
 1

拷問禁止委員会 
39会期 2007年 11月 23日 
CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 
 
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 

一般的意見 2  
締約国による 2条の実施 

 
1. 本一般的意見は条約 2条の 3つの部分を扱う。それぞれは異なるが相互に関連し、必要
不可欠な原則を確認しており、これらの原則は条約の拷問に対する絶対的な禁止を補強す

るものである。拷問禁止条約の採択以降、本条約における禁止の絶対的でかつデロゲート

出来ない性格は、慣習国際法上の事項として受け容れられてきた。2条の規定は、拷問に対
抗するこの強行的なユス・コーゲンス規範を強化するものである。そして、複雑化を極め

る脅威や問題、実行に対応するため、その後に続く 3条から 16条に含まれるそれらの対策
を含むがこれに限定されない、効果的な予防措置を実施するための委員会の権威の基盤を

成す。 
 
2. 2条１項は、各締約国に対して、最終的に防止に効果のある立法上、行政上、司法上そ
の他のとるべき行動を通じて、拷問の禁止を強化することになる行動をとる義務を課して

いる。実際にとられる措置が、いかなる拷問にあたる行為をも防止し又は罰するものであ

ることが知られているということを確保するため、条約は 2 条以下の条項において、そこ
で明示された措置をとる締約国の義務を概説している。 
 
3. 2条における拷問防止の義務は広範にわたる。16条 1項における拷問及び他の残虐な、
非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰（以後、虐待という）を防止する義務は相

互依存的で不可分なものであり、かつ互いに関連し合っている。虐待を防止する義務は、

実際上は、拷問を防止する義務と重複し、多くの点で一致する。虐待を防止する手段を定

める 16条は、10条から 13条で概説される措置について「特に」強調するが、例えば、14
条の賠償に関して委員会が説明したように、効果的な防止をこれらの条項に限定してはい

ない。実際、虐待と拷問の間の定義上の境界は多くの場合明らかでない。虐待に至った状

況が頻繁に拷問を促進したことは経験則上明らかである。それ故、拷問の防止のために要

請される措置は、虐待防止のためにも適用されねばならない。従って委員会は、虐待の禁

止は、条約に基づきデロゲートできないものであり、その防止は効果的かつデロゲートで

きない措置であるべきであると考えてきた。 
 
4. 締約国は、拷問及び虐待の根絶を妨げる全ての法的な又は他の障害を排除する義務を負
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い、そのような実行とその全ての再発の効果的な防止を確保するために、積極的かつ効果

的な措置をとる義務を負う。締約国にはまた、個人通報において採択された見解や、委員

会の包括的所見に従った、条約に基づく各々の国内法とその実行を継続的に検討し改善す

る義務がある。もし締約国によりとられた措置が拷問にあたる行為の根絶という目的を完

遂できない場合、条約は、より効果的な措置が採用されるよう、かかる措置の修正及び/又
は新しくより効果的な措置をとることを要請する。同様に、効果的な措置に関する委員会

の理解や勧告は、不幸にも拷問や虐待の方法のように、絶え間のない発展の過程にある。 
 
Ⅱ 絶対的な禁止 
 
5. 2条 2項は、拷問の禁止は絶対的なものであり、デロゲート出来ないことを定めている。
本条項は、その管轄下にある全ての領域内において、締約国が「いかなる例外的な事態も」

拷問を正当化する根拠として援用することはできないことを強調している。条約はそのよ

うな事態を、戦争状態又はその脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるとみなし

ている。これには、国際的な又は国内的な武力紛争と同様に、テロ行為又は凶悪犯罪のい

かなる脅威をも含む。委員会は、締約国が公共の安全を保護するためやこれらのそして他

の全ての緊急事態を回避する手段であるとして拷問や虐待を正当化しようとするいかなる

努力に関しても深く憂慮し、これを断固として拒絶する。委員会は、拷問又は虐待の加害

者に迅速かつ公正な起訴と罰を与えることを妨害し、又はこれに積極的でないことを指示

する恩赦又は他の障害は、（条約の）デロゲート出来ない原則に違反すると考慮する。 
 
6. 委員会は、全ての条約締約国に対して、それらが条約の批准時に負う義務がデロゲート
出来ない性質のものであるということを指摘する。2001 年 9 月 11 日の攻撃の後遺症の中
で、委員会は、2 条（「いかなる例外的な事態も…拷問を正当化する根拠として援用するこ
とはできない」による）、15条（拷問者に対抗する場合を除き、拷問により強要された供述
を証拠として認めることを禁止する）、かつ 16 条（残虐な、非人道的な又は品位を傷つけ
る取扱い又は刑罰を禁止する）の義務は、「いかなる事態においても守られねばならない」

