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一般的意見３（2012年） 

 
締約国による第14条の実施 

 
1. 本一般的意見は締約国に対し、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の14条に基づく義務の内容及び範囲について説明し、明確
化するものである。各締約国は、「拷問に当たる行為の被害者が救済を受けること及び公正か
つ適正な賠償を受ける強制執行可能な権利を有すること（できる限り十分なリハビリテーション
に必要な手段が与えられることを含む。）を自国の法制において確保する」必要がある。委員会
は一般的意見２で示した通り、14条は差別を一切することなく、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（以下「不当な取扱い」）を受けた被害者すべてに適
用されると考える。 

 
2. 委員会は、14条における「救済」とは、「効果的な救済措置」及び「補償」の概念を網
羅すると考える。したがって、補償という包括的な概念には、原状回復、賠償、リハビリテーショ
ン、被害者やその家族の気持ちを満たすための措置（satisfaction）、再発防止の保証を必然
的に含み、本条約に基づき違反行為からの救済に必要な全範囲に及ぶ措置を指す。 

 
3. 被害者とは、本条約の違反となる作為又は不作為を通じて、身体的若しくは精神的な
傷、精神的苦痛、経済的損失、又は基本的人権に対するかなりの侵害を含む被害を、個人
又は集団で受けた者のことをいう。そのような者は、違反行為の加害者の特定、逮捕、起訴、
あるいは有罪判決の有無にかかわらず、また加害者と被害者との親族関係その他の関係の有
無にかかわらず、被害者とみなされるべきである。「被害者」という語には、影響を受けた被害者
の近親者又は被扶養者、被害者の支援若しくは被害阻止のために介入した際、被害を受け
た者も含む。被害を受けた者が「サバイバー」という用語を選んで使用する場合もある。委員会
は、特定の文脈で望ましいとされる他の用語に影響を与えることなく、法律用語である「被害
者」を使うこととする。 

 
4. 委員会は、被害者が救済プロセスに参加することが重要であること、また被害者の尊厳

の回復が救済措置の提供における究極の目的であることを強調する。 
 

5. 14条に基づく締約国による救済提供の義務には、手続面及び実体面という2つの要素
がある。締約国は手続上の義務を遂行する上で、法を制定し、拷問及び不当な取扱いの被
害者の救済を受ける権利を決定し救済措置を提供できる独立した司法機関を含む苦情処理
制度，捜査機関及び制度を設立して、このような制度や機関がすべての被害者にとって効果
的であり利用可能なものであることを 
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確保するものとする。実体面では、締約国は、賠償及びできる限り完全なリハビリテーションの手

段を含む、完全かつ効果的な救済及び補償を拷問又は不当な取扱いの被害者が得られること

を確保する。 
 

実質面での義務：救済を受ける権利の適用範囲 
 

6. 上記パラグラフ2で述べた通り、救済には、原状回復、賠償、リハビリテーション、被害者
やその家族の気持ちを満たすための措置、再発防止の保証という5つの形の補償が含まれる。
委員会は、国際人権法及び国際人道法に関する重大な違反の被害者が救済及び補償を受
ける権利に関する基本原則とガイドライン（Basic Principles and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law：基本原則とガイドライン）で

記された国際法と実務に基づく完全な救済の要素を認識する。1補償は、適切で効果的かつ

包括的でなくてはならない。締約国は、拷問又は不当な取扱いの被害者に提供しあるいは認
める救済及び補償の措置を決定するにあたり、各ケースが持つ特殊性や状況を考慮に入れな
ければならないこと、救済は被害者それぞれのニーズに合わせるべきであること、さらに違反行為
の重大性に相応したものであるべきことを確認する必要がある。委員会は、補償を提供すること
が、将来における違反行為に対する予防的かつ抑止的効果を本来的に伴っていることを強調
する。 

 
7. 国の機関若しくは公的資格で行動する他のものが拷問若しくは不当な取扱いに当たる
行為をした、又は、公務員ではない者若しくは私的な活動主体が拷問若しくは不当な取扱い
に当たる行為をしたことを知り、あるいはそう信じることに対する合理的な根拠があったにもかかわ
らず、本条約に基づきその公務員ではない者若しく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、処罰することを怠った場合、国は被害者に救済手段を提供する責
任がある（一般的意見２）。 

