
1. 日本におけるジェンダー法学

（1）ジェンダー化された「法」と「法学」
　言語的に表現される社会規範の一つとしての法および
法学に求められてきたのが、「中立性」、「抽象性」、「客観
性」、「普遍性」、「体系性」などの諸価値である。これらの
「価値」は不可欠な揺るぎないものとして、法の世界では
所与の前提として受入れられてきた。
　日本国憲法の基本的人権は性別に関わりなく保障され
る。民法、刑法、労働法などの個別法においても、その
法的主体は「普遍的・抽象的な人間」であるとされる。
　しかし、「普遍的な人間」とは誰か？　というところか
ら、問題は始まる。
　たとえば、法における「労働者」といったとき想定され
ているのは、市場労働において中心的位置を占めるが、
家事・育児・介護などの再生産労働を担わない、日本人
「男性労働者」である。それに対して、「女性労動者」は、
「普遍」ではない「特殊な」労働者として位置づけられてき
た。つまり、労働法の規定する法制度は、特殊「成人男
性労働者」モデルに基づくものであり、フルタイムで働
き家族を扶養するという男性労働者の「経験」に基づくも
のであった。
　また、交通事故で「ひと」が死亡したときに支払われる

「逸失利益」（「いのちの値段」といわれる損害賠償額）の算
定方法はどうだろうか。「ひとのいのち」に最高の価値を
置き、どの人の「いのち」も平等であることが、近代法の
大原則である。だが、「いのちの値段」には男女間格差が
あり、明確にジェンダー化されている。男の子どもであ
ると「男性雇用労働者の平均賃金」が基準となり、女の子
どもや｢専業主婦｣の場合は、男女平均賃金ではなく「女
性雇用労働者の平均賃金」で計算されるからである。も
ちろん、男性の平均賃金と女性の平均賃金にはフルタイ
ムでも約67％という格差があるので、それに基づいた
「いのちの値段」には男女格差が生じることになる。
　さらに、労働といったときに、法がまったく無視して
いた労働がある。F-GENSでは日本における外国人女性
の性産業を中心とした｢人身売買被害｣実態調査を実施
しているが、人身売買の被害者が援助を求めてきた場合
に、次のような問題が生じ得る。
　女性たちは500万とか600万という多額な架空の「借
金」を背負わされている。やっとの思いで逃げ出すこと
で虐待や暴力から解放されたとしても、女性が強制的に
従事させられてきた売春労働などの｢対価｣つまり、賃
金が「借金」返済と称して未払いのままになっていること
が多い。その場合に、損害賠償ではなく、未払い賃金を
要求することは法的に可能なのか。強制売春でなく、任
意の売春の場合にも、同じ問題が生じ得る。法律学で
は、「売春契約」の有効性という問題になるが、｢契約｣は
対等当事者を前提として構成されている。しかし、売る
側と買う側は果たして対等当事者といえるのか、法の主
体の問題を考えざるを得ない。
　ジェンダー法学は、まず、法における｢中立性｣や「普
遍性｣、｢客観性｣などの概念に疑問を投げかける。簡単
に言えば、これらの概念はもっぱら男性の経験・行動・
感覚にのみ根ざして構成されてきたにすぎない。ジェン
ダー法学は、法における「男性中心主義」と「『男性』でな
いひと」の不在を問題とする。法から排除されてきた「男
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性性を割りふられていないひと」（菊地2002）、つまり、
女性や性的マイノリティの経験を明らかにし、法に組み
込んでいくこと、そのことによって法および法学の脱構
築を図ることが、ジェンダー法学の使命だと考える。
　ジェンダー法学は、法における「二分法」を問題の遡上
にあげる。女性が性役割を付与された「私的領域」（親密
圏）は、男性の場とされた「公共権」と明確に区分され、
「公共圏」に優位性が認められてきた。「私的領域」への法
の関与は「公共圏」にとっての利害に基づいて行われてき
た。むしろ、一定の家族像に基づく私的領域への法の介
入は、家族法、税法、社会保障法などによって積極的に
行われてきた。これまで幾度となく浮上した日本国憲法
改憲論は、国家にとってのあるべき家族像を示すものと
して典型的である。逆に、DV問題が提示したことは、
110番しても「夫婦げんか」だからと何もしないで放置し
てきた、従来の警察の対応が、実は「不作為」による法
（つまり、国家）の介入であったことである。
　法における二分法は、客観性／主観性、論理的／感情
的といったように、常に前者に優位性を与えてきた。フ
ランス人権宣言は「人および市民の権利宣言」であり、す
べての人の普遍的な人権を確立したとされるが、実際に
は女性や女性市民の権利は排除されていた。シティズン
シップとしての政治的権利である参政権から女性を排
除する論理として展開されたのは、性役割分業論と特性
論であり、女性の特性は論理的でないところにあると
して、政治には不向きと判定された。また、セクシュア
ル・ハラスメントについて、法的概念としての認知が進
まないのは、概念の主観性に主要な原因を求めることが
できる。主観的なものは価値が低いのである。
　ジェンダー法学研究は、二分論、とくに公私二分論に
メスを入れ、二分する「境界」をずらし、解体することに
よって、「男性とされない人」を抑圧する法の論理を再構
築することをめざす。

