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1　はじめに～本論文の目的

　近年、日本に滞在する外国人の長期滞在化が指
摘されており、その中には、日本で結婚し、子ど
もをもうけ、生活の本拠を日本に定めるものも出
てくるようになった。またその家族形態は、構成
員の国籍等により多種多様となっている。このよ
うに、マクリーン事件当時の状況から、現在のそ
れは大きく変化している。その為、当時は、想定
されていなかった問題が発生している。その問題
とは、出入国管理行政の家族生活に対する介入で
ある。退去強制によって、日本で形成した生活の
放棄又は家族の離散等という家族生活への影響が
近年指摘されている1。また、在留外国人に対する
退去強制令書発布等の処分を争う事例の増加も指
摘されている2。
　退去強制は、対象者の意思に反して、国外退去
を強制するものである。しかし、その実施の基準
は、あいまいであり、結果を予測することは困難
である。しかし、退去強制が対象者に及ぼす影響
を考えると、基準があいまいであることは好まし
いことではない。そこで、本論文では、退去強制
において家族生活を如何に考慮するべきであるか
を論じ、考慮されるべき要素と判断方法を提示し
たい。その為に、まずは、判例を整理・分析する
ことで、判例において家族生活が如何に考慮され
ているかを明らかにしたい。その際の検討対象は、
退去強制事例を扱った最高裁判例の数が少ない為、
下級審判例が中心となる3。また、法務省が発表し
ている在留特別許可に係るガイドライン4も随時参
考とする。出入国管理行政における在留特別許可
は、長らくその判断基準の不透明性が指摘されて
おり、ガイドラインは、実務上における在留特別
許可の判断基準を知る唯一の手がかりである5。そ
の為、退去強制の問題を扱うにあたっては、必要
不可欠なものであると言えるので、本論文におい
ても参考とすることにする。
　また、日本の議論に重要な指針を与えるものと
して、ヨーロッパ人権裁判所の判例なども参考に
する6。特に、ヨーロッパ人権裁判所の判例は、最

高裁も注目しているとされている7ことから、その
有用性が極めて高い8。自由権規約委員会において
も、外国人の退去強制が問題となった事案9がある
が、その数は多くはなく、体系的なレベルには達
していないと言われている10。また、子どもの権利
条約にも、退去強制を制限し得る条文（９条、16
条）が存在するが、「子どもの権利条約に関する
一般的な複雑な状況つまり、子どもの権利条約の
個別の遵守を調査する法的権限を持った機関が無
いために、解釈については、国際レベルでの信頼
できる解釈が存在しない11」という欠点がある。一
方、ヨーロッパ人権裁判所は、外国人の退去強制
が問題となった事案を数多く扱ってきていること
から、その判断手法は、ある程度成熟していると
言える12。さらに、ヨーロッパ人権裁判所が、司
法、行政等の背景事情が異なる加盟国の状況を勘
案した包括的な判断基準を提示していることから、
日本に比較的流用しやすいのではないかという点
も参考とする理由となっている。
　ヨーロッパ人権裁判所では、家族生活の尊重を
規定したヨーロッパ人権条約８条１項13により、退
去強制が家族生活に対する介入であるとし、2項で
その介入が不当であるか否かを判断するという手
法を採用している14。ヨーロッパ人権裁判所の判例
の検討に当たっては、ヨーロッパ人権条約が、数
ある人権条約の一つであることから、その他の人
権条約における一般的意見等を随時参考にするこ
とにする15。
　日本は、勿論、ヨーロッパ人権条約を批准して
いないが、家族生活の尊重を規定している市民的
及び政治的権利に関する国際規約16（以下、自由権
規約とする）や子どもの権利条約17等は批准してい
る。よって、ヨーロッパ人権条約８条を参考にし
て、これらの条文を退去強制の事例において解釈、
適用していくことは可能であると思われる18。これ
らの条約を直接適用することは、条約に対する従
来の判例の態度からすると困難であろう19。しか
し、参照、間接適用の形であれば、それほど困難
ではないと思われる20。実際、退去強制の事例にお
いて、自由権規約や子どもの権利条約を在留特別

退去強制事例における家族と子ども



96

北大法政ジャーナル No.18 2011

許可の付与を判断するにあたっては、条約の精神
や趣旨を重要な要素として考慮しなければならな
いとする判例21が見られるようになっている。
　以上の理由から、本論文では、ヨーロッパ人権
裁判所で採用されている判断手法を自由権規約や
子どもの権利条約等を通して、参照又は間接適用
する形で援用し、退去強制において家族生活を如
何に考慮するべきであるかを論じ、考慮されるべ
き要素とその判断方法を提示することにする。

