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人身取引に対する防止法の制定
権 香 淑

フィリピンでは、2000年度第９会期国会から

棚上げ状態になっていた「2003年人身取引に対

する防止法（Anti-Trafficking in Persons Act
 

of2003）」が、2003年５月７日に開かれた立法行

政調整評議会（LEDAC）において大統領府が位

置付ける最優先法案と選定され、会期末まで10

日を残した５月26日、両院評議会における上下

両
(注１)

法案の審議を経て、５月26日、共和国法9208

号として成立した。

１．背景

現在、およそ800万人いると推測される海外

フィリピン人のうち、４分の１にあたる200万人

は非合法の女性労働者だと言われている。その

大多数は、入国する際に犯罪に巻き込まれてい

るケースが少なくない。2003年初めのフィリピ

ン入国管理局による発表では、フィリピン人女

性を観光ビザでバンコクに入国させた後、中東

やアフリカに送り労働許可証なしで労働させ、

一部の女性には売春を強要している違法斡旋業

者の存在が確認されたが、このような事例は氷

山の一角に過ぎないと言っても過言ではない。

人身取引の防止および撲滅に向けた取組み

は、国内外を問わず様々な形で行われてきた。

国際社会における取組みとしては、2000年11月、

国連総会において、国際組織犯罪に対して効果

的に対処できるような国際協力を促進すること

を目的とする「国際的な組織犯罪の防止に関す

る国際連合条約」と共に採択された「国際的な

組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足す

る人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止

し及び処罰するための議定書」（以下「議定書」

とする）に関する動きが代表的である。

議定書は、人身取引の定義をはじめ、人身取

引に関った犯罪者の処罰、被害者の保護に関す

る諸規定を盛り込んでおり、それまでの条約の

不充分な点を包括的に補ったという意味で評価

されている。2003年２月10日現在、署名国は

147ヶ国であるが、批准国が40ヶ国に達していな

い
(注２)

ため未発効である。フィリピンは2000年12月

24日に署名、2002年５月28日に批准している。

アメリカでは、この議定書の採択に先立つ

2000年10月、人身取引犠牲者保護法を成立させ、

国務省に対し人身取引報告書（Trafficking in
 

Persons Report）の作成を義務付けた。2003年

６月、３度目の発表となる「2003年版人身取引

報告書」によると、2002年４月から2003年３月

までの間にフィリピン国内では、人身取引に関

する逮捕者が18名、有罪判決を受けた者が1名、

幼児ポルノ関連の逮捕者が13名であったことな

どが報告されている。

フィリピンでは、議定書が採択された年の第

９会期国会から、人身取引に関する法案が継続

的に議論されてきた。とりわけ同法案の代表提

出者である野党のルイサ・エストラダ上院議員

（エストラダ前大統領夫人）は、女性や子供の

不正な取引に対する法整備に向けて積極的な活

動を行ってきた。また、人身取引に関与する犯

罪組織に対し、３年前から国連国際犯罪防止セ

ンターとフィリピン政府が共同で法執行のため

のプロジェクトを開始し、国内外における取締

りおよび防止のための枠組み作りに努力を重ね

てきたことが、今回の法制定に繫がっている。
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２．本法の構成