（2）ジェンダー法学の形成と展開
　法とジェンダーとの関係に根本的な変化をもたらした
のは、フェミニズムの第二の波である。それまで個人的
な問題として政治や法の世界で周縁に置かれてきた、性
的自由や身体の権利、中絶権、結婚制度と家父長制、あ
らゆる形態の女性への暴力などについて、「個人的な問題
は政治的である」というスローガンをかかげて、女性た
ちが語りはじめた。DVについても、すでに1970年代半
ばに、「離婚をめぐる不自由と不平等を解決したいと考え
た」東京の女性たちは「公営駆け込み寺」設置を求めた（ゆ
のまえ2001）。売春防止法に制約されることなく安心し

て逃げ込めるように、1977年、東京都は条例を制定し
て婦人相談所を「婦人相談センター」に改組した。
　私的領域における性支配が、性差別構造の中核にある
こと、つまり、私的領域と公的領域をいわば串刺しにす
るジェンダー構造をフェミニズムは明らかにした。
　1980年代後半は、性暴力が女性運動の課題となった
時期である。1986年西船橋駅男性転落死事件、池袋買
春男性死亡事件、地下鉄御堂筋事件など、「間断なく、か
つ重なり合って、事件、運動」が起こっていった（ゆのま
え1997）。買売春や性暴力をめぐって、性のダブルスタ
ンダード、女性の性的自由、性的自己決定が法の課題と
して浮上する。
　酔っぱらって駅の階段で絡んできた男性が、ホーム上
でもなお言い寄ってきたので振り払ったところ、その男
性が線路に落ちて列車にひかれて死亡した事件が「西船
橋駅事件」である。振り払った女性が「傷害致死」で逮捕・
起訴されたが、無罪となった。女性たちは、痴漢や酔っ
ぱらいに絡まれたときの恐怖を共通の経験として語り、
裁判支援を通じて性暴力の観点から問題提起を行った。
　また、女性を「売る女性」と「売らない女性」に二分化
して、「売る女性」には性的自由が認められないとした「池
袋事件」第一審判決に対して、女性たちは厳しい批判を
浴びせた。同時に、この事件は性的自由とは何かについ
て、女性たちが向き合う契機となった。
　法学においてジェンダー研究が本格的に展開したの
は、1990年代後半以降である。1997年、岩波講座「現
代の法」第11巻として、はじめて「ジェンダーと法」が刊
行された。法学におけるジェンダー・アプローチへの契
機として、1985年の国連女性差別撤廃条約批准および
1999年男女共同参画社会基本法の制定が大きな影響を
与えたことは間違いない。
　しかしながら、法学へのジェンダー視点の導入は、
フェミニズムに取って代わって、価値中立的な響きを持
つジェンダー概念がアカデミズムに受容されて、はじめ
て可能となった点に注意したい。それは、法における官
僚支配の伝統、法規範の抽象性、法の解釈の技術的特色
が生み出す法学の権威主義的体質、体系尊重主義がもた
らしたものと考えられる。

