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は　じ　め　に

日本弁護士連合会第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会は、「今こそ、国際水準
の人権保障システムを日本に！～個人通報制度と国内人権機関の実現を目指して～」を
テーマに実施します。

個人通報制度、国内人権機関という人権保障システムは、いまだ日本では実現していな
い制度ですので、御存じの方は少ないと思います。

個人通報制度とは、国際人権条約で保障された権利を侵害された者が、国内の裁判など
の救済手続を尽くしても権利が回復されない場合に、条約機関に直接救済の申立てができ
る手続を言います。日本は、８つの国際人権条約（自由権規約、社会権規約、人種差別撤
廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、子どもの権利条約、障害者権利条約、強制
失踪条約）を批准していますが、これら国際人権条約に付帯されている個人通報制度を導
入していません。国際人権条約は批准しているのに、個人通報制度を持たないことにより、
その権利を実現する手段がないことになっています。

国内人権機関とは、人権の保障と促進のために設置される国家機関であり、その国に居
住する者であれば国籍の有無にかかわらず、侵害された人権の回復を求めていくことので
きる公的機関であり、その任命手続、権限、構成及び財政等において政府から独立して職
務を行うべき人権救済機関をいいます。1993年、国連において「国内人権機関の地位に関
する原則」（パリ原則）が採択され、その設置が推奨されてきました。世界では、100を超
える国と地域で国内人権機関が設置されていますが、日本にはありません。

これらの人権保障システムは、なぜ国連で決議され、その制度の実現が求められている
のでしょうか。

第二次世界大戦以前には、人権問題は、原則として国際法の規律するものではなく、国
内問題（内政問題）であると認識されていました。しかしながら、第二次世界大戦を経験し、
人権問題が国内問題であるとの認識では、集団殺戮や人権侵害を防ぐことができず、平和
も守ることもできないことから、人権を国際的に保障していくことが不可欠であるという
認識が各国の間で共有されることになりました。1945年10月には国際連合が設立されると
ともに、1948年12月には世界人権宣言が採択され、世界人権宣言で謳われた人権保障をよ
り具体化するものとして、国連では現在に至るまで、20を超える国際人権条約が採択され
てきています。

国際人権条約で保障された権利を現実のものにするために、個人通報制度の導入と国内
人権機関の設置を、国連は各国に求めているのです。

日本の人権状況を見ますと、雇用形態や賃金格差など女性差別問題は解消されておらず、
学校におけるいじめと子どもの自死は後を絶ちません。ヘイトスピーチもなくならず、イ



ンターネット上でのヘイトスピーチには有効な手立てがない状態です。入管被収容者は数
年間の継続収容の実態があり、自死した被収容者も現れています。障がいのある人につい
ても差別が解消していない現状です。

　
日本の人権保障システムに目を移すと、裁判所への訴え提起以外に、このような人権状

況を改善する有効な手立てがない現状であると言えます。しかし、裁判所への訴えは重要
な制度ではありますが、迅速性に欠け、また、事後的な救済で、しかも、救済の内容が限
られており、時に国際人権条約上の権利を顧みない判決に遭遇します。個人通報制度の導
入は国際的な人権保障の考え方（グローバルスタンダード）を日本に浸透させて裁判を充
実させ、国内人権機関の設置は、迅速に、しかも幅広い人権救済の手立てを実現するもの
であり、これらの実現によって私たちは新たな人権保障システムを獲得することになりま
す。

昨年、世界人権宣言採択から70周年を迎え、今年は、自由権規約、社会権規約を日本が
批准してから40周年、子どもの権利条約を批准してから25周年など、節目の年となります。
このような節目の年に、日本弁護士連合会がその実現を長年求めてきた個人通報制度の導
入と国内人権機関の設置を求めて、シンポジウムを開催することにいたしました。

本シンポジウムでは、二つの人権保障システムを、朗読劇を含めて分かりやすく御説明
いたします。また、大韓民国、デンマーク、スイスでの海外調査の報告を行います。そし
て大韓民国から国家人権委員会の事務総長をお呼びし、パネルディスカッションも行いま
す。本シンポジウムに盛り込めなかった内容について、この基調報告書に記載しました。

このシンポジウムの開催によって、個人通報制度の導入と国内人権機関の設置という国
際人権保障システムが早期に日本に実現する契機となることを切に願うものです。

… 第62回人権擁護大会シンポジウム
… 第２分科会実行委員会
… 　　　委員長　　田　島　義　久
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第１章　個人通報制度と国内人権機関の必要性

第１節　人権擁護活動と国際人権条約

第１　国際人権条約の批准と国内法への影響

１　国際人権条約
1948年に国際連合（以下「国連」という。）が採択した世界人権宣言は、すべての人

の人権を守り、窮乏をなくすことが、世界における自由、正義及び平和の基礎であると
して、世界の人類に保障されるべき人権の内容を高らかに宣言した。そして宣言の実現
に向けて、「加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び
遵守の促進を達成することを誓約した」「社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣
言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある
地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進するこ
と並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置に
よって確保することに努力する」と宣言した。そして宣言に法的効力を持たせるために、
市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）をはじめとす
る各種国際人権条約が順次採択された。人権宣言を条約化した各種国際人権条約は、こ
れに加入・批准した国がその国内における原則すべての人々に対して保障されるべき人
権を約束するものである。そして、旧来条約は国家間のみでの約束であるとされてきた
が、現在では国際人権条約によって個人が条約を締結した国（以下「締約国」という。）
に対して人権保障を請求する地位を獲得すると考えられている。それは、歴史上まれに
見る人権侵害が、国内的には合法的に行われたことに鑑み、国内における人権問題を各
国の自律に委ねるのではなく、国際的に人権保障を確保するシステムの構築が肝要であ
ることが深く自覚されたことによる。

各条約はその実施のために条約機関（例えば、自由権規約であれば自由権規約委員
会）を構成し、条約機関による締約国審査とそれに基づく総括所見の公表（勧告を含む）、
個人通報制度と通報内容についての見解（Views）の表明、条約の解釈等についての一
般的意見の公表など条約に規定された人権保障の制度と手続を作り上げてきた。また国
連は各国内での人権の保護、伸長、教育、政策提言を担う国内人権機関の創設を促し、
その活動を推進する体制を整えている。また人権理事会は国別普遍的定期的審査（UPR）
を行い、各国による勧告がなされる。これらが総体としてすべての国・地域で人権の実
現を目指す国際的なグローバル・メカニズムだと言える。

国際人権条約加入によって、締約国は条約を国内において実施する義務を負う。条約
に違反する法律、行政、司法を行ってはならないことはもとより、条約に定める権利を
促進、保護、発展させるための立法を含む諸施策を講じる義務がある。

また、各国に国内人権機関の設立を促進し、国内における人権保障のメカニズムを
強化するため、アフリカ、米州、欧州、アジア・太平洋に地域人権機構や国内人権機
関の世界連合（GANHRI）を作り、国連人権高等弁務官事務所（Office… of… the…United…
Nations…High…Commissioner… for…Human…Rights、以下「OHCHR」という。）がその事
務局として連絡調整に当たっている。また GANHRI は国連人権理事会の承認の下に認
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証機関（SCA）を設け、各国の国内人権機関について人権の促進及び擁護のための国家
機関（国内人権機関）の地位に関する原則（以下「パリ原則」という。）を基に認証基
準を作成し、審査を行い ABC のランク付けを行っている。

２　日本が批准又は加盟はした国際人権条約による国内法の変容
日本は1979年　⑴　経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（以下「社会権

規約」という。）　⑵　自由権規約を批准して以降、次のような国際人権条約を締結して
いる。
⑶　難民の地位に関する条約（以下「難民条約」という。）1982年（昭和57年１月１日発効）
⑷　女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（以下「女性差別撤廃条約」

という。）　1985年（昭和60年７月25日発効）
⑸　子どもの権利に関する条約（以下「子どもの権利条約」という。）　1994年（平成6

年５月22日発効）
⑹　あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（以下「人種差別撤廃条約」とい

う。）　1996年（平成８年１月14日発効）
⑺　拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
（以下「拷問等禁止条約」という。）1999年（平成11年７月29日発効）

⑻　強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（以下「強制失踪条約」という。）　
2010年（平成22年12月23日発効）

⑼　障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）2014年（平成26年
２月19日発効）
条約の発効により、国内法制を条約に適合するよう改変する必要が生じる。例えば女

性差別撤廃条約により男女雇用機会均等法が改正され、男女共同参画基本法が制定され
ている。また、人種差別撤廃条約によりヘイトスピーチ解消推進法が制定された。さらに、
障害者権利条約では批准する前に国内法が条約に適合するよう、障害者基本法、障害者
差別解消法、障害者雇用促進法が改正され、批准後にも障害者総合支援法が改正された。

自由権規約では、加入後年月を経過した後ではあるが、自由権規約委員会の日本審査
による総括所見で、代用監獄の廃止、取調べの可視化などについて同規約違反を再三指
摘され、その結果、代用監獄は廃止されないものの、留置管理者と捜査担当者とを可能
な限り分離する、ビデオ録画の導入、取調べ時間の制限、被疑者国選弁護制度の実現、
革手錠の廃止などの前進が果たされている。婚外子の相続分差別についても自由権規約
第26条違反の主張があり、平成25年の最高裁判所判決を通じて民法第900条第４号ただ
し書が削除され、成年被後見人の選挙権剥奪が規約第25条、第26条違反との指摘を受け、
平成25年に公職選挙法第11条第１項第１号が削除されている。

第２　人権神戸宣言
日弁連の人権活動に国際人権条約が登場するようになったのは、さして古いことでは

ない。その画期となったのは1988年に神戸で開かれた第31回の人権擁護大会である。「人
権は国境をこえて」と銘打って行われたこの大会では、刑事司法における人権と地球環
境の保護における国際基準をテーマに、海外からのパネリストを招いてシンポジウムが
行われた。
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この大会で採択された「人権神戸宣言」は日本政府に国際人権条約の完全な実施を求
め、日弁連は国際的な視野と手段の下に、人権の国際的保障体制を作り、世界人権宣言
が真に実現されるよう努力することを高らかに宣言したのである。

宣言では女性差別、外国人差別や外国人の出入国管理や劣悪な雇用条件の存在が国際
人権基準に達しないこと、刑事司法においても、代用監獄制度の存在や接見交通権の侵
害、保釈運用の問題などを指摘し、国際人権基準や国際人権条約の完全実施と人権を国
際的な手段で実施するため、アジアに地域人権保障機構を作ることと、自由権規約第一
選択議定書を批准し、個人通報制度を導入することを要請した。

また、この大会では、地球環境に関しても「地球環境保全神戸宣言」を採択した。「宣
言」は、①基本的人権としての環境権、自然共有権の確立、②持続可能な発展をキーワー
ドとする地球環境の保全、③地球環境保全のための法律家による国際協力など、グロー
バルな観点で地球環境の保全を行うことが人類の責務であることを宣言した。

第３　日弁連の国際人権活動1

1988年の人権神戸宣言を契機として、日弁連は国際人権に関わる諸活動に積極的に取
り組み始めた。

1990年８月ハバナで開かれた国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）に代表団をオ
ブザーバーとして派遣し、1991年２月には国際人権法シンポジウム「国際法から見た捜
査と弁護」を開催した。自由権規約を念頭に、起訴前の国選弁護制度欠如の現状を改善
するため、「当番弁護士制度」を1990年から1992年にかけて全国52弁護士会で創設した。

自由権規約委員会の日本審査に向けては、1991年12月には中坊公平会長（当時）以下
15名の代表団がジュネーブの国連本部を公式訪問し、自由権規約委員長に刑事司法に関
する部分の「日弁連報告書（その１）」を提出した。その後、日本政府が提出した報告
書に対する反論として「日弁連報告書（その２）」、刑事司法についての日本政府報告書

1　…参考文献
日本弁護士連合会『日弁連40年』（1992）
日本弁護士連合会編『日弁連カウンターレポート問われる日本の人権−国際人権〈自由権〉規

約の日本における実施状況に関する日本弁護士連合会の報告』（こうち書房、1993）
日本弁護士連合会編『国際人権規約と日本の司法・市民の権利　法廷に生かそう国際人権規約』

（こうち書房、1997）
日本弁護士連合会『日弁連50年史』（1999）
日本弁護士連合会編『日本の人権21世紀への課題−ジュネーブ1998国際人権（自由権）規約第

４回日本政府報告書審査の記録』（現代人文社、1999）
日本弁護士連合会『人権擁護のたたかい―21世紀の進路−人権擁護活動と人権救済機関』『21

世紀弁護士論』（有斐閣、2000、260ページ）
『人権擁護活動の国際的連帯』同書277ページ
社会権規約 NGO レポート連絡会議編『国際社会から見た日本の社会権−2001年社会権規約　

第２回日本報告審査』（現代人文社、2002年）
日本弁護士連合会編『改革を迫られる被拘禁者の人権−2007年拷問禁止条約第１回政府報告書

審査』（現代人文社、2007）
日本弁護士連合会『日弁連60年』（2009）
日本弁護士連合会編『日本の人権保障システムの改革に向けて−ジュネーブ2008国際人権（自

由権）規約第５回日本政府報告書審査の記録』（現代人文社、2009）
日本弁護士連合会編『国際人権（自由権）規約第６回日本政府報告書審査の記録−危機に立つ

日本の人権』（現代人文社、2016）
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に対する反論と「日弁連報告書（その１）」の補足を「日弁連報告書（その３）」として
合冊のうえ、自由権規約委員会に提出した。そして1993年10月に行われた自由権規約第
３回日本審査には日弁連副会長を団長とする代表団をジュネーブに送り、審査の傍聴と
ロビー活動を行った。

1992年６月リオデジャネイロで開かれた地球環境サミットにも代表団を派遣し参加し
た。この会議は「サステイナブル・ディベロップメント」がキーワードであったが、日
弁連はこの会議で「国際環境裁判所設立に向けて」と題するシンポジウムを開催した。

同年12月国際人権セミナーを開催し、テオ・ファン・ボーベン教授を招いて「戦争と
人権、戦後処理の法的検討」のセミナーを行った。1993年３月国連世界人権会議アジア
地域準備会議に代表団をバンコクに派遣し、同年６月ウィーンで開かれた国連世界人権
会議には阿部三郎日弁連会長（当時）をはじめとする代表団が参加した。

1994年１月の女性差別撤廃条約の日本審査には日弁連は報告書を提出すると共に代表
団を傍聴に派遣し、同年６月にジャカルタで開かれた世界女性会議アジア太平洋地域会
議にも日弁連代表団を派遣した。

1996年10月別府市で開かれた第39回人権擁護大会では「法廷に生かそう国際人権規
約」をテーマとしてシンポジウムを行った。1998年５月の子どもの権利条約第１回日本
審査には日弁連報告書の提出と代表団の派遣を行った。

1998年の自由権規約第４回日本審査では、充実した日弁連報告書を提出したうえ、審
査に先立ち自由権規約委員会から２名の委員を日本に招いて懇談し、実情を知っても
らった。審査前論点整理が行われる手続にも日弁連代表団を派遣し、本審査には日弁連
副会長、人権擁護委員長ほか数名の代表団を派遣し、ロビー活動を行った。

1996年には国際人権問題委員会を設立し、日弁連の国際人権活動のフォーカルポイン
トとし、活動の統一性、継続性を図ることにした。2007年には自由権規約個人通報制度
等実現委員会を、2009年には国内人権機関実現委員会を設置し、その取組を続けている。

このように日弁連は、1990年以来、人権に関する国際会議に積極的に参加するととも
に、国際人権条約の日本審査に当たっては、政府報告書に対する日弁連報告書を提出し、
ロビー活動や傍聴を行うなどの取組をたゆみなく行っている。

2001年以降においては、自由権規約はもとより、社会権規約、女性差別撤廃条約、子
どもの権利条約、拷問等禁止条約、人種差別禁止条約、普遍的定期的審査（UPR）など
の日本審査には NGO としての日弁連報告書を提出するとともに、論点整理が行われる
手続、本審査に会員を派遣し、審査の充実を期し、また、審査の結果発表される総括所
見を活用して日本における人権の保護発展に寄与してきた。

国際人権をテーマとしてこれまでに日弁連から発してきた宣言、会長声明の主要なも
のを挙げると次のとおりである。
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番号 年月日 表題 内容
１ 1968年10月16日

長崎人権擁護大会
世界人権宣言を具体化した
二国際規約の批准に関する件

（第１決議）

　自由権規約第一選択議定書（個人通報）
を含め、自由権規約及び社会権規約を批
准し、人権の分野において国内的にも国際
的にも一段の進歩発展に寄与されるよう要
望する。

２ 1983年10月29日
金沢人権擁護大会

平和と人権に関する宣言 　世界人権宣言35周年にあたり、基本的人
権の尊重が平和の基礎であることを確認し
て、平和擁護のための活動を強化し、国際
的な交流を積極的にすすめ、国際人権規
約の具体的実現など人権保障制度の確立
に努めるとともに、国民の人権に消長を来
たす立法の動向にも注意を怠らず、日弁連
に課せられた社会的責務の達成に邁進する
決意を表明する。

３ 1986年10月18日
徳島人権擁護大会

自由権規約選択議定書批准
促進等要望決議

１.　自由権規約第一選択議定書（個人通
報）の早期批准を要望する。

２.　社会権規約に対する留保及び解釈宣
言の撤回を要望する。

４ 1988年11月５日
神戸人権擁護大会

人権神戸宣言 １.　自由権規約第一選択議定書（個人通
報）等の完全批准を強く要請する。

２.　アジア人権機構の確立に努力する。
３.　すべての国において国際人権規約の

完全なる批准・加入が促進され、人権の
国際的保障体制の下で、世界人権宣言
が真に実現されることを強く訴える。

５ 1991年５月２日
第42回定期総会

人権４条約の批准促進を求め
る決議

　批准・加入が未了の人権関係諸条約のう
ち、特に自由権規約の第一選択議定書（個
人通報）、人種差別撤廃条約、拷問等禁
止条約及び子どもの権利条約について、速
やかにかつ完全に批准することを求める。

６ 1996年10月25日
別府人権擁護大会

国際人権規約の活用と個人申
立制度の実現を求める宣言

　自由権規約第一選択議定書（個人通報）
の早期批准を強く求める

７ 1997年６月13日
会長声明

女性差別撤廃条約選択議定
書の採択を支持する会長声
明

１.　女性の地位委員会第41回会期におい
て参加政府の大多数が選択議定書と引
き続く諸手続に賛同し、作業部会が世
界人権宣言50周年という記念すべき年に、
その作業を完了する予定であることを高
く評価する。

２.　日弁連は、政府に対し、選択議定書
の早期採択のために指導的役割を果たす
とともに、選択議定書採択の重要性を広
く国民に啓発するように求める。日弁連
も、選択議定書の早期採択に向けてで
きうる限りの努力をする。
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８ 1998年９月18日
札幌人権擁護大会

人権の国際的保障とその効
果的実施を推進する宣言―世
界人権宣言50周年“すべての
人にすべての人権を”―

１.　国際人権条約の完全実施、アジア人
権機構の確立

２.　自由権規約、女性差別撤廃条約の個
人通報制度の実施、拷問等禁止条約の
早期批准を求める。

９ 1998年11月10日
会長声明

国際人権（自由権）規約委員
会の最終見解に対する会長
声明

１.　自由権規約第一選択議定書（個人通
報）等の批准、婚外子差別の解消、死
刑を定めた犯罪を減少させ、また死刑囚
の処遇を改善する問題、代用監獄廃止・
接見指定制度・証拠開示問題について改
めて指摘され、これらにつき日本政府代
表が新たな改善策について積極的な姿勢
を示さなかったことは遺憾である。

２.　裁判官に対する国際人権法教育
３.　政府から独立した国内人権機関の設置

10 1999年１月28日
会長声明

「拷問及びその他の残虐な、
非人道的な若しくは品位を傷
つける取扱い又は刑罰を禁止
する条約」（拷問等禁止条約）
の批准承認案の国会承認を
歓迎する会長声明

１.　政府の決定を歓迎し、国会が一日で
も早くその批准を承認することを求める。
日本の批准は、同条約の批准が遅れて
いるアジア地域の諸国の批准に弾みをつ
ける上でも大きな意義を有するものである。

２.　拷問等禁止条約の第１回審査までに、
政府は自由権規約委員会の最終見解で
懸念事項の指摘と勧告がなされた警察拘
禁・刑事拘禁・入管収容施設などについて、
具体的な改善に取り組むことを期待する。

３.　自由権規約第一選択議定書（個人通
報）の早期批准を重ねて求めるとともに、
拷問等禁止条約の個人通報制度も受諾
するよう求める。

11 1999年２月19日
会長声明

女性差別撤廃条約選択議定
書の採択を求める会長声明

　留保規定を設けることなく、①個人又は
集団に加えて、個人または集団のための申
立ても認めること、②申立て対象に条約に
定める権利の侵害のみならず、締約国の義
務違反も含めること、③調査手続を含める
こと、を含む選択議定書の採択を強く望む
ものである。

12 1999年５月21日
第50回定期総会

国際人権（自由権）規約委員
会の最終見解の実現に関する
決議

１.　裁判官・検察官・行政官に対する国際
人権法教育

２.　政府から独立した国内人権機関の設立
３.　日弁連を含むNGOと政府との対話

13 2000年10月６日
岐阜人権擁護大会

政府から独立した調査権限の
ある人権機関の設置を求める
宣言

　パリ原則に即した国内人権機関を作り、
１.　人権救済・立法・政策提言及び人権教

育の機能を有する。
２.　公権力行使に伴う問題についても調査

権限を有する。
３.　委員の任命はその独立性と構成の多

様性を保障する方式で両議員の同意の下
内閣が行う。
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４.　経費は独立した予算に基づき、固有
の採用権限で事務局をもつ。

５.　委員はすべての都道府県に配置する。
14 2000年11月15日

会長声明
女子差別撤廃条約の選択議
定書の早期批准を求める会
長声明

　女子差別撤廃条約の選択議定書の早期
批准を求める。

15 2001年９月６日
会長声明

国際人権（社会権）規約委員
会の最終見解に当たっての声
明

１.　社会権規約の中核的義務が政府の法
的義務であり、社会権規約について裁判
官・検察官及び弁護士に対する教育を実
施し、ウイーン宣言に基づき日本もその
行動計画を作成すること

２.　障がいのある人に対する差別を含むあ
らゆる差別を禁止する法律の制定

３.　パリ原則に従う社会権をも対象とした
国内人権機関を創設すること

　などを求める。
16 2007年５月22日

会長声明
国連拷問禁止委員会の最終
見解発表にあたっての会長声
明

　捜査と拘禁を完全に分離すること、国際
基準に適合するよう警察拘禁期間の上限を
設定すること、逮捕直後からの弁護人と取
調立会、警察保有記録へのアクセス確保、
取調の可視化、留置施設視察委員会の独
立性を保障し、不服申立について公安委員
会から独立した制度とすること
公判前段階の拘禁代替手段の検討、防声
具の使用禁止、刑事拘禁施設や入管収容
施設における処遇の検討とノン・ルフール
マンルールの順守など多岐にわたる指摘事
項の解決に努力する。

17 2008年５月９日
日弁連コメント

国連人権理事会における日本
のUPR 審査に関する日弁連
コメント

　作業部会における審査を通じて浮き彫り
になり国際社会から懸念が表明された人権
問題の解決に向けて日本政府が一歩を踏み
出すことこそが普遍的定期的審査の本来の
目的にかなう。改めて日本政府に対し、今
回の審査において提起された人権問題につ
いて、その現状に関する情報を更に広く公
開することを要請するとともに、各人権問題
の解決に向けて、必要な場合には広く国民
的議論を尽くし、解決に向けての具体的な
一歩を踏み出すよう強く要請する。

18 2008年５月30日
第59回定期総会決
議

国際人権基準の国内における
完全実施の確保を求める決
議―個人通報制度及び差別
禁止法制定を始めとする人権
保障体制の早期構築を求めて
―

１.　個人通報制度の実現
２.　パリ原則に基づく政府から独立した国

内人権機関の創設
３.　障がいのある人の権利条約の早期批准
４.　取調べの可視化、警察拘禁期間の国

際人権基準化、代用監獄の廃止、取調
時間の法的規制

５.　死刑の執行停止と死刑制度調査会の
設置
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19 2008年６月13日
日弁連コメント

国連人権理事会本会議にお
けるUPR 審査に対する日本
政府の対応についての日弁連
コメント

　日本政府は各国政府からの26項目の勧
告についての対応を明らかにし、パリ原則
に基づく国内人権機関の設置あるいは女性
に対する差別、少数民族に属する女性に対
する差別の撤廃などを含む13項目について、
勧告受け容れを明確にした。また、自由権
規約第二選択議定書（死刑廃止）を除く国
際人権条約・選択議定書の批准について
検討することや入管収容所に対する国際的
な査察についても検討することを約し、アイ
ヌ民族が先住民族であることを国会と政府
が確認したことも報告した。
　日弁連は、日本政府が26項目及び勧告
の内その半数についてこれを受け容れ、そ
の実施のためのフォロー、国際人権条約・
議定書の批准とりわけ、第一選択議定書（個
人通報制度）の批准や国内人権機関の設
置などについて検討を約束したことを高く
評価し、歓迎する。
　改めて日本政府に対し、今回の審査に
おいて提起されたすべての人権問題につい
て、その現状に関する情報を更に広く公開
することを要請し、各人権問題の解決に向
けて、必要な場合には広く国民的議論を尽
くし、解決に向けての具体的な一歩を踏み
出すよう強く要請する。
　また、日弁連は、今回の審査を通じての
日本政府との対話を今後とも継続し、自由
権規約の第５回審査などの機会も生かしつ
つ、日本における人権状況の確実な改善に
つなげていく。

20 2008年10月31日
会長声明

国際人権（自由権）規約委員
会の総括所見に対する会長声
明

１.　第一選択議定書の批准
２.　政府から独立した国内人権機関の設置
３.　裁判官・検察官・弁護士に対する国際

人権法教育についての委員会の勧告を政
府は誠意をもって受けとめ、実現に努力
すること

21 2010年４月６日
会長声明

人種差別撤廃委員会の総括
所見に対する会長声明

　国内人権機関の設置、公務員や法執行
官に対する人権教育、個人通報制度、外
国籍の調停委員の不採用方針、朝鮮学校、
部落問題、アイヌ問題、沖縄問題などにお
ける差別の解消が勧告されており、政府に
その改善を求め、日弁連も全力を尽くすこ
と
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22 2010年５月28日
第61回定期総会

わが国における人権保障シス
テムの構築及び国際人権基
準の国内実施を求める決議

１.　パリ原則に合致した真に政府から独立
した国内人権機関を内閣府外局に設置す
ること

２.　国際人権（自由権）規約、女性差別
撤廃条約、人種差別撤廃条約などにお
ける個人通報制度を導入すること

３.　誤判原因を究明するため、政府から独
立した第三者機関を設置すること

４.　取調べの可視化（取調べの全過程の
録画）を実行するなど、被疑者及び被告
人の権利の充実のために刑事捜査制度
を全面的に見直すこと

23 2010年６月22日
日弁連コメント

国内人権機関の設置に関する
法務省の中間報告を受けての
日弁連コメント

１.　法務省の政務三役が発表した「新た
な人権救済機関の設置について（中間報
告）」は、国連総会で採択されたいわゆ
るパリ原則に沿った、政府から独立した
国内人権機関を内閣府の下に創設するこ
とを念頭においたもので、日弁連もこの
方針を高く評価するものである。

２.　国内人権機関は、憲法及び国際的な
人権基準を日本に定着させ、日本に生起
する人権侵害を予防ないし救済するもの
として、国際人権条約の個人通報制度と
ともに重要な人権保障システムとして位置
づけられ、国際人権条約の各機関からも
早期の設置を求められているものである。

３.…日弁連は、パリ原則に適合した実効的
な成案が、早期に確立されるよう求める。
その際は、広く市民の意見が反映される
べきであり、日弁連も、成案の確立に向
けて積極的に協力することを表明する。

24 2011年５月20日
会長声明

ハーグ条約の締結及び国内担
保法制定に関する会長声明

１.　我が国の司法制度のもとで、担保法に
より、新たに子を外国に返還し、または外
国から返還を求めるための手続・制度を
作るに当たって、子の福祉・利益の観点
から検討すべき事項は多岐に渡っている。

２.　国民に対する３年程度の周知・準備期
間を置くべきであり、また、市民的及び
政治的権利に関する国際規約第一選択
議定書や女性に対するあらゆる形態の差
別の撤廃に関する条約選択議定書の個
人通報制度の受入れも併せて検討され
るべきである。

３.　担保法の制定及び条約の締結に当
たっては、拙速を避け、子の福祉・利益
の観点から必要な検討課題を可能な限り
洗い出した上、各課題について、関係者・
専門家を交えて十分な議論及び検討が行
われるよう求める。
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25 2012年２月７日
会長声明

「国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約（仮称）」
を実施するための子の返還手
続等の整備に関する法制審
議会の要綱採択に対する会
長声明

　日弁連が意見書で掲げた事項のうち、児
童虐待やドメスティック・バイオレンスが認
められる事案に対する配慮、子の意見聴取、
返還手続に関する規定の整備などについて
は、要綱や論点まとめに一定程度盛り込ま
れたものと評価できるが、要綱等に盛り込
まれなかった事項もあり、盛り込まれた事
項についても、今後の規則や運用の内容に
よっては十分にその趣旨が達成されないお
それが否定できない。
　そこで、政府その他の関係者に対し、改
めて次の事項を要請する。
⑴　担保法に、①条約及び担保法の運用

に当たっては、子どもの最善の利益を尊
重すべき旨の規定、②担保法施行後３年
以内に、その運用状況を検証し、管轄
を含め担保法全体を見直すべき旨の規定、
③条約及び担保法の定める子の返還手
続が条約発効前の事案に適用されないこ
とを明らかにする規定を置くこと。

⑵　条約実施・担保法施行前に、以下の
準備を行うこと。
①　在外邦人、とりわけハーグ条約締約

国に居住する日本人に対し、同国の親
子関係法、離婚関係法、子を連れ去っ
た場合の制裁及び不利益等について、
十分な情報を提供することに加え、在
外領事館において可能な支援を行うこ
と。

②　資力の乏しい当事者の負担を軽減す
るために、公的支援制度の充実その
他の必要な対応をすること（特に、外
国語の翻訳等についても支援等を受け
られるようにすること。）。

③　返還手続に関わるすべての関係者
（中央当局の職員、裁判官、弁護士等）
に対し、子どもの権利条約を含む国際
人権法に関する十分な研修を実施する
こと。

④　国民に対し、条約及び担保法につ
いて十分な周知を図ること。とりわけ、
条約及び担保法の定める子の返還手
続が条約発効前の事案に適用されな
いことや、国内での子の連れ去り等の
事案には適用がないことについて、正
しく理解されるよう周知を図ること。

　以上の準備を行うために、条約の実施ま
でに相当程度の時間的猶予を設けるべきで
ある。
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⑶　条約及び担保法の運用において、①
子どもの最善の利益を尊重するとともに、
②子ども虐待やドメスティック・バイオレ
ンスがうかがわれる事案について適切な
配慮をすること、③円滑な面会交流を支
援する方策を講じること。

⑷　他方の親の同意又は裁判所の許可を
得ずに親が子を連れて国外に出た場合、
その親を刑事処罰する法制度を有する締
約国に対し、親が任意に子を返還し子と
共に常居所地国に戻った場合には、親の
刑事訴追を行わない扱いをするよう、要
請や対話・交渉を行うこと。

⑸　ハーグ条約の実施が国際人権条約に
適合的に行われることを確保するため、
ハーグ条約の締結と同時に、市民的及び
政治的権利に関する国際規約第一選択
議定書及び女性に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約選択議定書を
批准し、各条約の個人通報制度を受け
入れること。

26 2012年２月24日
会長声明

子どもの権利条約第３選択議
定書の署名についての会長声
明

　日本が子どもの権利条約の第３選択議定
書の共同提案国になったことを歓迎すると
ともに、政府に対し、批准に向けての政府
の積極的な姿勢を明らかにするため、共同
提案国の一員として署名することを求める。

27 2012年11月１日
日弁連コメント

国連人権理事会における日本
の普遍的定期的審査に関す
る日弁連コメント

　審査を通じて国際社会から懸念が表明さ
れた人権問題の解決に向けて、日本政府
が2008年の第１回審査の際には受け入れな
かったものも含め、すべての所見や勧告を
積極的に受諾し、改善に向けて一歩を踏み
出すことこそがＵＰＲの本来の目的にかなう
と考えられる。４年半後に再び行われる予
定の次回審査では、より実質的な市民社会
の参加を実現し、実り多き議論が展開され
るよう祈念する。国連加盟国による相互審
査（ピアレビュー）であるUPRと、各条約
機関による専門的な審査を経た総括所見の
相乗効果により、日本の人権状況のより一
層の改善を図ることが望まれる。

28 2013年３月22日
日弁連コメント

国連人権理事会本会議にお
ける、日本に対する第２回普
遍的定期的審査に関する政
府の対応についての日弁連コ
メント

　日本政府は、各国政府からの174個の勧
告について対応を明らかにし、各種個人通
報制度に関する選択議定書の批准及び当
該条項の受託宣言、パリ原則に基づく国内
人権機関の設置、女性に対する差別の撤
廃など大多数の勧告について、フォローアッ
プすることを受諾した。また、死刑制度の
停止または廃止、代用監獄制度の見直し、
弁護人の取調べへの立会い、従軍慰安婦



−…14…−

問題について国際社会からの勧告に真摯に
対応すること等について日本政府がフォロー
アップそれ自体を拒否したことは誠に遺憾
であり、残念である。
　改めて日本政府に対し、今回の審査にお
いて提起されたすべての人権問題について、
その現状に関する情報を更に広く公開する
ことを要請する。
　各人権問題の解決に向けて、必要な場合
には広く国民的議論を尽くし、解決に向け
ての具体的な一歩を踏み出すよう強く要請
する。
　日弁連は、今回の審査を通じた対話を
今後とも継続し、社会権規約の第３回審査、
拷問等禁止条約の第２回審査 ,そして自由
権規約の第６回審査などの機会も生かしつ
つ、日本における人権状況の確実な改善に
つなげていく｡

29 2013年５月27日
会長声明

国連社会権規約委員会の総
括所見に関する会長声明

１.　規約の裁判適用可能性について弁護
士ら司法専門職に対する研修を行うこと

２.　国内人権機関を速やかに設置すること
３.　ジェンダーの役割に対する社会認識変

革のためのキャンペーンを行い、教育・
雇用・政治における男女割り当て目標の
設定

４.　東日本大震災・福島原発事故に対する
災害対応、危険の低減、復興の取り組
みに人権を基礎とするアプローチをとるこ
と

５.　社会保障予算の削減に対して後退禁
止原則の確保を求めることなどを勧告さ
れたことに対して政府の実現の努力を求
め、日弁連も全力をあげて取り組む。

30 2013年６月４日
会長声明

国連拷問禁止委員会の総括
所見に関する会長声明

　代用監獄制度、取調べと自白、難民認
定制度と入管収容施設、刑事施設及び留置
施設の被収容者からの不服申立、拘禁処
遇、死刑制度と死刑確定者の処遇戦時性
奴隷制（いわゆる日本軍「慰安婦」）について、
重視すべき勧告を受け、また、パリ原則に
合致した国内人権機関の早期設置を求める
勧告を受けた。
　日弁連は、拷問禁止委員会による指摘を
日本政府が重く受け止め、誠意を持ってそ
の解決に向け努力することを強く求めると
同時に、勧告の実現に向け政府との対話を
継続し、これらの課題の解決のために努力
する。
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31 2013年12月４日
会長声明

「障害者の権利に関する条約」
の批准に際しての会長声明

　日本政府は、日弁連会長声明や当事者
団体の意見等を踏まえ、条約締結に先立っ
て国内法令の整備を推進することとし、改
正「障害者基本法」、「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律」（以下「差
別解消法」という。）などを成立させており、
このように国内法整備を経た上で権利条約
批准の承認に至ったことについては、当連
合会としても評価する。
　しかし、社会的障壁の除去の実施につい
て民間事業者の合理的配慮義務が努力義
務にとどまり、国内人権機関も設立されて
いないなど、国内法整備は、必ずしも十分
とは言い難い。障害者権利条約の趣旨を国
内において実現させるために、国は、①事
業者の合理的配慮義務を努力義務にとどめ
ている差別解消法第８条第２項を早急に改
正し、法的義務へと移行する、②パリ原則
に則った政府から独立した国内人権機関の
創設する、③あらゆる段階において共生社
会を形成するための教育（インクルーシブ教
育）を保障する、④精神障がいのある人に
対する強制入院のあり方は見直しが必要で
あり、また、効果的な権利擁護制度の確立、
入院者を減少させるための地域生活の支援
を充実する、⑤障がいのある人の個別事情
に応じた配慮が提供されることを確保する
ため、訴訟法において配慮義務を明定する、
⑥障害者虐待の防止、障害者の養護者に
対する支援等に関する法律が適用対象外
としている学校、保育所等、医療機関、官
公署等を適用対象とする、⑦障がいのある
人の個別事情に即した支援を受ける権利が
保障される、⑧成年後見制度について個々
人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当
事者が可能な限り自己決定しうる環境に配
慮した制度に改める、国内法整備を行うこ
とが必要である。
　日弁連は、速やかにこれらの法改正を行
うことを強く求め、今後予定されている差
別解消法における基本方針、対応要領、対
応指針の作成や、障害者の雇用の促進等
に関する法律における差別禁止・合理的配
慮の提供指針の作成については、障害者
権利条約の趣旨を活かしていくよう積極的
に働き掛けていく。
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32 2014年２月20日 国内人権機関の創設を求める
意見書

　人権委員会設置法案は2012年11月閣議決
定されたが、解散により廃案になった｡ しか
し当連合会は引き続き政府から独立した国
内人権機関の早期設立を求める｡

33 2014年８月１日　 国際人権（自由権）規約委員
会の総括所見に対する会長声
明

１.　死刑廃止の考慮、死刑確定者の処遇
等の改善、代用監獄の廃止、起訴前の
保釈、取調への弁護人立会、取調期間
の制限と全課程の録画

２.　ジェンダー差別の解消
３.　慰安婦問題、技能実習生問題の解決
４.　人権状況を改善するための制度的措置

として、個人通報制度、国内人権機関の
設置、裁判官・検察官・弁護士に対する
国際人権法教育実施などの勧告を誠意を
もって受けとめ、実現に努力することを求
める。

34 2014年９月５日
会長声明

人種差別撤廃委員会の総括
所見に対する会長声明

　総括所見で人種差別撤廃委員会は、人
種差別撤廃条第約４条⒜⒝の留保を撤回
し、差別禁止法を制定すること、パリ原則
に則った国内人権機関についての速やかな
法案の検討の再開と採択、個人通報制度
の受諾、外国籍調停委員の採用の再検討
や、技能実習制度の改革・慰安婦問題・高
等学校の無償化についての朝鮮学校の排
除・部落問題・アイヌ問題・沖縄問題、外
国人やマイノリティの女性に対するDV 問
題・ムスリム監視・移住労働者・難民庇護
希望者等の個別問題等への取組が不十分
であることなど、30項目に及び懸念を表明
し、又は勧告を行った。
　日本政府は人種差別撤廃委員会の表明
したこれらの懸念、勧告を真摯に受け止め、
検討するとともに、さらなる改善措置に向
け真摯に取り組むべきである。
　日弁連は、人種差別撤廃委員会が指摘
した事項についてその実現のために政府と
の対話を継続し、これらの課題の解決のた
めに全力を尽くす。

35 2014年10月３日
函館人権大会宣言

障害者権利条約の完全実施
を求める決議

　日本が2014年１月20日に批准した障害者
権利条約の内容が国内で完全に実施され
るように、政府は各分野において大幅な法
整備を行うべきであり、日弁連もこれに向
けて全力を尽くす。
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36 2016年３月16日
会長談話

女性差別撤廃委員会の総括
所見に対する会長談話

　委員会は、夫婦同氏の強制、女性の再
婚禁止期間等に関する民法の改正等、個
人通報制度、法曹の教育・研修、国内人
権機関の設置、内閣府男女共同参画局の
強化等についても勧告があり、裁判所が条
約の直接適用可能性を否定していることに
ついて懸念を示した。
　日弁連は日本政府がこれを誠意をもって
受けとめ、優先課題として実現することを
求める。

37 2017年11月15日
会長声明

国連人権理事会における日本
の第３回普遍的定期的審査
に関する会長声明

　日本に対する勧告数は200を超え、その
主な内容は、反差別、死刑制度、国内人
権機関の設置、個人通報制度等の選択議
定書の批准、女性や子どもの性的搾取や人
身取引に関するものであった。
　今回の審査において、他の国連加盟国か
ら、法律の制定及び法改正並びにその適
正な運用を示唆する多くの勧告がなされた
ことは、日本の行政機関のみならず国会及
び司法の課題として受け止めなければなら
ない。
　日本政府に対して、今回出されたすべて
の勧告の受け入れについて、国際基準に照
らして真摯に検討し、特に2020年オリンピッ
ク・パラリンピック及び国連犯罪防止刑事司
法会議の開催を前に、国際社会において日
本が名誉ある地位を占めるにふさわしい人
権状況を具体的に整えるべく努力するよう求
める。日弁連もまた、勧告内容を踏まえて
日本の人権状況の改善に向けた日本政府と
の建設的対話を継続し、各課題について国
民的議論を活発にすべく社会に広く情報発
信し、基本的人権を擁護し社会正義を実現
する使命を果たす。

38 2018年９月７日
会長声明

人種差別撤廃委員会の総括
所見に対する会長声明

　総括所見で人種差別撤廃委員会は、人
種差別禁止に関する包括的な法律を採択す
ること、パリ原則に則った国内人権機関の
設置、個人通報制度の受諾、在日コリアン
や長期間滞在する外国籍の者等が公務員の
地位にアクセスできるようにすることなど、45
項目に及ぶ懸念を表明し又は勧告を行った。
条約批准国の義務として、また国際社会に
おいて日本が名誉ある地位を占めるにふさ
わしい人権状況の国内実現のため、委員会
が表明した懸念、勧告、要請を真摯に受
け止め、検討すべきである。日弁連もまた、
日本政府との建設的対話を継続し、これら
の課題の解決のために尽力する。
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39 2018年12月10日
会長談話

世界人権宣言70周年に当たっ
ての会長談話

　世界人権宣言は、多くの国際人権宣言や
国際人権条約の基礎をなすものである。
　日本は、これらの条約に基づき、人権を
尊重し、保護し、充足する義務を負ってい
るが、今も多くの人権問題を抱えており、世
界人権宣言や国際人権条約が十分に活かさ
れているとは言えない。2008年の総会決議
において、国際人権条約に基づく個人通報
制度や国内人権機関の創設などを求めてい
るが、それもいまだに実現されていない。
　世界に目を向けると、武力紛争が絶える
ことはなく、国際人権条約で禁止されてい
るはずの拷問、迫害、無差別の虐殺も続い
ている。飢餓や貧困も重大な人権侵害であ
る。前文に謳われている「恐怖及び欠乏の
ない世界の到来」までには、なお解決すべ
き課題が山積している。
　日弁連は、世界人権宣言をはじめとする
国際的な水準に則り、これからも基本的人
権を擁護し、社会正義を実現する活動を続
けることを決意する。

40 2018年12月25日
会長声明

国連強制失踪委員会の総括
所見に対する会長声明

　委員会は、個人通報制度の早期受諾、
慰安婦問題についての調査、情報開示、適
切な補償、接見交通権の制限、刑事施設
や医療機関、入国管理局施設等において
自由の剥奪の合法性を争うための、利用可
能な手段が存在しないことへの懸念を示し、
勧告をした。政府はこれを真摯に受けとめ、
市民社会との対話を行うべきである。日弁
連も政府との建設的対話を継続し、人権課
題の解決のため尽力する。

41 2019年２月25日
会長声明

国連子どもの権利委員会の総
括所見に対する会長声明

　委員会が行った以下の懸念の表明と勧告
を真摯に受けとめ制度改善に向けて行動す
べきである。
１.　包括的な反差別法の制定、婚外子を

含むあらゆる子どもに対する差別的規程
の撤廃

２.　子どもの意見の尊重、子どもの参加権、
意見表明権が正当に保障されること

３.　あらゆる場面のあらゆる体罰を法律で
明示的かつ全面的に禁止する立法措置を
求める

４.　子どもの権利に関する包括的な法律の
制定、子どもの権利を保護、調整、評価、
監視のための機関を設置すること、通報
手続に関する子どもの権利条約の第３選
択議定書の批准など
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第４　国際人権基準の実施における個人通報制度と国内人権機関の役割

個人通報制度と国内人権機関は人権を促進し保護するための不可欠のツールである。
日弁連とその会員はこれまで両制度の実現を求めて奮闘してきた。両制度が実現すれば
国際人権基準に基づく活動を一段と強化・活性化することができる。

第２節　なぜ個人通報制度と国内人権機関が必要なのか

第１　国際人権条約の国内法的効力

１　締約国の条約の受け入れ方
条約の受け入れ方については、一般的受容体制と変形体制とがある。一般的受容体制

とは、条約にそのまま国内法としての効力を認めるものである。これに対してイギリス
などでは変形体制を採り、条約を国内で実施するためには、国内法化する必要がある。
日本は、日本国憲法第98条第２項の「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」との規定から、一般的受容体制を採り、条
約は国内法的効力を有するとされている。

２　国内法との優先関係
条約を国内法として効力を認めると、他の国内法との優先関係が問題となる。条約が

法律より上位になることについては争いがない。憲法と条約との関係は、憲法が条約に
優位するというのが通説である。

３　直接適用と裁判規範性
直接適用の問題とは、事実関係に条約の規定を直接適用し、条約を権利の根拠規定と

できるかどうかの問題である。裁判規範性あるいは自動執行力などといわれることもあ
る。直接適用が認められるのは、一般的受容体制の場合に限られる。条約の実体規定が
直接適用されるかどうかは、当該規定の意味するところが明確なものであるかどうかな
どから判断される。

日本政府は、「当該規定の目的、内容及び文言等を勘案して、具体的に判断すべき」
としている。しかしながら、訴訟の場においてしばしば自由権規約の実体規定について
自動執行力がないと主張する。これに対して反論し、いかに裁判所に直接適用させるか
が実務の課題である。

４　間接適用2

国際人権条約は間接適用も可能である。すなわち当該事案に対して直接適用される国
内法の解釈や適用に国際人権条約の内容を反映させようとするものである。条約を直接
適用し、条約違反を認定することに躊躇する裁判所にとっては、国内法の解釈と適用と
いう形を採るために受け入れやすいという点も指摘されている。

2　在日韓国人の国民年金加入と社会権規約第９条についての東京高等裁判所昭和58年10月20日付
け判決（『判例時報』第1092号31ページ）民事事件についての接見と自由権規約についての徳島
地方裁判所平成８年３月15日付け判決（『判例時報』第1597号115ページ）及び高松高等裁判所平
成９年11月25日付け判決（『判例時報』第1653号117ページ）
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第２　国際人権条約による人権保障の前進～国際人権条約の直接適用及び国内法
改正～

　
１　退去強制令書発付処分取消等請求事件（最高裁判所平成18年（行ツ）135号、平成20
　　年６月４日付け大法廷判決）3

⑴　事案の概要
本件は、日本国籍を有する父とフィリピン国籍を有する母との間に生まれた子が、

出生後に父から認知を受けたことを理由として、法務大臣宛てに国籍取得届を提出し
たところ、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子であることを国籍取得の要
件と定める国籍法第３条第１項の要件を満たしておらず、日本国籍を取得していない
とされたことから、国籍法第３条第１項の規定が憲法第14条第１項に違反すること等
を主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた事案である。

⑵　…裁判所の判断
本判決は、国籍法第３条第１項が、日本国民である父と日本国民ではない母との間

に出生し、父から出生後に認知された婚外子について、父母の婚姻により嫡出子たる
身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認め、認知されたにとどまる
子と準正のあった子との間における、日本国籍取得に関する区別を生じさせているこ
とは、遅くとも子が国籍取得届を提出した平成15年当時には、合理的な理由のない差
別に当たるとして、憲法第14条第１項に違反するものであったと、判断した。

⑶　裁判所判決文中における、国際人権条約への言及
多数意見は、国籍法第３条第１項の規定の合憲性判断に当たり、同項の規定が認知

に加え準正を日本国籍取得の要件としたことと、立法目的との間において、一定の合
理的関連性があったかどうか、という判断基準を用いるとした。

その上で、立法当時においては、前記要件と立法目的との間に、一定の合理的関連
性があったものとした上で、その後の社会的経済的環境等の変化に加え、「諸外国に
おいては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかが
われ」、「我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に
関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存
する」として、国際人権条約等の規定について言及した上、前記要件について、「立
法目的との間に合理的関連性を見出すことがもはや難しくなっているというべきであ
る」と述べた。

⑷　国内法の改正状況
平成20年12月12日、国籍法が改正され、出生後に日本人に認知されていれば、父母

が婚姻していない場合にも届出によって日本国籍を取得することができるようになっ
た。

２　大麻取締法違反・関税法違反被告事件（東京高等裁判所平成５年２月３日付け判決）
⑴　事案の概要

本件は、大麻取締法違反、関税法違反により刑事裁判を受けた被告人について , 同

3　最高裁判所判例解説（電子版）（Westlaw…Japan）267ページないし325ページ
　判例タイムズ No.1267（Westlaw　Japan）92ページないし116ページ
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第１章　個人通報制度と国内人権機関の必要性

人は日本語に通じない者であったため第一審の刑事裁判手続中、通訳人が選任されて
いたところ、第一審判決において、当該通訳人の費用を負担するべきことが命じられ
たのに対し、被告人が、当該通訳人の費用の負担を命じる判決は、自由権規約第14条
第３項⒡が規定した「無料で通訳の援助を受けること」に反すること等を主張し、控
訴した事案である。

⑵　裁判所の判断
本判決は、自由権規約第14条第３項（f）に規定する「無料で通訳の援助を受けること」

の保障は、無条件かつ絶対的のものであって、裁判の結果被告人が有罪とされ、刑の
言い渡しを受けた場合であっても、刑事訴訟法第181条第１項本文により被告人に通
訳に要した費用の負担を命じることは許されない、と判示し、原判決を破棄した。

⑶　裁判所判決文中における、国際人権条約への言及
上記⑵と同じ。

⑷　国内法の改正状況
本判決後も、刑事訴訟法第181条第１項本文は改正されていない。

３　婚外子差別
2013年９月４日、最高裁判所大法廷は、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の

２分の１であるとする民法第900条第４号ただし書前段（以下「本件規定」という。）に
ついて、「嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的根拠は失われて」いる
として、本件規定は憲法第14条第１項に違反して無効であると判示した。これを受けて、
同年12月５日、民法の一部を改正する法律が成立し、本件規定は削除され、嫡出でない
子の法定相続分は嫡出である子と同等に改正された。

婚外子の差別については、自由権規約委員会が第３回日本審査（1993年）における総
括所見において、懸念を表明し、出生届及び戸籍に関する法規定と実務慣行は、自由権
規約第17条及び第24条に違反し、婚外子の相続権上の差別は、同規約第26条と矛盾す
るものであるとして、規約の規定に一致するように婚外子に関する日本の法律を改正し、
差別的な条項を削除するよう勧告した。その後、自由権規約委員会のみならず、社会権
規約委員会や子どもの権利委員会、女性差別撤廃委員会でも、婚外子に対する差別に対
して繰り返し懸念が示され、法改正が勧告されてきた。

前記最高裁判所大法廷決定は、自由権規約や子どもの権利条約には「児童が出生に
よっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている」ことを指摘した上、「平成
５年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告
し」、その後、自由権規約委員会や子どもの権利委員会が「具体的に本件規定を含む国籍、
戸籍及び相続における差別的規定を問題にして、懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返
してきた。最近でも、平成22年に、児童の権利委員会が、本件規定の存在を懸念する旨
の見解を改めて示している。」と指摘した。そして、本件規定が設けられた1947年の民
法改正以降の社会の動向、家族形態の多様化や国民の意識の変化に加え、「諸外国の立
法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指
摘」などを総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊厳がより明確
に認識されてきたことは明らかであるとし、このような認識の変化に伴い、父母が婚姻
関係になかったという子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由とし
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てその子に不利益を及ぼすことは許されないとして、前記のとおり判示した。
４　障害者権利条約の批准と国内法整備

締約国は、国内法制を条約に適合するよう改変しなければならない。障害者権利条約
第４条第１項も次のとおり定めている。
「締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及

び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び推進することを約束する。このため、
締約国は、次のことを約束する。

⒜　この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政
措置その他の措置を採ること。

⒝　障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止
するためのすべての適当な措置（立法を含む。）を採ること。

（以下略）」
日本で特筆すべきは、障害者権利条約批准前に、批准に向けて一定の国内法整備を進

めたことである。日本は2007年９月に障害者権利条約に署名し、障害者基本法の改正案
を示し2009年３月の批准を目指した。しかし、改正法の内容は極めて不十分であったた
め、日本障害フォーラムは、国内法整備を担保した上での批准が必要であり、拙速な形
式的な批准は避けるべきとの意見を明らかにした。日弁連も同年３月13日に会長声明を
公表し、国内法の整備がされないまま権利条約が批准されると、権利条約が求める人権
保障システムの確立が先送りされる結果だけをもたらさないかという強い懸念を示すと
ともに、人権保障システムの基本的枠組みの構築を強く求めた。

政権交代を経て同年12月の閣議決定により設置された障がい者制度改革推進本部のも
と、障がい者制度改革推進会議が開催され、多くの障がい当事者が参画して議論が重ね
られた。このような経過を経て、2011年７月に障害者基本法の改正、2012年６月に総合
支援法、2013年６月に障害者差別解消法が成立した。また同年６月、障害者雇用促進法
が改正された。

その上で、内閣は障害者権利条約の批准の承認案を国会に提出し、衆参両院の可決を
受けて、2014年１月20日に141番目の国・地域として批准書を寄託し、同年２月19日に
日本において効力が生じるに至った。

日弁連はその年の10月の人権擁護大会の調査活動の一環として、同年３月にジュネー
ブに赴き、障害者権利委員会による締約国審査を傍聴するなどの活動を行なったが、面
談できた複数の委員から批准に時間をかけても国内法整備を行った日本の対応を高く評
価する声を受けた。

もっとも、上記の国内法は障害者権利条約が求める水準に達していないことから、日
弁連は同年10月の人権擁護大会で、「障害者権利条約の完全実施を求める宣言」を採択
した。

現在、障害者権利委員会による日本に対する第１回締約国審査の手続が進んでおり
（2019年９月にリストオブイッシューズ採択、2020年夏の会期で総括所見採択予定）、障
害者差別解消法の施行３年後見直しの時期とも重なることから、国内法制の条約適合に
向けた改変が強く求められる。
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５　難民の地位に関する条約・拷問等禁止条約の批准と出入国管理及び難民認定法の改正
国際人権条約が国内法改正に結びついた例として、難民条約及び拷問等禁止条約の批

准等と出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）の改正を挙げることができる。
難民条約は、難民を保護するための国際条約であり、日本は、インドシナ難民の大量

流出を契機として1981年に同条約を批准した。難民条約の批准に当たり、従前の出入国
管理法令を改正して、法律の名称も「出入国管理及び難民認定法」と改称した。国際人
権条約の批准により初めて難民認定制度が導入されたのである。もっとも、このように
出入国管理と難民保護を同一法律内に規定する必然性はなく、むしろ同一法律内に規定
したことを背景として出入国在留管理庁が出入国管理業務と難民認定業務の両方を所掌
し、これにより日本の難民認定手続が出入国管理行政と密接に連携され、出入国管理と
いう行政目的に従属されているという弊害が見受けられることから改善が必要である。

また、拷問等禁止条約の批准後に日本が受けた第１回日本審査（2007年）において、
条約の履行状況を監視する条約機関たる拷問禁止委員会からの勧告を受け、「ノン・ル
フールマン原則」に関して2009年に入管法の一部（第53条第３項）が改正されたことも
ある。「ノン・ルフールマン原則」とは、同条約第３条第１項に規定される原則で、拷
問のおそれがある国へ、個人を「追放」「送還」又は「引き渡し」してはならない締約
国の義務を指す。つまり、退去強制先で拷問の実質的なおそれがある場合、すべての者
は退去強制されないことを保障される。難民条約にも同趣旨の規定はあり（ただし、対
象は難民に限定される）、入管法にも対応する規定はあったが、追放・送還・引渡しに
よって拷問にさらされるおそれのある者すべてに適用される拷問等禁止条約上のノン・
ルフールマン原則は明確に規定されていなかったことから法改正が行われた。

以上のとおり、難民条約の批准や拷問等禁止条約にかかる条約機関からの勧告により、
入管法が改正され、日本における人権保障が国際水準に近付けられてきた実績がある。
また、法改正に至る以前においても、弁護士が国際人権条約を用いて裁判で争い入管行
政を改善してきた（例えば拷問等禁止条約のノン・ルフールマン原則を直接適用した名
古屋地方裁判所平成12年（行ウ）第24号など）。弁護士にとって国際人権法は裁判や立法・
法改正運動を進める上で非常に強力な武器となり得るのである。

第３　国内における国際人権条約の地位及び国際水準の人権保障に至っていない
人権課題

１　国際人権条約が日本国内ではなかなか実施されていないこと
各国際人権条約の多くの実体規定は、日本のように一般的受容体制を採る国では権利

の根拠規定として直接適用できる規定として作られているものと思われる。しかしなが
ら、日本の裁判所はこれらの規定の直接適用や間接適用については極めて消極的である。
また行政機関は裁判所以上に消極的である。そのため、せっかくの国際人権条約をいか
に日本国内で実施（適用）させるか、が我々に問われているのであり、そのため、個人
通報制度や国内人権機関の実現をいかにして実現するか、が今回のシンポジウムのテー
マである。

２　国際水準の人権保障に至っていない人権課題
我々が日常的に取り組む人権課題について、常に国際水準で扱われているのかどうか、
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どのように扱われているのか、を確認する必要があろう。
各条約機関などが総括所見等において勧告の対象としている主な事項としては、以下

のようなものがある。
優生保護法による強制不妊手術が行われた人に対する補償（自由権規約委員会第４回

日本審査総括所見第31項、女性差別撤廃委員会第７回・第８回日本審査総括所見第24項・
第25項）

ジェンダー平等（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第８項）
性的指向・性的同一性に基づく差別（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第11項）
ヘイトスピーチ（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第12項）
死刑（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第13項）

「慰安婦」（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第14項）
人身取引（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第15項）
技能実習制度（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第16項）
強制入院（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第17項）
代用監獄と自白の強制（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第18項）
難民申請者等の退去強制と収容（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第19項）
ムスリムに対する監視（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第20項）
特定秘密保護法（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第23項）
福島原発災害の避難区域指定解除（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第24項）
体罰（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第25項）
先住民（自由権規約委員会第６回日本審査総括所見第26項）
社会保障費削減（社会権規約委員会第３回日本審査総括所見第９項）
女性、非嫡出子及び同性カップルに対する差別規定（社会権規約委員会第３回日本審

査総括所見第10項）
雇用など社会権の分野の差別禁止法がないこと（社会権規約委員会第３回日本審査総

括所見第11項）
雇用における障害者差別（社会権規約委員会第３回日本審査総括所見第12項）
性差別解消に向けての施策（社会権規約委員会第３回日本審査総括所見第13項）

第４　個人通報制度及び国内人権機関による国際水準の人権保障の実現

１　国連の想定する三層の実施措置と日本
国際人権条約の実施については、様々な対処法がある。第一は国際レベルのもので

ある。条約機関による各国の締約国報告審査や、人権理事会による普遍的定期的審査
（UPR）はこれに位置付けられる。第二は、地域レベルであり、例えばヨーロッパ、米
州及びアフリカには地域人権保障機構が存する。第三は国内レベルであり、締約国の立
法、司法及び行政も実施機関として位置付けられている。

しかし日本では、これらが機能していない。締約国報告審査や普遍的定期的審査では
有益な勧告が繰り返されているが、事実上日本政府は無視をしている。またアジアには
地域人権保障機構そのものがない。また国内の実施機関として位置付けられている司法
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が、国際人権法の適用については極めて消極的である。
２　実施措置としての個人通報制度と国内人権機関

世界人権宣言ののち、約30もの国際人権条約が次々と作られてきたが、必ずしもこれ
らが各国で実施されてきたわけではなかった。つまり従来の実施措置が必ずしも有効に
機能しないことを踏まえて、国連は1965年人種差別撤廃条約の採択の際に個人通報制度
を導入することとした。また1993年国連総会でパリ原則を採択し、政府から独立した国
内人権機関の設置を求めた。

３　個人通報制度の意義
条約とは国と国との合意であるが、国際人権条約は個人への適用が予定されており、

国際条約における個人の主体性につながるものであった。個人通報制度はその個人に通
報をさせ、各国の国際人権条約違反について条約機関等に見解を求めさせるものであり、
画期的な意義を有する。各国の最高裁判所は最終審でありその判断に異議を唱えられな
いものとされる。個人通報制度が導入されれば、各国の最高裁判所の判断について、さ
らに条約機関等により国際人権条約違反の審査がなされ得ることになるため、各国の国
内裁判所は国際人権条約適合性の判断を慎重になさざるを得なくなるのである。日本の
最高裁判所は国際人権条約違反の主張をほとんど取り入れてこなかったといってよいが、
個人通報制度が日本で実現すれば、その態度は大きく変わらざるを得ない。

４　国内人権機関
人権問題は、国内においては最終的には裁判所の判断に委ねられるが、裁判は、一般

市民には、費用がかかること、専門家の援助を要する難しいものであること、時間がか
かることなどの難点がある。そこで、市民にとって安価、容易かつ迅速に人権救済を図
る手段として、国内人権機関（国家機関）を設置しようとするものである。これが実現
すれば、訴訟手続によらずとも多くの人権侵害事案が解決できることになる。さらに、
行政は分化しており、担当部局の対処は他の行政機関で根本的な見直しがなされること
は少ないが、国内人権機関は、従来の問題を国際人権法の視点から基本的に見直すとい
うことも期待できる。ただこれは国家機関であり、しばしば人権侵害の主体にもなる国
家からの独立性が担保できるのか、という問題がある。国家からの独立性を担保しなが
ら、国際人権法の実施という観点から国内人権機関の活動が期待されるところである。
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第１節　個人通報制度の重要性

第１　国際人権条約における個人通報制度の重要性

１　国際的な人権保障制度の必要性
⑴　国連憲章の成立、包括的な国際人権章典と個別的人権文書

既に述べたように、第二次世界大戦後、人権思想が進展し、国際平和への動きとと
もに、人権を国内法的に保障するだけでなく、国際法的にも保障しようとする傾向が
強まった。状況は劇的に変化した。

国連憲章は、基本的人権の擁護を目的の一つに掲げた。世界人権宣言は、人権が世
界秩序の基本原理であると確認した。1966年、国連総会で採択された国際人権規約は、
社会権規約と自由権規約及びその第一選択議定書の３つからなり、世界人権宣言とと
もに包括的な国際人権章典を構成した。

また、人種差別や女性差別といったテーマ別、カテゴリー別の人権文書も作成され
た。あるものは法的拘束力のある条約の形を取り、あるものは法的拘束力のない宣言、
原則、規則、行動綱領という形を取っている。国際人権章典によって打ち立てられた
人権規範は、これらの個別的文書を通じてその内容をさらに詳細にしている。

⑵　国際人権基準の「国内的実施」
これらの国際人権基準は普遍的に実現されるべき人権内容を明示する。地球上のど

こにいても、人は人である限り、同等の価値を持ち、同等の取扱いを受けるのが国際
人権法の理念である。

しかし、世界政府の下に生きているわけでない以上、国際人権基準の実現は、実際
上各国の国内で実現される外ない。国際人権基準は、第一義的には「国内的実施」を
予定されている。

国内的実施は、まずは国際人権基準を国内法体系に組み入れることであり、そのや
り方は、大別して二つある。一つは、国際人権基準の実現のため国内法を制定又は改
正する方法であり、もう一つは、国際人権基準を（特に自動執行的な条約の規定の場
合）そのまま国内法化する方法である。

日本の難民条約への加入に当たっては入管法や国民年金法が改正されたし、女性差
別撤廃条約の批准に当たっては男女雇用機会均等法の制定や国籍法の改正がなされた
例がある。

もっとも、立法整備が不十分に終わる場合も少なくない。人権侵犯となるような紛
争事案が発生した場合、国内裁判が人権保障の役割を期待されている。国際人権基準
を国内裁判に持ち込むに当たり、状況に応じて国際人権基準を裁判所で「直接適用」
するか、あるいは既存の国内法規を解釈する指針として「間接適用」するか戦略が練
られることとなる。

⑶　国内人権機関の意義と現状
立法や裁判で国際人権基準の実現が期待されつつも、1978年、国連で「人権の促進

と保護のための国内的・地方的機関に関するセミナー」が開催されたことをきっかけ
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に、人権基準の国内的実施に「国内人権機関」が重視されるようになった。
国内人権機関の類型は、人権問題一般を問題とする人権委員会型、女性や子ども、

障がいのある者など特定の問題を問題とする専門機関型、行政による不正義を問題と
するオンブズマン型など様々である。

しかし、日本の法務省傘下の人権擁護委員をはじめ、現状では人権擁護機関が所期
の目的を果たしていない国も多い。

⑷　国際的な人権保障制度の必要性
各国が、立法・司法・行政上の諸機関を総動員し、自発的にしかも誠実に国際人権

基準を実現していくならば、問題はない。
しかし、実際には、各国が国際人権基準を自国の都合の良いように恣意的に解釈し

たり、平気で無視したりする行動を取ることもままある。
そこで、国際人権基準を実現するために、何らかの仕組みを設け、国際的に各国政

府の行動をチェックする必要が生じてくるのである。つまり、国際人権基準が各国内
できちんと実現しているかを監視し、その実現が阻害されている場合には、障害の除
去を促すという「国際的実施」のシステムの確立が求められる。

２　国際人権条約の成立と締約国の義務
⑴　国際人権条約の成立

①　人権と国際法
1689年のイギリス名誉革命の「権利章典」（「臣民の権利及び自由を宣言し、かつ、

王位の継承を定める法律」）、1776年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス
人権宣言」（「人間及び市民の権利の宣言」）のように、人権理念は欧米において発
展してきた。

しかし、伝統的国際法は、国家の権利義務を定めるものであって、個人の権利義
務は、各国の国内法で規定されるものであった。

個人は、自国や外国に対して、直接主張できるような国際法上の権利を有してい
なかったのであり、また、他国も、人権問題は、国内問題であって、他国が干渉す
ることはできなかった。

②　国際人権保障
人権が、国際的な関心事項にまで高まったのは、第二次世界大戦が契機である。
それまでの人権理念の発展にもかかわらず、第二次世界大戦において、ナチス・

ドイツのユダヤ人迫害などの大規模な人権侵害が行われた。
また、英米などは、人権の保護を第二次世界大戦遂行の目的の一つに掲げた。
このため、人権を国際的にも保護しようとする動きが高まり、第二次世界大戦後、

様々な国際人権条約が成立することとなった。
③　国連憲章

1945年６月26日にサンフランシスコ会議において調印され、同年10月24日に発効
した国連憲章においては、前文において「基本的人権と人間の尊厳及び価値」を確
認するとともに、人権の擁護に関する規定が多くの条文で定められた。

例えば、第１条第３項（経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問
題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべて
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の者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国
際協力を達成すること。）、第55条（c. 人種、性、言語又は宗教による差別のないす
べての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守）などである。

ただし、国連憲章は、加盟国に直接具体的な人権保護義務を課すものではない。
加盟国に直接具体的な人権保護義務を課す条約は、その後、成立することとなる。

④　国際人権条約
主な国際人権条約と締約国の義務は、次のとおりである（選択議定書は除く）。

ア　世界人権宣言（1948年採択）
初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なもの。
冒頭で、人類社会のすべての構成員の尊厳と平等で譲ることのできない権利を

世界における自由、正義及び平和の基礎であるとして、その承認をうたっている。
ただし、法的拘束力を持つものではない。法的拘束力を持たせるために、社会

権規約と自由権規約がある。
この後、人種差別撤廃条約や女性差別撤廃条約など、後続の国際人権条約に、

国連憲章や世界人権宣言の理念が引用されることとなる。
イ　集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約（ジェノサイド条約、1948年採択）
ウ　難民条約（1951年採択）　＊日本加入（1982年日本国内において効力発生）

事項に応じて、内国民待遇（自国民に与える待遇と同一の待遇）、最恵国待遇（同
一の事情の下で外国の国民に与える待遇のうち最も有利な待遇）、一般外国人待
遇（同一の事情の下で一般に外国人に与える待遇よりも不利でない待遇）を与え
る義務がある。

