についての調停打ち切りの理由は示されていない
が，事業主が調停に参加する意思がないことや，対立が厳しく歩み寄りが困難こ
とがその理由としては考えられる。 

  調停が打ち切られた場合には，均等法上の救済制度はなく，女性労働者は，労
働審判，訴訟などの司法手続きによる救済を求める以外にない。 

  当連合会は，均等法の制定・改正に当たり，実効ある救済機関の設置が必要で
あるとくり返し主張してきたが，未だ実現されていない。 

６ 調停制度には不十分な面があるものの，調停申請受理件数は増加しており，今
後の調停制度の機能強化が求められるが，地方分権改革推進委員会「第２次勧告」
は，「国の出先機関の見直し」のひとつとして，都道府県労働局につき，「現行の
制度を廃止して，ブロック機関に集約し，地方厚生局と統合する」としている。
もし，都道府県労働局が廃止されてブロック機関となり，雇用均等室も地方ブロ
ック単位に統合されれば，労働者・事業主双方にとって，身近な機関に権利救済
を求めることができなくなり，特にその不利益は女性労働者に大きくなり，均等
法に定める女性労働者の権利の確保に重大な支障を来すことになる。 

  当連合会は，２００９年３月６日，都道府県労働局のブロック化，国のハロー
ワークの漸次縮小に反対する会長声明を出している。 

 
２０ 報告は，改正男女雇用機会均等法はポジティブ・アクションを実施する事
業主に対する援助を規定していると示している（パラ２９２参照）。事業主によ
り実施されたポジティブ・アクション，改正法の下で事業主が受けた援助及びそ
のような援助がどの程度女性の被雇用者のためになったかについて，更なる情報
を提供されたい。 
１ １９９７年の改正男女雇用機会均等法により，追加された積極的差別是正措置
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（ポジティブ・アクション）は，事業主がその実施状況を開示し，又は開示しよ
うとする場合に国が援助できることのみであり，何ら積極的差別措置を事業主が
執るよう規定されていない。これに基づく施策は，「ポジティブ・アクション応
援サイト」の開設である。 

積極的差別是正措置については，女性差別撤廃委員会の日本政府に対する２０
０３年の最終コメントにおいて，この措置を用いて男女の事実上の機会均等の実
現を促進する努力を行うことが要請されている。 

しかし，上記のような改正では，女性差別撤廃委員会の要請に応えたことには
ならず，積極的差別是正措置としての実効性は，全く期待できない。 

２ ポジティブ・アクションが均等法に規定されてからの男女間格差を見ると，ま
ず，女性雇用者数は，１９９７年２１２７万人，３９．５％，２００８年には
２３１２万人，４１．６％と増加している。しかし，１９９７年以後，非正規
労働者として働く女性労働者が増加し，２００３年以降，女性労働者の半数以
上が非正規労働者となっている。２００８年においては，女性雇用者の内，正
規労働者は４６．４％に過ぎず，５３．６％が非正規労働者となっており，女
性労働者の非正規労働者化が進んでいる。 

一方，男性労働者の非正規労働者も増加しているが，２００８年における男
性の正規労働者は２３５８万人，構成比８０．８％と女性労働者に比べ，はる
かに高い割合を占めている。また，２００８年度において，短時間雇用者総数
に占める女性の割合は，６８．０％である。 
２００８年の男女労働者間の賃金格差は，所定内賃金について６７．８％，１

９９５年における所定内賃金の男女間格差は，６２．５％であり，１９９５年
から２００８年までの間に格差が５．３ポイント減少したにとどまっている。
なお，この間２００４年には格差が，６７．６％まで若干縮小したが，２００
４年，０５年と再び格差は拡大し，６５．９％となり，２００８年にようやく
６７．８％になっている。   
なお，以上の統計上の数字は，賞与を含んでおらず，賞与を含めて比較した場

合，一般労働者における男女間賃金格差も一般男性労働者と女性短時間労働者
間の賃金格差も，更に拡大する。 
役職者別女性管理職割合について見ると，係長相当職に占める女性の割合は，
１９９７年７．８％，２００８年１２．７％，課長相当職に占める女性の割合
は，１９９７年３．７％，２００８年６．６％，部長相当職に占める女性の割
合は，１９９７年２．２％，２００８年４．１％となっており，特に課長相当
職以上の役職に占める女性の割合は，きわめて低いままである。 
２００６年度「女性雇用管理基本調査」によると，同年度の役職別管理職に占

める女性の割合は，係長相当職１０．５％，課長相当職３．６％，部長相当職
２．０％である。しかし，５，０００人以上規模の企業における役職別管理職
に占める女性の割合は，係長相当職１０．３％，課長相当職２．４％，部長相
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当職０．８％となっており，いずれも，平均値を下回っており，部長相当職で
は０．８％に過ぎない（５，０００人以上規模の企業についての調査結果は，
これより新しいものはない）。 

３ ポジティブ・アクション取組み状況は，同じく「平成１８年度（２００６年度）
女性雇用管理調査」によると，２００６年度は，２００３年度に比べ，「既に取
り組んでいる」企業の割合が下回っている。また，企業規模が小さくなるにつれ，
ポジティブ・アクションに取り組む企業割合は低下している。 
一方，５，０００人以上規模の企業においては，６６．５％がすでにポジティ

ブ・アクションに取り組んでいると回答しているが（２００６年度），同規模の
企業における役職別管理職に占める女性の割合は，３に述べたとおり，平均値を
下回っている。 

４ このように，ポジティブ・アクションの言葉が均等法で規定されてからも，は
じめに指摘したようにポジティブ・アクションの規定が何ら事業主を強制するも
のでないため，男女間格差の縮小は小さいままに止まっている。ポジティブ・ア
クションに取り組んでいる企業の割合の高い５，０００人以上規模の企業におい
ては，管理職に占める女性の割合が低い。さらに，２００６年の調査では，ポジ
ティブ・アクションに取り組んでいる企業の割合は減少している。 
 均等法に定めるポジティブ・アクションでは，事実上の男女差別を解消する効
果の乏しいことが明らかであり，日本政府は，女性差別撤廃条約４条１項に規定
する積極的差別是正措置を履行していないと評価せざるを得ない。 
 改正法も含め，企業の自主的な取組みを援助するポジティブ・アクションの規
定のままでは，男女労働者の実質的な平等を実現することはできない。均等法を
改正し，事業主に対し，積極的差別是正措置を講ずべき義務を課し，実情報告，
計画策定とその実践を積極的差別是正措置の内容とすべきである。 

   
２１ 報告によると，２００５年において，女性労働者（パートタイム労働者を
除く）の平均賃金は，男性労働者の６５．９％であった。２００３年に厚生労働
省により作成された男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善
方策に係るガイドライン及びその自主的な適用以外に，男女間の賃金格差に対処
するために策定され，着手された他の施策について，詳しく述べられたい。 
１ 質問２０でも述べたとおり，日本における正規労働者の男女間賃金格差は，２

００８年においても６７．８％と依然として大きい。 
「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」の参

考資料によれば，従業員数１０００人以上の企業における男女間所定内給与格差
は，２００７年には，６３．９％と最も大きくなっている。最も賃金格差が小さ
いのは１０～９９人の企業の７０％であり，企業規模が大きくなるほど，賃金格
差が大きくなっている。しかも，１９８６年における１０００人以上規模の企業
の男女間賃金格差は６２．０％であったにも関わらず，１９９３年以降６２％を
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下回る賃金格差となり，１９９９年には６２．６％と１９８６年当時の賃金格差
を上回ったものの，２００７年までの賃金格差は，６３．９％にしか縮小されて
いない。 