2. ジェンダー視点による「暴力」の再解釈

（1）セクシュアル・ハラスメント概念の登場
　1993年国連「女性に対する暴力撤廃宣言」は､女性に対
する暴力を｢ジェンダーに基づく暴力｣と定義し､「男女
間の歴史的に不平等な力関係の現われ」であり、「女性に
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対して男性に比べ従属的な地位を強いる重要な社会機構
の一つ」であると述べている。つまり、同｢宣言｣は､女
性に対する暴力はジェンダー問題であること､個人的問
題ではなく、社会構造的な背景を持つことを明らかにし
たのである。国連人権委員会女性に対する暴力特別報告
者ラディカ・クマラスワミは、女性に対する暴力とは「女
性を抑圧する社会の本質的要素」としており、より明快
である（クマラスワミ1996＝2000）。
　国際社会における「女性に対する暴力」概念の導入は､
女性に対する暴力に向けられた社会の逆転したまなざし
の構造転換を、女性たちが求めたことに基づく。
　第一に､女性の性と身体に向けて行使される｢暴力｣
は､｢夫婦げんか｣や｢痴話げんか｣の一種であり､私的
な関係での｢自然な行為｣、または性行為そのものであ
るとされ、｢相手方の意思に反する不法な力の行使｣と
しての「暴力」とは考えられてこなかった。第二に､それ
は個人的・道徳的問題であり､法的権利が認められるべ
き問題ではないと考えられてきた。第三に､加害者では
なく被害者が責められ､非難され､報復の恐怖にさらさ
れるという特殊な構造を有していたからである。
　セクシュアル･ハラスメントという新たな｢暴力｣概念
が日本に登場したのは､1980年代の終わりである。1989

年から1990年にかけて全国で行われた｢働くことと性
差別を考える三多摩の会｣による｢セクシュアル・ハラ
スメント1万人アンケート｣は、多くの女性たちが職場
で不快な性的脅かしの経験をしていることを明らかにし
た。同年7月には､日本ではじめて加害者個人の責任と
ともに会社の使用者責任が裁判所によって認められた福
岡セクシュアル･ハラスメント事件が提訴されている。
　福岡セクシュアル・ハラスメント裁判は、小規模な出
版社に勤めていた女性が上司である編集長から､長期に
わたって、私生活上のうわさや性的中傷を受けた結果､
退職を余儀なくされた事件である。原告被害者が直接の
加害者である上司と会社に対して損害賠償を請求した。
裁判所は､セクシュアル・ハラスメントという言葉は使
わなかったものの、加害者の発言や中傷は原告の人格を
侵害し､原告が良好な職場環境で働く利益を侵害したと
して、加害者個人に対して損害賠償支払いを命じた。同
時に､裁判所は「職場環境調整配慮義務」を怠った会社の
使用者責任をも認めた（福岡地裁1992年4月6日判決、
判例時報1426号49頁）。
　判決は、さらに、現代社会における働く女性の地位の
低さや､管理職の旧来の女性観に基づいて女性の私生活
の暴露や性的中傷を行い、それを職場からの放逐の手段
として使うことは違法であるとした。また、本判決は、