ただし、日本は、難民条約の対象となる難民の認定者数が、他の先進国に比べ
て少ないと言われている。

エ　女性の参政権に関する条約（1952年採択）　＊日本締結
オ　奴隷条約の改正議定書（1953年採択）　
カ　無国籍者の地位に関する条約（1954年採択）
キ　奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制度類似の制度及び慣行の廃止に関する補足条

約（1956年採択）
ク　既婚女性の国籍に関する条約（1957年採択）
ケ　無国籍の削減に関する条約（1961年採択）
コ　婚姻の同意、最低年齢及び登録に関する条約（1962年採択）
サ　人種差別撤廃条約（1965年採択）　＊日本加入（1996年日本国内において効力

発生）
ア　人種差別を撤廃し、被害者を救済することが義務付けられている。
イ　人種差別を根絶するため、人種差別の扇動等を法律で処罰するまでを義務付

けている。ただし、日本は、この条項を留保している。
シ　社会権規約（1966年採択）　＊日本批准（1979年日本国内において効力発生）
ス　自由権規約（1966年採択）　＊日本批准（1979年日本国内において効力発生）
セ　難民の地位に関する議定書（1966年採択）　＊日本加入（1982年日本国内にお

いて効力発生）
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ソ　戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約（1968年採択）
タ　アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約（1973年採択）
チ　女性差別撤廃条約（1979年採択）　＊日本批准（1985年日本国内において効力

発生）
ア　男女平等原則を憲法その他の法令に組み入れ、実際的な実現を法律その他の

手段により確保すること。
イ　女性差別を禁止する適当な立法その他の措置を採ること。
ウ　裁判所その他の公の機関を通じて差別行為から女性を効果的に保護すること。…
エ　女性差別となる行為・慣行を差し控え、公の当局及び機関がこの義務に従つ

て行動すること。
オ　個人、団体又は企業による女性差別を撤廃するための適当な措置を採ること。
カ　女性差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するため

の適当な措置を採ること。
キ　女性差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。

　　などを義務付けている。
　　私人による差別行為を防止する義務までを定めているのが一つの特徴である。
ツ　拷問等禁止条約（1984年採択）　＊日本加入（1999年日本国内において効力発生）

ア　拷問等禁止の義務は、戦争状態、緊急事態などにかかわらず（第２条第２項）、
絶対的な義務である。

イ　拷問を刑法上の犯罪とする義務を負う（第４条）
ウ　被害者救済を受ける権利、公正かつ適正な賠償を受ける権利を確保する義務

を負う（第14条第１項）
テ　子どもの権利条約（1989年採択）　＊日本批准（1994年日本国内において効力

発生）
ア　子ども自身のみならず、父母や家族の地位、活動等による差別からも保護す

ることを求めている。
イ　経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の

最大限の範囲内（第４条）での措置を求めると斬新的実現の要素を認めている。
ト　すべての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約（以下「移住労

働者権利条約」という。）（1990年採択）
ナ　障害者権利条約（2006年採択）　＊日本批准（2014年日本国内において発効）

ア　障がいに基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む）を禁止
イ　障害者が社会に参加し、包容されることを促進

ニ　強制失踪条約（2006年採択）＊日本批准（2010年日本国内において発効）
ア　強制失踪禁止の義務は、戦争状態、緊急事態などにかかわらず（第１条第２

項）、絶対的な義務である。
イ　強制失踪を刑法上の犯罪とする義務を負う（第４条）
ウ　被害回復を受ける権利を確保する義務を負う（第24条第４項）

⑵　締約国の義務
前述のような国際人権条約において、条約の締約国は、人身の自由、拷問の禁止、
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少数者の保護、男女平等、難民庇護等、直接具体的な人権保護義務を負うこととなった。
人権問題は、もはや、単なる国内問題ではなくなったのである。

３　国際人権条約における履行確保手段（報告制度、国家間通報制度、個人通報制度）
⑴　国際人権条約における履行確保手段の必要性

国際人権条約とは、基本的人権の保護に関し国家間において文章の形式により締
結され、国際法によって規律される法的拘束力のある文書をいう。締約国は、当該
条約が効力を生じると、条約上の義務を誠実に履行しなければならず（“pacta… sunt…
servanda”、条約法に関するウィーン条約（以下「ウィーン条約」という。）第26条）、
国内法を根拠として条約上の義務の不履行を正当化することはできない。それゆえ、
国際人権条約の締約国は、締結した国際人権条約上認められている権利を国内におい
て保障し、実現するために必要な措置を採る義務を負うこととなる。

締約国に課せられた上記条約実施義務に関し、自由権規約は以下の義務を履行する
よう締約国に求めている。

自由権規約第２条第１項は、「この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、
その管轄下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意
見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいか
なる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束
する。」と規定し、締結国に対し締約国の管轄下にあるすべての人に対し区別するこ
となく平等に規約で認められた権利を保障することを求めている。

また、自由権規約第２条第２項は、「この規約の各締約国は、立法措置その他の措
置がまだ採られていない場合には、この規約において認められる権利を実現するため
に必要な立法措置その他の措置を採るため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定
に従って必要な行動を執ることを約束する。」と規定し、締約国に対し、自由権規約
において認められる権利を実現するため、国内において法律の制定その他必要な措置
を採り、規約に認められた権利を実現するよう求めている。

さらに、自由権規約第２条第３項は、「この規約の各締約国は、次のことを約束する。」
と規定し、締約国に対し同項の⒜から⒞の手続を執るよう求めている。同項⒜は、「こ
の規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者に
よりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。」
と規定し、締約国に対し、公権力により自由権規約で認められた権利が侵害された場
合においても、被害者が、効果的な救済措置を受けられるよう制度を整備するよう求
めている。同項⒝は、「救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若し
くは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限ある機関によって決定されることを
確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。」と規定し、締約国
に対し、被害者救済のため、司法機関、行政機関及び立法機関等による効果的な救済
措置を決定すること及び司法上の救済措置を発展させることを求めている。特に同項

（b）が「司法上の救済措置の可能性を発展させること」と規定している点は、自由
権規約の実体規定が、締約国の国内において裁判規範として機能することを当然の前
提としていることを示している。また同項⒞が、「救済措置が与えられる場合に権限
のある機関によって執行されることを確保すること。」と規定している点からすれば、
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自由権規約は締約国に対し、救済措置権の実現をも確保するよう求めている。
他の国際人権条約においても、締約国の条約実施義務が規定されている（拷問等禁

止条約第２条第１項、人種差別撤廃条約第２条、女性差別撤廃条約第２条、子どもの
権利条約第４条、障害者権利条約第33条など）。

このように、国際人権条約は、締約国に対し当該条約に規定された権利の保障・実
現義務を課しているが、国際人権条約の実施義務を締約国に委ねていたのでは、条約
上の権利の保障・実現について締約国によって相違が出る。条約に規定された権利の
保障・実現等について締約国によって差が出ることを放置しておいては、国際人権条
約を策定し人権保障に対する国際的基準を明示し人権を国際的に保障しようとした目
的を達することはできず、締約国の国内における人権保障レベルが国際的な水準には
到達しない。

そこで、国際人権条約の締約国の国内における条約履行状況を確認・評価し、積極
的に各国に国際人権基準の実施を求める措置が必要となる。

国際人権条約では、締約国の国内において国際人権条約に規定された権利が保障さ
れ、締約国が条約上の義務を履行しているかを国際的に確認する制度として、報告制
度、国家間通報制度、個人通報制度を設けている。
　以下に上記３つの制度について、簡単に説明をする。

⑵　報告制度
報告制度とは、国際人権条約の締約国が、当該条約に規定された権利の実現のため

に当該締約国の国内において採った立法上、司法上、行政上その他の措置に関する報
告及びこれらの措置によってもたらされた進捗に関する報告を、当該条約の履行を監
視するために設置される条約機関（treaty…body）に行い、条約機関が締約国から提
出された報告を検討し、適当と認める意見、懸念、見解及び勧告等を示す制度である。

締約国の条約機関に対する報告は、当該条約が当該締約国に対し効力を生じてから
１年ないし２年以内（条約によって初回報告提出期間が異なっており、自由権規約、
人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約は１年、社会権規約、子ども
の権利条約、強制失踪条約、障害者権利条約は２年とされている。）に、初回報告後
は、自由権規約では「その後は委員会が要請するときに」、人種差別撤廃条約では「２
年ごとに、更には委員会が要請するとき」、拷問等禁止条約では「４年ごとに提出し」、
女性差別撤廃条約では「その後は少なくとも４年ごと」、社会権規約や子どもの権利
条約では「その後は５年ごとに」、障害者権利条約では「少なくとも４年ごとに、さ
らには委員会が要請するときに」、強制失踪条約では委員会が、締約国に対し、「こ
の条約の実施に関する追加的な情報の提供を要請する」ときに報告を提出することと
なっている。

報告制度では、条約機関は、締約国からの報告だけでなく、広く NGO や国内人権
機関からの情報提供も受け付けており、日本に対する審査では、日弁連も NGO とし
て報告を提出している。

締約国から提出された報告及び NGO から提出された報告を基に、条約機関は審査
を行うが、審査の場には締約国の代表団が出席し、条約機関からの質問に回答する。
この口頭での審査が行われた後、条約機関は、締約国について評価すべき事項、懸念
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がある事項、勧告等をまとめた総括所見（concluding…observations）を採択する。
条約機関の総括所見には、法的拘束力はないが、国際人権条約上の締約国の義務の

内容を確定する上で、重要な指標となる。
⑶　国家間通報制度

国家間通報制度とは、締約国が、他の締約国による国際人権条約違反を条約機関へ
通報し、条約機関がこの通報を受理し審査する制度のことである。この国家間通報
制度は、自由権規約第41条、社会権規約選択議定書第10条、人種差別撤廃条約第11
条、拷問等禁止条約第21条、子どもの権利条約の通報手続に関する選択議定書（以下

「第三選択議定書」という。）第12条、強制失踪条約第32条及び移住労働者権利条約第
76条に規定が設けられている。自由権規約、社会権規約選択議定書、拷問等禁止条約、
子どもの権利条約第三選択議定書、強制失踪条約及び移住労働者権利条約では、規定
に基づき条約機関が通報を受理し検討することを認めることを宣言した締約国に対し
てのみ効力が発生する。他方、人種差別撤廃条約第11条は、他国の同条約違反を同条
約に基づく条約機関である人種差別撤廃委員会が検討するために、締約国の宣言を必
要とはしていない。

この国家間通報制度に基づく通報は、他国への政治的な配慮からほとんど活用され
ていなかったが、2018年３月、同制度に基づく最初の通報として、カタールからサウ
ジアラビア王国及びアラブ首長国連邦に対する通報が、また、同年４月、パレスティ
ナからイスラエルに対する通報が、人種差別撤廃委員会に提出された。

⑷　個人通報制度
個人通報制度とは、国際人権条約に規定された権利を侵害された個人が、国内で救

済を受けられなかった場合に、条約機関に対し権利の救済を求めて通報し、条約機関
がこの通報を受理し審査する制度である。

個人通報制度については、条約本体において規定が設けられているもの（人種差別
撤廃条約第14条、拷問等禁止条約第22条、強制失踪条約第31条、移住労働者権利条約
第77条）、本体となる条約に付帯する選択議定書で設けられているもの（自由権規約、
社会権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障害者権利条約）とがある。前
者については規定する条項の受諾宣言を、後者については選択議定書の批准を行うこ
とによって、個人通報制度が締約国に対し効力を生じることとなる。

通報を受けた条約機関は、通報が受理可能か否かを検討し、受理可能となった場合
には、締約国が条約に規定された権利を侵害したか否かについての判断を行う。

個人通報制度は、個人が国家による人権侵害を条約機関に通報でき、これに基づき
条約機関が締約国の条約違反を直接審査するという点で、国際人権条約の履行確保手
段として重要な意義を有する制度である。

個人通報制度の詳細については、後述の「第２　個人通報制度の概要」に譲る。
４　国際的な人権保障制度の中で個人通報制度の果たす役割

個人通報制度は、国際人権条約で保障された人権を侵害されたと主張する個人が、締
約国を相手として、各国際人権条約の条約機関に対し申立てを行うことができるという
制度である。

他の履行確保手段の一つである報告制度は、締約国が国内の人権状況一般や人権に関
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する制度などを自ら報告し、それを条約機関に審査されるというものであるが、それは
具体的な人権侵害の事案について審査がなされるわけではなく、国内の人権状況一般や
人権に関する制度といった抽象的な人権状況の審査にとどまる。

しかし、個人通報制度は、報告制度とは異なり、人権の享有主体である個人が、自身
に対する人権侵害についての主張を自ら条約機関に申し立てるものであり、個別具体的
な人権侵害の事案について、条約に違反しているか否かが審査される。そのため、締約
国における人権侵害の状況について、より直截的に取り扱われるものといえ、締約国に
よる各国際人権条約の遵守状況を確認するための手段として非常に有益なものであり、
また人権を侵害されたと主張する個人にとって有効な救済手段になり得るものであると
いえる。

また、個人通報制度は、通報人や通報の相手方となった締約国から提出された情報等
に基づいて、各国際人権条約の条約機関が当該条約に違反しているのか否かの判断を行
うものである。この点で、個人通報制度は準司法的な性格を有する手続であるといえる。
そのため、条約機関の判断は、条約の解釈に関する先例としての意味を持ち、また、条
約の規範の明確化に資するものである。

５　日本において個人通報制度が必要とされる理由
個人通報制度は報告制度と並んで、条約上の権利を保障するための履行確保手段であ

る。これは国際人権条約を締結した締約国の人々にとって、押しなべて重要な制度であ
り、個人通報制度がとりわけ日本にだけ必要とされるものではない。

しかし、個人通報制度が日本にとって特に必要とされるにはわけがあり、今その導入
が急がれている。これには以下に述べるような主として３つの理由がある。

第一に、国際人権条約を締結しながら長年にわたって個人通報制度の導入を認めず、
国際人権基準から距離を置いてきた日本は、これに身近に触れる機会も乏しかったこと
もあって、人権状況は決して良好とはいえないばかりか、人権状況について条約機関等
から様々な指摘を受けている。第二に、世界的に見れば、今日、人権侵害に対し、個人
の権利救済の申立ても可能にする地域人権保障機構が設立され、盛んに活用されている
が、アジア地域にはこうした機構はなく、国内で人権侵害に対する救済を受けられなかっ
た個人が救済を求めたくとも個人通報制度を利用する以外にない状況である。しかしこ
れすら日本には存在しない。個人が受けた人権侵害を国際的な人権基準に照らして、救
済を受ける道は全く閉ざされている。第三に、このような状況の中で、日本の人権状況
は刑事司法分野をはじめとする様々な分野で世界的に問題点を多々指摘されており、人
権をめぐる豊かな前進があるとは到底いえず、閉塞感すら漂っている。裁判所は国際人
権条約の解釈・適用に消極的であるし、報道機関もこの問題に関心が薄い。個人通報制
度の導入はこうした状況を打破する機会になるに違いない。以下、詳述する。
⑴　国際人権基準と日本の人権状況

①　国際人権条約上の保障規定が人権として十分尊重され、確保されているとは言い
難いこと

国際人権条約において、人権を保障する規定は、日本国憲法と比較して、その内
容が豊富である。例えば、自由権規約であれば、被拘禁者に対する処遇（第９条）
など日本国憲法にはない８つの人権条項がある。個人通報制度が付帯する他の国際
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人権条約を俯瞰すれば、日本国憲法を超える一層の広がりを持った保障規定が豊か
に展開されている。他方日本国憲法にない保障規定も、条約が締結されれば、これ
を根拠に人権救済の根拠とすることは可能であるが、国内の裁判所においてこれを
主張しても、裁判官はその適用には消極的である。

②　日本国憲法では人権制約の在り方に厳格性が乏しいこと
国際人権条約には個々の条項ごとに人権の制約事由が明示されている。例えば自

由権規約では、移動・居住の自由（第12条第３項）、思想・良心及び宗教の自由（第
18条第３項）及び表現の自由（第19条第３項⒜）などにおいて、いずれも「国の安
全」、「公の秩序」、「公衆の健康若しくは道徳」など具体的に人権の制約を可とする
規定がそれぞれの条項の中に収められ、この明示された制約以外の事由によって当
該条項上の権利を制限することは認められない。また、拷問又は残虐な刑の禁止（第
７条）、奴隷及び強制労働の禁止（第８条）などのように、制限を可能とする規定
を持たず、権利の性質上からも権利の制限が許されないものもある。

日本国憲法の人権規定は、判例上、公共の福祉によって制限することができると
されているが、自由権規約委員会からは、報告制度による審査において、繰り返し「公
共の福祉」の概念の不明確性が指摘されてきた。日本国憲法上の権利が「公共の福
祉」によって制限される場合であっても、自由権規約の規定に相当する制限規定が
ない場合には、自由権規約に規定する権利の制約はできない。自由権規約上の移動・
居住の自由、思想・良心及び宗教の自由、表現の自由などには制限を可能とする事
由はあるにせよ、権利の制限は厳格でなければならず、解釈原則としての「比例の
原則」をも念頭に置けば、安易な人権制約は慎まなければならない。

自由権規約委員会は2014年７月に行った第６回日本審査において、「『公共の福祉』
の概念は、曖昧かつ無限定であり、かつ、規約の下で許容される制約を超える制限
を許容する可能性がある」と懸念し、日本に対し、自由権規約に合致させることを
勧告した。

このような状況にあって日本は、本来国際人権条約からは当然認められるべき権
利が、国内においてはこれが無視され、制限され、粗末にされ、その結果救済され
るべき権利が救済されない事態が生じている。このことは、個人通報制度の導入が
急がれる大きな理由の一つである。

⑵　地域人権保障機構と無縁の日本―世界にはある地域人権保障機構がアジアにはない
①　個人通報の可能な地域人権保障機構

ア　アメリカ地域には米州人権条約により設立された同条約の適用・解釈を行うた
めの独立司法機関として米州人権裁判所があり、加盟国国民には侵害救済のため
の個人としての提訴権がある。

イ　ヨーロッパ地域には欧州人権裁判所があり、欧州人権条約の実効を確保するた
め、公権力行使による人権侵害に対し、個人に原告適格を認め、加盟国の最高裁
判所の判決さえ覆すことのできる国際的な裁判所がある。

ウ　アフリカ地域には55の国と地域で構成されたアフリカ連合があり、その中のア
フリカ人権委員会では、個人通報制度も設けられている。

このように今や世界の多くの国々を包摂する地域に地域人権保障機構が存在し、
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個人通報制度が活用されている。
しかし、アジア地域には、残念ながらこうした人権裁判所や地域人権保障機構

は存在しない。日本においては人権の侵害について国内裁判所における裁判にお
いて救済される以外、救済の方法はない。そして、国内での人権侵害について国
際人権基準を根拠にその救済を求めることのできる術がない。このことは、個人
通報制度が日本に必要とされる第二の理由である。

②　例えば個人通報制度を定める自由権規約第一選択議定書について、既に世界116
か国（国連加盟国の60.1％）がこれを批准しており、現在に至るまで約1500件の個
人通報の申立てがなされ、審査の結果約420件を超える人権侵害が認定されている。

先進国のほとんどは既に何らかの個人通報制度を導入しており、このような制度
を持たない先進国は日本をおいて他に例を見ない。

⑶　個人通報制度導入によってもたらされる社会の変化
①　自由権規約等の国際人権条約に基づく個人通報制度が導入されれば、国内の司

法は判決の結果いかんでは、これに対して条約機関への通報が予想されることから、
判決には予め人権条約機関の解釈や先例を検討することとならざるを得ない。それ
により、国際的に確立した解釈にも、ほとんど関心を示さなかった裁判実務にも緊
張感がみなぎり、現状が改善されるはずである。国内においても国際人権法が実効
性のある裁判規範として機能することが期待される。

②　また、条約機関から何らかの見解が示されれば、国内において報道機関等で大き
く取り扱われる可能性もあり、その結果、国内の裁判所も、勧告内容を意識するこ
とになり、行政も改善に動くことも期待される。波及効果は計りしれない。

第２　個人通報制度の概要

１　手続の流れ（自由権規約第一選択議定書を例にとって）
⑴　通報の提出

通報先は、自由権規約に基づく条約機関である、自由権規約委員会である。現在、
自由権規約委員会はジュネーブ（スイス）に置かれているから、後出の各書面を郵送
する場合はすべてジュネーブに送付する必要がある（実務的には郵便到着までの日数
に注意する必要がある。）。通報の実際の提出先は、自由権規約委員会の事務局を担う
OHCHR とされている（下記参照）。

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.
aspx#OPICCPR

Petitions…and…Inquiries…Section…
Office…of…the…High…Commissioner…for…Human…Rights…United…Nations…Office…at…Geneva
1211…Geneva…10,…Switzerland…

　FAX：+41…22…917…9022（particularly…for…urgent…matter）
　E-mail：petitions[at]ohchr.org

通報は、書面によらなければならない（自由権規約第一選択議定書第２条）。もっ
とも、上記送付先に関する記述にあるように、ファックスやメールによる通報も認め
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られているが、この場合でも、後で署名付きの複写を OHCHR に送付する必要がある。
書面に用いる言語については、自由権規約委員会手続規則第29条及び第88条第４項

に規定されている。国連の公用語であるアラビア語・中国語・英語・フランス語・ロ
シア語・スペイン語の６か国語のいずれかで提出する必要がある。

通報のモデル書式は、次のリンク先で公表されている。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf

⑵　通報の形式審査
通報については、正式に登録される前に、通報を受領した事務局によって形式面の

審査を受ける。通報の申立書を送付しそれが届いたからといって、直ちに通報が登録
されて手続が開始する、というわけではない。

正式な「登録」（registration）までの手続については、自由権規約委員会手続規
則の第18章（“X Ⅷ .Procedure… for… the… consideration… of… communications　received…
under… the…Optional…Protocol”）に規定がある。例えば、明確に通報と判明しないも
のについて、通報意思を通報人に確認することがある（自由権規約委員会手続規則第
88条）、通報の内容等を明らかにするため補正・釈明を求める等の手続（同第90条）
が規定されている。

そもそも滞留案件が多いと推測されることから、申立書に目を通すまでに日数を要
する上に、補正すべき点や釈明すべき点があると、その決着が付くまでに相当の期間
がかかる。早期の解決が望まれる案件では、いかに早期に正式登録にもって行くかも
重要になる。

⑶　通報の登録
事務局によって、形式面を充足したと判断された通報は、要旨を付して新規通報特

別報告者の下に送られ、通報を正式登録するかどうか、自由権規約委員会の審査に先
立ち追加情報を更に求めるかどうか、受理可能性審査を本案審査と切り離して行うか
どうか、本案審査に先立って暫定措置を行うかどうか等を審査する。

新規通報特別報告者は、明らかに登録できないと判断されたもの、または自由権規
約上の争点がないと判断した通報についてはこれを登録せず、その旨を通報人に通知
する。

以上の前段階を経て、初めて当該通報が正式な通報として登録され（この時点で「通
報番号」が付される。）、自由権規約委員会の審理の対象となる（逆に、通報の相手方
である締約国に対して、これ以前に何らかの通知がされることは通常ない。）。

受理可能と判断される見込みのあるものについては、新規通報特別報告者は、当該
事案を関係締約国に送付し、受理可能性について、または受理可能性・本案双方につ
いての所見を求める。書面主義の審理がなされることから、通報同様、反論も書面に
よる必要がある。この反論は６か月以内に提出されるものとされている（自由権規約
委員会手続規則第92条第２項・第５項）。

新規通報特別報告者等の判断で、関係締約国に受理可能性のみについて所見を提出
するよう求めることができるようになっている（同第92条）。

通報した個人あるいは締約国は、新規通報特別報告者の許可を得て、追加書面を提
出することができる（同第92条第７項）。
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通報について最終判断が下されるまでの間、回復不能な損害が生ずる事態を防ぐため、
自由権規約委員会及び同委員会の委託を受けた新規通報特別報告者又は作業部会は、権
利を仮に保護するための暫定措置を締約国にいつでも要請することができる（同第94条、
Informal…guidance…note…by…the…secretariat…for…the…State…parties…on…procedures…for…the…
submission…and…consideration…by…treaty…bodies…of… individual…communications の７項）。
暫定措置は、死刑の執行、退去強制、引渡しが迫っているときなど、緊急の対応が求め
られるときに採られる。締約国がこの要請に従わないことは自由権規約第一選択議定書
及び自由権規約そのものに違反するものと解されている。

⑷　締約国への通知
自由権規約委員会は、登録されたすべての通報につき、締約国に通知するものとさ

れている（自由権規約委員会手続規則第92条第２項）。
⑸　締約国からの反論書の提出

通知を受けた締約国は６か月以内に書面で反論しなければならない。反論内容は受
理可能性と本案の双方について要求されることが通常である（自由権規約委員会手続
規則第92条第２項・第５項）。

⑹　通報人の再反論
通報人は、締約国からの反論に対して再反論することができる。ただし、その期限

は任意に定められることになる（自由権規約委員会手続規則第92条第９項）。
締約国からの反論は日本人にとっては外国語でなされ、それに対する反論も外国語

でなす必要があるから、双方向の翻訳が必要となる事態が予想される。上記のように、
手続はすべて書面審理であり、証人尋問などは手続として存在しないから、証拠とし
て提出するものもすべて当該外国語に翻訳した書面に限られるのである。再反論まで
の期限が短く設定されると、それだけで致命傷となりかねないことに留意しておく必
要がある。

この通報人からの再反論に対して、更に締約国も再反論することが認められている。
これらの応答の手続は自由権規約委員会（作業部会・新規通報特別報告者）が十分と
判断するまで繰り返されることもあり得る（同第97条第７項）。

２　通報の審査と通報の要件
⑴　通報の審査

通報は、自由権規約委員会の全体委員会での審議に先立ち、５人の委員で構成され
る一つか複数の作業部会で審議される。作業部会の委員のうちから当該通報に関する
報告者が任命され、審査の支援を担う。作業部会は、受理可能性と本案に関する作業
部会案を作成する任務を有している（自由権規約委員会手続規則第98条第１項・第３
項、第107条）

通報についての審査は、受理可能性審査と本案審査とに分かれるが、手続の迅速化
の要請のため、受理可能性審査と本案審査とが同時になされることが通例となってい
る。そのため、通報人は、通報の初期の段階から、受理可能性が認められる旨を主張
するのみならず、本案についても理由があることを主張する必要がある。締約国から
の反論も両方に対してなすことが求められる（ただし、締約国は、受理可能性のみで
勝てると考えれば、それについてのみ反論して済ませることも可能である。）。
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⑵　受理可能性審査の対象（通報の要件）
受理可能性審査とは、民事訴訟でいえば、訴訟要件を満たしているかどうかの審査

に相当し、不受理と決定されれば、本案、つまり自由権規約違反があったかどうかに
ついての実体的判断は示されない。

受理可能性審査で対象となる要件には以下のものがある。
①　国内救済措置を尽くしていること（自由権規約第一選択議定書第２条、第５条第

２項⒝）
②　人的管轄（同第１条）
③　時間的管轄（同第１条）
④　自由権規約違反の主張が具体的に明らかにされていること（同第２条）
⑤　事実認定の適否についての判断を求めるものでないこと（同第２条）
⑥　事物管轄（同第３条）
⑦　通報権の濫用に当たらないこと（同第３条）
⑧　他の国際機関の審査の対象となっていないこと（同第５条第２項⒜）
　以下、個別に検討する。
①　国内救済措置消尽の要件（自由権規約第一選択議定書第２条、第５条第２項⒝）

ア　問題となる自由権規約違反について、締約国の国内における法的救済措置の利
用が尽くされていない場合、自由権規約委員会は通報を受理しない。日本でいえ
ば、問題になる権利に応じて、刑事訴訟、国家賠償訴訟、行政訴訟等を最高裁判
所まで争った後でないと通報が認められないのである。上訴の手段が残されてい
るのにこれを利用せずに個人通報することは認められない（詳細については、後
述エ・オ参照）。

自由権規約は、第２条第３項において各締約国が自由権規約違反に対する効果
的な救済措置を整備することを義務付けている。すなわち自由権規約で保護され
た権利の保障の一義的な責任は各締約国に託されており、効果的な救済措置が各
締約国に用意されている限りにおいて、まず、国内救済措置を利用して救済を求
めるべきものとされるのである。このような国内救済措置消尽の要件は、国際人
権条約に基づく国際的人権救済メカニズムに一般的な要件である。

実質的に見ても、通報に対する自由権規約委員会の決定は、直接的な法的拘束
力を持つものではないから、まず法的拘束力を持ち得る国内の司法救済措置によ
ることが相当であろう。

国内救済措置が消尽されていないという判断に基づき自由権規約委員会が不受
理の決定をした場合、なお消尽される余地がある場合は、その後の消尽された段
階で、不受理の決定の見直しを求めることができる（自由権規約委員会手続規則
第100条第２項）。ただし、高等裁判所判決に対して上告しないまま通報を行っ
た場合、不受理決定の段階で上告期限は既に徒過しているはずであるから、不受
理の決定の見直しを求める余地はない。上記不受理決定の見直しは、例えば、最
高裁判所に上告した後に、通報も行い、自由権規約委員会から不受理決定が出た
後に最高裁判所が権利侵害を認めない結論を出したような限定的な事例に限って、
申し出ることができる。



−…42…−

イ　国内救済措置消尽の対象
国内救済措置の消尽の要件を満たすためには、通報の対象となる人権侵害の主

張と同じ内容の主張が、国内救済措置の手続でも主張されていなければならない。
同じ事案であっても、個人通報の段階で新たな主張を行うと、国内救済措置の不
消尽で不受理とされることになる。国内救済措置の段階で、自由権規約の条文を
具体的に特定してその違反を主張することまでは要求されないと解される。現実
的にも日本における上告審においては、日本国憲法に同様の人権規定が定められ
ている場合、上告理由となる日本国憲法違反だけを主張し、あえて自由権規約違
反まで主張しない事案も多いであろう。しかしながら、少なくとも人権侵害を基
礎づける事実については、国内手続の段階で主張しておく必要がある。

例えば、刑事事件において、刑事手続の違法性を争わないまま（例えば、自白
を強要されたという主張のないまま）無罪を上告審まで争った後、刑事手続の自
由権規約違反（例えば、自白の強要：第14条第３項⒢違反）を通報の段階で新た
に主張することは認められない。そのような場合には、刑事手続の違法性につい
て国内救済措置消尽の要件を満たしていないと判断される。

日本人が通報人となった初めての事案であるメルボルン事件（通報番号：
1154/2003、Katsuno,Masaharu… et… al.… v.…Australia）においても、主たる争点で
あった通訳の質の問題について、弁護人がオーストラリアの控訴審で争っていな
かった（当事者も通訳の質については疑問を持ち続けていながら、弁護人に争う
ことを指示していない）ため、国内救済措置の消尽がなされていないとして不受
理とされた。他の事案でも、弁護人による効果的救済措置の不教示等は原則とし
て、国内救済措置の不消尽を正当化するものではないとされている。

ウ　尽くすべき国内救済措置
どのような国内救済措置を尽くすべきかは、事案によって異なる。上述のとお

り、日本においては、原則として通常の訴訟で最高裁まで争うことが要求される
ことになるであろう。再審手続や恩赦を求める手続については、その可能性が残
されているとしても、このような手続は尽くすべき国内救済措置には含まれない。

通報人も一応、国内救済措置を尽くしたことを主張・立証すべきとされている
が、厳格な立証責任までは負わされておらず、実務的には締約国において、尽く
すべき国内救済措置を具体的に主張することが求められる。

例 え ば、Hendrick…Winata… and…So…Lan…Li… v.…Australia 事 案（ 通 報 番 号：
930/2000）において、オーストラリア政府は、難民審査手続における異議申立
手続が消尽されていないと主張したが、自由権規約委員会は、「通報手続で問題
にされているのは家族結合の権利に基づきオーストラリアへの在留が認められる
べきかどうかであって、難民性の問題ではない。この問題について、オーストラ
リア政府はどのような国内救済措置があるかについての情報を何ら提供していな
い。」と述べて、受理を認めた。

エ　国内救済措置が効果的な救済措置とはいえない場合
制度として国内救済措置が設けられていても、効果的な救済措置として機能し

ていない場合には、そのような措置を消尽することまでは求められない。



−…43…−

第２章　個人通報制度

例えば、救済に著しい時間を要するような場合は、効果的措置とは認められな
い。特に自由権規約委員会は、拷問や非人道的取扱いについての主張について迅
速な救済の要否の判断が求められるとしており、国内救済措置にそのような迅速
な判断が期待できない場合は、国内救済措置を消尽せずに通報を行うことを認め
ている。

医療行為としての中絶を受ける権利が問題となった Karen…Noelia…Llantoy…
Huamán…v.…Peru 事案（通報番号：1153/2003）においても、迅速かつ効果的に
女性が医療行為としての中絶を求める権利を確保することのできるような手続は
ないとして、自由権規約委員会は国内救済措置の消尽を要求しなかった。

また、身体拘束中の取扱いが問題となった Corey…Brough…v.…Australia 事案（通
報番号：1184/2003）において、このような取扱いにより、必ずしもオーストラ
リア法上の不法行為の要件を満たすような認識可能な心理的障がいを負うわけで
はない。オーストラリアの裁判所で救済措置を求めることができるまでの心理的
苦痛の発生はないから尽くすべき国内救済措置はないとして、通報を受理した。

一定のテロリストグループに関係しているという疑いで身柄を拘束されている
通報人からの、拷問及び拘束施設における過酷な条件からの救済を求める通報に
おいて（Antonino…Vargas…Más…v.…Peru 事案（通報番号：1058/2002）等）、自由
権規約委員会は、「（委員会の）経験上、同種事案において、効果的な救済手段が
ないことは認識している。」として、国内救済措置の消尽を要求しなかった。

他方、コソボ紛争において国連コソボ暫定行政ミッションの一部としてコソボ
に派遣されていたスペイン警察により暴行を受けたとする Azem…Kurbogaj… and…
Ghevdet…Kurbogaj…v.…Spain 事案（通報番号：1374/2005）において、委員会は「通
報人がスペインでの国内救済措置を採ることは実務上の困難があることは認めら
れるが、単なる救済措置の効果やコストについての懸念だけで国内救済措置消尽
の要件を免れることはできない。」として、通報を不受理とした。

なお、コストについては、…Maurice…Thomas…v.… Jamaica 事案（通報番号：
321/1988）において、違憲審査の申立てについての法的扶助がないため、違憲審
査の申立ては効果的な救済措置とはいえないとしている。

オ　日本において効果的救済措置の有無が問題となる場面
日本において効果的救済措置の有無が問題となる場面としては以下のような例

が考えられる。
ア　国際人権条約違反は上告事由とならない。日本国憲法に同種の人権保障規定

がない場合（例えば、家族結合の権利や、非人道的取扱いを受けない権利）は、
上告受理申立事由にしかならない。この場合でも効果的救済措置といえるか。

イ　最高裁判所が正面から国際人権条約違反を認めた例はないが、そもそも最高
裁判所への上告が効果的救済措置といえるか。

ウ　法律上そもそも権利性が否定されている場合（例えば、外国籍者の生活保護
受給は「恩恵的な予算措置に過ぎない」とされている。）

エ　最高裁判所が広範な行政の裁量権を認めている場合（例えば、マクリーン判
決は、出入国管理行政に係る幅広い国家の裁量を認めており、裁判所は一貫し
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て当該裁量権の行使が自由権規約の違反になることはないという立場を採って
いるが、明らかに自由権規約委員会の見解に反する。）

これらのような場合、理論的には上告手続若しくは訴訟手続そのものを飛ば
して通報を行うことも可能と思われるが、実務的には上告手続を尽くした後、
上告と同時に通報することが安全であろう。

②　人的管轄（誰が誰に対して通報することができるか（自由権規約第一選択議定書
第１条、自由権規約委員会手続規則第99条⒝））
ア　誰が通報することができるか

自由権規約に列挙するいずれかの権利を侵害されたと主張する個人は、書面に
よる通報を自由権規約委員会に申し立てることができる。

通報の主体となるのは、相手方国家によって自由権規約上の権利を侵害された
（と主張する）個人に限られる（自由権規約第一選択議定書第１条前段）。無関係
の第三者による通報は認められていない。法人や組合等の団体は通報の主体とな
りえない（ただし、個人に限られるか否かは、条約により異なる。）。

弁護士等の代理人による申立てや親権者等の法定代理人による申立ては認めら
れている。親権者等、被害を受けた（と主張する）者の法定代理人が通報する場
合には、被害を受けた（と主張する）者本人の同意は不要であるが、それ以外の
者が被害を受けた（と主張する）者を代理する場合には、被害を受けた（と主
張する）者の同意が必要である。ただし、被害を受けた（と主張する）者本人が
拘禁されている等、通報できる状況になければ、被害を受けた（と主張する）者
と個人的関係を有する親族らが、本人に代わって通報することが認められている。
通報人が手続の途中で死亡した場合には、その地位は相続人らが承継することが
できる。

さらに、通報人は相手方国家の国籍や市民権を有している必要はない。相手方
国家の管轄下にある、又は、管轄下にあった時に自由権規約上の権利を相手方国
家から侵害された（と主張する）者であれば足りる（自由権規約第一選択議定書
第１条）。通報人は、相手方国家の国籍を有している必要はなく、在留資格の有
無も問題とならない（これを講学上、領域的管轄の問題という）。ちなみに、「管
轄の下にある」という文言は、自由権規約委員会によって弾力的に解釈されてお
り、通報人と締約国との間に、侵害されたと主張される権利を媒介として一定の
関係が成り立っていれば、それで良いとされている。

また、匿名による通報は受理されない（自由権規約第一選択議定書第３条）。
なお、参考として、女性差別撤廃条約選択議定書や人種差別撤廃条約に基づく

場合は個人ばかりではなく、権利侵害を主張する個人の集団も通報することがで
きる（女性差別撤廃条約選択議定書第２条、人種差別撤廃条約第14条）。

イ　誰を相手として通報できるのか
一方、通報の相手方となるのは国家のみである。すべての国家が相手方となる

のではなく、自由権規約の締約国であり、かつ、自由権規約第一選択議定書の
締約国である国家のみが相手方となり得る（自由権規約第一選択議定書第１条）。
したがって、自由権規約の締約国であっても、同規約第一選択議定書の締約国
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でない国家は相手方となり得ない。自由権規約第一選択議定書第１条は、後段
でこの点を明確に規定している（“No…communication… shall… be… received…by… the…
Committee…if…it…concerns…a…State…Party…to…the…Covenant…which…is…not…a…Party…
to…the…present…Protocol.”）。

③　時間的管轄（ratione…temporis）（自由権規約第一選択議定書第１条）
条約は一般的に批准等による締結、発効後についてのみ効力が生じ、遡及効果が

ないのが一般原則である（ウィーン条約第28条参照）。したがって、自由権規約第
一選択議定書が批准され、当該締約国について効力が発生する以前の行為について
は、通報の対象とならない。日本のように、条約の本体である自由権規約について
は早くから批准していたが、自由権規約第一選択議定書を批准していない場合には、
自由権規約第一選択議定書を批准し、発効した後に発生した事案についてのみ通報
の対象となる。

もっとも、これに反した通報でも、当事国において自由権規約委員会が受理す
ることを容認した場合、自由権規約委員会は通報を受理したことがある（Csaba…
Párkányi…v.…Hungary 事案（通報番号：410/1990））。一方で、単に、当事国が異議
を述べなかった事案では、受理不能とされている（Chisala…Mukunto…v.…Zambia（通
報番号：…768/1997））。

また、自由権規約第一選択議定書発効前の出来事であっても、自由権規約違反
の効果が現に継続している場合は、発効後の権利侵害に限って通報の対象とする
ことは先例に照らして可能である（Sandra…Lovelace…v.…Canada 事案（通報番号：
24/1977）、Ivan…Somers…v.…Hungary 事案（通報番号：566/1993）、Keun-Tae…Kim…
v.…Republic… of…Korea 事案（通報番号：574/1994））。自由権規約違反を認めなかっ
た高等裁判所の判決を、効力発生日以降に出された最高裁判所判決が維持したよう
な場合も対象となるであろう。

④　自由権規約違反の主張が具体的に明らかにされていること（自由権規約第一選択
議定書第２条）

受理可能性審査の段階で、違反が証明される必要はないが、主張が具体化され、
証拠により十分に支えられている必要がある。権利侵害の主張が、通報人の主張す
る事実によって裏付けられていない場合は、「十分に立証されていない」又は抽象的、
一般的主張として事件性なしとして却下される可能性が高い（自由権規約委員会手
続規則第99条）。この要件違反で、受理されない通報も多い。

⑤　事実認定の適否についての判断を求めるものでないこと（自由権規約第一選択議
定書第２条）

構造的に国内の裁判所において公正な事実認定を期待することが不可能であると
いうような特殊な状況の場合を除き、通報の手続において、事実認定についての見
直しを求めることは認められない。

⑥　事項的管轄（ratione　materiae）（自由権規約第一選択議定書第１条）
自由権規約に規定された権利の侵害以外を理由とする通報は受理されない（自由

権規約第一選択議定書第１条参照）。具体的には、自由権規約第１部～第３部（第
１条～第27条）に定められている。主なものを挙げると、人民の自決の権利（第１条）、
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男女同権（第３条）、生命に対する権利及び死刑の制限（第６条）、拷問・残虐な刑
罰の禁止（第７条）、奴隷・強制労働の禁止（第８条）、身体の自由・安全について
の権利（第９条）、移動・居住・出国の自由及び自国に戻る権利（第12条）、公平な
裁判所による公正な公開審査を受ける権利（第14条）、思想・良心・宗教の自由（第
18条）、表現の自由（第19条）、平和的集会の自由（第21条）、結社の自由（第22条）、
家族の保護及び婚姻の自由（第23条）、子どもの権利（第24条）、政治に参与する自
由（第25条）、法の前の平等・差別の禁止（第26条）、少数民族の権利（第27条）と
いった権利に対する侵害が通報の対象となる。

ただし、自由権規約第１条に定められた人民の自決の権利は、集団に認められる
権利なので、通報の対象とならない。

当該締約国が留保している条項にかかる違反も受理可能性がないとされる。もっ
とも、いかなる条項について留保が認められるかについては、注意を要する。自由
権規約委員会は、その一般的意見24などで締約国が留保できる範囲を限定している
ことから、特定の留保が規約の趣旨・目的と両立しない場合には、留保が通報の妨
げとならない場合もあり得る。

なお、自由権規約第26条の差別の禁止の規定は、自由権規約に規定された権利に
ついての差別的取扱いに限らず、例えば社会権規約で認められた権利についての差
別的取扱いや、そもそも権利としてではなく国により恩恵的に認められた法的地位
に関する差別的取扱いの禁止も含むとされている。

⑦　通報権の濫用に当たらないこと（自由権規約第一選択議定書第３条）
既になされた通報と重複する通報や、合理的理由なく違反行為後長い年月を経て

なされた通報は、通報権の濫用に当たるとして受理されない。ほかに、政治的プロ
パガンダや屈辱的表現を使った通報も、権利の濫用に当たるとして却下され得る。

⑧　他の国際機関の審査対象となっていないこと（自由権規約第一選択議定書第５条
第２項⒜、自由権規約委員会手続規則第99条⒠）

同じ事案が、欧州人権裁判所のような他の国際的な人権侵害調査機関若しくは紛
争処理機関に現に係属している場合、不受理とされる。ただし、締約国が自由権規
約第一選択議定書の批准に当たって「一旦他の機関が審査した場合は、自由権規約
委員会は審査権限を持たない。」という留保をしている場合を除き、当該機関の判
断が示された後は、改めて審査を求めることができる（自由権規約委員会手続規則
第100条第２項）。

なお、ここで想定される審査を行う他の国際機関とは、他の国際人権条約に基づ
く条約機関、欧州人権裁判所、米州人権裁判所、米州人権委員会等のことを指す。
1503手続（大規模人権侵害の事態を国連に通報する制度のこと。申立制度ともいう）
等や人権理事会の特別報告者への通報については、法的性格が国際人権条約上の個
人通報の手続とは異なるので、除外される。

なお、拷問禁止委員会（拷問等禁止条約第22条第５項⒜）や女性差別撤廃委員会（女
性差別撤廃条約選択議定書第４条第２項⒜）では、他の国際手続でかつて審査され
たか、現在審査されているものは受理されないとされている。

⑶　受理可能性の審理
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受理可能性は、通報人側及び締約国側から提出された書面に基づいて、非公開の会
合で審理される。

作業部会５人の委員全員一致で受理可能性があると決定した場合には、締約国にそ
の旨通知される。

全員一致でない場合、受理可能性の判断は自由権規約委員会の全体会議にかけられ、
決定される。また、不受理と作業部会で決定された事案のうち、作業部会５人の委員
全員一致で不受理とした場合は不受理として全体会議に送られるが、少なくとも全体
会議の１名の委員から要求が出されれば、受理可能性につき改めて全体会議で検討さ
れる（自由権規約委員会手続規則第98条）。

なお、受理可能性と本案についての説明その他の提出を求められた締約国は、それ
を６か月以内に提出しなければならず、通報人は応答を２か月以内に提出するよう求
められる（自由権規約第一選択議定書第４条第２項等）。もちろん政府から提出され
た説明書、陳述書は通報人に送られ、通報人から提出された応答、反論の書面は締約
国に送られ、作業部会が十分と判断するまでこの手続が繰り返されることになる。

⑷　本案審査
締約国から何らの応答もない場合には、受理可能性を認めたものとみなされ、本案

については、通報人の主張がそのまま委員会によって認定される。立証責任につい
ては一義的には通報人にあるとされるが、通報人が一応の証明をした場合には、立証
責任の転換がなされ、締約国がこれに対して通報人の証明に有効な反論をしないとか、
関連情報を提供しなければ不利益な判断が国に対してなされる。

受理可能性が認められた通報については、当事者双方から提出された情報に基づい
て本案（自由権規約違反の有無）の検討がなされ、「見解（Views）」と呼ばれる自由
権規約委員会の最終決定が下される。見解は、当事者双方に送付される。見解は、通
常、次のように構成されている。
・事件番号等の表示
・通報人の紹介（主張する人権侵害）
・締約国の紹介（第一選択議定書の批准の年月日等）
・通報人の主張する事実関係
・申立内容
・締約国の受理可能性及び本案に関する主張
・締約国の主張に対する通報人の反論
・締約国の再反論
・争点及び手続に関する委員会の認定
・受理可能性についての判断
・本案についての判断
・個別意見
自由権規約違反の認定がされた場合には、合わせて救済措置が求められる。救済措置

の内容については、損害賠償の支払や法律の改正、刑の軽減、類似事例の再発防止等の
具体的措置が明示される場合もあるが、大抵は「適当な救済措置」を求めるという表現
で、締約国に対して救済措置の内容につき裁量を認めることが多い。締約国が講じた措
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置について、90日以内に委員会に知らせるよう求めることが通例となっている。
３　見解の効力とフォローアップ

⑴　見解の効力
自由権規約第一選択議定書には、見解がどのような法的効力を持つかについて明記

されていないが、一般には、法的拘束力を有しないと解されている。国によっては、
あらかじめ国内法によって、見解に国内的効力を持たせることを認めているところも
あるが（コロンビアなど）、そのような国は少数である。

見解の効力を考慮するに当たっては、次のことに注意を払うべきであろう。
第一に、自由権規約委員会を構成する委員の独立性・公平性、通報処理の手続、見

解が規約の文言解釈を考慮した最終的な決定であることなど、通報の最終判断に至る
までのプロセスが司法判断に類似していることである。

第二に、自由権規約委員会が自由権規約に基づいて設置され（第28条）、自由権規
約第一選択議定書の締約国自身が、自由権規約上の義務に拘束され、同規約違反の有
無を認定する同委員会の権限を認め、同規約違反があった場合には、効果的な救済を
与えることも約束している（同規約第２条）。

第三に、自由権規約第一選択議定書の締約国は、同選択議定書に基づく手続に誠実
に参加し、自由権規約を誠実に遵守する義務を負っている（ウィーン条約第26条参
照）。これらを踏まえた上で、自由権規約委員会は、「委員会の見解は、規約そのもの
によって設置された規約の解釈に責務を負う機関による権威ある決定を表すものであ
る。」としている（自由権規約委員会一般的意見33）。

また、国際司法裁判所が、「パレスチナ非占領地における壁建設の法的帰結」事件
（2004年）の勧告的意見の中で示した考え方にも十分留意しなければならない。この
事件の中で国際司法裁判所は、自由権規約の適用を考えるに当たって同規約第２条第
１項の文言解釈を検討したのに続いて、自由権規約委員会の見解をいくつか参照して、
同規約の解釈とその実施状況を指摘している。すなわち、「委員会の見解は、規約の
実施を担う機関の判断として、規約を解釈適用する際に真っ先に参照されてしかるべ
き法的価値を有している」のである。

見解は、締約国内の最高裁判所等の最終結論を無効にしたり、覆したりするような
効力を有するものではないが、上記のように、締約国が任意に批准した自由権規約第
一選択議定書に基づく、自由権規約委員会の権威ある解釈として尊重し、誠実に履行
されるべきものである。

⑵　フォローアップ
委員会は締約国に対して当該通報事件において締約国が講じた措置を報告するよう

見解送付状で国に要請することを決定していた（1983年の第15会期）。しかし、締約
国が講じた措置について、委員会に知らされることが少なく、委員会には、見解採択
後も通報人から事態が改善されないなどの苦情が寄せられることが多かった。

そこで、自由権規約委員会は、1990年の第39会期において、見解のフォローアップ
を強化するため、「見解遵守の監視措置」を採択した。この見解遵守の監視措置では、
以下のことが決められた。
①　見解送付状ではなく、見解中で救済措置情報の要請をすることに変更し、最長
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180日の期限を付すこと。
②　期限内の無回答又は無内容の回答については、その旨を年次報告に示し、逆に積

極的回答も掲載すること。
③　報告制度を利用して、救済措置についての情報を求めること。
④　見解のフォローアップに関する特別報告者を任命し、特別報告者に通報人の苦情

につき自由権規約委員会に行動を勧告し、関係当事国、すべての締約国及び必要な
らば通報人から救済にかかわる情報を収集し、当事国情報の受領につき適切な最終
期限を同委員会に勧告する権限を認めること。
④の特別報告者の権限は自由権規約委員会手続規則第106条で明記されることにな

り、特別報告者は、フォローアップ任務の適切な遂行のために締約国と適当な接触・
行動等をとることができ（第106条第２項）、必要があれば、自由権規約委員会による
さらなる勧告を求めることもできる。実際のフォローアップ手続において、特別報告
者は、締約国から救済措置に関わる情報の提供を求め、通報人からも意見を求めてい
る。この双方当事者からの情報提供は、１回で完結するのではなく、数回にわたって
両当事者から交互に情報提供を受け、必要があれば特別報告者が締約国に接触するな
どして、見解で要請された救済措置の実現に向けた行動がとられる。

フォローアップ活動の状況は、自由権規約委員会の年次報告書で公表されている。
年次報告書には、国ごとに協力状況が公開されている。2010年３月のフォローアップ
手続に関する報告書では、フォローアップ手続を継続するとした事例が18件、フォロー
アップ手続の継続を不必要と結論付けた事例は１件（通報人に対する死刑判決を減軽
する救済措置を自由権規約委員会が要請していたところ、数回の締約国及び通報人か
らの情報提供によって、通報人に対する死刑判決が終身刑に減刑されたとして、フォ
ローアップ手続を終了したもの）であった。

このように年次報告書においてフォローアップの進捗状況を公表し、各国の見解の
履行状況を明らかにすることは、締約国に対し見解の速やかな実施を促すと同時に、
見解に対する権威を高める役割を果たしている。

第３　各人権条約の個人通報制度の特徴・締約国数・通報数

１　自由権規約
⑴　個人通報制度の概要及び締約国数

自由権規約は、1966年12月16日国連総会にて採択、1976年３月23日に発効し、2019
年９月11日現在の締約国数は173か国である。

本規約の個人通報制度等を定める第一選択議定書の2019年９月11日現在の締約国数
は116か国である。日本は未批准である。

また、死刑廃止等を定める第二選択議定書の2019年９月11日現在の締約国数は87か
国である。日本は未批准である。

⑵　第一選択議定書の内容に関して
締約国の条約違反についての個人通報の手続は他の国際人権条約と同様である。以

下一部条文を抜粋し紹介する。
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第１条（抄）
この議定書の締約国となる規約の締約国は、規約に規定するいずれかの権利を当該

締約国によって侵害されたと主張する当該締約国の管轄の下にある個人からの通報を
委員会が受理し、かつ、検討する権限を有することを認める。
第２条

第１条の規定に従うことを条件として、個人は、規約に規定する個人のいずれかの
権利が侵害されたと主張する場合において、利用し得るすべての国内的な救済措置を
尽くした者は、検討のため、書面による通報を委員会に提出することができる。
第４条（抄）
１…委員会は、この議定書に基づいて提出されたすべての通報につき、規約の規定に

違反していると申し立てられたこの議定書の締約国の注意を喚起する。
２…注意を受けた締約国は、６か月以内に、事態及び、自国がとり得た救済措置があ

る場合には、その救済措置について説明する文書その他の文書を委員会に提出する。
２　社会権規約

社会権規約は1966年12月16日国連総会で採択され、1979年９月21日、日本について
効力が発生した。本規約の選択議定書は2008年12月10日国連総会で採択された。

選択議定書について、2013年２月５日、ウルグアイが10番目の批准を行い、同年５月
５日発効した。2019年９月11日現在、24か国が締結している。

日本は本規約の選択議定書についても未批准である。
なお、個人通報は、本規約に規定された権利の侵害を通報の対象にするものと思われ

るが、漸進的達成を原則とする本規約の権利侵害となると、最小限の中核的権利の侵害、
平等条項違反、あるいは後退禁止原則違反などに限定されるように思われる。

３　女性差別撤廃条約
⑴　条約の批准国等

女性差別撤廃条約については、1979年12月18日、第34回国連総会にて採択され、
1981年９月３日に発効した。2019年９月11日現在の締結国数は189か国である。

本条約については、参加国数が多い一方、留保が極めて多いことでも知られる。
本条約第17条により、実施に関する進捗状況の確認、検討のために女性差別撤廃委

員会が設置されるところ、23人の委員からなる同委員会においては、締約国から基本
４年ごとに提出される報告を審査することに重きを置いている。

同委員会においては、報告制度において、留保に関わる事実関係を調査した上、各
国に対し留保の再検討を要請することがある。

⑵　個人通報制度による登録数等
本条約について、当初個人通報制度はなかったが、その後の世界的な女性運動を経

て、個人通報制度について定める選択議定書について、1999年10月６日に採択され、
2000年12月22日に発効した。選択議定書について、2019年９月11日現在の締結国数
は112か国である。

個人通報制度による登録事案数は、109か国につき139件であり、うち、登録済みな
いし審査中の事案数は56件、不受理39件、検討中止11件である。決定済みの事案数は
33件であり、うち違反認定は28件である（2019年１月24日現在）。
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⑶　日本の状況
日本は、本条約につき1980年７月17日に署名し、1985年６月24日に第102回通常国

会にて本条約締結承認した。同年６月25日に批准書寄託し、同年７月25日付けで日本
において効力が発生した。

なお、日本は選択議定書については、いまだ批准していない。
（参考）
・内閣府男女共同参画局ウェブサイト
　（http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html）
・OHCHR ウェブサイト
　…（https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Introduction.aspx）

４　拷問等禁止条約
⑴　拷問等禁止条約の個人通報制度の特徴

①　拷問禁止委員会と個人通報制度の成立
曲折はあったものの、拷問禁止委員会は拷問等禁止条約の正式の実施機関として

設立された。締約国の報告の審査と組織的な拷問に関する調査の権限は義務的なも
のとなった。本条約第21条の国家間通報制度と、第22条の個人通報制度は「受諾宣
言」を行った国についてのみ認められるオプショナルなものとなった。

②　拷問禁止委員会の役割は、①締約国報告の審査（第19条）、②組織的な拷問に対
する調査（第20条）、③国家間通報に関する審査（第21条）、④個人通報に関する審
査（第22条）の４つである。

③　個人通報手続の概要
ア　拷問禁止委員会は、本条約第22条に基づき締約国の管轄下にある個人からの通

報を受け付け、審査できる。同条約第22条に基づく権限は、締約国が拷問禁止委
員会に通報を受理し検討するための権限を与えることを認める「受諾宣言」をし
なければ、個人は通報できない。選択議定書の形を採らず条約の本体に個人通報
制度を定める条項を規定するが、本条約の締結時に特に「受諾宣言」を必要とす
るため、本条約での個人通報制度はオプショナルなものとされている。

イ　通報できる主体は、締約国の「管轄の下にある個人であっていずれかの締約国
によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者」、「事実関係を知る第
三者」である。なお、後者について OHCHR のウェブサイトでは「被害者が自ら
申し立てができない立場にある場合には、その親族や代理人がその者のために申
立てをすることができる」と説明されている。

ウ　通報の審査で第一に検討されるのは受理可能性があるかであり、①「匿名のも
の」でない、②「この条約の規定と両立しないと認めるもの」でない、③「通報
を行う権利の濫用であると認めるもの」でない、④「同一の事案が他の国際的な
調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討され
ていない」、⑤「当該個人が、利用しうるすべての国内的な救済措置を尽くした」、
⑥「国内的救済手段完了後通報提出までの時間が申立の検討を困難にさせるほど
の長期間でない」などの要件を満たす必要がある。

４　海渡雄一「拷問等禁止条約と個人通報」（拷問等禁止条約の国内実施に関する研究会編著『拷
問等禁止条約をめぐる世界と日本の人権』明石書店、2007）

4
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エ　委員会は、通報人と締約国に対する追加情報の提供の要請をすることがある。
オ　委員会が、受理可能性があると決定した場合には、委員会は、まず通報人に決

定を通知した後に、決定を関係締約国に送達し、本案の審査を行う。本条約第22
条第３項に基づき、条約違反を指摘された締約国は６か月以内にその事案の内容
と救済措置が採られている場合にはその救済措置についての事情を明らかにする
ための説明と陳述を書面で委員会に提出しなければならない。

通報人もその見解や追加の情報を委員会に提出することができる。
カ　拷問禁止委員会手続規則第108条第３項は、仮の保全措置を定めている。拷問

禁止委員会が受理可能性や本案を検討する間、正式の決定に至る前でも、通報者
に取り返しの付かない損害を与える可能性がある場合はこれを避けるための措置
を要請できるとされている。

キ　審査手続は、見解を通報人と関係締約国に送付することで一応完結する。拷問
禁止委員会はこの見解に従い締約により採られた行動につき連絡するように求め
ている。同委員会は年次報告書において、通報の要約、締約国の説明と陳述、同
委員会自身の見解を公表する。

⑵　本条約第22条の個人通報制度の受諾国数は、2019年９月11日現在、68か国である。
⑶　本条約の個人通報制度の通報数は多くなく、現時点で24か国につき308件が登録さ

れている。このうち本案については133件について判断が下され、39件の違反認定が
出されている。不受理は54件、検討中止は79件である。

⑷　日本は本条約加入に当たり、第22条の個人通報制度の権限を受諾することを宣言し
なかった。そのため、今のところ日本の管轄の下にある個人による通報は不可能である。

５　人種差別撤廃条約
1965年12月21日、国連総会にて採択され、1969年１月４日、発効した。
日本は、1995年、145番目の締約国として加入し、1996年、日本について効力が生じた。
個人通報制度については、選択議定書の形を採らず、条約の本体に、受諾宣言の条項

（第14条）が定められている。
人種差別撤廃条約の締約国数は181か国であるのに対し、個人通報制度の受諾宣言を

した国は59か国（2019年９月11日現在）に過ぎず、自由権規約等に比べて少ない。
また、個人通報の事例も少なく、年間数件程度である。
最近では、政治家又は一般の普通の人による差別的な言動の問題と入店拒否問題につ

いての北欧からの通報が比較的多い。
日本は、第４条⒜及び⒝（「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布」、「人

種差別の扇動」等につき、処罰立法措置を採ることを義務付ける条項）について、留保
を付している。

６　子どもの権利条約
本条約は、1989年11月20日の国連総会で採択され、1990年９月２日に発効した。本

条約では、子どもの権利をより良く保護するために特に考慮すべき事項や必要とされる
事項が規定されている。日本は1994年４月22日に批准書を寄託し、同年５月22日から締
約国となっている（効力が発生している。）。
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2019年８月20日時点の締約国数は196か国、署名国数は１か国となっている 。
本条約には３つの選択議定書があるが、2000年５月25日、国連総会において「児童の

売買、児童買春及び児童ポルノに関する議定書」、「武力紛争への児童の関与に関する選
択議定書」が採択され、前者は2002年１月18日に、後者は同年２月13日に発効した。

３番目の選択議定書が、個人通報制度等を規定した「通報手続に関する議定書」
（“Optional…Protocol…to…the…Convention…on…the…Rights…of…the…Child…on…communications…
procedure”、一般に同議定書は「第三選択議定書」と呼ばれる。）であり、同議定書は、
2011年12月19日の国連総会において採択され、2014年４月14日に発効した。

第三選択議定書には、個人通報制度以外に国家間通報制度、本条約の重大又は組織的
な侵害に対し本条約に基づいて設置される条約機関たる子どもの権利委員会が調査を行
うことができる調査制度等、本条約の実行性を担保するための重要な制度が規定されて
いる。

本条約における個人通報制度の特徴としては、子ども個人及びその代理人による通報
だけでなく、個人の集団及びその代理人が通報することも認められている。また、個人
あるいは個人の集団の代理人が通報をする場合には、原則として個人あるいは個人の集
団の同意が必要となるが、正当な理由があれば個人あるいは個人の集団の同意がなくて
も第三者が通報を行うことを認めている。また、子どもの権利委員会は、通報受理後決
定までの間、回復不能な損害を避ける為の暫定措置を採るよう当該締約国に対し要請し、
緊急の検討を求めることも認められている。子どもの権利委員会は通報に関し、当該締
約国に対し、友好的な解決を働き掛けることができ、友好的解決に至った場合には、通
報の検討を終了することとなる。

2019年９月11日現在の第三選択議定書の締約国数は45か国、署名国数は18か国となっ
ている。

子どもの権利委員会は、第80会期までに16件の通報を審査し、内４件について見解を
採択した。また、８件について受理可能性がないとし、４件について通報の検討の終了
を決定している。

７　障害者権利条約
⑴　個人通報制度の概要、批准国数

障害者権利条約は、2006年12月13日、国連総会にて採択され、2008年５月３日に発
効した。2019年９月11日現在の批准国数は180か国である。

本条約の個人通報制度等を定める選択議定書について、2019年９月11日現在の批准
国数は95か国である。

日本は、本条約につき2014年１月に批准したが、選択議定書については、未だ批准
していない。

⑵　選択議定書の内容に関して
締約国の本条約違反についての個人通報の手続は他の国際人権条約と同様であるの

で、説明を省略する。

５　子どもの権利条約第三選択議定書締約国数
　https://ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/OHCHR_Map_CRC-OP-IC.pdf　

5
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子どもの権利条約第三選択議定書や強制失踪条約にも採り入れられている暫定措置
（第４条）と調査手続（第６条）がある。

選択議定書第４条は「暫定措置（interim…measures）」として、次の規定を置く。…
「委員会（障害者権利条約に基づく条約機関たる障害者権利委員会）は、通報が受

理されてから本案の決定に至るまでのいつでも、関係締約国に対し、その早急な検
討のために、主張された違反の被害者に生じ得る回復不能な損害を回避するために必
要となり得る暫定的な措置を当該締約国が採るよう求める要請を送付することができ
る。」

さらに第６条では、「調査手続（inquiry）」
１．委員会は、締約国による条約に定める権利の重大（grave）又は制度的（systematic）

な侵害（violations）を示す信頼できる情報を受領した場合には、当該締約国に対し、
当該情報についての検討に協力し及びこのために当該情報についての見解を提出す
るよう要請する。…

２．委員会は、関係締約国が提出したすべての見解を他の入手可能なすべての情報と
ともに考慮した上で、１人又は２人以上の委員を指名して調査を行わせ及び委員会
への早急な報告を行わせることができる。

３．委員会は、２の調査結果を検討した後、当該調査結果を意見及び勧告とともに関
係締約国に送付する。

４．関係締約国は、委員会が送付した調査結果、意見及び勧告を受領した後６箇月以
内に、当該国の見解を委員会に送付する。

５．調査は内密に行われるものとし、また、関係締約国の協力は手続のすべての段階
において求められる。

としている。
８　強制失踪条約

本条約は、2006年12月20日に国連総会で採択され、2010年12月23日に発効した。
本条約が締結された背景としては、特に1970年代、軍事政権下の中南米諸国におい

て、国家権力により身体の自由が不法に剝奪された上で、秘密裡に拘禁される例がみら
れた。このことに対する反省から、このような国家による不法な拘禁を禁止するととも
に、このような行為を「強制失踪犯罪」として、それを行った個人を処罰することによ
り再発を実効的に防止するための新たな国際文書を作成する必要性が強く認識されるよ
うになった。こうした状況を踏まえ、2001年、国連人権委員会の決議により強制失踪法
的文書作業部会が設置され、本条約が起草されるに至った。

日本は2009年７月23日に批准書を寄託し、発効当初から本条約の締約国となっている
（効力が発生している。）。

2019年９月11日現在、本条約の署名国・地域数は48で、締約国・地域数62である。
本条約における個人通報制度は、選択議定書の形を採らず、条約の本体に規定されて

おり、21か国が受諾している（第31条、2019年９月11日現在）。勧告には、当該関係締
約国がこの条約に従って捜索の対象となる者を発見し、及び保護するために並びに事態
の緊急性を考慮に入れて採った措置を特定の期間内に委員会に報告するために必要なす
べての措置（暫定的な措置を含む。）を採るべきであるとの要請を含めることができる（第
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30条第３項）。
本条約に基づく条約機関たる強制失踪委員会は、第16会期までに１件の通報を審査し、

うち１件について見解を採択している。
９　移住労働者権利条約

⑴　正確には、International…Convention…on…the…Protection…of…the…Rights…of…All…Migrant…
Workers…and…Members…of…Their…Families（すべての移住労働者及びその家族の権利
の保護に関する国際条約）と題され、1990年12月18日に国連総会で採択された。その
後、2003年３月14日にエルサルバドルとグァテマラが批准して、同年７月１日に発効
した。2019年９月11日現在の締約国は55か国であるが、いわゆる先進国は、日本を含
め、全く締結していない。

⑵　本条約は、移民労働者を「国籍を有しない国において、有給の活動に従事する予定か、
従事している者」と定義し（第２条第１項）、性別、民族、人種、言語、宗教、信条
その他いかなる理由による差別もなく移民労働者とその家族につき、移住の準備から
移住後の労働、そして帰還に至るすべてのプロセスにおいて適用される（第１条）。

⑶　本条約は、移住労働者を集団で追放すること、若しくは彼らの身分を証明する文書
や労働許可書、パスポートを破棄することを違法とし、移住労働者にその国の労働者
と同一の権利を保証するものである。また、移住労働者の子どもは、出生と国籍の登
録及び教育を受ける権利を有するとされている。

⑷　本条約に基づく条約機関たる移住労働者委員会が、本条約の締約国における実施状
況について監視をしている。締約国は、定期的に自国内における本条約の実施状況を
同委員会に報告する義務を負い、同委員会はこれを審査し、見解を示し、問題点の指
摘や勧告を行う。

⑸　本条約について、個人通報制度はいまだ発効していない。本条約第77条は、10の締
約国が個人の通報を受理し、検討することを移住労働者権利委員会に認める権限を受
諾した場合に同制度が実施されると定めているところ、いまだ受諾宣言をした締約国
が10に満たないためである。



−…56…−

自由権規約第一選択議定書批准状況

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト

参考資料
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社会権規約選択議定書批准状況

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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女性差別撤廃条約選択議定書批准状況

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト

拷問等禁止条約個人通報制度受諾状況 
（網掛けされている国が受諾済み）
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人種差別撤廃条約個人通報制度受諾状況 
（網掛けされている国が受諾済み）

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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子どもの権利条約第三選択議定書批准状況

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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障害者権利条約選択議定書批准状況

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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強制失踪条約個人通報制度受諾状況 
（網掛けされている国が受諾済み）

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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移住労働者権利条約個人通報制度受諾状況 
（網掛けされている国が受諾済み）

出典：国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）ウェブサイト
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第４　個人通報制度による人権保障の実例

１　Sandra Lovelace v. Canada 　（通報番号：24/1977、見解採択日：1981年７月30日、
　自由権規約委員会）

～時間的管轄（ratione… temporis）と継続効（continuing… effect）及び自由権規約第
27条（少数民族の保護）に関する先例
（要旨）

１　自由権規約第一選択議定書が締約国に対して発効する前に生じた自由権規約違反で
あってもその効果が同選択議定書発効後も継続している（継続効がある）場合は、自
由権規約委員会は時間的管轄を有し、通報を審査することができる。

