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事実の概要

　抗告人は平成 12 年に中国で出生した中国籍の
女性である。平成 18 年に在留資格「家族滞在」
の上陸許可を受け、両親及び兄弟と共に在留し、
日本の学校に通っていたが、平成 24 年より不法
残留した。不法残留（入管法 24 条 4号ロ）の口頭
審理を経て平成 25 年 2 月 14 日に退去強制令書
が発付され、収容されたが同日仮放免された。平
成 26 年に異議の申出及び退去強制の取消訴訟が
棄却された。平成 30 年 12 月 27 日（18 歳になっ
た翌日）に収容され、同月 28 日に抗告人は家族
と共に中国へ強制送還された。抗告人は日本の公
立高校から推薦を受け、日本の公立大学に入学す
る予定であったため、平成31年1月18日に「留学」
在留資格認定証明書交付（入管法 7条の 2第 1項）
を申請したが（本件申請）、法務大臣から権限の
委任を受けた名古屋入管局長は、上陸拒否事由（入
管法 5条 1 項 9 号ロ）に該当すると証明書を交付
しない処分をした。抗告人は証明書を仮に交付す
る義務付け（行訴法37条の5第1項）を申し立てた。
原審は本案事件である本件申請に係る証明書の交
付の義務付けの訴えは、行訴法 37 条の 3第 1項
2号の要件を欠き不適法で、本案事件が適法なも
のとして係属しているとはいえず、本件申立ては
不適法として却下されたため、抗告人は不服とし
て本件抗告を申し立てた。名古屋入管局長が抗告
人に上陸拒否の特例の適用の前提となる在留資格
認定証明書を交付しないと判断したことは、社会

通念上著しく妥当性を欠くといわざるを得ず、裁
量権の範囲を逸脱し、濫用したというべきと名古
屋高裁は判示し、本件申立てを却下した原決定を
取り消し、同局長に対し抗告人に証明書を仮に交
付することを命じた。

決定の要旨

　１　在留資格認定証明書の交付に係わる
　　　積極要素と消極要素
　(1)　不法残留が自身の責任でないこと
　抗告人は 6歳弱で母と来日後、父母と共に在
留し、在留期限を経過した時点で 11 歳、退去強
制時点で高校在学中の 18 歳だった。中国語は挨
拶程度の会話しかできず、読み書きもできないた
め、父母が日本から退去せず、抗告人のみが退去
して中国で生活することは困難だった。また、在
留資格に関する諸手続も全て父母により行われた
ことを併せ考えると抗告人の不法残留が抗告人自
身の責任によるということはできず、重大な消極
要素として考慮することは相当でない。
　(2)　日本への強い定着性
　抗告人が 6歳弱から約 12 年間の長期間日本に
在留し、日本の小・中・高で教育を受け、模範的
生徒と評価を受け高校の推薦で日本の公立大学に
合格していること等から、抗告人は強制送還され
た時点で日本に強い定着性を有していた。
　(3)　外国人の上陸拒否事由の趣旨
　外国人の上陸拒否事由（入管法 5条）の趣旨は、
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国内の公衆衛生、公の秩序、治安等を保護するた
め日本にとって望ましくない外国人が入国するこ
とを阻止することにある。抗告人は高校から周囲
に対する配慮を欠かさない心優しい人物で、生活
態度も模範的で思慮深く軽率な行動を取ることが
ない等と評価されている。抗告人を大学に進学さ
せるために支援者が集まり学費や生活費の支援が
予定されていること等から、抗告人を日本に入国
させることによる不都合は特に見当たらない。さ
らに、抗告人の過去の日本における生活態度が良
好であったことや大学進学後の学費や生活費の支
援を受けられる予定であることは上陸拒否の特例
の適用の前提となる在留資格証明書の交付の可否
を判断するに当たり抗告人に有利な事情として積
極的に考慮されるべきである。