  しかも，この数字は，賞与を含んでおらず，賞与を含めて比較した場合，賃金
格差は，企業規模が大きいほど，さらに拡大する。 

  また，１０００人以上規模の企業の５５％が，コース別人事制度を採用してい
るところ，コース別人事制度を採用している企業ほど，役職者に占める女性労働
者の割合が低くなっており，このことが企業規模が大きい程賃金格差を大きくし
ている要因のひとつとなっている。 

２ 質問２０でも述べたとおり，女性労働者の非正規化が進んでおり，２００８年
の女性雇用者の内，５３．６％が非正規労働者であり，パート・アルバイトが４
０．３％を占めている。 

  女性パート労働者と女性一般労働者との賃金格差は，２００８年７０，３％，
女性パート労働者と男性一般労働者の賃金格差は，４８，５％であり，その格差
は，きわめて大きいままである。 

３ 改正パート労働法（２００８年４月施行）においては，「通常の労働者と同視
すべきパート労働者」に対する差別的取扱いが禁止されたが，「通常の労働者と
同視すべきパート労働者」は，改正法審議の際の国会での答弁においても３～
４％とされ，改正パート法によるパート労働者と正規労働者との賃金格差の縮小
の効果は，疑問であった。２００８年版女性労働の実情においては，「通常の労
働者と同視すべきパート労働者」が何％存在するかについての，調査結果もなく，
賃金格差は，前述のとおり大きいままである。 

４ 日本政府は，第６回報告において，「２００３年に労使が自主的に男女間賃金
格差に取り組むためのガイドラインを作成し，労使団体等を通じたパンフレット
の配布などにより，その周知・啓発に努めている」と報告しているが，２００３
年以降，現在までに，どの程度パンフレットが配布されているか不明であり，か
つ，パンフレットの配布により，労使団体が何らかの具体的取り組みを実践した
か否かについても不明であって，パンフレット配布にどのような効果があるか，
疑問と言わざるを得ない。 

５ 日本政府は，また，第６回報告において，「男女間の賃金格差レポートを作成
し，男女間の賃金格差の現状やその変化を継続的にフォローアップし，男女間の
賃金格差への関心を高めると共に，その縮小に向けた労使の取組の促進を図って
いる」と報告している。たしかに，厚生労働省は，毎年男女間の賃金格差レポー
トを作成し，発表しているが，それにより男女間の賃金格差問題に対する関心が
高まっているとの検証結果は存在しない。また，男女間の賃金格差の縮小に向け
た「労使の取組の促進」として，具体的にどのような施策が行われているか不明
である。 

  その他，同報告は，ポジティブ・アクションの積極的な推進に取り組んでいる
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旨報告しているが，ポジティブ・アクションには実効性が薄いことは質問２０で
既述したとおりである。 

  ２００８年においても，なお，正規男女間賃金格差が６７．８％と大きい日本
において，男女間賃金格差に対処するため策定され，取られた措置は，ガイドラ
インのパンフレットの配布を含め，いずれも，男女間賃金格差を是正する対策と
しては，実効性に疑問がある。 

６ 当連合会は，「雇用の分野における男女の均等な社会及び待遇の確保に関する
法律」の改訂に関する意見書」（２００５年６月１６日）において，「現在では，
雇用形態等の雇用管理区分によって，同等の労働に従事させていながら，賃金格
差を生じさせているケースが非常に多くなっている。パートなど非正規雇用形態
には圧倒的に女性が多く，そのため男女の賃金格差がなかなか解消しないという
事態が生じており，その是正のための法規制として，前述のように男女雇用平等
法に間接差別の禁止を明記するのを併せ，労基法第４条を改正して同一価値労働
同一賃金の原則を明記すべきである」旨の意見を述べている。 

  ＩＬＯ条約勧告適用専門家委員会は，２００８年３月，日本に対し法改正の措
置を取って，男女同一価値労働同一報酬の原則を法に規定するよう求める個別意
見を出しており，日本政府に対し，客観的な職務評価を促進するために取られた
措置についての報告を求めている。 

  雇用形態等の管理区分による男女間賃金格差や，パート労働者を始めとする非
正規労働者の賃金格差を解消するため，男女同一価値労働同一報酬の原則の明文
化とその実施のための客観的な職務評価の確立が必要である。 

 
２２ 報告は，男女雇用機会均等法に関連する指針が改正されたことに言及して
いる（パラ２９０参照）。それらの指針について，特に，それらが雇用管理，募
集・採用，配置（業務の配分及び権限の付与を含む）及び昇進に関連する部分に
おいてどのように間接差別を対象としているかに関し，詳細を提供されたい。 
１ ２００７年改正均等法は，間接差別に関し，厚生労働省令で限定列挙した３つ

の要件「募集・採用における身長・体重又は体力要件」「コース別雇用管理制度
における総合職の募集又は採用における全国転勤要件」「昇進における転勤経験
要件」につき，合理的な理由がある場合でなければ，これを講じてはならないと
規定した。 

２ このように，改正均等法で禁止される間接差別を３つの要件に限定列挙したこ
とにより，例えば，住民票上の世帯主か否かによって社内融資や保養施設の利用
等の福利厚生の適用につき取扱いを異にしている場合や，処遇の決定に当たって
正社員を有利に扱ったり，福利厚生の適用に当たってパートタイム労働者を除外
したりしている場合などは間接差別禁止の対象に入らないことになった。 
これでは，複雑化する差別事案の救済は全く進まず，間接差別の禁止を法律に

盛り込んだ意味が大きく減殺されることになってしまう。 
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もっとも，政府は，パラ２９０において，改正された指針において間接差別の
一般的定義が明確に示され，省令で規定されたもの以外についても，男女雇用機
会均等法違反ではないものの，裁判において，間接差別として違法と判断される
可能性がある旨，パンフレット等に記載し，周知啓発していると述べている。 

しかし，法律に間接差別の明確な定義を設けることと法的拘束力のない指針に
定義を設けることを同視することも同等に評価することもできない。 

また，厚生労働省は，女性労働者が裁判で間接差別を争うことを前提としてい
る。しかし，差別等を争う裁判は，いずれも長期化し，原告となった女性労働者
にとっては，きわめて大きな負担となっている。差別の形態が複雑化している間
接差別の事案では，現実の男女間格差を差別であるとして裁判で争うことは，女
性労働者の負担がいっそう大きくなるおそれがある。均等法において間接差別を
明確に定義をして禁止し，その違反は，均等法における救済手続によって解決で
きる制度を確立することが女性労働者のために必要である。 

さらに，これらの３つ以外の要件等の適用を間接差別として裁判で争うことも，
改正法においては，実際上非常に困難となってしまう。そのことは，制定当初の
均等法において，募集・採用，配置・昇進における女性差別的取扱いが禁止規定
とされず，均等な扱いが努力義務にとどまっていたことが，当時は男女別採用や
男女別配置をしていても未だ公序良俗に反していたとはいえない，という裁判所
の判断の根拠として挙げられていること（住友電工事件大阪地裁判決・２０００
年７月３１日，住友化学事件大阪地裁判決・２００１年３月２８日，野村證券事
件東京地裁判決・２００２年２月２０日，兼松事件東京地裁判決・２００３年１
１月５日，岡谷鋼機事件名古屋地裁判決・２００４年１２月２２日等）からも明
らかである。これでは裁判例を積み重ねていくことによって禁止の対象を広げて
いくことなどは期待できず，それどころか，裁判による救済の道を今以上に狭め
かねない。 

