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はじめに

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 （いわゆる「ドメス」

ティック・バイオレンス防止法 。以下「ＤＶ防止法」という）は、その制定の当」

初より、暴力や被害者の定義の狭さ、不十分な保護命令制度などさまざまな問題点

が指摘されていた。

全面施行後、１年余を経た現時点では、これらの問題点はさらに明確になり、改

正の課題も明確になっている。

今回の改正では、当初の問題点の克服が、ＤＶ防止法を真に女性に対する暴力の

防止と被害者保護の目的達成という観点から行われることが求められている。

ＤＶ防止法改正についての意見は、既に関係各方面から出されているが、本意見

書はそれらの意見書では十分に触れられていない点も含めて、法律家の立場から単

なる現行法の手直しにとどまらず、ＤＶ被害者の保護及び支援のあるべき方向性を

示すための意見を述べるものである。

第１ ＤＶ防止法の現状と問題点

１．ＤＶ問題に関する研修の充実

どのような法律でも、どのように運用がなされるかによって法律の効果は左

右される。特にＤＶ防止法の運用は、ＤＶが女性に対する社会の差別構造とそれ

に起因する意識により生み出されるものであるという特質を理解していなけれ

ば、適切な運用は望めない。

ＤＶ防止法第２３条第２項は職務関係者に対する研修及び啓発を国及び地方

公共団体に義務付けているが、実際には職務関係者に対する研修は非常に不十分

である。

研修を実効性あるものとするには、男女雇用機会均等法第２１条（職場にお

ける性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮）において設けられて

（ ） 、 、いるような指針 ガイドライン を ＤＶ防止法第２３条第２項についても設け

具体的な研修方法、研修のための教材等についても規定される必要がある。

特に、司法関係者への有効な研修は急務である。なぜなら、ＤＶ防止法に基づ

く具体的な被害者救済の多くが司法機関を通じてなされるからである。また、司

法機関でのＤＶ問題の扱い方が、その他の分野でのそれのモデルとなるからであ

る。

なお、ことは弁護士についても同様である。ＤＶ被害者から相談を受ける弁

護士自身が、必ずしもＤＶについて正しく理解し、被害者に適切に対処している

とはいえない場合もある。したがって、日本弁護士連合会の会内においても、Ｄ
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、 、Ｖ問題に関する研修を行い ＤＶ被害者の人権擁護に取り組む必要があることを