2　退去強制の法的性質

　退去強制とは、国家に認められた自国にとって
好ましくないと判断する外国人を追放する権利に
基づき行われる強制処分である22。入管法では、24
条にその定めがある。24条は、退去強制処分に該
当する者を定めており、その手続きについては、
５章に詳細に定められている。52条に基づく退去
強制については、「義務の賦課があるとみれば強
制執行（そのうちでも直接強制）と解されるが、
この段階にないとみれば即時強制と解される」と
いわれており、行政上の即時強制と強制執行の区
別が不明確であるとされている23。また、52条を
即時強制（即時執行）とみなし、それが典型的な
公権力の発動であることから、当然、比例原則の
適用をみるとする見解もある24。
　一方、同じく入管法に規定されている難民認定
については、難民条約が、難民であることを確定
するための難民認定手続きについて何ら規定して
いないことから、認定手続きを如何に定めるかと
いうことは、締約国の立法裁量に委ねられている
とされている25。

3　在留特別許可とは何か

　入管法50条は、法務大臣の裁決の特例として、
在留特別許可を定めている。在留特別許可とは、
「異議の申し出が理由がないと認める場合、すな
わち容疑者が退去強制事由の一に該当すると認め
る場合であっても、その容疑者が一定の事由に該

当するときには、その者の在留を特別に許可する」
ものであり、「法務大臣がその自由裁量権に基づ
き恩恵的措置として在留を許可するものである」26。
在留特別許可を与えるか否かは、「単に容疑者の
在日経歴、家族関係等の個人的事情のみならず、
出入国管理を取り巻く状況、送還に関する事情、
内政外国政策等を総合的に考慮した上、法務大臣
の責任において決定されるものであって、その裁
量範囲は極めて広範なものであり」、「これらの
考慮すべき諸事情は相互に関連し、個人的事情、
客観的事情は個々に異なり、国内事情、国際情勢
は時代とともに変化するものであるから、在留特
別許可の許否についての固定的、一義的な基準は
存在しないというべきである」との説明がなされ
ている27。
　入国管理局も、入管法50条の在留特別許可は、
法務大臣の裁量的な処分でありその許否判断に当
たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理
由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢そ
の他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道
的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響
とを含めて、総合的に考慮するとし、在留特別許
可に基準はないとする28。しかし、許可事例と許
可されなかった事例が、公開されているので、そ
の傾向を推測することは可能である29。また、在
留特別許可におけるガイドラインも公開されてい
るので参考になると思われる30。

4　退去強制事例の分類―家族の類型

　ここでは、退去強制による家族生活の介入を論
じる前提として、退去強制事例に現れた家族をそ
の性質により分類する。そうすることで、それぞ
れの分類に対して、判例が如何に検討を加えてい
るかが明確になるからである。退去強制事例は、
国籍等の対象者の性質や家族構成員の性質によっ
て、以下のように分類することができる31。
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4.1　配偶者（婚姻婚、事実婚に関係なく）がいな

　　 い場合

　このケースは、退去強制の対象者が、一人であ
り、日本に在留する人間と婚姻、事実婚の関係に
ない場合である。つまり、日本において自身で自
分の家族を形成していない場合である。
　このケースの場合、ガイドラインによると在留
特別許可において特に考慮する積極要素としては、
当該外国人が日本人の子又は特別永住者の子であ
ること、難病等により本邦での治療を必要として
いることである。またその他の積極要素としては、
不法滞在者であることを申告するため、自ら地方
入国管理局に出頭したこと、別表第二に掲げる在
留資格32で在留している者の扶養を受けている未成
年・未婚の実子であること、本邦での滞在期間が
長時間に及び、本邦への定着性が認められること、
人道的配慮を必要とするなど特別な事情があるこ
とである33。外国人の人権のリーディングケースで
あるマクリーン事件34は、このケースに該当する。

4.2　日本人と婚姻関係（事実婚を含む）にある場

　　 合35

　このケースの場合、日本人との婚姻関係が、法
律婚であるか、事実婚であるかで判例の対応は、
異なる傾向にある。法律婚の方がより特別在留許
可が認められる傾向にある。しかし、法律婚の場
合であっても、婚姻の実態がない場合は、積極的
な要素としては考慮されづらい傾向にある。
　ガイドラインによると以下の点が積極的に考慮
される要素とされている。第一に特に考慮される
積極要素として、日本人又は特別永住者との間に
出生した実子（嫡出子又は父から認知を受けた非
嫡出子）を扶養している場合がある。さらに、当
該実子が未成年かつ未婚であること、当該外国人
が当該実子の親権を現に有していること、当該外
国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居
の上、監護及び養育していることのいずれにも該
当する必要があるとされている。第二に特に考慮
する積極要素としては、日本人又は特別永住者と
婚姻が法的に成立している場合である。しかし、