２　先住民が非先住民と結婚したことによって、先住民としての地位を喪失し、先住民
居留地に居住できないとするカナダ先住民法は、自由権規約第27条に違反する。

⑴　事案の概要
通報人（Sandra…Lovelace）は、Maliseet…Indian の子として出生し Maliseet…Indian と

して登録され、Tobique…Reserve（居留地、保留地）で育ち、1970年５月23日に婚姻
するまで、両親と共に同所にて生活をしていた。非先住民男性との婚姻により、通報
人はカナダ先住民法第12条第１項⒝に基づき、Maliseet… Indian としての権利と地位
を喪失した。その後、婚姻関係が上手くいかなくなり、通報人は夫と離婚した。婚姻
期間中及び離婚後、通報人は子どもを連れ Tobique…Reserve の両親宅に戻り、時折
同宅に居住していたが、Tobique…Reserve に新たな家を得て子どもと共に永続的に居
住しようと考え、先住民評議会（Band…Council）に居留地内に自宅を持つための申請
を行ったが、同評議会は申請を許可しなかった。

⑵　通報人の主張
1977年12月29日、通報人は、非先住民男性と婚姻した女性に対してのみ、先住民と

しての地位や権利を喪失させるカナダ先住民法第12条第１項⒝は、差別的で自由権規
約第２条第１項、第３条、第23条第１項・第４項、第26条、第27条に違反するとして
通報した。

自由権規約及び同規約第一選択議定書は、カナダに対し、1976年８月19日から効力
を生じている。

⑶　受理可能性
本事案では、通報人がカナダ先住民法第12条第１項⒝に基づき先住民としての権利

と地位を喪失したのが、カナダに対し自由権規約及び同規約第一選択議定書が効力を
生じる前であったことから時間的管轄が問題となり、また、国内的救済の原則も争点
となったが、カナダは受理可能性の点について、コメントすることはないとした。

1980年７月31日に採択された中間決定において、自由権規約委員会は、時間的管轄
に関し、同規約がカナダに対し効力を生じる以前に発生した問題であっても、通報さ
れている問題がそれ自身同規約違反を構成する効果を継続しているならば検討するこ
とができると指摘し、通報人は先住民であるから、先住民としての地位喪失の継続的
な効果は、同規約によって保護される権利の違反を構成する可能性があると指摘した。
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通報人と同じ立場にある人は、先住民居留地に居住する権利を否定され先住民社会及
び家族と離れることとなる。このような禁止は、同規約第12条第１項、第17条、第23
条第１項、第24条、第27条で保障された権利に影響を与える可能性があると指摘した。

⑷　自由権規約委員会の見解
1981年７月30日、自由権規約委員会は、原則として、自由権規約及び同規約第一選

択議定書がカナダに対し効力を生じて以降の申立てしか検討する権限はないが、同規
約の効力が生じる前に発生した事件に関する侵害の申立てであっても、侵害が継続し
ている、あるいはそれ自身が違反を構成するような効果を持っているならば事情が異
なるとして、この観点から通報人の現状について、同規約第２条、第３条、第12条第
１項、第17条第１項、第23条第１項、第24条、第26条、第27条を検討した。

そして、同委員会は、通報人は様々の規定について主張しているが、本件通報につ
いて、同規約第27条が最も直接的に適用できるとした。同委員会は、通報人が同規約
第27条の少数民族に所属していると認定し、その上で、同規約第27条は、居留地に居
住する権利を保障しておらず、先住民法の規定は、同規約第27条において明示的に言
及された機能を直接的に妨げてはいないが、Tobique…Reserve に居住できないこと
により、通報人が先住民コミュニティの中で他の同じグループの人々と共に生来的文
化や言語にアクセスする権利が、実際に妨害されていると判断した。ただし、委員会
は、すべての妨害が同規約第27条違反を構成するわけではなく、同規約第12条第３項
による制限があり得ることを認めつつ、居留地に居住することに対する制限について
は、合理的で客観的な正当化及び同規約全体として他の条項との調和が必要であると
指摘した。通報人について、離婚後生まれ育った環境に戻りたいと思うことは自然で
あり、離婚後通報人にとって主な文化的結び付きは Maliseet 族になると認定し、通
報人が部族に所属していることを否定することは、同規約第27条違反を構成すると認
定した。

２　Aumeeruddy-Cziffra et al. v. Mauritius（通報番号：35/1978、見解採択日：1981年
　４月９日、自由権規約委員会）

～締約国の市民に対する自由権規約違反が生じる場合は、その外国人配偶者に対する
入国・在留の制限は認められないとされた事例
（要旨）
モーリシャス人と結婚した外国人配偶者は、自由な入国・在留を認められていたが、

法律の改正により外国人配偶者のうち男性のみに対して新たに入国・在留の制限が課さ
れることとなった。これに対し同国人女性が自由権規約第26条（法の前の平等）違反等
であるとして通報し、自由権規約委員会はこれらの制限は同規約違反であり、外国人男
性配偶者に対する新たな入国・在留制限は認められないとした。これにより、同国人女
性に対する差別が許されない結果として外国人配偶者の入国・在留の自由が認められる
こととなった。
⑴　事案の概要

モーリシャスにおいては従前、同国人と婚姻していたすべての外国人配偶者は、同
国に入国する自由や、同国人配偶者と同国で暮らす自由が保障され、強制送還から免
除されていた。
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しかし1977年４月、移民法と送還法が改正され、同国籍女性と暮らす外国人男性配
偶者に限り、内務大臣による在留許可を得ることが義務付けられた。在留許可申請が
拒否されても司法による救済は認められず、また在留許可がなされても、これには特
定条件が付され、いつでも変更ないし取り消され得るものとなり、これに対しても司
法による救済は認められず、いつ送還されるとも知れない状態に置かれることとなっ
た。他方、同国籍男性と暮らす外国人女性配偶者には、従前どおりの居住権が認めら
れた。

これに対し、外国人男性と婚姻している女性を含む20名の同国女性らが通報したも
のである。

⑵　当事者の主張
通報した女性らは、両改正法は差別的であり、外国人男性と婚姻したモーリシャス

女性が、性別によって不当に差別されており、自由権規約第26条等に違反すると主張
した。

これに対し同国は、同国女性らの外国人男性配偶者らが破壊活動に参加した疑いが
あることから法改正が行われたものであると主張し、また同規約は外国人の入国・在
留を保障していないのであるから、これらの自由が保障されていないことをもって同
規約第２条、第３条、第26条等の権利が侵害されていると主張することは認められな
いと反論した。

⑶　自由権規約委員会の見解
自由権規約委員会は自由権規約第26条に関し、モーリシャスに治安上の必要性が

あったとしても、本件両改正法の発効による性差別は正当化できないとして、同国の
主張を退けた。

また同委員会は、本事案では、将来の送還の可能性のみならず、当該法は家族構成
員に対してどの程度同国で居住を継続できるのか不明確にし、外国人配偶者の不安定
な在留状態の継続も生じさせているとして、家族に対する不法な干渉に該当し、同規
約第17条に違反するとした。

すなわち同委員会は、同規約第17条第１項及び第23条第１項との関連で第２条第１
項、第３条及び第26条違反を認定し、同国人女性に対する差別が許されない結果、本
来は外国人には保障されていない入国・在留の自由が保障されると結論付けた。

その上で同委員会は同国に対し、法令再整備の上、既婚女性３名に対し速やかに救
済策を構じるべきであるとした。他方、未婚の17名の通報人らは、被害者には当たら
ないとしている。

なお、本見解の５年後の1986年に同委員会が示した一般的意見15（外国人の地位）
の第５項でも、同規約は外国人が入国・在留する権利を認めてはいないが、差別の禁
止、非人道的取扱いの禁止、家族生活の尊重などの規約の保障する権利に抵触する場
合は、入国・在留に関しても規約の保護を享受し得る旨が述べられた。

３　S.W.M. Broeks v. the Netherlands （通報番号：172/1984、見解採択日：1987年４
月９日、自由権規約委員会）

～自由権規約第26条（法の前の平等）は、同規約の対象範囲だけでなく、それ以外の
分野においても差別を禁止する規定であるとした先例
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（要旨）
オランダの失業手当法は、失業した者が男性であれば既婚・未婚を問わず支給される

が、既婚女性の場合は一家の生計の担い手であること又は解消見込みのない別居状態に
あることの証明がなければ支給されないとしていた。失業手当の支給自体は自由権規約
において保障される権利ではないが、同規約第26条は同規約以外の分野における差別を
も禁止するものであり、オランダの失業手当法は性別による差別をなすもので同規約第
26条に違反するとされた。
⑴　事案の概要

通報人は、オランダ在住の女性である。
1972年８月以降、看護師として勤務していたが、1975年に病気になり、以降、社会

保障制度による給付金の受給を受けるようになった。
1979年２月に勤務先から就業不能を理由に解雇されたため、1980年２月に失業手当

に関し手続を執ったところ、失業手当法第13条第１項第１号は、一家の生計の担い手
でもなく、解消見込のない別居状態にあるわけでもない既婚女性に対しては、失業手
当を支給できない旨定めていたことから、地方自治体は当該法の適用に基づき、通報
人に対し、同年６月１日をもって失業手当支給を打ち切る旨の決定を下した。

通報人は、これに対し不服申立てをしたが、1983年11月26日、中央不服審査委員会
は前記地方自治体による決定を支持する判断をしたことから、国内における救済手段
を尽くしたとして、1984年６月１日付けにて、通報するに至った。

⑵　当事者の主張
通報人に対する失業手当支給打ち切りの扱いが、自由権規約第26条に反しないかど

うかという点について、まず通報人側は、男性であれば、既婚未婚を問わず失業手当
が支給されたところ、通報人が既婚女性であり、失業手当法の定める要件を満たさな
いとして、失業手当が支給されなかった。これは、性と地位に基づく差別であり、同
規約第26条に違反していると、主張した。

一方、オランダは、同規約第26条は、市民的権利及び政治的権利に関してのみ適用
されるものであり、通報人の主張する、社会保障を求める権利については適用され
ない、と主張した。また、失業手当法の前記規定は、法制定当時の社会における男女、
ないし婚姻関係にある男女の役割論に関する一般的な考え方に鑑みて制定されたもの
であり、その後、時の経過とともに国民の意識等に変化が見られたことから、1980年
代前半には、失業手当法について法改正するに至ったものであるが、通報人の事案は、
このような経過の中で起こったものであり、結論、同規約には反しない旨、主張した。

⑶　自由権規約委員会の見解
自由権規約委員会は、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、社会権規約等の国際

人権条約において言及され、又は扱われる事項だとしても、自由権規約はなお適用さ
れる、との同委員会の見解を述べた上、同規約第26条は、すべての者は差別を受ける
ことなく、法によって平等の保護を受けるとする原理から導き出されたものであると
して、本事案における同規約の適用について、肯定した。

また、同規約第26条は、締約国に対して、社会保障の立法を義務付けるものではな
いが、一度制定されたならば、当該法の内容は同規約に整合しなければならない、と
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述べた。
本事案では、オランダ民法第84条及び第85条において、家庭内の共同収入について、

夫婦は平等の権利と義務を有すると定めるところ、改正前の失業手当法は、既婚女性
に対し、既婚男性とは異なり、一家の生計の担い手である旨の証明を求めており、こ
のような性に基づく取扱いの差について合理性がないことは、既に法改正を行った締
約国側においても、認識していることと見られる、と述べた。

同委員会は、通報人は同規約第26条違反の被害者であると結論付け、締約国におい
て女性差別の意図がなかったこと、既に失業手当法改正により差別を生じさせる状況
はなくなっていることは理解しているが、通報人に対し適切な救済を行うことを求め
た。

なお、本見解の後に採択された同規約第26条に関する一般的意見18（第12項）では、
「本規約第26条は、既に本規約第２条で規定されている保障を単に重複して保障する
ものではなく、この第26条はそれ自身、自律的な権利を規定するものである｡ 公共機
関が統制しかつ保護しているいかなる分野においても、第26条は、法律上においても、
事実上においても、差別することを禁止するものである｡ それゆえに、締約各国に課
せられた立法上並びにその適用上の義務は本規約第26条と関係を有するものである｡
かくして、ある国によって立法が行われた場合には、その立法はその内容において差
別があってはならないという、本規約第26条の要請に合致しなければならない｡ 他の
言葉で表現すると、本規約第26条に規定されている差別禁止の原則が適用されるのは、
本規約上に定められた権利に限定されないということである｡」とされている。

４　Arieh Hollis Waldman v. Canada （通報番号：694/1996、見解採択日：1999年11
月３日）（自由権規約委員会）

～私立学校に対する公的補助金の支給の有無につき、宗派によって異なる扱いをする
ことは自由権規約第26条違反であるとされた事例
（要旨）
カナダでは、カトリック学校に対しては公立学校と同じ公的助成がなされているが、

非カトリック宗派による学校には公的助成が認められていない。これは自由権規約第26
条違反であるとされた。
⑴　事案の概要

カナダでは、憲法制定時（1867年）に、少数派であったカトリック教徒に配慮し、
特定宗教の教育を受けるカトリック教徒の権利を認め、この権利を州法によって規定
することとされた（カナダ憲法第93条）。オンタリオ州の学校教育法では、オンタリ
オ州のセパレートスクール（公的補助金を受けているカトリック学校）は、カトリッ
ク教徒によって運営されるとされ、公立学校に準じるものと規定されていた。そのた
め、カトリック学校が、他の公立校と同じ公的支援を受けられる唯一の宗教学校とさ
れていた。オンタリオ州の公立学校は、無償であり、これと同じ補助を受けるとされ
るカトリック学校も無償であった。

1978年以降、オンタリオ州では、非カトリック宗派の学校に対する公的援助に関し
て議論されるようになり、訴訟も提起された。1987年には、カナダ最高裁判所が、カ
トリック学校への満額助成を合憲であると判断した。
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通報人は、二人の子どもをユダヤ教の学校に通わせる親であるが、子どもの教育費
用として、10,810カナダドルを学校に支払った。

⑵　当事者の主張
①　通報人の主張

立法府が、カナダ憲法第93条に基づいて、カトリックに対して助成する権限を与
え、教育法に基づいて実施したことは、次の事由により自由権規約第26条（法の
前の平等・無差別）に違反する。すなわち、カトリック学校にのみ公的助成を行う
合理性はもはやなく、教育基本法上の規定は、宗教に基づく差別・優遇を生み出し、
すべての者が平等に宗教上の権利と自由を享受することを侵害している。また、カ
ナダの他の州において、公的資金の配分に関して宗教に基づく差別を行っていない
点でも不合理である。

また、同規約第27条（少数民族の保護）は、カトリックのセパレートスクール制
度が宗教の実践にとって、また共同体アイデンティティーの保護及び少数派の宗教
集団の生存にとって不可欠であること、宗教的少数派の権利を保護するために積極
措置を講じることを認めるものではあるが、カトリック派のみが完全で直接的な公
的補助を受けていることは、同規約第２条に基づき第27条を差別なく適用すべき義
務に違反している。

②　カナダの主張
カトリック学校の特別扱いは、カナダ憲法で定められたものであり、区別は客観

的かつ合理的基準に依拠していることから、差別に当たらない。
カトリックのセパレートスクールは、公立学校制度の独自部分として、公立学校

制度に組み込まれているのであるから、公的補助に関する区別は、自由権規約委員
会が他の事案で容認している公立と私立との間の差異であって、私立学校間におけ
る不平等な取扱いには当たらない。

⑶　自由権規約委員会の見解
カナダ憲法で区別が規定されているからといって、それが合理的・客観的で正当な

区別であるということにはならない。カトリック以外の宗派にとっては、公立学校制
度に組み込まれた宗教学校を持つことは不可能であり、公立の教育制度の一形態とし
て、公的助成を受けられるカトリック学校と必然的に私立とならざるを得ないユダヤ
学校という差異は、合理的・客観的な区別であるとはいえない。

自由権規約は、締約国に対し、宗教上設立された学校への助成を義務付けているわ
けではないが、仮に、締約国が宗教学校に対して公的助成を行うことを選択すれば、
かかる助成は差別なく行うべきであり、特定の宗教学校に助成するのであれば、合理
的で客観的な基準に依拠しなければならない。

本事案においては、カトリックとユダヤ教との間で異なる取扱いをすることは、こ
のような基準に依拠していないことから、同規約第26条に違反する。

第26条違反を認定する以上は、第27条違反の主張は検討を要しない。
締約国は、この差別を撤廃する効果的救済を提供する義務を負う。

⑷　その後の経過
自由権規約委員会は、2006年４月20日付け第５回カナダ審査の総括所見（第21項）
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において、学校への補助金の配分に関する宗教に基づく差別を取り除くといった効果
的な救済を申立人に与えることを求めた見解に対するカナダの反応に懸念を表明し、
オンタリオ州の学校の給付金に関する宗教に基づく差別を取り除くための措置を採る
ことを求めた。

５　Mikhail Ivanovich Pastukhov v. Belarus（ 通 報 番 号：814/1998、 見 解 採 択 日
2003.8.5、自由権規約委員会）

～任期途中での裁判官の解職が自由権規約第25条⒞（公務への参与）等に違反すると
された事例
（要旨）
憲法裁判所裁判官が任期11年のところ、就任後僅か３年弱で大統領令によって解職さ

れたことは、司法の独立に対する攻撃であって、通報人の自由権規約第25条⒞に基づく
権利を侵害するほか、司法的救済を拒否した点において同規約第14条第１項、第２条に
も違反するとされた。
⑴　事案の概要

1994年３月15日にベラルーシで制定された憲法に基づき、同年４月28日、最高評議
会（国会）は通報人を任期11年の憲法裁判所裁判官に任命した。

しかし、1996年11月25日に制定された新憲法の発効に伴い任期が満了したとして、
1997年１月24日の大統領令により、通報人はその地位を喪失せしめられた。

同年２月11日、通報人は地方裁判所に地位回復を求めて提訴したが、不受理とされ、
同年３月31日にミンスク市裁判所に控訴した。同裁判所は、1997年４月10日、憲法裁
判所裁判官のようなベラルーシ共和国最高評議会に任命された者の地位回復の問題を
判断する権限はないとして控訴を却下した。同年６月２日、通報人は最高裁判所に司
法審査を求めたが、同月13日に却下された。

そこで、通報人は、1998年２月11日、自由権規約第２条、第14条第１項及び第25条
⒞に違反するとして通報した。

⑵　当事者の主張
通報人は、1997年１月24日の大統領令は違法であると主張した。新憲法であろうと、

市民の法的地位に遡及効を及ぼすことは許されず、また、裁判官の交代は、空位となっ
た場合にしか許されず、通報人の任期の短縮は明らかに恣意的であるとした。さらに、
憲法裁判所法第18条は、裁判官の任期を短縮することができる事由を限定列挙してい
るところ、1997年１月24日の大統領令にはこれに該当する事由は挙げられていないこ
とから、大統領令は違法であると主張した。また、大統領令は、裁判官の停職や解職
等の手続を通じて司法の独立を保障する憲法裁判所法第25条にも違反すると主張した。
さらに、裁判所が、大統領との紛争であるからといって、法の保護を不当にも拒否し
たことは、自由権規約第２条に違反するとした。

これに対し、ベラルーシは、受理可能性を否定する意見を述べるとともに、通報人
は、任期満了に基づいて発せられた大統領令により、裁判官としての地位は終了した
と主張した。

⑶　自由権規約委員会の見解
自由権規約委員会は、ベラルーシが、本事案で利用できる効果的な救済手段につい
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て主張せず、通報人の職務の終了や司法の独立に関する主張に対して反論しないこと
を指摘した。

そして、1997年１月24日の大統領令は、憲法裁判所が新裁判所に入れ替わったこ
とを根拠とするものではなく、通報人個人を対象にし、その解職の唯一の理由を任期
満了であるとするものであって、明らかに事実の根拠を欠くものであるとした。また、
通報人には、行政府による解職を争う効果的な司法手段もなかったと指摘した。よっ
て、通報人が任命時の任期の数年前に憲法裁判所裁判官を解職させられたことは、司
法の独立への攻撃であり、通報人の平等な公務アクセス権を尊重しないものであり、
自由権規約第25条⒞、第14条第１項及び第２条に違反するとした。また、通報人には
補償を含む効果的な救済を求める権利があり、同国は将来に同様の侵害を生じさせな
い義務を負うとされた。

６　Hendrick Winata and So Lan Li v. Australia（通報番号：930/2000、見解採択日：
2001年７月26日、自由権規約委員会）

～オーバーステイの者に対する強制送還が自由権規約第17条（家族の尊重）等に違反
するとされた事例
（要旨）
インドネシアからオーストラリアに来てオーバーステイとなっている夫婦に子が生ま

れ、子は10年間居住したことによりオーストラリア国籍を取得した。父母を不法滞在で
強制送還すれば、残された子は途方に暮れることになるし、子が父母について行くとす
れば、子はこれまで育った環境から引き離され、言葉も分からない見ず知らずの国に追
いやられることになる。かかる状況下で父母の強制送還をなすことは、家族に対する恣
意的な干渉となり、自由権規約第17条、第23条第１項、第24条第１項に違反するとされた。
⑴　事案の概要

通報人は、オーストラリア国籍を有する息子を持つ元インドネシア国籍で、通報当
時無国籍の中国系夫婦である。

父は1985年８月に訪問ビザでオーストラリアに入国して同年９月に在留資格が切れ
た後も滞在を続け、1987年２月に留学ビザで同国に入国した母と出会って事実婚状態
となり、1988年６月２日に息子が生まれ、同月30日、母も在留資格が切れて、通報人
らは父母ともにオーバーステイとなった。息子は1988年６月２日、同国で出生し10年
間居住を続けたことで同国籍を自動的に取得した。

同年６月３日、父母は揃って移民多文化省に難民保護の在留資格を申請したものの、
同省は当該申請を却下し、同国難民審査裁判所も当該却下決定を支持した。また、通
報人は、移民多文化省に対して送還を執行しない裁量権の行使を求めたが、同省はこ
れを行使しないことを決定した。

⑵　当事者の主張
争点は、本件通報が国内救済措置を尽くしたか、通報人ら両親の送還が、自由権規

約第17条、第23条第１項及び第24条第１項に反しないかであった。
通報人は同規約第17条について次のとおり主張する。
内縁関係の父母と息子はオーストラリア法において「家族」として認められており、

心理学レポートが示すとおり実際に強固な家族生活が営まれている。息子が同国に残
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ることになれば、送還される父母を息子から引き離すことは同条に定める「家族」に
対する「干渉」に当たるから、これが認められるためには同規約の規定・趣旨・目的
と整合し、当該状況下で合理的である必要がある。家族分離を防ぐために送還される
父母とともに息子が同国を離れることになれば、息子はインドネシアに移住すること
になるが、生後ずっとオーストラリアで生活してきた息子は同国社会に十分に統合さ
れインドネシア語も中国語も解さず、インドネシアとの文化的な結び付きもない。心
理学レポートには、息子は「シドニー・インナーウエスト地区の多文化中国系豪州人」
であり、同人をインドネシアへ追いやることは、同人を途方に暮れさせ、かなり危険
であるとされている。一方、父母がインドネシアに帰国し息子がオーストラリアに残
ることは、家族を崩壊させ息子を同国で彷徨わせることになり、不条理であり、かつ
ダメージが大きい。第17条に違反することは、同規約第23条第１項「家族の保護」及
び第24条第１項「子どもの保護」違反にも当たる。

これに対して、オーストラリアは、通報人らが「家族」であることは否定しないが、
送還は「干渉」に当たらず、恣意的でも不合理でもなく、同規約第17条、第23条第１
項及び第24条第１項に反しないと主張した。

⑶　自由権規約委員会の見解
本事案で、父母を強制送還した上、オーストラリア国籍の13歳の息子について単身

同国に残すか又は父母に同行させるかの選択を強いる同国政府の決定は、長期定着し
た家族生活に実質的な変化を生じさせるもので自由権規約第17条の「干渉」に当たる。
そして、国の移民政策や不法滞在者らに出国を求める裁量は無制限ではなく一定の状
況下では恣意的な行使となり、本事案で父母は14年以上同国に滞在し、息子は同国で
生まれて13歳となり、通常の子として同国の学校に通学して、これに伴い社会関係を
発展させてきている経過に鑑みれば、同国は、父母の送還を正当化し、恣意的性質を
払拭するためには、通常の移民法の執行を超えた追加要因を示す責任がある。本件状
況下では、同国が通報人らの強制送還を執行することは、両親と子との関係では同規
約第17条及び第23条第１項に反して「家族」に対する「恣意的」な「干渉」を行うも
のとなり、さらに子との関係では、未成年者に対する保護措置を怠るものとして同規
約第24条第１項違反に当たり、許されない。

７　Aleksei Pavlyuchenkov v. Russian Federation（通報番号：1628/2007、見解採択日：
2012年７月20日、自由権規約委員会）

～拘禁所の劣悪な処遇が自由権規約第10条第１項（被拘禁者の人道的取扱い）に違反
するとされた事例
（要旨）
拘禁所の処遇は極めて劣悪なもので、締約国は通報人の主張に対する詳細な反論をな

さなかったため、通報人の主張が認められ、自由権規約第10条第１項違反が認定された。
なお、通報人はその外にも同規約第14条第３項違反等も主張していたが、これらはい

ずれも国内救済措置を尽くしていないなどの理由で受理不能とされている。
⑴　事案の概要

通報人は、2004年、ある罪の容疑で逮捕された。その後通報人は、ベジェツク一時
収容房に拘禁された。ベジェツク一時収用房は、房の３分の２が木製ベッドで占めら



−…74…−

れ、個々人を隔てるものもなく、居住スペースとトイレとの間に境界もなかった。房
は不衛生でプライバシーを欠き、防御準備もできなかった。房の窓は常に閉められ、
金属プレートで遮られていた。人工灯では読み書きに不自由をした。中央の換気は故
障しており、歩行用場所は警察犬スペースと化していた。シャワーを浴びることがで
きたのは90日余りの拘禁期間中２度のみであり、房には虫がたかっていた。肝炎や結
核と診断されていた囚人と房や皿をシェアせざるを得なかった。かかる事情を踏まえ、
通報人が本通報をした。

⑵　当事者の主張
通報人は、ベジェツク一時収容房での拘禁条件は、換気機能や十分な食料や衛生が

なく、常に房内に閉じ込められて運動の機会もなく、狭苦しい中で食事や排泄を強い
られたと主張し、自由権規約第10条第１項に違反すると主張した。

これに対しロシア連邦は ,…一時拘禁施設に関する1996年１月26日規則に合致してい
た、被拘禁者はベッドを提供され、施設の清掃は被拘禁者が行い、換気施設も通報人
の申立後に修理され、通報人は定期的にシャワーを利用でき、また通報人は歯科医の
治療も受けた、などと反論した。

⑶　自由権規約委員会の見解
自由権規約委員会は、ロシア連邦が、通報人の拘禁条件や、拘禁条件の調査や必要

な救済を提供する為の手段に関する詳細な説明をしないことを理由として同国の主張
を退け、同国は自由権規約第10条第１項に違反する、と認定した。

また、同国は通報人に対し、被った違反についての補償を含む適切な救済手段を講
じる義務を負うこと、同国は、国連被拘禁者処遇最低基準規則に沿って被拘禁者を処
遇することで、将来の同様の違反を防止する義務を負うことを指摘したほか、同国に
対し、180日以内に、同委員会の見解を有効ならしめるために講じられた方途の報告と、
本見解の公開、公用語による広範な頒布をなすことを求めた。

８　Muneer Ahmed Husseini v. Denmark（通報番号：2243/2013、見解採択日2014年
10月24日、自由権規約委員会）

～退去強制命令確定後に実子２名が出生した事実を斟酌しない送還の当否
（要旨）
退去強制命令が確定した後であっても、実子２名（デンマーク国籍）が出生した事実

を十分に斟酌することなく通報人を強制送還することは、自由権規約第23条第１項（家
族の保護）及び第24条（子どもの保護）の規定に違反するとした。
⑴　事案の概要

通報人は、アフガニスタン国籍（Afghan…national）の男性である。1986年３月、
アフガニスタンで出生し、母及び姉妹２名をロケット攻撃で失った。その後、父・兄
弟姉妹とパキスタン（Pakistan）の難民キャンプへ避難した。1999年、13歳の時、父
が先に入国していたデンマークに入国し、同年10月在留資格が付与され、2004年11月
まで定期的に更新された。通報人は、強盗等により、2002年９月、懲役１年６月の判
決を受けたが、16歳という年齢が斟酌され、刑のうち１年については執行猶予、保護
観察２年とされ、退去強制は命じられなかった。その後、通報人は18歳のときに犯し
た強盗等の罪により、2005年３月、懲役５年６月、永久上陸拒否を伴う退去強制処分
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とされ、在留資格を喪失した。2006年、デンマーク人女性と婚姻し、難民申請したが
却下された。2008年６月、最高裁判所不服委員会も上告を棄却した。2008年11月、通
報人の長男が出生したが、2009年に離婚した。2010年４月、通報人は、脅迫等で懲役
４年９月が確定した。同年９月、前妻との間に長女が出生した。2013年１月、国家警
察がアフガニスタン当局より通報人の送還受入れの承諾を取得した。2013年５月、本
通報をなした。

⑵　…争点及び当事者の主張
争点は通報人の送還が、自由権規約第17条、第23条第１項及び第24条第１項に反

しないかであった。通報人の主張は、離婚後も何とか家族生活を維持し、子どもらと
の関係は円満で定期的に面会していたこと、子どもらはデンマーク国籍でありパシュ
トゥー語を話せずアフガニスタンとの関わりを持たずデンマーク人母と暮らしてきた
こと、子どもらは退去強制処分確定後に出生しているが、アフガニスタンに同行でき
ないにもかかわらず退去強制処分を維持して見直さなかったこと等が同規約に違反す
ると主張した。

これに対し、デンマークは、通報人による更なる犯罪活動から公共の安全を保護す
るという公益と合理的な国家の利益の促進の上で必要であること、子どもらは送還決
定後に出生していること、通報人と子どもらは同居したことはない等主張した。

⑶　自由権規約委員会の見解
自由権規約委員会は、離婚した家族の幼児２人のいる通報人を送還し、永久入国拒

否とする決定は、家族生活の実質的な変化を伴うものであり、「干渉」に当たるとし
た。通報人は、投獄・収容中、通報人の家族生活は著しい制限を受けてきたが、子ど
もらや前妻との定期的な往来により、家族との緊密な関係を維持してきた。仮に、通
報人がアフガニスタンに送還されれば、永久上陸拒否により、定期的な訪問を通じた
家族関係は十分には維持できない。子どもらは送還決定が確定した後に出生している
ところ、デンマークはこの新たな事情を再検討していない。とりわけ、通報人の送還
が、子どもらの未成年としての地位に必要とされる保護の措置についての権利（自由
権規約第24条）にどの程度適合するのかについて審理していない。また、同国が、社
会及び同国による保護を受ける家族の権利や、特別の保護を受ける子どもの権利に相
応の考慮をしたとは結論付けられない。これらの事情の下では、新たな個人的事情を
再検討することなく通報人を送還し、２人の子を父親から引き離すことは、同規約第
23条第１項及び第24条に違反するとした。

９　M.W. v. Denmark（通報番号：46/2012、見解採択日：2016年2月22日、女性差別撤
廃委員会）

～国外に奪取された子の返還に応じなかったデンマーク当局（裁判所を含む）の措置
が女性差別撤廃条約第２条等に違反するとされた事例
（要旨）
オーストリア人の母は親権を有する子をオーストリアで監護・養育していたが、デン

マーク人の父は、デンマークの裁判所において一方的に親権を母から父に変更すること
に成功した。そして母がオーストリアにおいて監護していた子を奪取してデンマークに
連れ去ったが、同国当局は母の返還要求に応じなかった。女性差別撤廃委員会は、こう
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した同国当局の措置（裁判所を含む）が女性差別撤廃条約第２条等に違反するとして、
同国に対し子を即時返還する手続を執ること等を求めた。
⑴　事案の概要

国籍の異なる内縁関係の夫婦間の子の親権について、それぞれの国の司法的判断が
矛盾した事案である。内縁夫（監護親）の所属する国家（デンマーク）の行政、司法
の複数の行為について、内縁妻（非監護親、オーストリア国籍）が通報した。通報当
時、子はデンマーク在住であった。事実の概要は以下のとおりである。

デンマークにおいて内縁関係にあった内縁妻（オーストリア国籍）と内縁夫（デン
マーク国籍）の間に子が出生した。子の出生当時、内縁夫は子を認知せず、オースト
リア法でもデンマーク法でも内縁妻が子の単独親権者となった。内縁関係が破綻して
内縁妻が子を連れてオーストリアに帰国した。その後、内縁夫が子を認知した。認知
から約３年後に内縁夫はデンマークにおいて子の親権者変更を申立て、しかも共同親
権ではなく内縁夫の単独親権への変更を申し立てた。その頃一時的にデンマークを訪
問した内縁妻は内縁夫の通報により警察に逮捕され、すぐに釈放されたものの１日勾
留された。その後内縁夫の供述のみに基づき、デンマークの裁判所が内縁夫への単独
親権変更を認容した。

内縁夫はオーストリアに赴き子を奪取してデンマークに帰国し、子の監護を開始し
た。内縁夫に誘拐罪で国際逮捕状が発付され、デンマーク政府に対して内縁夫の身
柄引渡が請求された。また、オーストリア当局はハーグ条約に基づき、子の返還をデ
ンマーク当局に対して要請した。デンマーク政府はいずれに対しても協力を拒否した。
その後デンマークの高等裁判所においても内縁夫への単独親権への変更を認容した。
デンマーク最高裁判所は内縁妻による、オーストリア最高裁判所決定（内縁妻を唯一
の親権者とするもの）の履行の上告受理申立てを何度も却下した。

女性差別撤廃委員会は二度にわたりデンマークに対して内縁妻の子へのアクセスに
ついての暫定措置要請をしたが、デンマーク政府は応じなかった。

その後デンマーク地方行政局は、内縁妻からの子の情報開示請求も拒否した。
⑵　デンマーク政府の主張

本事案は、親権の決定について２つの国の判断が矛盾したことにより起きた複雑な
事例である。内縁妻は内縁夫のドメスティックバイオレンスについて証拠を提出せず
に主張するのみであったし、親権の判断に関する手続にも参加しなかった。

女性差別撤廃委員会は、独立国の同等の司法判断の矛盾を裁定する義務を負った、
超国家機関ではない。

⑶　女性差別撤廃委員会の見解
デンマークはその裁判所も含め、子の最善の利益を考慮しておらず、内縁妻は、女

性であること及び外国人であることから差別を受けたものであり、女性差別撤廃条約
第１条、第２条⒟、第５条⒜・⒝、第16条第１項⒟の権利を侵害されたものである。

したがって、デンマーク中央当局に対し、オーストリア中央当局と協力して、子の
即時返還をなすことを求めるものである。

10　Z.Y. and J.Y. v. Denmark（通報番号：7/2016、見解採択日：2018年５月31日、子
どもの権利委員会）
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～難民申請が認められなかったことについて通報をしたが、送還されると危険がある
との主張の根拠が不十分であるなどの理由により受理不能とされた事例
（要旨）
JY（男性）と ZY（女性）は共にアフガニスタン国籍であり、その間に子 AY がいる。

JY、ZY、その子である AY はいずれもデンマークからアフガニスタンへの退去強制を
命じられたが、JY らはキリスト教に改宗したため、アフガニスタンに送還されると危
険があるとして難民申請をしたが、認められなかったので本件通報をなしたところ、子
どもの権利委員会は、彼らの改宗の真実性に疑問があること、送還された場合の危険性
の立証がないこと、国内救済措置が尽くされてないことなどを理由に受理不能であると
した。
⑴　…事案の概要

JY（男性）及び ZY（女性）は共にアフガニスタン国籍である。JY はキリスト教
への改宗を理由にノルウェー及びスイスで難民申請をするも、認められずにアフガニ
スタンに送還された。アフガニスタンで JY と ZY が出会い、ZY の家族に結婚を反
対されたが結婚し、トルコで子 AY が出生した。その後、デンマークで難民申請をし
たが、改宗の真実性及びアフガニスタンへ帰国後の危険性の立証がなく、難民と認め
られなかったため、本通報に及んだ。

本件では、子どもの権利条約第三選択議定書第７条⒠（国内救済手段が尽くされた
か否か）及び⒡（通報の根拠が不十分か、十分に立証されているか）が問題となった。

⑵　当事者の主張
JY らは、難民不服委員会の審査のみで裁判所に上訴できないことは、子に対する

差別であって子どもの権利条約第２条に違反するし、子が帰国した場合に受ける危険
性に鑑みて子の最善の利益を考慮すべきであると主張した。

これに対し、デンマークは、同条約は上訴の権利を付与したものではないし、いか
なる種類の差別もしていない上、JY らは子の受ける危険性を立証していない。また、
JY 及び ZY の改宗は、JY の供述、JY が教会に行っていなかったこと、送還が差し迫っ
た段階での ZY の改宗の主張等に照らして真実の改宗とは認められず、AY は２歳の
ため親の庇護理由と共通のものとして審理されるべきであると主張した。

⑶　子どもの権利委員会の決定
上訴できないことが子どもの権利条約第２条違反との主張に関しては、差別的根拠

に基づくものとの証明がなく、同条約第三選択議定書７条⒡により認められない。子
が帰国後に受ける不利益（帰国後に分離されることや登録できないこと）及び子の生
存に関する主張はこれまで国内手続において主張されておらず、いずれも国内救済措
置が尽くされていないといえ、同条約第三選択議定書第７条⒠により受理不能である。

送還先において条約上の権利が侵害される危険性の存在についての評価は、子と
ジェンダーに留意して行われるべきであり、子の送還に際し、子の最善の利益は、決
定において子の安全と適切な支援と権利保障を確実にすべきである。

しかし、JY らは、締約国による改宗の真実性の否定に対する十分な反論ができて
いないし、子が直面する危険性についての立証もなく、JY は同人の主張する改宗後
に２度にわたり送還されているが、特に問題となってもいないため、その主張は根拠
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不十分であるといわざるを得ず、同条約第三選択議定書第７条（f）により受理不能
と決定するものである。

11　The Jewish Community of Oslo et al. v. Norway（通報番号：30/2033、見解採択日：
1981年７月30日、人種差別撤廃委員会）

～人種差別撤廃条約第14条第１項にいう「集団（groups… of… individuals）」の通報人
適格及びヘイトスピーチの被害者たる要件
（要旨）
人種差別撤廃条約第14条第１項にいう「集団（groups…of…individuals）」は、その個々

のメンバーがそれぞれ被害者でなくとも、通報をする適格性を有すること、また人種的
憎悪や人種差別の扇動の影響を受ける危険があれば被害者であるといい得るとし、直接
の攻撃を受けていなければ被害者とはいえないとの締約国の主張を排斥した事例
⑴　事案の概要

通報人らは３つの集団及び個人３名である。集団のうち the…Jewish…Community…of…
Oslo 及び the…Jewish…Community…of…Trondheim はいずれも多数のメンバーを擁する
ユダヤ人宗教集団であり、the…Norwegian…Antiracist…Centre は人種差別などの人権
問題に取り組む非政府組織である。３名の個人は、それぞれがこれら各集団のリーダー
である。

2000年８月19日、Bootboys というグループが、オスロ近郊の町で、ナチのリーダー
であったルドルフ・ヘスを記念するデモ行進を行ったが、参加者は軍服様の制服を身
に着け、顔を覆っていた。行進は Sjolie という人物に率いられ、町の広場に到着する
と Sjolie は演説を始めた。その内容は、ヘスは共産主義者やユダヤ人からドイツやヨー
ロッパを守ろうとした偉大な英雄である、ユダヤ人はノルウェーやノルウェー人を
略奪し破壊し、富を吸い上げ、ノルウェーを不道徳な非ノルウェー的思想に染め直そ
うとしている、我々はヒトラー総統やヘスの足跡を継承し、国家社会主義に基づくノ
ルウェーを造り上げるなどというものであった。そしてこの集団はナチ式敬礼を行い、
Sieg…Heil（勝利万歳）とナチ式の呼号を行った。

この後、黒人や政治的反対者に対する暴力行為が頻発し、ナチ活動が活発になった。
2001年１月26日にはガーナ人の父とノルウェー人の母との間の15歳の少年が刺殺され
る事件が起こったが、３人の犯人はいずれも Bootboys のメンバーであった。うち１
人は襲撃の動機が人種差別によるものであるとして、裁判所は加重処罰を適用してい
る。

上記のデモ行進等を目撃した何人かが、かかる行為はノルウェー刑法第135条（a）
（脅迫、人種・皮膚の色等による憎悪、迫害等を加えることの禁止）に違反するとし
て警察に告発し、Sjolie は起訴され、１審では無罪となったが、検察官が控訴。２審は、
同人の演説はユダヤ人大量殺戮を容認するものと解さざるを得ないとして、有罪の判
決を下した。ところが、最高裁判所は2002年12月17日ナチを肯定することを処罰する
ことは表現の自由に抵触するとして、原判決を破棄し無罪とした。

⑵　当事者の主張
通報人は、最高裁判所判決の結果、人種差別や人種憎悪の宣伝や暴力の扇動に対す

る保護措置がなくなったことは、締約国による人種差別撤廃条約第４条及び第６条違
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反を構成するものであると主張した。通報人は、デモ行進参加者と直接対峙したわけ
ではないが、人種差別、憎悪、又は暴力を受ける差し迫った危険に晒されているので
あるから、通報人は同条約第４条及び第６条違反の被害者であると主張した。

ノルウェーは、通報人のうち集団については、集団のすべてのメンバーが個人とし
て被害者でなければならないと主張した。また、いずれの通報人も問題の発言がなさ
れた現場に居たわけではなく、名指しで攻撃されたわけでもないから、被害者には当
たらないなどと主張した。

⑶　受理可能性
通報人は、人種差別、憎悪、又は暴力を受ける差し迫った危険に晒されているので

あるから、潜在的被害者（potential…victim）に当たる。
また人種差別撤廃条約第14条第１項は、集団（groups… of… individual）が通報し得

るとしているが、これを締約国が主張するように、集団の各メンバーが被害者である
ことが必要であると解することは、同条約第14条第１項で集団が通報し得るとしたこ
とを無意味にしてしまうことになるから、かかる解釈は採用できない。集団の活動内
容、集団が擁護している人々の社会的階層を考慮すれば、通報人はいずれも同条約第
14条にいう被害者として通報する適格性を有する。
　したがって、本通報は受理可能である。

⑷　人種差別撤廃委員会の見解
Sjolie は、演説の中で、ユダヤ人はノルウェーやノルウェー人を略奪し破壊し、富

を吸い上げ、ノルウェーを不道徳な非ノルウェー的思想に染め直そうとしていると述
べ、さらにヘスだけではなくヒトラーや彼らの主義主張にも言及し、我々はヒトラー
総統やヘスの足跡を継承し、そのために闘うと述べている。このような演説は人種的
優越又は憎悪に基づく思想を表すものであり、またヒトラーやその主義主張及び足跡
に対して敬意を示すことは、少なくとも人種差別の扇動に当たると言わなければなら
ない。

そして、人種差別撤廃委員会一般的勧告15で明確に述べているように、人種的優越
又は憎悪に基づく思想を禁止することは、意見及び表現の自由の権利に抵触するもの
ではない。このことはすべての国際文書において、表現の自由は一定の場合には制限
可能であるとされていることとも符合するところである。したがって、Sjolie の発言
は保護に値するものではなく、最高裁判所が同人を無罪としたことは、人種差別撤廃
条約第４条ひいては第６条に違反するものである。

よって、締約国は Sjolie のような発言が表現の自由の名の下に保護されることのな
いよう、措置を採るべきである。

同委員会は締約国に対し、同委員会の見解に従って締約国が採った措置についての
情報を６か月以内に提供すること、また同委員会の本見解を広く公表することを要請
する。

12　Paul Mitonsou Zinsou v. Benin（通報番号：2055/2011、見解採択日 2014年７月
18日、自由権規約委員会）

～刑事事件の法廷に手錠を掛けてあるいは拘置所名を表示したジャケットを着用させ
て出頭させることの可否
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（要旨）
被拘禁者に手錠を掛けてあるいは拘置所名を表示したジャケットを着用させて出廷さ

せることは、品位を傷つける取扱いの禁止（自由権規約第７条）及び無罪推定の権利（同
規約第14条第２項）に違反するとされ、逃亡を防止するなどの一般的な保安上の理由で
は正当化できないとされた事例
⑴　事案の概要

通報人は、機械工及び運転手であったところ、交通事故を起こし、過失致死及び車
両制御過失の罪により、公判に至る間の2008年８月14日から同年９月５日まで（同日
釈放）、コトヌ拘置所において拘禁された。ベナンの拘置所においては、被拘禁者は
すべて、未決拘禁者を含め、裁判所出廷時及び公判中、拘禁施設名が表示されたジャ
ケットを着用しなくてはならないという規則があり、被拘禁者は、そのような姿のた
め、傍聴人の侮辱や嘲笑の的となっている。

通報人は、2008年９月５日の公判を含め、裁判所へ行くときは常に、このような姿
にさせられた。彼は、手錠及び「コトヌ民間拘置所」と表示のあるジャケットを着用
し裁判所に行かなくてはならなかった。さらに、通報人は、刑務所にいる間にも、面
会人と会う時にこのジャケットの着用を義務付けられ、これも侮辱や嘲笑の的となっ
た。さらに、このような運用に抗議したことにより、通報人は身体的懲罰、譴責、更
なる嘲笑を受けた。

2009年12月８日、通報人はベナン憲法裁判所に対し、これらの運用が、無罪の推定
を定めるベナン憲法第17条、非人道的、屈辱的、品位を傷つける取扱いを受けない権
利を定めるベナン憲法第18条に違反することの宣言を求めて提訴した。2010年７月13
日、裁判所は、公判に向かう時に指定された服の着用を義務付けることは、被拘禁者
が看守から逃れて群衆に紛れこむのを防ぎ、逃亡のいかなる試みをも事前に防止する
ために、拘禁施設の完全な裁量で適用される、警備上の措置であるとして、この訴え
を棄却した。裁判所は、被拘禁者の指定服着用は、品位を傷つける取扱いにも無罪推
定を受ける権利の侵害にも当たらないと判断した。

⑵　当事者の主張
①　通報人の主張

通報人は、2008年８月14日から同年９月５日まで、コトヌ民間拘置所における未
決拘禁中、毎日、「コトヌ民間拘置所」と表示されたジャケットの着用を強いられ、
外部からの面会者と会う際も含め、公衆から嘲笑を受けたことが、屈辱的で、品位
を傷つける取扱いに該当するとして、自由権規約第７条違反を主張した。

また、通報人は、2008年９月５日の公判に、まだ有罪と認定されていないにもか
かわらず、手錠及び被拘禁者としての服装、すなわち、拘禁場所を表示したジャケッ
トで出頭を強いられたことは、無罪推定の権利の侵害であるとして、同規約第14条
第２項違反を主張した。

通報人は、委員会が示した2004年の総括所見に、裁判中の被拘禁者や有罪判決を
受けた者が拘禁場所を表示したジャケットを着用しなければならないことは、品位
を傷つける取扱いに該当し、裁判中に被拘禁者がかかるジャケットを着用しなけれ
ばならないことは無罪推定原則違反となり得る（同規約第７条及び第14条）として
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いる点を援用した。
②　締約国の主張

締約国は、被拘禁者取扱最低規則第33条⒜に従い、被拘禁者ジャケットは被拘禁
者が司法・行政当局に出頭したときには取り外されていると主張した。さらに、通
報人が主張する取扱いは、残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いにも
無罪の推定違反にも程遠く、ベナンの民間拘置所におけるそのようなジャケット着
用は、必要な保安措置と解されるべきであると主張した。ジャケット着用の運用が
民間拘置所のすべての被拘禁者に対して差別なく適用されており、身体的精神的苦
痛を与える意図で適用されるものでない限りは、通報人の指摘は誤りであるとの見
解を示した。

⑶　自由権規約委員会の見解
①　ジャケットを拘置所の中で常時着用させられた点について

自由権規約委員会は、拘置所の中でジャケットを常時着用させている理由が、保
安上の措置によるものだとする締約国の主張に留意した。そして、その様な取扱い
によって、辱めを受けたと主張するだけでは、自由権規約第７条違反を認定するに
十分な深刻な尊厳の侵害があったと認めることはできないとした。

②　2008年９月５日の公判に、手錠及び拘禁場所を表示したジャケットでの出廷を強
いられた点について
ア　無罪推定の権利違反該当性（同規約第14条第２項）

刑事罰に問われるすべての者は、法に従い有罪であると判断されるまでは、無
罪と推定される。したがって、あらゆる公的当局は、公判の結論を予断してはな
らない義務を負う。被告人は、通常は、公判の間、手錠を掛けられたり檻に入れ
られたり、その他危険な犯罪者であることを示すような姿で法廷にさらされて
はならない。本件においては、締約国による正当理由の提出がないことを指摘し、
委員会は、公判に手錠と拘禁施設名の表示のあるジャケット着用で出廷すること
を義務付けることは、同規約第14条第２項の無罪推定の権利の侵害であると判断
する。

イ　品位を傷つける取扱い違反該当性（同規約第７条）
締約国は、裁判官又は行政官の前に出頭するときには被拘禁者のジャケットは

取り外されると主張するが、本件においては、通報人がなぜそのようなジャケッ
トを公判に出頭するときに着なくてはならなかったのか、その理由の説明はない。
また通報人が手錠を施された姿で法廷に連行され、出廷したとの通報人の主張に
ついては、締約国は何ら争わない。

締約国は、保安の観点からそのような措置が必要であるとの一般的な正当理由
を述べるにとどまり、2008年９月５日の通報人の公判において、どのような状況
から、ジャケットと手錠を必要としたのかを立証しない。これまでに提出された
資料の中には、通報人がそのようなジャケットや手錠を着用しなければ、逃亡の
恐れや公衆の安全その他のリスクがあると信じるに至るようなものは見つからな
い。

したがって、問題の措置は、通報人を侮辱したり貶めたりする目的で採られた
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ものとは認められないが、裁判が公開されたものであることに鑑みると、通報人
は、出廷に不可避的に伴う屈辱感をはるかに超える屈辱を感じたものといえる。
委員会は、通報人に対して取られた措置は、規約第７条に反する取扱いであった
と判断する。

ウ　以上のとおり、委員会は、本件に関して、規約第７条及び第14条第２項違反を
認定した。

そして、締約国には、被った侵害に対する適切な補償を含む効果的な救済を提
供する義務及び将来に同様の違反が生じないようにする義務を負うとした。また、
180日以内に、本見解を実効あらしめるために講じた手段の報告と、本見解の公
表及び公用語により広範に配布をすることを求めた。

13　X v. Argentina（通報番号：8/2012、見解採択日：2014年4月11日、障害者権利委員会） 
～刑務所が収容中の障がい者に対して保障すべき権利

（要旨）
障がいのある被収容者が刑務所内施設に独立して自由にアクセスできないことにつき、

障害者権利条約違反を認めた事例
⑴　事案の概要

通報人は、従前より交通事故により首を損傷し障がいを有していたところ、更に収
容中に脳卒中を発症し、同名半盲となっていた。

このため通報人は医療刑務所等に収容されていたが、自宅での拘禁申請は３度にわ
たり却下されていた。連邦刑事裁判所より、当該病状及び医療体制であれば、拘禁に
よっても回復できると判断されたためである。

通報人は、拘禁施設が障がいのある受刑者の収容に適していないことなどを主張し、
本通報に及んだ。

⑵　当事者の主張
通報人は、浴室は車いすで入れず、プラスチック椅子も安全基準に満たず、一人で

はトイレにもシャワーにも入れずに看護師や他の被収容者の介護が必要であることや、
呼出ボタンも設置されたものの対応まで時間を要することがしばしばであったこと、
特別マットレスがないために床擦れも起き、移動領域も著しく制限されたこと、介護
なくして身だしなみも整えられなかったこと等を訴え、現在の収容房は障がい者には
適しておらず、尊厳を傷つける非人道的取扱いであると主張した。

アルゼンチン政府は、浴室やシャワーへのアクセス障害物を段階的に除去する改善
を行ったこと、司法当局等が敷地を巡回し、エレベーターの存否や稼働を確認したこ
と、娯楽室のドアが通報人に適するかや、看護師を呼ぶボタンが機能しているかも確
認したことなどを挙げて、反論した。

⑶　障害者権利委員会の見解　
障害者権利委員会は、締約国は、拘禁された障がい者に対し刑務所内施設へのアク

セスを提供する義務があるとし、アクセスへの支障を特定の上除去し、拘禁場所で独
立して日常生活を営めるようにしなければならないと述べた。

そして同国は、通報人が刑務所内で可能な限り独立して、浴室やシャワー、娯楽、
介護サービスに十分にアクセスできることを証明していないとして、障害者権利条約
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第９条第１項⒜⒝（施設及びサービス等の利用の容易さ）、第14条第２項（身体の自
由及び安全）及び第17条（個人をそのままの状態で保護すること）の各権利を侵害し
ているとした。

その上で同委員会は同国に対し、通報人に対し、他の被収容者と平等に刑務所内施
設にアクセスできるようにする義務があるとした。

また同委員会は同国に対し、一般的な制度改善として、自由を奪われた障がい者が
自立して拘禁生活に参加できるよう合理的な拘禁設備とすること、他者と平等となる
よう適切な手段を採用の上十分かつ合理的な設備を提供すること、裁判官や司法吏員
等に対して条約や選択議定書について定期的研修を行うこと、などを求めた。

第５　日本の弁護士による個人通報の実践性―メルボルン事件

１　事件の概要
1998年に大阪を中心とした弁護士42名が、日本人５名の代理人となって申し立てた個

人通報事案である。
この事件については、2006年11月、自由権規約委員会が却下したが、日本の弁護士が

初めて取り組んだ個人通報事案として、その経過を紹介することによって、個人通報制
度の手続と論点を理解することができる。

1992年６月15日、日本人７名（男性４名・女性３名）が、成田空港から、オーストラ
リア旅行に旅立った。途中立ち寄ったクアラルンプールにあるサクラレストランで会食
中、４名の旅行カバンを積んでいた車が盗まれた。翌日、中国系マレーシア人のガイド
が、カバンを見つけてきたが、カバンはズタズタに切り裂かれて使い物にならない状態
であった。ガイドは、彼らに代わりのスーツケースを渡し、４名は、このスーツケース
を持って、オーストラリアに向かった。その後到着したメルボルン空港にて、４名のスー
ツケースから大量のヘロイン（末端価格約2,000万～3,000万ドル、当時日本円にして10
数億円～20億円）が発見された。スーツケースは二重底になっており、そこにヘロイン
が隠されていたのである。直ちに、スーツケースを持っていた４名とツアーリーダー１
名は、身柄を拘束され取調べが始まった。彼らは、捜査、公判を通じて一貫して身に覚
えがないと身の潔白を主張したが、結局、最終的には、主犯格とされたツアーリーダー
に懲役20年、４名に懲役15年の判決が下され、刑は確定した。

２　通報の申立て
メルボルン事件の５名の日本人は、日本によって人権が侵害されたのであれば、自由

権規約第一選択議定書を批准していないので、通報を行うことができないが、彼らの場
合、オーストラリアの刑事手続上、人権が侵害されたものであり、同国は同選択議定書
の締約国であったため、通報が可能であった。

そこで、帰国後、彼ら５名が、自由権規約が保障している公正な裁判を受けることが
できなかった事などを問題にして、自由権規約委員会に通報することを決めた。そこで、
1998年９月22日、42名の弁護士が、通報の申立代理人となって、書面で通報を申し立てた。

通報の狙いは自由権規約委員会からオーストラリア政府に対し、見解を出してもらう
ことであった。狙いとした見解の具体的な内容は、①オーストラリアにおいて、当事件
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に関し必要な再審理又は再審を求めること、②再審理などの際、弁護の準備と弁護人と
の連絡のため適切な時間と便宜が与えられること、③再審理などの際、証人尋問の機会
と、証人の出頭及び尋問の機会が与えられること、特に、現在マレーシアにおいて逃亡
中又は勾留中の重要証人と、当局により何らの問責もされずに日本への帰国を許された
日本人２名の証人尋問が認められること、④再審理などの際、通報人らは法廷で使用さ
れる英語に不慣れで理解できないため、通訳能力と資格のある通訳人の援助が得られる
こと、⑤最も重要な目的は、再審理などの際、公平で公正な裁判又は審理が実施される
ため、真実かつ実質的機会が与えられること、であった。

本通報が問題とした、オーストラリア政府による自由権規約違反行為は、具体的には、
第９条第１項（恣意的逮捕抑留の禁止）及び第２項（逮捕の際の被擬事実の告知）並び
に第14条（公正な裁判を受ける権利）、とりわけ第14条第１項（公平な裁判所による公
正な公開審理を受ける権利）及び第３項（⒜理解する言語で罪の性質及び理由を告げら
れること、⒝弁護人と連絡でき、防御の準備ために十分な時間と便益を与えられること、
⒠証人の出席及びこれに対する尋問を求めること、⒡無料で通訳の援助を受けること）
違反である。この中でも、最も重大な人権侵害行為は、捜査、公判段階を通じて、能力
のある通訳が付されなかったため、５名の通報人が自分たちの言い分を伝えることがで
きず十分な防御活動ができなかったため公正な裁判を受けること（第14条１項）ができ
なかったことである。

３　補充報告書の提出
⑴　学者を中心とする通訳人チームの精力的な翻訳・分析作業により、通訳人を介し

た５名の取調べの実態が明らかになった。取調べの中で、通訳人の能力不足等により、
何度となく誤訳が行われていることが明らかとなった。

弁護団は、通訳人の誤訳の中で特に重要であると思われる部分を４つの柱でまとめ
あげた。その４つの柱とは、
①……有罪認定にわたる特に重要な場面での誤訳
②……手続違反に関わる誤訳（権利告知が伝わらない等）
③　被疑者供述の一貫性、信用性を誤解させるような誤訳
④……通訳の基本的資質及び適格性を疑わせる誤訳
であった。

⑵　弁護団は、通訳人の通訳を分析した報告書とともに本事件を担当した通訳人のレ
ポートなどを証拠として作成し、法律問題及び事実問題に関する追加主張（補充報告
書）として、自由権規約委員会に提出した。

補充報告書等は、国際人権に精通するアメリカ人弁護士が起案した。
補充報告書では、以下の自由権規約違反を指摘した。

①　能力不足の通訳人による取調べ状況を録取したビデオテープを証拠として使用す
ることは、通報人たちの裁判所の前に平等であること、公正な公開審理を受けるこ
とを定めた第14条第１項及び法の下の平等を定めた第26条に反する。

②　日本人は、文化的に「和」を重視し、自己主張することを好まないなどの特質が
ある。オーストラリアは、不適正な通訳とこれに密接に関するを文化の違いを合理
的に解決するシステムを持たないことは、第２条、第14条及び第26条に違反する。
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③　公判前の通訳の問題に加え、公判中においても、５名の被告人に対し、１開廷ご
とにたった一人の通訳人しか付けないなど通訳の配置に問題があったこと、また通
訳人相互の意思統一（語句の訳の統一等）ができていなかったことなどに関しては、
通報人らの無料で通訳の援助を受ける権利（第14条第３項⒡）、弁護の準備をする
のに十分な時間が確保され、弁護士と連絡をする権利（同条第３項⒝）、自ら出席
して裁判を受け、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて、防御をする権利（同条
第３項⒟）が保障されなかった。また、これらの権利が保障されなかったことによっ
て、通報人らの裁判所の面前で平等に裁判を受ける権利（同条第１項）が侵害された。

④　通訳人の能力不足により、通報人の１名は、自己の権利について知らされていな
かった。これは、第14条第３項⒟及び⒢並びに同条第１項違反である。

４　通報受理後の手続
⑴　オーストラリア政府への申立書及び補充報告書の送達

2003年１月、通報の申立書が正式に自由権規約委員会に受理され、通報番号
（1154/2003）が付され、同月30日、申立書がオーストラリア政府に送達された。

⑵　オーストラリア政府からの反論
2004年７月28日、オーストラリア政府（正確には、Office… of… International…Law…

Attorney-Generals…Department：法務省国際法課）が自由権規約委員会に反論書
（Australian…Government…Submission… on…Admissibility… and…Merits… to…The…United…
Nations…Human…Rights…Committee）を提出した。

反論書の概要は、まず、通報は、申立ての受理要件（Admissibility）を満たして
いないので申立ては却下すべきであるということであった。具体的にいえば、①通
報人らは、国内法において利用できるあらゆる救済手段を尽くしたわけではないこ
と（the…authors…failed…to…exhaust…all…available…domestic…remedies）、②通報人らは、
申立てで問題としている自由権規約第２条、第９条第２項、第14条第３項⒜⒝⒠⒢及
び第26条違反を根拠付ける事実を立証していないこと（the…applicants…have…failed…to…
substantiate…these…allegations）、③第14条第３項⒜⒝⒠⒢に関する申立事実は、同規
約の対象範囲を逸脱しており、通報人らはこれらの条文に違反する事実（any…breach…
of…these…articles）を明らかにしていないこと、であった。

上記オーストラリア政府の反論書は、2004年９月27日、自由権規約委員会から通報
人らに送付された。そして、再反論があれば、送付日から２か月以内に同委員会に到
達するようにされたい、との指示があった。

⑶　弁護団からの再反論
再反論書で取り上げた論点は、以下のとおりであった。

Ⅰ　受理可能性について
A　国内的救済手段を尽くしたか否か
B　申立を根拠付ける事実を立証しているか
C……申立事実は、自由権規約の対象範囲を逸脱しているか

Ⅱ　本案について
A　捜査段階における通訳の不適切さ（inadequacy）について
―自由権規約第９条第２項・第14条第３項⒜違反
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B　逮捕の不告知及び不利益供述の強要について
―同規約第14条第３項⒜・第14条第３項⒢違反
C　弁護人選任権を告知しなかった点について
―同規約第14条第３項⒠違反
D　証人を呼ぶ機会を与えなかった点について
―同規約第14条第３項⒠違反
E　公判段階における通訳の不適切さについて
―同規約第14条第１項・同条第３項⒠⒡違反
F　陪審員選定における不平等な取扱いについて
―同規約第14条第１項違反
G　不適切なリーガルエイド制度について
―同規約第14条第１項・第26条違反
H　マスコミ報道と陪審について

５　自由権規約委員会の判断―却下
2006年11月15日、自由権規約委員会において審理の結果、日本人５名の申立ては、却

下となった。その理由は、以下のとおりである。
通報の審査は２段階に分かれる。第１段階が、受理可能性審査であり、手続的要件で

ある。受理可能性審査がクリアできれば、第２段階として実体審査が行われ、人権侵害
の有無が審査される。受理可能性審査の中で重要な要件として、「国内救済措置を尽く
していること」が必要である。メルボルン事件の場合、「国内救済措置を尽くしていない」
ということで、却下となった。

詳細は、以下のとおりである。
①　国内救済措置の消尽という要件に関して述べると、通報人らの異議申立ては、通

報人らの逮捕の時点から有罪に至るまで、当事国により提供された通訳が不適切
だったということが、自由権規約第９条及び第14条に規定された様々な権利の侵害
をもたらすに至ったという主張に基づいている。

②　委員会の理解するところでは、これらの異議申立ては、証人の召喚及び陪審の選
定の点を除いて、いずれも上訴において取り上げられなかった。

③　通報人らは、通報人らのみならずその弁護人たちも、当時、通訳の欠陥の深刻さ
に気付きようがなく、結局、問題の深刻さに気付いたのは、有罪判決から７年経っ
た2001年のことであったという。

④　しかしながら、委員会の理解するところでは、通報人らは、トライアル（正式裁
判）の間のみならず、既にコミタルヒアリング時点でも、通訳の質について懸念を
持っていた。

⑤　したがって、通報人らが2001年まで通訳問題に気付いていなかったという主張は、
証拠により裏付けられていない。

⑥　いずれにせよ、国内救済措置を尽くしたかどうかという目的の観点からは、上訴
に用い得るだけの関連事実と主張を確保しなかったことは、通報人らとその弁護人
たちの責任だったと、委員会は考える。

⑦　通報人らが、専門家の情報を裁判の７年後にしか入手せず、上訴に先立って入手
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しなかったことは、可能な国内救済措置を尽くすという要件を赦免するものではな
い。

６  通報によってもたらされた副次的効果
通報の申立ては却下となったが、副次的効果はあった。第１に、弁護団が通報を行っ

たこと等が大々的に報道される中で、当初麻薬の運び屋とのレッテルを貼られて服役し
ていた５名の日本人は、運び屋に仕立てられた被害者であると報道され、その結果名誉
回復に一定の効果を果たしたこと、第２に、2000年、極めて異例のことであったが、支
援者の活動及び報道による世論が後押しした結果、日本政府が、人道的見地から、オー
ストラリア政府に対し、５名のうち３名につき釈放要請を行ったことである。

７　メルボルン事件の通報から何を学ぶか
メルボルン事件につき個人通報制度を利用して、以下のことが必要であると考える。
一つは、弁護士が英語のスキルを高める必要があることである。答弁書や再反論書の

提出について、決められた提出期限は短く、手続を遵守することは非常に難しい。例え
ば、再反論書についていえば、オーストラリア政府の長大な英文の答弁書を和訳して検
討し議論し、再反論書を日本語で作成し、それを英訳すること、これを２か月で完全に
行うことは、複数人による専従体制を敷かない限り、およそ不可能である。前提として、
弁護士が英語の語学力を身につけることは不可欠である。

また、書式も、日本の裁判における文書の記載様式とは異なり、国連の公式文書には
独特の形式がある。これに合致した格調高い文書を作成するためには、この点も準備し
ておくことが必要である。メルボルン事件の場合、国際人権法に習熟し、アメリカの弁
護士資格を有していた者が弁護団にいたので、この点はクリアできた。

いずれにしても、個人通報制度の利用は、弁護士に負担となる可能性が大きいので、
インフラの整備が必要である。例えば、扶助制度を利用できるようにすること、弁護士
会内で、制度手続・内容・書式等について研修を行うことは不可欠であろう。

第６　大韓民国・デンマークにおける個人通報制度を活用した人権擁護活動

１　大韓民国調査
大韓民国は、1990年４月10日に自由権規約及び同規約第一選択議定書を同時に批准し、

その後1997年３月５日に人種差別撤廃条約第14条の受諾宣言（人種差別撤廃条約の批准
は1978年12月５日）、2006年10月18日に女性差別撤廃条約選択議定書の批准（女性差別
撤廃条約本体の批准は1984年12月27日）、2007年11月９日に拷問等禁止条約第22条の受
諾宣言を行い、上記４条約について個人通報制度が活用できる状況となっている。大韓
民国は、個人通報制度を活用した人権擁護活動に30年近くの経験を有している。

第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会委員の有志数名が、2019年４
月３日から６日まで大韓民国ソウル特別市を訪問し、同国において個人通報制度がどの
ように活用されているかに関する調査を行った。

大韓民国調査の日程と訪問先は以下となる。
2019年４月３日午後　ソウル大学法科大学院　Chung…In-Seop 教授
2019年４月４日午前　民主社会のための弁護士の集まり・国際連帯チーム
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2019年４月４日午後　憲法裁判所
2019年４月５日午前　国家人権委員会（大韓民国の国内人権機関）
2019年４月５日午後　公益人権法財団共感
2019年４月６日午前　国家人権委員会革新委員会委員

⑴　大韓民国
①　導入当初の状況

自由権規約委員会に対する個人通報制度は、当初国家保安法違反により思想的に
弾圧を受けた人々を救済するために活用された。

例えば、1987年に南北統一の願いを表現した“Rice…Planting”と題する絵画を
制作した画家が、この絵が「利敵表現」に該当するとして国家保安法第７条違反で
逮捕され、絵画を押収された。ソウル地方法院（地方法院は日本の地方裁判所に当
たる。）はこの画家に対し無罪判決を出したが、控訴審及び大法院（大法院は日本
の最高裁判所に当たる。）とも、この絵は階級闘争を表現し、北朝鮮を支持し大韓
民国の国家体制を転覆しようとするものであるとして、この画家を有罪とし、絵画
を没収した。2000年４月、この画家は自由権規約第19条第２項違反を主張して自由
権規約委員会へ通報した。2004年３月16日、自由権規約委員会は、この絵は同規約
第19条第２項が保障する表現の自由に属するとした上で、これに制限を課すために
は同条第３項の制限事由の存在が必要であるところ、本件において、そのような事
由の存在を見出すことはできないとして、自由権規約違反を認定する見解を採択し、
適正な補償、有罪判決の無効化及び絵画の返還を含む実効的な救済措置を取るよう
求め、また見解の翻訳と公表を求めた。

2000年代以降、大韓民国では、良心的兵役拒否の問題について、個人通報制度が
積極的に活用されるようになり、現在までに500件を超える事例に対し、自由権規
約第18条第１項違反の見解が出されている。