　２　教育を受ける機会と重大な不利益の比較衡量
　(1)　教育を受ける権利
　抗告人は社会福祉士を目指し、平成 31 年 4 月
1 日から日本の公立大学へ進学する予定であっ
た。抗告人が上陸拒否の特例の適用を受けられず、
日本に入国することができなければ、高校の推薦
を受けて入学試験に合格した公立大学に進学する
ことができず、教育を受ける機会が奪われる。ま
た、抗告人は中国語が挨拶程度の会話しかできず、
読み書きもできないこと等から、現時点で抗告人
が本国で同等の教育機関に進学し、能力に見合う
就職先を見つけることは事実上不可能と考えられ
る。そうすると抗告人はこれまで積み上げてきた
学習の努力や成果を生かすことができず、自己の
能力を十分に発揮する機会を失う重大な不利益を
受けることとなる。
　(2)　上陸拒否の特例の判断
　上陸拒否の特例（入管法 5 条の 2）によれば、
特定事由がある場合でも当該事由のみによって上
陸を拒否しないことができる。抗告人は適法に退
去強制されており、これに伴ういかなる不利益も
当然に甘受すべきでない。本件不交付処分の適法
性の有無の判断は処分時における諸般の事情を踏
まえ、改めて名古屋入管局長の判断に裁量権の範
囲の逸脱又は濫用があったか否かを審査する必要
がある。
　抗告人が中国語で大学に進学できる程度の語学
力を習得するには相当期間を要すると予想され、
抗告人の経済的事情等から上陸拒否期間経過後に

再び日本の大学に進学することが容易であるとは
いえず、抗告人の不法残留が抗告人自身の責任に
よるものということはできず、抗告人が自らの
判断によって中国の大学を受験することは困難で
あったと考えられること等に照らすと不法残留中
に本邦の大学を受験したことなどを消極要素とし
て考慮することは相当でない。
　(3)　償うことのできない損害を避ける緊急の
必要性
　抗告人は平成 31 年 4 月 1 日から大学に進学予
定であり、同年 3月 27 日までに入学手続を完了
させなければ入学資格を失い同大学で教育を受け
る機会を失い、緊急に在留資格認定証明書の交付
を受けられない場合、抗告人に償うことのできな
い損害が生ずる。したがって、名古屋入管局長は
抗告人に、在留資格「留学」（在留期間 4年）と認
定する在留資格認定証明書を仮に交付せよと決定
した。

判例の解説

　一　上陸拒否の特例の適用の前提となる
　　　在留資格証明書交付
　本件で抗告人に在留資格認定証明書を交付する
争点となったのが上陸拒否の特例に該当するか否
かであった。

　１　上陸拒否事由（入管法 5条）
　日本にとって上陸を認めることが好ましくない
以下の外国人は上陸できないと入管法は規定す
る。①保健・衛生上の観点、②反社会性が強い、
③日本から退去強制を受けた、④日本の利益又は
公安を害するおそれ、⑤相互主義に基づき上陸を
認めない者。

　２　上陸拒否期間（入管法 5条 1項 9号）
　以下に該当する者は 1年から無期限、日本に
上陸できないと入管法は規定する。①過去に退去
強制されたり出国命令を受けて出国したことがな
い場合、退去強制された日から 5年、②過去に
退去強制されたり出国命令を受けて出国したこと
がある場合、退去強制された日から 10 年、③出
国命令により出国した場合、出国した日から1年、
④日本又は日本以外の法令に違反し 1年以上の
懲役又は禁錮等に処せられた場合等、無期限。本
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件抗告人は、不法残留により退去強制されたため、
①に該当し、退去強制の日より 5年間入国でき
ないことになる。

　３　上陸拒否の特例（入管法 5条の 2）
　しかし、たとえ上陸拒否事由に該当しても上陸
拒否の特例がある。上陸拒否の特例は平成 21 年
入管法改正で新設された規定であり、法務省令で
定める場合でかつ法務大臣が相当と認めた時に上
陸拒否事由のみで上陸を拒否されることはない。
法務省は毎年、上陸を特別に許可された事例及び
上陸を特別に許可されなかった事例を類型別に発
表している１）。