ここであらためて指摘しておく。

２ 「暴力の防止 「被害者の保護」にとどまらず「自立支援」を． 」

ＤＶ防止法は、暴力を受けている被害者が、その環境から逃れるために必要

なことの一部について定めているにすぎない。しかし、被害者の安全で平穏な生

活の確保と経済的自立までの生活の保障を含む自立への道、有効な自立支援促進

の制度を整備することが必要である。

具体的には、内閣府にＤＶ防止法実施を任務とする組織を作り、その組織が

ＤＶ問題対応の施策の中心になるべきである。例えば、２００３年６月１３日付

の「全国婦人相談員連絡協議会」の「被害者支援体制の確立のために」と題する

意見書が提案する「ＤＶ防止委員会」がこれに相当するものと考えることができ

る。

３．ＤＶと子どもの問題

ＤＶは、子どもに深刻な影響を及ぼす。

ＤＶ事案では、子どもに対しても直接暴力が振るわれることが多く、また、

たとえ子どもが直接暴力を受けないとしても、母親に対するＤＶを目撃すること

によって、間接的にＤＶ被害者となることも多い。

このことは、以下の調査報告でも明らかである。

「 女性に対する暴力』調査報告書 （東京都 １９９８年３月）では６４．４『 」

％が 「 女性に対する暴力』実態調査報告書 （北海道 ２００１年１月）では８、『 」

２．３％が、それぞれ子どもへの暴力があると回答している。

「夫・恋人（パートナー）等からの暴力について （フェミニスト・カウンセ」

リング堺ＤＶ研究プロジェクトチーム １９９８年１０月）では 「あなたのパ、

ートナーは、子どもの前でも暴力を振るいますか」の問いに対し、７４．２％が

「はい」と回答している。

４．外国人被害者の保護

ＤＶ防止法においては、日本国籍若しくは在留資格があることは要件とされて

いない。したがって形式的には、在留資格のない外国人被害者もＤＶ防止法によ

る保護の対象である。

しかし、実際には後述するような多くの問題点があるため、在留資格のない外

国人被害者がＤＶ防止法による保護救済を受けることは、事実上困難なのが現状

である。
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５．いわゆる「二次被害」の根絶

ＤＶ事案においても、いわゆる二次被害（ＤＶ被害者が第三者に救済を求め

た段階で受ける精神的苦痛）が指摘されている。

つまり、ＤＶ被害においても、顕著な外傷や診断書等の客観的な証拠がない

場合や、精神的・性的暴力等の場合には 「ちょっとしたことを暴力と大げさに、

騒いでいるだけじゃないのか」という、セクシュアル・ハラスメント、レイプ等

と同じく 「まず疑ってかかる」という対応をされることが少なくない。、

また、客観的証拠がある場合ですら、被害者の落ち度を責めたり、暴力に寛

容な態度を示したりという言動が、いまだになくならないのが現実である。

このような実状をあらため、ＤＶは、人権侵害であるという認識を徹底させる

べきである。

６．ＤＶ被害者に対する司法的援助の観点から、法律扶助制度の見直し

（１）償還免除、一部償還等の対応

ＤＶ被害者が、弁護士に相談し、弁護士を代理人として保護命令を求める事

案で、法律扶助を申請し扶助決定されても、その扶助料について全額償還をす

ることが困難と推測される場合が多い。

よって、金銭的給付が得られたか否か、得られた具体的金額に応じ、償還免

除、一部償還等の対応をすべきである。

（２）支部間の枠を越えた広域対応

ＤＶ被害者が、夫婦共同生活の地から遠く離れた居所に逃れた場合、その居

所において弁護士に相談し、居所の法律扶助協会支部が扶助決定をすることに

なるが、保護命令、離婚調停、離婚訴訟等、裁判所の管轄が夫婦共同生活の地

と異なる場合には、受任弁護士の交通費等は、法律扶助協会による立て替えは

なされておらず、本人や受任弁護士の負担となっている。

、 、したがって ＤＶ事件で広域に対応する必要がある場合の扶助にあたっては

遠隔地への交通費も立て替えがなされるべきである。

また、ＤＶ被害者の居所で相談を担当する弁護士と、夫婦共同生活の地で裁

判手続きを受任する弁護士の両方が必要になる場合には、扶助協会の支部の枠

を越えて事案に即した対応がなされるべきである。

第２ ＤＶ防止法の改正

１．名称、前文の変更について

ＤＶ防止法の適用範囲を現在の配偶者に限るべきではなく、ＤＶ防止法の目的
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は、単に被害者の保護にとまらず、その後の生活の再建等自立支援全般に及ぶべ