３ 合理的な理由については，指針において例示されたが，「コース別雇用管理制
度における総合職の募集又は採用における全国転勤要件」について，合理的な理
由がない場合として例示されたのは，次の(1)ないし(3)である。 
(1) 広域にわたり展開する支店，支社等がなく，かつ，支店，支社等を広域にわ

たり展開する計画等もない場合 
(2) 広域にわたり展開する支店，支社等はあるが，長期間にわたり，家庭の事情

その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き，転居を伴う転勤
の実態がほとんどない場合 

(3) 広域にわたり展開する支店，支社等はあるが，異なる地域の支店，支社等で
管理者としての経験を積むこと，生産現場の業務を経験すること，地域の特殊
性を経験すること等が幹部としての能力の育成・確保に特に必要であるとは認
められず，かつ，組織運営上，転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行
うことが特に必要であるとは認められない場合 
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しかし，(1)では，転勤の可能性がなく，(2)は，転勤の必要性を欠き，そもそ
も転勤が要件とはなりえない例である。 
(3)は，当該業務の遂行上の必要性と事業運営に照らした雇用管理上の必要性

の両方ともが存在しない場合である。 
これらのような，きわめて限定的な例が示されることにより，合理的な理由が

ないと認められるのは，非常に限られ，「コース別雇用管理制度における全国転
勤要件」が間接差別であると判断される事例は少ないと危惧される。 

実際，５で述べるとおり，改正均等法施行後においても，採用段階で総合職に
占める女性の割合が非常に低く，多くの女性は，一般職として採用されている。 

４ コース別雇用管理制度は，１９８６年の均等法の施行前後に，それまでの男女
別の雇用管理制度を改め，総合職，一般職のコースを設定し，コースごとの処理
を行うシステムとして，金融機関等の大企業を中心に導入されたものである。 
これに対し，労働省（当時）は，均等法の施行に当たり，指針において雇用管

理区分を設定し，雇用管理区分ごとに均等法違反の判断を行うと定めていた。そ
のため，均等法制定前の男女別の雇用管理が，「総合職」「一般職」と形を変え，
指針における「雇用管理区分」による違いであるとして，実質的な男女別の雇用
管理が温存されてきており，雇用管理区分が間接差別の温床となっているのであ
る。 

５ 「コース別雇用管理制度の実施・指導等状況」（２００８年１２月２４日・厚
生労働省）によれば，「採用の状況」においては，総合職の採用者に占める女性
の割合は，２００６年４月採用については１６．６％，２００７年４月採用につ
いては１２．４％，２００８年４月採用予定については１６．９％となっている。
総合職の採用者に占める女性の割合が１割未満である企業は，２００６年４月採
用については５６．３％，２００７年４月採用については４６．６％，２００８
年４月採用予定については５１．２％となっている。 

一般職の採用者に占める女性の割合は，２００６年４月採用については９２．
８％，２００７年４月採用については９２．６％，２００８年４月採用予定につ
いては９２．８％，一般職の採用者に占める女性の割合が１００％である企業は，
２００６年４月採用については８５．５％，２００７年４月採用については７６．
８％，２００８年４月採用予定については８０．７％となっている。 

 「在職者の状況」（２００７年）においては，総合職に占める女性の割合は６．
０％，総合職に占める女性の割合が１割未満である企業が８４．７％を占め，総
合職に占める女性の割合が３割を超える企業は存在しない。 

一般職に占める女性の割合は，７７．９％であり，５，０００人以上規模の企
業においては９０．０％，一般職に占める女性の割合が１００％である企業は３
０．１％となっている。 

  このように，コース別雇用管理制度の導入されている企業においては，賃金が
低く，昇進の遅い一般職にほとんどの女性が振り分けられている。 
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６ したがって，間接差別については，均等法に間接差別の定義規定を設け，これ
を禁止し，改正均等法で禁止される間接差別を３つの要件に限定する厚生労働省
令を改め，例示とするとともに，コース別雇用管理区分ごとに均等法違反の判断
を行うとの指針を削除することが必要である。 

 
２３ 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために，改正男女機会
均等法の下で事業主が講ずることが義務付けられている措置（報告パラ６１参照）
について，更なる詳細をいただきたい。この改正法が，違反した企業の名称の公
表以外に，遵守させるための懲罰的な措置を含んでいるかどうかを明らかにされ
たい。改正男女雇用機会均等法によって予見された新たな措置がどの程度実施さ
れたかを示されたい。 
１ 改正均等法第１１条１項の定める事業主の措置義務については，同条２項に基

づき，指針が定められ，指針において，職場におけるセクシュアルハラスメント
の内容及び措置義務の内容が，詳細に定められている。 

２ 今回の改正により，セクシュアルハラスメントは，企業名公表の対象となった。 
  企業名の公表制度は，１９９７年改正時に規定され，質問１９にも記載したと

おり，付帯決議においてその積極的な活用を図ることとされた。しかし，企業名
が公表された例はなく，２００６年改正により，セクシュアルハラスメントが企
業名公表の対象となってからも，企業名が公表された例はない。 

３ ２００７年の雇用均等室に対する相談は，約３万件，その内１５，７９９件（５
４．３％）がセクシュアルハラスメントに関する相談であった。また，同室にお
ける制度是正指導は，１５，０６９件であり，その内セクシュアルハラスメント
は，９，８５４件であった。 
しかし，その内容については，「法に沿ったセクシュアルハラスメント対策が講

じられていない企業や，セクシュアルハラスメントが生じた場合に適切な対応が
なされていない企業に対し，指導を行っている」との記述があるのみであり（２
００８年版女性労働の実情），制度是正指導の具体的な内容は不明である。また，
是正勧告の数，是正勧告に従わなかった企業の数も不明である。 

４ 改正法は，企業名公表以外には法の遵守を強制する懲罰的措置を含んでいない。 
なお，均等法は，第２９条において，事業主に対して「報告を求め」ることが

できる旨定めているが，改正法は，第３３条において，「報告をせず，又は虚偽
の報告をした者は，２０万円以下の過料に処する」とし，過料の制裁を新設した。 
法の遵守そのものを強制する懲罰的措置ではないが，均等法においては，初め

ての罰則規定である。 
しかし，この過料の制裁についても，現在に至るまで例がない。 
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２４ 前回の最終見解において（Ａ／５８／３８，パラ３６５），委員会は締約
国に，次回の報告において，日本のマイノリティ女性の状況に関する性別ごとの
データを含む包括的情報を，彼女たちの教育，雇用，健康状況及び暴力被害につ
いて提供することを要請した。そのような情報を提供されたい。 

１ 日本政府は，前回の総括所見で，マイノリティ女性の状況についてデータを報
告するよう勧告され，また，「男女共同参画会議監視・影響調査専門調査会」の
提言（２項参照）においても，その４項で「いわゆるマイノリティ及び人身取引
について，各府省が把握している関連データを取りまとめ，報告に盛り込まれた
い」と，マイノリティ女性に関するデータの報告を勧告された。 