　４　本件における積極要素と消極要素
　抗告人は「日本の小・中・高で教育を受け、模
範的生徒との評価を受け」て「周囲に対する配慮
を欠かさない心優しい人物で、生活態度も模範的
で思慮深く軽率な行動を取ることはない」として
模範的な学生であり、勉学に努めていることを評
価し、日本への強い定着性を積極要素と判断した。
また、「抗告人の不法残留が抗告人自身の責任に
よるものということはでき」ないとして、子ども
自身が判断できない状況についてその不利益を負
わせることを否定した。さらに、上陸拒否の特例
の判断について「抗告人の不法残留が抗告人自身
の責任によるものということはでき」ないとして
「不法残留中に本邦の大学を受験したことなどを
消極要素として考慮することは相当でない。」と
相手方の主張を退けたことは国際基準に基づいた
判断と評価できよう。

　二　裁判所が重点を置いた教育を受ける権利
　１　教育を受ける権利
　本件は上陸拒否の特例を適用するか否かの判断
において、教育を受ける権利と重大な不利益を比
較衡量し、かつ、入学手続を期日までに完了させ
なければ入学資格を失い、教育を受ける権利を失
うという差し迫った事情を勘案し、入管局長の裁
量権の権限逸脱濫用を認定し、既に退去強制さ
れた者に対して緊急に留学の在留資格認定証明を
「仮に」交付することを入管局長に義務付けた日
本初の画期的な「仮の義務付け」決定である。3
月 20 日原審決定、同月 27 日の大学入学手続最
終締切日に高裁決定という英断であり、退去強制

後、在留資格認定証明書を仮に交付し、教育を受
ける権利を保障した決定は本件が初であろう。
　教育を受ける権利につき、社会権規約 13 条 2
項 (c) は「高等教育は、すべての適当な方法によ
り……能力に応じ、すべての者に対して均等に機
会が与えられるものとする。」と規定する。本件
では、日本で優秀な成績を修め、社会福祉士に
なるため学習の努力を積み上げてきた「能力に応
じ」、日本で「高等教育を利用する機会」を与え
ないことが償うことのできない損害になると裁判
所は判断した。

　２　自由権規約委員会の一般的意見
　抗告人は自由権規約 40 条 4 項に基づく自由権
規約委員会の一般的意見から「外国人の入国に関
する非人道的な取扱は禁止される」と主張した２）。
一般的意見は日本の裁判所で法的拘束力がないと
一蹴される傾向にあるが、条約法条約 32 条の条
約解釈の補足的手段であると同時に、条約法条約
31 条ａ項の条約の締結に関連してすべての当事
国の間でされた条約の関係合意に該当するとの説
が有力である。法的拘束力の有無にかかわらず、
締約国の義務を尊重する必要があろう。

　三　従来の事例との比較
　本件抗告人は、18 歳になった翌日に収容され、
翌々日に退去強制を執行されているため、18 歳
未満を対象とする子どもの権利条約の適用はな
く、子どもの最善の利益に言及はしていないもの
の、従来も子のみに在留を認めた事例は少なくな
いため、以下見ていく。

　１　在留特別不許可を取り消した事例３）

　不法上陸及び不法残留について帰責性が認めら
れないことをもって、控訴人に在留特別許可を付
与すべきであるというものではなく、控訴人自身
の事情や取り巻く事情や環境等を総合考慮して在
留特別許可を付与した。

　２　上陸不許可を取り消した事例４）

　不法上陸及び不法残留について何らの帰責性も
ないということができるとして、小学 2年から高
校 1年という学習や人間形成にとって極めて重
要な約 8年間を日本の学校や日本社会において
生活してきたこれまでの努力、中国語能力の乏し
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さ、今後とも日本社会に溶け込んで日本社会に貢
献し得ること、自分の人生についての判断能力が
あること等を軽視したとして上陸を許可しなかっ
た東京入管局長の権限逸脱濫用を認めた。