3 つの規定であることを明確に述べた。委員会は、3 条から 15 条は同様に義務的であり、
拷問及び虐待の双方に適用されるものであると考慮する。委員会は、締約国がこれらの義

務を履行するための手段を選択出来ることを認める。但し、それらの手段が効果的で、か

つ、条約の趣旨及び目的に一致している場合に限る。 
 
7. 委員会はまた、デロゲート出来ない原則とそのままに結びついた「自国の管轄の下にあ
る領域内で」という概念は、全ての領域又は機関を含み、かつ、市民であろうと非市民で

あろうと差別なく、締約国による法律上の又は事実上の支配の下にあるいかなる者をも保

護するために適用されねばならないことを理解する。委員会は、拷問を防止する国の義務
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はまた、法律上のことであろうと事実上のことであろうと、締約国の名において、締約国

と協力して、もしくは締約国の命を受けて行動する全ての人に適用されることを強調する。

各締約国が、自国の公務員及びその代理で活動する者を注意深く監視し、とりわけテロリ

ズムに対抗する措置や、将来のさらなる拷問又は虐待を調査し、罰し、かつ防止するため

にとられる措置の結果として生じた拷問又は虐待のいかなる事件についても、これを特定

し、委員会に報告すべきであることは緊急の要件である。その際、各締約国は、扇動によ

るものか同意によるものか黙認によるものかに関わらず、直接の加害者及び命令系統の中

に居た公務員の双方の法的な責任に特別な注意をはらうべきである。 
 
Ⅲ 拷問の防止のための効果的な措置をとる義務の内容 
 
8. 締約国は、少なくとも条約 1条で定義された拷問の要素及び 4条の要請に従って  
自国の刑法上の犯罪として罰し得る拷問の罪を創設しなければならない。 
 
9. 条約上の定義と、国内法に組み込まれているその定義との間にある深刻な相違は、現実
にまたは潜在的に免責への抜け道を生み出す。時に類似した言語が使用されるとはいえ、

その示す意味は国内法又は司法的解釈によって限定され得る。それ故、委員会は各締約国

に対し、国の義務を定めるために条約が定める定義を政府の各所が遵守することを確保す

るよう求める。それと同時に、委員会は、少なくとも条約の基準に一致し、適用される限

り、広範な国内の定義はまた本条約の目的及び趣旨を前進させると評価する。特に委員会

は、1条の故意と目的の構成要件は、加害者の動機を主観的に調査することを伴わず、むし
ろ、事情に基づいて客観的に決定されねばならないことを強調する。直接の加害者の責任

のみならず、命令系統における責任をも調査し、確定することが重要である。 
 
10. 委員会は、殆どの締約国が、各々の刑法典の中で特定の行為を虐待とみなし又は定め
ていることを認識している。拷問と比較すると、虐待には、苦痛や被害の深刻さの点で差

異があり、許容し得ない目的の証明を要請されない。委員会は、拷問の要素も存在してい

る場合に、ある行為を虐待としてのみ起訴することは条約違反にあたるであろうことを強

調する。 
 
11. 委員会は、拷問の罪を一般的な暴行又は他の罪とは異なるものとして定義することに
より、締約国が拷問及び虐待の防止という条約の包括的な目的を直接的に推進するであろ

うと考えている。拷問の罪を命名し、その定義を行うことは、とりわけ加害者、被害者、

公衆を含む全ての人に拷問の罪の特別な重大性について注意を喚起することになり、条約

の目的を知らしめるであろう。拷問の罪の成文化にはまた、以下の 4 点の必要性が強く求
められることになる。即ち、a)罪の重大性を考慮した適当な処罰、b)禁止すること自体によ
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る抑止効果の強化、c)拷問という特殊犯罪を追跡する責任のある担当官の能力の強化、及び、
d)公衆が監視し、必要な場合には、条約に違反する国の不作為のみならず作為に対しても異
議申し立てを行うことを可能にすること及びその権限の付与である。   
 
12. 締約国による一連の報告の再検討、個人通報の検討、進展の監視を通じ、委員会はそ
の包括的所見において、何が効果的な措置を構成するかということに関する理解を述べた。

2 条の諸原則の一般的適用と、条約中の特定の条項をふまえた発展という双方の観点から、
委員会は、まず拷問にあたる行為及び虐待を防止するために必要かつ適当な措置を実行す