きである。

したがって、以下のように変更すべきである。

（１）名称

現行の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」から「配偶

者 からの暴力の防止 被害者の保護 に関する法律」とする。等 並びに 及び支援

（２）前文

前文中で使用（前文第３段、第４段）する「配偶者」を「配偶者 」とする。等

また 「暴力を防止し、被害者を保護するための施策」を 「暴力を防止し、被、 、

害者 するための施策 （前文第３段）に 「配偶者からの暴力に係の保護及び支援 」 、

る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るため」を「配偶者 からの暴力に係る通報、相等

談、保護、自立支援等の体制 ことにより、配偶者 かの整備と施策の実施を行う 等

らの暴力の防止 被害者の保護 を図るため （前文第４段）に改正並びに 及び支援 」

する。

２．各条文の改正について

（１）第１章 第１条（定義）

○改正の内容

①第１項

「 『 』 、 、 、この法律において 配偶者等 とは 現在及び解消後を含む法律婚 事実婚

交際の関係にある者をいい 『暴力』とは、心身に有害な影響を及ぼす言動であ、

って、身体的、精神的若しくは性的損害を与えるものを含む 」とする。。

②第２項

「 『 』 、 。」この法律において 被害者 とは 配偶者等からの暴力を受けた者をいう

とする。

○理由

①第１項について

親密な関係における暴力であるＤＶは、配偶者間においてのみ発生するもので

はなく、交際相手との間においても発生するものである。

また、ＤＶは元配偶者や元交際相手との間においても起きている。離婚が成立

したから、あるいは交際を解消したからといっても、これら元配偶者や元交際相

手は、その結果を納得していない場合がほとんどであるため、復縁を求めて容易

に暴力行為に出やすいのが現状である。

このように、ＤＶの本質を、親密な関係における暴力ととらえるならば、ＤＶ

被害者保護の観点から、婚姻や交際解消後の当事者も本法の対象として扱うべき
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である。

②第２項について

ＤＶ防止法は暴力について「身体に対する不法な攻撃」と身体面に限定し、か

つ「生命又は身体に危害を及ぼすもの」として危害の存在を要求し、不法な攻撃

だけでは不十分として絞りを掛けている。

しかし、親密な関係の者の間では、身体的・精神的・経済的・性的暴力等が複

合的に同時に発生している。被害者に恐怖感を持たせ、被害者を支配するのがＤ

Ｖの本質である。

このようにＤＶにおける暴力の問題は、身体的な暴力だけでなく、暴言・罵詈

雑言等の精神的な暴力や性行為の強要等による性的な暴力も存在し、被害者の心

身に重大な影響を引き起こすため、身体的な暴力に限定するのは不十分である。

よって、定義においては広く解し、第３条等の公的機関による保護の対象を広

くすべきである。

以上のように解することは、国際的に承認されている暴力の定義にも沿うもの

である（ 女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」第１条参照 。また、女性差別「 ）

撤廃委員会は２００３年７月８日の第４ ５回日本政府報告書の審議を経て 最、 、「

終コメント」を出し 「主要な関心分野および勧告」の第２５項において、ＤＶ、

防止法が「現状では、身体的暴力以外の形態の暴力に適用されないことを懸念す

る 」とし、同第２６項で「ＤＶ防止法の対象を拡大して多様な暴力を含めるこ。

と」を強く促すと勧告している。

ただし、後述するように、保護命令（第１０条）における暴力については、保

護命令違反について刑事罰が伴うことから、別の観点から定義がなされるべきで

ある。

（２）第４章 第１０条（保護命令）

○改正の内容

①暴力の主体及び範囲

暴力の主体は、配偶者だけでなく元配偶者も含めるべきである。

暴力の範囲は、本法における暴力を広く解すべきことは第１条のとおりである

が、保護命令は刑事罰が科される可能性があることに鑑み、本条では、特に違法

性が高く 対象となる行為の範囲が明確である 暴力 に限定することとし 本、 「 」 、「

『 』 、 、 、 、 、 、条において 暴力 とは 生命 身体 自由 名誉を侵害し 又は刑法上の暴行

傷害、強姦、強制猥褻、脅迫、強要、逮捕監禁、名誉毀損、侮辱に該当する行為

をいう 」とすべきである。。

②接近禁止命令の対象（第１０条第１号）

「・・・被害者若しくは被害者の未成年の子、被害者の親族、その他被害者が
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指定する者の住居その他の場所において・・・」とし、申立権者は被害者に限る

が、保護命令によって保護される対象は、子どもや親族、友人、支援者等、被害

者が指定する者も含めるべきである。

③接近禁止命令の対象となる行為（第１０条第１号）

「命令の効力が生じた日から・・・被害者の居住その他の場所において被害者

の身辺につきまとい、又は被害者の居住、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいし、若しくはこれら被害者等に対し架電、ファックス、電子メー

