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Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparation Order (ICC-01/04-02/06-2659) Trial Chamber 
VI (8 March 2021). 
 

I. OVERVIEW  

＜賠償システムの目的と原則＞ 
・賠償の 2 つの目的：①重大犯罪に責任のある者に彼らが原因となって生じた被害を修復
することを義務付けること、②裁判所に、それらの行為について犯罪者に責任を取らせるこ
とを確保することを可能ならしめること（para. 2） 
・賠償は、可能かつ達成可能な範囲で、重大犯罪によって生じた苦しみをやわらげ、有罪と
なった者によって行われた違法行為の結果について説明させることをもって被害者に正義
を提供し、将来の違反を抑止し、被害者に彼らの尊厳を回復させることを可能とすることを
もめざす（para. 3） 
・被害者にとっての正義や公正さの意味は複数の要素に依拠し（年齢、ジェンダー、社会的
文脈、被害者のニーズと期待を含む）、各事件に特殊な状況および文脈に照らして構築され
るべき＋被害者中心的アプローチが賠償手続を指導する（para. 4） 
＜賠償命令のタイミング＞ 
・上訴判決の前にこの賠償命令を出すことを決定（①被害者の迅速な賠償への権利；②犯罪
が 20 年ほども前に生じ、被害者はこれまでほとんど何の援助も受けられなかったこと；③
特別な脆弱性のために、何人かの被害者は緊急援助を要すること（para. 5） 
・有罪の確定の前に被害者の期待を不必要に上げることに対する懸念⇔迅速な賠償は特別
な重大性を持つ（para. 6） 
＜賠償方法＞ 
・集団賠償が最も適切な形態（para. 7） 
・理由①本件の範囲、②身元が特定されていない資格のある被害者の潜在的な数；③被害者
が経験した被害の範囲；④そうした被害に応えるために適切と判断された、賠償の範囲、種
類および形態（para. 8） 
・実践的な目的に役に立つのでない限り、何らかの記念化や象徴的な賠償は付与されないこ
と、そして短期的な彼らのニーズに単に応えるようなものではなく、持続可能で長期的な生
活と福祉を支援することを目指す賠償を望むという被害者の意思（para. 9） 

II. PROCEDURAL HISTORY （略） 

III. ELEMENTS AND SCOPE 

A. The elements of a reparation order 
・賠償命令の 5 つの要素（Lubanga 上訴審命令を踏襲）（paras. 23-24） 
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①有罪となった者に対して行われること 
②有罪となった者に対してその者の賠償に関する責任について確立し、通知すること 
③命令された賠償の種類を特定し、その理由を提供すること 
④有罪となった者の犯罪の結果として、直接および関節的な被害者に生じた被害を定義し、
本件の特定の状況において適当と考える賠償の態様を特定すること 
⑤賠償を受け取る資格のある被害者を特定するか、被害と犯罪の間の連関に基礎をおいた
資格の基準を規定すること 
B. Scope of the case (paras. 25-26) 
・2002 年 8 月~2003 年 12 月の間、コンゴ民主共和国（DRC）イトゥリ地方において生じ
た非国際的武力紛争 
・当該地域からレンドゥ族を排除するための軍事キャンペーンにおける犯罪 
・2002 年 11/12 月第一作戦／2003 年 2/3 月第二作戦 
・被告人：コンゴ愛国同盟（UPC）の軍事部門、コンゴ解放愛国軍（UPC/FPLC）司令官 
・訴因：人道に対する犯罪（殺人、強姦、性奴隷化、迫害等）、戦争犯罪（殺人、文民への
攻撃、強姦、性奴隷化、略奪、文民の移送、子ども兵の徴兵・使用、敵財産の破壊等） 

IV. PRINCIPLES ON REPARATIONS 

A. Introductory remarks 
・規程 75 条 1 項の「原則」：これまでの別の裁判部によって確立された原則を適用しつつ、
各事件の特殊な事情の観点から必要な範囲で再調整される（para. 29） 
B. Principles on reparations 
・各原則の補完的な性質により、重複がある（para. 30） 
・ルバンガ＋各当事者からの追加的な請求（para. 30） 
1. VICTIMS 

i.  Beneficiaries of reparations 
・規則 85＋下の基準（para. 31） 
a. 自然人としての身元か法人としての設置または登録が確認されなければならない 
b. かれらが被害を経験した、または被害を受けた 
c. 被害がそこから生じた犯罪は、被告人が有罪となったものでなければならない 
d. 犯罪と被害の間に直接の因果関係がなければならない 
・法人は、直接被害を受けていなければならない（para. 32） 
・自然人は、直接的な、または間接的な（直接被害者が経験した被害の結果として被害を経
験した）被害者であり得る（paras. 33-39） 
 ・間接被害者のカテゴリ（para. 36） 
  a. 直接被害者の家族（家族とは、血縁関係がなくともよい（para. 37、notes 92, 94）） 
  b. 考慮対象の犯罪の実行を阻止しようとした者 



