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Origina¥: English 

Committee on the EIimination of Discrimination 
against Women 
Forty-fourtb session 
20 July-7 August 2009 

Concluding observations of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women 

Japan 

1. The Committee considered the sixth periodic report of Japan (CEDAW/C/JPN/6) 
at its 890th and 891st meetings， on 23 July (see CEDAW/C/SR.890 and 891). The 
Committee's list ofissues and questions is contained in CEDAW/C/JPN/Q/6 and the 
responses ofthe Government of Japan are contained in CEDAW/C/JPN/Q/6/ Add.l 

Introduction 

2. The Committ巴eexpresses its appreciation to the State party for its sixth 
periodic report which folJowed the Committee's former guidelines for preparation of 
reports， but which was ov巴rdue.The Committee also expresses its appreciation to 
the State party for the written replies to the list of issues and questions raised by the 
pre-session working group and 白rtherexpresses its appreciation to the State pa凶y
for its oral presentation and the fllrther clarifications given. The Committee notes 
that a llumber of changes in laws， policies and programmes with a positive impact 
on the rights of women have occurred since the end of theperiod covered by the 
State party's report. 

3. The Committee commends the State party for the inter-ministeria¥ delegation 
headed by a member of the House of CouncilJors and appreciates the pr巴senceof a 
larg巴numberof nationa¥ non-governmental organizations， showing a strong interest 
in the reporting process under the Convention. 

4. The Committee expresses its appreciatioll for the frallk， open and constructive 
dialogue held between the delegation and the members ofthe Committee. 

5. Th巴 Committeewe¥comes the State party's recognition of the positive 
contributions made by non-governmental human rights and women's organizations 
in the implementation ofthe Convention. 

IlurnÎ~III~II~~il.llïllu~111 PleueI'leJ曲脅
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Positive aspects 

6. The Committee notes with appreciation that， since the consideration of its 
fourth and fifth periodic reports (CEDAW/C/JPN/4 and CEDAW/C/JPN/5) in 2003， 
the State party has enacted and revised numerous laws and legal provisions aimed at 
eliminating discrimination against women and promoting gender equality and 
achieving compliance with the State p釘 tγsobligations under the Convention. In 
particu¥ar， it we¥c⑪mes the adoption of the amendment of the Civil Act abolishing 
the family head system contained in article 3.1 of the Nationality Law， which 
enables children born out of wedlock to Japanese men and foreign women to be 
granted Japanese nationality regardless of whether paternity is recognized before or 
after the birth. The amended provision also ensures that men and women have the 
same rights with respect to their children's nationality. 

7. The Committee commends the State party for the appointment in October 2005 
of a Minister of State for Gender Equality and Social Affairs and the adoption of a 
comprehensive Second Basic Plan for Gender Equality in December 2005 which 
laid out 12 important fields towards practical realization of gender equality together 
with long-term policy direction until 2020 

8. The Committee welcomes the establishment in April 2004 of the 
Inter・MinisterialLiaison Committee on the development of measures to combat 
trafficking in persons and the adoption in December 2004 of an Action Plan on 
Measures to Combat Trafficking in Persons. 

9. The Committee welcomes the State party's support for women with disabilities 
through the enactment in 2006 of the Services and Support for Persons with 
Disabilities Act and the revised Emp¥oyment Promotion Law for Persons with 
Disabi¥ities (2008) which expands and reinforces measures for the employment of 
persons with disabilities. 

10. The Committee weJcomes the State party's continuous progress in reducing the 
matemal mortality rate， making it one of the countries with the lowest maternal 
mortality rates in the world. 

11. The Committee notes with appreciation the enactment in 2006 of the Elderly 
Abuse Prevention Law which promotes measures to prevent the abuse of the elderly 
and provides support to caregivers. 

12. The Committee appreciates the fact that the State party has integrated a gender 
dimension into its development cooperation programmes and is promoting women 's 
human rights within that合amewor

Principal areas of concern and recommendations 

13. The Committee recalJs tbe State party's obligation to implement， 
systematicalJy and continuously， all tbe provisions oftbe Convention， and views 
the concerns and recommendations identified in the present concIuding 
observations as requiring the State party's priority attention between now and 
tbe submission of its next periodic report. Consequently， tbe Committee urges 
tbe State party to focus on those areas in its implementation activities and to 
report on actions ta.ken and results acbieved in its next periodic report. It calls 
upon tbe State party to submit tbe present concIuding observations to all 
relevant ministries， to the Parliament and to the judiciaη" so as to ensure their 
full implementation. 

09-46110 
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Parliament 

14. While reaffirming that the Government has the primaηresponsibility 
and is particularly accountable for the full implementation of the State party's 
obligations under the Convention， the Committee， stressing that the Convention 
is binding on all branches of Government， invites the State party to encourage 
its national parliament， in line with its procedures， where appropriate， to take 
the necessary steps with regard to the implementation of these conc¥uding 
observations and the Government's next reporting process under the 
Convention. 

Previous conc¥uding observations 

] 5. The Committee regrets that some of the concems it expressed and the 
recommendations it made a食erits consideration of the State party's fourth and fi制1

P巴riodicreports (CEDAW/C/JPN/4 and CEDAW/C/JPN/5) have been insufficiently 
addressed. It notes， in particular， that those regarding the lack of a definition of 
discrimination in line with the Convention， the discriminatory provisions in the 
Civil Code， the visibility of the Convention， the situation of women in the labour 
market and the wage discrimination women face and the low representation of 
women in high-leveI elected bodies have not been addressed. 

16. The Committee urges the State party to make every effort to addl'ess the 
previous recommendations that have not yet been implemented， as well as the 
concel'ns contained in the present conc¥uding observations， and report on their 
implementation in its next periodic report. 

Discriminatory legislation 

17. The Committee is conc巴rnedthat， despite its recommendation in its previous 
concluding observations， discriminatory legal provisions in the Civil Code with 
respect to the minimum age for marriage， the waiting period required for women 
before they can remarry after divorce and the choice of surnames for married 
couples have yet to be repealed. It is fUlth巴1・concernedthat children born out of 
wedJock continue to be discriminated against through the family registry system and 
in provisions on inheritance. It notes with concern the use by the State party of 
public opinion surveys to explain the lack of progress in the repeal of discriminatory 
legislation. 

18. The Committee urges the State party to take immediate action to amend 
the Civil Code with a view to setting the minimum age for marriage at 18 for 
both women and men， abolishing the sI.X-month waiting period required for 
women but not men before remarriage and adopting a system to allow for the 
choice of surnames for married couples. It further urges the State party to 
repeal the discriminatorγprovisions in the Civil Code and in the Family 
Registration Law that discriminate against children born out of marriage and 
their mothers. The Committee points out that the obligations undertaken under 
the Convention by the State party upon ratification should not be solely 
dependent on the results of public opinion surveys， but on its obligations to 
align national laws in line with the provisions of tbe Convention as it is a part 
of its national legal system. 

3 
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Legal status and visibility of the Convention 

19. The Committee is concerned that the Convention has not been given central 
importance as a binding human rights instrument and as a basis for the elimination 
of aIl forms of discrimination against women and the advancement ofwomen in the 
State party. 1n this connection， while noting that articJe 98， paragraph 2， of the 
Constitution stipulates that treaties that are ratified and promulgated have legal 
effect as part of the State pa均札 intemallaw， the Committee is concerned that the 
provisions of the Convention are non-self-executing and are not directly applicable 
in court proceedings. 

20. The Committee urges the State party to recognize the Convention as the 
most pertinent， broad and legally binding international instrument in the 
sphere of the elimination of discrimination against women. The Committee 
urges the State party to take immediate measures to ensure that the Convention 
becomes fully applicable in the domestic legal system， and that its provisions 
are fully incorporated into national legislation， including through the 
introduction of sanctions， where appropriate. It also recommends that the State 
party increase its efforts to raise awareness about the Convention and the 
Committee's general recommendations among judges， prosecutors and lawyers 
so as to ensure that the spirit， objectives alld provisions of the Convelltioll are 
well known and used in judicial processes. It furthermore recommends the 
State party to take measures to further increase awareness and provide 
capacity-building programmes for civil servants about the Convention and 
gender equality. It reiterates its recommendation that the State party continue 
to consider the ratificatioo of the Optional Protocol and its strong belief that 
the mechaoisms available under the Optiooal Protocol would strellgthen the 
direct application of the Convention by the judiciary aod assist it in 
understanding discriminatioo against womeo. 

Defini“on of discriminatioo 
21. While noting that the Constitution enshrines the principle of equality between 
men and women， the Committee remains concerned at the absence of direct and 
cJear incorporation of the Convention and of a specific definition of discrimination 
against women in accordance with articJe 1 of the Convention in domestic 
legislation. It regrets that the Law on Securing of Equal Oppor旬 nityand Treatment 
between Men and Women (hereinafter referred to as the Equal Employment 
Opportunity Law)， which was revised in 2006， did not incorporate such a definition 
but introduced a narrow definition of indirect discrimination. 1t recaIls that the 
absence of a specific provision with a definition of discrimination against women， 
encompassing both direct and indirect discrimination in both the public and private 
spheres， constitutes an impediment to the fuIl application of the Convention in the 
State party. 