職場内の対立や混乱を調整する際に､使用者は男女平等
に扱うべきであるのに､主に､女性の譲歩や犠牲で解決
しようとすることの違法性を指摘している。
　｢女性の尊厳や性的平等｣につながる人格権を認める
ことによって､加害者の行為がセクシュアル・ハラスメ
ントであることを実質的に承認し､働く女性の現実を直
視した上で､雇用管理における男女平等理念をうたった
本判決は､画期的なものである。
　セクシュアル・ハラスメントが個人的な問題ではなく、
組織が責任を負うべき問題でもあることを明確にした
本判決は､原告側が原告への性的攻撃を性差別と捉えて
闘ったことから引き出された。原告側の弁護士は原告か
ら話を聞いて｢性差別の被害者だ｣と思ったと述懐して
いる（辻本1992）。男を立ててでしゃばらないように働
くという｢女らしい働き方｣をしなかった原告に対して、
性のダブルスタンダードを利用した性的攻撃を行い､女
性である原告を職場から追い出そうとした加害者と会社
の行為は､まさに女性差別である。
　職場という公的な領域で個人的問題とされてきた性的
攻撃や性的脅かしが､個人的問題ではなく暴力であり、
人権侵害であること、その背後には社会構造的な性差別
があることを､福岡セクシュアル・ハラスメント裁判は
私たちに示した。
　セクシュアル・ハラスメントが裁判所によって裁かれ
るとき、裁判所の女性に対する暴力観、ジェンダー観が
露呈する。
　事務員として勤務していた原告の女性が職場で上司
の部長と二人きりになったとき、その部長から抱きつか
れ、20分にわたりわいせつ行為をされた横浜事件の一
審判決は、原告の証言が信用できないとして、原告の女
性の訴えを退けた。通常、被害にあった女性は声をあげ
て助けを求めたり、逃げたりするはずなのに、冷静に普
段と同様に部長と同じ部屋で昼食を取っていること、被
害を受けた女性はすぐに被害を訴えでるものであり、詳
しく説明するはずなのに、詳細に説明していないから、
信用できないというのである（横浜地裁1995年3月2日
判決、判例時報1539号111頁）。
　秋田事件一審判決も、同様な判断を行って原告敗訴と
した（秋田地裁1997年1月28日判決、判例時報1629号
121頁）。大学の非常勤職員が学会出張での宿泊先ホテ
ルで上司の教員から強制わいせつ行為の被害を受けた事
件である。秋田地裁は、原告が主張するような強制わい
せつ行為があったのなら、反射的に声をあげたり、逃げ
るために抵抗するのが通常であるのに、声もあげず、抵
抗もしないのは通常ではなく、不自然だとした。
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　いずれの判決も、性暴力のあるべき被害者像を想定し
ており、それに合致しない被害者の証言は信用できない
としている。裁判所は、性暴力の被害にあったら、女性
は誰でも逃げるか声をあげて助けを求めるものだという
固定観念に縛られていることがわかる。
　このような裁判所の考え方は、強姦神話に囚われてい
ると同時に、暴力による支配というセクシュアル・ハラ
スメントの本質を見誤ったものである。
　横浜事件の控訴審では、フェミニストカウンセラー
の証言とアメリカにおける先行研究を証拠にすることに
よって、まったく反対の結論が導きだされて原告勝訴と
なった。また、秋田事件では女性たちの性暴力被害体験
を綴った意見書を証拠として提出し、性暴力への対処行
動は一人一人異なることを事実として示すことで、裁判
所の固定観念を覆し、原告逆転勝訴判決を導き出した。
　セクシュアル・ハラスメントの被害を訴えたときに、
しばしば、「はっきりNOと言わなかった」、「毅然として
断らなかった」、「ついて行ったほうが悪い」などと被害者
が逆に責められる。性的誘いかけが、たとえ「望まない」
ものであっても、相手が上司や指導教員であることを考
えると、断ることはそう容易ではない。また、加害者か
らの報復への恐怖や不安から、言うことを聞かざるを得
ない場合がある。そのような場合、外見上は「自由意思」
で応じたように見えても（「合意」の外観）、実質上は意
思の強制が行われていることを示すために、セクシュア
ル・ハラスメント概念が創られたのである。「合意」とい
うフィクションは、力関係に基づく「強制」であることを
隠蔽する。
　さらに、セクシュアル・ハラスメント概念は性的脅か
しが個人的な問題ではなく、組織における力関係や立場
の優位性という「文脈」のもとで起きることを表してい
る。加害者個人のパーソナリティの問題にすり替えられ
ることがあまりにも多いのだが、やっても黙っているだ
ろう、言うことを聞くだろうという関係にある相手を意
識的にターゲットに選択しているのである。

（2）セクシュアル・ハラスメント概念と近代法概念との
衝突

　セクシュアル・ハラスメントはあらゆる暴力を含む広
い概念である。実際には身体への直接的接触など、刑法
の強制わいせつに該当する場合が多い。強制わいせつの
成立には「暴行・脅迫」要件がなければならない。ここで
も「合意」か「強制」かが争われ、二分法が問題となる。
　同時に、「強制わいせつ」として、被害を受けた人の性
的自由の侵害、つまり、性暴力としてではなく、刑法