 
原状回復 

 
8. 原状回復は、各ケースの特殊性を考慮しながら、本条約に違反する行為が行われる前の被
害者の状況に戻すことを意図した救済の一形態である。本条約における予防義務に基づき、
締約国は原状回復を受ける被害者が再び拷問又は不当な取扱いを受けるおそれがある立場
に置かれないようしなければならない。一定の場合には、違反行為の性質上、原状回復が不
可能であると被害者が考えることもある。しかし、国は被害者に救済への完全なアクセスを提供
せねばならない。是正措置が効果的であるようにするために、例えば、性別、性的指向、障が
い、政治的若しくはその他の意見、民族、年齢、宗教又は他のあらゆる差別理由に関連したい
かなる差別を含む、違反行為の構造的な原因ついて対処する努力をすべきである。 

 
賠償 

 
9. 委員会は、金銭的賠償のみでは拷問又は不当な取扱いの被害者にとって十分な救済
にならない場合があることを強調する。委員会は、金銭的賠償のみの提供では、締約国が14
条に基づく義務を遵守したというには足りないことを確認する。 

 
10. 14条に基づき、拷問又は不当な取扱いに対し迅速で公正かつ適切な賠償を受ける権
利は、複数の要素から成り立ち、被害者への賠償は、金銭的なものかどうかにかかわらず、拷
問又は不当な取扱いによって生じた経済的に算定しうる損害を補うために十分なものでなけれ
ばならない。これには、実際にかかった医療費に対する支払い、被害者の可能な限り完全なリ
ハビリテーシ 

 
1 国際連合国際人権法及び国際人道法に関する重大な違反の被害者が救済及び補償を受ける権利に

関する基本原則とガイドライン、総会決議60/147 
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ョンを確保するために将来必要とする医療若しくはリハビリテーションの費用、身体的及び精神
的な被害によって生じた金銭的及び非金銭的な損害、拷問又は不当な取扱いによって負った
障がいにより失われた収入及び収入を得る能力、雇用や教育など機会の喪失を賄う資金の提
供が含まれる。さらに拷問または虐待の被害者に対し締約国による適切な賠償として、法的あ
るいは専門家による支援、救済獲得のための訴訟に関連するその他費用も提供されるべきで
ある。 
 
リハビリテーション 
 
11. 委員会は、本条約の違反による被害を受けた者すべてに対する可能な限り完全なリハ
ビリテーションの手段は総合的に提供されるべきで、法的及び社会的サービスとともに医療及び
心理的なケアも含まれるべきであることを確認する。本一般的意見において、リハビリテーションと
は、拷問又は不当な取扱いを受け、被害者の状況が変化したために必要とされる機能の回
復、又は、新たな技能の習得を意味する。リハビリテーションは対象者の自立した生活及び機
能を可能な限り最大化することを目指し、対象者の物理的及び社会的な環境の調整も含む
こともある。被害者のリハビリテーションは、自立、並びに肉体的、精神的、社会的及び職業面
における能力、社会への完全な包摂及び参加を可能な限り回復することを目指すべきである。 
 
12. 「可能な限り完全なリハビリテーション」の手段を提供する締約国の義務とは、拷問がも
たらす広範囲に及ぶ影響により、尊厳、健康、自立した生活を含む被害者の人生の状況が完
全には回復できない可能性があるものの、被害者の受けた被害を回復し修復する必要性を指
すことを委員会は強調する。この義務は、締約国の利用可能な資源に関係なく、延期すること
もできない。 
 
13. 拷問又は不当な取扱いの被害者に可能な限り完全なリハビリテーションの手段を提供
する義務を履行するために、各締約国は、長期的で統合的なアプローチを採用し、拷問又は
不当な取扱いの被害者に専門家によるサービスを用意し、適切かつ容易にアクセスできることを
確保するものとする。これには、とりわけ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、刑罰に関する効果的な調査と文書化についてのマニュアル（イスタンブール議定
書）に基づき、個人の治療その他のニーズを査定及び評価する手続を含むべきであり、医療、
身体的及び心理的なリハビリテーションサービス、再統合及び社会的サービス、地域及び家族
に対する支援やサービス、職業訓練、教育など、幅広い複数の専門領域にまたがる対策が含
まれる場合もある。被害者が持つ力や回復力を考慮に入れた、リハビリテーションに対する総合
的なアプローチが最も重要である。また被害者が再び心的外傷を受けるおそれがあり、受けてき
た拷問や不当な取扱いを思い出させる行動に当然ながら恐怖心を覚える可能性がある。した
がって、支援が提供されることに自信及び信頼が持てる状況を築くことに高い優先度を与えるべ
きである。必要な場合、機密性のあるサービスが提供されるべきである。 
 