22. The Committee calIs on the State party to take urgent steps to incorporate 
the Convention and the definition of discrimination against women， as 
contained in article 1 of the Convention， fully ioto domestic legislation and to 
report 00 progress made in this regard in its next periodic report. 

09-46110 
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National human rights institution 

23. The Committee regrets that， despite its recommendation in its previous 
concluding observations and as highlighted by other treaty bodies， an independent 
national human rights institution with a wide mandate， including for the protection 
and promotion of women's human rights， in accordance with the Principles relating 
to the status of national institutions (see General Assembly resolution 48/134， 
annex)， has not yet been established. 

24. The Committee recommends， taking account of Japan's response at the 
Human Rights Council at the end of the universal periodic review process (see 
AIHRC/8/44/Add.l， para. 1 (a))， that the State party establish within a clear 
time frame an independent national human rights institution in accordance 
with the Principles， whose competencies should include issues related to the 
equality ofwomen and men. 

National machinery for the advancement ofwomen 

25. WhiIe welcoming the establishment in October 2005 of the Minister of State 
for Gender Equality and Social Affairs， the Committee is concerned that the Gender 
Equality Bureau of the Cabinet Office， which serves as the secretariat for the 
national machinery for gender equality， lacks the mandate and appropriate financial 
resources to perform its functions. The Committee regrets the lack of information in 
the report on the results achieved through the Second Basic Plan for Gender 
Equality. 

26. The Committee recommends that the State party further strengthen its 
national machinery for the advancement of women， including by clearly 
defining the mandate and responsibilities of its various components， in 
particular between the Minister of State for Gender Equality and Social Affairs 
and the Gender Equality Bureau， and enhancing coordination among them， as 
well as through the provision of financial and human resources. It further 
recommends that the Convention be used as the legal framework for the design 
of the Third Basic Plan for Gender Equality and that monitoring mechanisms 
be put in place to regularly assess progress towards achievement of established 
goals. 

Temporary special measures 

27. The Committee notes with regret that no temporary special measures are in 
place to accelerate de facto equality between men and women or to improve the 
enjoyment by women of their rights in the State party， in particular with regard to 
women in the workplace and the participation ofwomen in political and public life. 

28. The Committee urges the State party to adopt， in accordance with article 4， 
paragraph 1， of the Convention and the Committee's general recommendation 
No. 25， temporary special measures， with an emphasis on the areas of 
employment of women and participation of women in political and public Iife， 
including women in academia， and with numerical goals and timetables to 
increase representation of women in decision-making positions at alllevels. 

5 
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Stereotypes 

29. The Committee is concerned at the reported “backlash" against the recognition 
and promotion ofwomen's human rights in the State party， despite the persistence of 
inequality between women and men. It continues to be concemed at the persistence 
of patriarchal attitudes and deep-rooted stereotypes regarding the roles and 
responsibilities of women and men in the family and in society in Japan， which 
threaten to undermine women's exercise and enjoyment of their human rights. The 
Committee notes that this persistence is， inter alia， ref1ected in the media and in 
educational textbooks and curricular materials， aJl of which inf1uence women's 
traditional educational choices and contribute to the unequal sharing of family and 
domestic responsibilities， resulting in their disadvantaged situation in the labour 
market and their underrepresentation in political and public life and decision-
making positions. The Committee is further concemed that stereotypical attitudes 
are particularly prevalent in the media， where women and men are often depicted in 
a stereotyped manner and that pomography is becoming increasingly prevalent in 
the media. The over-sexualized depiction of women strengthens the existing 
stereotypes ofwomen as sex objects and continues to generate girls' low selιesteem. 
The Committee expresses its concem at the high incidence of gender discriminatory 
statements and sexist remarks made by public officers and the lack of steps taken to 
prevent and punish verbal violence against women. 

30. The Committee calls upon the State party to further enhance its efforts 
and to take proactive and sustained measures to eliminate stereotypical 
attitudes about the roles and responsibilities of women and men， through 
awareness-raising and educational campaigns. The Committee recommends 
that the State party encourage the mass media to promote cultural change with 
regard to the roles and tasks considered suitable for women and men， as 
required by article 5 of the Convention. The Committee requests the State 
party to enhance the education and in-service training of the teaching and 
counselling staff of all educational establishments and at all leve)s with regard 
to gender equality issues， and to speedily complete a revision of all educational 
textbooks and materials to eliminate gender stereotypes. The Committee urges 
the State party to take measures， including the 

Vio)ence against women 

31. The Committee we¥comes the various efforts undertaken by the State party to 
combat violence against women and sexual violence since the submission of its 
previous periodic report， inc¥uding the revision of the Act on the Prevention of 
Spousal Violence and the Protection of Victims (domestic law legislation) which 
enhances the system for issuing protection orders and requires municipalities to 

05同 6110



09.46110 

CEDA W/C/JPN/CO/6 

establish counselling and support centres. lt remains concemed that the domestic 
legislation does not cover all forms of violence within intimate relationships and 
that the time between a request for a protection order and its issuance may further 
endanger the victim's 1ife. The Committee is further concerned at the obstacIes 
women victims of domestic and sexual violence face when bringing complaints and 
seeking protection. It is particularly concemed at the precarious situation of 
immigrant women， minority women and women ofvulnerable groups in this context 
which may prevent them from reporting cases of domestic and sexual violence. The 
Committee also expresses concem about the lack of information and data provided 
about the prevalence of all forms ofviolence against women. 

32. The Committee calls upon the State party to address violence against 
women as a violation of women's human rights and to make full use of the 
Committee's general recommendation No. 19 in its efforts to address all forms 
of violence against women. It urges the State party to intensify its awareness-
raising efforts with regard to the unacceptability of all such violence， including 
domestic violence. It recommends that the State party strengthen its work on 
violence against women and speed up the issuance of protection orders and 
open a 24・hourfree hotJine for counselling women victims of violence against 
women. It also recommends tbat tbe State party ensure tbat higb-quality 
support services are provided to women， including immigrant women and 
women of vulnerable groups， in order for them to bring complaints， seek 
protection and redress， thus ensuring that tbey do not have to stay in violent or 
abusive relationships. In this respect， the State party should take the necessary 
measures to facilitate the reporting of domestic and sexual violence. The 
Committee recommends that the State party implement comprebensive 
awareness-raising programmes throughout tbe country directed at these groups 
of vulnerable women. It calls upon the State party to ensure that public 
officials， especially law enforcement personnel， the judiciary， bealth-care 
providers and social workers， are fully familiar with relevant legal provisions 
and are sensitized to all forms of violence against women， and tbat tbey are 
capable of providing adequate support to victims. It urges the State party to 
collect data and to conduct researcb 0 
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Pornography which increased the maximum term of imprisonment for offences 
committed under this legislation， the Committee is concerned at the normalization 
of sexual violence in the State party as ref1ected by the prevalence of pornographic 
video games and cartoons featuring rape， gang rape， stalking and the sexual 

molestation ofwomen and girls. The Committee notes with concern that these video 
games and cartoons fall outside the legal definition of child pornography in the Act 
Banning Child Prostitution and Child Pornography. 

36. The Committee strongly urges tbe State party to ban the sale of video 

games or cartoons isvolvisg rape and sexual violence against women wbicb 
normalize asd promote sexual violence against women asd girls. The 

Committee also recommends that， as indicated in tbe delegation's oral 
assurance during tbe constructive dialogue， the State party include tbis issue in 
its revision of tbe Act Bassisg Cbild Prostitution asd Cbild Pornograpby. 

37. The Committee notes that some steps were taken by the State party to address 

the situation of “comfort women" but regrets the State party's failure to find a 
lasting solution for the situation of “comfort women" victimized during the Second 
World War and expresses concern at the deletion of references to this issue in school 
textbooks. 

38. The Committee reiterates its recommendation that tbe State party 

urgently endeavour to find a lasting solution for the situation of“comfort 
women" which would isclude the compensation of victims， the prosecu“on of 
perpetrators and tbe education of tbe public about these crimes. 

Trafficking and exploitation of prostitutios 

39. While welcoming the efforts undertaken by the State party to combat human 

trafficking， such as its establishment of th巴AnonymousReporting Model Project， 
the Committee remains concemed about the persistence of trafficking in women and 

girls， the exploitation of prostitution， and the lack of measures aimed at 
rehabilitating women victims of trafficking. While noting with satisfaction the sharp 

decrease in the granting of entertainment visas， the Committee is concerned at 
information suggesting that internship and trainee programmes could be used for the 

purposes of forced labour and sexual exploitation. The Committee is further 
concerned that prostitutes are subject to prosecution under the Anti-Prostitution 
Law， while their cIients do not face punishment. 