上、「わいせつ」概念のもとに包含されることに着目しな
ければならない。「わいせつ」概念は言い換えると、性的
欲望の濫用、逸脱した性的欲望である。加害行為が性的
欲望によって行われ、強制されたかどうかが問題とな
り、暴力ではなく、性的行為としての位置づけが与えら
れる。それは、加害行為からの視点であり、被害者の視
点からは、加害者の性的欲望の有無は関係ない。性的行
為ではなく、暴力（力による支配）であるということが、
被害者視点による視座の転換なのである。
　セクシュアル・ハラスメント概念が伝統的な近代法概
念ともっとも大きく衝突するのが、主観的概念であるこ
とである。社会的概念としては、セクシュアル・ハラス
メントとはセクシュアル・ハラスメントを受けた側が「望
まない」行為すべてを含む。しかし、それでは、法的概
念として、あまりにもあいまいであり、客観性に欠ける
とされる。セクシュアル・ハラスメントがわかりにくい
といわれるゆえんである。女性であったら、通常、不快
と思うのが合理的かどうかによって判断する「合理的な
女性の基準」や行為の態様、反復など、法的制裁を与え
る客観的基準がいくつか用意されてきたが、それでもな
お、セクシュアル・ハラスメントかどうかの重要な判断
基準において、その人が不快に感じたかどうかという主
観性は尊重されなければならない。
　行為そのものの態様と性質によって客観的に規定され
ている現行刑法上の「性犯罪」概念によっては、セクシュ
アル・ハラスメントの被害は部分的救済にとどまること
になる。

（３）「暴力」概念の再解釈
　それは言い換えれば、権利侵害に該当するかどうかの
線引きは誰が行うのかという問題である。暴力の再解釈
とは、あくまでも加害行為の客体にすぎなかった被害者
の立場への視点の転換を意味する。被害者は加害行為が
犯罪であるかどうかが争われる刑事裁判において当事者
性を剥奪されてきた。原告でもなく、単なる証人に過ぎ
ない。つい最近までは、証人として裁判所に呼ばれるま
で、裁判が始まっていることさえ知らされなかったほど
である。
　セクシュアル・ハラスメント概念の導入は、「相手を不
快にさせる性的言動」と定義することで、セクシュアル・
ハラスメントという権利侵害（性的自由および就労や学
習、研究する権利の侵害）かどうかの線引きの主体を被
害者へと転換させたことになる。
　このような「暴力」概念のパラダイム転換は、被害者の
存在を直視し、女性の経験が語られることで、被害の実
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態や生活、人生への影響が明らかにされるようになった
ことの帰結である。権力関係のもとで起きるセクシュア
ル・ハラスメントの被害者の圧倒的多数は、社会的劣位
に位置づけられる女性である。だからこそ、被害を受け
たとしても沈黙せざるを得ず、被害を表面化したなら、
被害者非難や報復によって、さらに被害が拡大・深刻化
する。被害を受けたことによって、職を失い、学校をや
めたり、かわったりしなければならないといった不利益
をもっぱら負うのは被害を受けた側なのである。そのよ
うな女性の経験の重視は、ジェンダー視点にたってはじ
めて可能になる。
　「暴力」概念の転換の意味はそれだけにとどまらない。
セクシュアル・ハラスメントは性的行為のみにとどまら
ず、精神的暴力や社会的抑圧などを含む複合的な行為に
よる支配である。ある時点で発生した直接の性的行為だ
けではなく、PTSD（外傷後ストレス障害）を発症するよ
うな精神的虐待や孤立化などあらゆる形態の暴力や抑圧
行為によって女性の行動や精神状況をコントロールし、
女性の人間としての尊厳を奪うことが､｢女性に対する
暴力｣の本質なのであり､そこにセクシュアル・ハラス
メントの人権侵害たる所以がある。加害者はあらゆる行
為、手段を駆使するのが常である。
　また、セクシュアル・ハラスメントはその原因と結果
を含むプロセスとして把握されなければならない。侵害
行為に至る過程と侵害による影響および第一次的な侵害
行為を行った者のさらなる侵害行為と周囲の対応による
二次的被害および影響を連続体として把握する必要があ
る。要するに、最初の直接的被害だけでは被害の全体像
がつかめないということである。今後、セクシュアル・
ハラスメント概念そのものを再構成する必要があるだろ
う。
　「女性に対する暴力」概念の導入は、暴力の被害の顕在
化を行うことによって、被害とは何かを被害者自身の経
験によって再定義し､加害者の法的責任と権利回復を要
求する被害者の権利を明確に示した。