２ 第６回政府報告書では，マイノリティ女性の項目が設けられ（第２条「５．マ
イノリティ女性について」パラ９８ないし１００），資料として，同和対策・地
域改善対策事業関連予算の状況（統計資料１３），アイヌ人口（同１４。２００
６年における男女別の人口），在日韓国・朝鮮人の外国人登録者数（同１５。２
００４年における男女別登録数）が添付された。 
しかしながら，当該項目で言及されているのは，同和，アイヌ，外国人のみで

あり，障害女性については何ら言及されていないなど，「マイノリティ女性」と
して検討すべき対象範囲は不十分である。 
なお，障害女性については，同報告書の第３条（女子の能力開発・向上の確保）

の１項「女性の完全な能力開発・向上のための措置」の（２）「障害を持つ女性
のための施策」において言及されているものの，当該項目は，障害者一般に対す
る施策が記載されているに過ぎず，特に障害を持つ女性に対する記載があるわけ
ではない。 
また，同和，アイヌ，在日外国人について，関連予算や男女別人口，登録者数

などのデータは提供されているものの，これらのデータのみでは，教育，雇用，
健康状態，受けている暴力など，マイノリティ女性の現状が把握できないこと明
らかであり，提供される情報の質，量ともに不十分である。 

３ 第６回政府報告書提出後の２００８年に行われたＵＰＲ日本審査において，日
本政府は，「マイノリティ女性が直面している問題に対応すること」という勧告
を受け入れた。本質問に対する日本政府の回答においては，上記勧告に従い，マ
イノリティ女性の状況に関する具体的かつ有益な情報が提供されることを期待
したい。 
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２５ 報告は，移民女性や難民女性の状況に関する情報を何も提供していない。そ
のような情報，特に，移民・難民女性の経済的・社会的状況及び彼女たちを支援し，
暴力と搾取から保護するために取られている措置についての情報を提供されたい。 

１ 日本の外国人登録者数は，２００７年末現在で約２１５万人であり，男女別で
は女性が約１１５万人，男性が約１００万人である。１０年前に比べると約６７
万人増加し，この１０年間で約１．５倍になった。 日本の総人口約１億２７７
７万人に占める割合は約１．７％である。登録者の国籍は１９０におよび，国籍
別に多いのは中国（台湾，香港を含む）約６１万人（２８．２％），韓国・朝鮮
約５９万人（２７．６％），ブラジル約３２万人（１４．７％），フィリピン約
２０万人（９．４％）などである。このほか外国人登録をしていない外国籍の人
たちが相当数おり，その中には適法な在留資格を有していない人約１１万３００
０人が含まれる（２００８年法務省入国管理局統計）。    ２００６年に国
内で婚姻届出をしたカップルのうち一方または双方が外国籍の組み合わせは６．
６％で，ほぼ１５組に一組，同年に国内で生まれた新生児約１１０万人のうち親
の少なくとも一方が外国籍である子は３．２％で，ほぼ３０人に一人である（２
００７年厚生労働省人口動態統計・同別表「日本における外国人の人口動態」）。 

また，日本国籍保持者の中には，アイヌ民族，朝鮮や台湾など旧植民地出身
者で日本国籍を取得した者，長期の在留を経て日本国籍を取得した者などがいる
が，これらの人たちの多くが民族的少数者である。なお，１９９９年以降，毎年，
１万数千人が日本に帰化しているが，その多くが韓国・朝鮮及び中国からの帰化
である（法務省民事局サイト）。 

このように日本の社会は既に多民族・多文化社会に変容しつつあるが，言語・
文化・社会制度など多方面で日本社会への同質化・統合を前提としており，多
文化共生を受け入れる体制は，ほとんどできていないといえる。 

２ 移民女性の経済的・社会的状況，暴力・搾取からの保護 
(1) 国際的に定まった「移民」の定義はないが，ここでは「通常の居住地以外の
国に移動し少なくとも１２か月当該国に居住すること（長期の移民）」を念頭
におく。（２００６年６月の国連事務総長の総会報告・「国際移民と発展」） 

(2) 外国籍女性と日本人男性との婚姻は，年間約３万件前後で推移している。１
９７５年頃を境に，それまでの「日本女性と外国籍男性」の組み合わせから「外
国籍女性と日本人男性」のカップルに主流が代わり，以後，この傾向が続いて
いる。アジア諸国出身の女性が多いという事実も含め考えれば，経済格差が背
景にあることが容易に推測される。また，日本人男性と外国人女性との結婚を
仲介する多数の業者が存在し，相手方に伝える情報が極めて不正確・恣意的で
あったり，多額の保証金をとるなど問題が多く発生しているが，法的規制は何
もない。 
ところで，外国人女性のＤＶ被害数の統計はない。しかし，内閣府その他の
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調査によればおよそ３人に１人の女性がＤＶ被害を受けており，仮にこれを２
００７年現在の外国人登録者中の女性約１１５万人にあてはめると，約３８万
人のＤＶ被害者がいることになる。また，  ２００８年４月～９月の半年間
に全国の婦人相談所で一時保護された外国人女性の数は３１５人で，その８割
がＤＶ被害者である（「婦人相談所における外国人の一時保護の国別状況」
http://www.wam.go.jp/）。 
また，日本人女性であっても不安定就労が多く賃金も低いため，日本語が不

自由な外国籍女性にあっては，なおさら十分な収入が得られる仕事につくこと
が困難であり，経済的にも日本人夫に依存せざるを得ない場合が多い。さらに，
在留資格の取得・更新には原則として日本人夫の協力が不可欠であって，別居
や離婚をすれば否応なく帰国せざるを得ないことが多く，そのためＤＶ被害者
である外国籍女性は夫のもとにとどまりＤＶを受け続けることになる。入管制
度がＤＶ被害者を追い詰め，加害者を支援する結果となっている。 
このように，日本人男性と婚姻した外国籍女性の状況は厳しい。 

彼女達の支援をしてきたのは，数少ない民間支援機関である。ＤＶ等により夫
の協力が得られない外国籍女性は在留資格の更新ができない場合があるが，そ
のような場合，唯一の公的保護支援機関である婦人相談所は（２００１年から
は配偶者暴力支援センターを併設），女性達の保護はするが入管法違反の事実
を入管に通報することになっていた。この姿勢が改善されたのは２００４年で
ある。その後ようやく，外国籍女性も日本人女性と同様，安心して婦人相談所
を利用できるようになった。しかし，彼女達の母語を解するスタッフがほとん
どおらず，適切な通訳の常駐もなく，また，一時保護後の転居先確保はさらに
難しい。 

法務省入国管理局は，２００８年７月，ＤＶ被害者の在留審査・退去強制手
続きに関して通達を発出し（法務省管総第２３２３号），保護の観点に立つと
した「ＤＶ事案に係る措置要綱」を定めた。しかし実際の判断状況は，まだわ
からず，今後，フォローの必要がある。 

   また，２００９年４月，外国人の在留管理を国に一元化して強化する，入管
法の改正法案の審議が国会で開始された。同法案は，日本人の配偶者がその「身
分を有する者としての活動を継続して３月以上行わない」ときなども，在留資
格取消制度の新たな対象とするとしているが，相手方の不貞行為やＤＶの被害
が原因で別居を余儀なくされている者まで取消の対象となりかねず，外国人配
偶者の立場を著しく弱めるものとなっている。 