②　通報において取り上げられる権利の広がり
大韓民国における通報事案は、国家保安法の問題と良心的兵役拒否の問題が中心

であったが、個人通報で取り上げられる人権問題が他の分野への広がりをみせている。
大韓民国政府が外国籍の英語教師に対してのみ事前にエイズ検査と麻薬の検査を

要求していることが外国人差別に該当するとして、オーストラリア国籍の英語教師
が人種差別撤廃委員会に通報した事案があるが、この事案では人種差別撤廃条約違
反であるとの見解が出された（上記通報を行った外国籍英語教師は、現在大韓民国
政府に対し国家賠償請求を行っている。）。

上記見解が出された後も大韓民国政府は、外国籍教師に対しエイズ検査を要求し
ていたことから、別の外国籍教師が自由権規約委員会に対し個人通報を行ったが、
この事案についても自由権規約違反が認定された。

また、社会保護法に基づき登録された再犯者や性犯罪者の情報が、社会保護法自
体が廃止された後も残っていることが、自由権規約違反であるとして通報がなされ
ている。

結社の自由に関する初めての通報事案として、憲法裁判所が、統合進歩党に対し
解散命令を下した事件について、統合進歩党の党員約400名が、結社の自由が侵さ
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れたとして自由権規約委員会に対し通報の申立てを行っている。
大韓民国政府に対し難民認定申請を行ったが難民認定を受けられず大韓民国政府

により強制送還されそうになった事案において、自由権規約委員会に通報が申し立
てられたが、この事案では、同委員会から決定が出される前に大韓民国政府が適切
な処置を行い解決に至っている。

国家人権委員会の職員が、雇用契約の変更を強制されたことに対し一人デモを
行ったところ懲戒処分にされた事案について、自由権規約委員会に対し通報の申立
てを行っている。

中国にある北朝鮮出身者が経営している食堂で稼働していた者を、国家情報員が
大韓民国に連れてきたが、同人の北朝鮮にいる親から相談を受け、子どもを国家情
報員が拉致したとする通報の申立てを検討している。

大韓民国では刑事施設に収容され、１年以上いると投票権が行使できなくなるが、
この問題についても通報の申立てが行われている。

③　個人通報制度の効果について
ア　条約機関の見解には法的拘束力はないこと

通報事案に対し条約機関が出す見解には法的拘束力がないことから、条約機関
により条約違反との見解が出されても、その見解に直ちに大韓民国政府が従うこ
とはなく、その意味では個人通報制度を利用することにより問題が直接的に解決
されるわけではない。そのため、大韓民国では見解をどのようにして国内へ受容
するのか、大法院判決の既判力をどのように覆すか、という法理論的な検討が行
われてきた。盧武鉉大統領時代に、大韓民国政府は、条約違反が認定された見解
を積極的に受け入れようと努力したが、大法院の既判力との関係をどのように考
えるのかが、解決できなかった。学者や実務家は、条約機関が出した見解をどの
ように国内に受容していくかの研究を行っている。

イ　個人通報事例に対し条約機関が出す見解には法的拘束力はないが、条約機関の
判断は事実上の影響を与えていること

例えば良心的兵役拒否の問題を例に挙げれば、自由権規約委員会が、何回も自
由権規約違反という見解を示したことが裁判官に影響を与え、下級審では良心的
兵役拒否の問題について違憲との複数の判断が出されるようになっていた。そし
て、2018年に大法院及び憲法裁判所がこの問題について違憲判決を出したことか
ら、問題が解決されるに至った。

国家保安法に関する問題については、法改正はなされていないが、自由権規約
違反との見解が複数出たことによって、裁判官が法律の適用を厳格にするように
なったと評価できる側面もある。

自由権規約委員会の見解が繰り返されることが決定的な影響を与え、個人通報
制度が、大韓民国の人権保障の増進について有効な手段となっている。

また、個人通報制度の導入により、大韓民国の裁判官が、国際人権法の理解を
深めることになったということが挙げられる。大韓民国の司法府の中に、国際人
権法研究会ができて、全国の裁判官のうち約500人の裁判官がこの研究会に加入
しており、裁判官の加入する研究会の中では一番大きな研究会となっている。加
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えて、裁判官の中には、自費で条約機関における大韓民国政府に対する報告書審
査の傍聴に訪れる者も複数いる。

ウ　立法的な解決について
条約機関の見解の国内的な受容方法について、人権基本法の中で個人通報の決

定を受容できるよう、現在議論がなされている。この法案が通れば、大韓民国国
内では個人通報制度の大きな変革となる。

④　個人通報制度を更に発展させるために
大韓民国においても、個人通報制度を知っている弁護士は少数である。憲法が規

定している基本的人権を守り、発展させるためには、個人通報制度が必要であると
いうこと、憲法上、個人通報制度が予定・要求されているものであるとの考えを浸
透させることが必要である。基本的人権を守るための仕組みは、憲法に記載された
ものに限る必要はなく、国際的な協力や条約上の制度によっても実現されうるもの
であるから、それ自体が憲法上の要請でもあり、多様な手段によって実現を図る必
要がある。そのためにも、弁護士あるいは裁判官・検察官が、国際人権法の習得・
理解をしていくことが必要となる。

２　デンマーク調査
デンマークにおいては、1990年代後半から、政治家によるヘイトスピーチなど人種問

題に関する個人通報の申立てが複数行われているが、2010年以降は、難民庇護分野の通
報事例が急増している。また、親権や子の引渡しに関する事例もあり、通報が提出され
ている委員会も、人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、女性差別
撤廃委員会、子どもの権利委員会に及び、個人通報事例が市民社会や司法に深く浸透を
している。

第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会委員の有志数名が、2019年６
月６日にデンマークを訪問し同国において個人通報制度がどのように活用されているか
関する調査を行った。

デンマーク調査の日程と訪問先は以下となる。
2019年６月６日午前　デンマーク難民評議会（Danish…Refugee…Council）
2019年６月６日午後１時から…NGO…Dignity
2019年６月６日午後３時からデンマーク人権機関（Danish…Institute…for…Human…
Rights）

⑴　デンマーク難民評議会（Danish…Refugee…Council、以下「DRC」という。）
以下、第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会2019年６月のデンマー

ク視察調査、DRC のウェブサイト（https://drc.ngo/）に依拠した。
①　DRC の概要

DRC は1956年にデンマークで設立され、以降、国際的に活動する人道団体となり、
現在、職員7,000人以上（加えて、ボランティアスタッフ8,000人。）が働く NGO である。

すべての避難民に尊厳ある生活を与えることをビジョンに掲げ、デンマーク国内
での難民支援全般（申請手続、生活、教育等）の他、海外でも難民及び国内避難民
の支援を行っており、これまでハンガリー動乱やボスニア、コソボ紛争等で活躍し、
現在も30か国以上で活動している。
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②　個人通報制度の利用
DRC では、国内手続において難民認定が認められなかった事案について、難民

支援の経験が長い弁護士と協議し、個人通報制度の利用が適切と判断した場合には、
当事者に弁護士を紹介している。

以下、DRC が関わるデンマークにおける個人通報制度の利用状況について説明
する。
ア　費用

個人通報制度を利用するためにかかる費用は、国からの法律扶助が受けられる
ため、本人や団体の負担はない。

イ　利用の目的
ア　国内審理再開

デンマーク当局は、条約機関から国内判断について条約違反を認定する勧告
がなされた場合、必ず審理の再開を行っている。再審理において難民として認
定される事案がある。

ただし、個人通報制度での勧告には法的拘束力がないため、改めて難民不認
定の判断をする場合もある。

イ　暫定措置
デンマーク当局は、条約機関が難民認定申請者の強制送還を差し止める暫定

措置を通知した場合には、これに従っている。
条約機関が最終的な判断をするまで国内にとどまることができるため、その

間に人道配慮や、他の在留資格を得られる場合もある。
また、当該暫定措置の通知を契機に、難民不服審査会（“Refugee…Appeals…

Board”：難民認定申請手続における不服審査機関であり、国内における最終
的判断を行う。）が、審理を再開するケースもある。当該再審査の手続におい
て難民認定されることもあり、その場合には、個人通報の手続は打切りとなる。

ウ　欧州人権裁判所提訴の使い分け
戦略的に勝てる可能性が高い案件については、判断に法的拘束力のある欧州人

権裁判所への提訴を利用する。それに比べると可能性が低い案件について、送還
差し止めの暫定措置や審査の再開を企図して、個人通報制度を利用する。

エ　弁護士との連携
弁護士とは経験交流を行っており、条約機関がどのような事案について条約違

反を認定するか把握し、その後の通報に活かしている。
オ　デンマークの国内人権機関である DIHR と関係

個々の事案で、非公式に協力し合ったり、情報交換をしている。
カ　見解の履行状況のモニタリング

難民不服審査会や、当該難民を代理して手続を行った場合その弁護士ないし
DRC は、見解の履行状況について条約機関に報告を行っている。

具体的には、DRC は、2018年の始め、条約機関により送還が条約違反に当た
るとされた事案のフォローアップにおいて、過去数年のデンマークの実務に大き
な変化が見られることに注意を引くため、特別報告者に対して書簡を送っている
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（2019年６月の調査時点では返答はないという。）。
キ　個人通報制度の評価

以前は、非常に多くの案件で利用しており、多くの案件で難民不服審査会が審
理を再開し難民認定が認められるなど功を奏したものもあった。

しかし、近時は、デンマーク当局が必ずしも条約機関の見解を重視しないケー
スがある。

見解の国内的履行を促すことは重要である。
⑵　デンマーク人権機関（以下「DIHR」という。）

デンマークの国内人権機関である DIHR の報告については、第３章第４節５参照。
以下、DIHR における個人通報制度の利用に関する聴取報告である。
①　個人通報制度の導入に当たって

導入される際に反対や支障はなかった。市民にそれほど知られていたものではない。
②　個人通報制度の利用に当たっての支援

弁護士が条約違反を主張する事案において個人通報制度を利用する際、支援を行
うことがある。

DIHR の元々の成り立ちが研究機関であったこともあり、人権に関する専門的見
地からの意見を提出することが主たる支援である。

③　DIHR が支援した事例− Iuliia…Domina,…Max…Bendtsen…v.…Denmark（通報番号：
39/2017、障害者権利委員会）
ア　事案の概要

デンマーク人の通報人（夫）は、2009年に交通事故に遭い、頭部に後遺症を負っ
て障がいを理由に社会手当を受給するようになった。

2013年、通報人（夫）は、ウクライナ人女性の通報人（妻）と結婚し、通報人
ら夫婦は、婚姻に基づく家族結合を理由に妻の在留資格を申請したが、通報人（夫）
が障がい者として社会手当を受給していたことから、当該申請前３年間に社会手
当を受給していないこととする要件（自活要件）が欠けるとして却下の決定がな
され、2014年、不服申立手続においても原決定が維持された。

その後、通報人らの間には子どもが生まれ、2015年、通報人（夫）は障がい者
の賃金補助プログラムを利用して雇用されたものの、障がいのため早期退職を強
いられた。

事案は裁判手続に移行したが、高等裁判所は、通報人（夫）は自活要件は免除
されるとして、申請を却下する決定は障害者権利条約違反であるとしたものの、
最高裁判所は、通報人（夫）は自活要件を充足する合理的可能性があったとして、
自活要件は免除されるとする高等裁判所の判決を破棄し、障害者権利条約等の違
反はないとした。

イ　暫定措置
障害者権利委員会は、デンマークに対して、本件審理中は通報人（妻）をウク

ライナに送還しないよう暫定措置を要請する通知を行った。
デンマーク当局は、当該暫定措置に従って出国期間制限を停止した。

ウ　見解
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障害者権利条約で保障された権利の享有において差別されない権利も、締約国
が客観的で合理的な正当化事由なくして、状況が有意に異なる者らを異なる取扱
いをしない場合には、侵害されることがある。

間接的差別事案において、表面上は中立に見える法、政策、実務も、障がい者
に不釣り合いな否定的影響を及ぼす。

間接的差別は、一見アクセスできるように見える機会が、実際にはその地位が
その機会の享受を許さない事実のため、ある者を除外することで発生する。

通報人らの家族結合申請時、通報人（夫）は障害を原因とする社会手当を受け
ており、雇用される立場にはなく、賃金補助プログラムの資格もなく、外国人法
第９条第５項所定の自活要件を満たさなかった。

その時点で、家族結合は通報人ら及びその息子の最優先事項であった。
夫が賃金補助プログラム下で雇用の資格があるかの評価は、2015年３月まで確

定しておらず、同年10月まで同プログラムでは雇用されなかった。それは夫が社
会手当の受給開始から６年後、通報人らが家族結合を申請してから２年半後のこ
とである。本件では、自活要件が、障害のある夫に不釣り合いに影響し、間接的
差別的取扱いに至っている。

よって、障害者権利条約第５条第１項、第２項単独及び第23条第１項と共に違
反する。

同国は通報人らに関し、通報人らが本通報申立で被った損害の補償を含む効果
的救済を行うこと、通報人（妻）のウクライナ送還を差し控え、デンマークにお
ける通報人らの家族生活権が尊重されるようにすること、本見解を公開し、市民
各部門が利用できる形態で広範に回覧すること、の各義務を負う。また、同国に
対して一般に、将来に同様の違反が生じないようにする義務を負う。この点、同
国は、障がい者が家族生活への権利を他者と平等に享有する上での障壁を国内法
で除去することの各義務を負う。

同国に対し６か月以内に、本見解と勧告に照らして講じられた行為に関する情
報を含め、障害者権利委員会に書面で提出することを求める。

④　国内的履行
現在、デンマーク政府は条約機関による見解の履行に必ずしも積極的ではない。

国内的履行を促進するための法整備が望ましい。

第７　国際水準の人権保障システム実現のためには個人通報制度導入が不可欠で
あること～ジュネーブ調査から～
各条約機関に対し個人通報の申立てが何件程行われているのか、個人通報事案に対す

る締約国の対応がどうなっているのか、特に条約機関が条約違反との見解を出した個人
通報事案に対し、締約国がどのような対応をしているのか等について調査を行うため、
2019年６月３日、第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会の有志数名が
ジュネーブの OHCHR を訪問した。

１　個人通報事案に関するフォローアップ体制等について
⑴　通報状況の概要等
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現在、８条約に関し、個人通報受理が可能となっている。
これらのうち、2019年６月の OHCHR での調査において、いくつかの条約に関す

る通報数等の状況を関し質問したところ、以下のような回答を得た（なお、回答者は
Mr.…Ivayo…PETROV,…Secretary…WG…OP…CEDAW,…Petitions…Section である。）。

まず、拷問等禁止条約については、拷問防止小委員会が各地訪問を行っていること
もあり、通報は行われていない。

一方、女性差別撤廃委員会については、バックログを見る限り、約40件の通報事案
があるとのことであった。

また、人種差別撤廃委員会への通報については、そもそも最近通報案件自体がない。
その理由については分からないが、他の機関の利用等をしているのではないかとのこ
とであった。

⑵　通報に対する見解を出したあとのフォローアップ等体制について
全体的に見て、条約機関の見解に対し、その見解に沿う履行がされたといえる割合

は、約50％程度であろう、とのことであった。
最近、女性差別撤廃委員会の見解についてスペイン最高裁判所が拘束力を肯定した

事案、ブラジル、ギリシャの事案等において賠償金支払いを肯定した事案等、裁判所
において、条約機関の見解につき拘束力を認めたと取れる事案が出ている。

しかし、カザフスタンや、デンマークの一部の事案のように、国側から条約機関の
見解について不服を述べるケースも多くあるし、一方、ロシアやウクライナのように、
条約機関は裁判所ではないといった意見を述べる国もある。そして、このような場合
には、条約機関側としても、いかんとも対処しがたい、とのことであった。

なお、その他、別の担当者から、特に自由権規約に関しては、約2,500件もの見解
を発出しており、率直にいってこれら多数の案件についてフォローを完全に行うこと
は、困難なものがあるとの話がなされた。

ただし、条約機関から通報に関し見解を送付し、フォローアップを求めれば、大半
の国々は回答を返してくるし、条約機関側も、事件処理として、完全に処理済の案件
との扱いとはせず、継続扱いとして、その後、各国からの経過報告等を受け入れるこ
とが可能な状況を作っているとのことであった。

２　OHCHR 調査を踏まえた個人通報制度についての考察
以下、… 第62回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会による2019年６

月の OHCHR の視察調査、及びジュネーブアカデミーによる2019年５月付けのレ
ポ ー ト“TREATY…BODIES’INDIVIDUAL…COMMUNICATION…PROCEDURES:…
PROVIDING…REDRESS…AND…REPARATION…TO…VICTIMS…OF…HUMAN…RIGHTS…
VIOLATIONS”（以下「ジュネーブアカデミーレポート」という）に依拠した。
（https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Individual%20

Communications.pdf）
⑴　個人通報制度の課題

①　国内的履行の確保
条約機関による見解の国内的履行の状況について評価することは困難で、数値

化することは困難であるものの、OHCHR の調査では、上記のとおり、全体とし
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て約50％の割合で見解に沿った国内的履行がなされているとする職員の説明が
あった（なお、自由権規約委員会は、“Follow-Up…Progress…Report… on… Individual…
Communications,…UN…doc…CCPR/C/118/3,…15…February…2017（2017年の年次報告
書）”において、締約国の対応について、満足が22％、部分的に満足が32％であっ
たと報告している。）。

そして、現在、条約機関の見解の国内的履行を改善することは、主要な課題の一
つとなっているという。

締約国において法整備を行うことは、国内的履行を促すための有意義な方法であ
り、実際、既にいくつかの国（コロンビア、スロバキア、ノルウェー、ハンガリー）
で実践されているとの報告がある（ジュネーブアカデミーレポート40ページ。なお、
ジュネーブアカデミーは国内的履行を促すために条約機関の見解の在り方等につい
ても具体的な提案を行っている。）。

②　審査の停滞
各条約機関は、通報について多くの未処理事案を抱えている。
そのことが影響しているかどうかは定かではないものの、近時、ケースによって

は、条約機関の見解について質が保たれていないとする指摘もあるという（実際、
デンマーク視察ではそのような指摘を受けた。）。

⑵　考察
条約機関の見解には法的拘束力がないとされており、個人通報制度が積極的利用さ

れているヨーロッパ諸国においても、すべての勧告が履行されるわけではなく、条約
機関に非協力で、見解を遵守しない国（ベラルーシなど）もある。

しかしながら、上記のとおり、かなりの割合の勧告が何らかの形で国内の人権状況
の改善を促しているということは十分に注目に値する。

また、上記１⑵記載のとおり、レアケースではあるものの、スペインにおいて、最
高裁判所が条約機関の見解に法的拘束力を認めた注目すべき事例も報告されている。

このように、個人通報制度は、各条約機関において既に多数の事案が処理され、多
くの締約国においてこれまで人権状況の改善に寄与してきた実績があり、日本でも同
制度の導入によって、様々な人権状況の改善に寄与することが期待できる。

とりわけ、ヨーロッパ人権裁判所のような地域人権保障機構のないアジアにおいて、
国際水準による人権保障システムを構築するためには、個人通報制度の導入が不可欠
と言える。

さらに、現在、通報に対する見解の履行状況を改善するために、条約機関、
OHCHR、研究機関、NGO 等、多くの関係者において様々な努力、検討がなされており、
また、効率化のため条約機関の審査の在り方等についても、今後、検討が必要になる
と考えられる。

そこで、日本は、直ちに個人通報制度を導入し、自国の人権状況の改善はもちろん、
それにとどまらず、この実績のある国際的な人権保障システムの改善に積極的に取り
組み、それによって、世界の人権状況の改善に貢献すべきであると考える。
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第２節　日本における個人通報制度導入に向けた現状と課題

第１　個人通報制度導入に向けた国際社会からの勧告

１　各条約の政府報告審査における勧告
⑴　自由権規約

自由権規約では第一選択議定書において個人通報制度について定められており、同
議定書第１条には「規約の締約国であって、この議定書の締約国となるものは、そ
の管轄下にある個人で規約に定めるいずれかの権利が右の締約国によって侵害された
と主張するものからの通報を、委員会が受理し、かつ、検討する権限を有することを
認める。」と定められている。自由権規約の個人通報制度の概要は第２章第１節「２　
個人通報制度の概要」及び同節「３　各人権条約の個人通報制度の特徴・批准国数・
通報数」にて説明したとおりである。

第一選択議定書は1976年に発効し、翌1977年から個人の申立ての受付を開始してい
る。日本は1979年に自由権規約を批准するに当たり、国会において、「選択議定書の
締結については、その運用状況を見守り、積極的に検討すること」等を要望する附帯
決議を付した。しかし、いまだに日本は第一議定書を批准していない。

自由権規約批准後、日本に対して、これまで報告審査制度に基づき、６回審査が行
われているが、少なくとも第３回の審査以降において6、自由権規約委員会は、以下の
とおり、日本政府に対して、第一選択議定書を批准し個人通報制度を導入するよう繰
り返し求めている。

第３回日本審査における勧告（1993年）
「16．当委員会は、日本が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の両　

方の選択議定書と、「拷問及びその他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つ
ける取扱い又は刑罰を禁止する条約」を批准すること、を勧告する。」

第４回日本審査における勧告（1998年）
「委員会は、締約国が人権侵害の被害者を救済するための措置を採ること、特に、

規約の選択議定書を批准することを勧告する。」
第５回日本審査における勧告（2008年）

「８．…委員会は、締約国が規約の第一選択議定書を批准しない理由の一つが、
その批准が司法の独立を含む司法制度に関する問題を引き起こす可能性があると
の懸念であることに留意する。…締約国は、委員会の一貫した法解釈として、こ
れは、上訴審としての第四審ではなく、国内裁判所が行う事実や証拠の評価、国
内法の解釈適用に関する再審査は原則的に行わないとしていることを考慮し、第
一選択議定書の批准を検討すべきである。」

6　第１回日本審査の勧告は国連のウェブサイトにアップロードされていないため確認困難で
ある。第２回日本審査の内容も議事録形式で記録が残されているのみで、その中には自由権
規約委員会から日本政府に対して第一選択議定書の批准を妨げている事情について質問が行
われ、日本政府も答弁しているが、勧告については概要しか残されておらず、概要としての
記録の中には個人通報制度については触れられていない。
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第６回政府報告書審査における勧告（2014年）
「６．（…）締約国は、また、規約の下において保護される権利の侵害に対する

被害回復のための効果的な手段をも確保すべきである。締約国は、個人通報制度
を規定する選択議定書への加入を検討すべきである。」

日本政府は、第３回日本審査で、第一選択議定書の未締結問題につき、「本議定書は、
人権の国際的保障のための制度として注目すべき制度であると認識している。しかし、
締結に関しては、我が国司法制度との関係や制度の濫用のおそれも否定しえないこと
等の懸念もあり、検討すべき多くの問題点が残されている。」と報告した。それから
約20年後の第６回日本審査では、日本政府は、「個人通報制度については、人権関係
の諸条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度と認識している。
同時に、個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連
での問題の有無や実施体制等の検討課題があると認識している。」と自由権規約委員
会からの質問事項に対し回答している。

日本政府も個人通報制度の重要性については認識をしているが、長期にわたり個人
通報制度の導入が実現されていないことから、自由権規約委員会からは繰り返し個人
通報制度を導入するように勧告を受けている状況である。

⑵　人種差別撤廃条約
人種差別撤廃条約第14条は、「締約国は、この条約に定めるいずれかの権利の当該

締約国による侵害の被害者であると主張する当該締約国の管轄の下にある個人又は
集団からの通報を、委員会が受理しかつ検討する権限を有することを認める旨を、い
つでも宣言することができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報
を受理してはならない。」と定めている。すなわち、日本国内における人種差別の被
害者が人種差別撤廃委員会に対して個人通報を行い、これを受理してもらうためには、
日本が同条に基づく受諾宣言を行う必要がある。しかし、日本は、1995年に同条約に
加入して以降、現在まで、同条に基づく受諾宣言を行っていない。

人種差別撤廃委員会は、これまで2001年、2010年、2014年、2018年と、４回にわ
たり日本審査を実施している。

日本政府は、2001年7と2010年8の政府報告では、個人通報制度について一切言及し
なかったが、2010年４月に外務省に人権条約履行室が立ち上がったことを受け、2014
年9及び2018年10の２つの政府報告では、個人通報制度について以下のとおり、一言一
句変わらない言及をした。「人種差別撤廃条約第14条の定める個人通報制度について
は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識。」「同制度
の受入に当たって、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、及び個人
通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題につき、政府部内で検討を行って
いる。2010年４月には、外務省内に人権条約履行室を立ち上げた。引き続き、各方面
から寄せられる意見も踏まえつつ、同制度の受入れの是非につき真剣に検討を進めて
いく。」

７　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/99/index.html
８　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/pdfs/hokoku3-6.pdf
９　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023044.pdf（第163項、第174項）
10　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272984.pdf（第195項、第196項）
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一方、人種差別撤廃委員会は、2001年及び2010年の審査の際には、個人通報制度の
受諾宣言の「可能性を検討」するよう日本政府に勧告した11が、その後も何ら進展が
ない状況を受け、2014年及び2018年の審査の際には、個人通報制度の受諾宣言を「行
うことを慫慂する」旨、一歩踏み込んだ勧告を発出するに至っている12。

⑶　拷問等禁止条約
日本は、1999年に拷問等禁止条約を批准してから、これまで2007年及び2013年の二

度にわたり審査を受けている。
日本は、2005年12月の第１回政府報告において、「憲法の保障する司法権の独立を

含め、司法制度との関連で問題が生じるおそれがあり慎重に検討すべきとの指摘も」
あるなどとして、個人通報制度を導入していないと述べた。

これを受けて、拷問禁止委員会は、2007年５月、第１回日本審査に対する総括所見
において、日本に対し、拷問等禁止条約第22条に基づき、個人通報制度の受諾宣言を
認める宣言を行うよう勧告した。

また、日本は、2011年７月の第２回政府報告において、個人通報制度に関し、「我
が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、及び個人通報制度を受け入れる
場合の実施体制等の検討課題につき、政府部内で検討を行っている。2010年４月には、
外務省内に人権条約履行室を立ち上げた。引き続き、各方面から寄せられる意見も踏
まえつつ、同制度の受入れの是非につき真剣に検討を進めていく。」「また、本条約の
選択議定書について、政府としては、本選択議定書の規定と国内法との関係等につき
検討を行っているところである。」と述べた。

これを受けて、拷問禁止委員会は、2013年５月、第２回日本審査に対する総括所見
において、日本に対し、再び本条約第22条に基づく受諾宣言を行うよう勧告した。

⑷　女性差別撤廃条約
女性差別撤廃条約は1981年に発効し、日本は1985年に批准している。その後2000年

に個人通報制度や調査制度が規定された同条約の選択議定書が発効したが日本はこの
選択議定書を批准していない。

2003年に行われた、選択議定書発効後の審査としては初となる同条約に基づく日本
審査における同委員会からの総括所見（第４回及び第５回審査）において、委員会は
日本に対して選択議定書の批准の検討を継続するよう推奨した。また、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
の助けとなると確信している、と述べた13。

続く2009年の第６回日本審査における総括所見においても同委員会は日本に対して、
再度選択議定書の批准の検討を勧告し、選択議定書に基づき利用可能なメカニズムは
司法による本条約の直接適用を強化し女性に対する差別への理解を促す、ということ
を「委員会の強い確信」として改めて表明した14。

11　2001年３月20日付け総括所見第24項（CERD/C/58/Misc.17/Rev.3）、2010年４月６日付け総
括所見第29項（CERD/C/JPN/CO/3-6）

12　2014年９月26日付け総括所見第31項（CERD/C/JPN/CO/7-9）、2018年８月30日付け総括所見
第43項（CERD/C/JPN/CO/10-11）

13　女性差別撤廃委員会第４回・５回政府報告に対する総括所見・項目375
14　女性差別撤廃委員会第６回政府報告に対する総括所見・項目20
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さらに2016年の第７回及び第８回日本審査においては、同委員会は日本に対して、
選択議定書を批准する具体的予定時期についての情報が示されなかったことについて
懸念を表明し15、選択議定書を批准することを検討し、選択議定書における先例につい
て法律専門家と法執行官を研修することを要求した16。

このように、女性差別撤廃委員会は日本に対して繰り返し選択議定書の批准を求め
ている。

日本政府は、国連での選択議定書発効後の2002年の第５回政府報告において、選択
議定書を批准していない理由として「司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関
連で問題が生じるおそれがある」ことを挙げたものの、まだ選択議定書の批准の是非
について真剣かつ慎重に検討している、と述べていた17。

また、2008年の第６回政府報告では個人通報制度の締結・受入れについて「現在検
討中である」との記載にとどまった18。

2014年の第７回及び第８回政府報告においては、個人通報制度の受入れについて
日本の「女子差別撤廃条約選択議定書が定める個人通報制度については、本条約の実
施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識している。同制度の受入
れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、及び同制度
を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しており、政府部内で検討を
行っている。この関連で、2010年４月には、外務省内に人権条約履行室を立ち上げた。
引き続き、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ、同制度の受入れの是非につき真
剣に検討を進めていく。」と述べた19。しかし、その後９年以上経過した現時点におい
てなお、選択議定書の批准に関する議論は活発化されていない。

⑸　強制失踪条約
強制失踪条約に関する個人通報制度は、選択議定書ではなく、条約本体に規定され

ている（第31条）。勧告には、当該関係締約国がこの条約に従って捜索の対象となる
者を発見し、及び保護するために並びに事態の緊急性を考慮に入れて採った措置を特
定の期間内に強制失踪委員会に報告するために必要なすべての措置（暫定的な措置を
含む）を採るべきであるとの要請を含めることができる（同条第３項）。

強制失踪条約は2006年12月に国連総会で採択され、2010年12月23日に発効した。
条約発効後の最初の日本に対する強制失踪条約第29条に基づく第１回日本審査は

2018年11月５日、６日に行われた。
第１回日本審査に対する総括所見20では、「C…. 主な懸念事項及び勧告」の最初に「個

人通報」の標題が設けられ、
「９　委員会は、日本が条約体システムにおける個人通報制度の受け入れの是非に

ついて包括的な研究を行なっている旨の代表団の声明に留意する一方で、本条約第31
条に基づく個人通報を委員会が受理し検討する権限を締約国が認めていないことを引

15　女性差別撤廃委員会第7,8回政府報告に対する総括所見・項目８
16　女性差別撤廃委員会第7,8回政府報告に対する総括所見・項目９
17　女性差別撤廃条約第５回政府報告第2部第2条7
18　女性差別撤廃条約第６回政府報告書・項目103
19　女性差別撤廃条約第7,8回政府報告書・項目113
20　強制失踪条約第１回総括所見　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000445437.pdf
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き続き懸念する。（第31条）
10　委員会は締約国に対し、本条約に規定されている強制失踪に対する保護の枠組

みを強化する目的で、本条約第31条に基づく個人通報を委員会が受理し検討する
権限をできる限り早く認めるよう奨励する。」

との勧告を受けた。
強制失踪委員会は、強制失踪の防止及び処罰においても、個人通報制度の導入が日

本にとって重要な手段であると考えている。
⑹　子どもの権利条約

子どもの権利条約に関する個人通報制度等を規定した第三選択議定書は、2011年12
月19日に国連総会において採択され、2014年４月14日に発効した。第三選択議定書発
効後の最初の日本に対する子どもの権利条約第44条に基づく日本審査は、2019年１月
16日、17日に行われた。

第４回及び第５回日本審査に対する総括所見21では、「J　通報手続に関する選択議
定書の批准」の標題が設けられ、第48項において、子どもの権利条約の通報手続に関
する選択議定書を批准するように勧告しているだけでなく、「K　国際人権文書の批
准」との標題の下、子どもの権利の充足を更に強化する目的で、⒜自由権規約、⒞社
会権規約、⒟女性差別撤廃条約、⒢障害者権利条約の上記４条約に関する個人通報手
続を規定した選択議定書の批准を検討することをも勧告している。

子どもの権利委員会は、子どもの権利を充足し強化するためには、子どもの権利条
約のみならず、自由権規約、社会権規約、女性差別撤廃条約、障害者権利条約等の国
際人権条約上の個人通報制度の導入が日本にとって重要な手段であると考えている。

⑺　社会権規約
社会権規約の個人通報制度を定める選択議定書は、2013年２月５日に10か国目とな

るウルグアイの加入により、同年５月５日に発効した。日本は社会権規約の選択議定
書を批准していない。社会権規約委員会の第３回日本審査は2013年４月30日に行われ
たが、これに対する総括所見では、個人通報制度に関して勧告はなされていない。

⑻　障害者権利条約
2014年に日本で発効した障害者権利条約は、その選択議定書を批准することによっ

て個人通報制度の利用ができるようになる。日本はこの選択議定書を批准していない。
障害者権利条約委員会による日本に対する審査については、日本政府は報告書を出し
ているが、まだその審査そのものがなされていない。

２　普遍的定期的審査（UPR）における勧告
国連人権理事会は2017年11月14日、日本の人権状況について第３回普遍的定期的審査

（UPR）を実施した。その結果、日本は106か国から合計217の勧告を受けたが、そのう
ち９か国から受けた７つの勧告は、個人通報制度の導入を求めるものであった22。具体的
には、カザフスタンが人種差別撤廃条約に基づく個人通報制度の導入について検討を求

21　子どもの権利条約第４回及び第５回総括所見
　https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2

fC%2fJPN%2fCO%2f4-5&Lang=en
22　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346504.pdf
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め（161．2）、グアテマラが自由権規約、女性差別撤廃条約、障害者権利条約の選択議定
書の締結を求め（161.9）、ポルトガルが社会権規約の選択議定書の批准を求め（161.10）、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、パナマ、トーゴ、トルコ、ブラジルが女性差
別撤廃条約の選択議定書の批准を求めた（161.11、161.12、161.14、161.15）。

これらの勧告に対し、日本政府は2018年３月１日付け見解で「フォローアップするこ
とに同意する」旨表明している23。

一見して前向きな回答をしたかに見えるが、一方で、日本政府は、2007年６月18日に
実施された第１回審査でも個人通報制度の導入を求める勧告を３つ受けており24、その
際にも「受入の可能性を検討する」との見解を表明していること25、及び、2012年10月
31日に実施された第２回普遍的定期的審査でも同様の勧告を６つ受けており26、その際
にも上記第３回と同様「フォローアップすることに同意する。」との見解を表明してい
ることに留意すべきである27。

すなわち、日本政府は、対外的には個人通報制度の導入について、一見すると肯定的
な姿勢を示しつつ、その姿勢を10年間にわたり全く変化させない点において、実は制度
の導入に消極的であるとの評価を免れない。

第２　個人通報制度の導入に向けた政府の動き

１　個人通報制度導入に向けたこれまでの行政機関内での準備の状況
⑴　個人通報制度は、国際人権条約に保障されている各種人権を実質化するための制度

として、ほとんどの国際人権条約に付帯されている。ただ、その制度の在り方として
は、本体条約内に個人通報条項として組み込まれているものと、本体の人権条約とは
別立ての条約、すなわち選択議定書として制度化されているものがある。日本におい
て個人通報制度を導入するに当たって、本体条約に組み込まれているものについては、
本体条約自体が既に批准され国会の承認を得ていることから、個人通報条項は閣議決
定で受諾宣言を行うことにより実現可能であると解されている。他方、選択議定書に
ついては、これを実現するためには、本体条約と別の条約として新たに批准し、国会
の承認が必要となると解されている。この選択議定書の批准は、本体条約と別の条約
であるので、外務省が所管省庁として、これを承認案件として国会に提出し承認手続
を経る必要がある。また、個人通報制度が導入された際には、条約機関に対する日本
側の窓口となるのも外務省である。他方、個人通報は、原則として最高裁判所におい
ても救済されなかった案件が条約機関に申し立てられるため、申し立てられた案件に
ついては法務省が主として実質的に関与することとなる。したがって、日弁連として
は、個人通報制度の実現のために、条約の承認案件としてこれを所管し、導入後も条
約機関に対する日本側の窓口となる外務省、導入後に申立てに主として実質的に関与
する法務省に対し、導入の理解を求める活動を粘り強く実施してきた。

23　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346502.pdf
24　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_sk0805j.pdf
25　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_skt0808j.pdf
26　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr2_kekka.pdf
27　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr2_taiou.pdf
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⑵　個人通報制度の導入に向けた外務省に対する日弁連としての働き掛けは、2008年か
ら本格化した。2008年10月、自由権規約に基づく第５回日本審査に際し、日弁連代表
団は、事前に外務省と連絡を取り、審査の行われたジュネーブにおいても在ジュネー
ブ国際機関日本政府代表部を訪れて日弁連の活動内容を伝えるなどの活動を通じ、同
省総合外交政策局人権人道課とのパイプを作り上げた。帰国後も人権人道課長とは、
不定期に懇談する場を設け、意見交換することができるようになった。

2010年５月、外務省は、総合外交政策局内に人権条約履行室を立ち上げた。人権条
約履行室は、個人通報制度導入の準備のための組織である。2012年頃、当時の人権人
道課長から、人権条約履行室は、日本が締結している国際人権条約についての他国の
個人通報事例についての見解を調査していると、日弁連は報告を受けている。

2012年、日弁連は、総合外交政策局長と面談し、個人通報制度の導入に際しての問
題点について意見交換を行った。

以上のように、個人通報制度導入に際しての担当部署であり、また、導入されたと
きに実務を担うのは人権人道課であることから、日弁連は、人権人道課長と意見交換
を継続してきた。

また、日弁連は、何度となく、外務大臣に直接その実現の要請をし、外務大臣政務
官にも具体的にその実現を要請するなど精力的に活動してきた。

⑶　法務省に対する日弁連としての働き掛けも、日弁連内に自由権規約個人通報制度等
実現委員会が発足した2007年当初から行ってきた。2012年には、法務省内の関連す
る複数の部署との不定期の実務協議の場を設け、日弁連との間で導入に向けての具体
的な問題点の議論を行った。個人通報制度を導入した場合に、どの程度の人員と予算
が必要になるのかという問題点について、日弁連として、隣国で既に個人通報制度を
導入している大韓民国においてを実態調査をすることとし、2012年７月、大韓民国に
調査団を派遣し、大韓民国法務部、同外交通商部（当時）、大韓弁護士協会で聞き取
り調査を実施した。この調査結果を報告書にまとめ、これを法務省に提供し、併せて、
外務省にも提供した。

その後、日弁連は、何度となく、法務大臣に直接その実現の要請をしてきた。
２　日本政府が子どもの権利条約第三選択議定書の策定において共同提案国となり、子ど

もの権利条約における個人通報制度導入に向け尽力したこと～子どもの権利条約第３選
択議定書共同提案国として～
⑴　子どもの権利条約第三選択議定書の採択に至る経緯

1989年11月20日の国連総会決議によって採択された子どもの権利条約にはその実施
措置として個人通報制度は設けられておらず、以降およそ20年にわたって何度もその
必要性が指摘されてきた。

そして、2009年６月17日、国連人権理事会（第11会期）において、子どもの権利委
員会に対する個人通報制度を創設する新たな議定書（第三選択議定書）を策定する可
能性について検討するオープンエンド作業部会の設置を求める決議案が採択され、翌
2010年３月24日には、第三選択議定書案を策定する権限を同作業部会に与える決議案
が国連人権理事会（第13会期）において採択された。

同作業部会において策定された第三選択議定書案は、2011年６月17日、国連人権理
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事会（第17会期）において全会一致で採択、更に同年12月19日、国連総会（第66会期）
において全会一致で採択された。

⑵　各国の署名・批准状況
2012年2月28日、ジュネーブの国連欧州本部において開催された共同署名式におい

て20か国が第三選択議定書に署名したが、…2014年１月14日に、コスタリカ政府が10番
目の批准国となり、同年４月14日、第三選択議定書は発効した。

2019年８月20日現在、第三選択議定書は45か国が締結し、18か国が署名している。
⑶　日本政府の対応

日本政府は、2010年３月19日、参議院内閣委員会（第174回国会）において、福島
瑞穂内閣府担当大臣が、姫井由美子議員の質問に対し、「内閣府の共生政策の中の青
少年担当の大臣として、子どもの権利委員会に対する個人通報制度は子どもの権利
を守るために必要であると考えております。担当である外務省、法務省とも話し合い、
この問題に日本政府が積極的かつ建設的に関わるように、青少年担当の大臣としても
心を砕いて頑張ってまいります」と答弁している。

そして、2010年12月６日から10日まで、及び翌2011年２月10日から16日までジュ
ネーブで開催された新議定書案を審議する第２回オープンエンド作業部会に参加し、
同部会の審議において、「日本政府は現在、各方面から寄せられる意見も踏まえ、（通
報制度を定めた、既存の）国際人権条約の選択議定書の批准の可能性について真剣に
検討を進めており、子どもの権利条約についても、通報制度が設けられた場合には通
報がタイムリーかつ適切に取り扱われることを強く希望する」と、新議定書策定に向
けた前向きな姿勢を表明し、各国政府や関連 NGO から好意的な評価を得た。

同作業部会で採択された新議定書案を含む決議案は、2011年６月９日に国連人権理
事会（第17会期）に提出され、日本は、同会期最終日である６月17日の直前に、共同
提案国になることを決めた。

そして、６月17日当日、日本政府代表菅沼健一大使（当時）は、「個人通報に関す
る児童の権利条約選択議定書が、児童の権利の保護の実施・推進に資することを期待
します。」と発言して、国際社会で高い評価を得た。

しかしながら、日本政府はその後の2012年2月28日にジュネーブで開かれた共同署
名式では署名に参加せず、現在に至るも批准に至っていない。

⑷　その後の国会答弁
子どもの権利条約の個人通報制度に関する第三選択議定書に関連するその後の日本

政府の国会答弁を以下に紹介する。
まず、2012年３月５日の衆議院予算委員会（第180回国会）において、井戸まさえ

議員の質問に対して、中野譲外務大臣政務官は「個人通報制度というのは、制度とし
ては注目すべきものだという風には認識しているんです。ただ、繰り返しになります
けれども、個人通報制度全体をどのように捉えていくかというときには、当然のこと
ながら、司法制度ですとか、または立法政策、または実施するときの実施の体制など
をどのように整えていくかということも考えていかないといけない」、谷博之法務大
臣政務官は「法務省の中では、私を座長として、この間ずっと個人通報制度を導入す
る際の様々な課題、問題点を指摘しながら議論を進めておりまして（中略）省内で検
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討しておりますのは、例えば、この個人通報制度を導入したときの事務的なそういう
ふうな対応のあり方についてどうなのかとか、あるいはまた、この委員会から様々な
見解が出されたときに、それらに対してどのように、例えば暫定措置の要請が出され
たときとか、あるいは国内裁判所に対する委員会の意見が出されたときとか、こうい
う色々な課題についてもいま議論を進めて、一定の方向性を出したいという風に考え
ております」と答弁した。

また、2014年４月10日の参議院法務委員会（第186回国会）において、糸数慶子議
員の質問に対して、政府参考人は「児童権利条約第三議定書でございますが、これに
つきましては、ご指摘の通り児童の権利の保護、促進に資することを期待して日本政
府としては決議の共同提案国になったわけでございます。（中略）我が国の司法制度
や立法政策との関係では、いずれの議定書、またいずれの条約も様々な検討課題が残っ
ておりまして、引き続き関係省庁とも真剣に検討してまいりたいと考えております」
と回答し、続いて、谷垣禎一法務大臣は「条約をきちっと実効ある体制にしていこう
という面ではなかなか面白い制度であるんですけれども、現実にじゃ国の制度とどう
調和させていくかというと、相当難しいところがあるということは私は否定しがたい
と思っております。」と答弁した。

第３　個人通報制度導入に向け問題となる論点の考察

１　時間的管轄（Ratione Temporis）について
国際人権条約を含むすべての条約は、締約国が条約を締結し、締約国に対して条約の

効力が発生したとき以降に適用される。それ以前に生じた行為や出来事に対しては条約
の適用がないのが原則である。例えば、ある国際人権条約が締約国に対して発効する前
に生じた権利侵害については、当該条約の適用はないから、条約違反とはならない。し
たがって、条約発効前の事柄を理由に自由権規約委員会などの条約機関に対して個人通
報をしても、通報が受理されることはない。すなわち、条約機関はこのような通報につ
いては管轄権を有しないのである。

これを時間的管轄（Ratione…Temporis）というが、以下においては、主として自由
権規約を中心にこの問題を論じることとする。
⑴　条約不遡及の原則

①　ウィーン条約は、国際条約の解釈運用に関する取決めを具体化したものである。
ウィーン条約第４条は、ウィーン条約の適用対象となる条約は、ウィーン条約が

当該国家について発効した後に当該国家が締結した条約であることが原則であると
規定する。しかし、国際慣習法のように当該国家についてウィーン条約が発効する
以前から国際法として効力を有していた不文律がウィーン条約に取り込まれて成文
化されているような場合は、そのような規定はウィーン条約発効前に当該国家が締
結した条約にも適用されるとされている（日本語訳では、第４条ただし書部分）。

ところで、ウィーン条約第28条は「条約の効力が当事国について生じる日前に行
われた行為」等については、当該条約は「当事国を拘束しない」ことを明記してい
るが、この規定は従前からの国際慣習法でもあるので28、第４条ただし書の規定によ

28　Nowak,…CCPR…Commentary,…2nd…ed.…854頁
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り、当該国家がウィーン条約以前に締結した条約に対してもこの規定の適用がある
ことになる。

②　そこで日本の場合であるが、日本がウィーン条約を批准し、これが日本に対して
効力を有するに至ったのは1981年８月１日であり、他方日本が自由権規約を批准し、
これが日本に対して効力を有するに至ったのは1979年９月21日であるから、日本
にとって自由権規約はウィーン条約の発効より前に締結した条約ということになる。
しかし、ウィーン条約第28条の規定は従前からの国際慣習法を成文化したものであ
るから、ウィーン条約第４条ただし書により、自由権規約にもこの規定の適用があ
ることになる。

すなわち、自由権規約にもウィーン条約第28条の規定の適用があるから、「条約（こ
の場合は自由権規約）の効力が当事国（日本）について生じる日前に行われた行為」
等については、自由権規約は「当事国（日本）を拘束しない」、言い換えれば自由
権規約の効力は及ばない（遡及しない）ものである29。

③　自由権規約委員会は、第一選択議定書に基づく個人通報の受理について、第一選
択議定書第１条（通報の相手国は規約及び選択議定書双方の締約国であることが通
報受理の要件）及び第３条（規約の規定と両立する通報であることが要件）に基づ
き、締約国に対して第一選択議定書が発効する以前に生じた規約違反については時
間的管轄を有しないとの解釈（Ratione…Temporis）を確立しているが、これも条
約不遡及の原則から導かれた解釈である30。

④　以上をまとめると、自由権規約本体の場合も、第一選択議定書の場合も、これら
が当該国家に対して効力を有する日より前に生じた行為等に対しては、いずれも適
用がないということであり、これが「一般的に承認された国際法の原則（generally…
recognized…principle…of…international…law31）」なのである。

⑵　時間的管轄（Ratione…Temporis）に関する自由権規約委員会の解釈
①　時間的管轄の有無を決める基準時

自由権規約委員会は第一選択議定書に基づく個人通報に関して、時間的管轄につ
いての考え方を明らかにしているが、個人通報を受理する要件として、当事国に対
して第一選択議定書が発効する以前に生じた規約違反については、それが自由権規
約が発効した後に起こったものであっても、時間的管轄を有しないとしている。
ア　Könye…and…Könye…v.…Hungary（通報番号：520/1992）

本件において、自由権規約委員会は締約国の規約遵守義務は自由権規約が当該
締約国に対して発効した時から始まるが、個人通報を受理し審査する権限は選択
議定書の発効後に生じた違反に限られ、それ以前に生じた違反について審査する
権限は有しないとした。

ただし、同規約違反が第一選択議定書の発効後にも継続している場合はこの限
りではないとしたが、この点は後述するとおりである。

本件以外にも、同旨の先例は多数あり32、同委員会は、ほぼ一貫して第一選択議

29　Joseph…&…Castan,…The…International…Covenant…on…Civil…and…Political…Rights,…3rd…ed.…57ページ
30　前掲注28及び29
31　前掲注28及び29
32　MT…v.…Spain（通報番号：310/1988）,…KLBW…v.…Australia（通報番号：499/1992）など
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定書発効以前に生じた規約違反については、その後も違反が継続している場合を
除き、受理不能としているが、唯一の例外と思われる次の例がある。

イ　Csaba…Párkányi…v.…Hungary…（通報番号：410/1990）
通報人は、未決拘禁時における劣悪な処遇が自由権規約第10条違反であること、

また裁判手続に同規約第14条違反があることを主張したが、前者はハンガリーに
ついて同規約の発効後・第一選択議定書の発効前の出来事であった。後者は第一
選択議定書発効後の出来事であった。

ハンガリーは、未決拘禁と裁判手続を区々に考えることはできないので、未決
拘禁における処遇についても自由権規約委員会が通報を受理し審理することを容
認する旨の答弁をなした。

同委員会はハンガリーの答弁に照らし、本件通報のうち未決拘禁における処遇
部分についても審理判断することは妨げられないとして、通報の全体を受理し、
未決拘禁における処遇につき同規約第10条違反を認定した。他方、同規約第14条
違反の主張については、違反があったとは認められないとしている。

ただし、同委員会の多数意見が通報の上記部分の受理を認めたことに対しては、
Wennergren 委員の強い反対意見が付されている。

ウ　Chisala…Mukunto…v.…Zambia…（通報番号：768/1997）
ザンビアにおいては、1984年４月10日に自由権規約及び第一選択議定書の双方

が発効しているが、本件通報の一部は、双方の発効以前の違反に関するものであっ
た。ザンビアは受理可能性について特に争うことはしなかったが、自由権規約委
員会は、たとえ当事国が争わなかったとしても、時間的管轄を有しないので、上
記通報部分を受理することはできないとした。

ただし、この判断が上記 Párkányi 事件の判断を変更するものか否かは、不分
明である。

②　選択議定書の発効後に生じた違反とは何を指すのか。
この点に関する先例は次のとおりである。

ア　Keun-Tae…Kim…v.…Republic…of…Korea（通報番号：574/1994）
国家保安法違反で検挙されたことが問題となった事案である。
当事国は、通報人が政治的意見を表明して国家保安法に違反したのは、第一選

択議定書発効以前であるから、受理不能とするべきであると主張したが、自由権
規約委員会は、自由権規約違反は国家保安法により有罪とされた時に生じたもの
であり、有罪とされたのは第一選択議定書発効後であるから、同委員会は通報を
受理する権限を有するとした。

イ　Andrei…Sviridov…v.…Kazakhstan（通報番号：2158/2012）
当事国に対して第一選択議定書が発効したのは2009年９月30日である。通報人

は同年９月16日に街頭で同人の関係者に対して行われた裁判の不当性を訴えたこ
とにより、警察の干渉を受け、同年同月17日に裁判所で罰金を科せられた。通報
人は上訴したため、罰金刑が確定したのは同年10月６日であり、罰金を納付した
のは同月30日であった。

委員会は罰金刑が確定したのも、罰金が納付されたのも第一選択議定書発効後
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であるから、自由権規約委員会は通報を受理する権限を有するとした。
ウ　Mr.…Alexander…Baulin…v.…Russia（通報番号：771/1997）

上記の２例とは逆に、本件では、通報人は殺人罪で13年の拘禁刑を言い渡され
たが、その判決が確定したのは1990年６月であり、当事国に対し第一選択議定書
が発効した1992年１月１日以前であった。自由権規約委員会は通報を不受理とし
た。

なお、通報人の拘禁刑は第一選択議定書発効後も継続していたが、違反の継続
（continuing…effects）があるとは認めなかった。

エ　Ivan…Somers…v.…Hungary（通報番号：566/1993）
通報人の親の資産が1951年にハンガリー共産党政府によって没収された事案で

ある。没収そのものは時間的管轄の点から受理不能であるが、問題は1991年及び
1992年に新しい政府によって補償措置の立法がなされたが、これは第一選択議定
書発効後のことである。この補償立法では一部の者だけが補償措置を受け、他の
ものは除外されていた。したがって、自由権規約第26条（平等条項）違反の点で
受理可能とされた（ただし、本案では違反は認められなかった。）。

オ　Alexander…Gerasimov…v.…Kazakhstan ～拷問禁止委員会の事例（通報番号：
433/2010）

当事国が拷問等禁止条約の個人通報制度を定めた第22条の受諾宣言をしたの
は2008年2月21日である。申立人（Complainant）は警察で虐待を受けたとして、
警察官らに対する処罰を求めたが、事件は受諾宣言前に起こったものであるが、
最終的に刑事手続を開始しないことが決まったのは2008年３月25日であり、受諾
宣言の後であった。

委員会は申立て（complaint）を受理可能であるとした。
③　違反の継続（continuing…violations,…continuing…effects）

上記 Könye…and…Könye…v.…Hungary（通報番号：520/1992）の決定においても述
べられているとおり、原則として、第一選択議定書の発効以前に生じた違反につい
ては個人通報の受理要件を満たさないが、自由権規約違反が第一選択議定書発効後
にも継続している場合はこの限りではないとするのが、自由権規約委員会の確立し
た解釈である。

ただし、何をもって違反が継続していると見るのかについては、必ずしも明確と
はいえない。

先例は以下のとおりである。
（違反の継続を認めた事例）
ア　Sandra…Lovelace…v.…Canada（通報番号：24/1977）

この事案は、先住民法（the… Indian…Act) の定めにより、先住民の女性である
Sandra…Lovelace…が非先住民と結婚したことによって先住民としての権利を失い、
先住民の居留地に住むことができなくなったというもので、自由権規約第27条等
の違反を訴えて通報をしたものである。

しかし、通報人が結婚によって先住民の権利を失ったのは1970年のことであり、
カナダに対して同規約及び第一選択議定書が発効したのは1976年であった。
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自由権規約委員会は、通報人が結婚して先住民の権利を失った時点においては、
まだ同規約はカナダに対して効力を有していなかったのであるから、これを同規
約違反ということはできないが、同規約及び第一選択議定書がカナダに対して効
力を有するようになって以降も、通報人は先住民法によって先住民居留地に住む
ことを阻まれているのであるから、同規約違反の状態は継続しているとして、こ
れを受理可能とした。この見解については、通報人が当初先住民としての権利を
喪失した時点ではカナダにはいまだ第一選択議定書は発効していなかったが、選
択議定書発効後も、通報人は先住民法によって同規約第27条に基づく権利を阻ま
れているのであるから、第一選択議定書発効後において同規約違反が生じている
との認定がなされたものと解される。

イ　J.L.…v.…Australia…（通報番号：491/1992）
弁護士が資格更新のための年会費を支払わず、資格更新のないままに実務を継

続したので、裁判所によって罰金を科され、弁護士名簿から名前が削除され、ま
た法廷侮辱罪で収監されたという事案である。当該弁護士は自由権規約第14条（公
正な裁判を受ける権利）の侵害を受けたとして通報したが、時間的管轄につい
ては、弁護士名簿から名前を削除された状態が継続しているので、違反の継続効

（continuing…effect）があると主張した。
自由権規約委員会はこの点は通報人の言うとおりであるとしたが、他の点で通

報人の通報内容は同規約と両立しない（第一選択議定書第３条）として、これを
不受理とした。

ウ　Mariam…Sankara…et…al.…v.…Burkina…Faso（通報番号：1159/2003）
事案はブルキナファソの大統領の暗殺に関わるものである。大統領は1987年

に死亡したが、これは暗殺によるものであるというのが、一般的な認識であった。
しかし、1988年に発行された死亡証明書は、死因を自然死であるとするものであっ
た。そこで故人の妻と子どもたちは1997年、暗殺者の処罰を求めて裁判に訴えた。
同国政府は2001年、事件を普通法廷ではなく軍事法廷に回付したが、手続は一向
に進まないままであった。同国に対し第一選択議定書が発効したのは1999年であ
り、通報がなされたのは2003年である。この時点でもまだ国内の裁判手続は未了
であった。

通報人は、同国政府が公開による捜査及び加害者を特定することなく、加害者
に民事・刑事の責任を取らせることもなく、死亡証明書の虚偽記載を訂正するこ
ともしないのは、家族の保護を規定する自由権規約に違反するものであると主張
した。

自由権規約委員会は、違反が継続しているというのは、第一選択議定書発
効後に、締約国による行為又は明確な態度による過去の違反の是認（as…an…
affirmation…by…act…or…by…clear…implication,…of…previous…violations…by…the…State…
party) がある場合であると解すべきであるとした上で、同国政府は故人の死亡原
因の捜査を行うことなく、加害者を訴追することもしていないのであるから、時
間的管轄の点においても受理可能であるとした。

エ　Adimayo…M.…Aduayom…et…al…v.…Togo（通報番号：422/1990）
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通報人らによれば、同人らは1980年政治的理由によって公務員の地位を解任さ
れた。締約国に対して第一選択議定書が発効したのは1988年である。彼らは1991
年に復職したが、それまでの間は復職を拒否され、賃金のバックペイ、あるいは
補償もなされていない。

自由権規約委員会は違反の効果が継続（continuing… effects) しているとして、
受理可能とした。

これに対しては、後述の Kurowski 事案（不受理）との区分が理解しがたいと
の批判がある33。

オ　Ms.…A.…S.…v.…Hungary ～女性差別撤廃委員会の事例（通報番号：4/2004）…
通報人は、十分な意思確認もないままに不妊手術を施行された。2001年１月2

日のことである。当事国について選択議定書が発効したのは同年３月22日である。
事件は、選択議定書発効前に起こったものであるが、不妊手術の結果、これを

元に回復することには危険が大きく困難であり、また回復術後には子宮外妊娠の
可能性も高い。したがって、選択議定書発効の後も権利侵害は継続しているので、
受理可能であるとされた。

これについては、女性差別撤廃委員会の場合、時間的管轄について、より緩や
かな解釈をしているとの指摘がなされている34。

（違反の継続を認めなかった事例）
ア　Könye…and…Könye…v.…Hungary（通報番号：520/1992）

通報人は政府によって財産を収用されたが、それはハンガリーが第一選択議定
書を批准した1988年12月以前のことであった。通報人は第一選択議定書発効後も
政府が補償措置を採らないことで、自由権規約第17条違反が継続していると主張
したが、自由権規約委員会は、違反が継続しているというのは、第一選択議定書
発効後に、締約国による行為又は明確な態度による過去の違反の是認（affirmation…
by…act…or…by…clear… implication）がある場合であると解すべきであるとし、選択
議定書発効後に補償措置を採らなかったことは、過去の違反の是認（affirmation）
には当たらないとして、通報を不受理とした。

これでは締約国のその後の特段の関与なしに侵害が継続している場合は受理不
能となってしまうが、そうであれば前述の Lovelace 事件も受理不能とすべきで
あったことになるとの批判がある35。

しかし、この Könye 事件の場合は、第一選択議定書が当事国に発効する以前
に生じた被害が第一選択議定書発効後に回復されていないというものであるのに
対し、Lovelace 事件の場合は、第一選択議定書発効後も同規約に違反する先住
民法（the… Indian…Act）が存続し、そのために先住民居留地に戻ることができな
いというものであるから、前者とは異なり、後者の場合は第一選択議定書発効後
に生じた同規約違反ともいえるのであって、前者と後者を同一視して批判するこ
とは当たらないと思われる。

イ　Mr.…Vladimir…S.…Zhurin…v.…Russia（通報番号：851/1999）
33　前掲注29、69ページ
34　前掲注29、69ページ
35　前掲注29、67ページ
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この件は、前述の Mr.…Alexander…Baulin…v.…Russia（通報番号：771/1997）と
同様の解釈を示すものである。

通報人の息子は殺人罪で死刑判決を受け、判決は1990年５月11日に確定したが、
1993年９月23日大統領令により無期刑に減刑された。当事国に対して第一選択議
定書が発効したのは1992年１月１日である。

自由権規約委員会は、前掲のKönye…and…Könye…v.Hungary（通報番号：520/1992）
を引用しながら、第一選択議定書の発効後にも拘禁が継続しているというだけで
は自由権規約違反の継続があるとは認められないとし、通報を受理不能とした。

ウ　Yong…Joo…Kang…v.…Republic…of…Korea（通報番号：878/1999）
通報人が政府批判のビラを配布した行為等が国家保安法違反であるとして有罪

とされたのは第一選択議定書発効前であるが、発効後も拘禁が８年継続した事案
において、自由権規約委員会は発効後に新たな要素が加わったわけではないから、
違反の継続（continuing…effect）とは認められないとした。

ただし、この事案では、第一選択議定書発効後における拘禁中において、通報
人に対して思想転向制度に基づく転向強要がなされていたこと、また政治的意見
を述べたことに対して13年間（うち８年余りは第一選択議定書発効後）も拘禁を
続けたことは自由権規約違反となるとし、これらの通報部分については受理可能
として同規約違反を認定している。しかし、第一選択議定書発効後の思想転向強
要はともかく、発効前に確定した拘禁刑について受理可能として違反認定したこ
とは、拘禁の継続を違反の継続とは認めなかった前段の受理不能判断と整合しな
いのではないかと思われる。

エ　Surat…Davud…Oglu…Huseynov…v.…Azerbaijan（通報番号：2042/2011）
通報人は、拷問を受け終身刑の判決が確定したが、それは当事国が第一選択議

定書を批准する以前のことであった。通報人は当事国に対して第一選択議定書が
発効した約22年後に釈放されたが、自由権規約委員会は、仮に拷問の結果、長期
の拘禁刑に服したとしても、これをもって自由権規約違反が継続したものとはい
えないとし、通報を不受理とした。

オ　Almas…Kusherbaev…v.…Kazakhstan（通報番号：2027/2011）
通報人はジャーナリストであるが、ある政治家を批判する記事を書いたことが

名誉毀損に当たるとして、当該政治家から民事訴訟を起こされ、その結果、裁判
所により米ドル換算で約20万ドルの損害賠償を命じられ、判決は最高裁判所で
2009年８月21日に確定した。このため通報人は毎月米ドル換算で約50ドルの分割
支払を続けている。もし支払が滞ると身柄を拘束されることになる。当事国に対
して第一選択議定書が発効したのは、判決確定後の2009年９月30日である。

通報人は、第一選択議定書発効後も賠償金支払の継続を余儀されていることな
どを理由に、通報は受理されるべきであると主張したが、自由権規約委員会はこ
れを排斥した。同委員会は、裁判は第一選択議定書発効前に終結しており、また
第一選択議定書発効後に賠償金の支払いを継続しているとしても、そのことは過
去の違反の是認（an…affirmation…of…a…prior…violation）にも違反の継続（continuing…
effect）にも当たらないとして、不受理とした。
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第一選択議定書発効前に決定された賠償金の支払が第一選択議定書発効後に継
続していても、そのこと自体は違反の継続にも是認にも当たらないとするのは、
第一選択議定書発効後の拘禁刑の継続が違反の継続に当たらないとする上記各事
案における委員会の判断と軌を一にするものである。

カ　S.E.…et…al.…v.…Argentina…（通報番号：275/1988）
通報人は、政府機関による親族の失踪（1976年）を訴えて通報に及んだが、失

踪はアルゼンチンが軍事政権下にあったときに起こったものであり、同国に対し
て自由権規約及び第一選択議定書が発効した1986年11月より前の出来事であった。

自由権規約委員会は通報を受理不能と決定した。
親族の失踪は第一選択議定書発効後も続いているのであるから、当事国には第

一選択議定書発効後、失踪者を捜索する規約上の義務があるようにも思われるが、
当事国は第一選択議定書発効前の1984年に国家失踪対策委員会（CONADEP）に
よる捜索を行ったが、失踪者の行方、消息は不明のままであった。この事実経過
に照らし、当事国にこれ以上の捜索義務を課すことはできないと判断した可能性
も考えられる。

キ　María…Cifuentes…Elgueta……v.…Chile…（通報番号：1536/2006）
息子が失踪したことにつき、母が通報をした事案である。チリが第一選択議定

書を批准したのは1992年８月であるが、チリ政府は批准に際し、…1990年３月11日
以前に起こった事柄については自由権規約委員会の審理権限を認めないとの宣言
を行っている（批准した1992年以前とせず、…1990年としたのは、独裁政権から民
主政権に移行した1990年以前の事案について審理の対象となることを避けたもの
と思われる。）。

同委員会は、自由の剥奪及びその後の被害者の所在に関する情報を提供しな
かった事実は、第一選択議定書発効以前に起こった事柄であり、また1990年以前
のことでもあり、更にこれらの日以降の当事国の行為について、通報人は何ら言
及をしていないので、本件通報は受理不能であるとした。

この多数意見に対しては、シャネ委員外４人の委員の反対意見がある。反対意
見は、第一選択議定書批准以降は政府は引き続き捜査をし、被害者が生存してい
ればこれを救出し、死亡していたなら加害者を突き止めて処罰するなどの義務を
負っているのであるから、通報は受理されるべきであるとするものである。

失踪は第一選択議定書発効後も続いているのであるが、当事国は民主制に移行
以後、この失踪事件について捜査をしていること（結果は出ていないが）から、
不受理としたものではないかと思われる。

ク　Mr.…Eugeniusz…Kurowski…v.…Poland（通報番号：872/1999）
通報人によれば、同人は政治的理由によって公務員の地位を解任されたが、解

任は第一選択議定書が発効する前であった。通報人は第一選択議定書の発効後、
公務員の適格性を審査する地方委員会に申請を提出し、再編された内務省の新し
い雇用基準に該当すると申し立てたが、容れられなかった。

自由権規約委員会は、後段の手続には自由権規約違反を認めることはできない
し、初めの解任は第一選択議定書発効前に起こったもので、侵害が継続している
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とは認められないとして、受理不能とした。
この事案と J.L.… v.…Australia…（通報番号：491/1992）を比べると、両者をどこ

で区分したのか理解するのは困難である。しかし、J.L. の場合は、弁護士名簿か
ら名前が削除された状態では弁護士として仕事をすることはできないのに対し、
Kurowski の場合は、ある公務から解任されても別の公務に就くことは可能なの
で、その点で違いが生じたとも解されるとの論評がある36。

④　自由権規約委員会の総括所見と時間的管轄
自由権規約委員会は、日本に対する2008年の第５回審査の総括所見の第22項で、

従軍慰安婦に対する責任を認め謝罪すること、彼女らの尊厳を回復し、生存してい
る加害者を訴追すること、彼女らの権利として生存者に対する十分な補償のための
即時かつ実効性のある立法及び行政措置を採ること、生徒や一般公衆に対してこの
問題の教育を施し、被害者を貶めたり、慰安婦制度が存した事実を否認する試みに
対して論破し制裁を科すことを勧告した。

しかし、これに対しては、自由権規約の発効後に慰安婦を貶める発言をなしたこ
となどは別として、慰安婦問題そのものは規約批准以前の問題であるから、かかる
勧告は同委員会の権限を越えるものではないかとの批判がなされている37。

しかし、同委員会は、日本に対する2014年の第６回審査の総括所見でも2008年と
同旨の勧告を行っている。

また、オーストラリアに対する2009年の第５回審査の総括所見において、1970年
代の早い時期までに起こった先住民の子どもに対する人権侵害に対する補償措置等
を勧告しているが、オーストラリアに対して同規約が発効したのは1980年である。

スイスに対する2009年の第３回審査の総括所見でも、1960年から1987年にかけて
行われた不妊手術につき補償措置等を勧告しているが、スイスに対して同規約が発
効したのは、1992年である *38。

以上のとおり、同委員会が個人通報事例において示した時間的管轄についての基
本的な考え方はほぼ明らかであるとはいえるが、一部には整合性を欠く事例も存し、
侵害ないしその効果が継続しているといえるかどうかの線引きは必ずしも明確では
ない部分もある。また個人通報事例における時間的管轄の判断と総括所見における
それとの間には明らかに齟齬があるが、その理由は不明である。

２　司法権の独立と見解（Views）の効力
⑴　見解（Views）の効力

個人通報制度では、通報を受理し審理した上で、事実認定及び条約違反の有無につ
いての法的判断を述べた見解を採択する。この見解は、法的拘束力を持つものではな
い。しかしながら、見解の法的意義については、条約機関を設置し、条約の国際的運
用をさせている国際人権条約の仕組みを十分に理解する必要がある。具体的には、次
の点について、十分に考慮すべきであろう。

まず、通報を審査する各条約機関を構成する委員の独立性・公平性、通報処理の手

36　前掲注29、69ページ
37　前掲注29、59ページ
38　前掲注29、59ページ
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続、見解が各条約の文言解釈を考慮した最終的な決定であること等、通報の最終判断
に至るまでのプロセスが司法判断に類似していることである。

第二に、各条約機関が各条約に基づいて設置され、締約国自身が、条約上の義務に
拘束され、条約機関の権限を認め、条約違反があった場合には、効果的な救済を与え
ることを約束している。

第三に、個人通報制度の実施国は、条約に基づく手続に誠実に参加し、条約を誠実
に遵守する義務を負っている。これらを踏まえた上で、自由権規約委員会は、「委員
会の見解は、規約そのものによって設置された規約の解釈に責務を負う機関による権
威ある決定をあらわすものである。」としている。