国際刑事判例研究会 
2021 年 11 月 1 日 
担当：越智 萌 

 

3 
 

  c. 直接被害者を助ける際、またはそのために介入した際に被害を経験した個人 
  d. これらの犯罪の結果として個人的な被害を経験したその他の者 

ii. Dignity, non-discrimination, and non-stigmatisation 
・公正かつ衡平に、人道的に扱われること（paras. 41-42） 
 ・（特に）出生、婚姻やその他の地位によって区別されない（notes 102-103） 

iii. Victim-centred approach: Accessibility and consultations with victims 
・裁判所は「被害者中心」アプローチをとらなければならない（para. 45, note 112） 
・「被害者中心」アプローチは、刑事司法プロセスに被害者を巻き込み、そうすることで彼
らの真実、正義、賠償への権利が尊重され実行されるように、被害者に対する適切な考慮を
与える...被害者の参加、被害者との相談、アウトリーチ活動の重要性（paras. 45-49） 

iv. ʻDo no harmʼ 
・「害をなさない」原則（国際人道援助の文脈から）：人道アクターに、かれらの行動による
潜在的で意図されていないネガティブな効果について予期し、監視し、説明することを求め
る（para. 50） 
・ICC において賠償の種類や方法を決定する際、それらが害をなさないことを確保する（二
次被害化を避ける、共同体間の緊張を助長しない、結果のために被害者が危険に曝されたり
偏見を持たれたりしない）（paras. 51-52） 

v. Child victims 
・子どもの権利条約、および「子どもの最善利益」の基本原則に指導される（para. 54） 
・この点に関する諸決定はジェンダー-インクルーシブでセンシティブな観点を反映する
（para. 54） 
・子どもの被害者の肉体的・精神的回復と社会的再統合を促進するために必要なすべての措
置をとることに注意を向ける（para. 55） 
・元子ども兵士のための命令やプログラムは、被害者の人格、才能、および能力の開発を完
全に、そしてより広く保障するべきである（para. 56） 

vi. Gender-inclusive and sensitive approach to reparations 
・ジェンダー-インクルーシブでセンシティブなアプローチ/観点は、賠償プロセスの ICC
におけるそしてすべての段階における賠償のデザインと実施を指導するべきである（para. 
60） 

vii. Sexual and Gender-Based violence 
・ジェンダーに基づく犯罪：その人の性やジェンダー表現やアイデンティティのためにその
人に対して行われる犯罪（para. 63） 
・ICC の法枠組みは性的暴力犯罪とその被害者に対して特別な地位を与えている（手続証
拠規則 86）（para. 64） 
・性的およびジェンダーに基づく暴力の被害者への賠償のデザインには、特に子どもに対す
るものについては、性的暴力犯罪の特に重大な性質と結果について考慮されなければなら
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ない（para. 66）…証拠基準については性被害者が直面する困難に敏感であるべき（para. 67） 
2. HARM 

i. Concept and types of harm 
・害の概念は、「傷、苦痛、損傷、損害、損失...（hurt, injury and damage）」：物質的、身体
的、心理的なもの（para. 68） 
・害は直接でなくてもよいが、被害者個人に対するものでなければならない（para. 69） 
・法人に対するものは、それらの財産に対する直接の害でなければならない（para. 69） 
・以下の害は、被害者個人により経験されなければならず、犯罪との因果関係が証明されな
ければならない（paras. 72-75） 
①人生設計に対する損害：通常の状況において可能な個人的、専門的、家族的な発展の期待
において表現される 
②超世代的害（トラウマを受けた親から子への影響） 
③中核犯罪の大規模性による家族や共同体といった個人の集合体によって経験される害 

ii. Causation 
・賠償は被告人が有罪となった犯罪の結果として経験された害に対して（para. 76） 

iii. Standard and burden of proof 
・害と犯罪との因果関係を事件の特殊な状況に基づいて十分に証明すること（para. 77） 
・何が「十分に」にあたるかは、証拠取得の困難を含む事件の特殊な状況による（para. 77） 
3. TYPES AND MODARITIES OF REPARATIONS 