(3) 研修・技能実習 
日本における外国人研修生の受け入れは１９５０年代後半に始まった。１９

８９年入管法改正により在留資格「研修」が設けられ，１９９０年には企業単
独型に加え団体監理型（中小企業団体を通じて中小企業等が研修生を受け入れ
る形態）の受入も認められるようになった。１９９３年には，研修を終了した
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研修生を雇用関係の下で技能実習生とし引き続き在留を認める「技能実習制度」
（在留資格は「特定活動」）ができ，１９９７年には実習中の在留期間が２年
に延長され（研修とあわせて最長３年），現在の制度となった。 
２００７年における在留資格「研修」の新規入国者は約１０万２０００人，

技能実習への移行者は約５万４０００人，技能実習中の者は１０万人近くおり，
研修生と技能実習生をあわせると合計約２０万人が日本国内で働いている。国
籍別では，研修生の約８０％を中国が占め，他はインドネシア，ベトナム，フ
ィリピン，タイなどである。２００７年に財団法人国際研修協力機構（ＪＩＴ
ＣＯ）が支援した研修生約７万２０００人のうち，女性が約５４％である。ま
た，年齢別には２０～２４歳が約４１％，２５～２９歳が約２９％である。 
受け入れ企業は中小企業（特に従業員９９人以内の小企業）が大半で，業種

別では衣服その他の繊維製品製造業，食料品製造業，輸送用機械器具製造業，
建設関連工事業，農業などが多い（以上，２００８年度版外国人研修・技能実
習事業実施状況報告＝ＪＩＴＣＯ白書）。 
しかし，研修生への労働者としての保護の欠如（労働関係法令の不適用），

低賃金・長時間労働，作業内容が単純労働であること，受入機関による外出規
制，電話等の禁止，パスポートの取り上げ，強制貯金，中途帰国に対する罰金，
セクシュアル・ハラスメント，暴行，労災，送り出し機関による高額の保証金
預託・違約金徴収等々，多くの問題が指摘されている（外国人研修生権利ネッ
トワーク）。首都圏移住労働者ユニオンが受けた相談事例では，受け入れ先か
ら，滞在中の結婚・妊娠の禁止などの制約や，実習生のみ低賃金などの労働条
件における差別を受けている例があった。 
そこで，法務省は，「技能実習」の在留資格を新設し，労働者としての立場

を保護する方針を固め，２００９年３月に国会に提出した入管法改正案に盛り
込んだ。新たな在留資格「技能実習」は，初めの２カ月間，語学や技能習得の
講習を受け，３ヶ月目からは企業側と雇用契約を結び，受け入れ期間は従来と
同じで最長３年とする。これにより，従来は来日２年目からしか適用されなか
った労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を３カ月目から適用するとい
うものである。 
しかし，この改正案によっても，管理された安価な外国人労働力を活用する，

短期的な日本型ローテーション政策という実質はかわらない。外国人研修生・
技能実習生に対する国内法上の保護を拡大し，研修生や技能実習生を搾取し，
また不当に扱う使用者に制裁を課し，研修生，技能実習生の権利を適切に保護
する制度に改めるべきである。 

   この点について国際人権（自由権）規約委員会の第５回日本政府報告書審査
の総括所見でも勧告がなされている。 

(4) 看護師・介護福祉士 
日本は，２００６年にフィリピンと，２００７年にインドネシアとの間で，
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二国間経済連携協定（ＥＡＰ）を締結し，その中で「看護師・介護福祉士の候
補者の受け入れ」を決めた。病院または介護施設で就労研修を行い，看護師・
介護福祉士試験に合格して各資格取得を目指すコース（就労コース）が原則で
あるが，フィリピンの場合は介護福祉士養成施設で就学しその資格取得を目指
すコース（就学コース）もある。 

この協定に基づき，２００８年８月にインドネシアから２０５人が来日した
（海外技術者研修協会の分は１４９人で女性１０１人，男性４８人。他に国際
交流基金で研修受講者もいる）。フィリピンからは，２００９年からの２年で
看護師４００人・介護福祉士６００人の候補が来日する予定である。 

日本側の目的は，看護師・介護福祉士いずれについても国内における人員不
足を補うことである。看護師不足の要因として，資格を持ちながら出産や育児
を機に離職する職員が多いこと（推計５万人），長時間勤務や深夜勤務など労
働条件の厳しさや医療技術の高度化なども影響して職場復帰が進まないこと，
新卒看護師の離職率が高いこと等が挙げられる（国立国会図書館レファレンス
２００６．２山崎）。介護福祉士も，急速な社会の高齢化の中で需要は増大し
ているが，低賃金など労働条件の厳しさから資格を持ちながら就職後数年以内
に離職する人が多い。 

また，看護師は３年，介護福祉士は４年以内に日本の国家試験に合格し，資
格を取得しなければならない。資格が取得できなければ帰国することになる。
研修中の３年ないし４年は看護助手・介護助手として就労する（実務研修）。
その間，受入れ機関は日本人職員と同等の報酬を支払うこととされているが，
宿舎などの経費を控除すると，手取賃金は，相当低いことが予想される。そし
て，専門用語だらけの日本語による試験に合格することは相当難しい。 

そのため，３年を限度に「総入れ替え方式」をとる研修生・技能実習生の焼
き直しになる怖れがあるとの指摘がなされている（ヒューライツ大阪 
http://www.hurights.or.jp/newsletter/）。 

看護職や介護職への従事者は，女性が多数である。仮に外国籍女性の仕事先
の確保という面があるとしても，日本国内で有資格者が就業を継続できない原
因・状況を放置したまま，それ故に生ずる人手不足を外国人女性で穴埋めしよ
うとしているとも考えられ，女性を低賃金労働者として固定化する怖れが強い。 

 
３ 難民女性 

日本は難民認定に消極的である。申請手続きが厳格であるうえ，認定数は，非
常に少ない。難民認定制度ができた１９８２年以降の認定数は，法務省入国管理
局のウェブサイトに掲載されている（２００９年１月３０日法務省入国管理局公
表 http://www.moj.go.jp/PRESS/090130-1.html）。 
申請者の国籍ではミャンマー，トルコが多いが，認定数ではミャンマーが多い

一方，トルコは累計ゼロである。政府は，男女別の統計ならびに実際の生活状況
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等を調査し，公表すべきである。 
難民申請者が正規に滞在していない場合，原則として仮滞在許可という暫定的

地位が与えられるが，この許可をする場合には，一律に，「収入を伴う事業を運
営する活動又は報酬を受ける活動の禁止」という条件を付すこととされている（入
管法施行規則５６条の２第３項３号）。また許可をしない事由も広範であり，２
００８年に許否の判断がされた６５６件のうち許可されたのは５７件である。そ
の他の申請者は，非正規滞在として扱われる。 

難民申請者に対しては，一般の社会保障制度がほとんど適用されない。例えば，
生活保護，国民健康保険への加入，児童扶養手当の支給はなされない。 

難民申請者に対する保護措置は，外務省が財団法人アジア福祉教育財団難民事
業本部に委託して実施しているものであるが，その支給額は，最低限度の生活を
保障するものとされる生活保護の受給額を相当に下回るものでしかなく，また，
一部の難民申請者に対して支給されるにすぎない。さらに，外務省・財務省は難
民申請数の増加に対応する予算増加をしないので，２００９年から，選別的な支
給打ち切り，拒否が発生している。 