第四に、国際人権条約では、各条約の下で条約機関が設置され、報告制度、個人通
報制度等、条約の定めた制度を運用することを通して、条約機関が、締約国による条
約の国内実施の状況を国際的に監視する任務が与えられている。そして、その任務を
行使して、見解等を採択する過程において、必然的に、条約機関による条約解釈の要
素が伴う。

また、国際司法裁判所も、…2010年のディアドロ事件本案判決において、関連の個人
通報事例や自由権規約委員会の一般的意見15を引用しながら、「自由権規約委員会は、
その設立以来、第一選択議定書の締約国について、特に同委員会に付託された個人通
報に対する認定を通じて、またその『一般的意見』の形式で、解釈に関する相当な法
理を蓄積させている。当裁判所は、その司法機能の行使にあたり、それを義務付けら
れているわけではないが、特に規約の適用を監督するために設立されたこの独立の機
関によって採択された解釈に相当な重みをおくべきであると信ずる。」と判示している。

これらを合わせ鑑みれば、見解等において示される条約解釈は、条約の国際的実施
措置の運用を委ねられた条約機関がその任務に伴って示した法解釈として、相応の権
威ある解釈とされるべきである。その上で、締約国は、条約機関の権限を認め、条約
を誠実に遵守する義務を負っていることから、条約機関の示した権威ある解釈を尊重
し、誠実に履行するべきである。

⑵　司法権の独立
各条約機関は、通報を審査する際には、締約国の裁判所がした事実認定に基づき、

条約違反の有無を審査するのが通例となっている。この点において、各締約国の裁判
所がなした事実認定が覆されることはない。

また、見解の効力についても、上述のとおり、見解は、締約国内の最高裁判所等の
最終結論を無効にしたり、覆したりするような法的効力を持つものではないが、締約
国が任意に批准した国際人権条約に基づく条約機関の権威ある解釈として尊重し、誠
実に履行されるべきものである。

したがって、見解において、条約違反の有無について、各締約国の裁判所の判断と
条約機関の判断とに違いがあったとしても、各締約国の最終結論に影響を及ぼすもの
ではなく、司法権の独立が侵害されることにはならない。

もっとも、上述のとおり、各締約国は、国際人権条約に基づいて、その内容を誠実
に履行し、効果的な救済を与えることを約束しているのであるから、自国の裁判所と
異なる判断が条約機関によってなされた場合には、それを誠実に遵守し、履行するこ
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とが求められている。
３　立法政策との関係

一方で、約20年前には存在しなかった「立法政策との関係」との懸念を日本政府は現
在有しているようである。その具体的内容は明らかではないが、個人通報制度における
自由権規約委員会等条約機関の見解は、締約国と通報人を法的に拘束するものではなく、
これに応じるか否かは、基本的に行政府と立法府の問題である。条約機関の見解が、た
とえ法的な意味で拘束力はなくとも、実質的に規範性を有するとしても、立法府は、司
法府や行政府と同じく、市民の積極的な関心の対象となり、批判を受けてこそ健全な発
展を遂げていくのである。国際的に声望のある専門家により構成される委員会の見解が
国内の個人・団体の意見を超えた重みを持っているということは、民主主義社会におい
て個人通報制度の導入の障害とはなり得ない。

４　個人通報制度導入に向け行政機関内で必要な準備はあるか～他国における個人通報制
度導入に向けた対応を例に～
⑴　大韓民国での導入前の準備

大韓民国は、…1990年４月に自由権規約を批准し、それと同時に同規約の個人通報制
度を規定した第一選択議定書も批准した。

大韓民国においては、個人通報制度導入に際し特段議論が行われることはなく、法
整備等の事前準備が行われることもなかった。

1990年に個人通報制度が導入された当時、大韓民国国内においてこの制度はあまり
知られていなかった。

その後大韓民国は、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約に関す
る個人通報制度を受け入れている。2012年７月に大韓民国の外交通商部（当時、現外
交部、日本の外務省に相当する。）で話を聞いた際には、大韓民国では、特別手続に
基づく通報制度も利用されており、公的な相談機関において特別報告者への通報制度
等を案内をすることもあるとのことであった。

大韓民国に対しては、1995年に自由権規約委員会より最初の見解が採択されて以降、
国家保安法に関する問題や良心的兵役拒否の問題を中心に、同委員会に対し既に500
件以上の通報が提出されている。

大韓民国では、国内において裁判等で問題が解決できなかった場合に弁護士の方か
ら個人通報制度を利用することを提案することが多く、個人通報を行うために弁護士
を依頼する場合、法律援助を利用することができるようになっている。

⑵　デンマーク
デンマークは、最も個人通報制度の利用が活発な国の一つである。
同国における NGO 団体である DRC や DIHR への視察調査によれば、同国での個

人通報制度を導入する際、国内で特段の支障はなかったようである。
すなわち、導入に当たって、市民に個人通報制度が広く知られていたわけではなく

世論の後押しというものはなかったが、逆に世論の支持がないことが導入の支障とな
ることもなかったという。

また、導入に当たって法制度を整えるなどの準備も必要なかったようである。
難民保護団体である DRC によれば、難民認定申請をしたものの認められなかった外
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国人が個人通報制度を利用するために弁護士に依頼する場合、国からの法律扶助を受
けることができるとされており、利用者のために費用的な手当がなされているという。

５　個人通報制度導入と法律の整備の必要性
⑴　各条約機関の見解の拘束力

個人通報制度の下で各条約機関に通報された事案のうち、各条約機関が受理した場
合には見解が示されることになる。この見解については、各締約国に対する法的拘束
力はないものとされている。

しかし、条約機関における検討に際しては、締約国に対しても反論の機会が与えら
れており、準司法的手続を経て判断が示されることになる上、委員の公平性及び独立
性、条約の文言を熟慮した解釈及び決定の確定的性格等、司法的な精神に基づいて到
達したものであるから、締約国はこれを尊重すべき道徳的義務を負っている。

なお、この点に関し、2018年７月、スペイン最高裁判所は、女性差別撤廃委員会が
示した見解（CEDAW/C/58/D/47/2012）につき、女性差別撤廃条約や選択議定書に
は見解の執行を可能とする規定がないことを認めつつ、同条約第24条及び選択議定書
第７条第４項並びにスペイン憲法の国際条約に関する第96条を根拠に見解を実効あら
しめるための規定の欠如はスペイン憲法違反となるとして、見解に従ってスペイン政
府に賠償義務を負わせた（スペイン最高裁判所2018年７月17日判決39）が、現在のと
ころ他の締約国ではそのような判断はなされていない。

⑵　見解を受容するための国内立法を有する締約国はコロンビア（1996年７月５日法律
第288号）があり、その他にチェコ共和国が法律517/2002において法務省に自由権規
約委員会の見解の国内的履行の調整責任を負うことを定めている40。

コロンビアの法律は金銭補償の手続を提供するにとどまり、それ以上の救済措置を
可能とするものではないし、金銭補償の是非は国内手続において検討されるものと
なっている。

また、ノルウェー、ポーランド及びハンガリーでは、刑事訴訟法において訴訟の再
開事由に国際機関等の見解を含むこととしているが、ノルウェーでは国際司法裁判所
もしくは自由権規約委員会の判断のみが対象とされ、ポーランドでは当該事由により
訴訟が再開されたことはなく、ハンガリーも欧州人権裁判所の判断に関する決定しか
報告されていない41。

このように、多くの締約国では見解を受容するための事前の国内法は整備しておらず、
規定している僅かな締約国においてもその実効性に疑問があることからすれば、個人通
報制度導入前に見解を受け入れるための法律を用意する必要性はないといえよう。

⑶　見解への対応
事前の立法は不要であるが、見解を尊重する場合、その都度行政的又は立法的な措

置を講じることで見解を受け入れることが可能である。
例えば、在日韓国人の軍人・軍属による障害年金請求に関して、裁判所は請求を棄

39　https://www.womenslinkworldwide.org/files/3045/sentencia-angela-tribunal-supremo.pdf
40　INTERNATIONAL…LAW…ASSOCIATION…BERLIN…CONFERENCE（2004）
　INTERNATIONAL…HUMAN…RIGHTS…LAW…AND…PRACTICE
41　THE…LEGAL… STATUS…OF…DECISIONS…BY…HUMAN…RIGHTS…TREATY…BODIES… IN…

NATIONAL…LAW…By…André…Nollkaemper…and…Rosanne…van…Alebeek
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却しつつも、立法上、行政上の措置を要請していたところ（東京高等裁判所平成10
年９月29日判決、判時1659・35）、2000年に特別立法により弔慰金が給付されている。
仮に条約機関からの条約違反に基づく見解が示された場合には同様の措置を講ずれば
良いのであって、決して不可能なことではない。

また、刑事手続において条約違反との判断がなされたとしても、条約機関による審
査は第４審ではなく、法的拘束力もない以上、判決結果に影響を与えることはない上、
国内裁判所による事実や証拠の評価、国内法の解釈適用に対する再審査は行わないの
であるから、有罪判決を覆すような見解がなされることは想定しがたい。手続違反の
点は、個別に関係省庁において検討し、改めるべき点を改めることで足りるものである。

コロンビア同様の金銭補償であれば、民事調停等の活用により補償を求めることも
できる。

そもそも各条約における人権が多岐にわたることから、あらゆる場面を想定して一
般的な規定を設けることは困難である。自由権規約委員会も一般的意見33において、
多くの国が国内受容立法を規定していないことを前提に「締約国は、委員会の見解を
実効性あらしめるため、その権限内においてあらゆる手段を用いなければならない。」
とし、必ずしも見解を受容するための一般的な立法を求めてはいない。

６　個人通報制度を導入に際する何ら障害がないこと
日本では、個人通報制度のいずれも受け入れていないが、その理由について、政府側

から、①条約機関による通報の審査は司法権の独立を脅かすとの主張がなされたことが
あった。

しかし、個人通報制度においては、国内における救済措置を尽くした通報のみが提出
され得るものであり、係属中の事件に関し、司法権の判断に影響を与えることはあり得
ない。

また、仮に国内裁判所における判断と異なる内容の見解が出た場合に、司法権の独立
を害するのではないかとの懸念については、見解は法的拘束力までは持たないと一般に
解されているところ、司法権の独立を脅かすものではなく、懸念の必要はない、という
べきである。

また、個人通報制度導入に反対の立場からは、②濫用的な通報が続出し、締約国側に
おいて、本来不要な対応を迫られるのではないか、との懸念が主張され得る。

しかし、通報についてはまず、…OHCHR において受付がなされ、その時点で、内容的
に基本的な個人情報、時系列、国内救済措置の内容等が記載されている否か、また、形
式的に国連公用語での記載、50ページ以内の申立書や要約などの有無、が整っていて初
めて受理され、各条約機関に送付される。不備があれば OHCHR から修正を求められ、
修正が１年以内になされない場合には当該通報は不受理の扱いとなり、審査は開始しな
い。そのため、前記懸念に述べられるような、締約国側が濫用的な通報に対応を迫られ
る事態が起こる蓋然性は低い。

その他、③過去に起こった人権問題について、遡って通報対象とされるのではないか、
との懸念も主張され得るが、そもそも個人通報の対象となる人権侵害は、原則として個
人通報制度が当該国について発効してから以降に発生したものに限られる。

もっとも、当該国について個人通報制度を定める選択議定書又は条項が発効する前に
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始まった条約違反であって、発効後も違反の効果が継続している事案について、条約機
関が検討することを排除するものではない。

個人通報制度の導入に際しては、国内の立法措置により受け皿となる制度を立法する
必要はなく、立法府に対し、特段の負担をかけるものではない。

各国の法制度等の状況に関わりなく、多数の国家が既に選択議定書への批准等により、
個人通報制度を導入している。

日本において、個人通報制度を導入するに当たり、何ら障害がないことは、明らかで
ある42。

42　申惠丰『国際人権法―国際基準のダイナミズムと国内法との協調―』（信山社、2016）526な
いし530ページ
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第３節　個人通報制度の導入の実現に向けて

第１　弁護士会における準備

１　弁護士向けマニュアルの作成
日弁連では、個人通報制度の導入後に備え、国際人権条約に基づく個人通報制度の手

続にかかるファクトシート43（No. ７/Rev. ２）を基礎に、弁護士向けマニュアルを作成
中である。

マニュアルには、すべての個人通報制度に共通する概要と９つの国際人権条約ごとの
手続について、誰を相手方として通報するのか、誰が通報者になれるのか、通報の内容
としてどのような情報が必要か、手続がどのように進行するのかなどについて記載して
いる。

このマニュアルのみで通報できるというものではないが、導入ガイド的なものとして、
利用していただきたい。

２　見解（Views） の研究
⑴　通報先例履修の必要性

日本の行政訴訟における勝訴率の低さは周知のとおりである。裁判所や行政機関に
国際水準を迫っていくのであれば、弁護士が率先して国際人権法を履修し、訴訟物と
して設定していかなければならない。また、ごく一人握りの弁護士のみではなく、全
国津々浦々の弁護士が各地の裁判所や行政機関で主張していくことが重要である。

国際人権条約の条文や一般的意見・勧告、報告制度における総括所見と比較し、個
人通報事例と各条約機関の見解は具体的であり、同種事案における直接の先例として
引用すれば、大変説得的である。

そこで、日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会では、英語が堪能であるか否
かを問わず比較的容易に内容を理解し、個別事案で活用できるよう、通報ケースごと
の和文抄録の作成を行っている。事案の概要についての時系列年表、問題となってい
る条文、争点に対する双方の主張と条約機関の見解の３部構成としている。

⑵　履修状況
従前、自由権規約委員会が見解を発出した通報事案2,000件以上のうちの600件余り、

拷問禁止委員会への通報は2011年以降に見解が発出された事案全件を含む300件余り、
その他６条約機関についてはこれまでに見解が発出された全件につき、和文抄録の作
成を終えた。

今後も新たに見解が公表された事案などについて、抄録の作成を進めていく。
⑶　８条約機関への通報事例概観

通報事案の履修により、各条約機関への通報事案の傾向、ひいては世界の人権課題
の移り変わりが理解できるようになった。

自由権規約委員会に通報が開始された1970年代は、南米における反体制派弾圧事案

43　ファクトシート（fact… sheet）とは、人権やこれに関連する話題、またそれらの権利を促進、
保護するための国際的メカニズムについて、理解を深めることを目的として、OHCHR が提供し
ている資料である。　
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が多数を占め、1980年代になって欧米諸国から社会保障における女性差別や少数民族
保護問題が通報された。1990年代前半は、中東欧の市場経済化に伴う財産回復措置の
不備が問われ、その後今日まで、移民の権利問題に関する通報が多数を占めている。

拷問禁止委員会への通報は８割方、欧米諸国における難民不認定に対するものであ
る。女性差別撤廃委員会や子どもの権利委員会にも、難民移民事例の通報が目立って
いる。

人種差別撤廃委員会には、デンマークにおける各種差別事案が通報され、障がい者
権利委員会には日常生活のさまざまな分野における障がい者差別が訴えられている。

社会権規約委員会と強制失踪委員会への通報事例はまだ少なく、今後の展開が期待
される。

３　個人通報制度の会内広報活動
⑴　会内広報活動の必要性

各地の弁護士会連合会や弁護士会においては従前より、個人通報制度や国内人権機
関の実現に向けた決議がなされているが、日常的に国際人権法に接して弁護士業務を
している弁護士は極めて少ないものと見込まれる。

個人通報制度に関わったのは、いわゆるメルボルン事件の代理人に就任した大阪弁
護士会や兵庫県弁護士会の一部の弁護士程度であり、別途、国連人権理事会の恣意的
拘禁作業部会への申立てに関わった経験のある弁護士を含めても、ごく少数と思料さ
れる。

将来の個人通報制度の実現に備えつつ、その前段階であっても、既に日本が締結し
ている国際人権条約を履修し、日常業務での活用を進めるため、日弁連自由権規約個
人通報制度等実現委員会では、各地の弁護士会連合会や弁護士会に出張しての広報活
動を実施している。

⑵　実施状況
上記メルボルン事件を担当した弁護士の所属する大阪・兵庫県両弁護士会を除く50

弁護士会の訪問を計画し、2019年４月までに、うち32弁護士会及び関東弁護士会連合
会、中部弁護士会連合会、東京三弁護士会多摩支部の訪問を終えた。

いずれも、各弁護士会連合会や弁護士会の、国際・外国人支援委員会や人権擁護委
員会の理解と協力を得て進めている。

訪問しての学習会では、個人通報制度の概要と実現に向けた日弁連の諸活動、そし
て弁護士の日常業務に直結する個人通報事例を紹介している。刑事通訳、手錠腰縄、
社会保障における男女差別、難民入管、ヘイトスピーチ、ＤＶ、障がいのある服役囚
の処遇、競売と居住権等の事案が好評を博した。

2021年度までにこの広報活動を終える予定である。
４　個人通報制度実現に向けた市民への広報活動

⑴　今日、国連の９つの主要な国際人権条約すべてにおいて、選択的な個人通報制度が
備えられている。個人通報制度において、この制度を利用し得るのは締約国の領域内
にある個人である。救済申立てのための通報を受けて、初めて手続が開始されること
から個人の主体的な行動が基礎となる。その意味で国家がはじめから関与する報告制
度などとは異なり、個人主体の個人のための人権システムといえる。それだけに、こ
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の制度の内容や必要性は社会において、認識されなければならないほか、市民にも関
心のあるものでなければならない。

⑵　しかしながら、国際人権条約の存在は了知されていても、個人通報制度の存在やそ
の仕組みを知る市民は甚だ少ない。残念ながら個人通報制度は、市民には縁遠い存在
である。

個人通報制度を日本に導入するには、この制度の導入について、その必要性を痛感
する自覚的な市民の力とその後押しが必要である。この問題は、市民にとって、普
段馴染みが希薄なだけに、市民への広報活動にはそれなりの工夫が求められる。集会
を開いたり、街頭宣伝をしながらチラシを撒いたりするといった活動も必要であろう。
しかし、これだけでは充分とはいえない。市民を取り巻く人権状況が、国際的水準と
比較してどう評価されるべきかを考え、国際人権に関わる様々な運動に関心を持ち、
これを支援していくべきである。世論形成の核となるのはこうした活動ではなかろう
か。政府の条約機関等に対する報告に対し、カウンターレポートを作るなどして、市
民の人権感覚を各条約機関に反映させていくことなど、運動方法も増えている。こう
した連携を通して国際人権にかかる世論を底上げし、市民の市民による市民のための
人権活動を国際的視野で展開していくことこそ、市民への広報活動そのものではない
だろうか。国際人権条約の果たしている大切な役割の理解やこの役割を阻害している
個人通報制度未導入への疑問が市民社会に浸透していくに違いない。

⑶　日弁連は個人通報制度の早期実現を目指して、これまで個人通報制度の実現をテー
マにした４回の市民集会を開催した。
回 開催日 場所 内容
１ 2010年１月15日 日比谷公会堂 女性差別、刑事手続、表現の自由
２ 2011年２月25日 明治大学アカデミー

ホール
メルボルン事件、選挙運動の自由、女
性差別

３ 2012年４月５日 弁護士会館２階講堂
「クレオ」

ＮＧＯ報告、パネルディスカッション

４ 2016年５月18日 弁護士会館２階講堂
「クレオ」

メルボルン事件、パネルディスカッション

⑷　必要な全国的ネットワークの構築
このような日弁連主催の各集会も開催準備には日弁連と NGO の共同作業が認めら

れたが、集会後も連携が続いたわけではなかった。市民と結合した運動という観点
に十分でないところがあったこと、日弁連が市民団体や NGO と共に継続性をもって、
運動を推進する機関も創設されなかったこと、したがって、開催内容も、日弁連並び
に市民団体及び NGO が協議して、決定したものではなかった。

４回の市民集会を経験して見えてきた課題は、このための全国的なネットワークを
構築し、運動の協議体制を組むことではなかろうか。

日弁連はこうした市民運動でどういう役割を果たせるか、検討の必要がある。
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第２　個人通報制度導入に向けて

１　個人通報制度はなぜ必要か
アメリカ独立宣言、フランス人権宣言に代表されるように、基本的人権の思想は18世

紀後半には明文化されていたが、第二次世界大戦以前には、人権問題は、原則として国
際法が規律するものではなく、国内問題（内政問題）であると認識されていた。しかし
ながら、第二次世界大戦を経験し、人権問題が国内問題であるとの認識では、集団殺戮
や人権侵害を防ぐことができず、平和も守ることもできないことから、人権を国際的に
保障していくことが不可欠であるという認識が各国の間で共有されることになった。

そして、1945年10月には国連が設立されるとともに、1948年12月には世界人権宣言
が採択された。そして、世界人権宣言でうたわれた人権保障をより具体化する作業とし
て、国連では現在に至るまで、20を超える国際人権条約が採択されてきた。

これら国際人権条約は、それぞれの条約で守られるべき人権内容を具体的に明らかに
しており、多くの国々はこれら国際人権条約を批准し、国内での条約上の権利の実現を
目指してきた。

さらに、国際人権条約が定める人権を実現するための制度として、各国際人権条約に
個人通報制度を付帯せしめて、各条約機関は条約の締約国にその導入を求めている。個
人通報制度は、これら国際人権条約で定めるいわば実体的な権利を具体的に確保する手
段として設けられたものである。個人通報制度は、国際人権条約に定める権利を絵に描
いた餅に終わらせないために設けられた、重要な人権確保のための制度なのである。日
本は、自由権規約など主だった国際人権条約８条約を批准しているが、これらに付帯さ
れた個人通報制度を一切導入していない。

導入しないことにより、国内で何が起きているのか。条約上の権利を主張しても裁判
所は、これらの主張に十分な検討を加えず、条約上の権利侵害について言及した裁判例
は極めて少ない。

個人通報制度を導入したらどうなるのであろうか。
個人通報制度は、国内の裁判などの救済手続を尽くしても権利が回復されない場合に、

条約機関に直接救済の申立てができる手続であるから、まず、国内の裁判所で救済を求
めることが前提となっている。個人通報制度が導入された場合、このように国内の裁判
段階で条約上の権利が侵害されていることが主張されなければならないことから、救済
を求める当事者は条約上の権利侵害を主張し、裁判所も条約上の権利侵害の有無を判断
することになる。すなわち、国内の裁判所は、後に個人通報されることを踏まえて条約
上の権利の侵害の有無について審理をせざるを得ないこととなるのである。

個人通報制度が導入されると、裁判官のみならず、弁護士も条約上の権利を学習し、
条約機関の解釈や先例を調べ、検討するなど、これまでと違う裁判所の在り方が実現さ
れることが期待される。また、検察官、警察官などもこれらの権利を尊重し確保するこ
とに向かうことが期待され、国会も立法に際し条約上の権利を前提とし、行政機関が条
約上の権利を確保することを念頭に法を執行することが期待できるのである。

２　なぜ、個人通報制度は実現できていないのか
そもそも、国際人権条約を批准している国が、その実現の手段である個人通報制度を
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導入しないことは道理に合わない。形だけ国際人権条約に加盟はしたが、条約上の権利
を実現するための制度の導入を認めないのであれば、国際人権条約に加盟した意味がな
いことは自明の理である。

条約上の権利の保障と国内の憲法を頂点とする国内法での権利の保障とが同一のもの
であるのであれば、条約機関の判断は屋上屋を重ねることとなると考えることもできる。
しかし、これは違う。例えば、憲法は憲法を尊重し擁護する義務を課しているが、国際
人権条約は更に進んでこれらの権利を確保する義務をも保障する。また、身体の自由及
び逮捕又は抑留の手続（自由権規約第９条）など、権利内容も憲法に比して詳細である
ことも多く、外国人の追放の制限（同規約第13条）のように憲法では必ずしも一義的に
は明確でない権利の保障がされていることも多い。更に言えば、同じ保障された人権で
も、国内の裁判所の解釈と条約機関の解釈や条約上の先例が同一とは言えない場合もあ
る。結局、憲法による保障と条約による保障が同一でない以上、条約上の権利の確保は、
人権保障にとって重要な意味を持つものなのである。

このように、人権保障上重要な制度であり、多くの国がこの制度を導入しているにも
かかわらず、なぜ、日本はその導入に躊躇するのであろうか。

第一に考えられることは、国内での人権に関連する政策や人権状況について批判され
ることへの拒絶反応ではないだろうか。このことは、報告制度により条約機関が締約国
に対して行う審査後に採択する総括所見に対する一部の国会議員らによる拒絶反応から
推察される。しかし、そもそも人権保障は国際的な監視の下に置かれなければならない
という冒頭の議論からすれば、これらの考えが失当であることは明らかである。

第二に、国連に頼らなくても、日本は日本なりの考えで人権は保障されており、個人
通報制度の導入は必要ないとの考えがあるのかもしれない。しかし、そもそも、国際人
権条約に加盟しつつ、条約上の権利を実現するための制度を導入しないことが背理であ
ることは前述したとおりである。個人通報制度を導入し個人通報の申立てがなされたと
き、締約国である日本には条約機関に対し締約国としての考えを書面で述べることが保
障されており、日本政府の立場を明確に主張することができる。更に言えば、個人通報
制度に基づき条約機関によりなされる勧告は、そもそも法的拘束力はなく、勧告された
内容をどのように実現するのかは、締約国すなわち日本国内で決めることができるので
あり、個人通報制度は締約国の主権を十分に配慮した制度なのである。

個人通報制度を導入することに躊躇する理由はないと言える。
３　改めて、個人通報制度実現に向けて

個人通報制度は、国際人権条約上の権利を実現する制度であり、本体条約を批准しな
がらその実現を具体化する個人通報制度を導入しないことが背理であることは既に述べ
たとおりである。

個人通報制度を導入しない日本に対し、多くの国々から導入を求める声が止まない。
国連人権理事会における普遍的定期的審査においても、各条約機関による締約国報告審
査においても、何度となくその導入を勧告されてきた。しかし、その都度、日本は、「人
権保障のための重要な制度である」としながら導入を検討しているとして20年以上が経
過している。

また、子どもの権利条約に付帯する第三選択議定書採択の際に、日本はその起草に参
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加しながら、この議定書をいまだ批准していない。
これらのことは、国連の加盟国並びに各条約機関からの信頼を損なうといえる状況に

も至っている。2014年の自由権規約に基づく第５回日本審査において、自由権規約委員
会委員長は、日本は同委員会の勧告に誠実に対応しているとは言えないと不満をあらわ
にした。このような事態が継続するならば、国連における日本のプレゼンスの低下は避
けられない。また、日本は各条約機関に多くの委員を送り、他国の個人通報も申立ての
審査を担当しながら、日本が個人通報制度を導入しないという事態は、日本の国連での
プレゼンスを低下させる以外の何ものでもない。南北アメリカ大陸、アフリカ大陸、ヨー
ロッパには存在する地域人権保障機構がアジアには存在しない。人権外交を標榜する日
本は、アジアでの人権の確保に向けて範を示す立場にあり、個人通報制度を導入し、国
際人権条約の活用・促進を積極的に進めることが、アジアの人権状況の改善に繋がるも
のでもある。日本にはその役割が期待されているのである。

個人通報制度を導入するのに、今やいかなる障害も見当たらない。直ちに導入するべ
きである。
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第１節　国内人権機関とは何か

第１　その概要

１　国内人権機関の意義
日本においては、人権侵害に対する救済制度として、法務省の人権擁護制度、裁判制

度、弁護士会の人権救済申立制度等が存在する。
しかし、法務省の人権擁護制度は、法務省に設置された機関であって政府からの独立

性が無く、人権救済手続を定めた法律も存在しないため、公権力による権利侵害に対し
て、十分な救済力を有しているとは言えない。また、裁判制度は、救済は主として金銭
賠償であり、人権救済の抜本的な解決に適しているとは言いがたい。そして、弁護士会
の人権救済申立制度は、公権力に対して勧告等を行うことはできるが、警察等の公権力
が調査に協力しない場合が少なくなく、有効な人権救済機関として活動できているとは
言いがたい。

そのため、公権力から独立した権限を有する人権救済機関の設立が国連及び諸外国か
ら求められており、その人権救済機関が国内人権機関である。

国内人権機関とは、1970年代以降に登場し始めた新しいタイプの人権救済機関であり、
国家機関として国内に設置するものである。

国内人権機関の設置形態としては、人権委員会のように複数の個人で構成される型（委
員会型）と、オンブズパーソンのように単独個人で活動する型（オンブズパーソン型）
とに大別できるが、その設置形態は多様である。

国際的に確立した「国内人権機関」の定義はないが、その性質として①人権保障のた
め機能する既存の国家機関とは別個の公的機関で、②憲法又は法律を設置根拠とし、③
人権保障に関する法定された独自の権限を持ち、④いかなる外部勢力からも干渉されな
い独立性を持つ機関を有する機関であると考えられている44。

２　国内人権機関の果たす機能・役割
国内人権機関には、パリ原則によって次の機能・役割が付与されるものとされている。

なお、パリ原則については、本節第２において述べる。
⑴　人権救済機能

人権侵害の被害者は、国内人権機関に対して人権救済の申立てを行うと、国内人権
機関は事実関係を調査の上、調停、勧告等の救済措置を採ることができる。

このような国内人権機関の人権救済機能については、パリ原則の「準司法的権限を
有する委員会の地位に関する補充的な原則」の中で明示されている。

この点、2012年に閣議決定され、国会に提出されたものの、その後廃案となった「人
権委員会設置法案」においても、人権委員会（国内人権機関）には、

援助（必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介等）、調整（人
権侵害行為を行った者等と救済の申出者との関係を調整）、説示（人権侵害行為をし
た者に対し、その行為についての反省を促すため、事理を説示すること）、勧告（人

44　…山﨑公士『国内人権機関の意義と役割』（三省堂、2012）３ページ
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権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきことその他被害の救済又は予防に
必要な措置を採るべきことについて勧告すること）等の人権救済に必要な措置が認め
られていたほか、調停委員会又は仲裁委員会を設置して、これらに調停又は仲裁を行
わせる機能も認められていた（なお、「人権委員会設置法案」については、本章第８
節参照）。

なお、オーストラリア人権委員会（AHRC）は、裁判所の許可を得て、人種・性別・
障がい者差別等の人権問題に関する訴訟に介入する権限を有している。また、デンマー
ク人権機関（DIHR）には、弁護士が人権侵害案件を条約機関に個人通報するに当たり、
人権委員会がその申立てを支援することが認められている。

これらの制度も、国内人権機関の人権救済機能に類するものといえる（なお、オー
ストラリア、デンマーク等、各国の国内人権機関については、本章第４節参照）。

⑵　政策提言機能
国内人権機関は、政策提言機能として、人権の保護及び促進の観点から国や地方自

治体の立法行政機関に対して、法案に対する意見、法律の改廃・立法や政策の提言等
を通じて、人権保障を制度的に進める機能が認められている。

このような国内人権機関の政策提言機能については、パリ原則の「権限と責任」の
中で明示されている。

このような政策提言がなされた場合には、提言を受けた政府・政治部門や議会は、
国内人権機関による提言を真摯に受け止め、自らの活動に反映させる責務を負うこと
になる45。

この点、大韓民国国家人権委員会（NHRCK）では、国会等に対し、多くの勧告や
意見表明がなされている。

⑶　人権教育機能　
国内人権機関は、人権教育機能として、学校や企業、裁判官・検察官・警察官・刑

事拘禁施設職員等法の適用・法の執行に携わる者、弁護士等に対して、人権教育プロ
グラムを行う機能を有する。

このような国内人権機関の人権教育機能については、パリ原則の「権限と責任」の
中で明示されている。

人権に対する侵害行為は、他者の人権に対する無理解と認識不足が根底にあること
から、国内人権機関の有する人権教育機能は、人権擁護の出発点ともいえる重要な機
能である。

この点、インド国内人権委員会（NHRC）では、政府機関等に対し、人権意識向上
に向けた活動とトレーニングを行っており、また大韓民国国家人権委員会（NHRCK）
では、人権図書館を運営し、隔月で「人権」を発行するなどしており、各国の国家人
権機関では、それぞれの国の実情に応じた人権教育がなされている。

⑷　国際協力機能
国内人権機関は、国際協力機能として、人権の保護及び促進を担う国連及び関連機

関や、他国の国内人権機関と協力する機能を有する。
このような国内人権機関の国際協力機能については、パリ原則の「権限と責任」の

45　前掲注44、60ページ
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中で明示されている。
このような機能に関連し、多くの国内人権機関は、人権条約上の締約国の義務とし

て、あるいは国際組織の加盟国として提出が義務づけられている国家報告の作成段階
で、何らかの関与をするとともに、国連人権理事会や条約機関等の国際機関と密接な
協力関係を維持している46。

この点、インド国内人権委員会（NHRC）では、国連人権理事会による普遍的定期
的審査（UPR）への積極的な参加がなされる等しているところである。

第２　国内人権機関に関するパリ原則

１　パリ原則とは
パリ原則とは、1993年12月20日に国連総会で決議された「国内人権機関の地位に関す

る原則」を指す。パリ原則では、人権保障実現のために国内人権機関が備えるべき様々
な要素について定められており、その具体的内容は以下のとおりである。

２　パリ原則が定める国内人権機関
パリ原則は、あるべき国内人権機関について⑴権限と責任、⑵構成並びに独立性及び

多様性の保障、⑶活動の方法、⑷準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な
原則、の４つの観点から定めている。以下、これらについて詳述する。
⑴　権限と責任

まず、パリ原則によると、国内人権機関には、人権を促進し、擁護する権限が付与
され、そのためにできるだけ広汎な任務が与えられるとともに、その任務は、国内人
権機関の構成及び権限の範囲を定める憲法又は法律に明確に規定されなければならな
いとされている。そして、国内人権機関は、人権を促進し、擁護するために、以下の
７つの責務を有するものとされている。
①　政府、議会及び権限を有するすべての機関に対して、人権の促進及び擁護に関

する全ての事項について、意見、勧告、提案及び報告をし、これらを公表すること。
より具体的に述べると、現行の法律や行政規定を審査し、これらの規定を人権の基
本原則に確実に適合させるために適当と考える勧告を行ったり、新しい法律の採択、
現行法の改正及び行政施策の採用又は修正を勧告したりする。他にも、人権一般に
関する国内の状況等について報告書を作成し、さらには、国内で人権が侵害されて
いる地域の状況について政府に注意を促し、そのような状況を終結させるためにイ
ニシアティブを取るよう要請し、必要な場合には政府の立場や対応について意見を
表明する。

②　当該国家が締結国となっている国際人権条約と国内の法律、規則及び実務との整
合性並びに条約の効果的な実施を促進し、確保すること。

③　国際人権条約の批准又は承認を促し、その実施を確保すること。
④　国が条約上の義務に従って、国連の機関や条約機関等に提出を求められている報

告書の準備をすること。必要な場合には、その問題について意見を表明すること。
⑤　国連及び他の国連機構の組織並びに他国の国内人権機関等と協力をすること。

46　前掲注44、63ページ



−…130…−

⑥　人権の教育や研究のためのプログラムの作成を援助し、学校、大学及び職業集団
におけるそれらの実施に参加すること。

⑦　特に情報提供と教育を通じて、そしてすべての報道機関を活用することによって、
国民の人権に対する認識を高め、あらゆる差別（特に人種差別）と闘うべきことを
宣伝すること。

⑵　構成並びに独立性及び多様性の保障
国内人権機関による人権保障を実現するためには、国内人権機関が国家から独立し、

かつ多様性を有している必要がある。そこで、パリ原則は以下のように定めている。
①　構成員について

国内人権機関の構成員は、人権の促進及び擁護に関わる社会的諸勢力の中から
多元的に選任すべきである。例えば、人種差別と闘う NGO、労働組合、あるいは、
弁護士会、医師会、ジャーナリスト協会などの専門家組織等が挙げられる。

②　財政的基盤について
国内人権機関は、活動の円滑な運営にふさわしい十分な財政的基盤を持つものと

する。そのためには、その独立に影響を及ぼすような政府からの財政的コントロー
ルに服することのないよう、国内人権機関が独自の職員と事務所を持つことを可能
にする必要がある。

③　構成員の選任について
国内人権機関の構成員に対して、独立性の確保に必要な安定した権限を保障する

ため、構成員の任命は、一定の任期を定めた公的行為によりなされなければならな
い。そして、構成員の多様性が確保されているのであれば、任期を更新することが
できる。

⑶　活動の方法
パリ原則は、国内人権機関が人権保障のために独立かつ実効的な活動をするために、

活動方法について、以下のように定めている。
①　政府からの付託か、自ら取り上げたかにかかわらず、構成員は、その権限内の問

題を自由に検討することができる。
②　権限の範囲内の事項を判断するために必要であれば、いかなる者からも聴取をし、

いかなる情報や文書をも入手することができる。
③　国内人権機関の意見及び勧告を公表するため、直接又は報道機関を通じて、世論

に働きかけることができる。
④　定期的に、又は必要な場合はいつでも、正式な招集手続を経た上、すべての構成

員の出席の下に会合を開く。
⑤　必要に応じて構成員によるワーキンググループを設置し、国内人権機関の機能の

履行を補助するため、地方又は地域事務所を設ける。
⑥　管轄の有無にかかわらず、人権の促進及び擁護を責務とする組織（オンブズマン

及び同種の機構等）との協議を継続する。
⑦　人権の促進及び擁護、経済的・社会的な発展、人種差別主義との闘い、被害を受

けやすい集団（子ども、移住労働者、難民、身体的・精神的障がい者）の擁護を行
うとともに、専門分野に取り組んでいる NGO との関係を発展させる。
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⑷　準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則
国内人権機関は、純然たる司法機関ではない。しかし、パリ原則は、人権保障のため、

国内人権機関に対して、個人あるいは NGO 等の団体からの申立に基づいて、個別の
人権問題について申立内容を聴取し、検討する準司法的権限を与えるべきとしている。
具体的には、以下のような内容が挙げられる。
①　調停を通じて友好的な解決を追及すること、又は、法律に定める制限内で拘束力

のある決定を求めること。
②　申立を行った当事者に対し、その者の権利や利用可能な救済方法を教示し、その

利用を促進すること。
③　法律に定められた制約の範囲内で、申立内容を審理し、又は ,
それらを他の権限ある機関に付託すること。
④　ある法律、規則及び行政実務が、申立人の権利に問題を生じさせていた場合、そ

れらの修正や全面改正を提案するよう、権限のある機関に勧告を行うこと。
３　まとめ

このように、パリ原則は、各国の人権保障を実効的なものにするために、国連加盟国
に対して、国内人権機関の設置を求めるとともに、その権限や構成等について詳細に定
めている。そして、このパリ原則は、日本にて設置すべき国内人権機関の根幹を指し示
すものと言える。
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第２節　日本の人権状況は国内人権機関を必要としている

第１　子どもへのいじめ、体罰、虐待

１　子どもの権利侵害の現状
日本は、子どもの権利条約を1994年に批准して発効した。これにより日本政府は、条

約に規定された子どもの権利を国内において実現する義務を負っている（第４条）。
ところが、文部科学省によれば、2017年度のいじめの認知件数は414,378件、1,000人

当たり30,9件であり、認知件数及び1,000人当たりの認知件数は共に増加傾向にある47。同
じく文部科学省によれば、2017年度に体罰の被害児童生徒数は1,347人、体罰を原因と
して懲戒処分された教職員は585人であった47…48…49。

また、警察庁によれば、2018年に、虐待を通告された児童数は80,252人と統計を取り
始めた2004年以降増加傾向にあり過去最高である。また、児童相談所等へ保護された児
童数も4,571人で年々増加傾向にある50。

いじめ、体罰、虐待は、子どもの生命、生存及び発達に関する権利を著しく侵害して
おり、子どもの生きる希望を奪い命が失われる現状が今日も続いている。

２　いじめ
⑴　大津いじめ自殺事件

2011年10月11日、滋賀県大津市内で当時中学２年生だった男子生徒がいじめを苦に
して自殺をした（いわゆる「大津いじめ自殺事件」）。2019年２月19日、大津地方裁判
所は、男子生徒が同級生からのいじめを原因に自殺したとして、損害賠償請求を一部
認容した（控訴審係属中）。訴訟提起から実に６年が経過していた。

加害生徒らと男子生徒は、仕掛ける側と仕掛けられる側、「いじる」側と「いじられる」
側という役割が固定化され、遊びという名の下に、男子生徒を床に倒して首を絞めた
り、顔面を殴打したり足蹴にしたり、転倒させてその頚部を踏み付けたり、インク芯
を切断して男子生徒の筆箱等をインクまみれにしたり、スポーツバックにチョークの
粉を大量に振りかけたり、制汗スプレーを使い切るまで吹き付けたり、テスト成績カー
ドを破ったりと、友人間のいたずらの域を大きく逸脱する行為を行った。そして、加
害生徒らは、男子生徒の自宅を訪問して男子生徒の財布を隠したり、漫画本や時計を
持ち去ったりした。

判決では、加害生徒らの一連の行為の積み重ねは、男子生徒に、希死念慮を抱かせ

47　文部科学省　平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果
について　http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/10/1410392.htm

48　文部科学省　平成29年体罰に掛る懲戒処分等の状況一覧（教育職員）（平成29年度）
　http ://www.mext .go . jp/component/a_menu/educat ion/deta i l/__ icsFi les/af ie ld f i

le/2018/12/25/1411825_04.pdf
49　文部科学省　体罰の実態把握について（平成29年度）
　http ://www.mext .go . jp/component/a_menu/educat ion/deta i l/__ icsFi les/af ie ld f i

le/2018/12/25/1411826_10.pdf
50　警視庁　平成30年における少年非行、児童虐待及び子どもの性被害の状況
　https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html
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るに足りる程度の孤立感・無価値感を形成させ、さらに、加害生徒らとの関係からの
離脱が困難であるとの無力感・絶望感を形成させ、自殺するという生命侵害との関係
において、違法な権利侵害行為に当たるとした。

⑵　いじめ防止対策推進法
大津いじめ自殺事件は、いじめの残酷さもさることながら、教育委員会等の対応が、

いじめの事実を隠蔽したとの報道がされ社会問題化した。教育再生実行会議は、社会
総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整備する法律が必要と
の提言がされた。その提言を受け、2013年９月、いじめ防止対策推進法が施行された。

いじめ防止対策推進法は、大津いじめ自殺事件において第三者委員会が大きな成果
を上げたことを踏まえて、第三者性のある組織を重要視し、異なったレベルで複数
の組織の設置について規定している。すなわち、いじめ防止等に関係する機関団体で
構成するいじめ問題対策連絡協議会（第14条第１項）、教育委員会の附属機関として
の組織（第14条第３項）、担任等がいじめ問題を抱え込まず、いじめを複数の教職員、
専門家等で組織的に迅速かつ的確に対策する組織（第22条）、学校の設置者等の下に
重大事態に掛る調査を行う組織（第28条第１項）、自治体の長の下に重大事態の再調
査を行う組織（第30条第２項、第31条第２項）である。

しかし、自殺等の重大事態が発生した場合、学校の調査結果に遺族が納得できず、
第三者委員会による調査開始までに１年４か月を要した事例51、遺族が第三者委員会
に対する不信感を示す事例52、常設の組織でないことから調査主体の人選が遅滞して
調査開始が遅れた事例などもある。

重大事態の調査を学校や教育委員会の下に設置された組織が行うのでは、調査主体
の選任権を調査される側が持つことになる。また、調査ごとに設置される組織では、
調査の手法、技術、早さなどのレベル向上は見込めない。そのため、常設の子どもの
ための第三者機関による調査が期待されるところである。

３　体罰
体罰は、学校教育法第11条で明確に禁止されている。しかし、学校での教職員から児

童生徒に対する体罰がなくなることはない53。体罰は、授業中に行われることが多いが、
部活動において顧問の教職員が、指導の名の下に、児童生徒に対する体罰、暴言を行う
ことがあり、児童生徒を追い詰める事態が起きている。
⑴　大阪市立高等学校バスケットボール部体罰自殺事件

2012年12月23日、バスケットボール部顧問の教職員から、体罰を受けたバスケット
ボール部キャプテンの男子生徒（当時17歳）が、制服のネクタイで首つり自殺をした。

顧問の教職員は、男子生徒がバスケットボール部のキャプテンに就任した後、指導
の過程で、度々、特に厳しく叱責し、平手で顔面等を殴打したりするようになった。
男子生徒は、自分に落ち度はなく、顧問の指導を理不尽に感じていた。顧問は、男子

51　鹿児島県渥美市　第三者調査委員会調査報告書（平成30年12月）
　https://www.city.amami.lg.jp/somu/daisansyaiinkai3.html
52　ＮＨＫ　ＮＥＷＳＷＡＴＣＨ９　2018年10月25日　いじめ　第三者委員会　不信感抱く遺族

も・・・実態は
　https://www9.nhk.or.jp/nw9/digest/2018/10/1025.html
53　前掲注49　
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生徒がこぼれ球に飛び付き捕球しなかった、やる気が感じられない、捕球を失敗した
などとして、顔面や頭部を殴打する暴行を加えた。また、試合中に、男子生徒の顔面
及び頭部を平手で立て続けに十数回殴打する暴行を加え、傷害を負わせた。男子生徒
は、顧問からの体罰 ･ 暴言により精神的に追い詰められ自殺した。

当時の大阪市長が体罰を容認したともとれる発言をし、また同校の入試が中止され
る事態となり、部活動での「指導」名目の体罰に社会の注目が集まった。

⑵　宮崎県立高等学校女子柔道部体罰事件
女子柔道部顧問の教職員は、2012年頃まで、複数の柔道部員に対し、長期間にわた

り、その都度、複数回、平手で叩いたり、足で蹴ったりする激しい暴行を加え、ある
女子生徒には３か月の加療を要する傷害を負わせた。

⑶　…「指導」名目の体罰の背景
部活動での「指導」名目の体罰については、指導者自身が体罰を受けてきた経歴が

あったり、上意下達関係が形成され、体罰が容認される人間関係が構築されていたり、
成績至上主義で部活動の教育目的がおざなりにされているなど、体罰が容認されてい
る面がある。体罰は、暴行・傷害であり、子どもの尊厳、身体の不可侵性を傷つける
行為であって、教育の手段ではない。体罰で、子どもを制圧すれば、子どもは「大人」
の意見に従うほかなく、子どもは自己の尊厳、身体の不可侵性を傷つけられ、意見を
形成する能力が抑制される。

体罰防止のためには、教職員への子どもの権利についての教育・啓発を進める必要
があるが、国内人権機関は、人権教育の役割を担うことになる。

４　虐待
子どもに対する虐待の認知件数は、増加傾向にある。児童相談所は、子どもの権利を

擁護するため、援助機能、相談機能、一時保護機能、措置機能が与えられている。しか
し、児童相談所の関与がありながら、虐待により子どもが死に至る悲惨な事例が発生し
ている。
⑴　目黒女児虐待事件

2018年３月２日、当時５歳の女児が死亡した。養父と実母は、保護責任者遺棄罪で
起訴されている。厚生労働省54によれば、女児は、2016年12月、傷、こぶがあることから、
養父による虐待が疑われ、児童相談所により一時保護をされていた。また、2017年
３月にも、養父からの虐待が疑われ一時保護された。児童相談所は、医療機関等から、
虐待が疑われる傷やあざがあったことや、暴力が繰り返されていることから、保護者
の同意なしの施設入所等の措置のための手続（児童福祉法第28条の申立て）を検討す
べきとの提案を受けていた。しかし、児童相談所は、医療関係者や弁護士等の専門家
に相談せず、発生原因や受傷時期が特定出来ないこと等を理由に申立てをしなかった。
また、２回の一時保護はいずれも養父からの虐待が疑われていたが、実母の指導は継
続したが、養父に対する指導は十分行えていなかった。養父についで実母、女児も転
居したが、転居先の児童相談所への情報の引継ぎが不十分で緊急性・重症度を踏まえ
た引継ぎが行われなかった。転居先の児童相談所は家庭訪問をした際、実母の拒否に

54　厚生労働省　社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会
　子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173329_00002.html
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より女児を確認できなかった。市町村の担当者が小学校を訪問したが女児を確認でき
なかったので、2018年２月、家庭訪問を行おうとした際、児童相談所がまずは家庭訪
問を行う予定であることを伝え待機を要請した。その後、市町村と児童相談所の役割
の見直しは行われず、女児は2018年３月２日に死亡した。児童相談所も市町村も、虐
待を把握しながら女児を助けることができなかった。

東京都は、2019年４月１日、全国に先駆けて保護者による体罰を禁止する東京都子
供への虐待防止等に関する条例を施行した。また、国会では2019年６月19日、しつけ
としての体罰を禁止する児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）の改正が
成立した（未施行）。

⑵　千葉県野田市女子児童虐待事件
2019年１月、千葉県野田市内で小学４年生の女子児童が死亡した。女子児童の父母

は、女子児童に対し、食事を与えず冷水のシャワーを浴びせる等暴行を行い死亡させ
たとして、傷害致死罪等で起訴されている。

女子児童は、小学校で行われたアンケートで、父親から虐待を受けていることを記
載し、教職員に助けを求めていたが、それが記されたアンケート用紙のコピーを、野
田市教育委員会は女子児童の父の要求に屈して渡していた。

また、児童相談所は、女子児童を一時保護したが、父から女子児童が書いたという
文書を見せられた。児童相談所は、女子児童と面接し、女子児童が書いた文書は、父
から母へ送信されたメールを書き写したものであることを知っていた。にもかかわら
ず、父の待つ自宅に帰宅させる設置を採った。

学校も児童相談所も、女子児童を助けるために、機能しなかった。
⑶　機能不全の解消

児童相談所も自治体の福祉担当者も、人材の不足や虐待案件の増加でひとりひとり
の子どもに目が届かなくなっている。縦割り行政を是正し、それぞれの制度を生かす
ための政策提言をするために国内人権機関が必要である。

５　自治体の子どもの権利救済機関
日本の地方自治体には、子どもの権利条約の批准を受け、子どもの権利救済を目的と

した権利救済機関を設置している自治体が僅かながらある。兵庫県川西市の子どもの人
権オンブズパーソンや神奈川県川崎市の人権オンブズパーソン等である。いくつかの自
治体の子どもの権利救済機関では、子どもからの権利救済の申立を受け、事実関係を調
査し、調整、勧告等により、子どもの権利の救済を行っている。

しかし、子どもの権利委員会が2019年２月１日に採択した総括所見では、地方レベル
で33の子どものためのオンブズパーソンが設置されていることに留意しながらも、これ
らの機関が財政面及び人事面の独立性並びに救済機構を欠いていることを指摘している。

日弁連国内人権機関実現委員会が2017年に実施した子どもの権利救済機関について
のアンケートでも、教育委員会に所属しているため第三者性、独立性に疑念がある機関
や、権利擁護委員を選任する際に選任者の意向が反映するため、人事面の独立性が確保
されていない自治体があった。また、予算面は、権利救済機関が予算要求するのではな
く、自治体の所属部に割り当てられる予算で運営している自治体が多かった。

それでも、子どもの権利救済機関がある自治体では、子どもの権利相談、救済活動、
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権利教育、政策提言等を行っており、子どもの権利の実現に貢献している。しかしこれ
は、都道府県市町村特別区計1,794自治体のうち33自治体であり、全体の1.8％の自治体
にしか過ぎない。

６　子どもの権利委員会の総括所見
子どもの権利委員会は、日本に対し、子どもによる苦情を子どもに優しい方法で受理

し、調査しかつこれに対応することができる、子どもの権利を監視するための具体的機
構を含んだ、人権を監視するための独立した機構を迅速に設置するための措置とパリ原
則の全面的遵守が確保されるよう、資金、任務及び免責との関連も含めて監視機関の独
立を確保されるための措置を求めた。

また、子どもの権利条約の実施関連のすべての活動を調整するための明確な任務及び
十分な権限を有する適切な調整機関、すべての子ども及び条約のすべての分野を対象及
び監視するための機構を設置すべきである旨を再度勧告した。

国内人権機関が設置された場合、子どもの権利を専門に取り扱う部署を設けるべきで
ある。そして、子どもの権利を実現するために、国内人権機関は不可欠であり、早急に
設置することを求める。

第２　女性差別、セクハラ、ドメスティックバイオレンス

１　女性差別解消に向けて国内人権機関が必要であること
女性差別の問題は非常に多岐にわたり、立法、行政、司法の各分野において、差別解

消に向けた取組が十分に行われている状況にはない。先進国の国際基準からして日本の
女性差別の解消への取組は大幅に遅れている。この現状を改善すべく、国内人権機関が
是非とも必要である。

以下においては、女性差別の問題の中から、国内人権機関による関与が必要であると
考えられるいくつかの問題について述べる（後記２）。また、女性が被害者となること
の多いドメスティックバイオレンスの問題についても述べる（後記３）。

２　女性差別の問題とその改善状況について
⑴　差別的な法律の存在とあるべき立法の欠如

①　差別的法律
女性のみに６か月間の再婚禁止期間を定める民法第733条について、2015年12月

16日の最高裁判所大法廷判決において、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分
は合理性を欠くとして、憲法第14条第１項及び同第24条に違反すると判断されたこ
とを受け、再婚禁止期間を100日間に短縮する法改正がなされた。しかし、依然と
して100日間については再婚禁止期間が設けられており、女性のみにかかる禁止期
間を設けることは必要最小限にしてやむを得ないとは言えず、再婚禁止期間自体を
撤廃するべきである。この点については、自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員
会から繰り返し勧告されているところである。

また、夫婦同氏強制を定める民法第750条については、憲法が定める個人の尊厳、
婚姻の自由、平等権（憲法第13条、同第24条）及び女性差別撤廃条約第16条第１項
に反するものであり、女性差別撤廃委員会からは「女性が婚姻前の姓を使用し続け
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られるよう婚姻したカップルの氏の選択に関する規定を改訂すること」という勧告
を受けている。しかし、女性差別撤廃条約の定期報告において政府は選択的夫婦別
氏制度を含む民法改正案が「政府内部及び国民の間にさまざまな意見があり国会に
提出することができなかった」と政権内部や世論に依拠する見解を述べるのみであ
り、法改正に向けた動きはない。…

このように、差別的立法が存置されている状態にある。
②　あるべき立法の欠如

以上のような差別的立法が存在する一方で、差別解消のためのあるべき法律は欠
如している。例えば、日本の国内法においてそもそも男女差別を禁ずる基本法がな
く、男女共同参画社会基本法においても差別に関する定義規定を欠いている。これ
に関して女性差別撤廃委員会からは繰り返し勧告がなされているものの、政府は依
然として女性差別撤廃委員会の勧告に正面から回答せず、立法の動きもない。

⑵　政治的及び公益活動への参加の低さ
2018年12月19日、世界経済フォーラムにより発表された「ジェンダーギャップ指数」

において、日本は前年度より更に順位を下げ、総合ランクで149か国中110位、G7各
国中最下位となった。この指数は、女性の地位を、経済、政治、教育、健康の４分野
でランク付けするものであるところ、日本の政治分野の地位は125位で、４分野の中
でも特に低い順位であった。女性の政治参加は、あらゆる分野における女性の地位向
上のための必須の条件であるが、日本においては政治分野への女性の関与が著しく欠
けている。政府は、第４次男女共同参画基本計画において、政治分野における女性の
参画拡大が重要であるとして、衆参両議院の候補者に占める女性の割合を2020年には
30％とする目標を設定し、政府が政党に働き掛ける際に、政府として達成を目指す努
力目標であるとしているものの、クオータ制などの実効性のあるポジティブアクショ
ンの法制化あるいは義務付けなどは行われていない。実行可能な範囲での目標設定に
とどまらず、国際基準に則った提言をすることが必要とされている。

⑶　教育における差別
日本は男女合わせて95％以上が高等学校へ進学をする中、大学や大学院への進学率

は男女格差が大きく、また専攻の男女差も大きい。
2018年、大学の医学部の不正入試に係る調査の過程において付随する形で、入学

試験において、女性受験者等に対し、一律に減点するなどの不正な得点調整がなされ
ていることが明らかになった。これを受けて文部科学省は、医学部医学科の入試に関
連して緊急調査を行い、その結果、入学試験における不適切な事案等が多数指摘され、
３大学が性別により取扱いの差異を設けた不適切な事案として、１大学が不適切であ
る可能性の高い事案として指摘された。受験生にとっては、早期の解決が望まれると
ころ、事案の解決のために調査権限等を有し、紛争解決機能を果たす人権機関が望ま
れるところである。

⑷　雇用における差別
①　男女の賃金格差

日本における女性の雇用者数及び雇用者総数に占める女性割合は、増加傾向にあ
る。2017年の日本の就業者数は女性は2,859万人、男性は3,672万人である。生産年
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齢人口（15～64歳）の男性は20年以降減少が続いているが、生産年齢人口の女性
は2013年以降増加している。生産年齢人口の就業率は近年男女とも上昇しているが、
特に女性の上昇が著しく、2017年には15～64歳で67.4％、74.3％となった55。しかし、
男女間賃金格差は依然として大きく、2017年の女性一般労働者（「一般労働者」と
は、常用労働者のうち「短時間労働者」以外の者をいう。）の賃金は、男性一般労
働者の賃金の73.4％、そのうち正社員・正職員に限定して比較しても75.7％に止まっ
ている。また、全女性労働者の55.8％は非正規労働者（パート・アルバイト、派遣、
契約、嘱託、その他）であり、一般労働者より相対的に賃金は低い。女性短時間労
働者（常用労働者のうち１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は１週の
平均労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者）の平均所定内賃金は、男性一般
労働者（351.1千円）の53.5％にしかならない56。このような男女の賃金格差は雇用
形態の相違によるところが大きいものである。

②　同一価値労働同一賃金の実現の必要性
雇用形態により、同じ価値ある仕事をしながら賃金その他処遇に差を設けること

は、事実上女性に対する間接差別であり、こうした雇用形態による差別が解消され
なければ、女性の雇用機会の保障や均等待遇は進まない。

日本政府は、同一価値労働同一賃金について規定した複数の条約を批准している。
具体的には、ILO 第100号条約「同一価値の労働についての男女労働者に対する同
一報酬に関する条約」、社会権規約（第７条⒜⑴）、女性差別撤廃条約（第11条第１
項）である。日本政府は、上記各批准の際、同一価値労働同一賃金の原則については、
男女同一賃金の原則を規定した労働基準法第４条により満たされているとして、何
らの留保もなくこれらを批准し、新たな立法措置は必要ないとの見解を示している
が、上記各条約の批准から30年余りが経過した現在においても、労働基準法には同
一価値労働同一賃金の原則を明文化する規定はないばかりか、解釈による同一価値
労働同一賃金の原則の確立すら全く出来ていない。

そこで、条約の実質的執行を実現すべく、法律上、同一価値労働同一賃金原則を
明定する、既存の法律における均等処遇要件を緩和するなどして法律の実効性を確
保する、労働者が差別是正を求める際に差別の合理性立証責任は使用者側に負わせ
る、監督機関による職権調査を認める、労働者が利用しやすい救済制度を整備する
などが検討されるべきである。

③　妊娠・出産に伴うハラスメント
2006年の男女雇用機会均等法改正において、妊娠・出産等を理由とする不利益取

扱いの禁止規定や母性健康管理に関する事業主の義務違反等について、紛争援助や
制裁の強化が盛り込まれたにも拘わらず、「マタニティ・ハラスメント」が社会問
題化するなど、依然として妊娠・子育てをする女性が働き続けることが困難な状況
にある。

2014年10月23日最高裁判所判決は、女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転

55　内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書　平成30年版」http://www.gender.go.jp/about_　
danjo/whitepaper/h30/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html

56　厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」雇用形態別・https://www.mhlw.go.jp/toukei/
itiran/roudou/chingin/kouzou/z2018/dl/06.pdf



−…139…−

第３章　国内人権機関

換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第９条
第３項の禁止する取扱いに当たり、例外的に同項の禁止する取扱いに当たらないこ
とについては使用者に事実上の立証責任があるとの画期的な判断を示し、今後、当
該判決の実務への影響が期待される。

⑸　固定的性別役割分業意識の変革
日本には性別に基づくステレオタイプや偏見により、社会的・文化的にも女性差別

が根強く残っている。この偏見が解消されない原因は偏見を許容する風潮、メディア、
教育などによるところが大きい。公人の差別発言、例えば、集団強姦は元気で正常な
証拠であるという太田誠一元衆議院議員発言（2003年６月）、柳沢伯夫元衆議院議員
の女性は産む機械発言（2007年１月）、同性愛者はどこか足りないとの石原慎太郎元
東京都知事発言など枚挙に暇がない。2014年６月には東京都議会において、塩村文
夏議員が妊娠・出産・子育て支援策に関わる質問中に複数の男性議員らが「自分が結
婚しろ」「産めないのか」などのセクハラ野次を飛ばしたことが大きな問題となった
が、これらの発言を行った議員らの法的責任は追及されず、公人の差別発言が野放し
になっている。メディアにおいても、男性が働き女性が家を守るという片働きを前提
としたテレビ番組やコマーシャルが数多く生産され続けている。あるいは、夫婦共働
きが前提でも、家事・育児を分担するのは女性のみのイメージのものが多い。

女性差別撤廃委員会は、直近の日本政府報告に対する総括所見において、「差別的
なジェンダーステレオタイプを撤廃するよう、教科書や教材を見直すこと」と勧告した。

しかし、政府による改善に向けた対応が見られない。それどころか、2011年に主要
自治体の教育委員会で採択され、現在も多く学校で使用されている育鵬社版公民教科
書には、「育児・家事に専念する専業主婦という形も、家族の協力のひとつのあり方
です。一方で職業をもつ女性には、家族が協力して家事の負担がかかりすぎないよう
にすることも大切でしょう。」などと、固定的性別役割分担を肯定的に捉えて女性に
対する家族的責任の不平等な分担を温存・助長することに繋がりかねない記述が見ら
れる。

そこで、政府の取組は尊重しつつ、政府から独立した機関が、国際人権法に依拠し
た人権教育を企画し、実施することも重要である。

⑹　保健の分野における差別
刑法は、すべての人工妊娠中絶を処罰の対象としており、日本政府は堕胎罪の規定

を廃止しない意思を表示している。母体保護法第14条が堕胎罪の違法性阻却事由を定
めるも、夫の同意を要件としている。そのため夫が中絶への同意を拒否した場合には、
女性が望まない妊娠の継続・出産を意に反して強いられることになる。

また、安全な中絶へのアクセスについては、政治的関心が寄せられず、人工妊娠中
絶については、原則として医療保険の対象にはならないため、初期中絶でも10万円程
度の負担が必要であり、貧困者や若者には負担が困難である。また、中絶方法につい
ても、掻把法が中心であり、世界保健機関等で推奨されている吸引法はあまり普及せ
ず、また中絶のための薬剤については厚生労働省に承認されていないため利用ができ
ず、その点でも安全な中絶サービスへのアクセスが厳しく制限されている。

⑺　経済的及び社会的給付における差別
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母子家庭の母の相対的貧困率は、2016年において母子世帯のうち37.5％が年間所得
額200万円未満であり、45.1％が生活を「大変苦しい」と感じている。一方、2002年に
児童扶養手当法による支給基準が改正された結果、多くの母子家庭で受給金額が下が
ることとなった。当該改正について日本政府は、母子家庭の就労を促進し自立を促す
改正であったとしているが、その就労促進の実効性については調査すらされていない。

また、法律上の婚姻をせずに子どもをもうけた「非婚の母」には、所得税法上の所
得控除の一つである「寡婦控除」は適用されず（配偶者と死別した女性、配偶者と離
別した子を持つ父母にのみに適用）、経済的に不利な立場に置かれている。これを問
題とする一部の地方自治体は、非婚の母の収入に基づいて決まる保育園の保育料や公
営住宅の賃料の算定等において、母の所得を算定する際に寡婦控除の適用があったも
のとする「みなし適用」をして、その差別的取扱いによる影響を減らすように努めて
いる。しかし、日本政府には、寡婦控除を定めた所得税法を改正する予定はない。

⑻　災害時における差別
災害弔慰金の支給等に関する法律により支給される災害弔慰金の額は、生計の主た

る維持者とその他の者との間に金額にして２倍の差がある。生計の主たる維持者の
大半が男性であることから、弔慰金の額について男女の格差をもたらしている。また、
同法による災害援護資金の貸付けも、世帯主が対象であることから、実質的には男性
が対象となっていると言わざるを得ない。

これらは、被災者生活再建支援法でも同様であり、被災者生活再建支援金の支給は
世帯主に限られており、実質的には男性のみが対象となっている。

また、夫を世帯主とする住所から住民票を動かせずに逃げているドメスティックバ
イオレンス等の被害者の受給が困難になった問題も発生しており、改正が望まれる。

⑼　高齢女性
2015年における日本の高齢化率（65歳以上の人口割合）は26.6％に達し、男性は人

口の23.7％、女性は人口の29.4％が65歳以上となっている。65歳以上の人口の59.7％
を女性が占めている。相対的貧困率については、統計上の手法により結果が異なるも
のの、いずれの調査においても相対的貧困率が相対的に高いのは65歳以上の世帯や単
身世帯（主に単身高齢者世帯）、大人１人と子どもの世帯であり、過去10年において
相対的貧困率は上昇している57。高齢者に占める女性の割合が高いことからしても高
齢女性の貧困は深刻な問題である。

離婚後の女性の年金確保のために、2007年に年金の分割制度が導入されたが、2008
年以前の年金の分割については他方配偶者の同意若しくは家庭裁判所での審判が必要
である。そのため、日本における離婚の９割を占める協議離婚では、年金分割制度が
広く普及するまでには至っておらず、さらに、既に離婚している女性には適用がない。
今後も、現役世代の男女の賃金格差も大きいことから、将来的に高齢女性の貧困化が
進んでいくと思われる。にもかかわらず、この解消に向けた実効的かつ具体的な施策
が明確になっていない。

３　ドメスティックバイオレンスなど女性への暴力
内閣府男女共同参画局による調査（無作為抽出の全国20歳以上の結婚したことのある

57　厚生労働省…「相対的貧困率等に関する調査分析結果について」
　https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp151218-01_1.pdf
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男女5000人）によれば、女性はすべての年代で25％を超えてドメスティックバイオレン
ス（身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要）被害経験がある58。さらに被害
者の女性のうち15.0％が命の危険を感じたことがあると回答している。これに対する加
害者処罰等について、保護命令違反や傷害罪の規定は存在するものの、処罰件数は極め
て少なく、具体的事案で適正に運用されているかは疑問であり、また被害弁償も適正に
運用されていない。また、内閣府による上記調査によれば、女性の9.7％が配偶者から
性的行為を強要されていることが示されている。しかし、夫による強姦は、婚姻関係が
破たんしている場合を除き、加害者が処罰されることはほとんどなく、同居中の夫から
の強姦を有罪とした判決は見当たらない。

ドメスティックバイオレンスの被害者の救済に関しては、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）に基づく保護命令のうち退去命令
については、退去期間が２か月であり、再度の申立てが認容されるためには被害者がそ
の責めに帰すことができない事由によって転居できないこと等が要件とされており（同
法第18条）、あくまでも「被害者」が退去するための準備期間と位置付けられ、解釈・
運用されているため、被害者の中長期にわたる救済、支援が不十分となっている。外国
人のドメスティックバイオレンス被害者への対処については、一定程度の通訳養成や在
留資格への配慮がされているものの、更なる多言語情報の発信と活用、相談・支援にお
ける通訳体制の確立が求められる。また、2012年７月から入管法が施行され、配偶者と
しての活動をしていないことについて正当な理由がない場合には、在留資格が取り消さ
れることになった。ドメスティックバイオレンス被害については正当な理由と解釈され
ているが、ドメスティックバイオレンスについて適切に認定されないこともあり、外国
籍被害者は在留資格の取消しにおびえて被害申告や離婚手続に踏み切れない事例もある。

そもそも政府公表資料では、ドメスティックバイオレンスの実態把握が十分なされて
いない。特に、子どもを視野に入れたドメスティックバイオレンスの実態把握が全くな
されていない。ドメスティックバイオレンスの被害について、子どもの心身に対しても
暴力が振るわれた場合、又は子どもに暴力は振るわれていなくとも子どもが覚知できる
状況で暴力が振るわれた場合等、子どもの虐待とドメスティックバイオレンスの関係も
実態が把握できていない。政府のドメスティックバイオレンスの根絶対策が子どもへの
被害、影響等の視点からなされていない。外国人、障がい者等に関する調査もなされて
いない。更なる実態の把握がなされることにより、ドメスティックバイオレンス根絶の
視点から効果的な意識啓発及び根絶対策が実施される必要がある。

４　小括
以上述べたほか、あらゆる女性差別の多岐にわたる問題において、国内人権機関に期

待される役割は非常に大きい。

第３　障がい者の人権状況とその調査救済

１　障がい者差別禁止法制
⑴　障害者権利条約を批准する際の国内法整備として「障害を理由とする差別の解消の

58　内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査（平成29年度調査）」http://www.
gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h29danjokan-4.pdf
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推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）を制定したが、障がいを理
由とする差別が禁止された国家機関は行政機関のみであり、司法機関・立法機関につ
いての国内法整備は未了である。