i. Types and modalities of reparations 
・個人賠償と集団賠償（共同体賠償／個人化された要素のある集団賠償（’collective 
reparations with individualized components’））…並行して行われることもある（para. 78） 
・賠償の態様：原状回復、補償及びリハビリテーションの提供（75 条）＋象徴的、予防的、
変革的な（transformative）価値、和解（paras. 82） 

ii. Proportional, prompt, and adequate reparations 
・賠償は、ローカルな文化的および慣習的実践を、差別的であったり排他的であったり、被
害者の権利への平等なアクセスを拒否するものでない限り、反映するべきである（para. 90） 
・賠償は、被害者やその家族、共同体に、その措置から長期にわたって利益を受けられるよ
うにするために、自己持続的（self-sustainable）なプログラムを支持すべきである（para. 91） 

iii. Prioritisation 
・特に脆弱な状態にある被害者や緊急支援の必要な被害者が優先される（para. 92） 

iv. Transformative reparations 
・変革的な（transformative）な賠償の目的は、一般的に、修復的な、そして矯正的な効果
の両方をもたらすことを目指し、差別と偏見、および犯罪が生じるための条件を作り出すこ
とに貢献した実行を瓦解させることで構造的変化を促進するもの…賠償は、そのデザイン、
履行、および影響において変革的であるために努力するべき（para. 94） 



国際刑事判例研究会 
2021 年 11 月 1 日 
担当：越智 萌 

 

5 
 

・ICC は結果より参加的プロセスを優先することと、不平等な力関係に挑戦することで社
会的排除に向き合う必要/賠償を得るプロセスそれ自体が力を与えるもの（empowering）で
変革的であるべきであり、賠償を得るための活動的な役割を得る機会を被害者に与えるも
のであるべきである（para. 95） 
4. LIABILITY（略）、5. RIGHTS OF THE DEFENCE（略）、6. OTHER PRINCIPLES 
 
V. ORDER FOR REPARATIONS AGAINST MR NTAGANDA 
・集団的賠償の命令（para. 104） 
A. RELEVANT VICTIMS 

1. General Considerations 
・適格性の基準を用いる（個別の被害者については被害者信託基金（TFV））により決定す
る）（para. 105） 
・被告人が有罪となった犯罪の領域的、時間的、事項的範囲（para. 106） 

2. Direct victims（略）、i. Victims of the attacks（略）、ii. Child soldiers victims（略） 
iii. Children born out of rape and sexual slavery 

・強姦や性奴隷化によって生まれたこどもは直接的な被害者である/強姦や性奴隷化の被害
者の子どもであるがこれらの犯罪の結果生まれたわけではない子どもは間接被害者（para. 
122） 

3. Indirect victims 
・「家族」の定義...伝統や文化を考慮する、親しかったかではなく、被害によって個人的に
影響を受けたことを証明する必要（para. 124） 
・婚姻や出自の問題ではない（para. 126） 
B. HARM 

1. General Considerations 
2. Causal link 

・ICC は「but/for」テスト＋「直近の原因（proximate cause）」であったことを必要とする
（para. 132） 

3. Evidentiary criteria 
・「蓋然性の優劣（balance of probabilities）」テスト（para. 136） 
・害の推定…子ども兵、強姦、性奴隷化の被害者およびその家族、殺人、および攻撃の間に
行われた犯罪の直接被害者、殺人の間接被害者および生活に重大な影響をもたらす物質的
な損失を負った者の心理的害（paras. 144-147） 

4. Definition of the types of harm suffered by the victims 
i. Harm suffered by the direct victims（略）、ii. Harm suffered by the indirect victims
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（略） 
iii. Chamberʼs determination 

a) Harms suffered 
by the direct 
victims of the 
attacks: 

i. Material harm; 
ii. Physical injury and trauma, including memory loss, neurological 
disturbances, and extensive physical scarring; 
iii. Psychological trauma and the development of psychological 
disorders, such as, inter alia, suicidal tendencies, depression, and 
dissociative behaviour; 
iv. Psychosocial trauma, due to exclusion from and disintegration of 
families and communities; 
v. Loss of productivity capacity, reduced standard of living and socio-
economic opportunities; 
vi. Interruption and loss of schooling and vocational training; 
vii. Exposure to an environment of violence and fear; 
viii. Loss of childhood; 
ix. Loss of life plan; and 
x. Damage to the health centre in Sayo and loss of adequate 
healthcare provision to the community that benefitted from it. 