婚姻が法的に有効であっても、退去強制を免れる
ために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提
出した場合は、有効な婚姻とは認められない。さ
らに、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に
協力して扶助していること、夫婦の間に子がいる
など、婚姻が安定かつ成熟していることのいずれ
にも該当している場合であるとされている。
　日本人と婚姻関係にある場合、入管法２条の２
別表第二の「日本人の配偶者等36」に該当するか
否かが、争点となる。
　最高裁平成14年10月17日判決37は、「日本人と婚
姻した外国人が『日本人の配偶者等』の在留資格
によって本邦に在留するためには、単に当該外国
人が日本人と法律上有効な婚姻関係にあるだけで
は足りず、当該外国人が本邦において行おうとす
る活動が日本人の配偶者としての活動に該当する
ことを要する。」としている。さらに、「日本人と
の間に婚姻関係が法律上存続している外国人であ
っても、その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎
を失っている場合には、その者の活動は日本人の
配偶者の身分を有する者としての活動に該当する
ということはできないと解するのが相当である。
そうすると、上記のような外国人は、『日本人の
配偶者等』の在留資格取得の要件を備えていると
いうことができない。」とした。
　「日本人の配偶者等」の在留資格の内、日本人
の配偶者であるための要件については、二つの見
解が対立していると言われている38。一つは、「外
国人が日本人と法律上有効な婚姻関係にあること
（婚姻の要件）だけでは足りず、さらに当該外国
人が本邦において行おうとする活動が配偶者とし
ての身分に基づく活動に該当すること（活動要件）
を要する39」とするものであり、活動要件必要説40

と呼ばれる。もう一つは、「日本人との婚姻関係
が法律上有効に成立している外国人であれば足り、
婚姻関係が解消されるまでは配偶者等資格該当性
が認められる41」とするものであり、活動要件不要
説42と呼ばれる。最高裁平成14年10月17日判決は、
活動要件必要説を採用したものであると言われて
いる43。活動要件必要説と活動要件不要説では、実
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態に即した判断を促すであろう活動要件必要性の
方が、日本人の配偶者として在留する外国人の権
利保障につながると思われる。
　実際、最高裁判決以降、下級審は、日本人とそ
の配偶者との関係性を事実関係をもとに判断して
いる。法律婚ではないものの内縁関係といえる真
摯な共同生活があったと認められ、その関係は入
管法上保護の対象となり得るとした判例もある44。

4.2.1　両者の間に子どもがいない場合

　このケースの場合、両者が婚姻関係にあるか、
婚姻関係になくともそれと同等のつながりがある
か否かそして婚姻関係にあったとしてその実態が
あるか否かが検討される傾向にある。その判断の
際には、4.2で示したガイドラインの積極要素の有
無などにより判断されることになる。

4.2.2　両者の間に子どもがいる場合

　両者の間に子どもがおり、その子どもが日本国
籍を有している場合、退去強制によって外国籍の
親が子どもと引き離されてしまうことが発生し得
る。外国籍の親は、常に退去強制される可能性が
あるからである。親が退去強制されたとしても、
子どもは、日本国籍を有しているので、当然、日
本に在留する権利がある。しかし、その子どもの
年齢によっては、退去強制の対象となった外国籍
の親に精神的、経済的に依存しており、その親が
退去強制されると子はその親に同行せざるを得ず、
日本国籍を有しているにもかかわらず、実質的に
は日本から退去させられることになってしまう45。
国籍の決定を血統主義による日本で、このような
事態が多く発生するとは思われないが、出生地主
義を採用する国においては、この点が指摘されて
いる46。
　また、判例には、日本人と婚姻し三人の子ども
をもうけ、二度の薬物犯罪により実刑判決を受け
て服役したタイ人女性の退去強制を違法としたも
のがある47。この事例では、三人の子どもがいまだ
未成熟子であり、母親の養育が必要であることが、
積極的要素として考慮すべき事情とされている。