るため、各締約国の能力を速やかにかつ効果的に高めるような具体的な行動を勧告し、そ

れにより締約国が自国の法律と実行を条約と完全に一致させることを支援する。 
 
13. 特定の基本的な保障は、自由を奪われた全ての者に適用される。それらのうちのいく
つかは条約中に明記されており、委員会は一貫してこれらを活かすよう締約国に要請して

いる。効果的な措置に関する委員会の勧告は、現在の基準を明らかにすることを目的とし

たものであるが、網羅的なものではない。このような保障は、とりわけ以下のものを含む。

即ち、被抑留者(detainee)の正式な記録の維持、被抑留者が自らの権利について知らされる
権利、独立した弁護人を速やかに付される権利、独立した医療援助を速やかに受ける権利、

親族と連絡をとる権利、抑留及び拘禁場所の視察と訪問のための公平なメカニズムを創設

する必要性、さらに、彼らの権利を守り、その抑留や取扱いの合法性に異議を申立てるた

めに、被抑留者及び拷問や虐待を受ける危険のある者が、自身の申立を迅速かつ公平に検

討されることが可能となる司法上の及び他の救済措置を利用出来る可能性である。 
 
14. 条約発効後から（蓄積されてきた）経験は、拷問の禁止の範囲と性質、拷問の手法、
拷問が生じる時の背景と結果の他に、異なる背景における拷問の防止のための効果的な措

置の発展に関する委員会の理解を向上させた。例えば委員会は、プライバシーが問題とな

る場合に同性の看守を用いることの重要性を強調する。防止のための新たな手法（例とし

て、全ての尋問をビデオ録画すること、1999年のイスタンブール議定書にあるような捜査
手続を活用すること、未成年者の保護又は公教育への新しい試み）が発見され、試され、

効果が見出されているので、2条は、当局に対して、他の条項を補強し、拷問の防止のため
に要請される措置の範囲を拡大する術を提供する。 
 
Ⅳ 国の義務と責任の範囲 
 
15. 条約は義務を締約国に課しており、個人に対しては課していない。国は、官吏と、そ
れ以外の代理人、民間契約者その他公的資格に基づき又は国の代理として行動する者を含

む他の者による作為及び不作為であって、国と連動し、その指揮又は支配、又はそれ以外
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の法の性質に基づくものに対して国際的な責任を負う。従って、各締約国は、抑留又は法

的支配の全ての状況における拷問及び虐待をも禁じ、防止し、救済しなければならない。

全ての状況とは、例えば、刑務所、病院、学校、児童・老人・精神病・障害者の養護施設、

軍隊、その他の施設の他、国が介入しなかったことで、私人間で危害が及ぶ危険性が助長

され、高まる状況もそうである。条約はしかし、国際慣習法及び他の条約に基づき、拷問

及び虐待の実行に対して国又は個人が負い得る国際的な責任を限定していない。 
 
16. 2条 1項は、各締約国に対し、主権の及ぶ領域のみならず、「自国の管轄の下にある領
域内」においても拷問にあたる行為が行われることを防止するために効果的な措置をとる

よう要請する。委員会は、「[いかなる（any）]領域」とは、国際法に従い、締約国が直接的
又は間接的に、全体として又は一部分において、法律上又は事実上、効果的な支配を及ぼ

す全ての範囲を含むものと認識している。5条、11条、12条、13条及び 16条と同様に、
2条で「[いかなる]領域」が言及されていることにより、その国で登録されている船上、ま
たは航空機内のみならず、軍事占領又は平和維持活動の間、さらに大使館内や軍事施設内、

抑留施設若しくは国が事実上又は効果的なコントロールを行使する他の地域のような場所

でも起きる禁止された行為に注意が向けられている。委員会は、この解釈が、「容疑者が自

国の国民である場合」に締約国が裁判権を行使するために必要な措置をとらなければなら

ないことを要請する 5条 1項（ｂ）を補強すると述べる。委員会は、2条に基づく「領域」
の範囲は、被抑留者に対して締約国が直接的又は間接的に、法律上又は事実上支配を及ぼ

す状況をもまた含めねばならないと考える。 
 
17. 委員会は、締約国には、公の機関及び公的資格で行動する他のものが、条約が定義す
る拷問にあたる行為を直接実行、扇動、教唆、奨励、黙認し、ないしは加担又は共謀する