14. 本条約で上記のリハビリテーションを提供することが求められているが、これらによって拷
問の直後に被害者に医療及び心理社会的なサービスを提供する必要がなくなるわけではなく、
またそのような初期段階のケアを提供することで、可能な限完全なリハビリテーションの手段を提
供する義務が履行されたということを意味するわけではない。 
 
15. 締約国は、各国が、被害者の文化、性格、歴史、背景を考慮に入れた効果的なリハ
ビリテーションの効果的なサービス及びプログラムを確立し、差別することなく、パラグラフ32で示す
通り庇護希望者や難民を含む被害者のアイデンティティや周縁化された又は脆弱な立場にあ
るグループ内での被害者の地位にかかわらず、すべての被害者が利用できるようにしなければな
らない。締約国の法律で、拷問又は不当な取扱いの被害者にリハビリテーションを提供するた
めの具体的な制度及びプログラムを確立すべきである。拷問の被害者は独立した有資格の医
療専門家の診察を受けてから 
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可能な限り早急にリハビリテーションのプログラムにアクセスできるようにすべきである。リハビリテー
ションのプログラムへのアクセスは、被害者が法的救済を求めているかどうかに左右されてはなら
ない。国がリハビリテーションのサービスを直接提供する、または非政府組織（NGO）などが運営
するものを含め、民間の医療、法的あるいはその他施設への資金提供をし、報復や脅迫がその
ような施設に向けられないことを確保することで、可能なで限り完全なリハビリテーションの手段を
提供するという14条の義務を履行できる。サービス提供者の選定に被害者が参加することは不
可欠である。サービスは被害者に関連する言語で利用できるべきである。締約国には、適切な
指標や基準値の使用を含むリハビリテーションのプログラムやサービスが効果的に実行されている
かを評価するシステムを確立することが推奨される。 
 
被害者やその家族の気持ちを満たすための措置及び真実に対する権利 
 
16. 被害者やその家族の気持ちを満たすための措置（satisfaction）には、本条約の12及び13
条に基づく捜査及び刑事訴追の義務として、あるいはそれに加えて、次のいずれか又はすべての
救済措置が含まれる。継続する違反行為を止めるための効果的な対策、被害者、被害者の
親族、証人、被害者支援やさらなる違反行為の発生防止のために介入した者の安全及び利
益をさらに害するまたは脅かすことのない範囲で事実の検証及び真実の完全な公開を行うこと、
失踪者の居場所、誘拐された子どもの身元及び殺害された者の遺体の捜索、被害者や遺族
の明示又は推測された希望に沿った被害者の遺体の回収、身元確認、再埋葬、被害者や被
害者と親しい関わりのある者の尊厳、評判及び権利を回復する公式の宣言若しくは司法の決
定、違反行為に責任のある者に対する司法及び行政による制裁措置、事実を認めることや責
任を受け入れることを含む公式の謝罪、被害者を記念するもの及び被害者の追悼。 
 
17. 国が捜査や刑事訴追をしない、または拷問行為の申立てに関する民事手続を迅速に

行わせない場合、事実上救済を否定したとされ、14条に基づく国の義務に反することになる可

能性がある。 
 
再発防止の保証 
 
18. 本条約の1条から16条までは、締約国が拷問及び不当な取扱いを防ぐ上で不可欠とみな
した特定の予防措置で構成される。締約国は、拷問又は不当な取扱いの再発防止を保証す
るため、本条約の違反に対する不処罰と闘うための措置を講じるべきである。その措置には、本
条約の定め、特に拷問の絶対的禁止に関する公務員への効果的かつ明確な指示が含まれ
る。その他の措置には次のいずれか又はすべてが含まれるべきである。文民による軍及び治安
部隊の監視、すべての司法手続が適正手続、公正さ及び公平さの国際基準に則っていること
の確保、司法権の独立の強化、拷問の被害者を支援する人権擁護者及び法律や医療その
他の専門家を保護すること、第三者によるすべての抑留施設の定期的な監視を行うシステムの
構築、軍や治安部隊及び法執行の職員に対し、周縁化された及び脆弱な立場にある人々特
有のニーズを含む人権法に関する研修を優先的かつ継続的に行うこと、また医療や法の専門
家及び法執行の職員に対しイスタンブール議定書に関する具体的な研修を行うこと、法執行の
職員、矯正施設、医療、心理、社会サービス、軍に従事する者を含む公務員が国際基準及
び行動規範を遵守することの促進、拷問及び虐待を助長するまたはそれを是認する法律の見
直し及び改正、追放や送還を禁じる本条約の3条の遵守を確保すること、性別に起因するある
いはその他の拷問又は不当な取扱いの被害者のためのシェルターなど、個人や集団のための一
時的なサービスを利用できるようにしておくこと。
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委員会は、締約国がここで挙げた措置を講じることで、本条約の2条に基づく拷問行為を防止
する義務も履行しうることに留意する。再発防止を保証することで、暴力の根本原因となりうる
社会関係を変革する重要な契機になり得る。再発防止を保証することには、関連法の改正、
不処罰への抵抗、効果的な予防及び抑止策を講じることが含まれるが、これらに限定されな
い。 
 