3. 「暴力」の再解釈とジェンダー法学研究
の新たな展開

（1）DV法の評価
　2001年制定、2004年改正の「配偶者暴力防止法」（DV

法）は、刑事罰つきの保護命令制度を創設することに
よって、「法は家庭に入らず」という国家の不介入原則を
打破した。保護命令とは、DV被害を受けている人が裁
判所に申立て、裁判所がDV加害者の接近（つきまとい、

徘徊）を禁止し、あるいは加害者に家からの退去を命ず
る制度であり、保護命令違反に刑事罰を付加すること
で、その実効性を担保するしくみになっている。夫と妻
という民事関係に刑事罰を科して、被害者の安全を確保
しようとしたものであり、日本法の民事刑事分離原則を
修正した画期的な法制度である。
　「暴力」の再解釈を反映したDV法の積極性は十分評
価しなければならない。だが、他方で、下記の点から、
DV法は既存の日本社会における「ジェンダー秩序」ある
いは「近代家族秩序」のほころびを繕い、修復して維持さ
せることを主要な目的とした立法であると考える。
①保護命令における暴力の定義
　DV法の一般的定義としては、今回の改正で「身体
的暴力」への限定を修正して、精神的暴力や性的暴力
など（「心身に影響を与える言動」）まで暴力の範囲を拡
大した。法律は法的保護の対象の枠組みを形作るが、
そのことは同時に、その枠に入らないものを排除する
機能をもつ。今まで、「身体的暴力」を含まないDVの
被害はDV法上、被害としての正当性を付与されず、
援助の対象外という扱いさえ受けてきた。今回の改正
でDVの現実に法が一歩近づいたと言える。
　だが、問題は保護命令が相変わらず、「身体的暴力」
に限定されていることである。これは何を意味するの
か。法技術的には「精神的暴力」や「性的暴力」の実証の
困難さに理由が求められる。保護命令違反の処罰には
客観的な行為が基準として必要であり、精神的暴力は
客観的行為性を証明できないという理屈になる。しか
し、その理屈の背後にあるDVの構造的理解の欠落こ
そ重要である。つまり、DVとは暴力による支配、コ
ントロールであり、暴力によるコントロールは歴史的
に言えば、「夫権」に基づいて承認されてきた。現代の
夫権にとっては、建前としては誰もが否定する身体的
暴力ではなく、被害者さえ認識しにくい精神的暴力や
心理的虐待、抑圧、性的暴力、経済的暴力のほうがよ
り有効なのである。ジェンダー視点によってはじめ
て、そのような暴力の構造分析が可能となる。
②法の対象範囲
　DV法は法の対象範囲を「配偶者」つまり、夫と妻
（内縁を含む）に限定しており、交際相手、婚約者、同
棲相手、恋人などを排除している。夫と妻への限定
は、婚姻制度尊重主義の反映であり、同性カップルを
含めて、婚姻外の関係を排除するものである。
③子どもへの保護命令効力拡大の意味
　今回の法改正で、一緒に逃げてきた子どもに対して
も、母親に出された接近禁止命令の効力が及ぶことと
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なった。父親が学校の門前で待っていて子どもを連れ
去る「連れ去り」が横行し、いまや国外まで連れ去った
ケースが問題化している。連れ去りを心配して逃げる
選択を行わないというケースも多い。だが、子どもを
置いて逃げてくると、離婚紛争では「母親失格」という
烙印を押されて不利になる。
　子どもの安全を保障することで、子どもがいるから
逃げられないというジレンマからはいく分解放される
かもしれない。しかし、審議過程における子どもへの
保護命令の効力拡大についての議論では、子どもの安
全や利益という視点よりも、親権・面接交渉権紛争
における夫権・父権への配慮が優先していたと言わざ
るをえない。いわく、「子どもには父親が必要である。
DV夫が子どもにも暴力をふるっているとは限らな
い。一方の親の都合だけで、子どもから親を奪ってよ
いのか」。結果として、子ども独自の権利としての法
的構成は承認されず、母親の安全を守るためには子ど
もの安全をも守る必要があるという理屈が考え出され
た。
　アメリカの研究によれば、DVが子どもに与える影
響は個々の暴力行為を目撃した際のトラウマだけでは
なく、子どもを含めた家族関係全体への父親の暴力に
よる支配によって、子どもがコントロールされること
に起因する。DV夫は、妻と子どもに対して、別居や
離婚後もその影響力を維持しようとし、同居中はまっ
たく子どもの養育に無関心であったにもかかわらず、
親権および面接交渉権を強硬に主張する傾向がみられ
る。あらゆる形態の暴力による女性と子どもの支配で
あるというDVの本質を考慮すれば、審議過程での議
論の不毛性は明らかであろう。立法者の直接的意図は
そこになかったとしても、DV法は、夫権・父権の継
続的支配を承認する結果をもたらしたといえる。

