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委員
条約履行監視機関

国際人権条約名

自由権規約委員会 （人権

自由権規約 （International

委員会、Human Rights

Covenanto on Civil and

Committee）

Political Rights, ICCPR

社会権規約委員会
（Committee on Economic,
Social and Cultural Rights,
CESCR）

人数

18

社会権規約 （International
Covenant on Economic, Social

18

and Cultural Rights, ICESCR）

人種差別撤廃委員会

人種差別撤廃条約

（Committee on the

（International Convention on

Elimination of Racial

the Elimination of All Forms

Discrimination, CERD）

of Racial Discrimination)

女性差別撤廃委員会

女性差別撤廃条約

（Committee on the

（Convention on the

Elimination of

Elimination of All Forms of

Discrimination against

Discrimination against

Women, CEDAW）

Women, CEDAW）

18

会期
年 3 回 （3 月、
7 月、10 月）

年 2 回 （5 月、
11 月）

会期期間

事前作業部会

各 3 週間

なし

各 3 週間

年 2 回 （2・3

各 4 週間 （3 週

月、8 月）

間）

年 3 回 （1・2
23

月、7 月、10

各 3 週間

月）

政府報告書審査
通常各政府 4 年毎 （初報
告書は締約から 1 年以内）

各会期直後の 1

各政府 5 年毎 （初報告書

週間

は締約から 2 年以内）

各政府 2 年毎 （実際は 4 年
なし

毎、初報告書は締約から 1
年以内）

各会期直後の 1
週間

各政府 4 年毎、もしくは委員
会の要請に応じて （初報告
書は締約から 1 年以内）

拷問禁止条約 （Convention
拷問禁止委員会

against Torture and Other

（Committee against

Cruel, Inhuman or Degrading

Torture, CAT）

Treatment or Punishment,

10

年 2 回 （5 月、
11 月）

各 3 週間

各会期直後の 1

通常各政府 4 年毎 （初報

週間

告書は締約から 1 年以内）

なし

なし

各会期直後の 1

各政府 5 年毎 （初報告書

週間

は締約から 2 年以内）

CAT）
拷問防止小委員会

拷問禁止条約選択議定書

（Subcommittee on

（Optional Protocol to CAT,

Prevention of Torture, SPT）

OPCAT）

子どもの権利委員会

子どもの権利条約

（Committee on the Rights

（Convention on the Rights of

of the Child, CRC）

the Child, CRC）

25

年 3 回 （2 月、
6 月、11 月）

各 1 週間

年 3 回 （1・2
18

月、5・6 月、9・

各 3 週間

10 月）

移住労働者権利条約
移住労働者保護委員会

（International Convention

（Committee on the

on the Protection of the

Protection of Migrant

Rights of All Migrant

Workers, CMW）

Workers and Their

年 2 回 （4 月、
14

9・10・11・12

各政府 5 年毎、もしくは委員
1～2 週間

なし

月）

会の要請 （初報告書は締
約から 1 年以内）

Families, ICRMW）
障害者権利委員会

障害を持つ人の権利条約

（Committee on the Rights

（Convention on the Rights of

of Persons with Disabilities,

Persons with Disabilities,

CRPD）

CRPD）

18

年 2 回 （2・4
月、9・10 月）

各 1 週間

なし

各 1 週間

なし

各政府 4 年毎 （初報告書
は締約から 2 年以内）

強制失踪防止条約
強制失踪委員会

（Convention for the

（Committee on Enforced

Protection of All Persons from

Disappearances, CED）

Enforced Disappearance,
ICPED）

10

年 2 回 （3 月、
11 月）

締約から 2 年以内