手続き上の義務：救済を受ける権利の実施  
 
法律の制定 
 
19. 本条約の2条に基づき、締約国は、「自国の管轄の下にある領域内において拷問に当
たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置」を
とらなければならない。委員会が一般的意見２で明確にしたように、「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」とする。締約国が本条約上の締約国の義務を明確に組み
入れ、拷問及び不当な取扱いを犯罪化する法律を制定せずに、その結果拷問及び不当な取
扱いが刑事上の犯罪とされない場合、14条で保障された被害者の権利を利用し享受するとい
う被害者の資格が妨害されることになる。 
 
20. 14条を実施するため、締約国は、拷問及び不当な取扱いの被害者に効果的な救済
措置、及び、賠償や可能な限り完全なリハビリテーションを含めた十分で適切な救済を得る権
利を明確に提供する法律を制定しなければならない。そのような法律は、個人がこの権利を行
使し、司法上の救済措置にアクセスできるようにしなければならない。集団での補償や行政上の
補償プログラムは救済手段の一つとして容認できるものの、そのようなプログラムを実施すること
で、個人が有する救済措置に対する権利及び救済を得る権利を無効にすることはできない。 
 
21. 締約国は、暴力又は心的外傷を受けた被害者が正義及び補償を得るための法的及
び行政手続の過程で再び心的外傷を受けることがないよう、適切なケア及び保護を受けられる
と国内法が定めることを確保すべきである。 
 
22. 本条約に基づき、締約国は拷問の加害者とされる者が自国の管轄の下にある領域内
において発見された場合、訴追または引渡しを行い、さらに、これを可能にするために必要な法
律を制定しなければならない。委員会は、締約国の領域内で被害を受けた、あるいは締約国
の国民によって被害を受けた若しくは締約国の国民が被害を受けた被害者である場合のみに
14条が適用されるわけではないと考える。委員会は、締約国の領域外で拷問又は不当な取扱
いを受けた被害者に私法上の救済手段を提供した締約国の取り組みを推奨してきた。これ
は、違反行為が起きた領域内において被害者が14条で保障された権利を行使できないとき、
特に重要になる。実際に、14条では、拷問又は不当な取扱いの被害者すべてが救済措置にア
クセスし、救済を得られるようにすることを締約国に求めている。 
 
通報及び調査における効果的な制度 
 
23. 委員会は、最終見解で、14条の被害者の権利が十分に尊重されることを確保するために
満たさねばならない締約国のその他の義務を明らかにした。この点において、委員会は、締約国
が12条及び13条の義務を遂行することと締約国の14条における義務との間の重要な関係を強
調する。12条に基づき、締約国は、その作為又は不作為の結果として、自国の管轄の下にあ
る領域内において拷問に当たる行為が行われたと信ずるに足りる合理的な理由がある場合、
迅速で効果的かつ公平な調査を行わなければならない一方、13条で定められかつ一般的意
見２で委員会によって確認されたとおり、締約国は、公平
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かつ効果的な通報制度の設置を確保しなければならない。12条及び13条の義務が保障され
ていない場合、十分な救済を得ることはできない。通報制度は、収容施設、精神科病院その
他の施設で身体の自由を奪われている者については、例えば、電話でのホットライン、収容施
設に設置した秘密が確保される意見箱などを通じて、また、コミュニケーションの能力が限られて
いる者等の脆弱な立場にある又は社会的に周縁化された集団に属する者も含め、一般に周
知され利用可能なものでなければならない。 
 
24. 手続面において、締約国は、拷問又は不当な取扱いの被害者が適切な賠償及びリハ
ビリテーションを含む救済を受けられるようにするため、法律で定められた手続により、執行の可
能な最終的な決定を行うことができる機関を設置しなければならない。 
 