40. The Committee requests the State party to take further measures to 

protect asd support victims of trafficking and address the root cause of 
trafficking by increasing its efforts to improve the economic situation of 
women， tbereby eliminating their vulnerability to exploitatioD and traffickers， 
as weJl as to take measures for the rehabilitation and social integration of 
women and girls wbo are victims of exploitation of prostitution and trafficking. 
The Committee calls on the State party to take appropriate measures to 

suppress the exploitation of prostitution of women， including by discouraging 
tbe demand for prostitution. It also urges tbe State party to take measures to 
facilitate tbe reintegration of prostitutes into society and provide rehabilitation 
and economic empowerment programmes for women and girls exploited in 

prostitution. The Committee requests the State party to continue to monitor the 
issuance of visas for internsbip and trainee programmes closely. The 
Committee calls upon tbe State party to ratify the Protocol to Prevent， 
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Suppress and Punish Trafficking in Persons， Especially Women and Children， 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

Equal participation in political and public life 

41. The Committee is concerned at the low percentage of women in high-ranking 
positions in the Government， the Diet， the local assemblies， the judiciary， academia 
and the diplomatic service. It notes the lack of statistics on th巴 participationof 
minority women in political and public Iife. 

42. The Committee urges the State party to strengthen its efforts to increase 
the representation of women in political and public Iife， through， inter alia， the 
implementation of special measures in accordance with article 4， paragraph 1， 
of the Convention， and with the Committee's general recommendation No. 25， 
in order to accelerate the realization of women's de facto equality with men. It 
encourages the State party to ensure that the representation of women in 
political and public bodies reflects the full diversity of the population. The 
Committee requests the State party to provide data and information on the 
representation of women， including migrant and minority women， in political 
and public life， in academia and in the diplomatic service， in its next periodic 
report. It calls upon the State party to consider using a range of possible 
measures， such as quotas， benchmarks， targets and incentives， in particular 
with regard to the accelerated implementation of articles 7， 8， 10， 11， 12 and 14 
of tbe Convention. 

Education 

43. While noting the many initiatives undertaken to ensure women's equal rights 
with men in the field of education， the Committee is conc巴medthat， despite strong 
opposition， the Basic Act on Education has been amended and articJe 5， which refers 
to the promotion of gender equality， has been removed. The Committee also notes 
with concern that women continue to be concentrated in traditional fields of study 
and are underrepresented in academia as students and as faculty members， 
particularly at the professorial level. 

44. Tbe Committee recommends that the State party give serious 
consideration to reintegrating tbe promotion of gender equality in the Basic Act 
on Education so that the State party's commitment under the Convention to 
protect women's full rights in tbe field of education is integrated into domestic 
law. The Committee also urges the State party to ensure that education policy 
includes measures to encourage girls and women to pursue education and 
training in non-traditional fields and so broaden their opportunities for 
employment and careers in better paying sectors of the economy. The 
Committee recommends that in tbe Third Basic Plan for Gender Equality the 
quota set for the ratio of female faculty in university and colleges be increased 
from 20 per cent to ultimately faciJitate movement towards parity in the sex 
ratio in tbese institutions. 

Employment 

45. The Committee remains concerned about women's disadvantaged situation in 
the labour market， as reflected in the significant vertical and horizontal occupational 
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segregation between women and men. The Committee is particularly concerned that 
the “employment management category" in the Administrative GuideJine under the 
Equal Opportunity Law may provide leeway for employers to introduce a track-
based system which discriminates against women. It is also concerned about the 
persistence of a very high gender-based wage gap of 32.2 per cent in hourly 
earnings among full・timeworkers and of an even higher gender-based wage gap 
among part-time work巴rs，the predominance of women in fixed-term and part-time 
employment and illegal dismissal of women due to pregnancy and childbirth. The 
Committee also expresses concern regarding the inadequate protections and 
sanctions within existing labour laws. In particular， the Committee is concerned 
about the absence in the Labour Standards Law of a provision recognizing the 
principle of equal pay for equal work and work of equal value in accordance with 
the Convention and ILO Convention No. 100. The Committee also expresses 
concern at widespread sexual harassment in the workplace and the fact the 
legislation includes measures to identifシcompaniesthat fail to prevent sexual 
harassment， and no punitive measures to enforce compliance beyond publicizing the 
names of the offending companies. The Committee is further concerned at the 
lengthy legal processes on employment issues， which are not understood by women 
and which impede them from obtaining redress in the courts， as provided for under 
article 2 (c) ofthe Convention 

46. The Committee urges the State party to prioritize the realization of 
women's de facto equality with men in the labour market， so as to achieve full 
compliance with article 11 of the Convention. It recommends that the State 
party take concrete measures， including temporary special measures in 
accordance with article 4， paragraph 1， of the Convention and the Committee's 
general recommendation No. 25， to eliminate both vertical and horizontal 
occupational segregation and close the gender-based wage gap between women 
and men， as well as measures to prevent the practice of iIIegal dismissal of 
women in cases of pregnancy and childbirth. It encourages the State party to 
establish sanctions for discrimination against women in the employment field in 
both the public and private sectors， including sexual harassment， so as to create 
effective enforcement and monitoring mechanisms and to ensure that w 

Reconciliation of family and work life 

47. While welcoming the State party's legislative and policy efforts， such as the 
Charter for Work-Life Balance， the Action Policy for Promoting Work-Life Balance 
and the Strategy to Support Children and Family， as well as other measures to 
improve the reconci.liation of farnily and work life， the Committee is concerned that 
domestic and family responsibilities are still primarily borne by women， and that 
this is reflected in the extremely low rate of men who take parental leave and by the 
fact that women interrupt their careers or engage in part-time jobs to meet family 
responsibilities. 

48. The Committee encourages the State party to step up its efforts to assist 
women and men to strike a balance between family and employment 
responsibilities， inter alia through further awareness-raising and education 
initiatives for both women and men on the adequate sharing of care of children 
and domestic tasks， as well as by ensuring that part-time employment is not 
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taken up almost exclusively by women. The Committee urges the State party to 
strengthen its efforts to improve the provision and affordability of childcare 
faciIities for children of different age groups and encourage more men to avail 
themselves of parentalleave. 

HeaIth 

49. While commending the State party for the high quality of its health services， 
the Committe巴 isconcerned about the recent increase in the prevalence of sexually 
transmitted diseases， including HIV/AIDS， among Japanese women. 1t is also 
concerned at the high ratio of abortion among teenage gir1s and young women and at 
the fact that women who elect to undergo abortion can be subjected to punishment 
under the Penal Code. The Committee regrets the lack of information on the mentaI 
and psychologicaI health ofwomen. 

50. The Committee recommends that the State party promote sexual heaIth 
education targeted at adolescent girls and boys， and ensure access to sexual 
heaIth information and all services， including those directed at interruption of 
pregnancies， for all women and girls. The Committee also requests the State 
party to provide， in its next report， sex-disaggregated data on health and the 
provision of heaIth care and more informatioo and data 00 the prevalence of， 
and measures taken against， sexually transmitted diseases， including 
HIV/AIDS， among women. The Committee recommends that the State party 
ameod， when possible， its legislation criminalizing abortion in order to remove 
puoitive provisions imposed 00 women who uodergo abortion， in line with the 
Committee's geoeral recommeodation No. 24 00 womeo and heaIth and the 
Beijiog Declaration and Platform for Action. The Committee requests the State 
party to include in its next report information on the mental and psychological 
heaIth of women. 

Minority women 

51. The Committee regrets the lack of information and statistical data about the 
situation of minority women in the State party， who suffer 企om multipIe 
discrimination based on gender and ethnic origin， both in society at large and within 
their communities. The Committee further regrets the absence of any proactive 
measures， including a policy企ameworkfor each minority group， to promote the 
rights of minority women. 

52. The Committee urges the State party to take effective measures， including 
the establishment of a policy framework and the adoption of temporary special 
measures， to eliminate discrimination against minority women. To this end， the 
Committee urges the State party to appoint minority women representatives to 
decision-making bodies. The Committee reiterates its previous request 
(A/58/38， para. 366) that the State party include information on the situation of 
minority women in Japan， especially with regard to education， employment， 
health， social welfare and exposure to violence， in its next periodic report. In 
this context， the Committee calls upon the State party to conduct a 
comprehensive study on the situation of minority women， iocluding indigenous 
Ainu， Buraku and Zainichi Korean and Okinawa women. 
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Vulnerable groups ofwomen 

53. The Committee notes the lack of information and statistics about vulnerable 
groups of women， particularly rural women， single mothers， women with 
disabilities， re白geesand migrant women who often suffer from multiple forms of 
discrimination， especially in regard to access to employment， health care， education 
and social benefits. 

54. The Committee requests the State party to provide， in its next report， a 
comprehensive picture of tbe de facto situation of vulnerable groups of women 
in aIl areas covered by the Convention， and information on specific 
programmes and achievements. The Committee calls upon tbe State party to 
adopt gender-specific policies and programmes that would cater to tbe speci自c
needs of vulnerable groups of women. 

Beijing Declaration and Platform for Action 

55. The Committee urges the State party to continue to utilize， in 
implementing its obligations under the Convention， the Beijing Declaration and 
Platform for Action， which reinforce the provisions of the Convention， and 
requests the State party to include information thereon in its next periodic 
report. 