b) Harm suffered 
by direct victims of 
crimes against 
child soldiers: 

i. Material harm; 
ii. Physical injury and trauma; 
iii. Psychological trauma and the development of psychological 
disorders, such as, inter alia, suicidal tendencies, depression, and 
dissociative behaviour; 
iv. Psychosocial trauma, due to exclusion from and disintegration of 
families and communities; 
v. Interruption and loss of schooling and vocational training; 
vi. Separation from families; 
vii. Loss of childhood; 
viii. Loss of life plan; 
ix. Exposure to an environment of violence, fear, and threats; 
x. Difficulties socialising within their families and communities, 
including rejection and stigmatization; 
xi. Difficulties in controlling aggressive impulses; and  
xii. Non-development of ‘civilian life skills’ resulting in the victim 
being at a disadvantage, particularly as regards employment. 

c) Harm suffered i. Physical, psychological, psychiatric, psychosocial, and economic 
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by direct victims of 
rape and sexual 
slavery, including 
child 
soldiers and 
children born out 
of rape and sexual 
slavery: 

harm (including 
injuries, trauma, ostracism, stigma, and social rejection), in 
immediate and longer 
term, in the case of the direct victims of rape and sexual slavery; and 
ii. Physical, psychological, psychosocial, and economic harm 
(including rejection at 
multiple levels, discrimination, and marginalisation) in the case of 
children born out of rape and sexual slavery. 

d) Harm suffered 
by indirect victims: 

i. Material deprivation that accompanies the loss of the family 
member’s contributions; 
ii. Loss, injury or damage suffered by person intervening to attempt 
to prevent the direct victims from being further harmed as a result of 
the relevant crime; 
iii. Psychological harm experienced as a result from the sudden loss 
of a family member, including behavioural disorders, such as trauma, 
depression, suicidal tendencies and feelings of hatred; 
iv. Psychological harm and trauma as a result of what they witnessed 
during or after the attacks; 
v. Psychological, psychosocial, and material harm resulting from 
aggressive behaviour by former child soldiers reunited with their 
families and communities; and 
vi. Transgenerational harm of children of direct victims. 

C. TYPES AND MODALITIES OF REPATATIONS 
1. Types of reparations 

・手続証拠規則 98（3）集団賠償が「より適切」である場合の決定に関連する要素：「被害
者の数および、賠償の範囲、形態、および態様」（para. 185） 
・本件では、個人化された要素を持つ集団賠償（collective reparations with individualised 
components）が最も適切な種類だと判断する（para. 186） 
・考慮事項：被告人の権利、複雑で多角的な害、被害者の人数、強姦や性奴隷化の被害に対
応するのに最も適切（paras. 186-196） 

2. Modalities of reparations（paras. 197-213） 
原状回復 犯罪が生じる前の状況を回復すること 
補償 他の手段により回復できない害について、金銭を用いて経済的救済を

提供すること→TFV 
リハビリテーシ
ョン 

社会への再統合を促進するため／トラウマに関するカウンセリング
（これらのプログラムは将来の再被害者化を防ぐための変革的目的を
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有している） 
満足 違反を認め、被害者の尊厳と評判を守るため/証明書の発行、アウトリ

ーチやプロモーションのためのプログラム、教育的キャンペーン 
象徴的賠償 Abbé Bwanalonga の名を冠したコミュニティ・センターの設置 

Sayo におけるヘルス・センターの設置 
ンタガンダの自発的謝罪（被害者の同意による） 

D. SCOPE OF MR NTAGANDAʼS LIABILITY FOR REPARATAIONS 
1. General Considerations（略） 
2. Modes of liability and victims entitled to reparations in other cases 

・有罪となった者の賠償責任はその者の犯罪の実行における参加によって
．．．．

生じた害に比例
するものでなければならない（ルバンガ）/賠償の量が、その害に貢献した他の者との関係
における相対的な責任を反映するものでなければならないことを意味しない（カタンガ）
（para. 217） 
・本件でも、ンタガンダは有罪となったすべての犯罪の直接および関節被害者に対して生じ
た害のすべての範囲について補償する責任を有する（para. 218） 
・しかし「過剰賠償をしない（no over-compensation）」原則からは、ルバンガによる賠償
プログラムが救済した部分についてはルバンガとンタガンダの両方を代表して行われたと
する（para. 220） 

3. Indigence, funds available to the TFV, and other criteria（略） 
4. Amount of Mr Ntagandaʼs financial liability 
i. Applicable Law（略）、ii. Victims potentially eligible for reparations（略）、iii. Cost to 
repair the victimsʼ harms（略） 
iv. Conclusion 