（1）母が日本人である場合

　母親が、日本人である場合、子どもは当然に日
本国籍を有する。このケースの場合、母親とその
子どもは日本国籍を有し、父親のみが外国籍を有
することになる。父親が退去強制の対象となった
場合に、在留特別許可が認められるか否かは、ガ
イドラインによると以下の点が、考慮されること
になる。
　第一に特に考慮される積極要素として、日本人
又は特別永住者との間に出生した実子（嫡出子又
は父から認知を受けた非嫡出子）を扶養している
場合がある。さらに、当該実子が未成年かつ未婚
であること、当該外国人が当該実子の親権を現に
有していること、当該外国人が当該実子を現に本
邦において相当期間同居の上、監護及び養育して
いることのいずれにも該当する必要があるとされ
ている。
　第二に特に考慮する積極要素としては、日本人
又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合
である。しかし、婚姻が法的に有効であっても、
退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形
式的な婚姻届を提出した場合は、有効な婚姻とは
認められない。さらに、夫婦として相当期間共同
生活をし、相互に協力して扶助していること、夫
婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟して
いることのいずれにも該当している場合であると
されている。

（2）父が日本人である場合

　このケースの場合、両親の内の一方が、外国籍
を有し、両親のもう一方と子どもは日本国籍を有
していることになる48。国籍の決定に血統主義を採
用する日本では、子が日本国籍を有し、親が外国
籍を有する退去強制事例はあまり見られなかった
が、国籍法改正によりこの種のケースも今後問題
となってくると思われる。つまり、両者が正式に
婚姻しておらず、生後認知された場合、国籍法違
憲判決後の改正により49、その子どもは日本国籍を
取得することになる。両親が婚姻関係にある場合
は、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められ



99

退去強制事例における家族と子ども

る可能性があるが、そのような関係になく、日本
国籍を有する子の養育を外国籍の親が担っている
場合、その親が退去強制されることは、日本国籍
を有する子に多大な影響を与えることになるだろ
う。従って、このようなケースの場合、子の存在
を重視した判断がなされる必要がある。

（3）両者の婚姻関係が、法的又は事実上破綻し

　　ている場合

　ヨーロッパ人権裁判所の判例には、両親の婚姻
関係は、破綻しているが、子どもと退去強制され
る親との関係が継続しており、そのつながりが強
固である場合、子どもの健全な成長の為に退去強
制を制限することを認めた判例がある50。国内で
は、子どもと非監護親との面会交渉は、子どもの
健全な成長にとって重要な意義があるので、将来
退去強制される親に対して直接の面接交渉を開始
する必要性を認めた家事裁判例がある51。本件の事
実認定によると、退去強制の取消訴訟において、
大阪地裁は、父親と子どもとの間のつながりは、
共に過ごした期間が半年と短かったこと等から、
未成年者の福祉に反するとは直ちには認めがたい
とし、退去強制に違法性はないとされた52。一方、
面接交渉を認めるか否かが争われた大阪高裁では、
「抗告人が日本を退去強制となると、当面は未成
年者との直接の面接交渉は困難になるが、手紙な
どの交換を通じての交流が続けば、未成年者が成
長した後も親子間の交流は可能であることからか
んがみると、未成年者の福祉を図るためには、現
時点で抗告人と未成年者との直接の面接交渉を開
始する必要性が認められる」として、面接交渉を
認めている。「近年の裁判例は、両親の愛情の享
受は子の人格の円満な発達に必要として面接交渉
を原則として認め、実施方法を具体的・詳細に定
め、不履行に強い姿勢で臨む傾向にある」53とされ
ており、本件においてもその原則が貫かれている
ようである。

4.3.1　外国人同士のカップルの間に子どもがいな

　　　 い場合

（1）両者の国籍国が同じである場合

　退去強制された場合、送還先は通常国籍国であ
るので、両者の送還先が異なることはない。よっ
て、送還先での生活が極めて困難であるというよ
うな特殊な事情がない限り、退去強制が違法とな
ることはないようである。

（2）両者の国籍国が異なる場合

　退去強制された場合、送還先は、それぞれの国
籍国となるので、その結果、家族が分離させられ
ることになる。しかし、送還後の再会が容易であ
り、どちらかの国籍国によって生活することに困
難がない場合、退去強制が違法となることは、な
いようである。