Millennium Development Goals 

56. The Committee emphasizes that full and effective implementation of the 
Convention is indispensable for achieving tbe MiIlennium Development Goals. 
It calls for tbe integration of a gender perspective and explicit reflection of the 
provisions of the Convention in all efforts aimed at the achievement of the 
Goals， and requests the State party to include information thereon in its next 
periodic report. 

Ratification of other treaties 

57. The Committee notes that States' adherence to the nine major 
international human rights instrumentsl would enhance the enjoyment by 
women of their human rights and fundamental freedoms in all aspects of life. 
The Committee therefore encourages the Government of Japan to consider 
ratifying the instruments to which it is not yet a party， namely， the 
International Convention on the Protection of the Rights of AJI Migrant 
Workers and Members of Their Families and the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities. 

1 The InternationaJ Covenant on Economic， Social and Cultural Rights，出eInternationaJ Covenant 
on Civil and Political Rights， the International Conventioll on the Elimination of AIl Forms of 
RaciaJ Discrimination， the Conventio日 011出eElimination ofAll Forms ofDiscriminatiol1 
against Women， the Convention agail1st Torture and Other Cruel， lnhuman or Degrading 
Treatment or Punishment， the Convention on the Rights of the Child， the InternationaJ 
Convention 0目白eProtection of the Rights of AJJ Migrant Workers and Members of TheiI 
Families， the Intemational Convention fOT the Protection of AII Persons合omEnforced 
Disappearance創ldthe Convention on the Rights ofPersons wi出 Disabilities
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Dissemination 

58. Tbe Committee requests the wide dissemination in Japan of the present 
concluding observations in order to make the people， including Government 
officials， politicians， parliamentarians and women's and human rights 
organizations， aware of the steps tbat bave been taken to ensure de jure and 
de facto equality of women and the furtber steps that are required in tbat 
regard. The Committee requests the State party to strengthen the 
dissemination， in particular to womeo's aod human rights organizatioos， of the 
COJJvention， its Optional Protocol， the Committee's general recommeodations， 
the Beijing Declaration and Platform for Action and tbe outcome of the twenty-
tbird special session of the General Assembly， entitled “Womeo 2000: gender 
equality， development and peace for the twenty-first centuη" 

Follow-up to concluding observatioos 

59. Tbe Committee requests the State party to provide， witbiJJ阿 '0 years， 
detailed written information 00 tbe implementation of the recommendations 
contained in paragraphs 18 and 28 above. 

Date of JJext repo凶

60. The Committee requests the State party to respond to the concerns 
expressed in tbe present concluding observations iJJ its next periodic report 
under article 18 of tbe Convention. The Committee invites the State party to 
submit its combined seventb and eighth periodic report in July 2014. 
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2.3 ILOからの回答書（翻訳：全石油昭和シェル石油労働組合） 

homepage3.nifty.com/showashelllaborunion/ilokankoku201111j.doc 

（2014年 1月 25日検索） 

ILO                                                         GB.312/INS/15/3 

第 312回理事会（ジュネーブ 2011年 11月） 

制度的セクション第十五議題 

事務局長報告 

第三補助報告 

『日本が同一報酬100号条約(1951年)を遵守していないという全石油昭和シェル労働組合の

申立を調査するために設立された委員会の報告』   

Ⅰ 前置き 

1  2009年9月17日付の通信により全石油昭和シェル労働組合は ILO憲章24条に基づき、

日本政府が同一報酬 100号条約(1951年)を遵守していないとの申立を行った。同条約は日

本では効力を発している。申立は全石油昭和シェル労働組合、商社ウィメンズユニオン、ユニオ

ン・ペイ・エクイティの代表により提出された。 

2  この申立に関連するのは以下の ILO憲章である。 

第 24条  加盟国のいずれかが当事国である条約の実効的な遵守をその管轄権の範囲

内において何らかの点で確保していないことを使用者又は労働者の産業上の団体が国際

労働事務局に申し立てた場合には、理事会は、この申立をその対象となった政府に通知し、

且つ、この事項について適当と認める弁明をするようにその政府を勧誘することができる。 

  第 25条  理事会は、当該政府から相当な期間内に弁明を受領しなかった場合又はこれを

受領しても弁明を満足と認めなかった場合には、前記の申立及び、弁明があるときは、この

弁 

  明を公表する権利をもつ。 

3  ILO憲章 24条 25条に基づく申立を調査する手続きに関する実務規則 1条(2004年 11

月第 291 回理事会改正)に基づき、事務局長は申立の受領を確認し、日本政府に情報提供し、

理事に提出した。 

2.2 ILOからの回答（訳文） 



4 理事会は第307回総会(2010年３月)においてこの申立を受付可能と判断し、その調査のた

めの委員会を指名した。委員会の構成員はバインズ氏(政府委員オーストラリア)、アンダーソン

氏(使用者委員オーストラリア)とアジャンタヤ氏(労働委員インド)であった。第 312回理事会

(2011年 11月)においてバインズ氏に替わってウィリアムズ女史(政府委員オーストラリア)が指

名された。 

5  2010年 7月 30日に日本政府は申立に対する見解書を提出した。 

6 2010年 5月 7日の通信により全石油昭和シェル労働組合は追加情報を送付し、2010年 

8月 3日に事務局が受領した。 

7 2011年 11月 11日に委員会が開催され本件を調査し、報告を採択した。 

Ⅱ 申立の検討 

(申立人の主張) 