25. 被害者の救済を受ける権利を確保するには、締約国の所管の機関は、迅速、効果的
かつ公正に拷問又は不当な取扱いにあったとされる者の事案を調査し検討する必要がある。そ
のような調査には、イスタンブール議定書で定められたとおり、標準的な手法として、第三者によ
る身体的及び心理的な法医学の鑑定が含まれる。拷問や不当な取扱いの申立てに対し、法
的な調査の開始又はその判断が不当に遅れた場合には 公正かつ適正な賠償やできる限りの
十分なリハビリテーションの措置といった救済を受ける14条の被害者の権利を損なうことになる。 
 
26. 刑事上の捜査で被害者には証拠上有利な取扱いがされるとしても、民事手続及び被

害者補償の申立ては、刑事手続の結論に左右されてはならない。委員会は、刑事責任が
確定するまでといって賠償を不当に遅らせてはならないと考える。民事責任は、刑事手続とは
独立して判断されるべきで、そのような目的に必要な法令及び機関が定められるべきである。
国内法により民事上の賠償を求める前に刑事手続を行う必要がある場合、その刑事手続を
行わないあるいは不当に遅らせることは、締約国が本条約上の義務の実施を怠ったとされる。
懲戒処分のみでは14条が意味する効果的な救済手段とはみなされない。 

 
27. 締約国は、14条に基づき、自国の管轄下で拷問又は不当な取扱いに当たる行為を受
けた被害者が救済を得ることを確保しなければならない。締約国は、すべての被害者が救済を
受けることを確保するため、必要で効果的なすべての措置を講じる義務がある。この義務には、
拷問又は不当な取扱いが行われたと信じるに足りる合理的な理由がある場合、申立てがなくと
も、被害者が救済を確実に得るための手続を締約国が迅速に開始することも含む。 
 
28. 委員会は、被害者が通報を行い委員会の意見を求められるよう、22条に基づき委員
会が個人の通報を判断する権限を認めることを締約国に強く求める。委員会は、さらに、締約
国が拷問及び不当な取扱いを予防する措置を強化するため、本条約の選択議定書を批准
又は加盟することを求める。 
 
救済を得る制度の利用 
 
29. 委員会は、被害者やその家族が救済を求める権利についての情報を適切に提供されるこ
とについて、締約国が積極的に確保することの重要性を強調する。この点について、補償を求め
る手続は透明性のあるものでなくてはならない。締約国は、さらに、申立人やその代理人が直
面する困難さを最小限にする支援やサポートを提供するものとする。民事その他の手続では、
被害者が救済を求める上で妨げとなる又はこれを抑制するような経済的負担を被害者に課し
てはならない。現在の民事手続では被害者に適切な救済を提供できない場合、委員会は、
拷問被害者に救
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済を提供するための政府基金の設置を含め、拷問及び不当な取扱いの被害者が利用しやす
い制度を設けることを推奨する。周縁化されたり脆弱な立場にあったりする集団に属する者によ
る利用を確保するため、特別な措置が講じられるべきである。  
30. 司法上の救済は、他の救済手段が利用できるかどうかにかかわらず、被害者が常に利
用することが可能であるべきであり、また、被害者の参加を可能ななものとすべきである。締約国
は、拷問又は不当な取扱いの被害者に救済の申立てに必要な手段がない場合、適切な法
的支援を行うものとする。締約国はまた、被害者、その弁護士又は裁判官の求めに応じ、被害
者が拷問又は不当な取扱いに当たる行為に関するすべての証拠を容易に利用できるようにす
べきである。締約国が医学的所見や診療の記録などの証拠や情報を提供しないことは、申立
てを通じて、救済、賠償やリハビリテーションを求める被害者の機会を不当に損なうことになる。 
 
31. 締約国はまた、被害者の利益に影響する司法、行政その他の手続の前後を問わず、
常に、被害者のプライバシーの侵害を防止するとともに、被害者、その家族、証人その他被害
者を脅迫や報復から保護した者を保護する措置をとらねばならない。保護措置を怠れば、被
害者の申立てを妨害することとなり、その結果として、救済を求め確保する権利を侵害すること
になる。 
 
32. 差別的取扱いの禁止の原則は、人権保障の基本的かつ一般的な原則であり、本条
約の解釈及び適用において根幹をなすものである。締約国は、人種、皮膚の色、民族、年
齢、信仰や宗派、政治的その他の意見、国籍や社会的出身、ジェンダー、性的指向、性自
認、精神その他の障がい、健康状態、経済的又は生来的な地位、抑留された理由にかかわら
ず、また、政治犯罪やテロ行為の罪の嫌疑を有する者、難民認定申請者、難民その他の国際
的保護を受けている者その他いかなる地位又は不利益となる区別の対象となる者、上記のよう
な理由により周縁化された又は脆弱な立場にされた者を含め、すべての者に対し、司法へのア
クセス及び救済を求め確保する制度の利用が容易であること、また、積極的な対策により等しく
救済を得られることを確保しなければならない。文化的な配慮がされた集団に対する補償の措
置について、少数者、先住民など共有するアイデンティティを持つ集団が利用できるようにしなけ
ればならない。委員会は、集団に対する対策を講じることにより、個人の救済に対する権利が
除外されることはないことに留意する。 