全33条からなる本法の構成は、以下の通りで

ある。

第１条 タイトル

第２条 政策の表明

第３条 用語の定義

第４条 人身取引に関する行為

第５条 人身取引を助長する行為

第６条 限定的な人身取引

第７条 守秘義務

第８条 訴訟手続き

第９条 裁判地

第10条 罰則および処罰

第11条 取引された人の利用

第12条 時効期間

第13条 手続費用の免除

第14条 人身取引により得られた収益および金

銭債務証書の押収および没収

第15条 信託基金

第16条 人身取引を扱うプログラム

第17条 取引された人の法的保護

第18条 目撃者保護のプログラムに基づく特恵

第19条 取引された外国人

第20条 人身取引に関する委員会

第21条 委員会の機能

第22条 委員会の事務局

第23条 取引された人に対する必須の施設

第24条 取引された人のためのその他の施設

第25条 取引された人の本国送還

第26条 外国人犯人の引渡し

第27条 報告の義務

第28条 資金提供

第29条 規則および条例の実施

第30条 表現、宗教および移動の自由の非制約

第31条 分離条項

第32条 廃止条項

第33条 施行

３．主な内容

⑴ 用語の定義

本法によると「人身取引」（Trafficking  in
 

Persons）とは、搾取の目的で、暴力若しくはそ

の他の形態の強制力による脅迫若しくはこれら

の行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若し

くは弱い立場の悪用又は他人を支配下に置く者

の同意を得る目的で行う金銭若しくは利益の授

受の手段を用いて、人を採用し、運搬し、移送

し、蔵匿し又は収受することをいう。搾取には、

少なくとも、他人を売春させて搾取すること若

しくはその他の形態の性的搾取、強制的な労働

若しくは役務の提供、奴隷若しくはこれに類す

る行為、奴隷又は臓器摘出を含める（第３条ａ）。

また、上記のような手段を伴わない場合でも、

搾取の目的で、子供を採用し、運搬し、移送し、

蔵匿し又は収受することは、「人身取引」と見な

し、その際の「子供」とは、18歳未満のすべて

の者又は、肉体的又は精神的な障害もしくは病

気のため18歳以上ではあるが、虐待、無視、残

虐行為、搾取、又は差別から自らを保護あるい

は防衛できない者を言う（第３条ｂ）。ここで言

う「売春」とは、金銭、利益、又はあらゆる報

酬を目的とした交換において、性的な肉体関係

又は猥褻な行為のための他人による人の利用な

どのあらゆる行為、取扱い、計画、予定を指す

（第３
(注３)

条ｃ）。

⑵ 罰則

本法の規定によれば、国内又は国外での雇用、

研修、見習を口実に、売春、ポルノ、性的搾取、

強制労働、奴隷制、過失の隷属などを目的とし

た行為（第４条）には、懲役20年および100万ペ

ソ以上200万ペソ以下の罰金、人身取引を助長す

る目的で、故意に行われる住宅の賃貸や提供な

フィリピン

169外国の立法 218（2003.11)



どの行為（第５条）には、懲役15年および50万

ペソ（約24万円）以上100万ペソ以下（約48万円

以下）の罰金が課されることになっている。

また、取引された者が子供であるといった限

定的行為など（第６条）については、終身刑お

よび200万ペソ（約96万円）以上500万ペソ（約

240万円）以下の罰金、非公開裁判において被害

者のプライバシーに対する守秘義務がある司法

およびメディア関係者が外部に情報を洩らす行

為（第７条）には、懲役6年および50万ペソ（約

24万円）以上100万ペソ（約48万円）以下の罰金

となっている。

⑶ 処罰など

犯罪者が企業、商社、協会、クラブ、官庁、

又は法人である場合、犯罪に加担した、又は犯

罪を知りながらも防止できなかったオーナー、

社長、共同経営者、マネージャー、又は責任の

ある幹部にも、罰則が科せられる（第10条ｅ）。

その際は、証券取引委員会の登録およびそれぞ

れの運営資格である免許は、永久に取消しまた

は剥奪される。また、オーナー、社長、共同経

営者、マネージャーなどが、異なる形態で類似

した会社を経営することは断じて許されない。

犯罪者が外国人である場合は、刑期満了後に

国外追放され、かつ入国は永久に拒否される（第

10条ｇ）。売春目的のために取引された人を買い

又は雇った者に対しては、初犯につき裁判所か

ら命じられた６ヶ月間の社会奉仕服務への従事

および５万ペソ（約２万４千円）の罰金が課さ

れ、２回目以降からは懲役１年および10万ペソ

（約４万８千円）の罰金（第11条）となる。時

効期間については、原則10年間となっているが、

組織暴力団又は大規模な取引に限り20年間と規

定されている（第12条）。

⑷ 委員会および施設の設置

同法では、法務省の監督および社会福祉省の

副監督による人身取引を防止するための委員会

（Inter-Agency Council against Trafficking）

の創設が義務付けられている（第20条）。この委

員会は、外務大臣、労働大臣、海外フィリピン

人労働本部理事、入国管理局局長、フィリピン

国家警察長官、非政府組織からの代表
(注４)