8  2009年 9月 17日付けの通信において申立人は日本政府が同一報酬 100号条約(1951

年)の実効的遵守の確保に違反していると主張している。申立人による主張と勧告を以下のとお

り要約する。 

9  申立人によると、1967年に 100号条約が日本で批准されてからも同条約の条項の違反は

継続し、賃金に関する差別のほとんどは是正されないまま放置されてきた。同条約を批准する

際に日本政府は「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別

的取扱いをしてはならない。」という労働基準法 4条の規定に依拠していた。申立人によると、管

轄権を持つ行政当局や裁判所はこの労働基準法４条を異なる職務や職種に従事する男女の

間の賃金格差について適用するよう解釈、履行してこなかった。 

10  さらに男女雇用機会均等法(1985年法律第 45号)の施行により労働基準法４条の適用

が影響され、同条の適用を巡る問題は一層深刻化した、と申立人は述べている。男女雇用機

会均等法は同一の雇用管理区分(職種・就業形態・契約形態・キャリア開発などの活用区分)に

ある男女の間の賃金格差のみを性差別としている、と指摘している。1986年に男女雇用機会

均等法が施行されて以来、性別による年功序列賃金制度から職種による年功序列賃金制度

に転換するコース制度がほとんどの企業で導入されたが、以前からの性差別賃金は新制度の

下でも維持されてきた、と述べている。 



11  裁判所による労働基準法４条の解釈に関しては申立人が 100号条約違反だと考える以

下の判例に言及し、その要約を提出している。野崎対昭和シェル石油事件(2007年 6月 28日

東京高裁)同判決に対する上告を棄却した 2009年 1月 22日の最高裁判決、守対兼松事件

(2008年1月31日東京高裁)、柚木ら対昭和シェル石油事件(2009年6月29日東京高裁)、

屋嘉比対京ガス事件(2001年 9月20日京都地裁)。申立人は荻原対丸子警報器事件につい

ても言及しているが判決の要約は提供していない。 

12  以上の判例は異なる雇用管理区分により性別に分離されているために賃金格差が存在し

ていることを認めながら、性中立的な職務評価を欠落したまま、労働基準４条違反はないと認

定したものであり、100号条約違反であると、主張している。さらに労働基準法４条違反を認定し

ながら賃金是正の要求を否定した判決は 100号条約違反である、とみなしている。 

13  判例に関しては、野崎対昭和シェル石油事件では和文タイプに従事する女性と国際テレッ

クス業務に従事する男性の間の賃金格差に関して、性中立的な職務評価をしないまま、職能

資格等級制度の下での賃金性差別は存在しない、とした東京高裁判決を最高裁が支持した、

としている。さらに高裁判決は和文タイプ(英文も含め)は習熟するのに一定の期間と努力を要す

るが、習得後は困難性は高くないと考えている、としている。この観点から、原告と同期入社で管

理職にならなかった男性が従事していたテレックス業務とは同価値の仕事であるとは高裁は認

定しなかった。この決定要素のみを理由として賃金格差の性差別性を裁判所が否定した、と主

張している。さらに判決は和文タイプ業務を補助的・定型的業務として認識し、昭和石油のほと

んどの女性は補助的・定型的業務に従事していたと認定し、1985年以前の賃金格差の違法性

を否定する根拠としている、と述べている。申立人によると、裁判は同一価値の労働か否かはっ

きりとした評価基準を使用しないまま、女性が担当していた職務を男性が担当していた類似職

務よりも価値が低いと評価している。高裁判決の後、ユニオン・ペイ・エクイティは和文タイプ業務

の価値がテレックス業務より低くないことを示す職務評価を行い最高裁に提出したが、申立人は

この職務評価結果を情報提供している。 

14  同様に、守ら対兼松事件では東京高裁は原告たちが従事する労働の職務評価を行うこと

なく、1985年以前の性別によるコース制度(男性A体系と女性 B体系)での男女賃金格差は労

働基準法４条違反ではないと判断した、と述べている。日本においては性中立的な職務評価の

明確な基準は未確立なので、裁判所は一般的に女性は補助的・定型的業務に従事していると

想定し、根拠も示さずに賃金差別を合法的と判断してしまう、と述べている。しかし、1986年以

降は職務給制度のもとでの異なるコース(一般職 A体系と事務職 B体系)の間の賃金格差は性



差別であり、労働基準法４条違反であると高裁は判決した、と指摘している。しかし、この時期に

ついても 6名の原告のうちの 2名について高裁は性差別を認定しなかった、と付け加えている。

この点に関して申立人は、裁判の審理の中で原告が提出した職務評価の一つのコピーを提供し

ている。さらに、コース別雇用管理において、職務を「基幹的判断業務」と「補助的定型業務」に

分け、処遇を区別すること自体が差別であり、男女の職務を分類することに直結し、労働の性役

割分業を反映して「補助する者」と「補助される者」とに職務を分離することにつながるという意味

においても差別である、と主張している。 

15  さらに柚木ら対昭和シェル石油事件、屋嘉比対京ガス事件、兼松事件において、裁判所

は性差別による賃金格差を認めながら賃金格差全額の是正を命令しなかった。柚木ら対昭和

シェル石油事件では東京地裁は賃金の実質的な不平等が性差別であると認めながら、職階の

明確な基準が確定できず、したがって賃金格差の損害の具体的金額の計算が困難であるとの

理由で完全な賃金回復の要求を退けた、と述べている。屋嘉比対京ガス事件では裁判所は、

原告による男女が従事する異なる職務の職務分析と客観的評価を初めて認め、性差別の存在

は認めた、と述べている。しかし、同一価値の職務であると認めたにもかかわらず、裁判所は比

較対象の男性の賃金総額の 85パーセントを基準として損害賠償額を認定した。同様に、兼松

事件では、異なる雇用管理区分による仕事は「職務内容と困難性が上訴人のそれと区別しがた

い、という意味で同一の性質の労働であると推定され」「元一般職の男性従業員と同等の困難

性を持つ同じ職務に女性従業員が従事していたと推定される」ことを認めながらも、裁判所は女

性労働者の賃金は男性労働者の 70パーセントにしかならないと認定した、と述べている。 

16  裁判所が職務資格の明確な格差と異なる雇用コースの男女の基本給の著しい格差を認

めながら、使用者には賃金決定の裁量権があることを根拠にして賃金差額分の回復を否定した

判決は不公平であると考えている。申立人によると、このような司法判断の大本にあるのは、賃

金格差の違法性を調査するための職務評価を行うための基準が制度的に欠落していることであ

る。 

17  日本が1967年の国会で 100号条約を批准するにあたって、労働基準法4条は、同一価

値労働に対する男女同一報酬の原則を十分反映したものであるので、その改正の必要のないこ

と、同条約は法秩序の不可欠の一部であり、憲法 14条1に定める男女平等原則が同一価値労

働に対する男女同一報酬の原則を含むものである、と日本政府が答弁していることに言及して

                                                
1 日本国憲法 14 条は性別を含むいくつかの理由により、政治的、経済的、社会的関係において

差別することを禁じ、法の下での平等を規定している。 



いる。申立人は労働基準局監督課長が 1948年 7月 10日に出版し、立法の趣旨を反映して

いると思われる『労働基準法解説』を引用し、労働基準法 4条は同一価値労働に対する男女

同一報酬を支払うことを必ずしも要請してはいないが、不平等の合理性の判断にはこの原則が

踏まえられるべきである、としている。したがって、性差別を調査する際に職務評価の手法を用

いる法的根拠は否定されるべきではなく、同一価値労働に対する男女同一報酬の原則の履行

には不可欠である、と申し立てている。 

18  2003年の条約勧告適用専門家委員会の日本の 100号条約適用に関する意見では、パ

ートタイマーや非正規労働者も含めて、性中立的な客観的な職務評価により報酬の比較が行

われるべきである、とされている。日本では非正規労働者の数が 1990年代から劇的に増加し、

現在非正規労働者の 54パーセントが女性であり（訳注：原文のママ。正しくは女性労働者の

54％が非正規で、非正規労働者の約 7割が女性）、生活できる賃金以下の賃金しか得ていな

い。申立人は非正規労働者のこのように不当な低賃金が広がっている状況自体が同条約違反

であると考えている。 

19  申立人は日本政府が以下の措置をとることを要請している。(1)異なる担当職務や職種に

従事する男女の間の賃金格差に労働基準法 4条を適用すること。(2)同一価値の労働であって

も雇用管理区分が異なる男女の間の賃金格差を差別と認定するように労働基準法 4条と男女

雇用機会均等法を運用すること。(3)異なる担当職務や職種に従事する男女が同一価値の労

働をしているか否か判断するために、また異なる雇用管理区分で働く男女の間の大きな賃金格

差をなくすために、義務的な職務評価制度を確立すること。(4)性差別賃金が判明した場合は

賃金格差の全額を是正し、将来に向けた不平等を是正するための正当な措置をとること。 

(政府の回答) 

