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事実の概要

　スリランカ国籍の控訴人が、被控訴人（国）に
対し、チャーター機による集団送還によって「裁
判を受ける権利」を恣意的に奪われたか否かを
争った。難民不認定処分に対する取消訴訟等の意
向を示していた控訴人は、集団送還の対象者に選
定され、難民不認定の異議棄却決定（2014 年 11
月 7 日）から告知を意図的に 1 カ月以上（2014 年
12 月 15 日）遅らされ、外部との連絡を遮断され、

「6 カ月の間これ裁判できる。」「おれ、おれ裁判
やるの。」などと述べたが名古屋入管入国警備官
は「スリランカに帰ってやりなさい。」などと発
言した。帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明を
するなどした入国警備官を含む入管職員の一連の
行為が、控訴人の裁判を受ける権利を侵害したな
どと主張して、国賠法 1 条 1 項に基づき、損害
賠償金の支払を求めた。原審は、入管法 61 条の
2 の 6 の送還停止効（在留資格未取得外国人につい
て難民不認定処分に対する異議申立てについての決
定があるまで送還を停止する）以外に、送還を停止
すべき旨の規定がなく、裁判所による執行停止決
定がない限り送還が法令上停止されず、国賠法 1
条 1 項の違法はないとした。しかし、送還後も
難民不認定処分取消訴訟が可能との誤った教示を
同項違法とし、8 万 8000 円及び遅延損害金の支
払を認めたが１）、控訴人は意図しなかった部分の
一部勝訴でなく、本質的な敗訴部分を不服とし控
訴した。

判決の要旨

　入管職員の本件送還に至る一連の行為が、「控
訴人の裁判を受ける権利（憲法 32 条）又は適正
手続の保障（憲法 31 条）等を侵害したか」につ
き「難民不認定処分に対する異議申立てについて
の決定前においても、別途、同処分に対する取消
訴訟等を提起することや、退去強制令書発付処分
等に対する取消訴訟等の提起」で「裁判を受ける
機会を確保する手段が与えられて」おり、「裁判
を受ける機会の確保と我が国の在留制度との調和
を図っている」として、「憲法上、被退去強制者
の集団送還対象者選定は許容され、異議申立棄却
決定後に出訴期間満了まで送還を停止し、裁判を
受ける機会を確保しなければ著しく不合理で実質
上裁判の拒否に当たると認められず、手続保障に
欠けるものといえず、憲法 13 条に反しないので
あり、入管職員の本件送還に至る一連の行為が、
憲法上の裁判を受ける権利及び適正手続の保障等
を侵害したものとはいえない。」とした。
　自由選択主義を採用している入管法等や行政処
分に対し、「司法審査を受ける機会を保障しよう
としている行政事件訴訟法等との関係で国賠法 1
条 1 項の適用上違法であるか」につき「難民不認
定処分に対する異議申立棄却決定後に送還を停止
すべき旨を定めた規定が存在しないことや、難民
認定申請者が被退去強制者に該当する場合に被退
去強制者について速やかに国外に送還すべき旨を
定めた入管法52条 3項が存在することをもって、
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その者の難民該当性に関する司法審査の機会が実
質的に奪われることを正当化することは困難」で
あり、「難民不認定処分に対する訴訟（中略）を
提起した者の裁判を受ける権利に配慮し、当該訴
訟が終結するまでの間、その送還を見合わせる運
用を行っており、国際連合の条約審査（自由権規
約、拷問等禁止条約）においても、行政事件訴訟
法の定める教示義務等を踏まえ、難民認定申請者
の司法審査の機会を確保すべく措置していること
や、被退去強制者が難民不認定処分に対する訴訟
を行う意思を有しているか否かを確認するなど裁
判を受ける権利に配慮し、相当の期間その手続の
経過を踏まえた上で送還の実施を判断しているこ
と等を表明（中略）対外的な表明とも整合しない。」
とし、「本件異議棄却決定について適切な時期に
告知を受けられなかったこと等により、同決定後
に取消訴訟等を提起する機会が与えられなかった
ものであり、これらの入管職員の一連の行為は、
控訴人の難民該当性に関する司法審査の機会を実
質的に奪ったものといわざるを得ない。」と判示
した。
　すなわち、(1) 憲法の定める裁判を受ける権利、
適正手続の保障、自由権規約 2 条 3 項、14 条 1
項、難民条約 16 条は、難民該当性に関する司法
審査の機会を実質的に奪われないことにつき法律
上保護された利益を有する。(2) 自由権規約 14 条
1 項は、民事上の権利義務に関する争いについて
独立した公平な裁判所による公開審理を受ける権
利をすべての者に保障している。(3) 自由権規約
14 条 1 項及び行政事件訴訟法は、異議申立棄却
決定後に取消訴訟等を提起する意向を示していた
者が、集団送還の対象とされたために難民該当性
に関する司法審査の機会を実質的に奪われること
を許容できない。よって、被控訴人（国）に対す
る慰謝料及び弁護士費用 44 万円及び遅延損害金
の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し、
原判決を変更した。