障害者基本法には、司法手続における意思疎通に関する配慮の規定があるが、同法
は障がい者施策の基本を定めるものであり、具体的な権利義務を創設するものとまで
は言えない。また、最高裁判所・衆議院・参議院は内部指針としての対応要領を定め
たが、対象が事務職員にとどまり、司法手続や国会審議手続における合理的配慮義務
を含む差別禁止は念頭に置かれていない。

司法手続においても合理的配慮義務及び手続上の配慮義務が明文規定とされなけれ
ば、障がいの特性に応じた配慮の不提供が違法な手続であることが明確とならない。
国会の審議手続において、障がい当事者の参考人招致が取り消された事例も発生して
いる。

⑵　障害者権利条約は、民間事業者による障害のある人に対する合理的配慮の提供を法
的義務としているが、障害者差別解消法は、民間事業者の合理的配慮を法的義務でな
く努力義務にとどめている。しかし商品購入や交通・建物の利用など日常生活や社会
生活において、民間事業者との関わりは広範であり、この場面で努力義務にとどまれ
ば、差別解消の趣旨は全うされない。

⑶　障害者差別解消法では、民間事業者の差別を解消するため、事業分野ごとに主務大
臣がガイドラインとしての対応指針を定め、行政指導の権限を有している。対応指針
では、相談窓口が定められ、相談受理は行政指導発動の端緒となる。しかし、縦割り
行政の弊害から、相談窓口は事業分野ごとに異なっており、しかも、障がいのある人
にとって極めて分かりづらい。

障害者差別解消法では、「相談及び紛争防止等のための体制の整備」を定めている。
しかし、相談を含む紛争解決の仕組みについて新たな機関の設置はなく、地方公共
団体に紛争解決を丸投げしていると言ってよい実態である。地方公共団体によっては、
条例を定め、相談を含む紛争解決の機関を設けているところもあるが、その数は極め
て僅かである。国による機関設置を含む国による法整備が急務である。

障害者差別解消法は、縦割り行政の弊害（たらい回し）防止の趣旨で、障害者差別
解消支援地域協議会の定めを置いている。しかし、設置は任意である上、関係機関の
あくまで協議の「場」として位置付けられ、紛争の解決（救済）を行う機関ではない。

⑷　以上のような障害者差別解消法を巡る日本の現状を踏まえると、①立法機関や司法
機関による障害者差別を禁止する立法、更には、②民間事業者による合理的配慮の提
供を法的義務とするような立法を勧告でき、また個別の差別事案について事実関係を
調査し、調停、勧告等の救済措置を採ることができる国内人権機関が必要である。

２　精神科強制入院
⑴　日本政府は、2004年９月に、社会内での受入条件が整えば退院可能な者（約７万人）

については、10年後の解消を図る旨の基本方針を公表したが、今なおそのようないわ
ゆる社会的入院の状態にある者が約５万人おり、解消されていない。

精神障がい者のための予算のうち、医療費が約97％、地域生活支援のための費用は
わずか3％程度である。日本の精神病床は世界的に見ても突出して多く、入院期間も
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世界的に突出して長い。これらの背景には、1950年代から1990年頃をピークに、精神
科特例や病院設立のための補助金を設けるなどして民間の精神科病院を多数造らせた
政策の結果、公的にコントロールできなくなったという背景がある。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（以下「精神保健福祉法」という。）には、

都道府県知事が行う措置入院と、私人である精神科病院管理者が行うことのできる医
療保護入院という強制入院制度があり、いずれも「精神障害者」であることが要件と
されている。措置入院では自傷他害の「おそれ」が要件とされており、精神障がいの
ない人よりも容易に人身の自由を制限することができる。

⑵　日本では、任意入院者も含めその半数以上が終日閉鎖処遇とされている。
外部交通についても、終日閉鎖にもかかわらず電話が設置されていない病棟があり、

家族以外の面会を制限する場合も多い。
隔離・身体拘束も多用され、特に近年大きく増加しており、2006年から必須となっ

た行動制限最小化委員会による評価や一覧性台帳の整備が機能しているとは言い難い
状況にある。また、日本には精神科医療における隔離・身体拘束についての期間制限
がないため、隔離・身体拘束の時間が非常に長期にわたっているという報告もあるが、
公的な調査結果は見当たらない。隔離・身体拘束の方法や態様についても、身体拘束
中に患者が死亡した事例など、人権を侵害する事例が複数報告されている。

⑶　精神保健福祉法に基づく精神医療審査会は、強制入院の入院届や定期病状報告書を
審査することになっているが、形骸化している。

審査会は退院・処遇改善請求手続も審査することとされているが、そもそもこの手
続を利用する患者は1.5％未満に過ぎず、退院を求める患者に国費によって代理人を
付ける制度もない。また、審査会は行政（都道府県）の中に事務局があり、独立性が
確保されておらず、審査会の決定に対する不服申立制度もない状態であり、自由権規
約委員会から勧告を受けた「効果的かつ独立した監視体制」の確立には到底至ってい
ない。患者は、このような権利擁護手段すら十分保障されない中で、前記の劣悪な環
境に置かれることになる。

⑷　以上のような精神科強制入院をめぐる日本の現状を踏まえると、強制入院そのもの
や入院中の処遇について、独立性、公平性のある立場で事実関係を調査し、調停、勧
告等の救済措置を採ることができる国内人権機関が必要である。

３　旧優生保護法問題、優生思想
⑴　旧優生保護法の下で優生手術が行われた。本人の同意なしに施された手術の件数は

1949年から1996年までに約１万6500件だった。旧優生保護法の規定にすら則らない
子宮摘出の被害も報告されている。

これに対し、自由権規約委員会から３度にわたり、女性差別撤廃委員会からも2016
年に、強制的な優生手術の被害者に対する措置を採るよう勧告がなされている。

しかるに、優生手術等の被害を受けた者に対する謝罪、被害回復等の措置が十分に
なされているとはいえない。現在は、国家賠償を求める裁判が提起されている。

⑵　2019年４月24日、国会において、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に
対する一時金の支給等に関する法律」が成立した。同法は、被害者に320万円の一時
金を支給することを柱とし、優生手術等の実施に関する記録が残っていない場合にも
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柔軟な判断を行うとしていることなど評価できる点もあるが、旧優生保護法の違憲性
が明記されなかったこと、被害者への個別通知が明記されていない点など、不十分な
内容である。

⑶　2016年７月26日には、障がい者支援施設において、多数の入所していた障がい者等
が殺傷される事件が起き、当該施設の元職員が犯人として逮捕された。元職員は、「障
がい者は死ぬべきだ」と公言し、犯行に及んだと伝えられている。このように、過去
のみならず今日に至るも、障がいのある人に対する差別思想や言動は、優生思想やそ
こから派生した社会保障費の財政負担に対する攻撃などとして根強く残存している。

⑷　以上のように、日本にはいまだ優生思想が根付いており、こうした状況を払拭し克
服すべきことは、今日における最も重要な課題の一つである。このような日本の現状
を踏まえると、優生思想に基づく人権侵害を救済するため、事実関係を調査し、勧告
等の救済措置を採ることができる国内人権機関が必要である。また、優生思想を払拭
するためには国内人権機関を設置し、持続的に人権教育プログラムを実施していく必
要が大きい。

４　障害者雇用
⑴　日本では、障害者雇用促進法により、障がい者の一般就労に適用される法定雇用率

が定められ、これにより障がい者雇用を促進することとされている。
しかし、割当雇用の対象者は、障害者手帳の所持を条件にしており、すべての障が

いのある者が対象となっているわけではない。また、雇用促進法に定められた法定雇
用率は諸外国に比較して低率にとどまっている。のみならず、その民間企業における
達成率も2017年６月１日現在の調査では50.0％と低率にとどまっている。

⑵　さらに、国、地方の行政機関において、障害者雇用率の算定対象となる障がいのあ
る職員の算定に、対象者以外の職員を障がいのある職員としてカウントする水増し報
告が相当の長期間にわたり行われていたことが2018年８月以降明らかとなった。再算
定の結果、国における実際の雇用率は2.49% から1.19% に半減した。

⑶　以上のような日本における障がい者雇用の現状を踏まえると、国や地方自治体に対
し、障害者権利条約に則り、より実効的な障がい者雇用を進めるための立法措置や行
政施策の策定を勧告する等、障がい者の働く権利の保障を制度的に行える国内人権機
関が必要である。

第４　在留外国人・民族的少数者
法務省の統計によると、2018年６月末時点での在留外国人数は、2,637,251人であり、過去最

高となったという59。在留外国人は、日本の社会においてますます存在感を増し、日本の社
会の重要な構成員となっているが、マイノリティであるがゆえに、日本人とは異なった
形の人権侵害が問題になっている。

また、日本には、アイヌ民族や、日本国籍を取得した元外国籍の人々などの民族的少
数者に対する差別も根強く存在する。

こうした在留外国人や民族的少数者に対する人権侵害の実情に照らしても、国内人権
機関はますます必要とされている。具体例として、在留外国人・民族的少数者に対する

59　http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00076.html
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ヘイトスピーチ、外国人技能実習生に対する人権侵害について取り上げる。
１　ヘイトスピーチ

⑴　近年、日本の各地において、排外主義的主張を掲げる個人や団体によって、デモや
集会、インターネット上の言論といった形で、在留外国人・民族的少数者の排斥を目
的とした活動が繰り返されている。人種や民族等に基づく差別的言動は「ヘイトスピー
チ」と呼ばれ、社会的関心を集めている。近年、特に社会の注目を集めた事件として
は、2009年12月に京都市にある朝鮮学校の門前で「北朝鮮のスパイ養成機関、朝鮮学
校を日本から叩き出せ。」「約束というものは人間同士がするものなんですよ。人間と
朝鮮人では約束は成立しません。」などと怒号し朝礼台を門扉にぶつけるなどした者
達に対し、2013年10月７日、京都地方裁判所判決が1,200万円余の賠償責任と学校付
近での街宣活動の禁止命令を下した、いわゆる京都朝鮮学校襲撃事件や、神奈川県川
崎市の在日コリアン集住地区において実施が予告されていた在日コリアンの排斥を主
張するデモについて、2016年６月２日、横浜地方裁判所川崎支部が差止めを認めた事
件などがある。

⑵　1969年に発効した人種差別撤廃条約は、「人種差別」を「人種、皮膚の色、世系又
は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、
政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立
場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的
又は効果を有するもの」と定義し（第１条）、締約国の義務として「一の人種の優越
性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論
に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別（形態のいかんを問わな
い。）を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、ま
た、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積
極的な措置をとること」を定めた（第４条）。日本は、発効から遅れること20年余り、
1995年になって、同条約に加入した。

ヘイトスピーチは、人種差別撤廃条約にいう「人種差別」、また、「本邦外出身者に
対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（以下「ヘイトス
ピーチ解消法」という。）にいう「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に当た
るものであり、その解消のための措置を講じることは、国及び地方公共団体の責務で
ある。しかしながら、日本では人種差別撤廃条約の国内法としての包括的な反人種差
別立法が制定されることはなかった。

⑶　この点、前述したようなヘイトスピーチの活発化が問題視されるようになったこと
を受けて、2016年にヘイトスピーチ解消法が施行され、不当な差別的言動の解消に向
けた取組に関する施策を実施することが国や地方公共団体の責務として明記されるこ
ととなった。

しかしながら、第一にヘイトスピーチ解消法はいわゆる理念法に止まり、ヘイトス
ピーチが違法であると明記していない点で実効性に乏しい。第二に、この法律が規制
する対象は「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身者である者又はその子孫で
あって適法に居住するもの」（下線筆者）に対する差別的言動であり、保護される対
象が極めて限定されており不十分である。現に、ヘイトスピーチ解消法が施行されて
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以降も、街宣活動やインターネット上の書き込みにおいてヘイトスピーチは横行し続
けている。したがって、現状においては、人種差別解消のための立法措置が十分に講
じられているとは言いがたい。

また、近時、大阪府や東京都でヘイトスピーチを解消するための条例が制定され、
また、川崎市や京都府・京都市、東京都では、ヘイトスピーチ目的の公の施設利用を
制限するためのガイドラインが制定される等、地方自治体レベルでの動きが認められ
る一方、その内容は必ずしも十分なものとは言えない。

⑷　ヘイトスピーチに対する司法救済の限界
ヘイトスピーチに対する司法救済としては、前述した京都朝鮮学校襲撃事件や神奈

川県川崎市におけるデモ差止事件の他にも、特定の在日コリアン女性に対する差別的
投稿をまとめたブログ記事（いわゆるまとめサイト）の運営者に対し、大阪地方裁判
所が不法行為の成立を認めて金200万円の賠償を命じた事案や60、特定の朝鮮学校や在
日コリアンに対するインターネット上の動画配信や投稿について名誉毀損罪や侮辱罪
が適用された事案もある61。

このように、特定個人・法人が被害者となっているヘイトスピーチについては、民
事・刑事上の責任追及が可能である一方、ヘイトスピーチによって被害者が被った心
の傷やヘイトスピーチが社会に与えた悪影響に比して、加害者に下される刑事罰（罰
金9,000円～10万円）は極めて軽く、かつ、民事罰としての損害賠償額も低過ぎると
いう批判もある。また、刑事告訴や民事訴訟を提起してから判決までの期間は数年に
及ぶ場合が少なくなく、救済に時間が掛かり過ぎるという批判もある。何より、刑事
告訴や民事訴訟の提起は、被害者に対して多大な経済的・精神的負担を強いるもので
ある上、自身の住所、氏名を明らかにして告訴や訴訟提起に踏み切ることは二次被害
の危険が伴う。

さらに、ヘイトスピーチは、対象の特定・不特定にかかわらず、人種差別撤廃条約
上の人種差別に該当し、したがって、締約国である日本はこれを「すべての適当な方
法（状況により必要とされるときは、立法を含む。）により、（略）禁止し、終了させ
る」義務、及び、「根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとる」義務を負っ
ている（人種差別撤廃条約第２条第１項⒟、第４条本文）。また、ヘイトスピーチ解
消法も、ヘイトスピーチについては対象の特定・不特定を問わず、その前文で「許さ
れない」ものであると宣言している。にもかかわらず、「在日コリアン」や「アイヌ民族」
など不特定多数に向けられたヘイトスピーチについては、民事上も不法行為責任は成
立しないと解されており、また、刑事上も侮辱罪・名誉毀損罪の被害者は特定されて
いることが必要とされているため刑罰を科すことができない。

このように、ヘイトスピーチに対する司法救済には限界が存在する。　

60　大阪地方裁判所判決平成29年１月16日
61　2018年４月23日付け産経新聞記事（2018年４月、京都地方裁判所が名誉毀損で在宅起訴）　

https://www.sankei.com/west/news/180423/wst1804230090-n1.html
　2019年１月16日付け朝日新聞記事（2019年１月16日、川崎簡易裁判所が侮辱罪で罰金9000円の

略式命令　
　https://digital.asahi.com/articles/ASM1J3VNWM1JUTIL015.html
　2019年２月６日付け沖縄タイムス記事（2019年１月、石垣簡易裁判所が名誉毀損罪で罰金10万

円の略式命令）　https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/381752
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⑸　かかる司法救済の限界を克服するために、国内人権機関による簡易・迅速な人権侵
害救済制度を新たに設ける必要性は高い。現行法上法的責任の追及が困難な不特定多
数に対するヘイトスピーチに対しても、国内人権機関であれば、相談を受け付け、発
言者に対する勧告など必要な措置を講じることができる。

さらに、ヘイトスピーチに対する侮辱罪・名誉毀損罪の適用・執行が適切に行われ
るためには、裁判官、検察官、警察官らに対する教育は極めて重要であるところ、か
かる教育を行い得る機関としても国内人権機関は強く期待される。また、人種差別を
生み出さないための教育や啓発活動について政府に対して具体的な提言を行うことや、
ヘイトスピーチ解消法の問題点を克服した新たな差別禁止立法を国会に提言すること
も国内人権機関に期待できる重要な役割である。

このように、日本において人種差別撤廃条約の理念が実現されるためには、国内人
権機関の設立が必要不可欠である。

２　外国人技能実習生の過酷労働
⑴　外国人技能実習制度は、「外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主

等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・
熟達を図る」という制度であり、「我が国で培われた技能、技術又は知識（以下「技能等」
という。）の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人
づくり』に寄与するという、国際協力の推進」が趣旨・目的とされる62。技能実習生の
数は、2018年末の時点で328,360人となっており、技能実習生の送出元は、50.1％をベ
トナム、23.7％を中国が占め、残りがフィリピン、インドネシア、タイ等となってい
る63…64。

⑵　しかし、人材育成を通じた技術又は知識の海外移転という建前上の目的のために就
業先の変更が制限されている技能実習の現場では、技能実習生に対する人権侵害が横
行しており、社会問題、国際問題となっている。

すなわち、技能実習生の中には、違法な時間外・休日労働、適正な割増賃金の不払い、
賃金台帳の過少記載等の労働基準法違反、最低賃金法違反、セクシュアルハラスメン
ト、携帯電話の使用禁止、旅券・在留カードの取上げ、暴行・脅迫・監禁65等の人権
を著しく侵害される事例も発生している。

2018年には、全国労働基準監督機関において、実習実施者に対して7,334件の監督
指導を実施しその70.4％（5,160件）で労働基準関係法令違反が認められている66 （た
だし、この件数には、日本人労働者に係る違反も含まれるとのことである）。また、

62　公益社団法人国際研究協力機構ウェブサイト https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
63　法務省出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官「外国人技能実習制度について
　http://www.moj.go.jp/content/001298629.pdf
64　法務省入国管理局「平成30年末現在における在留外国人数について」平成30年末公表資料第3

表「主要国籍・地域別、在留資格別在留外国人数」
　http://www.moj.go.jp/content/001289225.pdf
65　第198回国会（衆議院）における2019年６月７日付内閣総理大臣答弁書
　http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b198193.

pdf/$File/b198193.pdf
66　厚生労働省・令和元年8月８日付報道発表資料「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成

30年の監督指導、送検等の状況」
　https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000536124.pdf
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2017年において、入国管理局が「不正行為」を行なったと認めた件数は、299件に上
る67。

主要言語による電話やメール等による相談対応をしているにもかかわらず、技能実
習生からの法令違反の是正を求めてなされた申告件数が法令違反件数に比して非常
に少ない現状（約２％）からすると、労働基準監督機関や出入国在留管理庁（以下旧
入国管理局も含めて「出入国在留管理庁」という。）が把握し得なかった、あるいは、
法令に違反するとまで判断するに至らなかった人権侵害の数は、更に多いとみるべき
である。

加えて、人種差別撤廃委員会からは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に関する法律（以下「技能実習法」という。）に基づく適切な規制及び政府に
よる監視を勧告され68、アメリカからは技能実習法の執行及び実習生の保護が不十分
であること、二国間取決めに抜け穴があること等の指摘がなされ、強制労働が発生し、
中には性的搾取目的の人身取引の被害者になる者もいる69とされており、国際的にも
その問題点が指摘されている。

⑶　労働基準監督機関や出入国在留管理庁が把握した人権侵害については、当局から何
らかの処分が科され、悪質なものについては、刑事事件として立件される場合もある。
労働実習生が民事訴訟を起こせば、金銭的な賠償が認められる場合もある。

しかし、行政機関による救済は、それぞれの行政機関が所管する分野についてのみ
行われ、そこから外れた人権侵害については、救済を期待できない。技能実習法では
実習生からの申告を認め , 実習実施者等による申告による不利益取扱いを禁止し（技
能実習法第49条）、外国人技能実習機構においても多言語での相談受付等を案内して
はいる70が、当事者である実習生としては、行政機関に対して人権侵害を訴えること
によって、外国人である自分がかえって不利に取り扱われるのではないかという懸念
を持つ者もいるだろうし、そもそも日本に来たばかりの技能実習生の中には、自らに
対する人権侵害について、それが日本では法的にどのように評価されるのかも分から
ないし、それについてどのような法的救済手段があるのかなど全く見当もつかないと
いう者もいるだろう。これでは、技能実習生は、じっと耐えるか逃げ出すかという状
況に追い込まれるしかない。

また、実習生からの申告数が少ないことの一因に実習生の職場移転の自由が原則と
して認められないことに伴う実習先の雇用主に対する支配従属的な立場も挙げられる。

政府から独立した国内人権機関であれば、技能実習生としても、自身に対する人権
侵害について、抵抗なく相談をすることができるであろう。また、所管する分野に縛
られることなく、職権で技能実習生が置かれている状況を全体的に調査・把握し、そ
れを前提とした全体的な解決（勧告・提言）も図ることができる。

67　法務省入国管理局・平成30年２月19日付け「平成29年の『不正行為』について」
　http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00162.html
68　2018年８月人種差別撤廃委員会総括所見
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000406782.pdf
69　米国国務省人身取引監視対策部2018年人身取引報告書
　https://jp.usembassy.gov/ja/tip-2018-ja/
70　外国人技能実習機構ホームページ　
　https://www.otit.go.jp/notebook/
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第５　入管行政における外国人の処遇、在留許可、難民認定

１　劣悪な入管収容処遇
2010年に送還中のガーナ人が死亡する事件があり、被収容者の自殺や未遂も相次いだ。

2014年には体調不良を訴えている被収容者に医療措置を講じず、死亡に至る事案が３件
も発生した。更に2016年秋頃以降、入管が仮放免基準を厳格化し、収容期間が２～３年
の長期に及ぶ者が多数にのぼっている。

他方でこの間、入管被収容者や仮放免者に対する弁護士受任の意識が広まり、適正手
続を求め、モニターが行われるようになってきている。

収容・送還処遇をめぐっては、各地で訴訟も提起されるようになってきてはいるが、
各弁護士の努力にもかかわらず、認容判決を得るのは至難である。

収容期間や処遇について、独立した立場で審理を行う国内人権機関の設置が待望され
る。

２　在留許可数の減少
退去強制手続における在留特別許可数が年々減少している。日本国籍者ないし永住資

格のある外国人と婚姻していても実子がおらず、摘発を受けた場合には許可されないこ
とがほとんどである。配偶者が技術人文資格や技能の資格を有する外国人である場合は、
実子がいても、在留特別許可は望めない。更には、在留資格を有しない両親の間に日本
で出生した子に対しても、容赦なく退去強制令書が発付されている。子には、超過滞在
であることに何らの責任もないことに鑑みると、理不尽極まりない。

各地の裁判所に提起される退去強制令書発付処分取消請求事件中、認容判決が出され
るのは、年間指折り数える程度である。裁判所は、マクリーン事件の最高裁判所判決を
先例とし、入管の広範な裁量を認めるばかりである。

ただし上記のとおり、在留資格のない外国人に対する弁護士アクセスは大きく改善
した。そして日本で入管問題を取り扱う弁護士らの間でも、Hendrick…Winata… and…So…
Lan…Li… v.…Australia 事案（通報番号：930/2000, 自由権規約委員会）等でも紹介され、
欧米の弁護士らが行っている児童の心理鑑定書を援用するようになってきている。入管
側も、退去強制を受けた者に対する５年間以上の上陸拒否につき、家族結合に鑑み、や
や緩和し始めている。

入管自身とは別に、国内人権機関が機能することで、家族結合や医療の見地から、在
留特別許可や上陸特別許可の拡大、基準の細分化・明確化が期待できる。

３　難民認定数の少なさ
日本の2018年の難民認定者は僅か42名であり、これとは別に人道配慮を受けた者も40

名であった。同年の難民申請者が10,493名であったことを考えると、庇護を受けられた
者はごく僅かである。欧米諸国と比較しての受入数の少なさは周知のとおりである。

その原因として、難民であることの主張立証責任が難民申請者側にあることのほか、
入管自体が難民性の有無の判断を行っていることが指摘されている。独立した機関が難
民性判定を行うことが望まれる。

弁護士の側も、欧米諸国で難民認定された事例や、条約機関が個人通報事案において、



−…150…−

送還がノン・ルフールマン原則に違反するとした事例の履修を進め、主張立証のポイン
トを探るべきである。また、出身国情報として、自由権規約委員会や拷問禁止委員会、
人権理事会などが当該出身国に対して出した総括所見等を活用する必要もある。拷問禁
止委員会が2018年に示した一般的意見４も、難民不認定を受けた通報事例に対する同委
員会の立場をまとめたものであり、参照すべきと思われる。

第６　刑事被拘禁者の処遇と拘禁施設における人権侵害

１　はじめに
日産自動車株式会社のカルロス・ゴーン元会長の逮捕・勾留を受けて、母国フランス

のメディアは「弁護士も立ち会えない取調べ」「23日間の長期拘束」「保釈後の再逮捕は
人質司法」などと非難した。これまで日本国内では当たり前のことのように思えていた
日本の刑事司法の在り方に俄に光が当てられ、日本のマスコミも色めき立った。これに
よって、被疑者の処遇が日本と外国とでは異なることに気付かされたのである。この事
件をきっかけに東京及び大阪各地方裁判所では勾留却下率が高くなっているという情報
もある。怪我の功名と言えようか。日本の刑事被拘禁者の処遇と拘禁施設における人権
侵害を国際人権条約との対比で考える上で、興味深い動向である。

２　代用監獄制度は相変わらず自白の温床
⑴　長らく「代用監獄」と呼称された警察の留置場は、監獄法改正（監獄法の廃止及び

刑事収容施設及び被収容者等に関する法律（以下「刑事被収容者処遇法」という。）
の成立）により、その名称を「代用刑事施設」と改められた。「代用監獄」制度の是
非は国会では本格議論に至らず、問題は先送りとなった。「代用監獄」は勾留決定後
の被疑者・被告人を本来法務省所管の拘置所に収容すべきところ、代替施設としての
警察留置場に収容する日本特有のシステムである。この制度は監獄法改正後も引き続
き残されたままとされたので、「代用監獄」という従来の呼び名を改めて変更する必
要は認められない。

⑵　代用監獄と呼ばれた警察留置場が、自白の温床と言われて久しい。被疑者に対し直
接の暴力や脅迫を加えたり、睡眠時間を削って深夜まで取り調べたり、休憩時間なし
の長時間にわたる取調べを行ったり、自白しなければ食事を与えないと脅すなど不当
な扱いが横行した。とりわけ、見込み捜査に始まる別件逮捕は自白強要を伴い、半ば
捜査の常套手段として用いられたと言って良い。「代用監獄」がその舞台となったこ
とは言うまでもない。現在もそうした事例がいまだになくならない。

⑶　自由権規約委員会及び拷問禁止委員会の勧告
①　2013年５月に行われた拷問禁止委員会による第２回日本審査では、代用監獄の問

題点を、「代用監獄制度にセーフガードが欠如し…ていることに深刻な懸念を表明
する」とした上で、このシステムの下での、「保釈の可能性がない状態で最長23日
間拘禁されること」「警察留置場での起訴前拘禁に対する効果的な司法的統制の欠
如、独立した効果的な査察及び不服申立メカニズムの欠如」などに、深刻な懸念を
表明した。そして、引き続き「代用監獄」制度そのものの廃止を検討せよとしたほか、
実現までの改善策を以下に述べるとおり、具体的に提示した。
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a.…捜査と拘禁の機能の分離を実際上も確保するため、立法その他の措置をとること
b.…被拘禁者が警察留置場において拘禁されうる最長時間を限定すること
c.…起訴前拘禁に置かれたすべての被疑者に、基本的な法的保護措置を保障すること

　すなわち、
⒜　取調べの過程を通じて弁護人に秘密にアクセスし、逮捕時点から法的扶助を

受け、自己の事件に関するすべての警察記録にアクセスする権利
⒝　独立した医療的援助を受け、親族と接触する権利

である。
３　自白に依存する捜査との訣別

⑴　それでは、この代用監獄では何が起こっていると見るのか。前記拷問禁止委員会に
よる第２回日本審査の総括所見は「取調べと自白」の項で次のように指摘する。
委員会は以下の深刻な懸念を表明している。
「締約国の司法制度が、実務上、自白に強く依存しており、自白はしばしば弁護士

がいない状態で代用監獄での拘禁中に獲得される。委員会は、叩く、脅す、眠らせな
い、休憩なしの長時間の取調べといった虐待について報告を受けている」

取調べの全面可視化、取調べ時間の厳格規制、取調べへの弁護人の立会い、実効性
のある不服申立制度を徹底することにより、自白の強要等を監視抑制しようとするの
が委員会の見解であろう。

⑵　捜査においても、裁判においてもこうした自白を証拠上も厳格に取り扱う必要があ
る。前記総括所見は次のように指摘する。
「委員会は、締約国が、拷問禁止条約第15条（拷問による自白の証拠能力の否定）

はもとより、憲法第38条第２項、刑事訴訟法第319条第１項に従い、拷問及び虐待の
もとで獲得された自白が法廷における証拠として許容されないことを実務上確実に
するために、すべての必要な手段をとるべきであるという前回第１回の勧告を繰り返
す。」とし、以下の措置を提案している。

すなわち、
a.…取調べ時間の長さについて規程を設け、その不遵守に対しては適切な制裁を設け

ること
b.…刑事訴追における立証の第一次的かつ中心的な要素として自白に依拠する実務を

終わらせるために、犯罪捜査手法を改善すること
c.…取調べの全過程の録音・録画といった保護措置を実施すること
d.…委員会に対し、強制・拷問もしくは脅しのもとでの自白、あるいは長時間の逮捕

ないし拘禁の後においてなされた自白であって、刑事訴訟法第319条１項に基づ
き証拠として許容されなかった自白の数を通知すること

などである。
憲法及び刑事訴訟法により、拷問や不当な取扱いの下で得られた自白は証拠として

認められないにもかかわらず、日本の捜査当局は自白中心主義の捜査を止めようとし
ない。自白を得るための取調べ時間は際限なく引き伸ばされ、このことがまた長い拘
禁日数に繋がっている。度重なる勧告を受けないよう、日本政府はいまや、取調べを
規制し、自白中心主義の捜査に正面から向き合いこれと訣別するべきである。
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⑶　2014年７月に行われた自由権規約委員会による第６回日本審査も前記拷問禁止委員
会による第２回日本審査後の総括所見とほぼ同旨の勧告をしたが、ついに、「代用監
獄を廃止するためにあらゆる手段を講じること」とまで明言するに至った。

条約機関が取調べを規制するために提案している種々の措置は、代用監獄の弊害を
除去するプロセスであり、代用監獄の廃止同様の結果を急ぐ条約機関の強い意気込み
が見てとれる。

４　被拘禁者の拘禁施設における人権侵害に関する勧告
2007年から施行された刑事被収容者処遇法は、刑事施設と留置施設を対象とするもの

である。100年前に成立した監獄法は、被収容者を「管理の対象としてのみ捉え、収容
者の人間性を軽視した処遇」であったが、処遇の在り方を根底から見直し、被収容者の
人間的処遇に向けた法改正であった。これにより、被収容者の処遇は従来と較べ、一定
の前進が見られるようになったものの、日弁連が目指す抜本的な刑事拘禁制度改革まで
には、多くの課題が残されている。
⑴　独居拘禁とその問題点

日本では、必要性に欠ける、長期にわたる独居拘禁が問題とされている。拷問禁止
委員会は、この点に着目して、第２回日本審査において、「独居拘禁がしばしば期間
の制限なく、幅広く長期間にわたって使用され続けていること、及び、受刑者の隔離
の決定は、施設の長の裁量に委ねられていることに、依然として強い懸念を有する」
として、これを人権問題とし、「隔離の決定のための明確かつ具体的な基準を確立す
るべきである」と勧告した。

⑵　死刑確定者の拘禁状況
拷問禁止委員会は、前記審査において、「死刑確定者の執行を取り巻く不必要な秘

密主義や不明確さ」があるとし、「死刑確定者やその家族に対して死刑執行の日時の
事前通知を拒否することは、明確な人権侵害である」と懸念を表明した。そして、「死
刑確定者とその家族に、予定されている死刑執行の日時につき、合理的な事前の通知
を与えること」「死刑確定者に対し、恩赦、減刑、刑の執行の延期を実際に利用可能
とすること」「第１審における死刑の有罪判決の効力を未確定とし、死刑事件に義務
的な再審査の制度を導入すること」「死刑を廃止する可能性を検討すること」などを
勧告した。

⑶　効果的通報制度の欠如の問題
拷問禁止委員会は、前記審査において、「自由を奪われた人に対する拷問及び虐待

の訴えを受理し、これについて公平な調査を行い、かつ責任があると認められた公務
員が適切に処罰されることを確実にするための、独立かつ効果的な不服申立の仕組み
が欠如していることに、依然として懸念を有する」として、「不服申立人が、その申
立ないし何らかの証言を行った結果としてなされるいかなる報復からも、保護される
ことを確実にすること」などを勧告した。

⑷　拘禁の状況
拷問等禁止委員会は、前記審査において、特に女性刑務所をはじめとする収監施設

の過密化及び施設内における医療関係者の深刻な人員不足を取り上げて、その早急な
改善を促している。
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こうした施設における人権侵害は後を絶たないが、外部に触れることが少ないだけ
に発覚しにくい。刑事施設・留置施設視察委員会の独立性強化とともに、国内人権機
関を早急に設置し、実効性のある不服審査制度を確立することが不可欠であろう（第
３章第３節第３参照）。
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第３節　裁判所と法務省人権擁護局は何ができるか

第１　裁判所の果たす役割と限界

１　司法権の範囲
憲法第76条第１項は、「すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置

する下級裁判所に属する」と定め、また、裁判所法第３条第１項は、「裁判所は、日本国
憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判」すると規定している。

ここにいう「法律上の争訟」とは、判例において、「当事者間の具体的な権利義務な
いし法律関係の存否に関する紛争であって、それが法律を適用することにより終局的に
解決することができるもの」をいうと説明されている。

よって、何らかの人権侵害事例が発生した場合において、それが上記「法律上の争訟
性」を具備するならば、裁判所による司法的救済を求めることにより、人権侵害事案の
救済を図ることが可能となる。

２　司法権の限界
⑴　裁判等の司法手続を通じて人権救済を求めるには、上記法律上の争訟性が求められ

ることから、民法等の実体法に基づく要件を具備することが必要であるが、実体法が
用意している救済手段は、人権侵害が既になされた後に損害賠償請求を求めることが
主たるものであり、人権侵害そのものを阻止するためには、名誉毀損などの人格権侵
害事案などにつき差止請求が認められているものの、回復不可能な損害発生が求めら
れているなど要件が非常に厳格であり、実際に同請求をするにはハードルが高い。ま
た、上記「法律上の争訟性」の要件から、例えば在留外国人一般に対するヘイトスピー
チのように、一見して人権侵害性が認められても、当該個人の権利侵害性が認められ
なければ、たとえ訴訟を提起しても、請求が認められないのが通常である。

⑵　また、日本における司法的救済では、通常、その終局に至るまで非常に長期の時間
を要することに加え、裁判等の司法手続に内在する専門性ゆえ、弁護士等の法律専門
家に事件処理を委ねざるを得ず、その経済的負担も過大なものになる傾向にある。

よって、司法を通じた人権救済を図ることは、その人権侵害を受けた被害者に、時
間的にも費用の面でも多大な負担を背負わせることになるのであり、これでは、人権
救済を求めること自体について謙抑的になってしまう可能性がある。

第２　法務省人権擁護局の活動とその問題点

１　法務省の人権擁護行政の活動
法務省設置法第２条は「人権の擁護に関する事項」を法務省の任務とし、アメリカ司

法省刑事部人権擁護課をモデルとして1947年に設けられた人権擁護局がその職務を担当
している。法務大臣の下に人権擁護局、全国８法務局に人権擁護部、その下に42地方法
務局の人権擁護課があり、2018年度の職員定数は約220名である。人権擁護行政は「人
権侵犯事件の調査及び情報の収集」「民間における人権擁護運動の助長」「人権擁護委員
に関する事項」を法務局及び地方法務局の所掌事務としている。
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法務大臣が人権擁護委員法に基づき委嘱する人権擁護委員は、「人権侵犯事件につき、
その救済のため調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適
切な処置を講じること」を職務とし、各市町村の民間人から委嘱される。2018年度の定
員は１万9,844人、実員は約１万4,000人であり、給与の支給はなく名誉職とされる。

法務省の人権擁護行政では、人権相談、人権侵犯事件の調査救済、人権啓発を所掌事
務とし、これらを担当する組織を最近、「法務省の人権擁護機関」と自らネーミングし
ている。子どもの人権 SOS ミニレター活動では、約１万7,000件の手紙が寄せられており、
また女性の人権ホットラインも設け、高齢者、障がいのある人、同和問題、アイヌの人々、
外国人、HIV/ ハンセン病元患者、LGBT 等についても人権相談を行っている。

人権救済手続は、人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に開始する。2018年度に新
規に開始された人権侵犯事件数は１万9,063件であり、その内訳は、住居・生活の安全
関係3,730件（19．6％）学校におけるいじめ事案2,955件（15．5％）、暴行・虐待事案2,749
件（14．4％）、強制・強要事件2,281件（12．0％）、プライバシー関係2,257件（11．8％）、
労働関係2,106件（11．0％）、公務員の職務執行関係は4,555件であるが、内訳は教職員関
係1,106件（5.8％）、刑務職員関係40件（0．2％）、特別公務員関係167件（0．9％）、社会
福祉施設関係135件（0．7％）、その他の公務員関係287件（1．5％）となっている。また、
差別待遇615件（内障がい者に関するもの235件、同和問題92件、外国人62件、高齢者
37件その他）となっている71。

これを、子どもの人権に関する文部科学省の調査によるいじめ認知件数32万3143件、
全国児童相談所の児童虐待相談件数12万2,575件（何れも2016年度）などと比較すると、
現に生じている子どものいじめ、虐待事件の救済に占める法務省の役割は決して大きい
ものとは言えない。

更に人権侵犯事件の処理結果を見てみる。すると、特別公務員その他の公務員関係の
内警察官に関わる153件は132件が援助（助言、関係団体への紹介）で処理され、21件が
侵犯事実不明、刑務所職員に関わる89件は９件が援助、80件が不存在ないし不明で終わっ
ており、侵犯のあったことを前提とする要請、説示、勧告の事案は皆無である。これを
教職員の体罰に関わる件数183件と比較すれば、援助95件、要請52件、説示57件、猶予
６件、不明15件である。

公務員に関わる事案として、弁護士会が取り扱っている事案の過半数が刑務所、拘置
所、入管等における事案であることに照らすと、人権擁護行政が法務大臣の指揮監督下
で行われている結果を表している数字である。

人権侵犯事件の調査・処理について定めた法律はなく、法務省職員が行うについては
「人権侵犯事件調査処理規程（法務大臣訓令）」により、人権擁護委員が行うについては
「人権擁護委員執務規程（民事法務長官通達）」によるとされる72。

これらの法令により、人権救済の申立てがあった場合、人権擁護委員は申告の受理と
事情聴取までは行えるが、それ以降独立して事件を取り扱うことはできない。調査の開
始や調査方針、最終処理を決定するのは法務局長又は地方法務局長だけである。加えて

71　法務省「平成30年における『人権侵犯事件』の状況について（概要）～法務省の人権擁護機関
の取組～」http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00224.html

72　人権相談取扱規程（昭和59年８月31日法務省訓令３号）、人権擁護委員執務規程（昭和25年６
月12日人擁331号）、人権侵犯事件調査処理規程（昭和59年８月31日法務省権訓調383号）
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公務員、教育職員の職務執行に伴う人権侵犯、人身売買、医療や精神衛生に関する人権
侵犯、村八分、同和問題、重大な差別待遇、新聞雑誌等による名誉毀損、労使関係にお
ける人権侵犯などはすべて「特別案件」とされ、法務局長ないしは人権擁護局長に遅滞
なく報告すべきものとされ、人権侵犯の事実が認められる事件についてはすべて人権擁
護局長の指示を受けなければならない。

人権侵犯が認められた場合でも、措置は加害者の説得、指導にとどまり、侵害行為を
直接停止・是正させる権限はない。また、現に行われている法律、行政などに関し、政
策提言する権限は当初から有しない。

本省から地方法務局を通じ、人権擁護行政に従事する職員はその人事キャリアの一過
程として人権擁護部門に配置されるのであり、ローテーションにより他の部門に異動す
るのが通例である。即ち人権擁護を専門的に担当する職員は存在しない。また、地方法
務局・支局・出張所では人権擁護課の職員は他の部門の職務と兼任していることも稀で
はない。

それでは、人権擁護委員の選任はどうであろうか。市町村から推薦を受けたものを選
任するシステムは悪くない。しかし人権擁護委員は「名誉職」であり、出身は定年退職
した校長、企業経営者、地方有力者、地方議員 , 僧侶などの割合が多く、弁護士以外は
それまで人権擁護活動を経験したことのない人が多く、かつ高齢化が顕著となっている。

２　現在の法務省人権擁護行政をどう評価するか
要約すれば、法務省の人権擁護活動は、

⑴　法務省職員のみならず、人権擁護委員は法務大臣の指揮監督下にある
⑵　人権擁護活動についての専門性に欠ける職員の配置
⑶　人権擁護委員には相談以降の調査決定権限のないこと、委員の人選や教育が適切に

行われていないこと
などの点において、パリ原則が求める国内人権機関としての要請から大きくかけ離れ

ていると評価せざるを得ない。
1998年10月に行われた自由権規約委員会による第４回日本審査において、人権擁護委

員の政府からの独立性、人権侵害を調査・是正する権限の有無に関して自由権規約委員
会から質問され、これに対して日本政府当局は「法務大臣の指揮監督下において法務省
の人権擁護事務を補完するものとして活動する。国際人権規約違反の調査・救済を行う
ために設置された機関ではない。」と答弁している。

そしてこの審査の結果出された総括所見において、同委員会から「人権侵害の申立て
を調査するための独立の機関の設置」を強く勧告された（第９項）。2008年に行われた
第５回日本審査でも、その総括所見（第９項）で「締約国はパリ原則に則り、締約国によっ
て承認されたすべての国際人権基準をカバーする広範な権限と、公権力による人権侵害
の申立を審査し、かつ行動する権限を有する独立した国内人権機関を政府の外に設置し、
同機関に対して十分な財政的・人的資源を割り当てるべきである。」と再度勧告された。

その後現在までに、女性差別撤廃委員会（2016年）、子どもの権利委員会（2019年）、
拷問禁止委員会その他多くの条約機関から政府から独立した国内人権機関の設置を勧告
され、2018年の人権理事会の日本審査でも31か国から同様の勧告を受けているのである。

現在の人権擁護行政について、法務省自身も、「人権救済等に必要な専門性や経験を
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有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないため、活動の実効性にも限界が
ある。」と述べている73。

また、東京都の人権擁護委員協議会でも、東京弁護士会との懇談において、「人権相
談カードはすべて法務局に集められ、職員が調査すべきものを選択する。相談担当者に
は調査を開始させる権限はない。」、「調査が開始しても、人権擁護委員が関与すること
はない。すべて事務局が行い、誰にどのような調査をするか、意見を述べる機会は無く、
まして措置についての発言権は全くない。」と述べられている。

３　改革の方向性
法務省はその人権擁護行政には大きな制度的問題点があることを認識するに至ってお

り、それが「人権委員会設置法案」とその「Q&A」に表れている。
Q ４の法務省回答；「国民から広く信頼され、公権力による人権侵害への対処も含め

てより実効的な救済を実現するには、政府からの独立性を有し、公正中立さが制度的に
担保された人権擁護委員会を設置することが必要です。」

Q22の法務省回答趣旨 ; 人権委員会の事務を法務局・地方法務局に委任しても、人権
委員会の独立性を損なうことにはなりません。なぜなら、事務は人権委員会の指揮を受
けて必要な調査を行うものであり、調査結果に基づいて人権委員会が人権侵害の有無の
判断を行います。また全国所要の地に人権委員会直属の事務局職員（現地担当官）を配
置し、公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指揮監督等を行わせ
る予定です。

法務省が「人権委員会設置法案」の方向に一歩踏み出したことは評価できる。これを
いかに前進させるかが我々の課題である。

第３　拘禁施設視察委員会ができること

１　拘禁施設視察委員会の設置
監獄法改正（刑事被収容者処遇法）により、刑務所・拘置所ごとに刑事施設視察委員

会が、また都道府県警察本部ごとに留置施設視察委員会が設置された。視察委員会は弁
護士、医師などのほか地域の自治体職員や住民によって構成されている（近年は、学者
も増えている。）。独立性を保持しながら、刑事拘禁施設を視察し、被収容者と立会いな
くして面接し、提案箱などで被収容者から情報提供を受け、職員からも意見聴取するな
どして、施設の運営について意見を述べる。また、視察委員会の新聞を発行して被収容
者の回覧に付し、毎年度末には報告書をまとめ施設に提出する。その後、少年院や出入
国在留管理庁にも視察委員会が設置された。

視察委員会の活動により、これまで閉ざされていた施設の現場に外部からの目が届く
ようになり、一定の改善がなされている。

２　視察委員会の独立性
視察委員会には、独立した第三者機関としての役割が期待されている。刑事施設視察

委員会には必ず、弁護士会が推薦する弁護士委員が自動的に選任され、その弁護士委員

73　法務省人権擁護推進審議会「人権擁護委員制度の沿革、現状及び課題」
　http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_011221_011221-01.html
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が委員長に選任されることが圧倒的に多い。ところが、留置施設視察委員会の委員には、
一部、弁護士会の推薦する弁護士委員が選任されていないところがあり、条約機関から、
警察拘禁に対する外部査察の独立性を保障すべきだと勧告されている。

視察委員会は、独立した第三者機関として設置され、その独立性が求められているの
であるが、法律の明文上は、施設と協議する権限しか書かれていない。そのため、様々
な要望が施設に出されているにもかかわらず、そのうち僅かしか受け容れられていない
実情がある。

独立した委員会である以上、本来、委員会が自由に施設に立ち入り、被収容者と話す
ことができなければならないが、必ずしもそうなっていない。法律上その権限が明記さ
れておらず、摩擦を避けるために委員会自らが自制しているという側面がある。刑場に
ついては、当初は刑事施設視察委員会が視察することができたが、現在は全国的に視察
できていない。

自由権規約委員会などで日本政府は、「刑事施設視察委員会は独立した活動をしてい
る」と明言しているが、実態は必ずしも十分ではないのである。

３　国内人権機関の必要性
したがって、このような視察委員会を補完するものとしても、政府から独立した国内

人権機関の設置が必要である。
そもそも、視察委員会は拘禁施設の運営について意見を述べる権限を有するが、個別

事件の苦情、救済等を扱うことを直接的な目的とするものではない。個別の要望を聴取
はするが、その個別の解決を図る建前ではなく、それが施設全体の処遇上の問題点とし
て共通性を有するものであれば、全体の処遇改善事項として施設に要望される。

視察委員会ができることには限界があり、国内人権機関の設置がどうしても必要なの
である。

刑事施設内の個別の苦情、救済については、監獄法改正に際して、法務省内に、「刑
事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会」という苦情処理機関が作られたが、
これは国内人権機関ができるまでの事実上の暫定機関として位置付けられて発足したも
のである（行刑改革提言）。法定されたものではなく、法務大臣の私的な機関と位置付
けられているに過ぎない。つまり、国内人権機関の設置は、当初から当然の前提として
予定されていたのである。

なお、弁護士会の人権擁護委員会は、長年にわたり各種人権侵害の調査救済に当たり、
捜査機関や刑務所・拘置所・警察留置場などにおける人権侵害に関して実績を有するが、
調査権限が法定されておらず、マンパワーや財政的資源に限界がある。とりわけ、公権
力による人権侵害を調査救済するためには、法律に基づいて設置される国内人権機関が
必要である。

そこで、2008年11月18日に日弁連が公表した国内人権機関の制度要綱（５−２（調査
方法）においては、「人権委員会は…人権状況調査を行うために、いつでも、国および
地方自治体が設置する拘禁施設を視察することができること」と明記した。

さらに、日本は拷問等禁止条約を批准しているが、拷問等禁止条約選択議定書は批准
していない。同選択議定書は、国内防止メカニズム（National…Preventive…Mechanism）
の設置を求めているが、日本にはこれに対応する機関が存在しない。国内人権機関が日
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弁連の上記要綱に規定するような機能を持てば、同選択議定書に規定する国内拷問防止
メカニズムの役割を国内人権機関が果たすことになる。そうなると同選択議定書の要請
に直ちに応えられるので、日本が同選択議定書を批准する支障がなくなる。国内拷問防
止メカニズムにおいて、国内人権機関が、様々な拘禁施設を視察する視察委員会をつな
ぎ合わせるなどの中心的な役割を果たすことが期待されるのである。

したがって、いずれの点から見ても、国内人権機関設置の必要性は高いのである。
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第４節　各国では国内人権機関がどのような人権の伸張・保護・救済
　　　　の活動をしているか

第１　大韓民国

１　沿革  
1993年、国連「世界人権大会」（ウィーン）で、大韓民国政府に国家人権機構設置

要請があったのを契機に、大統領候補者であった金大中氏は、1997年の大統領選挙の
公約に人権機関の設立を加えた。2001年５月24日、金大中政権において大韓民国国家
人権委員会法74（以下「NHRCK 法」という。）の制定をみた。そして６か月後の11月25
日、独立した国家機関として、NHRCK が設立された75。以来、大韓民国国家人権委員
会（National…Human…Rights…Commission…of…Korea、以下「NHRCK」という。）は、「人」
に最上の価値をおき、すべての人が平等に尊重される社会を育成する使命を忠実に果た
してきた。しかし、その後李明博政権、朴槿恵政権下において人事・予算の削減などを
経験して、現在に至っている。

NHRCK の2017年次報告書におけるリー・ソン・ホ委員長の次のような言葉が、現在
の NHRCK の状況を表している。
「すべての人が豊かに人間らしく生きる『世界』を実現する見通しを持って、委員会は、

現在、新たな時代のために変化と改革の中心にいる。」
２　NHRCK の組織

⑴　委員長及び委員
NHRCK は、委員長１名、常勤委員３名、非常勤委員７名の計11名の委員で構成さ

れる。国会が選出する４名（常任委員２名を含む）、大統領が指名する４名（常任委
員１名を含む）、大法院長が指名する３人を大統領が任命する（NHRCK 法第５条第
１項、第２項）。委員は、人権問題に関し専門的知識と経験を有し人権の保障と向上
のためにその業務を公正かつ独立して遂行できると認められる、次に定める者でなけ
ればならない。大学若しくは認定研究機関において准教授以上又はこれらに準ずる地
位に10年以上従事した者；裁判官、検察官又は弁護士の職に10年以上従事した者；非
営利組織、非政府組織、企業又は国際機関で人権に関する活動に10年以上従事した者；
市民団体から推薦された、社会で尊敬されている者（NHRCK 法第５条第３項）。

委員の数の割合は、男性・女性いずれの場合も委員の総数の６/10を超えてはなら
ない（NHRCK 法第５条第７項）。委員は、NHRCK 法第12条で設置される常任委員
会又は小委員会での職務上の発言又は決定につき故意又は過失によらない限り、民
事上又は刑事上の責任を負わない。2016年に改正された NHRCK 法は、委員の適格
と選出過程に関する明確な定義をおき、職務上の発言等についての免責を付与した

（NHRCK 法第８条の２）。この改正は国内人権機関世界連合（GANHRI）の勧告に基
づくものである。

委員長は、委員の中から選出され、国会での公聴会ののちに大統領によって任命さ

74　…https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=37724
75　金大中『金大中自伝Ⅱ』歴史を信じて─平和統一への道』（岩波書店、2011）第22章
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れ、NHRCK を代表し、NHRCK の全体的な運営を監督する。委員会に関連する事項
に関して、委員長は国会で証言し、又は国会から要請があれば、国会で証言すべき義
務がある。委員長はまた、閣僚会議で発言するために NHRCK を代表し、あるいは首
相に対し、NHRCK に関連する事項に関する法案（大統領命令を含む）を提出するよ
うに勧告する。国家財政法に基づき、委員長は、委員会の予算執行時には中央機関の
長官とみなされる（NHRCK 法第６条）。委員長及び委員の任期は３年とし、一回に
限り再任することができる。NHRCK 法第７条）。

⑵　運営及び意思決定
NHRCK は、全体委員会、常任委員会、小委員会を通じて決定がなされる。小委員

会は、人権侵害調整委員会Ⅰ（検察、警察、情報部、軍隊、立法府、司法部）、人権
侵害調整委員会Ⅱ（障がい者施設とメンタルヘルスケア施設を除く、拘禁・保護施設
における人権侵害）、差別救済委員会（差別に関連する問題）、障害差別救済委員会（障
がいを持つ者に対する差別、障がい者施設とメンタルヘルスケア施設における人権侵
害）、子どもの権利委員会（子どもに対する人権侵害と差別）である。
①　全体委員会

全体委員会は、11名全員の委員で構成され（１名の委員長、3人の常任委員、７
名の常任でない委員）で構成される。NHRCK の運営と主要問題に関する事項につ
いて議論し決定するため開催される。全体委員会は、委員長が議長を務め、出席委
員の過半数で決する。

②　常任委員会
常任委員会は、委員長と３名の常任委員で構成され（NHRCK 法第12条第２項）、

会議は、委員長が議長を務め、３名以上の出席及び賛成で決する。常任委員会は、
全体委員会で決定することが適すると思われる重要な問題は、全体委員会に持ち込
む。常任委員会は、毎週定期的に会合を行う。２名以上の常任委員から要請があっ
たとき又は委員長が必要と認める場合にも開催される。

③…小委員会
小委員会は、３名以上５名以下の委員により構成される（NHRCK 法第12条第３項）。

現在、各小委員会は、委員長により指名された１名の常任委員と２名の常任でない委
員で構成する。会議は、委員長が議長を務め、３名以上の出席及び賛成で決する。小
委員会は、全体委員会で決定することが適すると思われる重大な問題は、全体委員会
に持ち込む。小委員会は、委員長あるいは小委員会のメンバーからの要請、あるいは
小委員会の委員長が開催することが必要であると考えた場合に開催する。現在、小委
員会は、月に１、２回開催される。
④　調停委員会

調停の迅速かつ公正な処理のため、人権侵害、差別、性的差別と障がい者に対す
る差別といったカテゴリーごとの調停委員会を設置する。NHRCK は、2005年から、
人権問題の専門的な知識と経験を有する者で、国家機関又は民間団体において人権
に関連する分野に10年以上従事した者（NHRCK 法第41条第２項第１号）、裁判官、
検察官、軍法務官、弁護士の職に10年以上従事した者（同条同項第２号）、大学又
は公認の研究機関で准教授以上の職に10年以上従事した者（同条同項第３号）を調
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停委員として任命してきた。
各調停委員会は、NHRCK の委員である調停委員会の委員の中から委員長によっ

て指名された１名と、調停委員会の委員（外部委員）の中から委員長により指名さ
れた２名の合計３名で構成する（NHRCK 法第41条第３項）。

調停手続は、当事者が、紛争解決するための自発的な合意に達するのを促す。調
停手続において合意に至らなかった場合に、調停委員会は、調停に代わる決定をす
ることができる（NHRCK 法第42条第３項）。

調停に代わる決定には、次の各号の事項を含むことができる（NHRCK 法第42条
第４項）。

１．調査対象の人権侵害や差別行為の中止（同条同項第１号）
２．原状回復、損害賠償その他の必要な救済（同条同項第２号）
３．同一ないし類似の人権侵害行為や差別行為の再発防止のために必要な措置
（同条同項第３号）

当事者が、調停に代わる決定に対し異議を申し立てなかった場合には、調停を受
諾したものとみなされる（第42条第６項）。成立した調停及び異議の申出のなかっ
た調停に代わる決定は、法院（裁判所）における和解と同じ効力を有する（NHRCK
法第43条）。2017年には、36件の申込みを受理し、そのうちの19件が調停合意に達
した。

⑤　事務局
NHRCK の事務局は、事務総長が統率しており、３つの局、14の課、１つのチーム、

５つの関係機関から構成されている。
職員の数は195名で、本部に157名、関連機関に38名となっている。

⑥　人権事務所
NHRCK は、本部のほかに、釜山、光州、大邱、大田及び江原に人権事務所がある。

各人権事務所は、人権相談、拘置所、精神病院、地方自治体、公務に関連する組織、
学校その他の政府組織での人権侵害や差別の調査・救済、人権教育と研修、人権関
連グループ等との交流と連携、宣伝活動、人権体験センターの運営などを行う。

３　NHRCK の独自性
NHRCK は、人権に関わる国家機関、独立した機関、準司法的機関、準国際的機関の

顔を持っている。
⑴　人権に関わる国家機関

NHRCK は、社会的弱者とマイノリティの人権を保護・促進することを目的とした
国家機関である。NHRCK は、大韓民国憲法で保障された国民の権利を積極的に擁護
し、NHRCK 法に従って人権を保護・促進する義務を果たしている。

⑵　独立した機関
NHRCK は、立法、司法及び行政から独立した組織であり、任務と機能を遂行する

上での独立性が保障され、多元性が維持されている。独立性はパリ原則に沿ったもの
である。NHRCK はその構成と予算が法律により制約されて独立性には制限があるた
め、現在、NHRCK は、予算案を独自に提出できる仕組み作りに取り組んでいる。

⑶　準司法的機関
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NHRCK は、人権侵害あるいは差別事案の調査と救済、人権侵害を助長する法律、
規則、制度、慣行を改正するように勧告する権限を有する。このような調査・救済手
続は、司法救済手続を補完する。

⑷　準国際的機関
NHRCK は、形式的には、国内法に準拠しているが、実質的には、国際人権基準に

基づいて活動している。国の政策を監視・調査して、国内法と制度が国際規範に整合
するよう勧告をする。また、国連や海外の国内人権機関とも協力する。

４　委員会の役割
NHRCK の主要な機能は、政策提言、調査・救済、教育・啓発、国内外における協力

の４つである。
⑴　人権政策

NHRCK は、人権の保護及び促進の観点から、人権に関する法令、制度、政策及び
慣行の調査、研究及びその改善に必要な事項に関して勧告する。国際人権条約への加
入とその履行に関する研究と勧告又は意見の表明、人権の擁護及び促進に重大な影響
を及ぼすおそれのある裁判において、裁判所（憲法裁判所）に、法律意見を提出する。

⑵　人権侵害及び差別の調査とその救済
NHRCK は、NHRCK 法第30条に基づく人権侵害や差別行為の調査と救済を行う。

NHRCK の調査対象となる事件には、国の機関、地方公共団体、初・中等教育法第２
条及び高等教育法第２条、その他の法律により設立された学校、留置施設、保護施設
の業務遂行（国会の立法及び法院・憲法裁判所の裁判は除く）との関連で人権侵害や
差別行為が行われた場合や、個人、法人又は団体により差別行為が行われた場合を含
む。NHRCK 法は、差別事由を定義する（第２条）。性別、宗教、障がい、年齢、社
会的地位、出身地域、出身国家、出身民族、容貌などの身体条件、婚姻の有無、妊娠
と出産、家族の状況、人種、皮膚の色、思想あるいは政治的見解、刑の効力が失効し
た前科、性的指向、学歴、病歴などである。NHRCK はまた、公務員、雇用者又は職
場の労働者による性的ハラスメントを調査し救済する。差別に関しては、障がい者の
差別禁止と権利救済等に関する法律、雇用における年齢差別禁止法と高齢者雇用促進
法に基づき差別を是正し、性的差別事案を調査し救済する責任を負う。

⑶　人権教育及び促進活動
NHRCK は、国民の人権意識を高めるため、人権教育や宣伝活動を行う。さらに

NHRCK 法第26条に基づき、学校や公共及び民間部門における人権教育を実施する。
人権教育指導者の育成・委託、2017年には人権教育に関する国内的・国際的協力体制
を構築した。Cyber…Human…Rights…Education…Center を設置し、2017年には221,171
人を対象に合計3,910回の人権研修会を開催した。NHRCK は、公務員、軍人、警察
を対象とした教育講座のほか、精神衛生、発達障がい、ホームレス、ビジネスと人権、
高齢者の人権などの分野でも講座を運営している。2017年には、公務員、教員、市民
合わせて79,799名が受講した。さらに、人権教育に関する目録や書籍を作成・配布し、
論文・広告・論文コンテストを実施するなど、人権問題を促進するための手法を開発
した。また、人権図書館を運営し、隔月で「人権」を発行している。

⑷　国内外での協力
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NHRCK は、人権を保護・促進するため、国内外の様々な人権機関、市民団体、個
人と協力し、関連国際組織や海外の人権機関と交流し、連携する。

５　NHRCK の主たる活動
⑴　人権関連の法令、制度、政策及び慣行の改善

①　概要
NHRCK は、政策提言を行い、人権に関する法令、制度、政策と慣行の改善のた

めの意見を公表し、人権状況の調査を行い、国際人権条約への加盟と履行状況に関
する意見の公表を行う。小委員会とその義務を遂行するための諮問機関を設置し、
国家機関、地方自治体、その他の公・私的機関と協議し公聴会を開催する。人権の
保護や改善に関する重要な関わり合いを持つ裁判において、法院と憲法裁判所に法
律意見を述べ、大統領と国会に対し、その活動、人権状況、前年に実施された改善
を報告するため、年次報告書を準備する。

②　勧告と意見
NHRCK は、2014年から毎年10,000件以上の陳情を取り扱っているが、2017年は

12,000件と大幅に増加した。注目すべきは、2016年のキャンドルライトプロテスト
以来、NHRCK の勧告が積極的に履行されたことで、文在寅政権以降、勧告よりも
意見表明の方が多くなったことである。2017年は、勧告が30件（前年より14件減）、
意見表明が33件（前年より７件増）、法院への意見書提出が１件（前年より１件減）
となっている。

NHRCK の2017年の勧告、意見表明及び意見書提出の総数は、前年より８件減少
したが、憲法改正提案、人権基本法草案、良心的兵役拒否者に対する代替役の勧告、
殉職基準の改正等を含む、緊急かつ重要な課題にその努力を傾注したことによる。

③　意見表明
意見表明とは、法令や政策に関する制度に対して NHRCK が意見を表明すること

であるが、2017年には、性的少数者に対する差別を禁止している忠清南道の人権条
例廃止の提案へ反対する意見表明、ソウル特別市江西区において障がい者のために
提案された特殊学級設置に反対することは大韓民国憲法の平等の精神に反するとの
意見表明、基本権の保障拡大を伴う憲法修正案の国会への提出などがある。

④　意見書の提出
NHRCK は、拷問等禁止条約に関連する大韓民国の３回、４回、５回定期報告書

審査に関する NHRCK 報告書、全教組（KTU）への違法な通告の取り消しを求め
る訴訟（大法院2016Du32992）で意見書を提出した。

⑵　人権侵害と差別行為の調査と救済
①…概要

NHRCK は、NHRCK 法第19条第２項・第３項に基づき、人権侵害と差別行為の
調査、救済を行う。
ア　調査対象

NHRCK の調査対象は、政府機関、地方自治体、学校、公共サービス関連団体、
拘禁・保護施設の業務遂行に関連して大韓民国憲法第10条から第22条により保障
された人権の侵害あるいは差別行為が行なわれた場合のほか、法人、団体又は個
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人が差別行為を行った場合も含む。
イ　陳情（救済申立て）

NHRCK は、留置施設又は保護施設の被収容者の陳情申立権を保障するため、
口頭又は電話による陳情が困難な場合には、当該施設を訪問し直接面談を行う。
人権侵害あるいは差別が認定された場合には、被陳情人あるいは監督機関に対し、
再発を防止し又は回復を確実にするための一定の行動を執るよう勧告する。2017
年に、NHRCK が受理した12,325件の陳情のうち、9,263件（75.2…%）が人権侵害、
3,029件（24.6％）が差別、その他が33件（0.3％）であり、前年より1,680件（15.8％）
増加した。

ウ　緊急援助
NHRCK は、人権侵害や差別行為が行われている可能性が高く、放置すれば回

復不能な被害が生じるおそれがあると認めた場合には、NHRCK 法に基づく緊急
救済措置を採ることができる。2017年には、管轄区域内の知的障がい者が不当に
搾取されているという苦情を受け、その人を分離・保護し、生活支援の提供を求
めて、地方自治体に緊急援助措置を勧告し、関係当局が当該勧告を受け入れた事
例がある。

エ　職権調査
NHRCK は、人権が侵害され、そのような侵害が重大であると信じる合理的な

根拠がある場合には、職権により調査を開始することができる。この規定に基づ
き、NHRCK は、軍における性的暴力による人権侵害、大学病院の入院患者に対
する虐待、公的機関の上司による女性労働者のセクシュアルハラスメント、重い
ハンディキャップを抱えた人のための施設での人権侵害、障害者施設での暴力や
その他の侵害、障害者施設でのスタッフの暴力や人権侵害、障害者施設における
労働の強制、メンタルヘルスリハビリテーションセンターでの障がい者に対する
侵害等、10件の深刻な人権侵害について職権調査を行った。

オ　現地調査
NHRCK は、必要と認めるときは、その決議によって、調査を行うために拘禁・

保護施設を訪問することができる。NHRCK は、2017年には、軍事施設の監禁施設、
警察の留置場、女性と少女の矯正施設、外国人シェルター、ホームレスのための
福祉施設、高齢者介護施設、２つのメンタルヘルスケア施設、子どもの福祉施設
など９件の現地調査を行った。NHRCK は、関連機関への改善勧告と問題施設へ
調査結果を通知することで、特に人権侵害の被害を受けやすい領域における予防
救済の努力を行った。

②　調査と救済：人権侵害（差別を除く）
ア　陳情の受理と処理

ア　人権侵害に関する陳情の受理状況
2017年には、合計9,263件の人権侵害に関する陳情（差別を除く）を受理した。

前年より1,103件（13.5%）増加した。これは、入管施設（detention… facilities）
に関して、前年に比べ596件多い陳情を受理したことによる。また、その他の
国家機関（state… institutions）が168件、地方自治体が162件増加した。学校は
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2013年以来、軍隊は2015年以降、それぞれ増加している。シェルター関連の陳
情は前年より429件減少した。これは、メンタルヘルスケア施設における入院
の短縮化を規定した改正精神保健福祉法によるものと思われる。

NHRCK が、発足時から2017年末までに受理した人権侵害に関する陳情総数
は94,194件であるが、施設別では、拘禁施設が27,865件（29.6％）、保護施設が
22,819件（24.2％）、警察が18,753件（19.9％）、その他の施設が7,198件（7.6％）
である。

主な陳情は、拘禁施設、保護施設と警察に関するものである。陳情数が急増
したのは、2010年～2015年の保護施設に関連するものであった。また、学校
と公的サービスに関連する組織に関連する陳情も確実に増えている。それらは、
2012年の NHRCK 法改正によって調査対象となったものである。

イ　人権侵害に関する陳情の処理状況
最近４年余りで8,000件以上の人権侵害に関する陳情を受理・処理した。2017

年は、前年よりも1,103件多い陳情を受理し、152件多い処理をした。2017年には、
876件の陳情が救済された。

施設別の処理件数では、シェルターが2,652件、拘禁施設が2,202件、警察が
1,239件、学校が715件である。

③　調査と救済：差別行為
ア　差別行為に関する陳情の受理と処理

ア　差別行為に関する陳情の領域別の状況
NHRCK は、設立時から2017年12月までに合計26,439件の差別に関する陳情

を受理した。そのうち、物品やサービスが9,973件（37.7％）、雇用が7,691件
（29.1％）、そして教育施設やその他の施設の利用が1,579件（6.0％）であった。

2017年は、雇用が742件（24.5％）、物品とサービスが901件（29.7％）教育施
設等の利用が125件（4.1％）であった。

雇用に関する差別のうち、新入社員募集と雇用が250件（33.7％）、給与と
給与以外の支払いが167件（22.5％）、退職年齢と退職が107件（14.4％）、教育、
業務及び昇進が92件（12.4％）であった。

物品とサービスに関する陳情のうち、サービスが387件（42.9％）、物品が
271件（30.0％）、輸送と商業施設が213件（23.6％）であった。教育施設と職業
訓練センターでの差別に関する陳情のうち、教育施設が118件（94.4％）であった。

イ　差別行為に関して受理した陳情の事由別の状況
NHRCKが受理した合計26,439件のうち、障がいが12,106件（45.8％）、セクシュ

アルハラスメントが2,484件（9.4％）、社会的地位が2,105件（8.0％）であった。
2017年には、前年に比べて、ジェンダーが30件、社会的地位が110件、妊娠

や出産が30件、性的指向が254件、セクシュアルハラスメントが89件、それぞ
れ増加した。性的指向は50倍以上増加し、ホモセクシャリティを処罰する軍刑
法の条項に関するものが244件だった。障がいは398件減少した。

ウ　差別行為に関して受理した陳情の処理状況
NHRCK が受理した26,439件のうち、25,001件（94.6％）が終了した。そのう
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ち6,711件（26.8％）が救済された。制度改善、人権教育あるいは懲戒処分の勧
告が1,394件（5.6％）、当事者の合意による終了が720件（2.9％）、調査官の努
力等によって当事者がいかなる救済も求めなかったために調査中に解決したの
が4,533件（18.1％）、調停手続により解決したのは49件（0.2％）であった。他方、
刑事処分が必要と判断した15件（0.1％）については、犯罪捜査や刑事告発を
求めた。終了した陳情のうち、客観的証拠がない、差別行為に該当しない、救
済措置が不要などの理由によって却下したものは5,329件（21.3%）、陳情の取
下げや他の法令による救済措置を理由として却下したものは12,668件（50.7%）
であった。