ことを阻止するための効果的な措置をとる義務があるとの意見をもつ。それ故、締約国は、

そのような公の機関若しくはその他の公的資格又は法を口実にして行動するものが、拷問

にあたるいかなる行為への同意又は黙認をも行わないよう、これを防ぐための効果的な措

置をとらねばならない。委員会は、締約国がこれらの義務を実施しなかったときは条約に

違反すると結論付ける。例えば、抑留施設が民間により所有・運営されている場合、その

職員には、監督を行い、拷問及び虐待を防止するための全ての効果的な措置をとる当局の

義務を逸脱することなく国の役割を実施する責任があるという理由から、委員会はその者

らが公的資格で行動する者であると考えている。 
 
18.  委員会は、国の機関若しくは公的資格で又は法律を口実にして行動する他のものが、
拷問又は虐待にあたる行為が公務員でない者又は私的な活動主体によってなされているこ

とを知り、又はそう信じるに足る合理的な証拠をもち、条約に一致するようにかかる公務

員でない者又は私的な活動主体を相当な注意をもって抑制し、調査し、起訴し、かつ罰し
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なかった場合、国は責任を負い、当局は当事者として、共謀したとして、若しくは条約に

基づきかかる許容し得ない行為に同意し又は黙認した責任があるとみなされるべきである。

国が相当の注意をもって止め、制裁し、拷問の被害者に救済措置を与えるために介入しな

かったことにより、非国家主体が罰せられることなく条約に基づいて許容されない行為を

犯すことが助長され可能になったので、国の無関心又は不作為は一種の助長と事実上の許

可の双方またはいずれかをもたらしている。委員会は、この原則を、強姦、家庭内暴力、

女性器の切除（FGM）や人身売買のような、ジェンダーに起因する暴力から被害者を締約
国が保護し、これらを防止しないことに適用してきた。 
 
19. さらに、もしある人が、拷問又は虐待に携わってきたことが知られているか、若しく
は適正な保護手段を実施していない個人か又は施設の、抑留又は管理の下に、移転又は移

動させられた場合は、国に責任があり、その当局は、2条 1項に基づき拷問を防止する効果
的な措置をとる国の義務に反して移動を命令し、許可し、又は加担したことにより処罰の

対象となる。 
 
V 差別又は周辺化により脆弱な状態にある個人及び集団の保護 
 
20. 非差別原則は、人権の保障の基本かつ一般的な原理であり、条約の解釈と適用にとっ
て基礎となるものである。非差別は、「何らかの差別に基づく理由によって…」実行される

特定の行為を明白に禁止する、1条 1項の拷問の定義自体に含まれている。委員会は、精神
的な又は身体的な暴力若しくは虐待を差別的に行うことは、問題となった行為が拷問に相

当するかどうかを決定する際の重要な要素であることを強調する。 
 
21.  特に拷問の危険にさらされている特定のマイノリティ若しくは周辺化された個人又
は集団の保護は、拷問又は虐待を防止する義務の一部分である。締約国は、条約に基づき

義務が生じる限りは、人種、皮膚の色、エスニシティ、年齢、宗教的信念若しくは宗教的

所属、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、ジェンダー、性的指向、ト

ランスジェンダー・アイデンティティ、精神若しくはその他の障がい、健康状態、経済的

若しくは生まれながらの地位、政治犯若しくはテロ行為の罪に問われている者を含む、そ

の者が抑留されている理由、庇護希望者、難民若しくは国際的な保護の下にある他の者、

若しくは他のいかなる地位若しくは不都合な区別（adverse distinction）に関わらず、実行
上全ての人々に国内法を適用することを確保しなければならない。従って締約国は、それ

らの者に対する暴力や虐待にあたる全ての行為を完全に起訴し、かつ処罰し、上記のもの

を含むがこれに限定されない防止と保護のための他の積極的な措置の実施を確保すること

によって、特に拷問を受ける危険のある集団の構成員の保護を確保しなければならない。 
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22. 国家報告は、頻繁に、女性に関連する条約の実施に関する詳細かつ十分な情報を欠い
ている。委員会は、人種、国籍、宗教、性的指向、年齢、移住資格等のような人の他の特

徴や地位を特定することにつながるジェンダーは、女性が拷問又は虐待若しくはその危険

にさらされる方法とその結果を究明するための鍵となる要因であると強調する。女性が危

険にさらされている状況には、自由、医療措置、特に性と生殖に関する決定権を奪われる

こと、及び共同体や家庭における私人による暴力が含まれる。男性もまた、強姦（rape）
や性的暴行・虐待のような、特定のジェンダーに基づく条約違反を被ることがある。男性