（2）ジェンダー研究への問題提起
　次に、DV法制定・改正過程に着目して、法における
ジェンダー・パースペクティブの意義と課題を考察した
い。
　第一に、政策形成過程におけるジェンダー支配の変
容の分析である。政治学の研究によれば、日本の政策
決定過程は行政官僚制優位という特徴を有し、政策形
成過程から女性が排除されてきた。しかし、1970年代
以降、「『女性が政治を語ること』の文化的変革」が政策過
程にも浸透し始めるという変化がもたらされた。だが、
他方で1980年代後半以降、中絶などのジェンダー・イ
シューについては、保守派の反対を受けて法案がつぶさ

れることを回避するために、国会での正面からの議論を
避ける手法が使われている（1996年優生保護法改正）（岩
本1997）。DV法は議員立法であるが、2001年の政策過
程では同様の手法が使われた。ジェンダー政策の形成に
とって、今回の改正過程がどのような変容をもたらした
のか、政治過程の分析が必要である。
　DV法の場合、今回の改正過程においても、行政官僚
の立法における優位性は揺るがなかったといえる。DV

法が、近代家族秩序の維持を目的とした立法であったこ
とと、それは無縁ではない。
　第二に、政治主体としての「女性」の形成の問題であ
る。2004年DV法改正の最大の特徴は「当事者参画」であ
る。被害を受けた当事者が語ることによって、政治過程
のジェンダー構造がどのように変容し得たのか、ジェン
ダー視点による分析が必要である。一方、当事者の「被
害者化」（victimization）の問題も含めて、当事者が語る
ことの意味と当事者参画の政治性について検討しなけれ
ばならない。
　第三に、すでに述べた点であるが、近代法概念や法理
論のジェンダー視点による脱構築の課題がある。
　第四に、国家の再定位の問題がある。ジェンダー法
学は、DV法において、伝統的な「国家からの自由」概念
を転換し、国家に対して積極的な介入を求めることによ
る自由の実現を主張した。その場合に「国家」とは何か、
ジェンダー視点による再定位が必要である。
　この点では、表現の自由と言葉の暴力の関係につい
て問題となる。具体的な事例をあげれば、現東京都知事
の女性への差別・蔑視発言（いわゆる「ババア発言」）を
hate speechとして位置づけることができるのか、つま
り、いわば「垂れ流し状態」の知事発言によって（発言の
撤回も謝罪もない、マスメディアはまったく取り上げな
い）、個別の女性が不利益を与えられたとして損害賠償
請求を求めることができるかという問題である。私見に
よれば、本発言は、現職知事という強大な権力を背景に
した「パワーの行使」であり、権力性を背景にした意図的
な発言の暴力性が問題にされるべきである。同時に、「言
葉」による暴力の「暴力性」にも注目したい。「言葉は日常
的であり、普遍的であるだけに、撤回されない限り、そ
の暴力性は長く継続する」という「ババア発言」裁判の一
原告の主張を重く受け止めたい。「不当な解釈の対象とさ
れてしまっても、そのような対象とされたことの惨めさ
から逃げ出すことができない」のである（北川1997）。
　第五に、今回の法改正過程での当事者参画によって、
障害のある女性はDVの被害を受けやすく、援助を求め
にくいことが明らかにされた。また、グローバル化の進
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行によって、女性労働者の国際的移動が進み、日本社会
で日本人男性と結婚するケースも増えている。言葉など
の文化的問題、オーバーステイによる強制退去、夫が配
偶者ビザの更新をしない、あるいは認知をしないことに
より、オーバーステイとなり、逃げることが困難になる
ことなど、複合差別の視点が求められる。さらには、そ
の背後にある人身売買にも視点を及ぼさなければならな
い。これらは、グローバル化の進行によって生じた新た
なジェンダー課題である。