20  政府はその回答の中で、1986年から 2009年の間の男女労働者間の所定内時間給格

差の推移の情報を提供しており、そのために厚生労働省が行った「賃金構造基本統計調査」を

引用している。その調査によると、女性一般労働者2の平均所定内給与は 2009年において男

性労働者の 69.8パーセントである。同じ雇用形態で比較すると、女性正社員の平均所定内給

与は男性社員の 72.6パーセントとなっている。男女間の格差は依然として大きいものの、1986

年に男女雇用機会均等法が施行されてから格差は 10パーセント縮小したと政府は強調してい

る。 

                                                
2 「一般労働者」とは短期間労働者以外の労働者を指し、「正社員・正職員」とは企業が正社員・

正職員とみなす全ての者を指す、と政府は情報提供している。 



21  変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会(2010年)の行っ

た調査によれば、男女の賃金格差に一番大きな影響を及ぼしている要因は、職階、勤続年数

であった。2009年の平均勤続年数は男性が 12.8年に対して女性は 8.6年であった。管理職に

関しては、係長職の 10.5パーセント、課長職の 3.6パーセント、部長職の 2.0パーセントが女性

であった。政府によると、日本では年功序列制度が使われているので、女性の勤続年数の短さ

が管理職比率の低さに繋がっている。 

22  同一価値労働に対する男女同一報酬の原則に関しては、政府は 100号条約 1条 b、2

条 1、3条 1を引用して、その文言は、どのような賃金制度を採用していたとしても、労働者が女

性であることのみを理由として、賃金について男女差別的な取扱をすることを禁止していれば条

約の要請を満たしていると解される、と述べている。労働基準法 4条はまさにそのような取扱を

禁止していることから、同条約の要請を満たしている、と述べている。1967年の同条約の批准

以来、この解釈を維持している。政府によると、労働基準法 4条は、単に女性であることを理由

にする賃金差別を禁止するだけではなく、「女性の平均勤続年数が男性よりも短いこと、女性の

多くは主たる家計の維持者ではないこと、といったような、女性のおかれた平均的な状況や先入

観に基づいて差別的取扱いをすることも禁止している」ものと解釈されている。 

23  男女雇用機会均等法に関しては、募集、採用、配置、昇進、教育訓練など賃金決定に大

きな影響を与える雇用管理における性差別を規制するものであると、述べている。5条 6条は募

集・採用・配置(業務の配分・権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利

厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新に関して性別に基づ

く差別を禁止している。また、一定の範囲の間接差別を禁止し(7条)、妊娠、出産などを理由と

する不利益取扱を禁止している(9条)。さらにポジティブ・アクションを講じる事業者に対する国

の援助を規定している(14条)。さらに、都道府県労働局長による紛争解決援助(17条)や紛争

調整委員会による調停(18条)も規定されていることを紹介している。29条と30条では、報告徴

収、助言、指導、勧告の権限と勧告に従わない場合の企業名の公表を定めている。33条は事

業者が求められた報告をしない場合の過料を定めている。 

24  法律の施行に関しては、労働基準法 104条に基づき権利救済を求めることが可能である

ことに言及している。また労働基準監督官は事業場を定期的に監督し、事業場における男女間

の賃金格差が、労働者が女性であることを理由とするものか、職務、能率、技能の差によるもの

かを調査することを含め、賃金制度を調査しなければならないことに言及している。4条違反で

あるとみなす場合は必要な指導を行うことができる。2009年に労働基準監督機関において、



100,535件の定期監督を実施し、内 4条違反として指導を行ったのは 6件であった、と述べて

いる。 

25  さらに、男女雇用機会均等法は 1985年に制定されてから、1997年と 2006年に改正さ

れ、保護が改善された、と述べている。男女雇用機会均等法の施行に関しては都道府県労働

局で扱われた件数についての情報を提供している。2009年度に都道府県労働局雇用均等室

は 23,301件の相談を受けた。さらに、職員が事業所に出向き、均等法遵守状況について報告

徴収を実施し、行政指導を行っている。2009年度において、募集・採用に関する違反 208件、

配置・昇進・降格・教育訓練に関する違反 116件について是正指導を行った。さらに、2009年

度の都道府県労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は、募集・採用に関するものが 7

件、配置・昇進・降格・教育訓練に関するもので 27件となっている。紛争調整委員会の調停申

請受理件数は、配置・昇進・降格・教育訓練に関するものが 3件となっている。 

26  労働基準法及び男女雇用機会均等法は日本の賃金と労働条件の決定システムを前提と

している、と政府は述べている。すなわち、賃金と労働条件は企業横断的な単位、例えば産業

別・職種別に決定されるのではなく、個別企業における労使交渉により決定している。しかし、企

業内の制度的な性差別は減少している一方、女性の職域が広がらない、勤続年数が短い、管

理職割合が低いなど実質的な男女均等の実現にはなお課題が残されている、と政府は考えて

いる。政府によると、これらが男女間の賃金格差が存在し続けている理由である。  

27  さらに、多くの企業において、賃金の基本となる基本給の決定要素として、依然として、年

齢、勤続年数を重視している、と述べている。また基本給に加えて家族手当、住宅手当などの

生活手当を支給することが一般的である。2010年の賃金格差調査を引用し、各種手当を支給

している企業の割合を情報提供し、男性社員の方が管理職手当、役職手当、成績給を受ける

比率が高いことを示し、とりわけ管理職手当など手当の額により男女社員の大きな賃金格差が

存在することを明らかにしている。企業が労働者の生活を保障するという考え方に立った賃金制

度を採用している、と述べている。このような賃金制度は、その適用において男女間の差別的取

扱いがない限り、法律上も許容されている。 

28  政府は男女の実質的な機会均等を実現し、賃金の性格差を減らすために効果的だと考え、

これまで取られてきた措置を積極的に取り組む。女性の勤続年数を伸長させること、及び女性

の職階を上げることが重要であることを強調し、そのために、男女雇用機会均等法と労働基準



法に基づく厳正な行政指導を行うとともに、出産・育児により離職する女性を減らすための環境

整備をめざす措置や企業におけるポジティブ・アクションの推進を図っている。 

29  女性が職場に留まるよう支援する取り組みに関して、2006年に男女雇用機会均等法が

改正され、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止が規定され、育児休業等に関する法

律が制定され 2009年に改正されて、父親の育児休業と短時間勤務制度が定められたことに

言及している。さらに男女雇用機会均等法と育児・介護休業法に基づく雇用均等室による指導

や都道府県労働局長による紛争解決援助や紛争調整委員会による調停についても言及してい

る。 

30  男女労働者の間の違いをなくすために企業が行うポジティブ・アクションの推進に関しては、

企業が行うべき具体的な取組みを説明している。コース別雇用管理を行っている企業に対して

は雇用均等室が、コース等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定することにより、女性が

コース転換し、事業の運営の根幹となる職務につくことができるよう、助言を行っている。 

31  また、企業で一般に存在している男女間の賃金格差の減少に向けて、労使が男女間の賃

金格差減少に取り組むための指針を 2003年に作成し、労使団体を通じてパンフレットを配布し

た。2010年の賃金格差調査を踏まえて、賃金雇用管理制度に関する新しい指針を作成し利

用促進することになっている。 

32  同一価値労働に対する男女同一報酬の原則の裁判所による適用に関しては、労働基準

法 4条に関する以下の判例を引用している。2009年 10月 20日に最高裁で上告棄却され確

定した 2008年 1月 31日東京高裁の兼松事件判決、2009年 1月 22日に最高裁で上告棄

却され確定した 2007年 6月 28日の東京高裁の昭和シェル石油事件(野崎)判決、2009年 6

月 29日の東京地裁の昭和シェル石油事件(柚木)判決、2005年 12月 8日に和解が成立し

た 2001年 9月 20日の京都地裁の京ガス事件判決、1999年 11月に和解が成立した 1996

年 3月 15日の長野地裁上田支部の丸子警報器事件判決、1992年 8月 27日の東京地裁

の日ソ図書事件判決、2007年 7月 13日に最高裁で上告棄却され確定した 2004年 10月

28日の広島高裁岡山支部の内山工業事件判決。 

33  異なる職務や職種間の男女賃金格差にも労働基準法 4条を適用すべきという申立人の

要請については、労働基準法4条違反の判断に当っては、男女間の賃金格差が具体的に職務