女性、少年少女の双方が、社会的に決定されたジェンダーに基づく役割と整合しないか、

又はそうみなされることで、条約違反[の危険]にさらされている。締約国はその報告書にお
いて、このような状況と、それらを処罰し防止するためにとった措置を特定するよう要請

される。 
 
23. それ故に、継続的な評価は効果的な措置の重要な要素である。委員会は、条約の実施
を適正に評価することが出来るように、締約国が年齢、ジェンダー及び他の鍵となる要因

の内訳を報告書の中で提供することを一貫して推奨してきた。内訳[の開示]は、締約国及び
委員会が、そうされなければ注目されず、取り組まれもしなかったかもしれない差別的な

取扱いについて認識し、比較し、救済のための措置を講じることを可能にする。締約国は、

拷問及び虐待がとる可能性のある一般的な及び特定の形態を考慮して、拷問又は虐待の発

生と防止に影響した要因については勿論のこと、マイノリティ、拷問の被害者、子ども及

び女性等の集団における特に関連する者達に対する拷問又は虐待を防止する際に経験した

困難を、可能な限り記載するよう要請される。 
   
24. 雇用差別を撤廃し、拷問又は虐待が行われる可能性があるという文脈において、継続
して鋭敏になる訓練を実施することはまた、女性及びマイノリティに対するそのような[条
約]違反を防止し、彼らを尊重する文化を構築するための鍵となる。国は、民間部門と同様
に、国家機関における特に医療、教育、刑務所/抑留施設、法執行機関、司法又は法務の領
域において、マイノリティ集団に属する人々や女性の雇用を促進することを推奨される。

国はその報告書の中に、ジェンダー、人種、国民的出身及び他の関連する地位の項目に分

けて、かかる事柄においてみられた進展に関する情報を含めねばならない。 
 
Ⅵ 条約の定めるその他の防止措置 
 
25. 条約の 3条から 15条は、特に勾留又は抑留（custody or detention）の際、締約国に
とり拷問及び虐待の防止が必須であるとみなされる具体的な防止措置を定めている。 
委員会は、効果的な防止措置をとる義務は、条約に具体的に列挙された項目や、本一般的

意見の要請を超越することを強調する。例えば、一般住民が、デロゲート出来ない拷問及
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び虐待の禁止に関する歴史、範囲及び必要性について教育されることは、法執行機関及び

他の職員が拷問及び虐待を認識し、防止する教育を受けることと同じ程度に重要である。

同様に、公的に拷問又は虐待を課し或いは認可する国家報告書を審査し、評価してきたそ

の長い経験に照らすと、委員会は、拷問及び虐待を防止するための条件を監視する考え方

を、暴力が私的に行われる状況に適用することの重要性を認める。締約国は委員会に対す

る自身の報告書の中に、自身が実施した関連する地位ごとの防止措置の詳細な情報を明確

に含めねばならない。 
 
Ⅶ 上司による命令 
 

26. 拷問の禁止がデロゲート出来ないことは、上司又は公の機関による命令は、拷問を正
当化する根拠としては到底援用することはできない、という 2条３項の長年にわたる原則
において強調されている。従って、部下は、上位の機関という言い逃れが出来ず、個人的

に責任を問われるべきである。同時に、公務員を含む上位の職権を行使する者は、そのよ

うな許容し得ない行為が起こった、或いは起こり得たことを認識した、又は認識し得た筈

で、適当かつ必要な防止措置をとらなかった場合は、部下によって行われた拷問又は虐待

の責任をとることは避けられず、刑事責任から逃れることも出来ない。委員会は、直接の

扇動又は、拷問又は虐待の促進又はその同意若しくは黙認のいずれにせよ、いかなる上位

の機関の責任も、権限のある独立かつ公平な検察当局及び司法当局を通じて厳重に調査さ

れることが不可欠であると考える。違法であると思う命令に抵抗する者、若しくは上位の

職員が行ったことを含む拷問又は虐待の調査に協力する者は、いかなる種類の報復からも

保護されねばならない。 

27. 委員会は、本一般的意見は、最低限条約の基準を含むものである限り、いかなる国際
的文書又は国内法に含まれるいかなるより高次の保障をも侵害することなく考慮されるべ

きことを、あらためて表明する。 

＜了＞ 

 

 

 

翻訳：大阪大学大学院国際公共政策研究科 博士後期課程 里見佳香 


