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日本国民の合意形成を無視

本政府 の見解や国民 の議論は考慮せ
ずに国連側 の立場 で報道していると
いうことに非常に違和感を覚えた︒

まで踏み込むのか

表現がさらにソフトになり ﹁
多少首
をかしげるも のもあるが︑女性を中
心とした弱者 への配慮を求めた良 い
ことである﹂と受けとめる方が多 い

のであるとし︑教科書 の記述から従
軍慰安婦 のことが削除されたことも
差別的であるとしている︒

教育関係では前回 の委員会 の後に
行われた教育基本法 の改正について
は女子差別撤廃 の方向に逆行するも

の日本政府側 の説明は入 っておらず ︑
ここで︑委員会 で５時間にわた っ
委員会側 の主張 のみを４ぺ︲ジにま
て日本政府に要求されたことの 一部
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を紹介する︒結婚 の年齢︑離婚︑相
ージ程度にまとめた概要だけを読む
続︑非嫡出子︑姓に ついて差別的で
と背景がほとんど見えてこな いので︑ あるとして民法 の改正や︑選択的夫
婦別姓制度を求めているが︑日本政
府は国民の議論 の行方を見守る慎重
姿勢 で対応している︒
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この詳しい内容は外務省 のホーム
ページで ﹁
女子差別撤廃条約第６回

際に傍聴した印象はま ったく異なる
ものであ った︒
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︑
８月８
１日 国連 の女子差別撤廃委
員会が︑日本の女子差別撤廃条約に
基づく国内での取組みに対しての見

国連 発 の家族 解体計 画が進行 し つつあ る︒本誌 で はそ の危 険性 に ついて ︑
本年 ７月号 で岡本明 子氏 に執筆 いただ いたが︑今 回 は︑ ニ ュー ヨーク の
国連本 部 で実際 にそ の現場を見聞し て来 た 三野氏 に現地 レポ ートを寄 せ
て いただ いた︒

国連の女子差別撤廃委員会は︑女
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に基づき︑数年に 一度︑締約国に
対し︑女子差別に関する実態につ
いて報告書を提出させ︑同委員会
で検討し︑評価あるいは勧告を行
って いる︒今年は日本がその対象
国として俎上に乗せられ︑日本政
団長／南野知恵
府からも代表団 ︵
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解を明らかにした︒このことは マス
のではな いかと感じた︒委員会 の様
コミでは︑﹁
日本 は遅れ て いる﹂と
子を実際に取材した マスコミはテレ
ビ局 一局のみであ ったと記憶してい
報道していたが︑７月３日に国連本
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部 で行われた日本 の報告書に対する
るので︑ほとんど のマスコミがこれ
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他にも挙げればきりがな いのだが︑
このような委員会からの要求 の中
で︑最も懸念されているのが選択議
重要なことは国内 で議論されている
定書の批准である︒この議定書 の中
には ﹁
差別を受けた﹂と感じた者が
日本国内 の司法を飛び越えて国連に
通報することができる ﹁
個人通報制
度﹂が盛り込まれている︒この要求
に対して日本政府は ﹁
他国 の通報や

思 いがした︒

それぞれ の共同体や家族 の中にお

いても︑長を長として敬 い︑老若男
女 一人ひとりが自分 の役割に専念し

てきたのが私たち日本人である︒男
女平等や弱者 の救済は大切なことで
あるが︑それらを掲げ て権利を 一方

て日本人や日本社会 の伝統や特性を

きちんと説明し理解を求めてゆかな
ければならな い︒委員 の法整備等を

求める詰間に対して︑社会的合意形
成がなされていな いことや︑国民の
議論 の方向を見極める必要などを主

張されていたことは大変心強く感じ
た︒しかし︑今後はより 一層︑日本

際社会 に理解

社会 の実情や日本人の感性や精神性
に即した男女共同参画や弱者救済策
への取り組み

的に主張したり︑責任を追及したり
することで︑日に見えな い絆を大切
にする日本 の家族や共同体や社会 の

形成 し日本政

た役割 の 一端

る会も そう し

家族 の絆を守

な いと感 じた︒

なければ なら

府を後押 しし

よう︑世論を

ことが できる

を求 め てゆく

に ついて︑国

中に不協和音を発生させ︑崩壊に導
くようなことはあ ってはならな い︒
女子差別撤廃条約 の委員会 の見解
を鵜呑みにすることや︑選択議定書

を安易に批准することは︑制度上 の
は っきり目に見える危険や不都合を
生じさせるだけではな いだろう︒委

員会に押されて 一旦制定されてしま
った法や制度を修正するには莫大な
時間と労力を犠牲にすることになる
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これらのことが︑日本国内からおこ
った議論ではなく︑国連 の委員会か
ら ﹁
言われた﹂ ことであり︑さらに

委員の発言 の元は国連 ＮＧＯのロビ
ー活動によるも のであると いうこと
である︒

の意 見を含 め考 え て ゆ
く﹂と︑非常に慎重な姿
勢を取 っていることは評
価す べきであるのだが︑
一方で政府団団長の南野
知恵子参議院議員は ﹁
今
後︑選択議定書批准に向
け てさ ら に努 力 し て ゆ
今後もご指導 よ ろ
く﹂ ﹁
しくお願 いします﹂と コ
メントしてしま った︒国
際社会 では日本国内 で言

だろうが︑それ以上に︑こうした外
を担 ってゆき
圧によ って悠久 の歴史 の中 で育まれ︑ た い︒
諸外国からも称賛されてきた日本人
うような社交辞令は通用
しな いはずだが︑法務大
臣を経験されたにもかか

の感性や精神性が失われる恐ろしさ
は想像を絶するも のであると考える︒
日本政府は︑国連 の委員会に対し

日本の主権にどこまで踏み込む のか

わらず︑我が国 の司法制
度 の混乱を容認するよう
な発言には血 の気が引く
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委員会 の対応を研究﹂し︑﹁
司法権
の独立と我が国 の司法制度との関係
が生じるという意見もあり︑これら
7月 23日 、国連女子差別撤廃委 員会 に よる 日本 の報告書 に対 する検討
会 が、 ニ ュー ヨー ク国連 本部 で行 われた