 
33. 司法及びそれ以外の手続においては、拷問又は不当な取扱いの被害者が二次被害を
受けたり、被害者にスティグマを負わせたりすることのないようにするため、ジェンダーに配慮した措
置がとられなければならない。性暴力又はジェンダーに起因する暴力や適正な手続及び公平な
司法制度へのアクセスについて、委員会は、民事及び刑事を問わず、賠償を含む救済を受ける
被害者の権利を決定するいかな手続においても、ジェンダーに起因する暴力に関する証拠及び
手続の規則においては、他のすべての被害者の事案の場合と同じように、女性及び少女の証
言を差別なく考慮するものでなければならず、差別的な証拠が提出されたり、被害者や証人に
対するハラスメントがされるのを防止したりする必要があることを強調する。委員会は、通報制度
及び調査において、性暴力や性的虐待、強姦、配偶者による強姦、配偶者等による暴力、女
性器切除、人身売買などの虐待を受けた被害者が声を上げ、救済を求めて得られることを確
実にするため、ジェンダーの観点を考慮に入れた具体的で積極的な対策が必要であると考え
る。 
 
34. 拷問又は不当な取扱いの被害者が再び被害を受けることや非難を受けることのないよう
にするため、前パラグラフで述べた保護措置は、パラグラフ32の差別的取扱いの禁止の原則にお
いて例示された者など、アイデンティティや集団を理由に周縁化された又は脆弱な立場に立たさ
れた者に対し、同様に適用される。司法及びそれ以外の手続において、そのような者には十分
な配慮が必要となる。よって、委員会は、周縁化された及び脆弱な立場にある集団の被害者
に対するものを含め拷問や不当な取扱い
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の様々な影響について、また、二次被害を受けたりスティグマを負わせたりすることがないよう性
的又はジェンダーに起因した差別の形態によるものを含め拷問や不当な取扱いの被害者に対
しどのような配慮を要するかについて、司法関係者は具体的な研修を受けるべきであることに留
意する。 
 
35. 委員会は、イスタンブール議定書に関する研修を含め、関係する警察、刑務官、医療
関係者、司法関係者、入国管理局職員に対して研修を行うことは、効果的な調査を確保す
る上での必要不可欠であると考える。さらに、救済を得るための取組みに関わる職員や関係者
は、拷問や不当な取扱いの被害者が再び心的外傷を受けることがないよう、その方法について
の研修を受けるべきである。この研修は、保健及び医療関係者に向けたものについては、ジェン
ダーに起因する暴力及び性暴力、その他あらゆる形態の差別を受けた被害者に対し、身体面
及び心理面での緊急な医療措置が利用可能であるという情報を提供する必要性を含むべき
である。委員会はまた、締約国が、警察内に人権担当の部署を設置するとともに、男性や少
年に対する性暴力を含めたジェンダーに起因した暴力や性暴力のほか、子どもや民族的、宗教
的、国民的な少数者やその他の周縁化された及び脆弱な立場にある集団に対する暴力を担
当するために特に研修を受けた担当部署を設置することを求める。 
 
36. 委員会はさらに、子どもの最善の利益や、子どもが司法上及び行政上の手続を含め自
らが影響を受けるすべての事由に関し自由に意見を述べる権利を考慮した上、子どものニーズ
に対応するための適切な方法が利用可能であること、また、年齢や成熟度に応じて子どもの意
見を重視することの重要性を強調する。締約国は、子どもの健康及び尊厳を育むための子ども
に配慮した救済措置が利用可能であることを確保すべきである。 
 
救済を受ける権利に対する障害 
37. 救済を受ける権利において重要なことは、拷問又は不当な取扱いの被害者に補償の
措置を提供又は付与することになったのは、作為であれ不作為であれ、本条約に違反したから
であることを締約国自身が明確に認識することである。したがって、委員会は、締約国による開
発対策の実施や人道的支援の提供が、拷問や不当な取扱いの被害者に対する救済措置の
代わりにはならないと考える。締約国が拷問の被害者に救済措置を提供できないことは、国家
の開発段階を援用して正当化されるものではない。委員会は、後継の政府や継承した国家で
あっても、救済を受ける権利の行使を保障する義務があることをあらためて指摘する。 
 