　３　退去強制は取り消さなかったが、再審情願で
　　　在留特別許可を与えられた事例５）

　日本で出生した 14 歳のタイ国籍の男性に対し
退去強制を取り消さなかった。高裁は「タイ人仲
間の限定されたコミュニティの中でひっそりと生
活して成育」され「地域社会との交わりは希薄で
あ」り、「12 歳になって地元の中学 2年に編入」後、
「定時制の県立高校に進学」したことから、「学校
生活を中心として一般社会と広く交流するように
なったのは比較的近時」であり、「社会への定着
性の点において必ずしも地域社会に根付いて強固
な関係を築いていたとまではいい難い。」また、「母
と日常生活においてタイ語で会話しており、その
読み書きができなくとも、タイ語を用いた意思疎
通は可能」と判示した。その後、母親のみタイに
帰国し、控訴人は日本の高校に通う中、再審情願
で在留特別許可が付与された。

　４　考察
　上事例の傾向として①不法残留についての帰責
性、②日本社会への定着性、③日本語能力及び国
籍国の言語能力、④本人のこれまでの努力、⑤周
りの協力等を総合的に判断する傾向がある。①本
人に不法残留の帰責性がなくとも、②日本社会へ
の定着性が高くなく、③国籍言語での会話能力が
ある場合、在留特別不許可・退去強制が取り消さ
れない傾向が見られる。本件では、上①～⑤につ
いて抗告人に有利であったと考えられる。

　四　社会の動向の変化
　１　韓国の類似事例
　本件類似の事例として、韓国清州地方法院、
2018 年 5月 17 日判決（2017 第 9号 2276「退去強
制命令及び収容命令取消事件」）６）がある。原告は
1999 年にソウルで出生したナイジェリア国籍の
男性で、父親が在留資格を喪失し不法残留となっ
た。原告は韓国の小・中・高で学び、ナイジェリ
ア語は不自由である点も本件と共通する。本判決
では、「不法残留は原告の過失で引き起こされた
ものではない点を考慮しなければならない。原告

の不法残留が両親の在留資格の剥奪によって生じ
る付随的効果に起因し、原告が自ら不法行為を行
なったためではない。」と不法残留につき、子の
帰責性を否定した。そして、「韓国の言語・風習・
文化・生活環境等が原告自身のアイデンティティ
を形成しており、経済的・社会的・文化的基盤は
これまでの生涯を通じて韓国においてのみ形成さ
れてきた。」と本件と同様に韓国への強い定着性
を認め、「12 年の教育を通じ私たち社会の構成員
として十分な役割を果たすために成長した原告の
退去強制は、原告に投資した時間、お金、努力の
大きな損失」と、退去強制が社会の損失と認めた。

　２　日本の社会状況の変化
　社会の動向、入管法改正における外国人との共
生、多様性の尊重、これらに伴う国民の意識の変
化も考慮する必要がある。非嫡出子と嫡出子の異
なる相続分を違憲と判断した最高裁決定７）も社
会状況の変化に伴う多様性の尊重の事象といえよ
う。子にとって「自ら選択する余地のない事柄」
を理由に不利益を及ぼすことは許されず、今後も
本決定の踏襲が必要であろう。

●――注
１）上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許
可されなかった事例について（http://www.moj.go.jp/
nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00046.html
（2019 年 8 月 12 日最終閲覧））。
２）自由権規約一般的意見 No.15（規約における外国人の
地位）、1986 年 4月 11 日採択、パラグラフ 5。

３）大阪高判平 20・5・28 平成 19 年（行コ）127 号「特
別在留許可不許可処分取消等請求控訴事件」。

４）東京高判平 19・2・27 平成 18 年（行コ）126 号「上
陸許可取消処分取消等請求控訴事件」。

５）東京高判平 28・12・6 平成 28 年（行コ）281 号「退
去強制令書発付処分取消等請求控訴事件」。

６）本判決文は韓国語のみのため、プロボノでいただいた
和訳を使用した。

７）最大決平 25・9・4 平成 24 年（ク）984・985 号「遺
産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事
件」。
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