ル、手紙の送付等接触することを禁止すること 」と規定すべきである。。

④保護命令の期間（第１０条第１号）

保護命令の期間は、次のとおり延長すべきである。

ア 接近禁止命令の期間を６か月から１年とする。

イ 退去命令の期間を２週間から裁判所の定める１年を越えない期間とする。

○理由

①暴力の主体及び範囲について

現行ＤＶ防止法では、保護命令の対象を現在の配偶者からの暴力に限定してい

るため、当事者間で離婚については合意ができているような場合であっても、保

護命令を得るために、保護命令の手続終了まで離婚を成立させられないといった

不都合も生じている。

さらに、現行ＤＶ防止法では、事実婚の配偶者も含まれているが、事実婚の関

係解消の時期は不明確であり、法律婚解消の場合に比べて不均衡である。また、

法律上離婚は成立していないものの長期間別居状態にある者が保護命令で保護さ

れ得るにもかかわらず、たまたま離婚が成立したからといってＤＶから逃れた直

後の者が保護命令で保護され得ないとするのは、あまりに不都合である。

この離婚後の被害者については ストーカー行為等の規制等に関する法律 以、「 」（

下「ストーカー規制法」という）やその他の法律で対処されるのが適当と考え、

対象から除いたと説明されているが、ストーカー規制法は、目的により対象とな

る行為を限定しているため、同法によって十分に対処し得るとは言い難い状況で

ある。

以上の点から、元配偶者についても保護命令の対象とすべきである。

なお、交際相手や元交際相手との間の暴力にも、本来保護命令の対象とすべき

悪質なものもあるが、保護命令の違反に対しては刑事罰が科される可能性もある

ことから、範囲が必ずしも明確でない「交際相手」については、現時点では保護

命令の対象に含まないこととした。しかし、今後ＤＶの実状についての調査と認

識が深まった場合には、再検討の必要があろう。

②接近禁止命令の対象について
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保護命令制度の目的は、被害者がその生命又は身体の安全が脅かされることな

く安全で平穏な生活を送れるようにすること、すなわち「被害者の安全で平穏な

生活を確保すること」にある。その目的からすれば、加害者が子どもや親族へ接

近することにより 「被害者の安全で平穏な生活」が害されることは明らかであ、

るから、保護命令の対象に子どもや親族への接近の禁止を含めるべきである。

また、本年７月１日には、東京で接近禁止命令を出されていた加害者が妻の友

人を刺殺するという事件が起きており、遡って本年４月７日には、新潟で加害者

が被害者である妻の代理人弁護士の事務所へ侵入し、灯油をまいた上で職員１人

を監禁し、籠城する事件も起きていることからして、子どもらや親族を接近禁止

の対象に含めるのみならず、被害者が指定する一定の友人・知人や支援者、弁護

士等についても、接近禁止の対象に含めるべきである。

③接近禁止命令の対象となる行為について

ＤＶ防止法は、禁止行為として 「つきまとい 「はいかい」のみを規定して、 」、

いる。被害者に対する電話等での連絡が禁止されていない理由については 「電、

話等で連絡することは、被害者の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれ

を直接に生じさせる行為では」ないから、と説明されている。

しかし、保護命令制度の目的を 「生命又は身体に対する重大な危害の防止」、

、「 」と限定的にとらえる必然性はなく 被害者の安全で平穏な生活を確保すること

を制度の目的ととらえるべきことは前述のとおりである。

加害者からの電話やファックス、電子メール等は、加害者の暴力にさらされて

きた被害者にとって、強い心理的な圧迫となるとともに、被害者に非常に強い不

安を抱かせ、恐怖に陥れる行為であって、被害者の安全で平穏な生活を強く害す

る行為である。

したがって、これらの行為についても禁止行為の内容とすべきである。

④保護命令の期間について

ＤＶ事案では、被害者が離婚を申し立てる事例が多く、離婚調停、離婚訴訟、

控訴審まで争うことが予想されるが、６か月以内に離婚判決を得るのは極めて困

難である。

本来、接近禁止命令は、退去命令と異なり、要は被害者に近づくなというだけ

のことであり、加害者の所有権等の権利関係には何の影響も及ぼさないのである

から、かなり長期間にわたって接近を禁じても問題はないはずである。そうであ

るとすれば、被害者の裁判を受ける権利を保障するという意味からも考えて、６

か月といわず１年間の接近禁止を図るべきである。

また、加害者を被害者に近づけないという保護命令制度の趣旨からして、およ

そ期間の問題としては、接近禁止命令と退去命令を区別する理由はなく、同じ期

間とすべきである。
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ただし、退去命令の場合、例えば生活の本拠たる家が店舗と一緒になっている