このような現状は，難民申請者の生存を脅かす。 
この点について国際人権（自由権）規約委員会の第５回日本政府報告書審査の

総括所見で，難民申請者に対する，手続の全期間にわたる適当な国庫による社会
保障あるいは雇用へのアクセスを確保すべきである，と勧告されている。 

  
２６ 報告は，女性は男性よりも寿命が長いと延べ（パラ１３参照），人口の高齢
化率は，２０２５年には２８．７％，２０５０年には３５．７％へと，急速に伸び
続けると予測している（パラ１４参照）。日本の高齢女性が直面している健康リス
クその他の脆弱な面を考慮して，介護体制の整備を目的とした施策以外の，人口の
この部分を特に対象とした政府の政策及びイニシアティブに関して更に詳しく述
べられたい（パラ１１０－１１４参照）。 
 
１ 高齢社会の認識 

日本においては，既に国民の５人に１人が６５歳以上であるが，その約５８％
は女性であり，８５歳以上では約７２％が女性である。従って，高齢者施策の影
響は，女性の方がより強く受ける。 
核家族化が進み子供の同居が少なくなる中で，高齢者の一人暮らしが増えてお

り，７５歳以上の女性では１９％が一人暮らしである。６５歳以上単独世帯は，
今後も急増し，２０２０年には世帯主６５歳以上の世帯の中で単身世帯が最多を
占める見込みである。さらに，生涯未婚率の上昇，離婚の増加，少子化の進行な
どもあいまって，子供がいない一人暮らし高齢者の増加が予想される。若年層に
限らず壮年層でも不安定就労や失業が増えており，特に，女性は，不安定就労の
割合が高く，高齢期の生活設計を描けない層の増加が懸念されている。 
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２ 高齢女性の貧困 
高齢者の中でも，とくに厳しい経済状態におかれているのが高齢単身女性であ

る。３割以上が年間所得１００万円未満であるなど低所得層に集中しており，ま
た，貯蓄等資産の保有も少なく１００万円未満が約１割，３００万円未満が約２
割である。高齢単身女性の中でも，特に離別女性の状況は厳しい。１割以上が年
間収入６０万円未満，３割以上が１２０万円未満である。２００５年の生活保護
被保護人員数における高齢者の割合は約４割であり，そのうち単身女性が４割強
を占め，その数は，年々増加している。 
高齢期の経済状況に影響を与える主要な因子は就労経歴である。女性は男性に

比べてパートなど非正規雇用が多く，雇用の中断や出産・育児に関する不利な扱
い，昇進・昇格差別，差別的賃金体系など生涯を通じて差別を受け続けることが
多い。これが賃金格差となり，貯蓄など資産の乏しさや年金水準の低さに直結す
る。特に，高齢者世帯の所得の約７割は公的年金・恩給が占めるため，年金格差
の影響は大きい。 
自営業や農林水産業などの家族従業者には女性が多いが，その貢献が金銭的に

評価されず，本人名での資産形成はなく，国民年金基礎年金のみという場合が多
い。 
家事・育児など無償労働をして家族を支えてきたのに無年金という女性もいる。 
生活保護の老齢加算の廃止（２００５年）も影響が大きい。 
政府は，年金制度の拡充，離婚時の年金分割制度の創設などの施策を講じてい

るという。しかし，非正規不安定就労が多いこと，正規雇用であっても差別賃金
が存在していること，国民年金（女性がこれが多い）と厚生年金の格差が大きい
ことなど，依然，大きな問題である。 

３ 後期高齢者医療制度 
政府は，高齢化の進展による医療費の増大が財政に与える影響として無視でき

なくなったとして，従来の老人保健制度を全面的に改正し，２００８年４月から
後期高齢者医療制度をスタートさせた。７５歳以上の高齢者（後期高齢者）は，
従来の医療保険制度とは独立した制度に加入することなり，保険料は原則として
年金から天引き徴収されることが問題となった。 医療費の負担割合は，国と地
方自治体による公費負担が５割，現役世代の保険料が４割，高齢者の保険料が１
割となっている。  
所得にかかわらず保険料の支払いが必要となり，長く滞納すれば健康保険証が

交付されないこともあるため，特に，低収入の高齢女性にとっては過酷な結果と
なる。 
国民の強い批判を受けて政府は見直しを約束したが，現在までに実質的な見直

しはされていない。 
４ 高齢者虐待 

高齢者虐待の被虐待者の約７７％は女性であり，虐待者の約３９％は息子，約
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１５％は夫である。身体的虐待，心理的虐待，介護等の放棄，経済的虐待（年金
を取り上げる）などがある。 
（以上，高齢男女の自立した生活については，２００８年６月１３日男女共同参
画会議監視・影響調査専門調査会『高齢者の自立した生活支援に関する監視・影
響調査報告書』による。） 

 

２７ 報告は，１０代の人工妊娠中絶率は１０．５（女子人口千対）（２００４年）
であると述べている（パラ３５５参照）。思春期の少女が年齢に適した性と生殖の
健康（リプロダクティブ・ヘルス）及び家族計画に関する情報並びに手頃な価格の
避妊手段にアクセスできるように，性と生殖に関する健康についての教育を含む包
括的な性教育の計画を推進するために，どのような措置が取られているか。政府は
人工妊娠中絶を非犯罪化するつもりはあるか。 
 
１ 人工妊娠中絶 

人工妊娠中絶件数および人工妊娠中絶実施率（１５才以上５０才未満女性人口
千対）は，１９７５年の約２２（実数約６７万件）から一貫して減少傾向にある
ものの，２００６年にも約９９（実数約２７万件）を示している。また，２００
６年の中絶件数を年齢階級別でみると，２０才未満約２万７４００件，２０～２
９才約１２万６３００件，３０～３９才約１０万３４００件，４０～４９才約１
万７７００件である（２００８年版男女共同参画白書）。総数としての減少傾向
の中で，２０才未満の中絶だけは件数実施率ともに増加しているが，中絶の多発
は，すべての女性に共通する問題である。なお，２００６年でみると，出生１０
０に対する中絶数の比率は２５．３である（国立社会保障・人口問題研究所サイ
ト・人口統計資料集２００９
http://www.ipss.gp.jp/syoushika/tohkei/Data/Popular2008/T04-21.html）。 
中絶ができずに出産した女性が新生児を遺棄したり殺害する事件も，度々起き

ている。２００７年５月，熊本県内の病院が「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃ
んポスト）を開設した。 
日本社会では，一般に，中絶や新生児の遺棄，殺害などすべてについて，女性

だけを批判し非難する傾向が顕著である。出生児や胎児の父親の存在は全く見え
ず，その責任は，不問に付されている。 

２ 性教育（学校，社会） 
リプロダクティブ・ヘルス・家族計画・避妊方法等に関する情報提供や教育は，

１０代だけでなくあらゆる世代の女性に対してもほとんどなされていない。逆に
インターネットや雑誌などを通じて不適切な性情報が氾濫している（第１２項参
照）。 

また，日本では避妊方法の主流はコンドームであって，低用量経口避妊薬（ピ
ル）の購入には医師の処方箋が必要である。未婚の女性に限らず受診への抵抗感
があり，費用負担も相まって，利用率はきわめて低い。 
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これらの現状に対し，厚生労働省は，人工妊娠中絶が女性の心身に及ぼす影響
や安全な避妊（特に女性が主体的に避妊を行う方法）に関する知識の普及をはか
っているというが，啓発資料等を目にすることはほとんどない。 