2017年には、147件のケースが制度改善の勧告、人権教育、あるいは懲戒処
分で終了し、そのうち、障がい者が69件、セクシュアルハラスメントが20件、
婚姻が18件、ジェンダーが６件、その他の事由が11件であった。なお、29件の
差別に関する陳情は当事者間での解決により終了した。

６　結語
以上、NHRCK について概観したが、現在の NHRCK は、新体制の下で、外部委員

を中心として構成した革新委員会（NHRCK… Innovation…Committee）を設置し、同委
員会から出された提言を実行している過程にあるが、重大な人権課題について、法院や
憲法裁判所へ意見書を提出し、政府に対して政策提言、意見表明する等の機能を通じて、
人権の保護と促進のために積極的にその役割を果たしており、その活動については注目
される。
（本稿は、2019年４月の大韓民国国家人権委員会訪問調査の成果及び同委員会2017年

年次報告書に基づいて作成した。）

第２　ニュージーランド

１　沿革
1977年に設立されたニュージーランド人権委員会（以下「HRC」という。）は、1993

年人権法（Human…Rights…Act…1993）に基づいて活動する政府から独立した国内人権機
関である（HRC ウェブページ https://www.hrc.co.nz/）。

２　構成
⑴　HRC は、委員長、人種関係調整委員、雇用機会均等委員等で構成される。
⑵　事務総長は、HRC と職員（次に述べる人権手続事務局の職員は含まない。）の効果

的かつ効率的な管理に責任を負う。
⑶　人権手続事務局

違法な差別に関する苦情が、HRC の紛争解決手続で解決することができない場合、
申立人は、人権手続事務局長が…人権再審理審判所（Human…rights…Review…Tribunal、
以下「審判所」という。）で、法定代理権を得て裁判に参加するよう依頼することが
できる。人権手続事務局長（Director…of…Human…Rights…Proceedings）は、審判所や
裁判所での無料の法定代理人を提供することができる。また、人権手続事務局長の職
務には、プライバシー委員から付託に基づき、プライバシーへの侵害に関する訴訟手
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続を行うことも含まれている。
３　委員の任命

委員は、法務大臣の推薦に基づいて、総督によって任命され、任期は５年である。元
裁判官、マオリの NGO、法務省の役人から構成されるパネルにより、委員長候補者１
名が指名される。法務大臣は、パネルによる指名に拘束されないが、パネルの意見がこ
れまで拒否されたことはない。

４　HRC の事務所及びスタッフの数
HRC は、オークランド、ウェリントン、クライストチャーチの３都市に事務所を持っ

ている。
５　予算

HRC の2018年の年間予算は約1,000万ドルであるが、2017−18年次報告書によれば、
HRC の活動の拡大とともに、予算の総額の必要性が喫緊の課題となっている。

６　HRC の任務
⑴　HRC の主な任務は、1993年人権法第５条⑴に、以下のように規定されている。

a…ニュージーランド社会における人権の尊重と理解及び評価を提唱し、促進すること
b ニュージーランド社会における個人間及び多様なグループ間の調和のとれた関係の

維持及び発展を奨励すること
c…人種的平等と文化的多様性を促進すること
d…雇用機会均等を推進（ペイ・エクイティを含む）すること
e…障がい者の人権の完全かつ平等な享有を促進し、保護すること。

⑵　ニュージーランドは、国連の加盟国として、国連憲章及び1948年の世界人権宣言の
人権条項を支持しており、また自らが締結した国際人権条約に定めた国民に対する人
権上の義務を果たすことを国際法上義務付けられている。

⑶　HRC はまた、最も効率的で、非公式で、費用効果の高い方法で、違法な差別を含
む紛争の解決を促進すべき任務を負っている。HRC は、裁定的又は司法的機能を持
たない。この機能は、人権再審査審判所及び裁判所によって遂行される。

７　調査及び苦情申立ての状況
⑴　HRC は、人権法が定める違法な差別条項の遵守に関する苦情のための、人権法第

76条及び第77条の規定に基づく紛争解決サービスや、差別及びより広範な人権に関す
る情報を公衆に知らせるサービスを提供する。紛争解決サービスは、人権の保護と促
進のための HRC の中心的役割である。苦情を解決するだけでなく、差別の体系的原
因に対処するため成果を教育し、実現する機会でもある。

⑵　人権に関する問合せ及び苦情の受理件数
2017−2018年には、人権に関する新たな問合せや苦情が6,304件寄せられ、前年か

ら1,075件増加した。
①　人権に関する問合せと苦情の主な内容
・4,706件は、HRC の人権問題に関する苦情への介入要請、そのうちの1,381件は、

特に違法な差別に関する苦情であった。
・1,507件は、人権研修、助言や支援、法的介入、アドボカシー、その他の要請
・91件は、人権問題に関する懸念の登録
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②　人権問題に関する問合せ及び苦情の解決件数
HRC は、この１年間に6,231件の問合せ及び苦情を解決した。

・5,266件（85％）は、解決あるいはその他の支援を提供した。
・822件（13％）は、取下げあるいはその者が HRC に返答しなかった。
・143件は、HRC の紛争解決サービスで解決できなかった。

⑶　違法な差別に関する問合せ及び苦情の受理件数
2017年に、HRC は、1,567件の違法な差別についての問合せ及び苦情を受理した。

そのうち、1,381件は人権法第１A 部と第２部に基づく違法な差別に関するものであっ
た。第１A 部は、法律及び政府の政策又は慣行に関する苦情を扱い、第２部は、民間
部門と公共部門の双方における雇用前及び雇用に関する苦情並びに企業及び非政府機
関による違法な差別を扱う。

第２部が1,146件、第１A 部が413件、第１A 部と第2部の双方に分類されるものが
８件であった。

第１A 部と第２部の問合せと苦情の内容には若干の相違がある。第１A 部では障が
いが最も一般的な事由であり、第2部では人種関連の問題が支配的である。

２部門をあわせると、雇用と雇用前に関するものが689件を占めた。それに、政府
活動（政府サービス、政策、法律）に関するもの、物品やサービスの提供に関するも
のが続く。

HRC は、昨年の、性暴力とセクハラの世界的な抗議運動である #MeToo キャンペー
ンといくつかの注目を集めたセクハラ事件を含めて123件のセクハラに関する問合せ
と苦情を処理したが、前年の75件から大幅に増加した。

⑷　違法な差別に関する苦情の終了
HRC は、2017年に受理した1,381件の苦情のうち、1,370件を解決した。３か月以内

に約82％が、12か月以内に97％が解決した。様々な紛争解決方法があるが、HRC は
まず、申立人がそれぞれの個別事情の下で最善の結果を得られるよう支援するため
に彼らに話をする。これには、当事者自らが苦情を解決する方法を提案すること、彼
らを支援するのにより適した他の機関を紹介すること、電話で解決策を仲介すること、
正式な調停を実施することなどが含まれる。

HRC の調停手続を利用した者のうち84.2% の人々が、この手続に非常に満足又は
満足しているという結果が出ている。

⑸　紛争解決サービス
HRC の紛争解決サービスは、差別に関する苦情のほか、苦情の申立てを原因とす

るセクシュアルハラスメント、人種的嫌がらせ、人種的不調和、虐待に関する苦情に
対して提供される。調停は、差別を受けた人に重要な成果（OUTCOME）をもたらし、
ときに広範な社会システムの変革を可能にする。HRC はまた、紛争解決プロセスを
通じて収集された証拠を用いて、構造的差別がどこに存在するかを理解し、教育、政
策及びより広範な研究活動のための情報を提供する。

苦情はいかなる言語でもなすことができる。HRC は無料通訳やニュージーランド
手話言語通訳を提供している。

調停は、個々の状況を解決するとともに、苦情の根本原因に対処する良い機会を提
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供する。この１年間で構造的な差別に対処した42件の成果としては、補償、謝罪、面
接又は職業紹介、障がい者用の宿泊施設、苦情の状況の把握、逸失賃金の返還、任意
の慈善団体への寄付、自己解決の指導、より適した組織への紹介などがあった。

⑹　審判所への送致
調停で和解に達しなかった場合には、人権手続事務局長は、審判所にその請求を送

致するかどうかを決定する。局長が審判所に送致しないと決定した場合であっても、
申立人は自分自身で、審判所に民事訴訟を提起することができる。審判所は、裁判所
と同様の権限を有しており、審理を行い、決定を下す。請求者に有利な判決が下され
た場合には、損害の賠償やその他の救済が命じられる。

８　他の人権救済機関との連携
ニュージーランドは、HRC 以外にも、分野ごとにさまざまな権利救済機関がある。

例えば、2013年、ニュージーランド政府は多様な分野からなるいじめ防止諮問グルー
プ（BPAG）を招集した。BPAG はいじめを防止し、いじめが発生したときにどうすべ
きかについて実際的なアドバイスを提供するための学校向けガイドラインを作成した。
HRC は、児童委員（Children’s…Commissioner…NZ）、オンブズマンなどとともに、ニュー
ジーランドの学校でのいじめを減らすために関わっている15の機関で構成する BPAG
の構成メンバーである。刑務所についてはオンブズマン、警察については独立警察監視
機関（Independent…Police…Conduct…Authority）などがあり、HRC は、これらの人権
救済機関と連携し人権救済に取り組んでいる。HRC は、オンブズマン、７つの全国規
模の障がい者団体（DPOs）で構成される条約連合とともに、障害者権利条約第33条で
定められた独立監視メカニズム（IMM）として指定されている。
（本稿は、日弁連国内人権機関実現委員会の現地調査（2015年８月25日）や

HRC2017-2018年次報告書に基づいて作成した。）

第３　オーストラリア 

１　沿革
⑴　オーストラリアは、中央政府であるコモンウェルスと６つの州及びオーストラリア

首都特別地域と北部準州の２つの連邦直轄地により構成される連邦国家であり、人権
機関も連邦レベルと州レベルに分かれている。

⑵　オーストラリア人権委員会（以下「AHRC」という。）は、オーストラリア人権
委員会法（以下「AHRC 法」という。）によって設置された独立した国の法定機関

（statutory…authority）である。年次報告書や公開調査の報告書は、司法長官を経由し、
必ず一定期間内に議会に提出することが法律で定められている。

AHRC は、年齢、障がい、人種、性別、性的指向、インターセックスステイタス及
び性的同一性を理由とする差別から自由を保障することを定めた連邦法及び AHRC
法に基づいて運営する。また AHRC は、先住権原法（1993年）及びフェア・ワーク
法（2009年）に基づいて特別の責任を負う。

２　AHRC の組織
AHRC は、委員長とアボリジニ及びトレス海峡諸島民正義委員、性差別委員、年齢
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差別委員、全国子ども委員、障がい差別委員、人権委員、人種差別委員で構成される。
委員長は、AHRC に関して説明責任を負い、財政及び総務に対して責任を負う。委

員長は委員会の苦情処理機能に対する責任も負う。
アボリジニ及びトレス海峡諸島民正義委員は、AHRC 法（1986年）に基づき、大臣

に対して、先住民の人権の享受及び行使に関して報告し、社会正義教育及び促進活動を
行う。同委員は、先住権原法（1993年）に基づき、先住民の人権の行使及び享受につい
て、同法の運用及び効果について報告する。さらに、同委員は、大臣から要請があれば、
同法に基づく先住民の権利に関するその他の事項について報告する。

性差別委員は、連邦政府の資金配分及び同一賃金に関してフェア・ワーク法に基づく
権限を持つ。

全国子ども委員は、AHRC 法に基づき、オーストラリアでの子どもによる人権の享
受及び行使について大臣に報告する。

現在、委員長及び４人の委員が女性、３人の委員が男性という構成になっている。
３　AHRC の独立性

⑴　委員の選任
AHRC の委員は公募による応募者の中から、第三者が参加する選考委員会が候補者

を絞り司法長官に推薦する。司法長官は、推薦された候補者以外を推薦することもで
きるが、その際には必ずその理由を明らかにしなければならず、これまで司法長官が
選考委員会から推薦された候補者を拒否した例はない。委員の任期が長期間であるこ
と、任期中の罷免は極めて例外的な場合に限られていること、訴追免責の制度や、報
酬が減額されないことが法律で定められている。

⑵　スタッフの採用
AHRC のスタッフは、すべて連邦政府機関と同様、国家公務員としての選任プロ

セスを経て採用される。
４　AHRC の規模並びに支部

AHRC の職員数は120人で、シドニーにある本部に勤務している。かつては支部があっ
たが、州や準州における人権委員会と同様の機能を有する反差別委員会ないし機会均等
委員会の充実により、現在は廃止されている。これらの委員会は、本来は州法に関する
苦情を扱うが、AHRC は、これらの委員会と協定を締結することによって、これらの
委員会に連邦の人権法に関わる苦情申立ての受理・調査を委託することができる（AHRC
法第16条）。

５　AHRC の広汎な権限
AHRC の業務の基盤となっているのは、AHRC 法及びオーストラリアが締結してい

る国際人権条約であり、これらの条約の締結に対応して制定された人種差別禁止法（1975
年）、性差別禁止法（1984年）、障害差別禁止法（1992年）、年齢差別禁止法（2004年）
等により、コミュニティへの人権教育、国家としての重要な人権問題の公開調査、反差
別立法の下での違法な差別に関する苦情の解決、裁判所への法的支援、立法の改善や実
現及び人権に関する政策に関する政府への政策提言等を含む、人権に関連する幅広い機
能を持っている。

さらに、国際的な貢献として、国連における人権に関わるプロセスや討議の場に関わっ
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ており、国連人権理事会の普遍的定期的審査（UPR）に、オーストラリア政府代表者ら
とともに関わっている。アジア太平洋国内人権機関フォーラム（APF）の創設メンバー
でもあり、年次総会へ出席するとともに、APF のメンバーと様々な場面で交流を行っ
ている。

６　AHRC の機能
AHRC の機能は、差別行為に関する苦情を解決すること、大規模で構造的な人権問

題に対応するために公開調査を実施すること、学校や職場のための教育資源を開発する
こと、裁判所への法的助言、国会や政府に勧告を行う政策提言、人権及び差別問題に関
する研究を行うこと等である。
⑴　差別行為に関する苦情の解決

①　AHRC の国家情報サービス（NIS）、調査・調停サービス（以下「ICS」という。）
はいずれも、人権と責任に関する教育を提供し、利用しやすく、公正かつ公平な苦
情処理手続を提供することで、オーストラリアの国内人権機関としての AHRC の
重要な機能に大きく貢献している。ICS は、雇用、教育及びサービス関連の苦情の
ように、当事者間に継続的な関係がある場合に特に効果的である。オーストラリア
では、違法な差別について、AHRC での調停手続前置主義がとられている。

AHRC の調査・調停部には、約30人のスタッフがおり、その多くが調停官である。
調停官の多くは法曹資格を有するが、様々なバックグランドを有する人が調停官に
なることができる。

②　調停手続の概要
AHRC 法は、調停で差別・人権侵害からの救済を実効的に行うため、事実関係の

的確な解明を行うための調査権限を定めている。そのため、調停前協議（Compulsory…
conference）の主宰者は、当事者に対し、出頭や情報・書類の提出を命ずることが
でき、これを正当な理由なく拒否した場合には罰金を科すことができる。

苦情申立ては、郵便、メール及びファクシミリによってでき、言語に制限はなく、
申立人の要請があれば、AHRC は、通訳者あるいは手話通訳士を付ける。苦情申
立てがなされた場合には、AHRC は、委員長に苦情の申立てを付託し、委員長は、
苦情申立てを調査し調停を行わなければならない。

調停によって解決できなかった場合、当事者は、連邦裁判所あるいは連邦巡回裁
判所に違法な差別に対する苦情申立てをすることができる。裁判所は、違法な差別
がなされたと認めた場合には、被申立人に対し、違法な差別を継続しないことや申
立人が被った損害や損失を償うことを命ずる（権利の宣言を含む。）ことができる。
各委員は、裁判所の許可に基づき、アミカスキュリエ（Amicus…Curiae…法廷の友）
として、連邦裁判所ないし連邦巡回裁判所を支援する機能を持つ。

③　2017年４月には、調停手続に関して、裁判所への「実質を欠く」申立件数を減ら
すことを目的とした AHRC 法の改正が行われ、2017−18年に AHRC が確定した違
法な差別を訴える申立てのうち、裁判所への提訴はわずか２% になった。

④　AHRC における苦情処理の状況
AHRC の2017−2018年次報告書によれば、2017−18年に、AHRC は、１万4,164

を超える人や組織に対し、法律及び苦情申立て手続に関する情報を提供したり、そ
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の他のサービスを紹介する等の援助を行った。
差別及び人権侵害に関する苦情申立てを受理し、2,111件が終了した。AHRC は、

1,262件の調停を行い、そのうち931件（74％）が解決した。
⑵　AHRC が行う公開調査

AHRC は、国の政策に関わるような調停による解決になじまない事案については、
公開調査（Public… Inquiry）を行い、報告書を作成し、その中で、当該問題解決のた
めの改革に向けた勧告（政策提言）を行う。この公開調査の手法は、様々な分野で実
施されており極めて重要な役割を担っている。有名な公開調査として、州政府が、ア
ボリジニの子どもたちを親から強制的に離別させて育てたことに関する調査がある。
この調査結果は、1997年に“Bringing…them…home:…The…‘Stolen…Children’……report（1997）”
として公表され、その後、オーストラリアでは、アボリジニに対する謝罪を巡り全国
的に大きな論争を巻き起こした。

⑶　人権の専門知識の司法手続への貢献
AHRC は、裁判所の許可を得て、人種、性別、年齢、障がい差別、人権問題、雇

用における機会均等の問題を含む訴訟に介入する権限を持っている。
７　まとめ

AHRC は、広範な権能を有しており、とりわけ、調査・調停による人権侵犯事件の
救済や公開調査の手法を用いた国や政府に対する勧告を行う政策提言機能などを積極的
に活用し、さらに、人権基準形成や実施に関わる多様な機関との連携も行い、人権救済
に重要な役割を果たしている。
（本稿は、2013年の日弁連のオーストラリア人権委員会・オンブズマン訪問の結果及

び AHRC の Annual…Report…2017-18に基づいて作成した。）

第４　デンマーク 

１　The Danish Institute for Human Rights（DIHR）の概要
⑴　沿革・準拠法

DIHR は、1987年に、研究機関として設立された（当時 Danish…Centre…for…Human…
Rights）。設立にあたって、国会で異論はなく、反対や支障がなかったとされる。

その後、2003年から2012年まで、DIHR は、研究機関である Danish…Centre… for…
International… Studies… and…Human…Rights の一部署として存在し、2012年５月29日
に新 法（Act…No.154…of…May…29,2012…on…the… institute… for…Human…Rights… -… the…National　
Human…Rights…Institution…of…Denmark、以下「2012年新法」という。）が成立し（施行
は2013年１月１日）、分離され設立された（同センターは閉鎖された。）。事務所はコ
ペンハーゲンにある。

国内人権機関に関する国連パリ原則に沿って人権を促進及び保護することを目的と
する（2012年新法第１条）。

なお、2014年、グリーンランド（デンマーク王国の自治領）の国内人権機関に任命
されている。

⑵　認定ステイタス
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DIHR は、その権限や構成、独立性等についてパリ原則に十分に準拠した国内人権
機関として GANHRI による認定では、最上位の A ステイタスを得ている。

また、2011年以来、障害者権利条約33条第２項に従って、デンマークにおける同条
約の実施を監視、促進、擁護するための「独立した仕組み」として指定されている。

⑶　構成並びに独立性及び多元性の保障
①　組織・構成

DIHR は、独立した自治機関であり、最高意思決定機関として理事会が設置され
ており、理事会が、DIHR の日々の活動を評価・監査している。

理事会は、個人の資格で、政府及び議会から完全に独立して任命された理事14名
から構成される。そのうち６名が下記で述べる評議会で選出される。

残りの８名のうち６名は、デンマーク国内にある大学の学長や学長会議で任命さ
れ、１名はグリーンランド人権理事会、１名は DIHR の職員によって選出される。
任期は４年である。

また、理事会の下に評議会が設置されている。評議委員は60名である。各政党や
大学の教授、NGO、民間団体より選出される。どのように選出されるかについては、
法律に明記されている。また、評議会が選任する６名の理事のうち３名をどのよう
な団体から選出するかについても、法律上明記されている。

以上の仕組みから、DIHR は、政府から独立した国内人権機関とされている。
政権の交代によって、独立性が失われることはなく、その結果、政府、裁判所、

その他の公的機関を自由に批判することができる。
②　予算・人員

デンマーク財政法に基づき監視、研究、教育等の活動をカバーするものとしての
資金の他、ジェンダー、人種、障がい者の権利の分野における平等待遇活動のため
に別途資金を受けている。2018年の予算として12,500万デンマーククローネ（日本
円にして約20億7,500万円）が計上されている。

60人のスタッフが雇用されており、約３分の２が女性で、１割が外国籍か二重国
籍を有する。研究者や学生も含まれ、有する学位、学歴は多様であり（法学、社
会科学、歴史学、宗教学等）、また、年齢、性別、性的指向、民族性も多様である。
所長を筆頭にして、様々な専門分野に職員が配置されている。

２　業務
⑴　一般的義務

以下の任務を通じて平時及び武力紛争時において人権を促進し及び保護すること
（2012年新法第２条）。
①　デンマークの人権状況について監視（モニタリング）を行うこと
②　人権分野の分析及び調査を行うこと
③　人権に関して、議会、政府及びその他の公的機関ならびに民間の利害関係者（ス

テークホルダー）に助言すること
④　人権に関する市民社会の組織の活動の調整及びそれらの活動への支援を促進する

こと
⑤　人権教育を実施し及び促進すること
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⑥　人権に関する情報を提供すること
⑦　人権に関する図書館施設を確保すること
⑧　国内及び国外における人権の実施に貢献すること

⑵　平等な取扱いの促進
以下のことを通じて、性、人種又は種族的出身に基づく差別なくすべての人の平等

な取扱いを促進すること（同条第２項）。
①　差別の被害者に対し、被害者及び団体も、組織若しくはその他の法的主体の権利

を害することなく、差別についての申立てを行うにあたっての支援を提供すること
②　異なった取扱いについての独立の研究を行うこと
③　異なった取扱いに関する問題について、報告書を発行し、勧告を提出すること

⑶　年次報告書
DIHR の活動及びデンマークの人権状況の発展に関して、毎年、議会に報告書を提

出すること（同条第３項）。
３　国内の人権保障

⑴　監視、助言、調査、研究、勧告等
DIHR は、デンマークにおける人権状況を監視、調査・研究し、レポートとして発

行している。その内容には、国や政府に対する助言や、人権状況改善のための勧告も
含まれる。

監視活動としては、条約機関による締約国審査に当たって補足資料を提供したり、
国連からの勧告のフォローアップについての監視を行ったりすることの他、主な業務
は、立法に関する諮問に回答することである。

法案、動議、行動計画、判例法、様々な国家機関によって下された決定、統計資
料、様々な機関からの報告書、条約機関や地域的な人権監視機関の出した所見や勧告、
並びにヨーロッパ人権裁判所の判決及び国連の監視機関の決定等から、与えられた法
案が人権法に準拠しているかどうか検討し、準拠していなければ、修正を提案したり、
その他勧告をしたりする。毎年80件の諮問に回答している。

また、調査活動は、DIHR の主たる任務の一つであり、同機関の調査部門は、ヨーロッ
パにおける最も大きな人権調査センターである。

拘置所、刑務所への立入検査をすることもできる。
DIHR のホームページには、具体例として、両親が刑務所にいる子どもの権利、テ

ロ対策法、無国籍者の権利及び平等な給与に関する分析・調査を準備していること、
デンマークが直面している主たる人権課題に関する領域や、年々改善している領域に
ついてマッピングしていることが紹介されている（2019年７月現在）。

⑵　国内平等機関（Denmark’s…national…equality…body）としての任務
DIHR は、民族、男女、及び障がい者の平等な取扱いの３分野における国内平等機

関として指定されており、差別を防止して平等を促進するための独立の調査やプロ
ジェクトを実施している。これらの活動は、議会や政府、その他関係機関等に対する
具体的な勧告の基礎となる。

このような監視と広報活動の一環として、DIHR はまた、平等な待遇、特にあらゆ
る形態の差別に対抗する方法について、一般市民との議論にも積極的に関わっている。
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⑶　個別の人権侵害に対して
なお、DIHR は、個別の人権救済事案を自ら取り扱うことはしない。
差別の被害者など市民から人権侵害の相談に対して助言を行っており、その際、適

切な弁護士やオンブズマンへ相談するよう助言することもある。市民が自ら個別の人
権救済を扱う機関であると勘違いして問合せをしてくることも多いようである。

人権に関する裁判に、人権に関する専門的知見を述べるために関与することがある。
弁護士から、国内人権機関に対して裁判に関与して欲しいとの連絡があり、関与する
か否かの判断を国内人権機関が行い、関与する場合には、裁判所に関与の申出をする。

例えば、2017年、最高裁判所で被後見人の参政権についての審理があったが、その
際、国内人権機関は、障害者権利条約を批准しているデンマークにおいて、被後見人
が投票権を持たないことは当該国際人権条約に違反すると原告をサポートする形で述
べた。しかし、最高裁判所で原告の主張は却下され、現在は欧州人権裁判所で争われ
ている。このような形で国内人権機関が裁判に関与するのは年に３件程度である。

また、政府機関に平等取扱委員会（後記６）があり、同委員会にデンマークの差別
に関する法律違反があったと訴えがあった場合、同委員会が事案を審査することにな
るが、その際、原告を支援することがある。このような形で、年10件くらい審査に関
与することがある。

⑷　国際機関に対する申立ての支援
DIHR が直接条約機関等国際機関に対して、事件を申し立てることはしない。もっ

とも、弁護士が、事案を国際機関に持ち込む時に何らかの支援をすることがある。
デンマーク人の夫が結婚したウクライナ人の妻をデンマークに呼び寄せようとした

ところ、男性が障がい者として社会手当を受けていることを理由に呼び寄せが認めら
れない事案があった。デンマークの最高裁判所は、差別ではないと判断したが、国連
の障害者権利委員会は不当であり差別であると判断した。当該事案について、DIHR
は原告が障害者権利委員会に訴え出るのをサポートした（第２章第１節６⑵②参照）。
視察調査によれば、このような形で条約機関の手続に参加することは少なく、年１件、
多くて２件あるかないかである。

⑸　ヘイトスピーチ及びヘイトクライムへの対応
デンマークは、ヘイトスピーチについて、ある集団がその人種、皮膚の色、国民的

若しくは種族的出身、宗教、又は性的指向を理由として脅迫され、侮辱され、又は
品位を傷つけられる言明（statement）を行うこと又はそのような他の情報の伝達を、
公的に、又は広く流布する意図をもって行った者は、罰金又は２年以下の禁固に課さ
れる（刑法第266条 b ⑴）と定め、またヘイトクライムについて、ある犯罪が被害者
の種族的出身、宗教、性的指向等に基づくものである場合には、量刑に当たって刑の
加重要因として考慮されなければならない（同法第81条第６号）と定める。

視察調査によれば、言論の自由が広く保障されていることから、実際にはヘイトス
ピーチの禁止は限定的であり、かなりの表現内容が許容されている状況であるという。
へイトスピーチで罰せられたケースはデンマークにはまだない。

このため、DIHR は、2012年の現況報告書の中で、デンマーク政府に対して「ヘイ
トスピーチに関する告訴の範囲及び、訴訟手続きを開始するか否かの決定の基になっ
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た評価について公衆がよりよく理解できるよう、刑法第266条 b ⑴に関する報告、捜査、
嫌疑に関する最終的な決定ならびに事案における判決について（匿名で）公刊するこ
と。この分野で申立てを行う方法が強化されるかどうか検討すること」を勧告し、現
在、引き続き、人種差別とへイトスピーチを撲滅するために法律を制定するべきと政
府に提言している状況である。

４　諸外国への支援について
DIHR は、海外でも、人権と平等を促進し保護するために、以下の活動を行っている（国

内人権機関の設立に関する支援は後記５）。
⑴　政府、NGO、ビジネスや産業界と協力して、各国の人権を推進する能力を強化す

ること
⑵　海外で健全な司法制度を構築し、その国の人たちが、自らの社会に影響力を発揮で

きるために援助すること
⑶　民間企業に対して、その企業活動が人権に与える影響を当該企業が評価することを

支援すること
⑷　警察官、学校の教師、オンブズマン、裁判官に対して人権教育を行うこと

５　他国の国内人権機関の設立に関する支援
他国から、国内人権機関を設置したいという相談があれば、適切なアドバイスをする

等の支援を行っている。例えば日本から支援の申出があれば対応するという。
具体的には、個々の国の状況に応じて、以下の支援を行っている。

⑴　設立前支援
設立に関わる法的整備を支援している。
また、設立する国の大学関係者、国の関係者を対象とするカンファレンスを開催し、

設立に関する話をしたり、実際に DIHR に出向いて研修を受けてもらい、国内人権機
関の機能を学んでもらうことも行っている。

⑵　設立過程における支援
どういった管理体制で機関を運営するか等、スタッフに関する教育、アドバイス、

研修を行っている。人権に関する国際的基準についての研修や人権調査の方法につい
ても研修を行う。

⑶　設立の確立における支援
国内人権機関の権限の行使の仕方について研修を行っている。

６　平等取扱委員会（Committee for Equal Treatment）
⑴　概要

2003年４月24日、DIHR の活動について、同機関に対し、平等を促進して差別防止
のために助言することを目的とする委員会として、人権評議会によって設立された。

⑵　構成
委員会は、人権評議会や、平等な取扱いのための活動に従事する他のデンマークの

機関のメンバーにより構成されている。
そのメンバーは、年齢、障がい、ジェンダー、人種、民族、宗教、性的指向の一つ

ないしそれ以上の特性を代表し、関係性を持つものであることが求められている。
⑶　任務・使命
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委員会は、DIHR が人権評議会の有する知識や経験から確かに恩恵が受けられるこ
とを任務とする。また、DIHR に対し、その活動やプロジェクトにおいて平等な取扱
いの原則を標準化・主流化することを援助する。

加えて、委員会は、以下の使命を有する。
①　差別されない権利及び苦情を申し立てる場所に関する情報を広めることによって、

差別に対する法的保護を強化すること
②　差別の被害者に対する助言や支援へのアクセスを改善すること
③　差別に関する報告を体系的に記録することにより、差別の監視を強化すること

委員会は、年４回会合があり、加えて、DIHR の平等取扱部門の援助のもと（委員
会は、同部門から経営管理上の援助を受けている。）、デンマークにおける平等な取扱
いの状況に関して、年次協議を行っている。
（本稿は日弁連2019年６月のデンマーク視察調査、DIHR のホームページ（https://

www.humanrights.dk/）、及び DIHR シニアアドバイザーローネ・リントホルト（申
惠丰青山学院大学教授訳）の「デンマーク人権機関・国内人権機関及び人権の観点か
ら見たヘイトスピーチ・ヘイトクライムの概念」（国際人権法学会「国際人権（24）」）
に基づいて作成した。）

第５　イギリス 

１　沿革・準拠法
イギリスは、日本のように締結した国際人権条約が当然に国内的効力を有する国と異

なり、個々の条約が個別に国内法に変形されなければ国内的効力は発生しないとする体
制をとっている。

すなわち、国際人権条約の締結に伴う国内実施のためには国内法を整備する必要があ
り、その法律の実施機関となる国内人権機関、具体的には、人種平等委員会、機会均等
委員会、障害人権委員会を設置してきた。

そして、2006年平等法（Equality…Act…2006、以下「2006年平等法」という。）改正に
伴い、これら３つの平等委員会を統合する形で2007年10月に設立された機関が平等人権
委員会である（委員会モデル）。

その後、2010年に制定された平等法は既存の９つの差別禁止法（障害者差別禁止法
や、2006年平等法の一部（part ２）等）を整理・統合された法律である（Equality…Act…
2010、以下「2010年平等法」という。）。

２　認定ステイタス
平等人権委員会は、その権限や構成、独立性等についてパリ原則に十分に準拠した国

内人権機関として、GANHRI による認定では、最上位の A ステイタスを得ている。
３　構成並びに独立性及び多元性の確保

平等人権委員会は国務大臣から運営資金を得ているものの、国務大臣はその決定や活
動を制約しない。また、理事には国務大臣によって平等人権委員会における職務につい
て経験や見識等の点で適切であると考えられる者が選出され、その中には障がい者が含
まれるものとされている。
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下部組織として、少なくとも過半数及び長を障がいのある当事者（経験者を含む。）
が占める障害者委員会（Disability…Committee）・スコットランド委員会、ウェールズ
委員会の３委員会がある。

平等人権委員会は、独立した人権機関であり、障害者権利条約第33条２項における「独
立した仕組み」として指定されている。…

４　取扱事象・事案
2010年平等法は、障がい、年齢、性別再指定、婚姻・民事パートナーシップ、妊娠・出産、

人種、宗教・信条、性別、性的指向を理由とした労働、不動産取引、教育などの包括的
な場面における差別、ハラスメント、報復的取扱いを禁止し、社会経済的不利の結果と
して生じる不平等を緩和・解消するために平等促進について規定する。

５　業務
平等人権委員会の具体的な業務は以下のとおりである（ただし、業務及び根拠条文は

2006年平等法制定当時のもの。）。
⑴　保護・救済について

①　情報・アドバイスの提供（2006年平等法第13条）
差別・人権侵害の禁止に関する法や救済方法その他の情報を、広く普及させ、相

談者に提供したり、教育や職業訓練を行う。
②　不法な行為（unlawful…act）に関する通告（同法第24条）

後述する調査を実施した結果不法な行為が認められた場合、当該調査対象者に対
して、不法な行為に関する通告を発する。この通告は、通告対象者に対して、該当
する不法な行為を防止するためのアクションプランを策定し、これに沿った行動を
執ることを求めるもの。

③　不法な行為に対する差止め
裁判所に対して不法な行為の差止めを求める訴えを提起する（同法第24条第１

項）。また、雇用や教育の領域において不法な広告や教育、差別を仕向けるような
行為についても裁判所や審判所に差止めを求めることができる。

④　勧告（recommendation）
後記⑵の質問調査（inquiry）、調査（investigation）、アセスメント（assessment）

の過程において、又はこれらの報告書の一部として、あらゆる者を対象として、不
適切な行為の是正の指示等を内容とする勧告を行う。対象者は、勧告の内容を尊重
しなければならない。

⑤　斡旋（conciliation）
斡旋を実施する（同法第27条）。斡旋を利用する場合には、ヘルプライン（現在

は民間団体に委託されている。）を通じて相談する。
⑥　訴訟等における支援

平等に関連する法的手続の当事者や平等に関連する規定の違反があったことを訴
えようとする者に対して、法的なアドバイスや法的代理、紛争解決の促進などの支
援をする。

⑦　訴訟提起、訴訟参加
平等人権委員会の機能との関連において適切であると認められる場合には、自ら
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訴訟を提起、又は訴訟に参加することができる。ただし、被害者が既に生じている
であろうことが前提となる。

⑵　監視
①　平等・人権に関する法の実施状況の監視

平等・人権に関する法の実施状況を監視し、これにも基づき国にアドバイスを行っ
たり、平等・人権に関する法令の改正や、削除、統合、復活を勧告する（同法第11条）。

実績として、イギリスの国際人権法上の義務の履行状況を改善するための350の
勧告を含む、９つの公式な条約のモニタリングの提案を行った。その70％は、国連
による政府に対する勧告に反映された。

また、平等と人権を守る法制度を改善するための200以上の勧告を含む30回の議
会での報告を通して、イギリス及びスコットランド議会、ウェールズ議会へ専門的
助言を提供してきた（2018年４月８日ウェブサイト公開）。

②　質問調査（inquiry）
平等や多様性、人権、性別や人種などの集団に関連する事柄について質問を行う。

その内容は一定範囲において公表される。
③　調査（investigation）

不法な行為が行われている疑いがある場合（質問調査の過程で明らかになったも
のも含む。）、不法な行為が行われているか、不法な行為に関する通告が守られてい
るか等を調査する（同法第21条）。

この調査により不法な行為があったと認められた場合、これに関する通告がなさ
れ、対象者はそのような不法な行為の継続や再発防止を目的とするアクションプラ
ンを策定し、これに沿った活動を取ること等が求められる（上記⑴の②参照）。こ
の通告が守られているかも調査の対象となる。

この過程で策定されるアクションプランは、平等人権委員会の検査を受ける。平
等人権委員会は、裁判所を通じて、対象者にアクションプラン案の提出を命じたり、
アクションプランを遵守することを命じる命令を求めることができ、この命令に当
該対象者が違反した場合には刑事責任が発生する（同法第22条）。

実績としては、刑務所、病院や警察署に身柄拘束されている精神疾患を持つ大人
の不自然な死に関して、最初の主たる調査を行い、その勧告は厚生大臣によって受
理され、政府横断的に改善に向けた行動が起こった。内務大臣は、精神疾患をかか
える個人の警察署施設での留置を終わらせると宣言した。

また、2012年の障がいに関連する嫌がらせについての調査は政府に受理され、政
府横断的にその勧告に取り組むこととなった。以降、政府は、刑法を改正し、障が
い者やトランスジェンダーに対する憎悪や敵意によって動機づけられた殺人には30
年以上の懲役を科すとし、さらに、スコットランドの主席法務官に対しレポートし、
ウェールズではヘイトクライムと闘うための枠組みを公表した刑事司法障がい者グ
ループを設立した。

④　協定（agreement）
対象者と、不法な行為を行わず、不法な行為を行わないことを目的とするアクショ

ンプランを策定するための措置を講じることと引き替えに、上記調査や通告を実施
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しないことを約束する協定を取り交わす（同法第23条）。なお当該協定は、裁判所
を通じて強制可能である（同法第24条）。

⑤　証拠提出通告
上記質問調査等の過程において、調査等対象者に対して、証拠等の提出を求める

通告を出す。対象者は裁判所に不服の申立てができる。
⑥　平等義務違反の監視

後記６の通り、公権力の機関は平等義務を負っており、平等人権委員会は、平等
義務の履行を実現する義務を負っている。

⑦　報告書の作成
平等・人権に関する法の実施状況とその変化を示す報告書を３年ごとに作成する

（なお、この他に年次報告書、質問調査等により作成される報告書、他の機関と共
同して作成される報告書等がある。）。

⑶　行為準則の作成
分野ごとに（雇用、教育、サービスの提供、交通、障がい平等義務）、法令遵守又

は機会均等の促進のための実践的ガイダンスを含む行為準則を作成すること（同第14
条）。行為準則は法律ではないため、違反しても直ちに法的責任は発生しないが、裁
判所や審判所の審理手続において証拠として取り扱われる。

６　公的セクター平等義務の実効性の保障
2010年平等法により、公権力の機関は、公的セクター平等義務として、権限行使を

する際、ⅰ . 同法に基づいて、又は同法が禁止する差別、ハラスメント、報復的取扱い、
そしてその他の行為の除去、ⅱ . 障がい者たちと非障がい者たちの間の機会の平等促進、
ⅲ . 障がい者たちと非障がい者たちの間の良好な関係の助成、という３つの必要性を考
慮する義務を負っている。

平等人権委員会は、公権力の機関や関係者（公的セクター）に対して、公的セクター
平等義務の運用に関するアドバイスやガイダンスをガイドラインやホームページなどを
通じて公開し、様々な場面で現実的に行われた公的セクター平等義務に関する取組を紹
介している。

また、平等人権委員会は、公的セクター平等義務を含む2010年平等法が規定する権利
の理解を促進させたり、アセスメントを行っている。

アセスメントした結果、義務違反であると判断した場合、「遵守通告（compliance…
notice）」を発し、これにより義務保有者である公的セクターは、公的セクター平等義
務の履行を求められ、また、28日以内に平等人権委員会に義務履行のための書面による
資料を提供しなければならない。

遵守通告に沿わない場合、平等人権委員会は裁判所に申立てをすることができる。
（本稿は、平等人権委員会の業務については、内閣府「平成20年度障害者の社会参加

推進等に関する国際比較調査」、公的セクター平等義務については、杉山有沙帝京大学
教授早稲田社会科学総合研究「障害平等法理における公権力に課す平等義務の可能性−
イギリス2010年平等法における公的セクター平等義務を素材にして」、実例等について
はホームページ（https://www.equalityhumanrights.com/en）に基づいて作成した。）
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第６　インド

１　設立
インド国内人権委員会（The…National…Human…Rights…Commission… of… India、以

下「NHRC」という。）は、1993年10月12日に、改正人権保護法（The…Protection… of…
Human…Rights…Act）に基づき設立された独立の人権擁護機関である。社会のあらゆる
階層における個人の生命、自由、尊厳に関して広く人権を擁護する目的を有している。

２　組織
⑴　執行部

議長と委員４名、その他人権保護のための国家委員会（少数者、指定カースト、指
定部族、女性の各委員会）の議長で構成される。議長と委員はインド首相を議長とし
て５名の大臣で構成される委員会により指名される。

⑵　部門
５つの部門を有する。具体的には、法部門（毎年10万件近くの事件の受付や処理を

行う。）、調査部門（個別事件の調査、拘禁施設での死亡の検証、被害実態の調査、人
権教育、緊急対応事件、警察職員への人権意識の啓発、拘禁施設の訪問調査など、多
種多様な職務を担う。）、政策リサーチ・プロジェクト・プログラム部門（人権問題研究、
会議やセミナーの企画、政策・法・条約のレビュー、NHRC 勧告実施状況の監視など）、
トレーニング部門（社会のあらゆる階層における人権リテラシーを広める活動、大学
やロースクールのインターンの受入れなど）、管理部門（NHRC の運営）である（図
１参照）。

　　　　（図１　NHRC 組織図）

⑶　運営
公表されている最新情報によれば2016年時点で職員は294人、政府からの助成金で

運営されており、2016年度の予算は日本円に換算して７億460万円、支出は６億4,707
万円となっている。

３　個別事件について
⑴　申立て方法

NHRC への人権侵害の申立ての方法は、NHRC での直接の申立てのほか、郵便、
FAX、メール、電話などあらゆる方法で受け付けている。これにより例えば移民労
働者が外国から通報することもできる。図２は NHRC 本部の受付窓口である。どの
言語でもよい。無料である。受付状況はホームページで確認できる。
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被害者からの通報のみならず、新聞やメディアからの情報に基づいて、人権侵害の
深刻なケースについて職権調査案件として取り上げることもある。

　　　　（図２　NHRC 受付窓口）

⑵　申立件数など
申立数は、2015年は10万7,808件、2016年は9万1,887件であった。近年の申立数の減

少は、NHRC によれば、各州の人権機関が対処していることもあれば、行政における
人権意識の高まりにもよるものである。

NHRC が発足した1993年からの１年間の受付は496件であったが、2017年～2018年
の１年間においては７万9,612件であった。NHRC 発足当時からの累積件数は181万
3,266件に上る。

⑶　申立事件の内容
NHRC に申立てられる人権侵害内容は幅広い。公的機関による人権侵害放置、拘禁

施設での死亡事例、虚偽交戦（警察により正当な交戦であるかのようなでっち上げに
より市民が殺害されるようなこと）、警察による横暴、軍が関与する人権侵害、刑務
所の待遇、女性・子どもなどの脆弱グループへの残虐行為、共同体での暴力、無給労
働や児童労働、年金の不支給、行政による指定カーストや指定部族の放置や残虐行為、
などがある。

⑷　申立て後の流れ
申立てが受け付けられた後の流れは図３のとおりである。2016年には、前年からの

継続案件も含めて10万699件が処理された。４万2,527件は却下され、１万7,666件は他
のしかるべき機関に事件を移送、2万446件は各州の人権機関に移送された。2016年度
末には3万2,085件が残っており、うち2,537件が予備調査、2万9,548件が待機中となった。

　（図３　申立て後の手続フローチャート）
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⑸　申立てに関する NHRC の役割
NHRC の役割は以下のとおりである。

・職権的若しくは申立てに基づく調査、その対象は、人権侵害やその教唆、公務員に
よる人権侵害予防義務の無視

・司法的救済を待つあらゆる違法な人権侵害の救済手続きに関与すること
・人権分野で調査を行うこと
・出版、メディア、セミナーなどの方法によって人権リテラシーを社会のあらゆるセ

クションにおいて広め、人権擁護のセーフガードについての認識を高めること
・人権分野で活動している NGO や組織を支援すること

⑹　申立事件の調査活動についての NHRC が有する権限
委員会は、申立事件の調査に際して次のような裁判所における権限を有する。証人

を召喚し、口頭で尋問すること、あらゆる文書の開示請求、陳述書による証拠の受領、
裁判所や役所に対するあらゆる公的記録や写しの要求等である。

⑺　優先分野
刑務所の状態―過密収容、差別、ヘルスケア、勾留中の死亡―適切な調査のための

レポートやガイドラインの作成、精神病院、奴隷的労働若しくは児童労働の監視・解
放・リハビリテーション、警察活動による人権侵害、政府による児童や高齢者などの
弱者擁護施設におけるケアや保護の監視、肺病死・薬価政策・薬の臨床試験、殺虫剤
による死などの市民のヘルスケアなど。

社会の主流でない人々の正義のために国中での苦情の聞き取り、事件の早期解決の
ためにキャンプの開催、州政府・NGO・市民社会・メディアと交流し、インドのい
ろいろな州での主な人権問題について理解を深めることなども行っている。

⑻　訴訟前の関与事例
国内中の肺病死、薬価政策、超法規的殺人、人権活動家に対する攻撃など。

４　NHRC における人権意識向上に向けた活動とトレーニング事例
・学校や大学での人権教育
・州人権機関、政府機関、大学、NGO などと協力して政府の各部署や代表に対する

トレーニングプログラム
・出版、例えば、年次報告書、月刊ニュースレター、ジャーナル、ガイドライン、「あ

なたの権利を知ろう」シリーズ、勧告の公開など。
５　ベストプラクティス

・拘留中の死亡について24時間以内に報告
・拘留中のすべての死亡事例について検死とその録画
・警察活動中の死亡の場合の調査
・受刑者の医療
・児童婚の禁止
・手動での排泄物の処理の撤廃
・失踪児童や人身取引についての手続の標準化

６　主な成果
法案等へのレビューを行った。具体的には刑務所法改正、拷問禁止法（2017年）、人
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身取引法（予防、保護とリハビリテーション、2018年）、青少年保護法（子どものケア、
保護、2015年）、国民健康政策へのコメント（2015年）、障がい者の権利法（2014年）、
精神保護法案（2013年）、児童政策案へのコメント（2013年）などである。

７　国際協力
障害者権利条約など重要な条約案への協力、普遍的定期的審査（UPR）への積極的参

加、人権国際会議への積極的な参加、能力開発の支援など。
８　広報

個人通報に関連する調査や勧告のほかにも、様々な活動の広報にインターネットを活
用している（NHRC のホームページ http://nhrc.nic.in/）

第７　フィリピン

１　由来
アキノ大統領は、1986年３月、大統領諮問機関として「大統領人権委員会」を設置した。

翌年２月７日、「生命尊重、人民尊重、貧困者尊重、フィリピン尊重そして反独裁」を謳っ
た新憲法（以下「フィリピン憲法」という。）が制定され、その第13条第17節は、「ここ
に人権委員会と呼ぶ独立した機関を設置する」と規定し、独立したフィリピン憲法上の
機関として新たに「人権委員会」の設置が定められた。そして、同年５月５日の大統領
令第163号により、「人権委員会」（以下「CHRP」という。）の設置が宣言され、「大統
領人権委員会」は、これに引き継がれた。

２　CHRP の組織
CHRP は、委員長と４名の委員から構成され、その過半数は法曹関係者である。
現在、CHRP は、１つの中央事務所と13の地方事務所、６の地方支所をもつ。中央事

務所には広報・教育部、調査部、法務部、支援・訪問部があり、法医学センターが設置
されている。

３　政府からの独立性
大統領は、委員長及び委員を任命する権限を持つため、政権の交代は、CHRP の機能

に影響を及ぼす可能性があることが懸念されている。
４　任命及び解任

⑴　任命手続
大統領令第163号の第２条⒞は、委員長及び委員の任命手続を定めるが、その透明

性や候補者の多元性確保の観点からは問題があるとされている。
⑵　解任手続、職務上の発言等の免責

フィリピン憲法や大統領令第163号は、CHRP の委員長及び委員の解任手続や委員
の職務上の発言等に対する免責の付与について規定していない。

５　委員及びスタッフの多元性の確保
フィリピン憲法及び大統領令第163号は、委員及びスタッフの多元性の確保について

規定していないため、委員及びスタッフに関し、ジェンダー、民族性、少数者などの観
点からの多元性を確保することが求められている。
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６　CHRP の権限と機能
フィリピン憲法及び大統領令第163号は、CHRP に比較的広範な権能を与えている。
フィリピン憲法第13条第18節は、次のように規定している。

⑴　独自に又は、何人かによる苦情を受け付けることにより市民的、政治的権利に関連
するあらゆる人権侵害の調査を行う。

⑵　運用ガイドライン及び手続規則を採択し、その違反に関しては裁判所規則に従い、
法廷侮辱罪で召喚する。

⑶　フィリピン内のすべての人及び国外に居住するフィリピン人の人権保護のための適
切な法的措置を提供し、人権が侵害され若しくは保護を必要とする不利な立場に置か
れている人々に対し、予防的措置及び法的サービスを提供する。

⑷　拘置所、監獄、拘禁施設への訪問を行う権限を執行する。
⑸　人権の卓越性への尊重を高めるための調査、教育、情報提供の継続的な活動を実施

する。
⑹　議会に対して、人権の伸長を行うため及び人権侵害の被害者並びに家族に補償を提

供するための有効な手段について勧告を行う。
⑺　フィリピン政府の国際人権条約上の義務履行を監視する。
⑻　委員会若しくは委員会の権限の下で行われている調査に関連して、真実を明らかに

するために必要であるか役に立つ証言、文書その他の証拠を所有する者に起訴の免除
を認める。

⑼　その機能を果たすために他のあらゆる局、部、事務所、若しくは機関に支援を要請
する。

⑽　法に基づき上級職員及びその他の職員を任命する。
⑾　法の規定に基づく他の責務及び機能を果たす。

７　CHRP の活動内容
⑴　人権の保護

CHRP は、調停ではなく、被害者の証拠保全を支援し、刑事事件として起訴できる
ように検察官に照会することが主な任務である。2017年は、人権侵害の苦情や依頼等
を受理した7,005件のうち、1,710件の苦情が本格調査に付され、1,231件（前年受理分
を含む。）の事案が解決した。内訳は、検察官事務所への送付や、行政機関への勧告
が389件、終了又は取下げが700件、記録に残されたものが67件、ADR による解決が
75件である。また、CHRP は人権状況報告書を提出し、政府機関等に対して16の人権
勧告を行った。

⑵　人権の促進
CHRP の本部及び地方事務所は、青少年、子ども、レスビアン、バイセクシュアル、

トランスジェンダー、インターセックス及びクイール（LGBTIQ）の人々、及び高齢
者の権利等を重視した1,411件の情報普及活動及び教育的活動（セミナーや研修、講
義や講演、オリエンテーション）等を行った。

８　調査権限
2017年、「薬物関連」の超法規的殺人1,345件のうち1,106件（90％）について自発教令

（motu…proprio）や職権による調査に着手し、約47件の調査を完了し、関係機関、裁判所、
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フィリピン国家警察（PNP）及び検察官事務所に、更なる措置を求めている。
９　裁判事案

CHRP は、係争中の事件が、人権の保護及び人権侵害の防止に関連すると考える場合
には、訴訟参加するための請願や、申立てを行い、アミカスキュリエ（Amicus…Curiae
法廷の友）として請願することができる。CHRP が訴訟参加した事件には、2017年2月
15日、環境法律家マスカリーナス・グリーン弁護士の射殺事件、17歳のキアン・デ・ロス・
サントスの殺害事件、2017年４月27日の CHRP がマニラにあるラクサボゴ警察署を抜
き打ち訪問し、秘密留置場に男女10人が拘束されているのを発見した事件などがある。

10　刑務所、拘置所、拘禁施設等の視察
CHRP は、全国1,859の拘置所を訪問し、収容者１万237人のうち9,070人が法的援助の

提供を受けた。法医学センターは独自調査を実施し、解剖及び死体発掘を含む独自の医
師の法的サービスを求める91件の事案を処理した。

11　結論
CHRP は、現政権がその廃止を試みるなど、歴史上最も困難な課題に直面しており、

パリ原則に合致した改正を伴う CHRP…憲章の制定や独立性、多元性、十分な活動を行
える予算の確保などが喫緊の課題となっている。

（本稿は、日弁連大韓民国調査（2019年４月）の際に、人権 NGO より提供された
「2018ANNI…REPORT」（ANNI;The…Asian…NGOs…Network…on…National… Institutions）
などに基づき作成した。）
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第５節　各国の国内人権機関と国連

第１　国連における国内人権機関の位置付け

１　国内人権機関の歴史
1946年、国連経済社会理事会は、人権委員会又は情報機構という形での現地機関の

設立について検討するため、加盟国を召集した。そして国内人権機関に関して議論した。
1970年代以降、国家機関ではあるが、立法府、行政府、司法部から直接コントロールさ
れない「政府から独立した」人権機関の必要性が認識されるようになった。1980年代に
は軍隊や警察の権力濫用による人権侵害、マイノリティに対する構造的・社会的差別な
どの人権侵害に対して行政や司法がその役割を果たしていないことが注目されるように
なった。最初の国内人権機関は、1970年代後半以降に設立された。1990年までは、ごく
わずかの国内人権機関しか存在していなかった。しかし、1990年以降、急速に設置する
国が増え、2009年には70か国で設置され、2018年には112か国で設置されるに至った。

1991年に第１回国内人権機関国際会議がパリで開かれ、国内人権機関がその役割を果
たすためのパリ原則が提案された。パリ原則は、国家ではなく、国内人権機関自身によっ
て作成されたものである。パリ原則は1992年に国連経済社会理事会の人権委員会によっ
て承認され、1993年６月、ウィーンで世界人権会議が開かれ、「ウィーン宣言及び行動
計画」が決議された。そこでは国内人権機関が果たす重要な役割、人権の救済、管轄機
関への助言、人権情報の普及、人権教育を改めて確認し、各国に国内人権機関の確立及
び強化を奨励した。国内人権機関は国連人権システム、地域人権保障機構とともに、国
際的な人権システムとして位置付けられた。そしてパリ原則は1993年に国連総会によっ
て採択された（パリ原則の詳細は本稿第３章第１節の第２参照）。

２　国内人権機関の役割とパリ原則
国内人権機関は人権の促進と保護のための独立した公的機関であり、基本的な国際基

準であるパリ原則に従って設立され、機能しなければならない。パリ原則は、６の主要
な判断基準を設定している。①すべての領域の人権をカバーする幅広い権限、②政府か
らの独立、③憲法又は法律により独立性を保障されること、④多元性、⑤適切な資源（人
的、財政的）、そして、⑥人権の保護発展に必要な力を有することである。

パリ原則に基づいた国内人権機関を設立し、強化することは、国連においてこれま
でに何度も確認されており、最近では2017年10月の国連総会決議（A/RES/72/181）、
2018年９月の人権理事会決議（A/HRC/RES/39/17）がある。これらの決議は国内人権
機関が国際的な人権保障システムに参加することの価値を確認している。

世界各国の国内人権機関は、“Global…Alliance…of…National…Human…Rights…Institutions；
GANHRI”（国内人権機関世界連合。以下「GANHRI」という。）を結成し、OHCHR の協
力を得てその活動を展開している。GANHRI は2018年現在、112か国の国内人権保障機
関で構成され、現在、その議長をコロンビアのカルロス・アルフォンソ・ネグレ・モス
クェラ（Carlos…Alfonso…Negret…Mosquera）氏が務めている。そしてアフリカ、アジア・
パシフィック、アメリカ、ヨーロッパの４地域にそれぞれ地域人権機構を構成しており、
各国の国内人権機関の役割強化、連帯、情報交換を果たす組織となっている。2018年10
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月の GANHRI 第13回総会で採択されたマラケシュ宣言では、「人権機関は、地方、国家、
地域的かつ国際的レベルにおいて人権の実現に寄与する積極的かつ合法的な役割を果た
す。これに関して国と協力しつつ国家の義務の履行や関与努力に貢献することである。」
と述べている。

GANHRI はビジネスと人権に関するワーキンググループの活動を行っている外、女
性差別撤廃委員会や障害者権利委員会とも密接な協力をしており、また SDGs に関する
地域フォーラムにおいて、2030年アジェンダへのアプローチを提唱している。

３　国内人権機関の認証制度
各国の国内人権機関が上記のパリ原則を満たすものとして設置され活動しているかを

評価し、認証するために、「国内人権機関国際調整委員会（Internatiomal…Committee…
of…National…Human…Rights… Institutions;… ICC）」（以下「ICC」という。）を設置するこ
とが1993年チュニス国際会議で決議された。ICC はパリ原則に基づいた評価基準を作成
し、各国の国内人権機関の評価を行う。ICC は国連人権理事会の2006年決定により、資
格認証の権限付与されている。

ICC はその後、GANHRI「国内人権機関世界連合（Global…Alliance…of…National…Human…
Rights… Institutions）」と名称を変更し、2018年に25周年を迎えた。GANHRI は各国の
国内人権機関により構成され、その活動は国連の人権機関や機構と協力し、国内と国際
人権システムとの架け橋として、また国家と市民社会の架け橋としての役割を担ってい
る。現在そのメンバーは112か国である（GANHRI2018年年報）。

新たに設置された国内人権機関は、GANHRI による認証を受けなければならない。
また、その後５年ごとに再認証を受けることになっている。認証の申請は OHCHR に
ある GANHRI の事務局で受け付け、GANHRI の「認証小委員会」（Sub…Committee…
of…Accreditation;… SCA:… アフリカ、アジア・パシフィック、ヨーロッパ、アメリカ
の地域人権保障機構の代表者各１名で構成される。以下「SCA」という。）が審査し、
GANHRI 事務局に報告書を提出する。これに基づいて GANHRI の資格認証が行われ
る。A ステータスはパリ原則を充足している機関、B ステータスはパリ原則を完全には
満たしていない機関である。GANHRI のメンバ−112か国中、内79か国が A ステータス、
33か国が B ステータスと評価されている。そして重要なのは、その認証過程において、
SCA 事務局は申請国内人権機関に対し、パリ原則を満たすものとなるよう指導勧告を
行い、パリ原則を満たさない時は認証を保留することがあり、そのようなことがインド
や韓国でも起こったようである。A ステータスと認証された機関は条約機関や他の国連
機関、主として人権理事会に対する発言権と座席を与えられる。GANHRI の代表者は
各国の国内人権機関や地域人権保障機構を代表して発言することが多い。

GANHRI はスイス法による NPO として登録されており、スタッフがジュネーブの国
連事務局におり、OHCHR が事務局の支援をしている。

日本に国内人権機関が設置される時、この認証手続において A ステータスと評価さ
れることが重要である76。

76　前掲注44
……　 GANHRI2018年 ANNUAL…REPORT
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GANHRI の評価77

In…2018,…GANHRI…comprised…112…members78:
-79…‘A’…status…accredited…NHRIs
-33…‘B’…status…accredited…NHRIs79

NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION STATUS

ASIA AND THE PACIFIC

AFGHANISTAN: INDEPENDENT HUMAN RIGHTS COMMISSION A

AUSTRALIA: AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION A

BAHRAIN: NATIONAL INSTITUTION FOR HUMAN RIGHTS B

BANGLADESH: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION B

INDIA: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

INDONESIA: NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS A

IRAQ: HIGH COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS B

JORDAN: NATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS A

MALAYSIA: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

MALDIVES: HUMAN RIGHTS COMMISSION B

MONGOLIA: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

MYANMAR: MYANMAR NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION B

NEPAL: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

NEW ZEALAND: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

OMAN: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION B

THE PHILIPPINES: COMMISSION ON HUMAN RIGHTS A

QATAR: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMITTEE A

REPUBLIC OF KOREA: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

SAMOA: OFFICE OF THE OMBUDSMAN A

SRI LANKA: THE HUMAN RIGHTS COMMISSION A

STATE OF PALESTINE: INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS A

THAILAND: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION B

TIMOR-LESTE: PROVEDORIA FOR HUMAN RIGHTS AND JUSTICE A

CENTRAL ASIA

KAZAKHSTAN: THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS B

KYRGYZSTAN: THE OMBUDSMAN B

TAJIKISTAN: THE HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN B

AFRICA

ALGERIA: THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COUNCIL OF ALGERIA B

BURUNDI: COMMISSION NATIONALE INDÉPENDANTE DES DROITS DE L’HOMME B

CAMEROON: NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS A

CHAD: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME B

CONGO: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME B

CÔTE D’IVOIRE: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME B

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

EGYPT: NATIONAL COUNCIL FOR HUMAN RIGHTS A

ETHIOPIA: ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION B

77　GANHRI2018年……ANNUAL…REPORT
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GHANA: COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND ADMINISTRATIVE JUSTICE A

KENYA: NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS A

LIBERIA: INDEPENDENT NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS A

LIBYA: NATIONAL COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS B

MALAWI: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

MALI: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME B

MAURITANIA: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME A

MAURITIUS: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME A

MOROCCO: CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME A

NAMIBIA: OFFICE OF THE OMBUDSMAN A

NIGER : COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS A

NIGERIA: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION A

RWANDA: NATIONAL COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS A

SENEGAL: COMITÉ SÉNÉGALAIS DES DROITS DE L’HOMME B

SIERRA LEONE: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

SOUTH AFRICA: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

TANZANIA: COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE A

TOGO: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME A

TUNISIA: COMITÉ SUPÉRIEUR DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES B

UGANDA: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

ZAMBIA: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

ZIMBABWE: HUMAN RIGHTS COMMISSION A

AMERICAS

ARGENTINA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO A

BOLIVIA: DEFENSOR DEL PUEBLO A

CANADA: CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION A

CHILE: INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A

COLOMBIA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO A

COSTA RICA: DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES A

ECUADOR: DEFENSOR DEL PUEBLO A

EL SALVADOR: PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A

GUATEMALA: PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS A

HAITI: OFFICE FOR THE PROTECTION OF CITIZENS A

HONDURAS: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS B

MEXICO: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A

NICARAGUA: PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A

PANAMA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO A

PERU: DEFENSORÍA DEL PUEBLO A

URUGUAY: INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO A

VENEZUELA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO B

EUROPE

ALBANIA: PEOPLE’S ADVOCATE A

ARMENIA: HUMAN RIGHTS DEFENDER A
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AUSTRIA: THE AUSTRIAN OMBUDSMAN BOARD B

AZERBAIJAN: HUMAN RIGHTS COMMISSIONER (OMBUDSMAN) B
BELGIUM: THE INTERFEDERAL CENTRE FOR EQUAL OPPORTUNITY AND FIGHT AGAINST RACISM AND 

DISCRIMINATION
B

BOSNIA AND HERZEGOVINA: INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS OMBUDSMEN A

BULGARIA: COMMISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION B

BULGARIA: THE OMBUDSMAN B

CROATIA: OMBUDSMAN A

CYPRUS: COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HUMAN RIGHTS B

DENMARK: DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS A

FINLAND: FINNISH NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION A

FRANCE: COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME A

GEORGIA: PUBLIC DEFENDER’S OFFICE A

GERMANY: GERMAN INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS A

GREECE: NATIONAL COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS A

HUNGARY: COMMISSIONER FOR FUNDAMENTAL RIGHTS A

IRELAND: IRISH HUMAN RIGHTS AND EQUALITY COMMISSION A

LATVIA: OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF LATVIA A

LITHUANIA: SEIMAS OMBUDSMEN OFFICE A

LUXEMBOURG: COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME A

MACEDONIA: THE OMBUDSMAN B

MOLDOVA: THE OFFICE OF THE PEOPLE’S ADVOCATE OF MOLDOVA A

MONTENEGRO: PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS B

THE NETHERLANDS: NETHERLANDS INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS A

NORWAY: NORWEGIAN NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION A

POLAND: THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS A

PORTUGAL: PROVEDOR DE JUSTIÇA A

RUSSIAN FEDERATION: COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION A

SERBIA: PROTECTOR OF CITIZENS A

SLOVAKIA: NATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS B

SLOVENIA: HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN B

SPAIN: EL DEFENSOR DEL PUEBLO A

SWEDEN: EQUALITY OMBUDSMAN B

UKRAINE: UKRAINIAN PARLIAMENT COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS A

UNITED KINGDOM

GREAT BRITAIN: EQUALITY AND HUMAN RIGHTS COMMISSION A

NORTHERN IRELAND (UK): HUMAN RIGHTS COMMISSION A

SCOTLAND: SCOTTISH HUMAN RIGHTS COMMISSION A

78　Accreditation…status…as…of…26…December…2018.
79　In… accordance… with… the… Paris… Principles… and… the… GANHRI… Statute,… the… following…

classifications… for… accreditation… are… used… by… the…GANHRI:…‘A’　status… -… Fully… compliant…
with…the…Paris…Principles;…and…‘B’…status…-…Partially…compliant…with…the…Paris…Principles..
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第２　国内人権機関の設置根拠法と設置形態

１　設置根拠法
パリ原則が国内人権機関に求める政府からの独立性とは、時の政府の意向に左右され

ず、独自にその使命を貫徹できることである。人権機関の設置、権限の範囲、委員の構
成、財政などについて、憲法の規定に基づくか、あるいは行政命令によるものかでその
独立性の強弱が決まってくるのは明白である。

2009年に OHCHR が実施した調査の結果、回答61機関中、憲法による設置が21機関、
法律による設置が19機関、行政命令・議会決定による設置が13機関、その他が８機関で
ある。

２　設置形態
憲法や法律に基づくといっても、その設置形態は幾つかに分かれる。大別すれば、①

委員会型、②オンブズパーソン型、③混合型、④協議 ･ 助言型、⑤機関・センター型と
なる。
「世界の憲法集」第五版（有信堂）に掲載されている主要20か国の憲法では、憲法に

国内人権機関の規定が見られる国が８か国もある。オーストリア、スゥエーデン、スペ
イン、デンマーク、ポーランド、ＥＵなどは上記②のオンブズパーソン型とされる。フィ
リピンは③に該当し、オンブズパーソンと全国１名、３地域の代表者が国政監察庁を構
成して、公務員による違法・不当・不正行為の調査、監督、防止、矯正にあたる。やは
り①の委員会型が多数であり、韓国、インドネシア、ケニア、カナダ、イギリスの人権
委員会がこれに属する。オーストラリア、ニュージーランドは①と②が並列している。

オンブズパーソンや人権委員会委員の任命方法が重要である。国会で選任する国が多
数であるが、その手続については制定法によるデンマーク憲法やフランス憲法があり、
フィリピン憲法では法曹委員会によって提出される６名以上の被指名者名簿の中から大
統領によって任命される手続を定めている。

韓国では国家人権委員会法により、大統領任命４名、国会任命４名、大法院任命３名
の計11名の国家人権委員が選任される。保守政権時代に国家人権委員会の委員としてふ
さわしくない人が任命されたことや事務局職員の削減、財政規模の縮小などが行われた
苦い経験に照らして、法律ではなく憲法上の機関とするよう憲法改正を模索していると
いう。
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第１　国連人権理事会普遍的定期的審査（UPR）で日本が受けている勧告とこれ
への日本の対応
日本は、国連人権理事会における普遍的定期的審査（UPR）でも、数多くの国々から、

国内人権機関を設置するよう勧告を受けている。
まず、日本は、2007年６月18日に実施された第１回審査で26の勧告を受けたが、その

うち４つが国内人権機関の設置を求める勧告であった80。これに対し、日本政府は「勧
告をフォローアップすることを受け入れる。」との意見を表明した81。

次に、2012年10月31日に実施された第２回審査で、日本は174の勧告を受けたが、そ
のうち13が国内人権機関の設置を求める勧告であった82。このときも日本政府は、「勧告
をフォローアップすることを受け入れる。」との意見を表明している83 。

そして、2017年11月14日に実施された第３回審査で、日本は217の勧告を受けたが、
そのうち31が国内人権機関の設置を求める勧告であった84。これに対し日本政府はやは
り「フォローアップすることを受け入れる。」との意見を表明している85 。

このように、日本政府は、国内人権機関の設置を求める他国からの勧告に対して、こ
れを受け入れるかのような姿勢を10年もの間、繰り返し示してきた一方で、未だ国内人
権機関の設置は実現していない。とりわけ、2012年12月に民主党から自由民主党が政権
を取り戻して以降、国会や政府において国内人権機関に関する具体的な検討が進んでい
る様子は何ら認められない。このような二律背反の姿勢は、勧告を軽視しているのでは
ないかとの疑義を持たれかねないものであり、また、日本が国内人権機関設置に消極的
であるとの評価を免れないであろう。