３名によ

り構成さ
(注５)

れる。

さらに、同法は、取引された人が治療、リハ

ビリ、社会への復帰を目的とした諸施設の設置

およびサービスの提供を保証している（第23

条）。具体的には、緊急避難所や宿泊施設、カウ

ンセリング、無料の法律および医療相談、そし

て子供の被害者に対する教育の補助などであ

る。これらの諸施設およびサービスには、国会

調整金の補助として1800万ペソ（約850万円）が

支給されることになっている。

４．意義と課題

アロヨ大統領は、同法に署名する際、同法の

成立が女性や子供に対する人身売買の防止はも

ちろん、子供を売ろうとする親への抑止力にな

るだろうと期待感を表明した上で、自由貿易と

奴隷貿易の違いが全世界に向けて明確にされた

ことの意義を強調している。また、フィリピン

の労働省は、2003年６月13日、政府がフィリピ

ン女性と子供に対する売買を抑制させることが

できるという自信を公表しており、女性人権団

体なども女性や子供を虐待から守るものだとし

て歓迎して
(注６)

いる。

2002年、フィリピンは、マレーシア、インド

ネシアの３国間におけるトランスナショナルな

犯罪への包括的な合意に署名し、その取組みの

姿勢を国際社会に示した。ファメロナグ労働相

は、アメリカの「2003年版人身取引報告書」に

おいて、フィリピンが最低限の基準を満たす十

分な対策を施していない75ヶ国の一つに指定さ

れたが、同法の制定をもって具体的な対策が施
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されること、さらには、人身取引に関する状況

が画期的に改善されることを目指すとの展望を

語っている。なお、同法が制定された５月26日、

国連および日本政府は、国際犯罪防止センター

が実施するプロジェクトを通した
(注７)

支援を行う決

定を下しており、今後における活動が期待され

ている。

注

⑴ 上院案は「SBN2444」、下院案は「HBN4432」で

ある。

⑵ 議定書は、40番目の批准書、受諾書、承認書又は加

入書が寄託された日の後90日目の日に効力が発生す

ることになっている。

⑶ このほか、「強制労働と奴隷制（Forced Labor and
 

Slavery）」（第３条ｄ）、「性観光事業（Sex Tourism）」

（第３条ｅ）、「性的搾取（Sexual Exploitation）」（第

３条ｆ）、「債務奴隷（Debt Bondage）」（第３条ｇ）、

「ポルノ（Pornography）」（第３条ｈ）、「評議会

（Council）」などの用語が定義されている。

⑷ この３名の代表は、人身取引の防止活動における

女性、海外フィリピン人、および子供といったそれぞ

れの分野で、活動を代表する団体からの代表であり、

かつ３年の任期で大統領により指名される委員会の

代表によって推薦されるものである。

⑸ 委員会の機能としては、人身取引を防止するため

の包括的かつ総合的なプログラムの企画、本法の効

果的な施行において必要な規則および条例の公布、

本法の施行に関する監視および監督などである（第

21条）。

⑹ 同法の制定を歓迎する諸団体の中には、2001年９

月30日に批准された国連の「人身取引に関する議定

書」を受けた国内の取組みとして評価する声もある。

⑺ 「フィリピンにおける人身取引に対する被害者支

援」というプロジェクトで、1993年に日本が国連に設

置した信託基金である「人間の安全保障基金」を通

じ、24万3,960ドルの支援を行うことになっている。
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（くぉん ひゃんすく・海外立法情報課非常勤

調査員）
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