38. 本条約の締約国は、救済を受ける権利が効果的であることを確保する義務がある。救
済を受ける権利の享受を妨げ、14条の効果的な実施を阻む具体的な障害としては、国の不
適切な法律、通報及び調査の制度や改善及び救済を求める手続の利用における差別、加
害者の身柄を確保するための対策が不適切であること、国の秘密保護に関する法律、救済を
受ける権利の確定を妨げる立証責任や手続上の要件、出訴期間、恩赦及び免責、被害者
や証人に十分な法的支援や保護措置を提供していないこと、関連する非難、身体的、心理
的その他関連する拷問や不当な取扱いの影響などが挙げられるが、それに限定されるものでは
ない。また、締約国が、国内、国際又は地域の裁判所が下した拷問の被害者への補償の措
置に関する判決を実行しない場合、救済を受ける権利を著しく妨害することになる。締約国
は、他の締約国における裁判所の判決の有効性を認めることや加害者の資産を発見するため
の支援など、被害者が国境を越えて判決を実行できるようにする連携した制度を構築すべきで
ある。 
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39. 14条の義務について、締約国は、周縁化された又は脆弱な立場にある集団に属する者
が、法律上も事実上も適時に効果的な救制度を利用できることを確保し、そのような集団に属
する者が救済を求めたり得たりすることを妨げる措置を回避し、救済を得る上で直面する可能
性のある公式または非公式の障害に対応しなければならない。このような障害には、例えば、こ
れらの者が金員の取得したり維持したりするに当たり、不利益で差別的な影響をもたらすおそれ
のある司法その他の損害を算定する手続きが不適切であることが挙げられる。委員会は、一般
的意見２において、「ジェンダーは鍵となる要素である。女性であることは、その人の他の特徴や
地位と関連し、女性や少女が拷問若しくは不当な取扱い又はその危険にさらされる方法を決
定する」と強調した。締約国は、すべての者、特に、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェ
ンダー（LGBT）を含む周縁化された者が、公正かつ平等に扱われるとともに、それぞれのニーズに
応じた公正で適切な賠償、リハビリテーションその他の補償を確実に取得する手続において、上
記で述べたすべての事情を考慮するに当たり、ジェンダーに十分な配慮を行うことを確保しなけ
ればならない。 
 
40. 拷問の影響が継続的な性質を有することに照らし、出訴期間の適用によって被害者が
救済、補償、リハビリテーションの機会を奪われることになるため、出訴期間は適用されるべきで
はない。多くの被害者にとって、時間が経過してもその損害は軽減するものではなく、むしろ心的
外傷後ストレスで強まることもあり、医療面、心理面、社会面からの支援が必要になるが、これ
らの支援は救済を得ていない者には利用できないことがしばしばある。締約国は、違反行為が
行われた時期や、以前の政権によって又はその承諾のもとに実行されたか否かにかかわらず、拷
問又は不当な取扱いを受けたすべての被害者が救済の権利を取得し、救済を得ることができ
ることを確保しなくてはならない。 
 
41. 委員会は、拷問の罪に関し恩赦を適用することは、14条を含む本条約における締約国
の義務と矛盾することを一貫して確認している。一般的意見２で「拷問又は不当な取扱いの加
害者に迅速かつ公正な起訴と処罰を与えることを妨害する又はこれに積極的でないことを示す
恩赦その他の障害は、いかなる状況下でも侵害してはならない権利（non-derogability）の原則
に違反する」と指摘した。委員会は、拷問及び不当な取扱いの罪に対し恩赦を与えることは、
被害者が救済を得ようとする中で容認することのできない妨げとなり、不処罰の風潮を助長する
ことになると考える。よって、委員会は、締約国が拷問又は不当な取扱いの罪に対しいかなる恩
赦も適用しないよう求める。 
 
42. 同様に、国際法に違反して国家若しくはその関係者又は非国家主体を拷問又は不当
な取扱いの罪から免責することは、被害者に救済措置を提供する義務に正面から矛盾するも
のである。法律上免責が許容される又は事実上免責される場合、違反者は罪に問われないこ
ととなり、14条の権利の十分な保障を被害者に対して否定することになることから、被害者が十
分な救済措置を求める上での妨げになる。委員会は、いかなる状況下においても、国家の安
全保障上の理由により、被害者に対する救済を拒むことはできないことを確認する。 
 