第２　自由権規約委員会による勧告
日本は、自由権規約委員会からも、1998年以降、幾度も国内人権機関を設置するよう

勧告を受けている。

１　まず、1998年10月に実施された第４回日本審査の際、自由権規約委員会は、日本に対
し、「人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いているこ
とに懸念を有する。当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを　

80　外務省ウェブサイト「UPR 第１回日本政府審査・結果文書（仮訳）」
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_sk0805j.pdf（2008.5.30）
81　外務省ウェブサイト「UPR 第１回日本政府審査・勧告に対する我が国対応（仮訳）」
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr_skt0808j.pdf（2008.8.13）
82　外務省ウェブサイト「UPR…第２回日本政府審査・結果文書（仮訳）」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr2_kekka.pdf（2012.12.14）
83　外務省ウェブサイト「UPR 第２回日本政府審査・勧告に対する我が国対応（仮訳）」
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/pdfs/upr2_taiou.pdf（2013.3.8）
84　外務省ウェブサイト「UPR 第３回日本政府審査・結果文書（仮訳）」
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346504.pdf（2018.1.4）
85　外務省ウェブサイト「UPR 第３回日本政府審査・勧告に対する我が国対応」
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346502.pdf（2018.3.1）
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確保するために効果的な制度的仕組みが要請される。委員会は、人権擁護委員（訳注：
原文では Civil…Liberties…Commission）は、法務省の監督下にあり、また、その権限は
勧告を発することに限定されていることから、そのような仕組みには当たらないと考え
る。委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組み
を設立することを強く勧告する。」、「さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため
警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立し
た当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が
締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。」と述べ、法務省監督下の人権擁護
委員制度では不十分であることを指摘した86。

２　次に、2008年10月に実施された第５回日本審査では、日本政府が、2002年に政府が
国会に提出した「人権擁護法案」に基づいて人権機関を設立することを検討中であると
説明したところ、法案の問題点（機関が法務大臣の所轄であること、公権力による人権
侵害が主要な救済対象ではないこと、中央の委員がわずか４名でうち常勤は１名のみで
あること等）に審議が集中し、自由権規約委員会の委員から、国内人権機関を真に「パ
リ原則に適応したものとする気があるのか」と問いただされる場面もあった87。そして、
総括所見において、「締約国は、パリ原則（国連総会決議…48/134・附属書）に則り、締
約国によって承認されたすべての国際人権基準をカバーする広範な権限と、公権力によ
る人権侵害の申立てを審査し、かつ、行動する権限を有する独立した国内人権機関を政
府の外に設立し、同機関に対して十分な財政的・人的資源を割り当てるべきである。」
との勧告を受けた88。

３　その後、2012年11月、民主党政権は「人権委員会設置法案」を国会に提出することを
閣議決定した。しかし、同年12月に政権を奪還した自由民主党は、「民主党の『人権委
員会設置法案』に断固反対。自由民主党は個別法によるきめ細やかな人権救済を推進し
ます。」と掲げており、その後、国内人権機関設置に関する動きはストップして現在に至っ
ている。

４　かかる日本国内の状況を受けて、2014年７月に実施された第６回日本審査の総括所
見で、自由権規約委員会は、「2012年11月の人権委員会設置法案の廃案以降、締約国に
統合された国内人権機構を設置するための如何なる前進も見られないことに遺憾の意を
もって留意する（第２条）。」と述べて日本政府を批判した上で、改めて「委員会は、前
回の勧告（CCPR/C/JPN/CO/5,para.9）を想起し、締約国に対し、パリ原則（General…
Assembly… resolution… 48/134,… annex）に沿って、幅広い人権に関する権限を有する独
立した国内人権機構の設置を再検討し、機構に対して適切な財政的及び人的資源を提供
することを勧告する」と述べた89。

86　自由権規約委員会第４回日本審査総括所見（第９項、第10項）
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html　（1998.11.19）
87　日弁連「国際人権（自由権）規約委員会第５回政府報告書審査をふまえて『改革迫られる日本の

人権保障システム』」
　https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/liberty_pam.

pdf　（2009.3.1）
88　自由権規約委員会第５回日本審査総括所見（第９項）
… https://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_ccpr2.pdf　（2008.10.30）
89　自由権規約委員会第６回日本審査総括所見（第７項）
… https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf　（2014.8.20）
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第３　子どもの権利委員会による勧告
日本政府は、子どもの権利委員会からも、国内人権機関の設立について繰り返し勧告

されている。第２回政府報告に対する総括所見（2004年２月）及び第３回政府報告に対
する同委員会の総括所見（2010年６月）においては、当時、国内人権機関の創設に向け
た具体的な動きがあったことから、国内人権機関が創設されることを前提としてあるべ
き国内人権機関の内容についての勧告も行われていた。しかし、その後の政権交代によ
り国内人権機関の創設は頓挫しており、第４回・第５回政府報告に対する総括所見（2019
年２月）おいては、国内人権機関の創設そのものの勧告がなされるにいたった。

１　第１回政府報告に対する総括所見の内容（1988年６月）
「委員会は、締約国が、現在の『子どもの人権専門委員』制度を改良し拡大すること

により、あるいは、オンブズパーソン又は児童の権利委員を創設することにより、独立
の監視メカニズムを確立するため、必要な措置をとることを勧告する。」

２　第２回政府報告に対する総括所見の内容（2004年２月）
「委員会は、条約の実施状況を監視するための全国的な独立した制度が存在しないこ

とを懸念する。また同時に、委員会は、３つの県が地元でオンブズマンを設立したとの
情報及び人権委員会設立に関する法案が次期国会に再提出されるとの情報を歓迎する。
代表団によって提供された法案では、人権委員会が法務大臣に対し責任を負うことを想
定しているとの情報に照らし、委員会は、その機関の独立性につき懸念を有する。加え
て、計画されている人権委員会が、条約の実施の監視に関して明確な権限を付与されて
いない点につき懸念を有する。児童の権利の保護及び促進における国内人権機構に関す
る一般コメント第２号（2002年）に照らし、委員会は、締約国が、⒜人権の保護及び促
進のための国内機構の地位に関する原則（パリ原則、総会決議48／134、別添）に従い、
予定されている人権委員会が独立かつ効果的な機関を確保するよう、人権擁護法案を再
検証すること、⒝人権委員会が、条約の実施を監視し、児童からの申立てに対して、児
童の立場にたって、迅速な手法で対応し、また、条約に基づく児童の権利の侵害に対す
る救済方法を提供するための明確な権限を付与されるよう、確保すること、⒞都道府県
における地方オンブズマンの設立を促進し、それらオンブズマンと人権委員会と調整す
るための制度を設立すること、⒟人権委員会と地方レベルのオンブズマンに適切な人材
と財源を供給し、児童が利用しやすいものとするよう確保すること、を勧告する。」

３　第３回政府報告に対する総括所見の内容（2010年６月）
上述のとおり当時、国内人権委員会創設に向けた動きがあり、これを受けて「⒜人権

擁護法案の可決及び国内機関の地位に関する原則（パリ原則）に従った国内人権委員会
の創設を促進し、また、国内人権委員会に対し、条約の実施を監視し、申立てを受理・
フォローアップし、かつ、児童の権利の組織的な侵害を調査する権限を与えること、⒝
次回の報告において、国内人権委員会及びオンブズパーソンに割り当てられた権限、機
能、及び資源についての情報を提供すること、⒞独立した人権機関の役割についての委
員会の一般的意見 No.2（2002年）を考慮すること。」という総括所見が出された。しかし、
その後の政権交代により、人権委員会設置法案は成立には至らなかった。

４　第４回・第５回政府報告の内容（2017年）
政府は国内人権機関に関して、「新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設
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置法案を、2012年11月、第181回国会に提出したが、同月の衆議院解散により廃案となっ
た。人権救済制度のあり方については、これまでなされてきた議論の状況をも踏まえ、
適切に検討しているところである。」と報告したのみであった。「適切に検討している」
と報告されているものの、本章本節第2の3で述べたとおり、2012年に民主党から自由民
主党に政権交代が行われて以降、国内人権機関の創設に向けた動きは頓挫している。

５　第４回・第５回政府報告に対する総括所見の内容（2019年２月）
上記２の報告を受けて2019年２月１日に出された総括所見においては、以下の内容の

勧告がなされた。
「地方レベルで33の子どものためのオンブズパーソンが設置されていることには留意

しながらも、これらの機関は財政面および人事面の独立性ならびに救済機構を欠いてい
るとされる。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。⒜子ども
による苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応することのでき
る、子どもの権利を監視するための具体的機構を含んだ、人権を監視するための独立し
た機構を迅速に設置するための措置。⒝人権の促進および保護のための国内機関の地位
に関する原則（パリ原則）の全面的遵守が確保されるよう、資金、任務および免責との
関連も含めてこのような監視機関の独立を確保するための措置。」

地方自治体が設置するオンブズパーソンについては、国家レベルの組織ではなく、委
員会が指摘するとおり、予算・人事権の独立性はなく、また権限においても、救済権限
は限定的であり、公的機関に対する調査権限も認められていないばかりか、人権施策に
関する国家に対する政策提言機能もなく、到底、パリ原則の定める基準を満たしていな
い。そこで、国家の機関としての、パリ原則に則った、国内人権機関を早急に設置する
必要がある。

第４　女性差別撤廃委員会による勧告内容

１　繰り返し勧告を受けてきたこと
日本政府は、女性差別撤廃委員会からも繰り返し国内人権機関の創設についての勧告

を受けている。2003年の第５回審査の際には「人権擁護法案で提案されている人権委員
会が、独立機関として、女性の人権に適切に対処することが確保されるよう、パリ原則
に基づいて設置されることを勧告」され、その後2009年の第６回審査の際には「前回の
総括所見における勧告にもかかわらず、また他の条約からも強調されているとおり、国
内人権機構の地位に関する原則に従った、女性の人権の保護及び促進を含む幅広い権限
を有する独立した国内人権機構がいまだに設立されていないことは遺憾である。」と勧
告された。

その後、前述のとおり2012年11月に当時の民主党政権は、人権委員会設置法案を閣議
決定し、国会に上程したが、衆議院の解散と総選挙により廃案となった。

２　第７回・第８回政府報告の内容
2014年９月に提出された第７回・第８回政府報告において、日本政府は、「新たな人

権救済機会を設置するための人権委員会設置法案を、2012年11月、第181回国会に提出
したが、同月の衆議院解散による廃案となった。人権救済制度の在り方については、こ
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れまでになされた議論の状況をも踏まえ、適切に検討しているところである。」と述べ
るのみで積極的に設立に向けた取組をしている状況にない。現政権与党の自由民主党は、
政権公約に「民主党の『人権委員会設置法案』に断固反対。自由民主党は個別法による
きめ細かな人権救済を推進します。」と掲げており、その後約７年経過するも国内人権
機関設立に向けた具体的な動きは全くないことはこれまで述べてきたとおりである。

日本政府は、男女差別に対する法的救済手段として、内閣府による男女共同参画に関
する苦情の処理、法務省の人権擁護局によるサービスの提供、日本司法支援センターに
よる支援サービスの提供、司法分野関係者に対する研修等について報告している（第７
回・第８回政府報告第33ないし35項）。しかし、これらの救済方法は日々生じる個別事
件の早期救済について必ずしも効果的な救済手段であるとはいえず、また、司法的救済
を除き独立した機関による救済であるとはいえない。

３　直近の政府報告に対する総括所見の内容
上記第７回・第８回政府報告に対して、2016年３月に女性差別撤廃委員会からなされ

た勧告内容のうち国内人権機関に関する部分は以下のとおりである。
「委員会は、締約国が、人権の促進と保護のための国内人権機関の地位についての原

則（パリ原則）に従って、複合差別からの保護を含む、女性の人権の推進と保護のため
の広い権限を伴った、独立した国内人権機関を設立していないことに懸念を繰り返して
述べる。」、「委員会は、締約国が、明確な時間的枠内をもって、パリ原則（1993年12月
20日総会決議48/134）に従って、独立の国内人権機関を設置し、かつ、その権限が女
性の権利とジェンダー平等に確実に対応できるようにすべきとした前回の勧告（第６回、
第24項）を繰り返して述べる。」

第５　人種差別撤廃委員会による勧告
日本政府は、人種差別撤廃委員会からも繰り返し国内人権機関の創設についての勧告

を受けている。2008年第３回～第６回審査の際には、「12.…パリ原則（総会決議…48/134）
に沿った国内人権機構の設立を検討しているとの締約国のコミットメントに留意する一
方、委員会は、人権委員会を設立する規定を含んだ人権擁護法案の廃案、独立した国内
人権機構設立のための具体的な行動及び時間的枠組の全般的な欠如や遅延を遺憾に思
う。また、包括的で効果的な申立てメカニズムの欠如に懸念をもって留意する（第２条）。
委員会は、締約国に対し人権救済法案を起草及び採択し、法的申立てメカニズムを早急
に設立することを慫慂する。また、パリ原則に沿った、十分な資金及び適切な人員を有
する独立した人権機構を設置し、その機関が幅広い人権に関する権限と現代的形式の差
別に取り組むための特別な権限を有するよう要請する」とされた。…

2012年11月に当時の民主党政権は、人権委員会設置法案を閣議決定し、国会に上程し
たが、衆議院の解散と総選挙により廃案となったことを踏まえ、2014年第７回～第９回
審査の際には、「９．委員会は、締約国がパリ原則に完全に従った国内人権機構を未だ
設置していないことを懸念する。これに関連して、委員会は、人権委員会設置法案の審
査が、衆議院の解散に伴い2012年に打ち切られたこと、及び国内人権機構を設置するた
めの進展が、非常に遅いことに留意する（第２条）。…条約の実施を促進するための国内
機構の設置に関する一般的勧告17（1994年）に留意し、委員会は、締約国に対し、人権



−…199…−

第３章　国内人権機関

委員会設置法案の検討を速やかに再開し、適切な人的及び財政的資源並びに人種差別の
申立てに対処するための権限を与えつつ、パリ原則（国連総会決議…48/134）に完全に従っ
て、独立した国内人権機構の設置の観点からその採用を推進することを勧告する」とさ
れた。また、2018年第10・11回審査の際には「９．委員会は、人権擁護法案の制定手続
が2012年に中断され、それ以降国内人権機関の設置に関し何ら進展がないことを懸念す
る。10．締約国が、2017年の普遍的・定期的レビューにおける国内人権機関の設置に向
けた努力の促進に関する勧告のフォローアップを受け入れたことに留意しつつ、委員会
は、締約国に対し、パリ原則（国連総会決議48/134, 別添）に従い、人権の促進及び保
護に関する広範な権限を有する国内人権機関を設置することを勧告する」とされた。

第６　拷問禁止委員会からの勧告
日本は、拷問禁止委員会からも繰り返し国内人権機関の創設についての勧告を受けて

いる。2013年の第２回審査の際には、「16．委員会は、未だに締約国が人権の促進及び
擁護のための国家機関（国内人権機関）の地位に関する原則（パリ原則）に則って国内
人権機関を設立していないことに懸念をもって留意する（第２条）。締約国が普遍的定
期的審査において行なった誓約（A/HRC/22/14/Add. 第147．47項以下参照）に留意し
つつ、委員会は、締約国に対し、パリ原則に則った独立した国内人権機関の設立を迅速
に行うよう促す」とされた。

第７　障害者権利条約第33条第２項に基づく国内人権機関設置義務
障害者権利条約は、2006年12月13日に国連総会において採択され、日本はこれを2014

年１月20日に批准した。同条約に基づく日本審査はまだ行われておらず、2020年に行わ
れる予定である。障害者権利条約は、条約そのものが国内人権機関の創設を締約国に求
めている点で他の条約と異なる特徴を有する。以下、詳述する。

１　障害者権利条約の履行確保のための枠組み
⑴　障害者権利条約は、条約の履行確保のための枠組みとして、①国際的な枠組み―障

害者権利委員会による定期的な締約国報告審査（障害者権利条約第35条及び第36条）
のほか、②国内的な枠組み―条約の実施を促進し、保護し及び監視するための枠組み
の指定または設置を、締約国に求めている（障害者権利条約第33条第２項）。

国際人権条約の履行確保のための国内的な枠組みの指定または設置を条約自体で締
約国に求めている条約は、障害者権利条約のみである。

⑵　障害者権利条約第33条第２項は次のとおり定めている。
「締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保

護し、及び監視するための枠組み（適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組み
を含む。）を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、こ
のような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内
機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。」

上記のうち、実施の「促進（promote）」とは教育・広報を通じた条約の普及を意味し、
「保護（protect）」とは人権侵害や差別からの救済を意味し、「監視（monitor）」とは
立法の見直しや国内実施状況の検討活動を意味する。促進・保護・監視は、国内人権
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機関が担うべき機能そのものである。
また、「人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に関する原則」は

1993年12月20日国連総会決議48の「国内機構の地位に関する原則」（いわゆる「パリ
原則」）を指す。国内人権機関の枠組みは一つに限らず複数の仕組みから構成されて
もよいが、その仕組みはパリ原則に則る必要がある。

障害者権利条約第33条第２項は、締約国に対し、パリ原則に則った国内人権機関の
指定または設置を求めているのである。

２　日本に障害者権利条約第33条第２項が求める国内人権機関は指定又は設置されている
か
⑴　この点に関し、日本政府は、2016年６月に障害者権利委員会に提出した障害者権利

条約第35条に基づく第1回締約国報告において、次のとおり述べ、障害者権利条約第
33条第２項が求める国内的な枠組みは、既に設置されている旨、報告している。
①　「障害者権利条約の実施を保護するための枠組みに関して、法務省の人権擁護機

関では、全国の法務局・地方法務局において、障害者の人権問題を含むあらゆる人
権問題について相談に応じており、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、
人権侵犯事件として調査を行い、関係機関とも連携・協力し、事案に応じた適切な
措置を講じている（法務省設置法第４条第26号、同条第29号、人権擁護委員法第11
条、人権侵犯事件調査処理規程（法務大臣訓令））。なお、2014年の障害者を被害者
とする暴行虐待、社会福祉施設における侵犯、差別待遇、強制強要についての人権
相談件数は2,818件であり、人権侵犯事件数は448件となっている。」（第220項）

②　「障害者権利条約の実施の促進、保護、監視の全般にわたる枠組みに関して、障
害者基本法においては、内閣府に、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事
業の従事者、学識経験者30人以内で構成される審議会として「障害者政策委員会」
を置くこととしている（障害者基本法第32条、第33条）。その構成については、様々
な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができるよう配慮す
ることとされており（同法第33条第２項）、現在の構成員の半数が障害者本人又は
その家族の代表から構成されている。政策委員会は、「障害者基本計画」の策定又
は変更について意見を述べるほか、障害者基本計画についての調査審議、実施状況
の監視などを行い、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べること等ができ
ることとされている（同法第11条第４項及び第９項、第32条第２項）。この政策委
員会が、本条約第33条にいう監視するための枠組みを担っており、条約の実施の監
視は、政策委員会が、障害者施策の方針の根本を成す障害者基本計画が本条約の趣
旨に沿って実施されているかを監視することによって行われる。政策委員会におい
ては、2015年５月から、本報告の提出を視野に入れて第３次障害者基本計画の実施
状況の監視を行い、同年９月にその結果を文書として取りまとめた。」（第221項）

⑵　しかし、次に述べるとおり、日本は、障害者権利条約第33条第２項が求める条約履
行確保のための国内的な枠組みを、未だ、指定も設置もしていないという外ない。
①　法務省の人権擁護機関が、パリ原則を満たしていないことは、前述第３節２で詳

述したとおりである。
②　障害者政策委員会は、ア　権限の点からも、イ　パリ原則の点からも、障害者権
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利条約第33条第２項が締約国に求める枠組みとは到底言えない。
ア　権限

障害者政策委員会には救済、すなわち「保護」の権限が全くない。「監視」の
権限も、上述⑴②の日本政府提出にかかる締約国報告の記述自体からも明らかな
とおり、障害者基本計画を介しての間接的な監視にとどまり、直接、法律や制度を、
障害者権利条約の履行確保の観点から、監視することは困難である。

イ　パリ原則
パリ原則が求める政府からの独立性という観点に立つと、障害者政策委員会は、

委員の任期は２年で（障害者政策委員会令第１条）、任命権は総理大臣の専権に
委ねられている上、委員についての具体的な選任基準は定められておらず、身分
保障は十分なものではない。

人事、予算、事務局などの観点からの独立性という意味では、国家行政組織法
第３条第２項の規定する行政委員会（いわゆる「３条委員会」、）が、より独立性
を保障された行政機関であるが、障害者政策委員会は同法第８条の審議会等とし
ての位置付けにとどまっている。

また、パリ原則が求める委員の多元性については、専門委員の定め（同令第３条）
があり、上述の日本政府が提出した締約国報告のとおり、現在のところ、当事者
参画が確保されているものの、委員の具体的な選任基準の定めはなく、委員のう
ち一定数以上を障がいのある人から任命する旨の規定はない。

⑶　日本政府は、上記報告書において、上述⑴①②に加え、障害者基本法による都道府
県、市町村に置かれる合議制の機関を、障がい者施策の調査審議、監視する枠組みと
して位置付ける（第222項）。しかし、このような機関は、あくまで「設置できる」と
されているにすぎない上、権限行使や任命に関し独立性を有しない。日本には、その
他に障害者権利条約第33条第２項が求める国内人権機関の仕組みは指定も設置もされ
ていない状況である。

３　障害者権利条約第33条第２項が締約国に求める国内人権機関の設置は急務である
以上述べてきたとおり、日本には、未だ、障害者権利条約の履行確保のための国内的

な枠組みが指定も設置もされているとは言えない。
第３章第２節３で詳述した日本における障がいのある人の権利状況からしても、パリ

原則に則った国内人権機関の設置が強く求められる。
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第７節　人権擁護法案への反対から日弁連「国内人権機関の制度要綱」
　　　　の提案へ

第１　人権擁護法案の問題点

１　人権擁護法案の概要
政府は、人権擁護施策推進審議会の答申を受け、人権擁護法案を作成して、2002年３

月国会に提出した。これは人権委員会を創設し、これに人権侵害救済などの機能を果た
させようとするものである。その法案の概要は以下のとおりである。
⑴　人権委員会

人権委員会を、国家行政組織法第３条第２項に基づいて、法務省の外局として設置
する。これは人権救済、人権啓発及び政府への助言を所掌し、委員長１人、委員４人
で構成し、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、任期は３年とする。委員長及
び委員の権限行使における独立性は保障される。

⑵　人権侵害の禁止
以下の人権侵害が禁止される（第３条）。

①　公務員、物品取引等、労働関係における人種などを理由とした不当な差別的取り
扱い

②　人種等を理由とする侮辱、嫌がらせ、職務上の地位を利用した意に反する性的言
動

③　優越的立場による虐待
④　不特定多数の属性を理由とする差別取扱いを助長する目的の文書の配布等
⑤　不特定多数の属性を理由とする差別取扱いの意思の公然と表示する行為

⑶　人権救済手続
①　一般救済手続

広く人権侵害について、必要な調査を行い、援助、調整、指導、通告、告発など
を行う。

②　特別救済手続
上記⑵①②③、報道機関によるプライバシー侵害等、上記⑵④⑤のうち差別的取

扱いを助長・誘発のおそれあるいは差別的取扱いそのもののおそれがあるものは、
調査を行い、勧告・公表などの措置をとる。

２　独立性の疑問
人権擁護法案による人権委員会は、政府から独立した国内人権機関を念頭に置いたも

のと思われる。当然政府からの独立性が求められるところ、この観点から重大な疑問が
あった。いわゆる「３条委員会」（国家行政組織法第３条第２項に基づく委員会。他に
労働委員会、公正取引委員会などの行政独立委員会がある。）とされているものの、法
務省の所轄とされていることが問題となる。法務省は、拘置所、刑務所、入国管理局な
ど身柄の拘束など強い権力作用を扱う部署をもち、実際に多くの人権侵害問題を抱えて
いる。そのような部局をかかえる法務省が人権委員会を所轄して、人権委員会の独立性
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が保たれるのか非常に疑問である。人権委員会の事務局は法務省の職員がなることが想
定されるが、かれらは人事異動によって人権委員会の事務局のあと、拘置所、刑務所あ
るいは入国管理局に異動することもありうることになる。そうすると自己の将来の職場
ともなりうる部署の人権侵害を適正に対処できるのかという疑問が出てくる。

３　救済の対象について
人権擁護法案は、国際人権法に反する人権侵害を対象としていない。また特別救済の

対象は、差別的取扱い、侮辱・嫌がらせ・セクハラ、虐待、報道機関による人権侵害、
属性による差別的取扱いの意思の表示、助長・誘発としている。しかし人権侵害を差別・
虐待に限定する必要はない。

また報道被害を広く特別救済の対象としていることから、報道の自由を侵害するとし
てメディア関係から反対の声が強かった。確かに過剰取材（メディアスクランブル）や
名誉・プライバシー侵害について、放置しがたいものがみられるが、他方、これらを人
権侵害として規制すると、自由な取材や報道活動が規制され、権力を監視するメディア
の機能が十分果たせなくなるというものであった。

第２　日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱

１　はじめに
人権擁護法案は、継続審議を経て、2003年10月、衆議院解散により廃案となった。

2005年に民主党が「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」を上程した
が、審議未了で廃案となった。

日弁連は法務省の「人権擁護法案」には反対の立場に立ったが、政府から独立した国
内人権機関の実現を目指す立場は不変であり、2008年11月18日、日弁連が求める国内人
権機関を具体的に示すため、日弁連要綱案の形で示して、市民各界に提案した。

２　国内人権機関の基本設計
あるべき国内人権機関の概要について、日弁連は次のように考えている。

（独立性）
⑴　政府からの独立性を持ち、人権の尊重、保護、促進を図る活動を行う国内人権機関

を設置すること。
　（権限）
⑵　国内法における人権に限定せず、広く国際人権法により認められた人権を取り扱う

組織であること。
（公権力による人権侵害）

⑶　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。
（私人による人権侵害）

⑷　私人間や行政との間で生起する人権侵害事例については、調停あっせんによる解決
を図る機能を持つこと

（人権教育）
⑸　広く人権教育を企画し、実施する活動をする組織であること。
（政策提言）
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⑹　政策提言機能をもち、立法、行政に対し、人権の観点からあるべき方向を示すこと
ができる組織であること。

（国際人権条約の実施の促進）
⑺　国際人権条約の批准促進と国内で発効している国際人権条約の実施の促進に取り組

む組織であること。
（構成・組織）

⑻　委員会は構成の多様性をもち、活動においては市民・NGO と交流し、その意見を
取り込む組織であること。

⑼　人権の専門家を擁し、問題の調査、研究、解決ができる組織であること。
⑽　人権擁護に情熱をもつ職員を多数擁する事務局体制を確立すること。
⑾　これらの活動を行うに必要十分な人員と予算が確保されること。
⑿　案件の滞留を起こさない事件の合理的な仕分けと迅速な手続を採用すること。
（市民アクセス）

⒀　市民が気軽に駆け込める、利用しやすい組織であること。
３　要綱の具体的内容

⑴　目的、任務
法の目的は国際人権条約で保障された基本的人権の享受とした（基本設計２）。

委員会の任務は、人権救済、人権状況等の調査、政策提言（基本設計６）、人権教
育（基本設計５）、NGO 組織との協力（基本設計８）、国際人権条約の推進（基本設
計７）、国際諸機関との協力のほか、国会への報告をあげた。これは、行政機関であっ
ても国会に報告義務を負うことによってその地位の強化をはかったのである。

⑵　組織
組織は、中央委員会と地方委員会とで構成し、独立性の高い行政委員会であり、内

閣総理大臣の所轄に属する。会計検査院に次いで独立性が高い公正取引委員会もまた
内閣総理大臣の所轄に属すると規定されている（独占禁止法第27条第２項）。

中央委員会は15人の委員とし、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、内閣総理大臣が任命する。委員長は委員の互選による。委員の任期
は、心身の故障により職務をとることができないと決定された場合を除いて公の弾劾
によらなければ罷免されない。

委員長及び委員は、独立してその権限を行使するものとし、内閣総理大臣は人権委
員会の職務に関して指揮監督権を有せず、報告を受ける権利も有しない。

⑶　救済の対象
公権力又は公権力に準ずるものによる場合は憲法、国際人権条約及び法令で定めら

れたすべての人権の侵害を救済の対象とする。私人による人権侵害は、社会的影響力
のある組織、集団または個人によりなされるものを救済の対象とし、差別については、
雇用、教育、公共的施設の利用、取引など公的な場面における差別も対象とする。

報道機関等による侵害は、過剰取材及び名誉プライバシー侵害は、外形から判断で
きる場合のみ対象とし、誤報など取材内容の信用性の評価が問題となる場合は除外す
る。ただし、政治家、高級官僚及びその関係者に対する過剰取材、名誉プライバシー
侵害については公益性を考慮し救済の対象としない。自主的第三者機関が実効的に運
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営されている場合は、当該機関に優先的管轄権を認め、その決定に不服がある場合に
限り人権委員会への救済申立てができる。

地名総鑑の頒布など不特定の者の属性に関する情報の公然摘示は、不当な差別的取
扱いの助長又は誘発が明らかな場合、警告あるいは勧告ができるとした。私人による
場合であっても社会的影響力の有無を問わず、対象とする。

人権擁護法案にある、不特定多数のものに対する不当な差別的取扱いをする意思を
広告、掲示など公然と表示する行為は、対象を明確にできないため対象としていない。

⑷　人権救済手続
人権委員会は、被害者らの申立てにより、あるいは職権で調査を開始できる。
人権委員会は、相手方、関係者などに出頭を命じて質問するなどの権限を有し、公

務所は人権委員会の調査に協力する義務を負う。調査拒否は原則として許されず、調
査拒否があった場合は、人権委員会はこれを公表することができ、公務員については
その懲戒を求めることができる。

また、簡易迅速な解決のため、人権委員会は調停と仲裁の権限を持つ。人権侵害と
認める場合は、警告、勧告、要望などの措置がとれる。公務員が故意または重大な過
失により人権侵害を行ったと認めるときは、その公務員の懲戒の処分を求めることが
できる。犯罪があり、そのまま放置できないと思料するときは、人権委員会は検察官
に告発しなければならない。地名総鑑の配布のような不特定多数の者の属性に関する
情報の公然摘示の停止の警告あるいは勧告に相手方が従わない場合は、人権委員会は
自ら当該行為の差止め訴訟を提起することができる。

2002年人権擁護法案、2012年人権委員会設置法案と日弁連要綱の対照
1、制度の概要
人権擁護法案、人権委員会設置法案と日弁連要綱の
対照表1 制度の概要

1対象とする人権侵害 特別救済の対象は、不当な差
別と虐待のみ

人権を違法に侵害する行為 国際人権基準が保障するすべ
ての人権

2人権委員会の設置場所 法務省の外局 法務省の外局 内閣府の外局

3委員会の構成 委員長と常勤委員各1名、
非常勤委員3名

委員長を含め4名 委員長を含め常勤15名

4委員の任命 両議院の同意を得て
内閣総理大臣が任命

両議院の同意を得て
内閣総理大臣が任命

国会に推薦委員会を設け、両
性のバランス、マイノリティー
の意見を反映できるよう選任、
任命前に公聴会を行う

5予算計上 法務大臣を通じて予算要求 法務大臣を通じて予算要求 独立して国の予算に計上

6-1事務局 中央委員会職員のみ 弁護士となる資格を有する者を
含め事務局を置く

委員会が独自に任免
地方委員会も同様

6-2地方事務所 地方法務局長に委任すること
ができる

各都道府県に地方委員会を置く
委員は内閣総理大臣が任命

項目 2002年人権擁護法案 2012年人権委員会設置法案 2008年日弁連要綱
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2、救済の範囲

3、救済の手続
人権擁護法案、人権委員会設置法案と日弁連要綱の
対照表3 救済の手続

調査・救済の手続 一般調査と特別調査の二種 一般と特別に区分しない 一般と特別に区分しない

1 一般救済手続
被害者への助言等
加害者への説示等
被害者と加害者の調整

相談・援助
調停・仲裁
関係の調整
説示
勧告　など

調査
調停
仲裁
警告、勧告、要望

2 特別救済手続
特別調査の権限
　出頭要求・質問
　物件の提出要求
　立ち入り検査
30万円以下の過料

調査に強制力はない
行政機関に調査への協力を求
めることができる
公的機関に対し、勧告に基づ
きとった措置の報告を求めるこ
とができる
公的機関が勧告を正当な理由
なく拒否したときはその旨を公
表できる

調査に強制力はない
公務所には積極的調査協力義
務がある
調査拒否の事実を公表できる

項目 2002年人権擁護法案 2012年人権委員会設置法案 2008年日弁連要綱

人権擁護法案、人権委員会設置法案と日弁連要綱の
対照表2 救済の範囲

1労働関係
　特別人権侵害

取り扱わない
厚生労働大臣及び国土交通大
臣にすべて委任

取り扱う 取り扱う

2公権力による人権侵害 差別と虐待に限り、特別救済
の対象とする

公権力によるすべての人権侵
害を対象とする

3私人による人権侵害 ・不当な差別
・ 不当な差別的言動
・ 不特定多数の者に対してする
不当な差別助長誘発行為

・ 人権を違法に侵害する行為を
対象とする
・ 不特定多数の者に対してする
識別情報の公然摘示行為を
対象とする

・ 社会的影響力のある、組織集団・
個人による人権侵害が対象
・ 但し雇用、教育、公共施設の利 
用、物品・不動産・役務の提供に 
おける不当差別※は対象とする

4報道機関等による人権侵害 特別救済の対象とする
・ 私生活に関する報道をし、名
誉又は生活の平穏を著しく害
すること
・ つきまとい、待ち伏せ等
・ 電話、FAX送信

特別の規定を設けない 自主的第三者機関が優先的に
取り扱う
これに不服があれば受理して
調査
事前差し止めはしない

5不特定多数に対する公然とし
た差別助長誘発行為

停止勧告ができる
差し止め訴訟ができる

調査をし、適当な措置を講じる 差別助長・誘発情報の公然指
摘に対しては警告、勧告
それ以外は対象としない

※障がいの特性に応じた合理的配慮の不提供も、原則的に差別になります。

項目 2002年人権擁護法案 2012年人権委員会設置法案 2008年日弁連要綱
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第８節　国内人権機関の実現へあと一歩

第１　2012年「人権委員会設置法案」国会提出
本章第６節第２ないし第６で述べたとおり、人権擁護法案廃案後も、国内人権機関の

設置を求める条約機関の勧告が続いた。また、本章第６節第１で述べたとおり、2008年
には、国連人権理事会の UPR 手続で複数の国の政府が日本政府に対し国内人権機関の
創設を勧告した。国連人権理事会は、国連の正規の機関であり、各国の政府代表者が当
該政府の意見として日本政府に国内人権機関の設置を勧告したのである。そこに至って
日本政府は、勧告に対する回答として、ついに、「フォローアップすることを受け入れる」
と表明した。

そして2010年、法務省は政務三役名にて「新たな人権救済機関の設置について（中間
報告）」を公表した。そこには、「政府からの独立性を有し、パリ原則に適合するものと
して、人権委員会を設置する。」と明記されており、「政府からの独立性」の中味として、
パリ原則を最優先として強調している。

日弁連国内人権機関実現委員会は、このような動きの中で、あるべき国内人権機関と
して日弁連要綱を作成し、それをベースとして法務省に働きかけ、法案作りに向けて協
議を重ねてきた。

こうして日本政府は、民主党政権下の2012年９月、「人権委員会設置法案」（以下「法案」
という。）を閣議決定した。さらに同年11月、法案は再度閣議決定され、国会に提出された。
しかし、国会審議に入らないままに、同月、衆議院解散により廃案となった。

その後、人権委員会設置法案反対を選挙マニフェストとした政党が政権につき、現在
に至っている。

しかし、日本政府は、その後も続いている国連人権理事会における UPR の勧告に対
して、「フォローアップすることを受け入れる」と表明し続けている。

法案には、日弁連との協議により日弁連の意見が一定程度反映されており、日弁連要
綱から見ると不十分ではあるが、人権擁護法案の欠陥を基本的に克服しており、全体と
して評価できるものといえる。日弁連は、その立場から、2014年に「国内人権機関の創
設を求める意見書」を公表した。

第２　「人権委員会設置法案」の内容

１　法案の目的と人権委員会の任務
人権委員会は、人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正か

つ迅速な救済、又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、こ
れに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする（第５条）。

その任務を達成するため、民間の人権擁護活動支援、国際協力、調査・研究を行う（第
６条）ほか、国会に対する事務処理状況の報告・公表（第18条）、内閣総理大臣又は国
会に対する意見を提出する（第19条）。

人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、人権が尊重される社会の実現に寄与する
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ことを目的とする（第１条）。
２　救済対象（第２条）

⑴　特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為。
⑵　不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、その属性を容易に識別する情報を文

書頒布・掲示などの方法で公然適示する行為。
３　組織体制

⑴　国家行政組織法第３条第２項に基づいて、法務省の外局として人権委員会を設置す
る（第４条）。国家行政組織法第３条第２項に基づく委員会は「３条委員会」と呼ば
れる独立行政委員会であり、労働委員会、公正取引委員会などがある。

⑵　人権委員会は、委員長及び委員４人をもって組織する（第８条第１項）。
委員のうち３人は非常勤（第８条第２項）。
委員長及び委員は、独立してその職権を行う（第７条）。

⑶　委員の選任は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する（第９条第１項）。
⑷　任期は３年。再任できる（第10条第１項、第２項）。
⑸　事務局職員のうちには、弁護士資格を有する者を加えなければならない（第15条第

４項）。
⑹　事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任することができる（第15条第６項）。

国民の人権擁護に携わる国の行政機関として、法務省に人権擁護局が、その下部機
関として、法務局（全国８か所）に人権擁護部、地方法務局（全国42か所）に人権擁
護課が設けられており、さらに、法務局・地方法務局の支局が全国にある。

法務局・地方法務局は、人権委員会の事務について人権委員会の指揮監督を受ける
（附則第12条第２項）。

⑺　人権委員会は、人権委員会規則を定める（第47条）。
４　人権救済の方法

相談、救済申立てに対する調査、措置（第21条）。
人権委員会は、関係行政機関に対し必要な協力を求めることができる（第22条）。
行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験者に対し、調査嘱託できる

（第23条）。
人権侵害行為者との調整、勧告、行政機関への通告、告発、要請（第24条第１項、第２項）。
人権委員会が調査、勧告を行う場合には、あらかじめ人権侵害行為をしたと申立てら

れた相手方に対し意見を述べる機会を与えなければならない（第24条第３項）。
人権委員会が人権侵害を認定して勧告等の措置を講じた場合、相手方は裁判所にその

取り消しを求めることができる（第24条第５項）。
国・地方公共団体職員が所属する機関・団体に対する勧告、勧告に基づきとった措置

についての報告を求めることができ、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったと
きは公表する（第25条、第26条）。

調停委員会又は仲裁委員会を設けて、調停・仲裁する（第29条）。
人権委員会に、調停・仲裁に参与させるために、人権調整委員を置く（第31条第１項）。
人権調整委員は、人権委員会が任命する（第31条第２項）。
調停委員会・仲裁委員会は、人権委員会委員又は人権調整委員のうちから、委員長が
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指名する３人の調停委員・仲裁委員で構成される（第33条第１項、第41条第１項）。
調停委員・仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士資格を有する者とする（第33条

第２項、第41条第２項）。
５　人権擁護委員制度について

人権擁護委員は、全国各地において人権擁護の活動を行う民間の有識者で、現在、全
国で約１万4000人いる。市町村長の推薦を受けた者などから、人権委員会が委嘱する（人
権擁護委員法改正案第５条）。

人権擁護委員は、人権啓発、推進、相談、人権委員会の指示による調査、人権委員会
の指揮監督の下での助言、援助、調整の措置を行う（人権擁護委員法改正案第11条、人
権委員会設置法案第22条、第24条第４項、第１項）。

人権擁護委員は、職務に関して人権委員会の指揮監督を受ける（人権擁護委員法改正
案第12条）。

人権擁護委員法改正案実施のため必要な事項は、人権委員会規則で定める（人権擁護
委員法改正案第19条）。

第３　法案についての評価

１　人権委員会の任務
パリ原則に沿ったものとして評価できる。
ただ、政策立案の権限、立法に対する意見表明、人権教育の権限を法案に明記するこ

とが望ましい。
２　救済対象

⑴　人権の範囲
人権委員会が救済対象とする「人権」の範囲が明確でなく、人権委員会に対する、言

いがかり的な「人権侵害」の申出によって容易に取り締まりがなされるとの批判がある。
しかし法案は、差別助長・誘発目的の属性識別情報の公然適示行為（第２条第２項）

以外は、「特定の者に対し…人権を違法に侵害する行為」（第２条第１項）を人権侵害
行為として禁止する。「人権を違法に侵害する行為」か否かは、日本国憲法及び法律、
日本が批准した国際人権条約に照らして判断されるのであって、人権委員会が恣意的
に人権侵害を定義するわけではない。

もっとも、本法案は、国際人権条約に反する人権侵害について、明文では規定して
いない。2001年に制定された NHRCK 法には、「『人権』とは、憲法及び法律が保障
するか…国際人権規約及び国際慣習法によって認められる人間としての尊厳と価値及
び自由と権利をいう」と規定されており、このような人権の定義規定が望ましい。

日本が批准した国際人権条約などの国際法によって保障された人権の侵害も人権委
員会の救済対象に含まれることを明示すべきであろう。

⑵　労使間の人権侵害の管轄
人権擁護法案（以下「旧法案」という。）は、労使関係に関わる人権侵害については、

厚生労働大臣、船舶労働関係については国土交通大臣の担当としていたが、独立性の
観点からは論外というべきであった。
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労働委員会などがあるからということのようであるが、労働委員会は、不当労働行
為など主として労働組合に関する紛争を解決する独立行政委員会であって、個別紛争
の斡旋は受け入れているが、その程度にとどまる。

苦情申立てには、さまざまな機関が対応して、多層的、重複的な関係になっても問
題ない。労使間の紛争を人権委員会から除外する合理的な理由はない。

法務省ホームページ「人権委員会設置法案等に関するテーマ別 Q&A」には、「あ
らゆる人権侵害を取り扱う機関は、個別事象を取り扱う関係機関の総合調整ができま
すし、救済のすきまを作らないためにも必要です。個別法の有無にかかわらず、あら
ゆる人権侵害を取り扱う機関が必要です。」（テーマ別①）と明記されていた。法案が、
労使間の紛争も含め、広く人権委員会の救済対象としたことは評価できる。

⑶　表現の自由侵害のおそれ～報道機関による人権侵害などについて
旧法案には、広く差別助長言動を人権侵害行為ととらえ、また報道機関による取材

活動も調査救済の対象とする規定があり、表現の自由に対する侵害のおそれがあると
批判されたが、法案ではすべて削除された。前述した差別助長・誘発目的の属性識別
情報の公然適示行為のみ調査・措置の対象とすることに限定された。

法案は、報道機関等による人権侵害について、特段の規定を設けていない。これは、
報道機関等の自主的取組に期待するという趣旨に基づく。

いずれにしろ、旧法案で指摘された表現の自由侵害のおそれは基本的に克服された
と評価できる。

３　組織体制
⑴　人権委員会は「３条委員会」と呼ばれる独立行政委員会である。

独立行政委員会は、肥大化した行政権力に対抗して執行作用の一部を行政府から分
離し、その責任を国会が補完し、立法府と行政府のチェックアンドバランスを調整し
ようとする発想からアメリカで発展してきた。本来、行政からの独立性を志向すると
ころに真髄がある合議制の機関である。

法務省ホームページ法案テーマ別 Q&A には、「人権問題は、政治的影響に左右さ
れやすいため、政府からの独立性を有する機関が、公正・中立な立場から判断を行う
必要があります。３条委員会は、設置される府省の大臣から指揮監督を受けませんの
で、人権委員会に最もふさわしい組織です。」（テーマ別②）と明記されていた。

人権委員会を、内閣府の外局とするか、法務省の外局とするか、という問題があるが、
独立性が高いとされる、いわゆる「３条委員会」（国家行政組織法第３条第２項に基
づく委員会）としたことは評価される。旧法案も３条委員会とされてはいたが、本法
案の立法過程で３条委員会から外す動きがあった。そもそも人権委員会の在り方とし
ては、パリ原則に基づく独立性を確保するためには、３条委員会以外考えられないこ
とではあるが、最終的には旧法案と同じく３条委員会としたことは、このような動き
の中では、当然とはいえ評価しておきたい。

⑵　委員の数が委員長を含めて５人しかいないのは、少な過ぎる。しかも、そのうち３
人が非常勤というのは、かなり問題である。これでは事務局にかなりの負担がかかる
ことになるが、実効的な活動が期待できるか、疑問なしとしない。

「委員長及び委員は、独立してその職権を行う」と、独立性を明記したことは評価できる。
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⑶　事務局職員に弁護士資格を有する者を加える規定は評価されるが、弁護士資格を有
する者には、検事、裁判官も文面上含まれる。しかし、検事、裁判官ではなく、弁護
士を職員とすべきであり、「弁護士資格を有する者を加える」とするのではなく、「弁
護士を加える」とすることが望ましい。

⑷　人権委員会は、事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任できるとされるが、
それでは、法務省の内局である法務局職員が兼任することとなり、パリ原則の求める
独立性が危うくなる。

刑事施設や入管施設などの公務員による人権侵害事案について、独立した立場から
公平な調査などを行うためには、人権委員会直属の事務局職員（現地担当官）が直接
関与する体制を作ることが必要である。

法務省が、2011年12月に発表した法案概要及び法務省ホームページ「人権委員会設
置法案等に関する Q&A」（Q22）には、「全国所要の地に人権委員会直属の事務局職
員（現地担当官）を配置し、公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務
局の指導監督等の事務を行わせる」と明記されていたが、法案には反映されていない。

⑸　国内人権機関の評価などを行う国内人権機関世界連合（GANHRI）は、独立性評価
の重要な要素として、職員について、他の国家機関からの出向者が上級レベルのポス
トを占めてはならないこと、出向者が25％を超えるべきではなく、絶対に50％を超え
てはならないことを挙げている。

人権委員会の事務局は、数年で他の国家機関に帰任することを予定する出向者に
よって多くを構成されてはならない。この事務局の構成―その数と質が、独立性を実
効あるものとするために極めて重要であるが、法案には触れられていない。

４　人権救済の方法
⑴　救済手続

人権擁護法案は、一般救済手続として、調査、助言、関係機関・団体への紹介、援
助、説示、指導、調整、通告、告発などを規定しているが、これではどこまで有効性
が発揮できるか疑問であった。やはり、特別救済手続として規定されている調停、仲
裁、勧告・公表などによりはじめて実効的な救済措置が採れるものといえよう。国内
人権機関の存在理由はこのような実効的な救済措置が採られるところにある。

ところが、旧法案は、特別救済手続の対象となる人権侵害を差別・虐待に限定して
いるところに致命的な欠陥があった。人権侵害には様々なパターンがあり、差別・虐
待に限定する理由はない。人権侵害事案を広く救済対象として取り上げ、それに対す
る有効的な救済措置を講じるべきである。

そういう意味では、一般救済手続と特別救済手続に二分する理由はない。旧法案の
ように入り口で分けるのではなく、広く取り上げて、出口で分ける（調停・仲裁な
どになじむケースと調査・助言などにとどめるケースなどに仕分けする）べきである。
人権委員会に裁量権限を与えれば、入り口で区分けする理由はなくなる。旧法案が、
特別救済の対象としては差別と虐待に限定していた点を日弁連は強く批判してきた。

本法案の人権委員会は、旧法案と異なり、特別救済と一般救済という区別を設けて
いない。人権委員会が広く人権侵害事案を取り扱い、調査、措置、調整、勧告、通告、
告発、要請、公表、調停、仲裁を広く利用可能なものとしたことは評価できる。
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⑵　公権力による人権侵害
とりわけ、公権力による人権侵害救済について、旧法案が特別救済手続としては差

別、虐待に限定していたが、本法案が、広く救済の対象とした点は、高く評価できる。
歴史的には、人権侵害は、まず、公権力による人権侵害が問題となった。実際にも、

日弁連人権擁護委員会の人権救済申立事案のうち、刑務所、拘置所、警察、行政機関
などの公権力による人権侵害が７割以上を占めている。韓国国家人権委員会の救済申
立事案も同様である。

法務省ホームページ法案テーマ別 Q&A には、「人権侵害は、政府により行われる
場合に最も深刻となるため、政府からの独立性がある機関が人権状況について政府
に意見を述べられる仕組を設けることが必要です。政府から独立性のある機関がなく、
政府に対して意見を言えない状態こそが危険です。」（テーマ①）と書かれていた。

公権力による人権侵害については、代用監獄における自白の強要、刑務所・拘置所
などでの不十分な医療、面会制限、外部通信の妨害、不当な隔離処置等がある。旧法
案のように差別・虐待に限定しないで、広く、調停・仲裁、勧告・公表の対象とした
本法案は評価することができる。

ただ、人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務所の協力義務
を法案に明記すべきであろう。法案は、関係行政機関に対し必要な協力を求めること
ができると規定するが、より明確に義務付け規定をおくことが望ましい。

⑶　強制措置の排除
国内人権機関の設置に対しては、それ自体が新たな人権侵害を生まないかとの批判

がある。例えば政治的言論が人権侵害とされて規制され、国内人権機関が強制的な事
情聴取・立入調査権限をもち、言論弾圧を招き、「特高警察化」するのではないか、といっ
た批判である。

しかし、それは人権委員会の調査権限や勧告権限などについての誤解と人権擁護法
案との混同によるものと思われる。

人権委員会が有効に機能するためには、調査のために、出頭を求め、質問し、文書
提出を求め、立入検査するなどの調査権限がなければならないが、旧法案は、調査拒
否に対して、30万円以下の過料を規定していた。ところが本法案では、調査拒否に対
する罰則は設けられていない。そのため、人権委員会が調査に当たり、強制的な聴取
や立ち入り、押収等をする権限は与えられていない。人権委員会があまり強力になり
過ぎると、弊害が生じるおそれがあることを考慮したものである。

調停、仲裁、勧告についても、強制権限はない。
国・地方公共団体職員が所属する機関・団体に対する勧告については、勧告に基づ

き採った措置についての報告を求めることができ、正当な理由なく勧告に係る措置を
採らなかったときは公表するにとどめた。

税務署や労働基準監督署など他の行政機関も行政目的を達成するために調査権限を
有しているが、人権委員会の有する調査権限は、これらに比べて極めて抑制的なもの
である。

なお、人権委員会は人権救済を申し出た人、人権侵害を行ったとされる人の言い分
を双方から聞き、中立的な立場から判断を下すのであって、言いがかり的な申出によ
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り人権侵害が生じるリスクは低い。
⑷　差止請求訴訟の排除

旧法案は、差別助長行為などについて、差止請求訴訟を認めていたが、表現行為の
差止まで人権委員会に権限を与えることには、疑問があった。簡易、迅速を旨とする
人権委員会が安易に介入することによって、憲法上の重要な位置を占める表現の自由
を侵害するおそれがあったからである。

なぜなら、何が差別的表現であるか、どこまで許されるかは、一律に決められるも
のではなく、そこに差止請求訴訟の提起という強力な権限を与えることによって、表
現の自由を委縮させるマイナス効果が危惧されたからである。

本法案はこのような差止請求訴訟を一切排除している。
⑸　裁判所の最終判断

人権委員会が人権侵害を認定して勧告等の措置を講じた場合でも、相手方は裁判所
で争い、撤回されたものとすることができるから、特定の行為が人権侵害行為に当た
るかどうかの最終判断は裁判所に委ねられている。

人権委員会の勧告等が違法なものであって、これによる権利侵害を受けたと主張す
る者は、他の行政機関の違法行為に対するのと同様、国家賠償法に基づく損害賠償請
求が可能である。

⑹　調停・仲裁
近年、国内人権機関における調停・仲裁の役割が高く評価されている。各国の国内

人権機関の活動実績から、人権救済申立てにおいて迅速かつ双方の納得する合理的な
解決に極めて有効であると報告されているのである。

法案は、人権委員会に、調停・仲裁に参与させるために人権委員会が任命する人権
調整委員を置くことにし、調停委員・仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士資格
を有する者と規定し、体制を整えている。

５　人権擁護委員制度について
従来の人権擁護委員は、法務大臣が委嘱し、その指揮監督の下、職務を行うとされて

いたが、法務大臣の立場が人権委員会にとって替わった。
人権擁護委員は日本国籍の人に限られている（人権擁護委員法第６条第３項）が、こ

の点は改正案でも改正されていない。人権擁護活動に対する熱意を持ち、専門的知識を
備えた者を、人権擁護委員として、国籍にとらわれずに任命し、人権委員会が行う調停
においても積極的に登用する制度に発展的に改変すべきであろう。

６　結語
以上のように、法案は、人権擁護法案に対する批判を意識して、その問題点を基本的

に克服したものになっており、全体としては、評価できるものといえよう。
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第１　監視社会の到来が国内人権機関の必要性を高めていること

１　監視社会の到来
2001年、米国同時多発テロを契機として、テロ対策の名のもとで、世界は市民社会へ

の監視強化に大きく舵を切った。
2007年、陸上自衛隊情報保全隊が自衛隊イラク派遣に反対する全国の市民を監視して

いる事実が判明した。
2010年、公安警察が収集したと思われる600人以上のイスラム教徒監視データが流出

した。
2013年、スノーデン元 CIA 職員が、全世界のネット上のほぼすべての電子情報が監

視できるという超監視社会の実態を暴露した（以下「スノーデン事件」という）。グー
グル、フェイスブック、アップル、マイクロソフト、ヤフー等の協力により、無差別・
網羅的に簡単に大量監視できるという。日本でも、同年、米国国家安全保障局（NSA）
が「XKEYSCORE」という包括データ検索プログラムを防衛相に提供したと報道され
ている。

2013年～2014年にかけて、岐阜県警大垣署により風力発電施設建設反対市民の監視
データが電力会社の子会社に提供されていた。

2014年、秘密保護法が施行され、外務省や防衛省と並んで、警察庁にも特定秘密の指
定権限が与えられた。

2016年、通信傍受法（盗聴法）の対象犯罪を大幅に拡大する改正法が施行された。
2019年６月、傍受した通信を暗号化して全国の警察本部などに伝送し、通信事業者の

立会いなしに傍受したり、一旦記録した通信を事後的に再生したりすることを認める改
正法が施行された。

2017年３月15日、最高裁判決は、捜査対象車両に秘かに GPS 端末を取り付けることが
強制捜査に当たると判断したが、その後も令状なくして取り付ける例が報じられている。

2017年７月、共謀罪法が施行され、捜査対象行為が著しく拡大され、市民社会を継続
的に監視する「合法的な」理由・口実が捜査機関に与えられた。

近年、捜査機関による捜索差押時に、広汎なデジタル情報が無制限に収集される傾向
が強まっている。

日本の捜査機関が、裁判所のチェックを必要としない捜査関係事項照会によって、民
間企業からその顧客情報などをスムーズに取得していた実態も明らかにされた（2019年
１月４日付東京新聞）。アメリカでは、ビデオプライバシー保護法により、捜査機関が
ビデオショップのレンタル履歴を取得するには裁判所の令状が必要とされ、スノーデン
事件以降、民間企業は原則として裁判所のチェックを受けた開示要請にのみ対応するよ
うになったが、日本では未だそのような動きが見られない。

警察・自衛隊などの市民監視が野放しにされ、監視社会が到来しつつあるといっても
過言ではない状況である。
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２　警察などの監視活動を監督する第三者機関の必要性
個人の私生活があらわにされるなど、個人の尊厳が侵害される危険が増大している。

プライバシーは、私事や悪事を隠すための権利ではない。監視されると、自由に、主体
的にものが考えられなくなる。プライバシーは自己の保護である。

2013年、国連総会は、スノーデン事件を受けてデジタル時代のプライバシー権につい
て、監視活動に対して独立して効果的な監督機関を設けるべきであると決議し、日本も
賛同した。

2015年、国連人権理事会がプライバシーに関する初代特別報告者としてジョセフ・カ
ナタチ氏（マルタ大教授）を選任した。同報告者は、「スノーデンの暴露を受けてみると、
警察などの監視活動を監督する第三者機関は、基本的人権が生きながらえるための最低
限必要な保護機構である」と指摘し、さらに共謀罪法について、「警察などの監視活動
を監督する『活動監督機関』を設置しなければならない。それは行政府及び立法府から
完全に独立した機関である」、「警察などに権限を与える法令には、監視される個人がア
クセスできる有効な手続的救済方法を備えなければならない」と警告した90。共謀罪法
を作る以上は、それに対応する市民の人権保障システムを作らなければバランスを欠く
という問題提起である。

警察などの監視活動を監督する第三者機関は、欧米諸国やオーストラリア、ニュージー
ランドなど海外には既に多数存在している。EU 基本権憲章には、プライバシーや個人
情報を守るために独立した監督機関で監督するという規定があり、すべての EU 加盟国
に独立した監視機関がある。

人種差別撤廃条約一般的意見36素案には、「市民社会は、警察活動を監視し、調査結
果を公表し、改善を働きかけ、訴訟を起こすといった活動により、警察や政府に対し、
法執行機関の行動に対する責任を取らせることが期待される。国際的あるいは地域的人
権保障機構や国内人権機関やそれに準ずる機関、市民社会グループやそのメンバーは、
法執行機関に対し異議を申立てる機会を与えられるべき。市民は警察に対して直接では
なく独立したメカニズムを通じて異議を唱えることができるようにすべき。」と記載さ
れている。

ところが日本には、警察などの監視活動を監督する第三者機関がない。日本には公安
委員会があるが、その事務局は警察官で構成されている（警察法第13条「国家公安委員
会の庶務は、警察庁において処理する。」、都道府県公安委員会につき同法第44条）。警
察を監督すべき機関の庶務（事務局）が監督される者に委ねられる組織は監督機関とは
いえない。共謀罪法成立後、マスメディアでも、「問題は日本に、警察や諜報当局を監
督する独立機関がなく、包括的なプライバシー保護の法律がないことだ。」（2017年10月
５日付朝日新聞夕刊）という論調が目立った。

警察・自衛隊などの市民監視が恣意的運用に委ねられるわけにはいかない。超監視社
会に対抗するためにも、日本の警察や自衛隊、公安調査庁など市民監視機関の活動を市
民的視点から監視する独立した第三者機関が必要である。

日弁連は、2017年に滋賀県大津市で開催された第60回人権擁護大会において、「公安

90　小池振一郎ほか編著『共謀罪コンメンタール』（現代人文社、2018）
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警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、法律により厳
格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すること」を求める決議91を
採択した。

３　国内人権機関の必要性と実現可能性
⑴　必要性

国内人権機関は、警察などによる人権侵害を救済対象とし、警察などを監視する機
能を有している。1987年憲法により設立されたフィリピン人権委員会は、警察、軍隊、
新人民軍による人権侵害救済申立てが多く、2001年に設立された韓国国家人権委員会
も、警察・刑務所などにおける人権侵害救済申立てが圧倒的に多い。

警察などの監視活動を監督する第三者機関がない日本においては、捜査機関などに
よる人権侵害や市民監視の濫用を救済する国内人権機関の設置は急務であり、国内人
権機関設置の必要性がますます高まっているというべきである。

⑵　実現可能性
2008年の国連人権理事会における UPR 手続で各国政府が日本政府に対して国内人

権機関設置の勧告を出した。これに対して日本政府は、「フォローアップすることを
受け入れる」と前向きに回答し、以後同じ回答をし続けており、2017年国連人権理事
会における UPR の勧告に対しても2018年に同じく前向きに回答し、姿勢を変えてい
ない。

法務省ホームページ「人権委員会設置法案等に関するテーマ別 Q&A」には、「人権
侵害は、政府により行われる場合に最も深刻となるため、政府からの独立性がある機
関が人権状況について政府に意見を述べられる仕組を設けることが必要です。」、「現
在の法務省の人権擁護機関は政府からの独立性がなく」、「人権委員会による人権救済
手続は、行政型 ADR として司法的救済を補完し、無料で簡易・迅速・柔軟な救済を
行うものです。」という説明が掲げられていた。

国内人権機関について、国連関係機関の勧告に対して日本政府が取っている態度や
法務省ホームページでの積極姿勢と現内閣の消極姿勢との間に齟齬があり、その状況
が６年以上続いているのである。

2014年人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して、「速やかに人権委員会設置法案
の検討を再開し、その採択を早めること」と勧告し、2018年にも、「人権委員会設置
法案が2012年に中断され、以降進展がない」とし、2017年 UPR 勧告に対して「フォロー
アップを受け容れる」としたことに留意し、国内人権機関を設置するよう勧告した。

監視社会の到来に対する国際社会の動向と国連の日本政府に対する勧告を受けて、
政局の展開次第では、国内人権機関の設置は十分に実現可能性があることを強調して
おきたい。

第２　国内人権機関実現への道

１ 国内人権機関は目の前にある
⑴　これまで見てきたことで、国内人権機関を必要としている人々が至る所にいること、

91　個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障の充実
と情報公開の促進を求める決議（2017年10月６日）https://www.nichibenren.or.jp/activity/
document/civil_liberties/year/2017/2017_2.html
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個々の人権侵害だけでなく、刑事司法の現実や社会保障制度の貧困に見られるように、
法律や制度運営そのものが人権を侵害しており、制度自体を改める方向での政策提言
が必要なことが明らかとなった。すでに国連や国際社会から国内人権機関の創設を再
三促されていること、2012年には「人権委員会設置法案」が国会に提出されるまで具
体化していることなど、実現はあと一歩である。

⑵　国内人権機関を創ることの意味
一歩手前まで来て、未だ実現していないのは何故か、本報告の締めくくりとして、

実現の障害がどこにあるのかを探り、これを乗り越え、実現への道を探りたい。
国内人権機関は憲法、国際人権法に保障された人権の伸長と保護のため、人権侵害

の調査・救済、立法・行政への政策提言、人権教育の実施等の機能を果たす組織であ
る。とりわけ公的権力による人権侵害を調査し、救済し、予防することは、民間の組
織では大きな壁があり、公的機関としての国内人権機関しかできない仕事である。そ
のような組織が作られることは、権力者にとっては、うっとうしい存在である。監視
者（オーストラリアでは警察活動の監視について「ウオッチドッグ」と呼ぶ）や告
発者は、権力者から嫌われる存在であり、作りたくない。それでもなお、国連はじめ
世界の各国で国内人権機関を創り、活動を保障することを求めるのは何故か。それは
世界人権宣言にいう、人々の人権を守ることがすべての社会と政治制度の基本であり、
国の制度は人権が保障され、実現されるように作られるべきだという理念から出発し
ているからである。われわれは一党独裁の国や三権分立のない国を批判する。それは
すべての権力は腐敗するからである。権力の濫用や暴走を防ぎ、回復する仕組みとし
て、権力の分立を図り、報道・批判、言論・出版の自由を保障する。その一つとして
国内人権機関を考えるなら、裁判所や法務省人権擁護局の活動の足りない部分を指摘
し、各自治体の子ども、障がい者、高齢者などの権利擁護諸活動の不足を補い、人権
の保護、尊重、促進に特化した公的機関が必要なことが見えてくる。

それは、猫の首にスズをつける、あるいは番犬を飼うことであるが、その理念と必
要性を理解することがはじめの一歩となる。

２　国内人権機関が未だ実現しない理由はどこにあるか
⑴　人権の各分野で人権を守る活動をしている人々は多数いる。日弁連国内人権機関実

現委員会でも、この10年来、法務省人権擁護局との懇談を行い、国内人権機関の創設
を求める諸分野の NGO との対話を進めてきた92。2009年にはいくつかの市民団体と個
人が集まったゆるやかなネットワークとして「国内人権機関と選択議定書を実現する
共同行動」が結成され、要請や提言発表、院内集会、議員との情報交換などを行って
いる93。種々の条約機関による日本審査において国内人権機関の創設を再三勧告され

92　日弁連国内人権機関実現委員会と意見交換を行った団体は、部落解放同盟、全国地域人権運動
総連合、アムネスティ・インターナショナル日本、日本国民救援会、国際人権日本委員会、日本
障害フォーラム、日盲連、ＤＰＩ日本会議、ヒューマンライツナウ、精神障害者の会がある。

93　共同行動の参加団体には、アムネスティ・インターナショナル日本、移住労働者と連帯する全
国ネットワーク、外国人人権法連絡会、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会、監獄
人権センター、コミュニティサポート研究所、「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援
する会、在日韓国人問題研究所、在日無年金問題関東ネットワーク、人権市民会議、全国「精神
病」者集団、反差別国際運動日本委員会、フォーラム平和・人権・環境など（パンフレット「『国
内人権機関』をつくろう」（2011年９月１日発行）による）
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ていることは先に見た通りであり、直近では障害者権利条約に基づく第１回日本審査
が予定されているところ、これに先立ち2019年９月に開催された会期前作業部会で採
択された質問リスト（List… of… Issues）に国内人権機関の未創設を取り上げることを
各 NGO は求めてきた。その内容は、JDF（日本障害フォーラム）や人種差別に反対
する NGO などが国連障害者権利委員会に提出したオルタナティブレポートに明記さ
れている。日弁連もまた、同様の報告書を提出した。パリ原則に準拠した条約実施を
監視する機構を設けて条約に定めた人権を守ることは条約上の法的義務である。その
履行を求めるのは当然である。この動きをすべての人権条約に関わる人権団体が取り
入れること、共通の目標としてその実現を求める連帯の組織を作り上げることが実現
への道である。日弁連はその先頭に立つべき位置にある。

⑵　国連人権理事会、各種条約機関などで、日本政府に国内人権機関を創ることを求め
る国際世論が20年も前から存在する。自由民主党は「人権委員会」の実現を阻止する
ことを選挙マニフェストに明記してきたが、一方国連人権理事会などに対しては、機
関創設の勧告を受け入れ、フォローアップすると前向きの態度を表明している。その
矛盾した態度の解決を迫る行動が必要である。

⑶　人権擁護システムとして、国内人権機関が必要であることの理念を理解し、確信に
基づいて行動することである。

何よりも、当の法務省自身が、真に人権を擁護するためには「政府からの独立」が
必要であることを理解するようになってきている。この理解に基づいて、「人権委員
会設置法案」では国家行政組織法第３条の委員会として「人権委員会」を位置付けて
いる。従来の人権擁護局による人権擁護活動は法務省の所掌業務の一環であり、法務
大臣の指揮命令により活動しているが、「人権委員会設置法案」では面目を一新し、「人
権委員会」は組織と権限の独立性を有し、法務大臣の指揮監督を全く受けずに活動す
ることが明記されている（但し、その業務の一部を地方法務局に委任する点は今後解
消を求めなければならない。）94。委員の選任も両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命
する。

ところで、日弁連は人権擁護委員会の活動に長い歴史と多くの実績を有している。
しかし、「政府から独立した国内人権機関」の創設については未だ多数の弁護士の関
心が高いとは云えない。弁護士会の人権擁護活動は他の NGO ではできない活動の実
績を持ち、誇るべきものが多い。しかしながら、その活動は①とりわけ公権力による
人権侵害事件において、調査権限を有しないこと、②弁護士によるボランティアによ
り支えられており、人的、財政的に極めて多くの制約がある。

これらの制約に気付きながら、弁護士会としてその組織的活動の抜本的改革を提起
できないまま今日に至っている。その結果、人権を侵害された市民の目から見れば極
めて不十分と評価されていることに気付かねばならない。確かに弁護士会は「政府か
ら独立」した組織として人権救済申立手続を持ち、これまで受刑者その他様々な権利
侵害を受けた被害者からの申立てを受け、調査し、必要に応じて行政機関等に対して
勧告を行ってきた。しかし、刑務所、警察など公的権力に対する調査権限に強制力は

94　法務省ホームページには、各条約機関や国連人権理事会 UPR から受けた国内人権機関創設の
勧告のリストを記載し、パリ原則を掲げ、人権委員会のポンチ絵でも人権委員会が政府から独立
してその職務を行うことが解説されている。
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なく、調査を拒否された場合はなすすべもない。また各弁護士会の人権擁護委員が手
弁当で時間を割いて調査と報告書の作成、対外的勧告に至るのに四苦八苦しているの
が否定できない現状である。日弁連や各弁護士会の人権擁護活動を実質的に強化する
には、これを公的機関としての基盤を有するものにしてはどうであろうか。弁護士会
の制度として出発し、公的制度となった被疑者国選制度、法テラスの例もある。すな
わち、弁護士会独自の人権擁護活動と同時に、公的組織としての国内人権機関を設け、
人的・財政的資源を持ち、調査・救済権限、政策提言、教育権限をもった人権組織を
創る道筋を考えることができないだろうか。

今回のシンポジウムが明らかにした現状に立って、その提起した問題を受けて、市
民の要請に応える社会的な動きを作り、「政府から独立した国内人権機関」の創設に
大きな一歩を進めることを求めて本報告を締めくくる。
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