等、１年の間、加害者たる一方の配偶者等が生活や就労の本拠から退去し続けな

ければならないことにより、店舗の機能が麻痺してしまい、また被害者たる配偶

者等の生計が脅かされる結果となったり、店舗の従業員に損害を生じたりする場

合等も考えられるので、事情により裁判官の判断によって期間を短縮できるもの

とした。

（３）第４章 第１８条（保護命令の再度の申立て）

○改正の内容

「保護命令が発せられた場合には、被害者は、その申立てによって、これを

。」 、 、更新することができる とし 接近禁止命令のみならず退去命令についても

原則として被害者の意思のみにより更新（期間延長）できることにする。よっ

て、本条第２項は削除すべきである。

○理由

保護命令の有効期間消滅後に暴力を振るわれた場合は、その暴力に基づく保護

命令を得ることができるが、ＤＶ防止法では、一度発せられた保護命令の申立て

の理由となった暴力と同一の理由による申立ての場合は、接近禁止命令しか認め

られず、その場合 「更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害、

を受けるおそれが大きいと認めるに足る事情 、及び宣誓供述書の添付が必要と」

なる。

しかし、このように解する限り、再度の保護命令の裁判において 「６月間接、

近してこなかったから」との理由で申立てが却下される場合があり得る。これで

は、６か月を経過したあとでは、とにかく一回殴られてからまた申立てなさいと

言っているに等しく、保護命令制度の趣旨は没却されてしまう。６か月加害者が

接近してこなかったのは、最初の保護命令の効果なのであって、保護命令の期間

が経過したあとも、その状態が維持される保証は全くない。

むしろ、一度保護命令が出されたのであるから、原則として再度の接近禁止命

令を認めるべきであろう。そうしなければ、落ち着いて離婚訴訟を遂行すること

ができなくなり、裁判所に離婚訴訟を提起する権利が阻害されてしまうことにな

る。

なお、保護命令の制度は、加害者を被害者から離しておくことにその目的があ

るのであるから、退去命令においても、接近禁止命令と同様に更新手続は認めら

れるべきである。
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３ 条文の新設について

○新設の内容

（１）自立支援制度関連の条文の新設

①内閣府にＤＶ防止法実施を任務とする組織を設置し、ＤＶ問題対応の施策の中

心的役割を担うことを、ＤＶ防止法に明文で規定する。これは、２００３年６月

１３日付の「全国婦人相談員連絡協議会」の「被害者支援体制の確立のために」

と題する意見書が提案する「ＤＶ防止委員会」に相当するものである。

②国及び地方公共団体が、ＤＶ被害者救済関連の職務関係者に対する研修実施の

義務にとどまらず、被害者の自立支援提供までを行う責務があることを明文化す

る。

③国及び地方公共団体が、支援センターの地域的偏在を考慮した増設、必要な財

政的援助及びその機能の充実を図る責務があることを明文化する。例えば、法第

２６条の民間団体に対する援助の規定を、現行の「行うよう努めるものとする」

から「行わなければならない」と改めることを含む。

（２）実効性担保のための条文の新設

男女雇用機会均等法第２１条（職場における性的な言動に起因する問題に関す

る雇用管理上の配慮）第２項が「厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が

配慮すべき事項についての指針を定めるものとする 」と明記しているのと同様。