学校における性教育については，特に問題が多い。文部科学省は，１９９９年
に教員向けに配布した性教育指針「学校における性教育の考え方，進め方」にお
いて，性教育の全体計画の作成方法として「各教科，道徳，特別活動における指
導内容のうち，性教育と関連する事柄は，発展的に取り扱えるようにする」と記
載した。ところが，一部国会議員らが，この記載が「指導要領を大幅に逸脱した
過激な性教育を行う温床になっている」などの執拗な攻撃を続けた。文科省は，
２００８年，この記載を「極端な性教育を容認する根拠として誤解されるおそれ
があった」として削除するとともに，この指針を効果的な性教育の事例紹介に改
めることとした。さらに，新学習指導要領の総則で「児童生徒の発達段階を考慮」
と明記し，解説書に「家族や地域の理解を得る」と盛り込むなどして，「過激な
性教育」に歯止めをかけるとしている。 

東京都立七生養護学校では，障害を持つ子どもたちが自分の体をきちんと理解
できるよう，きめ細かな性教育を実践し，保護者からも支持されていた。ところ
が，この実践を自民・民主両党の都議が「過激性教育」と攻撃し，２００３年９
月，都教育委員会が教材を没収するとともに，校長ら教職員を大量に処分すると
いう事件が起きた。処分を受けた元校長が都に対し処分撤回を求めた訴訟で，２
００８年２月，東京地裁は，処分は裁量権の乱用にあたり違法であるとして都に
処分の取り消しを命じた。さらに，元教員ら３１人が都や都議ら３人らに教育へ
の不当な介入であるとして損害賠償を求めた訴訟で，２００９年３月，東京地裁
は「都議らの行為は，政治的な主義・信条に基づき学校の性教育に介入・干渉す
るものであって，教育の自主性をゆがめる危険がある」と指摘，さらに，都教委
が不当な支配から同校の教員を保護する義務があったにもかかわらずこれを怠
ったとして，都議ら及び都に対し損害賠償の支払いを命じた。被告らは，いずれ
も控訴しており，同様の事態が続く怖れがある。 

３ 人工妊娠中絶の非犯罪化 
刑法は，妊娠中の女性が自ら薬物使用その他の方法により堕胎することを処罰

対象とし（第２１２条），当該女性の同意または嘱託を受けて堕胎した者を加重
処罰の対象とする（第２１３条・第２１４条）。通説によれば，その法益は，胎
児の保護と母体の保護である。 

実際には，堕胎は，専ら医師による人工妊娠中絶として行われ，自己堕胎や医
師以外の者による同意・承諾堕胎はほとんどない。従って，刑法第２１２条・第
２１３条による処罰例はほとんどないと思われる。しかし理論的には，母体保護
法により人工妊娠中絶が許容される場合であっても，自己堕胎罪によって女性自
身が処罰される可能性がある。 

他方，母体保護法によれば，妊娠２２週までの女性は，妊娠の継続または分娩
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が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する怖れがあるとき，ま
た，強姦されたときは，医師による人工妊娠中絶を受けることができる。ただ，
中絶のためには，原則として配偶者の同意が必要とされ（第１４条），かつ中絶
可能週数が通達によって定められている。 

両法は，妊娠の継続や分娩に関する女性の自己決定権（産む産まないを決める
権利）を認めていない。しかし，自己堕胎ならびに同意・嘱託堕胎を処罰する刑
法第２１２条ないし２１４条は，廃止すべきである。もちろん，不同意堕胎の処
罰は，必要であるが，これには傷害罪が適用される。また，中絶の際に配偶者の
同意を要件とすることは，中絶の可否の最終的な決定権を男性に認めることを意
味するうえ，ＤＶ被害を受けて避難している妻にとっては中絶について夫の同意
を得るのは危険であり困難でもある。両性の平等を保障した憲法第１４条ならび
に人格権を保障した同第１３条に照らし，配偶者の同意を人工妊娠中絶の要件と
する母体保護法の規定を改正すべきである。しかし，これらの規定を改正する計
画は，政府にはない。 

 
２８ 前回の最終見解において（Ａ／５８／３８，パラ３７１参照），委員会は，
民法が，婚姻最低年齢，離婚後の女性の再婚禁止期間，夫婦の氏の選択などに関
する，差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明した。報告は，女
性に対して差別的な民法の規定を廃止するために政府が取った具体的な行動に
関して，何も示していない。この情報を提供されたい。 

 
政府には，民法の女性に対する差別規定を廃止するための民法等法律改正案を国

会に提出する動きを見ることができない。 
日弁連はこれまで，家族法問題について，これまで女性に対する差別を撤廃する

ために婚姻年齢を男女とも１８歳とすること，再婚禁止期間を廃止し，選択的夫婦
別氏制度の導入等について意見表明をしてきた。 

ところで，再婚禁止規定との関連で，民法第７７２条により結婚届出後２００日，
離婚届後３００日以内に生まれた子は前夫の嫡出子と推定されるため，子が前夫の
戸籍に記載されることや，前夫の子でないことを法律上確定するためには前夫が訴
訟手続きに関与することは避けられないので，これを避けるため母親が子の出生届
出をしないことが生じ，無戸籍となった子どもの救済が数年前から社会問題化した。
政府は，２００７年５月２１日通達により，医師による「懐胎時期に関する証明書」
の記載から，推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消の日より
後の日である場合に限り，民法第７７２条の推定が及ばないものとして，母の嫡出
でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能となった。しかし，このよ
うな通達によっても全ての無戸籍児を救済することはできない。嫡出推定が重複す
るようなケースは前婚が離婚届前から事実上は破綻し，後婚の同居が先行している
ケースが圧倒的に多いので父性推定の重複を避けるという観点からは，出生した子
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は後夫の子と推定する方が再婚の実態にかなう。よって，政府は，現在民法第７３
３条により女性に対する６ヶ月の再婚禁止期間を廃止し，万一生まれる子の嫡出推
定が重複するときは後婚の夫の子と推定するものとして同法第７７２条を改正し，
無戸籍児の救済及び，婚姻における女性差別を撤廃して女性差別撤廃条約第１５条
及び第１６条に沿うよう立法上の措置をとるべきである。 

政府は，２００８年６月人権理事会の普遍的定期的審査（ＵＰＲ）の作業部会報
告書において，「女性を差別している法律条項を全て撤廃するとともに，女性に対
する差別関連の対策を継続すること」を勧告され，この勧告をフォローアップする
ことを了解した。政府は，人権理事会で約束したとおり直ちに，民法の再婚禁止期
間の廃止に限らず，その他の婚姻規定に関する女性に対する差別的な規定を改廃し
て，女性差別撤廃条約の締約国としての義務を果たし，国際社会に対し，誠実且つ
真摯な対応を示すべきである。 
 
２９．離婚時の分与される財産の種類に関する情報，特に，法律が無形の財産（例
えば，年金，退職金，保険金）の分与を認めているかを示されたい。また，法律が
将来の稼得能力や人的資本の分与を認め，又は離婚時の財産分与において，高めら
れた稼得能力や人的資本を何らかの方法で（例えば，他方配偶者のこの種の資産に
おける推定持分割合を反映した一括払いを認めることを通じて，又は離婚後の一方
配偶者からの補償的な給付を考慮することにより）斟酌するかどうかも，示された
い。 
１ 財産分与の対象は，婚姻期間中に協力して取得した財産であり，無形財産も一

定の限度で対象となる。 
(1) 退職金は，すでに支給されていれば，婚姻期間に対応する退職金額が分与の
対象となる。将来支払われる退職金は，近い将来の退職が予想され，退職金の
支払いが具体的に見込まれる場合など，近い将来における受領の蓋然性が高い
ものに限り，婚姻期間に対応する退職金額が分与対象とされる。 