の内容や権限、責任等や能率、技能等の差によるものとして説明しうるかどうかについて、判断

を行う必要がある、と述べている。単に職務や職種が異なることのみを理由として 4条の適用を



排除することはない。裁判所は異なる職務や職種に従事する男女の間の賃金格差に対して労

働基準法 4条を効果的に適用しており、その例として日ソ図書事件、京ガス事件、内山工業事

件と兼松事件を挙げている。 

34  男女雇用機会均等法と労働基準法 4条の運用において、異なる雇用管理区分について

も同一価値労働と見なされる場合は男女間格差を性差別と認定し、客観的な職務評価を確立

すべきという申立人の要請について、100号条約 2条 1 と 3条 1を引用し、職務評価基準を

導入するかどうかは各国に委ねられているものと解されている、と述べている。 

35  日本において職務評価が100号条約の実施に必ずしも役立つとは言えないのは、ほとんど

の企業が新規学卒者を採用後の担当職務を特定せず採用し、企業内での配転を通じて幅広く

職場経験を積ませることにより長期的な人材育成を図る雇用慣行を取っているからである、と回

答している。このような雇用慣行の下では、一時点での職務内容よりも、むしろ職種や雇用形態

による区分毎に人材育成と処遇の仕組みが設定される、と述べている。広く採用されている賃

金制度では職務遂行能力の水準に応じて各労働者の職能資格を定め、職能資格に応じて賃

金が決まる。このような制度の下では特定の職能資格の労働者が任命されうる職務の幅は広く、

結果として職務内容と賃金のつながりは緩い。職務内容を重視するという企業も一定程度存在

するが、職務内容のみで賃金を決定するという企業は少ないものと考えられる。日本の雇用慣

行は長期雇用制度と年功序列賃金制度などからなる賃金制度と企業別労働組合からなってお

り、合理的なものであり、経営者と労働者の間の信頼を築くのに効果的だ、と政府は主張してい

る。 

36  さらにこのような雇用管理が背景にあるので、一時点での職務内容にかかる職務評価の結

果により判断するのは適当ではない、と主張している。このため男女雇用機会均等法においては

雇用管理区分ごとに性差別を判断することとされている、と主張している。政府は「労働者に対

する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処

するための指針」(2006年厚生労働省告示第 614号)で与えられている「雇用管理区分」の定義を

引用している3。 

37  しかし、異なる雇用管理区分に属する男女労働者の間の差別をすべて自動的に否定する

のは適切ではない、と述べている。このため、三者構成の審議会における討論の結果、上記の

                                                
3 指針によると雇用管理区分とは「職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働者に

ついての区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異

なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう」。 



指針が作成され、労働組合と経営者団体の承認を得た。その内容は、雇用管理区分が同一か

否かについては、当該区分に属する労働者の従事する職務の内容、転勤を含めた人事異動の

幅や頻度などについて、客観的・合理的な違いが存在しているか否かにより判断されるものであ

る、と述べている。したがって性差別の判断は男女雇用機会均等法に従い、上記の雇用管理区

分を考慮して行うことができる、と主張している。また、労働基準法 4条は雇用管理区分の考慮

を除外してはいない、と回答している。 

38  現状において国として職務評価基準の使用を一律に義務付けていない、と述べている。女

性が賃金差別の被害を受けるのを防ぐためには、人事評価、配置や業務の与え方など賃金決

定に影響を与える雇用管理の各局面での差別を排除すべきだ、と考える。また男女の賃金格

差を減少させるためには女性の勤続年数を伸長させ、女性の職階を上げるが重要である。 

39  賃金での性差別が認定された場合は賃金格差の全額を是正し、将来に向かって格差是

正措置を正しく講じるべきであるという申立人の要請に関して、労働基準法4条に違反する場合、

差額賃金分については賃金債権が存在する範囲についてその支払いをするよう、使用者に対し

て行政指導を行うことが可能である、述べている。男女雇用機会均等法違反となる配置や昇

進・昇格での性差別の結果生じた賃金格差については、都道府県労働局長の紛争解決援助や

紛争調整委員会の調停などの対応を行うことが可能である。その結果、差額賃金に対応する金

銭の支払いや、将来に向かって配置の見直しや昇・昇格等の措置を取ることにより賃金格差を

是正することを使用者に求めることができる。政府は判例の概要を引用して、差別を受けなかっ

た場合に適用されるべき賃金の基準が明確である場合、長年の昇進・昇格の積み重ねや様々

な特例制度、手当制度等の存在により、適用されるべき賃金の基準が明確でない場合、また賃

金債権の消滅時効が援用される場合、労働者の主張立証の不備の場合など様々な個別具体

の事案に応じて、司法においてそれぞれの対応がなされている、と述べている。したがって、日

本政府は、様々な制度により、個別具体の事案に応じて適切な形での賃金格差の是正が図ら

れているものと考えている。 

40  司法判断が条約違反であるとの申立人の主張に関して、行政府は司法府の判断に対して

適否についてコメントする立場にない、と考えている。このため、司法判断の適否についての主張

に対して政府はコメントを行うことはできない、と考える。しかし、昭和シェル石油事件(野崎)、兼

松事件、京ガス事件等、申立人が引用している司法判断のいくつかに関する事実誤認が含ま

れている、と指摘している。例えば、兼松事件では裁判所は男女の間の賃金格差の合理性を以

下の要素を示して判断し、それぞれの時期における一般職の男性と事務職の女性の職務を比



較して判断していると、指摘している。(1)勤続期間及び同年齢の男女間における格差であるか

どうか、(2)職務内容や困難度に同質性があり、一方の職務を他方が引き継ぐことが相互に繰り

返し行われている男女間の格差であるかどうか、また職務の内容について、専門的知識、交渉

力、語学力が要求されるものであるかどうか。京ガス事件に関しては、裁判所は、各職務の価値

に格別の差はないにしても、賃金の決定要素はそれだけではなく、個人の能力、勤務成績等諸

般の事情も大きく考慮されることを述べた上で、その点の事情についての立証責任は原告にあ

るところ、その点が十分に明らかにされていない、と述べている。したがって裁判所は女性の賃金

は男性の 85パーセントであると認定した、政府は述べている。 

41  コース別雇用管理が差別であるとする申立人の主張に関して、コース別雇用管理とは、労

働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練

等の雇用管理を行うシステムで、典型的には事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、

営業、研究開発等を行う業務に従事するコースと、定型的業務に従事するコース等がある、と

回答している。以上のようなコース別雇用管理では、職務を「基幹的判断業務」と「補助的定型

的業務」に二分する制度自体はただちに違法とするものではない、と述べている。しかし、例えば、

「基幹的判断業務」を男性のみ、「補助的定型的業務」は女性のみといった運用を行う場合は

性差別であり男女雇用機会均等法に違反し、指導、勧告等の厳正な対応を行う、と述べてい

る。 

42  100号条約の非正規労働者への適用に関しては、非正規労働者(パートタイム、有期契約、

派遣労働者)の待遇は、その多様な労働条件に応じて決定されるものであり、同条約の適用に

関わる問題ではないと認識している、と述べている。にもかかわらず、政府は労働基準法や最低

賃金法等、非正規労働者の状況を改善するための法的措置を含む施策動向について情報提

供している。 

Ⅲ 本委員会の結論 

43  本委員会は申立が二つの主要な問題を提起していることに留意する。(1) 労働基準法

(1947年法律 49号)4条と男女雇用機会均等法(1985年法律 45号)が ILO100号条約の定

める同一価値労働に対する男女同一報酬の原則に適応しているか (2) 労働基準法と男女雇

用機会均等法が同一価値労働に対する男女同一報酬の原則に適応して履行されているか。 

44  本委員会は申立が提起している問題は 100号条約 1,2,3条の適用に関連していると考え

る。条約の条文は以下のとおりである。 



第 一 条 

この条約の適用上、 

(a) 「報酬」とは、通常の、基本の又は最低の賃金又は給料及び使用者が労働者に対してその

雇用を理由として現金又は現物により直接又は間接に支払うすべての追加的給与をいう。 

(b) 「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」とは、性別による差別なしに

定められる報酬率をいう。 

第 二 条 

１ 各加盟国は、報酬率を決定するため行なわれている方法に適した手段によって、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の原則のすべての労働者への適用を促進し、