に、ＤＶ防止法に、①内閣府がＤＶ防止の実効性の担保として研修の充実とＤＶ

防止のためのガイドラインを策定すること、②このガイドラインに従って、裁判

官については最高裁判所、検察官については法務省に対し、そのガイドラインを

さらに具体化する指針の策定を義務付けること、を明文で規定する。

○理由

（１）自立支援制度関連の条文の新設について

ＤＶ防止法は、現在被害者の保護についてほんの一時的な緊急保護しか想定

していない。しかし 「シェルターに逃げて、保護命令ももらった」からといっ、

て何も解決しないのであり、その後の生活のあり方について全く具体的なイメ

ージが浮かばないままでは、暴力に苦しんでいる被害者らが、勇気を持ってそ

の環境から逃げ出す動機付けになりにくい。また、どうすれば自立への道が開

けるのか、その点について何も規定されていなければ、被害者への有効な支援

はできないし、被害者をサポートする現場の実状にもそぐわない。

現実にも、ＤＶ防止法に書いてあること「しか」やらない、それをやれば十

分、という相談窓口が多いということは指摘されており 「避難して緊急保護し、

てもらえることと保護命令を申立てることができるという情報提供をされただ
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けだった 「相談に行ったら保護命令の申立てをすすめられたが、行く当てもな」

いので危険を承知で実家に行って、夫に見つかった 「緊急保護ばかりをいわ」、

れたが、その後どうなるのか説明もなく、あとはホームレスになるしかないの

かと不安になった」等の声が挙がっている。

よって、一時的な緊急保護にとどまらない自立支援を実施するため、ＤＶ防

止法に上記①ないし③を明文で規定すべきである。

なお、女性差別撤廃委員会も、前記最終コメントの第２６項において 「ドメ、

スティック・バイオレンスを含めた女性に対する暴力の問題を女性への人権侵

害と捉えて対処する努力を強めるよう求める 」とし 「暴力を防止し、被害者。 、

への保護・支援その他のサービスを提供し、加害者を処罰するために 、ＤＶ防」

止法の改正および「委員会の一般的勧告１９に沿った政策を実施することを強

く促す 」としている。。

（２）実効性担保のための条文の新設

ＤＶ防止法の実効性担保のためには実効性ある研修の実施が不可欠であること

は、第１「総論」の１「ＤＶ問題に関する研修の充実」で述べたとおりである。

よって、ＤＶ防止法に上記①及び②のような明文規定を新設し、実効性ある研

修実施のためのガイドラインないし指針が確実に策定されるようにすべきであ

る。

第３ 関連法規の見直し

１．国民健康保険法

市町村又は特別区の国民健康保険の加入要件として、当該区域内に住所を有す

ることが要件とされている。したがって、ＤＶから逃れた被害者が、加害者に居

場所を知られたくないために、住民登録をすることを思いとどまり、結果として

無国保状態になることがある。現在でも、各自治体の担当者の運用上の配慮によ

、 、 、 、り 住民登録がなくても 居所を有していれば 加入が認められる場合もあるが

このような扱いを法律上明文で、認めるべきである。

２．国民年金法

住民票を移さずに、現居所での受給が可能となるよう改正する。

３．住民基本台帳法

ＤＶ加害者のもとから逃れた被害者、及びその子どもたちが、加害者に現住民
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登録地を探知されないようにするよう改正する。