判例の解説

　一　司法審査を受ける実質的な機会
　１　裁決の告知と出訴期間の教示
　本件で争点となったのが、出訴期間の教示義務
と異議棄却決定からその通知までの時間差であ
る。被控訴人は、この時間差について「異議申立

棄却決定の告知においては、難民認定申請者のプ
ライバシーへの配慮や通訳人の確保が求められる
ため、1 カ月程度の時間を要することは通常であ
り、本件異議棄却決定においても告知を遅らせ
たことはない」と主張した。しかし、2014 年 11
月 7 日に異議棄却が決定されており、「難民異議
申立事務取扱要領」第 2 節決定の通知第 1 項出
頭通知第 1 号によれば「本省入国管理局長から
裁決結果の通知を受けたときは、速やかに、当該
裁決に係る審査請求人に対し出頭通知書を書留郵
便で送付し、又は電話により出頭するよう通知す
る」２）と規定されている３）。同規定に反して通知
しなかったことにつき、被控訴人は、裁判所から
の求釈明の要請に応えず、告知することができな
かった合理的な理由を説明しなかった点が判断に
影響を与えたと考えられる。

　２　マクリーン判決の呪縛
　在留資格を有さない者は「国際慣習法上、国家
は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、

『特別の条約』がない限り、外国人を自国内に受
け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合
にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に
決定することができる」４）とマクリーン判決を根
拠に権利を否定されてきた。本件の被控訴人の論
旨は「在留資格を有さない者には『裁判を受ける
権利』は保障されない」を前提に、入管法や諸法
令を解釈している。そのような解釈は、あたかも
入管法を憲法及び国際人権諸条約よりも高位に位
置付ける、本来解釈されるべき順の逆転が生じて
いる。この点、最高裁元判事の泉徳治は「外国人
に対する憲法の基本的人権の保障は『外国人在留
制度のわく内』で与えられるにすぎないとするの
は完全な誤りであ」り、「外国人在留制度が憲法
の上にあり、法務大臣の処分について違憲の問題
は生じない」のではなく「生じる」５）と、マクリー
ン判決の間違いを指摘した。他の憲法研究者に
よっても同様の指摘がなされている６）。
　本件では、既存の裁判所の間違いを修正し、自
由権規約 14 条 1 項、難民条約 16 条 1 項の「裁
判を受ける権利」に基づき、自由権規約 2 条 3
項の「効果的救済」を認めた意義は大きい。効果
的救済は付随的権利であり、他の権利と結合して
認められる権利である７）。自由権規約委員会は一
般的意見 32 で、在留資格の有無によって司法ア