及び前記の方法と両立する限り確保しなければならない。 

２ この原則は、次のいずれによっても適用することができる。 

 (a) 国内法令 

 (b) 法令によって設けられ又は認められた賃金決定制度 

 (c) 使用者と労働者との間の労働協約 

 (d) これらの各種の手段の組合せ 

第 三 条 

１ 行なうべき労働を基礎とする職務の客観的な評価を促進する措置がこの条約の規定の実

施に役だつ場合には、その措置を執るものとする。 

２ この評価のために採用する方法は、報酬率の決定について責任を負う機関又は、報酬率が

労働協約によって決定される場合には、その当事者が決定することができる。 

３ 行なうべき労働における前記の客観的な評価から生ずる差異に性別と関係なく対応する報

酬率の差異は、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の原則に反するもの

と認めてはならない。 

45  労働基準法 4条と男女雇用機会均等法が 100号条約 1,2条の定める同一価値労働に

対する男女同一報酬の原則に適応しているかという問題に関して、日本政府が同条約 1,2条に

規定されているとおり国内法により適用しようと意図し、労働基準法 4条が同条約の要件を満た

しているとみなしていることに留意する。日本政府は男女雇用機会均等法が募集、採用、配置、

昇進、教育訓練など様々な雇用管理の面で賃金決定に大きく影響する性別による差別を規制

しているので、同様に同条約の要件を満たしているとみなしている。 



46  本委員会は労働基準法 4条が「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金に

ついて、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と定めていることに留意する。男女雇用機会

均等法の該当条文は以下のとおりである。 

第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機

会を与えなければならない。  

第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱

いをしてはならない。  

一  労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練  

二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定

めるもの  

三  労働者の職種及び雇用形態の変更  

四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新  

（性別以外の事由を要件とする措置）  

第七条  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労

働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比

率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として

厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該

措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該

措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなけ

れば、これを講じてはならない。  

47  男女雇用機会均等法は賃金決定に影響を与える可能性がある要素については言及して

いるが、同一価値労働に対する男女同一報酬の原則については直接扱っていないことに留意

する。また労働基準法が賃金に関して性別による直接差別を禁止しているものの、「同一価値

労働」の概念がその条文には含まれていないことにも留意する。この点に関して、条約勧告適用

専門家委員会がこの点を既に取り上げており、労働基準法 4条について以下のように述べてい

ることに留意する。「労働基準法は同一価値労働に対する男女同一報酬の要件について言及し

ていないので 100号条約の原理を完全には反映していない。同条約の原理のこの要件は決定



的に重要であり、その理由は異なる職務あるいは労働に従事している男女の報酬を決定するの

にあたり、異なる職務の内容の評価を基礎にして検討することが必要だからである。」4 

48  本委員会が次に留意するのは、法令が同条約に沿って解釈、適用されているのかという問

題である。異なる担当職務と異なる職業に従事する男女の間の賃金格差に適用されるように、

また異なる雇用管理区分の間の比較をできるようにも、法律が解釈、履行されていない、と申立

人が考えていることに留意する。この点に関して、申立人は異なる担当職務や異なる職業に従

事する男女が同一価値労働をしているか決定する客観的職務評価の重要性を強調している。 

49  本委員会は労働基準法 4条が職務内容や職種の違いにより適用除外になることはない、

また雇用管理区分の検討を除外していない、と日本政府が回答していることに留意する。男女

雇用機会均等法では性別による差別は個々の雇用管理区分の中で判断されることは認めつつ

も、異なる雇用管理区分に属する男女労働者の間に差別の存在を自動的に否定するのは適切

ではないと同政府は指摘している。その結果「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等

に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(2006年)が策定さ

れた。 

50  労働基準法 4条の裁判所での解釈に関しては異なる担当職務や職業に 4条が適用され

た件数が少なく、具体的には二つの地裁決定しかないことに留意する5。さらにどちらの地裁決定

でも異なる雇用管理区分で異なる仕事に従事しているが同一価値労働と認定される男女につ

いて比較を行ったようには見えない。異なる雇用管理区分の間で比較を行ったように見える事

例でも裁判所が同一価値ではあるが異なる仕事の比較を行ったようには見えない6。 

51 日本政府により提供された情報から判断して、労働基準法 4条違反で労働基準監督署が

指導を行った定期監督の数が少ないこと(2009年では 100,535件中の 6件)、およびその違反

の性質(同一価値労働に関連していた否か)や指導の内容についての詳細が欠けていることにも

留意する。さらに、性質が異なるが同一価値のある労働に従事している男女の賃金差別を認定

するために採用されている方法についての詳細が欠落していることにも留意し、 

                                                
4 条約勧告適用専門家委員会 日本に関する報告 2007 年。2008 年の報告でも同様の指摘があ

る。 
5 京ガス事件と内山工業事件 
6 兼松事件 



男女雇用機会均等法違反に関して都道府県労働局が行った指導や紛争調整委員会の調停

の詳細についてとりわけ賃金差別の事例に関連しているか否かの詳細が欠落していることにも留

意する。 

52  100号条約で定める「同一価値労働」の概念は広い範囲の比較を保証するものであること

に留意する。「『同一価値労働』は『同一』『同じ』『同様』な労働に対する同一報酬を含み、それ

を超える概念であり、全く性質が違うが価値は同じ労働をも含むものである。」7職務や職種が異

なることを理由に労働基準法 4条の適用を排除することはなく、異なる雇用管理区分の判断も

排除しない、と日本政府は主張しているが、労働基準法 4条が異なる職務、職種、雇用管理区

分に対しても実際に適用されていることを示す情報が欠落していることに留意する。したがって本

委員会は、現実の法律の履行において、同一の職務、職種、雇用管理区分を超える広い範囲

での比較が一般的に行われていないとの結論に達した。 

53  同一価値労働か否かの判断するに当っての職務評価の役割の問題に関して、日本政府

が職務評価基準の使用を一律に義務づけておらず、むしろ賃金に影響を与える人事評価、配

置、業務の与え方、勤続年数、職階などの雇用管理の個々の要素における差別に焦点を当て

ている、という主張に留意する。さらに人材育成が職種分類や雇用身分に基づいているので職

務評価基準により日本での 100号条約の履行が必ずしも促進されるわけではない、とも主張し

ている。しかし、日本政府は労働基準法 4条違反を判断するには、職務内容、権限、責任など

や能率、技能の差などから賃金格差が説明できるかを判断する必要があることを認めている。し

かし、日本政府はどのようにしてそのような評価がされるのかその詳細を提供していない。 

54  「男女の労働者にその労働の価値に応じて報酬を支払うには、その仕事の相対的な価値

を客観的に比較、計測する何らかの技法を用いることが必要である」8が、100号条約はそのよう

な検討のための特定の技法を定めてはいないことに留意する。職務の客観的な評価は 100号

条約3条1で扱われており、「この条約の規定の実施に役だつ場合には」行なうべき労働を基礎

とする職務の客観的な評価を促進する措置を執るものとされている。ついで3条2は、前記の客

観的な評価から生ずる差異に性別と関係なく対応する報酬率の差異は認められる、としている。

同一価値労働か否かを決定するために職務の相対的価値がどのように判断されているか、日

本政府が提供した情報は示してない、との結論に本委員会は達した。 

                                                
7 条約勧告適用専門家委員会、国際労働総会、2007 年 271-272 頁 
8 同一報酬に関する一般調査,1986 年 138 項 



55  日本政府が男女の賃金格差が大きいことを認識しており、男女の実質的な賃金平等が実

現するまでには様々な課題が取り組まれる必要があると認識していることに留意する。このような

格差の背景にある課題に対処するために、仕事と家族的責任のバランスを取り、女性労働者が

コース転換しやすいよう助言を与え、賃金格差を縮小するための指針を採用したりするなど、

様々な措置が取られていることを歓迎する。 

56  非正規労働者の不当な低賃金が 100号条約違反である、とする申立人の主張に関して

は、申立人が具体的な情報を提供していないので、ここでは取り上げない。 

57  以上の考察に基づき、100号条約2条により同一価値労働に従事する男女の同一報酬を

法令と実践において促進し、確保し、さらに労働の相対的価値を決定する措置を含めた、既存

の法令と措置の履行と監督を強化するために、労働者組織と使用者組織の協力の下、一層の

取り組みが必要であるとの結論に本委員会は達した。 

Ⅳ 本委員会の勧告 

58  申立が提起している問題に関して上記 43項から 57項までの結論により、本委員会は理

事会に以下のことを勧告する。 

(a) この報告を了承する。 

(b) 上記結論で提起された事項に十分留意し、同一報酬 100号条約(1951年)に関して憲章

22条に基づく詳細な情報を次回の報告に含めることを日本政府に要請する。 

(c)  同一報酬 100号条約(1951年)の適用に関してこの報告で提起されている事項について

のフォローアップを条約勧告適用専門家委員会に委任する。 

(d ) この報告を公開し、日本が同一報酬 100号条約(1951年)を遵守していないという全石油

昭和シェル労働組合の申立により開始された手続きを終了する。 

ジュネーブ 2011年 11月 11日 

決議事項  58項 

   署名 ウィリアムズ (政府委員 オーストラリア) 

       アンダーソン(使用者委員 オーストラリア)  

       アジャンタヤ (労働委員 インド)                     (翻訳 山崎精

一)  



2.4 ILO第 111号条約 （雇用及び職業についての差別待遇に関する条約） 

ILO (International Lobour Organization) 駐日事務所ホームページより（2014 年 3月 1日

検索） 

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c100.htm 

雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（第 111号） （日本は未批准、仮訳） 

 国際労働機関の総会は、 

 理事会によりジュネーブに招集されて、千九百五十八年六月四日にその第四十二回会期として会合

し、 この会期の議事日程の第四議題である雇用及び職業についての差別待遇に関する提案の採択

を決定し、 この提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定し、 フィラデルフィア宣言が、すべ

ての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条

件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつことを確認していることを考慮し、 さら

に、差別待遇は、世界人権宣言により宣明された権利の侵害であることを考慮して、次の条約（引用に

際しては、千九百五十八年の差別待遇（雇用及び職業）条約と称することができる）を千九百五十八年

六月二十五日に採択する。 

第 一 条 

１ この条約の適用上、「差別待遇」とは、次のものをいう。 

 (a) 人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基いて行われるすべて

の差別、除外又は優先で、雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となるも

の 

 (b) 雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となる他の差別、除外又は優

先で、当該加盟国が、使用者の代表的団体及び労働者の代表的団体がある場合にはそれらの代表的

団体及び他の適当な団体と協議の上、決定することのあるもの 

２ 固有の要件に基く特定の業務についての差別、除外又は優先は、差別待遇とみなしてはならない。 

３ この条約の適用上、「雇用」及び「職業」とは、職業上の訓練を受けること、雇用されること及び個々の

職業に従事すること並びに雇用の条件をいう。 

第 二 条 

 この条約の適用を受ける加盟国は、雇用及び職業についての差別待遇を除去するために、国内の事

情及び慣行に適した方法により雇用又は職業についての機会及び待遇の均等を促進することを目的と

する国家の方針を明らかにし、かつ、これに従うことを約束する。 

第 三 条 

 この条約の適用を受ける加盟国は、国内の事情及び慣行に適した方法により次のことを行うことを約

束する。 

 (a) 前記の方針の承認及び遵守を促進することにつき、使用者団体及び労働者団体並びに他の適

当な団体の協力を求めること。 

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c100.htm


 (b) 前記の方針の承認及び遵守を確保するに適当とされる法令を制定し、かつ、そのような教育計画

を促進すること。 

 (c) 前記の方針と両立しないすべての法令の規定を廃止し、かつ、行政上のすべての命令又は慣行

を修正すること。 

 (d) 国家機関の直接管理の下にある雇用について、前記の方針に従うこと。 

 (e) 国家機関の監督の下にある職業指導、職業訓練及び職業紹介の施設の活動について、前記の

方針の遵守を確保すること。 

 (f) この条約の適用に関する年次報告において、前記の方針に従って執った措置及びその結果を記

載すること。 

第 四 条 

 国の安全を害する活動について正当に嫌疑を受けている者又はこの活動に従事している者に影響を

及ぼすいかなる措置も、差別待遇とみなしてはならない。ただし、当該個人は、国内の慣行に従って設

置される権限のある機関に訴える権利を有する。 

第 五 条 

１ 国際労働機関の総会が採択した他の条約又は勧告で定める保護又は援助に関する特別の措置は、

差別待遇とみなしてはならない。 

２ すべての加盟国は、使用者の代表的団体及び労働者の代表的団体がある場合にはそれらの団体

と協議の上、性、年齢、廃疾、世帯上の責任又は社会的若しくは文化的地位のために一般に特別の保

護又は援助が必要であると認められる者の特定の必要を満たすことを目的とする他の特別の措置を差

別待遇とみなさないことを定めることができる。 

第 六 条 

 この条約を批准する加盟国は、国際労働機関憲章の規定に従って、非本土地域にこの条約を適用す

ることを約束する。 

第 七 条 

 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。 

第 八 条 

１ この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長に登録されたもののみを拘束する。 

２ この条約は、ニの加盟国の批准が事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 

３ その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効

力を生ずる。 

第 九 条 

１ この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録の

ため国際労働事務局長に送付する文書によってこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、登録さ

れた日の後一年間は効力を生じない。 

２ この条約を批准した加盟国で、一に定める十年の期間が満了した後一年以内にこの条に規定する



廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、十年の期間が満了する

ごとに、この条に定める条件に従ってこの条約を廃棄することができる。 

第 十 条 

１ 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録を

すべての加盟国に通告する。 

２ 事務局長は、通知を受けたニ番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条

約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。 

第 十 一 条 

 国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、前諸条の規定に従って登

録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。 

第 十 二 条 

 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するも

のとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検

討する。 

第 十 三 条 

１ 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段

の規定がない限り、 

 (a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第九条の規定に

かかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。 

 (b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。 

２ この条約は、これを批准した加盟国で１の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合

にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。 

第 十 四 条 

 この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 

最終更新日：2013年４月５日 作成者：EU/MI 責任者：KK
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