４．民法

配偶者からの暴力がある場合を、離婚原因として明記する。

、 、 、同様に ＤＶ被害者の連れ子と加害者の養子縁組を 離縁しやすくするために

養親（実親の配偶者）から養子の実親に対し暴力がある場合を、離縁の原因とし

て明記する。

また、事情によってはＤＶ加害者の共同親権を、制限することができるように

する。

５．母体保護法

夫から暴力をうけて離婚の決意をし夫から逃れた場合など、一定の場合には、

配偶者の同意がなくても人工妊娠中絶ができるように、第１４条第２項の範囲を

広げる。

６．民事訴訟法

、 、 、離婚訴訟 損害賠償請求訴訟等 ＤＶ被害者と加害者間の民事訴訟においては

一定の場合には、付添人や遮蔽措置、ビデオリンク方式による証人尋問制度を取

り入れる。

７．家事審判法及び同規則

ＤＶの離婚事件については、家事審判法第１８条（調停前置主義）第２項を弾

力的に運用することとし、裁判所は、ＤＶ被害者から調停を経ないで離婚訴訟が

提起された場合には、これを同項の「調停に付することを適当でないと認める」

事件として扱う運用を原則とする。

また、調停・訴訟を通じて、管轄の問題があるため、ＤＶ被害者が避難先でも

調停や訴訟を起こせるように、離婚調停・訴訟の管轄に 「申立人（原告）の住、

所地」を加える。

８．児童虐待防止法

児童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止法」という）第２条（児

童虐待の定義）に「ＤＶを目撃すること」も虐待となることを明示する。

９．外国人被害者の保護に関する改正及び運用の改善

（１）法務省入管局は外国人に対して入管法上付与される配偶者としての在留資

格について、同居して配偶者として活動することを求めてきた。このため、外
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国人女性がＤＶ被害にあっても日本に在留資格を更新したいと思えば暴力に耐

えて同居せざるをえない状況にある。従って、ＤＶ事案においては被害者であ

る外国人配偶者に対して同居して配偶者として活動することを求めるべきでは

ない。被害者が在留資格の更新や「定住者」への資格変更をする場合には、日

本人（又は永住者）の協力が得られないことの疎明がなされることを条件とし

て、被害者のみの申請によって認めるべきであり日本人（又は永住者）が身元

保証人となることや年収証明を不要とするなどの入管法上の運用の改善をすべ

きである。

前記女性差別撤廃委員会は第２５項において「ドメスティック・バイオレン

スを経験しながらも、その入国・在留に関する法的地位が配偶者との同居の有

無に依存しがちな外国人女性に特有の状況について懸念している。委員会は、

そのような女性たちが、強制送還されることへの恐怖から、助けを求めたり別

居や離婚へ向けて行動をおこしたりするのを思い止まる可能性があることを懸

念する 」とし、第２６項で「委員会はドメスティック・バイオレンスを受けて。

離婚した外国人女性に対する在留許可の取消は、かかる措置がそのような女性

たちに与える影響を十分に考慮した上でのみ行うよう勧告する 」としている。。

（２）また、ＤＶ防止法においては、日本国籍若しくは在留資格があることは要

件とされていない。したがって形式的には、在留資格のない外国人被害者もＤ

Ｖ防止法による保護の対象である。

しかし、実際には在留資格のない外国人被害者がＤＶ防止法による保護救済

を受けることは、事実上困難なのが現状である。在留資格の有無や内容を問わ

ず、すなわち「短期滞在」やオーバーステイの場合も含め、被害者の保護・救

済は 国及び地方公共団体の責任であることを明確化し 条文上も明記する 女、 、 （

性差別撤廃委員会の前記最終コメント第２５項及び第２６項も、同旨の勧告を

行っている 。）

１０．刑法

（１）強姦罪の法定刑の改正

ＤＶとして、強姦罪に該当する性的暴力が行われることがあるが、現行刑法第

１７７条の強姦罪は２年以上の有期懲役、同第２３６条の強盗罪は、５年以上の

有期懲役と定め、強姦罪と強盗罪では法定刑がその重さにおいて大きく異なり、

女性に対する人権侵害が財産権の侵害より軽くなっているので、刑法第１７７条

の法定刑を現行刑法より重く改正すべきである（女性差別撤廃委員会の前記最終

コメント第２５項及び第２６項も同旨 。）
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（２）近親姦の処罰

また、現行刑法には近親姦の処罰規定はない。近親姦は支配の構造の中で生じ

る性暴力であり実父による性的虐待によってトラウマを抱える事例が多く、知的

障害のある女性が実父からの性行為によって度々妊娠させられるケースもある。

よって、近親姦の処罰規定を新設すべきである（女性差別撤廃委員会の前記最

終コメント第２５項及び第２６項も同旨 。）

以 上