新・判例解説 Watch ◆ 国際公法 No.49

3vol.29（2021.10） 3

クセスへの権利が変わらない点を明確にした８）。
本件では、自由権規約の裁判を受ける権利と効果
的救済を結びつけ非正規滞在者に実質的な司法審
査を受ける機会を認めた。難民認定の行政手続中
は退去強制を執行しないとする送還停止効が終了
し、送還停止効が法上なくなり、訴訟中は退去強
制をしないという運用に至るまでの隙をついて退
去強制することが実質的な司法審査の機会を奪う
と国際人権条約に基づいて日本の裁判所が認めた
ことは画期的である。さらに、国連の条約審査に
おける政府の表明との齟齬を指摘した点も従来に
ない判断であろう。この効果として、行政手続段
階で難民不認定となったが、難民不認定取消訴訟
の司法手続を希望する者は退去強制されないこと
を司法が明確にした意味は深い。しかし、本件で
不可解なのは、自由権規約及び難民条約上の「裁
判を受ける権利」と結びついて自由権規約の「効
果的救済」で実質的な司法アクセスを認めたのに
対し、憲法上の裁判を受ける権利及び適正手続を
認めなかった点である。

　二　難民不認定取消訴訟における訴えの利益
　１　退去強制後の訴えの利益
　本件の特殊性は、難民不認定取消の「裁判」が、
通常の退去強制の「裁判」と異なる点にある。控
訴審も「入管法は、難民認定申請者を本邦にある
外国人に限定しており（61 条の 2 第 1 項）、当該
外国人が退去強制令書の執行により本邦から出国
した場合、難民不認定処分の取消しを求める訴え
の利益は失われると解される（最高裁平成5年（行
ツ）第 159 号、同 8 年 7 月 12 日第二小法廷判決・
集民第 179 号 563 頁）から、同処分に対する異
議申立棄却決定がされた被退去強制者が集団送還
の対象者に選定された場合、入管当局の前記の運
用を前提とすると、異議申立てとは別に事前に難
民不認定処分に対する取消訴訟等を提起するなど
していなければ、難民該当性に関する司法審査の
機会を失うことになる。」点に重きを置いている。
この点、混乱されがちであるが、通常の外国人は
退去強制された後も、代理人が取消訴訟をするこ
とは「形式上」可能である。それに比して、難民
認定申請者が退去強制されると、日本から出国し
た時点で訴えの利益がなくなるとの上記最高裁の
判例があり、難民不認定取消訴訟は「形式上」も
不可能とされている。

　２　司法的救済の趣旨
　司法的救済を念頭に置く場合、訴えの利益を喪
失する判例が妥当かについては疑問が生じる。「裁
判」の意思表示を示している者に対し、「退去強制」
という強制権を発動した結果、生じた不利益の法
的効果は遡って無効とするのが「司法的救済」と
考えられる。判例評釈でも「難民不認定処分に瑕
疵があり、取り消すべきものであっても、退去強
制手続に基づいて強制送還されれば、司法的救済
の途が閉ざされることになり、理論上不合理と言
わざるをえない。」と指摘された９）。「利益救済説
の立場に立てば、処分の取消しによって回復され
るべきものが実体行政法規の保護するものでない
単なる事実上の利益であっても、それが直接かつ
重大である場合には訴えの利益が肯定される」10）

と解する見解もある。本件では、訴えの利益が喪
失するため司法審査の機会を実質的に奪われるこ
とを救済する判断であったが、その前提である訴
えの利益が喪失することが妥当かについては一切
触れられていない。司法審査を受ける機会を保障
する理由は、司法的救済を受けるためであるとす
れば、後者については実質的にも形式的にも司法
審査を受ける機会を奪っているが、前者について
も退去強制後に呼び戻すことの困難さを考慮すれ
ば、実質的に司法審査を受ける機会を奪うおそれ
があることに留意する必要がある。また、「実質」
に着目すれば、以下にみるノン・ルフルマン原則
の適用に関し、司法審査を受ける権利までは保障
しないと判断した点も問題となり得る。