4. 「問題提起型全体シンポジウム」のねら
いージェンダー研究のフロンティアに
向けてー

　第1回F-GENSシンポジウムは、「グローバル化」・「暴
力」・「ジェンダー」をキーワードに、複眼的視点から、
今後のジェンダー研究・教育拠点形成活動を貫く問題提
起を行うことを目的として開催される。F-GENSは、政
策と公正、少子化とエコノミー、身体と科学・医療・技
術、理論構築と文化表象の四つのプロジェクト、そして
三つの間プロジェクトにおける研究を統合し、より高次
の「人間開発」を追求することを目的としている。この場
合の「人間開発」とは、ひとびとのさまざまな生活機会の
保障や社会的・文化的・政治的・経済的な選択肢の拡大
に寄与するものである。
　基調講演においては、法学におけるジェンダー研究の
フロンティアを拓くものとして「暴力」を取り上げてきた
が、「暴力」はまさに、このような平等化に向けた社会の
実現を妨げるものであり、背後にある構造的暴力の視点
が不可欠である。
　近年のグローバル化に伴い、さまざまな形態の暴力
が、親密圏と公共圏を貫通する形で加速化する一方で、
依然として暴力の潜在化の構造は変わらない。法、政
治、経済、科学技術、医療、文化表象など多元的に、か
つ構造的な問題として、暴力のジェンダー研究を進める
ことは急務である。
　分科会Ａでは、暴力がいかに証言され、表象され、意
味づけられていくか、理論・表象生産の面から考察し、
暴力の再現前をめぐる新たなジェンダー配置、攪乱可能
性と危険性を探り、本プログラムの思想的展開を試み
る。分科会Ｂでは、中国と韓国で実施されている大規
模パネル調査の第1回目調査結果を報告して、個別プロ
ジェクトにおける研究活動への還元を図るとともに、今
後の課題を抽出する。全体セッションにおいては、少子
高齢化が急ピッチで進行する東アジア地域の再生産領域

をめぐる政治に注目して、その中に出現する新たジェン
ダー不平等の問題に迫る。また、ポスターセッションで
は、本プログラムにおける若手研究者を中心とした研究
活動の報告が行われる。研究の統合をめざした積極的な
議論を期待したい。

〈引用・参考文献〉
Coomaraswamy, Radhika, 1996, Report of the Special Rapporteur 

on Violence against Women: its causes and conseqences,（=2000，
クマラスワミ報告書研究会訳『女性に対する暴力―国連人権委員
会特別報告書』明石書店）

岩本美砂子、1997　「女のいない政治過程―日本の55年体制にお
ける政策決定を中心に」女性学5号

菊地夏野、2003　「キャンパス・セクシュアル・ハラスメントの
困難―ホモソーシャルな大学―」女性学年報23号

北川東子、1997　「解釈の暴力と解釈の『病現学』」現象学・解釈学
研究会編『理性と暴力―現象学と人間科学』世界書院

辻本育子、1992　「福岡裁判の意義と意味」職場での性的いやがら
せと闘う裁判を支援する会編『職場の「常識」が変わる』インパク
ト出版

ゆのまえ知子、1997　「女性に対する暴力－日本の運動と課題、
国際的な動き」アジア女性資料センター編『北京発、日本の女た
ちへ―世界女性会議をどう生かすか』明石書店

ゆのまえ知子、2001　「日本における先駆的反DV運動―公営『駆
け込み寺』要求運動と『夫の暴力』の可視化」戒能民江編著『ドメス
ティック・バイオレンス防止法』尚学社

No.3
March 2005

30



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