(2)保険金については、保険料の支払いを夫婦で協力して支払ってきた場合、支
給確定分については清算対象となる。保険料支払い中の生命保険については、
判例には対象と認めないものもあるが、調停や和解の実務では離婚時（または
別居時）の解約返戻金相当額を分与の対象と扱う場合が多い。 
保険金もおおむね受領できる蓋然性が高いもののみが対象となり，財産分与

時に具体的金額が確定できなければ対象外とされてしまう。 
(3) ２００４年厚生年金保険法等改正により離婚時の年金分割制度が設けられ，
２００７年４月から年金分割制度が始まった。婚姻期間に対応する厚生年金（共
済年金）の保険料納付記録が分割対象であり，最大２分の１まで分割される。
ただし，分割するには，当事者間で合意をするか，裁判上の手続きを経なけれ
ばならない。 

国民年金第３号被保険者については，２００８年４月以降の納付記録につい



62 
 

て，配偶者との合意や裁判上の手続きを経ることなく，請求により保険料納付
記録が半分に分割されることとなった。しかし，２００８年４月以前の納付記
録については，依然として配偶者の合意や裁判上の手続きが必要とされる。 
また，これらの法改正によっても，厚生年金基金などの上乗せ部分や企業年

金，私的年金などは，年金分割の対象とならないため，これらについては，財
産分与に当たり，別途考慮される必要がある。 
 

２ 民法は，裁判所が「一切の事情」を考慮して財産を分与すると規定しているに
すぎず（第７６８条），分与対象財産の範囲や分与基準は，明確でない。また，
高められた稼得能力や人的資本の分割に関する具体的規定はない。 

裁判所は，「一切の事情」として，離婚後の経済的自立が困難な当事者に対し，
扶養的要素を考慮して分与を決めることはあるものが，補充的・救済的なものに
過ぎず，金額も不十分な上，件数も少ない。 
女性は，婚姻や出産を契機として退職し，または非正規労働に従事することが

多いため，婚姻期間中，稼得能力を高める機会が非常に制限されている。そのた
め，離婚後に経済的自立を図ることは非常に困難である。他方，男性は，このよ
うな女性配偶者の家事労働に支えられて，婚姻期間にわたり稼得能力を高めてい
る。 
近時，裁判所では，女性の家事労働負担を考慮して，婚姻中の財産形成への寄

与度を５割と認定する例が増えつつある。しかしながら，財産分与にあたり，一
方配偶者の家庭内での支援を受けて高められた他方配偶者の稼得能力について，
将来分も含めてこれを評価し，分与の対象とすることはほとんどなく，これらが
扶養的要素としてさえ考慮されているとは言い難い。 
 

３ しかも，財産分与が調停，審判並びに判決で決められても，配偶者である女性
が財産分与を現実に手に入れることは，困難を伴う場合が多い。何故ならば，わ
が国に社会においては夫が財産管理をしている場合がまだまだ多いところ，配偶
者である夫の財産を正確に把握する手段は限られている。財産の開示に応じない
場合や財産を第三者名義にしてしまう場合もあり，財産分与の対象となる財産の
特定が困難であることも少なくない。 
また，第三者名義の財産は，原則として財産分与の対象とならないため，夫婦

が協力して形成した財産であっても，これが第三者名義（夫婦の経営する会社な
ど）である時，財産分与の対象とすることが困難な場合もある。 

従って，任意に支払いをしない場合は，その財産に対し強制執行をする必要が
あるが，財産の在りどころが掴めないため，強制執行時の財産を把握することが
困難だったり，判決までに財産が費消されてしてしまうこともあり，判決内容を
実現することは困難であることが多い。 
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４ 協議離婚や代理人の関与しない調停離婚では，なお寄与の割合を同等としない
ことや，財産分与がないことも多く，協議離婚の大半において，将来給付や稼働
能力の分割がなされていない。 
そのため，離婚後の女性の経済的基盤は，なお十分でなく，離婚後の生活不安

から，離婚を躊躇したり，離婚できないという女性も少なくない。 
 

３０ 委員会の前回の最終見解を踏まえ（Ａ／５８／３８，パラ３７５参照），女性
差別撤廃条約選択議定書の批准に関する進捗を示されたい。 
 
１ 日本政府は，個人通報制度について，司法権の独立との関係で問題となりうる

との立場をとっており，１９９９年以降，個人通報制度導入の可否の検討を続け
ており，全く進展はない。 

２ もっとも，前回委員会の意見を受け，２００４年７月２８日，男女共同参画会
議苦情処理・監視専門調査会は，「国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透に
ついて」の中で，選択議定書について，次のとおり述べている。 

  「司法権の独立については，通報は，女子差別撤廃委員会が，（ア）国内的救
済措置が尽くされたことを確認し，又は，（イ）国内的救済措置の適用が不当に
引き延ばされ，若しくは効果的な救済の見込みがないと判断した場合を除き，
検討されないことに留意が必要である。また，女子差別撤廃委員会の意見及び
答弁は，法的拘束力を持つものではなく，誠意をもって考慮すれば足りると考
えられている。なお，女子差別撤廃委員会は，最終コメントにおいて『選択議
定書の提供するメカニズムが司法の独立を強化し，司法が女性に対する差別を
理解する上での助けになる』としている。 
選択議定書については，批准の可能性について早期に検討する必要がある。」 

３ これを受け，２００５年１２月２７日閣議決定された，「男女共同参画基本計
画（第２次）」において，「女性の地位向上のための国際的な規範や基準，取組み
の指針を社会一般に周知するとともに，積極的に国内に取り入れるよう努める。」
ことが明記された。 

４ しかしながら，日本政府は，２００８年４月，第６回報告においては，「国際
人権諸条約の下での同制度については，締結・受け入れを行っておらず，現在検
討中である」と述べるのみである。 

  同年３月４日付男女共同参画会議「男女共同参画基本計画（第２次）フォロー
アップ結果についての意見」においては，「国際規範・基準の国内への取り入れ・
浸透」の項目中，選択議定書の批准については，全く触れられておらず，選択議
定書の批准に向けた日本政府の積極的な取組みが見られないだけでなく，むしろ，
日本政府の取組みは，後退している。 

本質問に対しても，日本政府は，検討を継続している旨回答しているのみであ
る。 

５ 国際人権規約委員会は，２００８年１０月，日本政府に対し，第一選択議定書
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の批准を検討すべきであるとの所見を出している。 
また，政府は２００８年６月，国連人権理事会本会議において，同年５月の作

業部会報告書に示された項目の中で，自由権規約第２選択議定書を除く人権条
約・選択議定書の批准を検討することを約束した。右選択議定書の中には，女性
差別撤廃条約選択議定書が含まれる。 
国内においても，参議院においては，選択議定書の批准を求める請願が，２０

０１年から２００８年までの通常国会において７回，臨時国会において３回，採
択されており，選択議定書の批准を求める国民の意思は，明確になっていると言
うべきである。 

  日本政府は，選択議定書の批准につき，すでに長期にわたり，研究を実施して
きており，３に述べた「国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透について」に
おいては，個人通報制度と司法権の独立との関係についての検討結果が示されて
いる。 

  したがって，日本政府は，できるだけ早く批准に向けた具体的な施策の検討を
始めるべきである。 

 
以上 

 