　三　回復不能な損害を避けるための
　　　ノン・ルフルマン原則
　１　合理的な出訴期間とノン・ルフルマン原則
　ノン・ルフルマン原則とは、送還されれば生命・
自由が脅かされる、拷問及び非人道的な取扱いな
どにさらされる及び・又は強制失踪のおそれがあ
る者をその領域へ送還してはならない「追放・送
還禁止」原則であり、難民条約 33 条、拷問等禁
止条約 3 条、強制失踪条約 16 条及び入管法 53
条 3 項に明文化されている 11）。
　被控訴人は、原審において、行政機関は、行政
処分を行うに際し、当然に法令に基づいて意思決
定を行っているのであるから、その時点で、法の
支配の原理は及んでいるといえ、裁判所の審査は
不要とし、「ノン・ルフルマン原則というのは（中
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略）原告が実際に『難民』と認定されていること
までは問わないにしても、原告によってスリラン
カが『生命又は自由が脅威にさらされるおそれの
ある領域』であることが前提となって初めて、同
原則に違反することにな」り、「出訴期間内に原
告が本国に送還されたからといって直ちに同原則
に違反するということにはなら」ず、「司法判断
を受けないまま難民認定申請者を本国へ送還する
ことをもって同原則違反とな」らないと主張した。
これに対し、控訴人は原審で「行政機関が、法令
に基づいて意思決定を行っていれば、法の支配が
及んでおり、裁判所の審査は不要であるとすれば、
すべからく行政事件訴訟法の出訴期間（取消訴訟
は、処分又は裁決があつたことを知った日から 6
カ月）は不要となり、裁判所行政部は不要である
と述べていると同然」と反論した。控訴審は、「ノ
ン・ルフルマン原則が、政治的迫害のおそれのあ
る国への送還を禁止するものであり、我が国の司
法審査においても難民条約 33 条 1 項を引用する
入管法 53 条 3 項の規定に基づいて送還の可否を
判断することが求められるものの、それを超えて」
を付記したものの基本的には原審を踏襲した。

　２　ノン・ルフルマン原則と司法審査
　本件では、ノン・ルフルマン原則は司法審査を
受ける機会の保障と切り離して判断された。こ
の点、原審の判例評釈は「ノン・ルフルマン原
則と自由権規約 2 条 3 項の効果的救済の保障と
は結びつけて考えることができ（中略）取消訴訟
を提起できなければならない」12）と批判した。ま
た、拷問禁止委員会一般的意見 4（2017 年）パラ
18(e) は、「退去強制の命令につき、当該命令の通
知後、合理的期間内に独立した行政機関及び・又
は司法機関に対し当該命令の執行に対し停止効力
のある異議申立を行う権利を保証する」点を明確
にした。さらに、UNHCR 執行委員会は「(6) （ⅶ）
上位の行政機関又は裁判所への異議申立の間、難
民認定申請者は国内に留まることが許されるべき
である。」とした 13）。ノン・ルフルマン原則に違
反するおそれの有無は、難民審査手続を実施する
機関とは別の独立した司法機関又は行政機関で審
査されることが要請されている。送還停止効が機
能しない場合、本件で問題となった実質的司法審
査を受ける機会が奪われ、回復不能な損害が起こ
り得るからである。国連特別報告者らは入管法改

正法案について共同声明を発表し、原則として 3
回目以上の難民認定申請者に送還停止効を認めな
い案 14）に警笛を鳴らした 15）。また、UNHCR も
憂慮の見解を発表した 16）。こうした国連諸機関
の声明も注視する必要があろう。

●――注
１）原審掲載誌・判時2436号。本件類似として、東京地判（原

審）令 2・2・27 平成 29 年（ワ）第 35455 号国家賠償
請求事件及び東京高裁（控訴審）令和 2 年（ネ）第 533
号国家賠償請求控訴事件。

２）「難民異議申立事務取扱要領」最終改正：平成 25 年 3
月 27 日、42 頁。
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