43. 委員会は、14条の適用を制限するよう求める留保は本条約の意義及び目的と矛盾
すると考える。したがって、締約国は、拷問又は不当な取扱いのすべての被害者が是正及び救
済措置を確実に利用できるようにするため、14条の適用を制限する留保の撤回を考慮するよう
求められる。 
 
国連拷問被害者支援基金 
44. 拷問の被害者のための国際的な基金への任意の拠出は、被害者を支援する上で重
要な役割を有する。委員会は、拷問の被害者に人道的支援を提供する国連拷問被害者支
援基金（United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture）が重要な活動を行っている
ことを重視する。委員会はまた、締約国が国内の取組みや貢献にかかわらず、この基金に任意
で拠出し得ることも強調する。 
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監視及び報告 
 
45. 締約国は、拷問又は不当な取扱いの被害者に対する救済措置や必要なリハビリテー
ションの提供に関し、監督、監視、評価、報告を行う制度を確立しなければならない。したがっ
て、締約国は、一般的意見２であらためて想起したように、被害者に救済措置を提供する取組
みを継続的に評価する義務を遂行するため、年齢、ジェンダー、国籍その他主要な項目別に、
拷問又は不当な取扱いの被害者への救済措置に関するデータを委員会に提出する報告書に
含めなければならない。 
 
46. 委員会は、14条の実施に当たり、締約国の報告書に14条の実施に関し適切な情報を
提供する必要性を認めた。よって、委員会は、特に以下の情報について提供することを強調し
たい。 
 

(a) 法律、行政その他の手段を通じて賠償を求めた拷問又は不当な取扱いの被害  

者の数、違反の性質、賠償を得た被害者の数及びその額。 
 

(b) 拷問を受けた直後の被害者を支援するためにとられる措置。 
 

(c) 拷問又は不当な取扱いの被害者が利用できるリハビリテーション施設、その  
利用しやすさ、リハビリテーションプログラムに対する予算配分及び被害者のニーズ
に応じたリハビリテーションを受けた被害者の数。 

 
(d) 適切な指標や基準の適用を含むリハビリテーションのプログラムやサービスの    

効果を評価する方法及びその評価の結果。 
(e) 被害者やその家族を満足させるための措置及び再発防止の保証を確保す  

るための対策。 
 

(f) 拷問又は不当な取扱いの被害者に是正及び救済措置の権利を付与する 
国内法、締約国が実施する関連する対策。そのような国内法がない場合、その
法律を制定及び施行するために締約国が実施した対策に関する情報を報告書
に含めなければならない。 

 
(g) 拷問又は不当な取扱いを受けたすべての被害者が14条に基づく権利を行 

使し享受できるよう確保する対策。 
 

(h) 拷問又は不当な取扱いの被害者が利用可能である通報制度について、制 
度の周知の方法及びすべての被害者が利用できるようにする方法を含む。締約
国は、制度において受理した通報件数に関し、年齢、ジェンダー、国籍、場所及
び違反とされている行為別のデータ等も含めなければならない。 

 
(i) すべての拷問及び不当な取扱いの申立てに対する効果的な調査を確保す

るために締約国が講じる対策。 
 

(j) 拷問の被害者に救済措置を提供するため、被害者を積極的に特定するた

めの法律及び政策。 
 

(k) 刑事、民事、行政及び行政による補償制度を含む司法以外の手続といった 
拷問又は不当な取扱いの被害者が救済措置を得るための手段、これらの制度
を利用した被害者の数、救済措置や補償を得た人数、救済措置や補償の形
式及び額またはいずれかその一方に関する情報。 
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(l) 拷問又は不当な取扱いの被害者、証人その他被害者の保護に関与した者  
に対する法的支援及び証人の保護。これらの保護を周知する方法や実際にどの
ように利用されているか、法的支援を得た被害者の数、国による証人の保護制
度で保護された者の人数、その保護の効果に関する締約国の評価を含む。 

 
(m) 国内、地域又は国際的な裁判所による判決を執行するための措置。判決

日から賠償その他の救済措置が実際に提供された日までの日数を含む。締約
国はまた、裁判所による判決によって補償を受ける予定の被害者の数、実際に
救済措置を受けた数及び違反行為の種類に関し、項目別のデータ等を提供す
るものとする。 

 
(n) 本条約の14条で保障された権利の行使を求める女性および子どもも含め、 

周縁化された又は脆弱な立場にある集団に属する者を特に保護するための措

置。 
 

(o) 委員会が必要とするその他の事項。 
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