・考慮要素：被害者数（1,100-100,000）、TFV の査定、専門家意見＋保守的な（conservative）
査定（被告人の権利を考慮して）（para. 220） 
・結論：USD 30,000,000 

VI. IMPLEMENTATION（略） 
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コメント 

●その後： 
2021 年 6 月 8 日 初回の優先被害者に焦点を当てた履行計画草案（IDIP） 
2021 年 7 月 23 日 IDIP に対する決定（承認） 
 
●間接被害者としての「家族」の定義 
・多く米州人権裁判所判例を参照 
・ローカルな伝統と被害者の文化に注意を払う（para. 124） 

・特別アフリカ裁判部判例（EAAC, Le Procureur v. Hissein Habré, para. 586.）
Extraordinary African Chambers held that, ‘in Chad, and more broadly in the African 
continent, the family goes beyond the strict frame of a couple and their children, it 
includes their father and mother, brothers and sisters and other relatives’.(para 124) 

・「出自」の無関係⇔強姦や性奴隷化によって生まれたこどもは直接的な被害者である/強姦
や性奴隷化の被害者の子どもであるがこれらの犯罪の結果生まれたわけではない子どもは
間接被害者（para. 122） 
 
●「被害者中心アプローチ」 
・「被害者中心」アプローチ：刑事司法プロセスに被害者を巻き込み、そうすることで彼ら
の真実、正義、賠償への権利が尊重され実行されるように、被害者に対する適切な考慮を与
える 
・（註 112）A. McDonald, ‘The Development of a Victim-Centred Approach to International 
Criminal Justice for Serious Violations of International Humanitarian Law’ in J. Carey, W.V. 
Dunlap, and R.J. Pritchard (eds.), International Humanitarian Law: Prospects (2006), p. 241. 
 
●変革的（transformative）賠償の概念 
・変革的な（transformative）な賠償の目的は、一般的に、修復的な、そして矯正的な効果
の両方をもたらすことを目指し、差別と偏見、および犯罪が生じるための条件を作り出すこ
とに貢献した実行を瓦解させることで構造的変化を促進するもの（para. 94） 
変革的正義概念...修復的正義と同様、国内における通常犯罪に対する刑事司法の一つのモデ
ルとして 90 年代後半から主に米国で提唱され始めた概念 1 
・紛争後の文脈における変革的正義...「ローカルな機関と資源を強調し、予定された結果よ
りも過程を優先し、ローカルとグローバルの両レベルにおける不平等で交差的な権力関係

 
1 Anthony J. Nocella II, “An Overview of the History and Theory of Transformative 
Justice,” Peace & Conflict Review, Volume 6, Issue 1 (2011), pp. 1-10 
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と排他的構造に挑戦する変革的な変化」のことを指す 2 
・IACtHR, Cotton Field case, Series C No. 205, paras 450-451 
 

 
 
・IACtHR, Case of Atala Riffo and daughters v.Chile, Series C No. 239, para. 267. 
・Expert Report, ICC-01/04-02/06-2623-Anx2-Red2 (Expert Report on Reparations for 
Victims of Rape, Sexual Slavery and Attacks on Healthcare, Sunneva Gilmore) 
・UNSG, Guidance Note, ST/SG(02)/R425, principle 4, pp. 8-9,  
acknowledging that ‘reparations have the potential to trigger important changes even if they 
alone cannot transform the root causes’; see also Nairobi Declaration, p. 2, and principle 3(H). 
 
●ローカル実践・自己持続的プログラム 
・賠償は、ローカルな文化的および慣習的実践を、差別的であったり排他的であったり、被
害者の権利への平等なアクセスを拒否するものでない限り、反映するべきである（para. 90） 
・賠償は、被害者やその家族、共同体に、その措置から長期にわたって利益を受けられるよ
うにするために、自己持続的（self-sustainable）なプログラムを支持すべきである（para. 91） 
 
 
●共犯者との責任の共有 
・ルバンガとの共犯関係 
・判示：賠償に関して共有はしない（all jointly liable in solidum）（para.219） 
↓ 
しかしルバンガによって行われた賠償についてはンタガンダについても賠償されたとする
（過剰賠償をしない原則）（para. 220） 
…結局、先に有罪となった者が払う仕組み？ 

 
2 Paul Gready and Simon Robins, From Transitional to Transformative Justice (Cambridge 
University Press, 2019) 
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