4.3.2　両者の間に子供がいる場合

　子どもがいる家族の退去強制が問題となったケ
ースでは、子どもにのみ退去強制の取り消しを認
める判例が出てきている54。従来の判例は、長期
間、平穏に生活していたという事実よりも、不法
に在留していた事実に重きを置く傾向にあった。
しかし、幼少期に親に連れられて来日し、又は日
本で生まれ育った子どもに関しては、その子自身
に不法在留状態の直接的な責任はないとして、子
が日本において形成した生活を重視する判例も出
てきている。その際に、判例が重視していると考
えられるのは、（1）子どもの年齢（2）子どもが
両親がいなくとも、日本で生活していけるか否か
（3）日本での滞在期間（4）就学状況・期間であ
る。（1）については、「自らの将来について自分
で判断することのできる年齢55」であり、家族と離
れて日本で生活することを理解しているか否かと
いう点が重視されているようである。（2）につい
ては、経済的には、自立していない子どもを一人
日本に残すことの妥当性が問題となる。判例は、
公的扶助の活用、アルバイト等による収入、支援
者の存在などにより、それが可能であるとする。
　従来の判例では、子どもの日本における生活に
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対して、好意的に評価しつつも、在留特別許可を
認めないのが、常であった。このような従来の判
例の傾向を考えると、近年の判例が、子どもにの
み在留特別許可を認めることは前進であると言え
る。しかし、退去強制によって、親子が引き離さ
れるという結果が妥当であるか否かは、検討の余
地があると思われる。この点に関して、他人名義
の偽造旅券で日本に入国したペルー人夫婦と日本
で生まれた10歳の長女が、退去強制処分の取り消
しを求めた名古屋地裁平成22年12月９日判決では、
長女の養育を考えれば、在留特別許可は両親と長
女を一体として、判断するのが相当であり、「不
法入国などの違法行為を重視し、在留の道を閉ざ
すのは相当ではない。在留資格を与えない判断は
社会通念上妥当性を欠き、裁量権の逸脱で違法」
と判断したことが注目に値する56。

（1）両親の国籍国が同一である場合57

　両親の国籍が同一である場合、血統主義を採用
する日本の国籍法の下では、原則、子どもの国籍
も両親と同一のものとなる。この場合、送還先は
基本的に対象者の国籍によって決定されるので、
退去強制によって、家族が離散するという事態は、
発生しない。ただ、子どものみが特別在留を許可
された場合は、両親と子どもが分離することにな
る。

（2）両親の国籍が異なる場合

　両親の国籍が異なる場合であって、子どもの国
籍が一方と同じである場合、退去強制によって家
族が二つに分離させられることになる。しかし、
日本以外の国で家族の再統合が可能である場合、
違法とされることはない58。
　トルコ国籍の夫とフィリピン国籍の妻とフィリ
ピン国籍の子ども（処分時３歳）の退去強制が問
題となった事案では、「それぞれの国籍国に帰還
して生活すること、帰還後、いずれかが他方の国
籍国に移動して、家族として再度の統合を図るこ
とに、著しい困難がある59」とは認められず、法務
大臣の裁量権の逸脱・濫用はないとされた。イラ

ン・イスラム国籍（夫）とコロンビア共和国国籍
（妻）とイランとコロンビアの両国籍を有する子
どもの退去強制が問題となった事案では、妻がコ
ロンビア、子どもがイランというように送還先が
異なっていたが、「原告ら夫婦にその意思があり
さえすれば、再会して共同生活を営むことが可能
である60」として、法務大臣の裁量権に逸脱、濫用
はないとした。これらの事例は、家族の再統合が、
困難ではない場合であったが、逆に家族の再統合
が困難である場合、退去強制が違法とされるか否
かについては、先例がないので定かでは無い。

（3）家族全員の国籍が異なる場合

　家族全員の国籍が異なる場合、子どもと両親の
国籍が異なる為、子どもが両親から引き離される
ことになってしまう。子どもがいるケースの中で、
最も憂慮すべきケースであるが、国内判例におい
ては、先例がない。

4.4　日本人と養子縁組をしている場合61

　入管法が定める「日本人の配偶者等」の在留資
格は、日本人の配偶者又は日本人と民法817条の２
によって特別養子縁組をした者に与えられる62。判
例には、婚姻と養子縁組が「相互の情愛ないし精
神的な結びつきをもって、新たに家族関係を形成
していくという点では、基本的に共通性を有する
ものである」とし、在留特別許可の判断において、
「その外国人が、日本人と、相互の情愛や精神的
な結びつきをもって真摯な養子縁組を行い、かつ、
同居し、互いに扶け合って共同生活を送っている
ような場合には、外国人が日本人と婚姻関係を結
んでいる場合と同様に、あるいは、これに準じて、
その外国人の日本における安定性等を示す事情と
して、重視されなければならないというべきであ
る」63とし、普通養子縁組と特別養子縁組の違いを
認めつつも、その関係を考慮すべきであるとして
いる。
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5　国内判例の傾向と課題

　マクリーン判決以後、長い間、入国管理行政に
おける外国人の人権は、法務大臣の広範な自由裁
量権によって制限され、判例も同様の傾向を示し
てきた64。しかし、近年、マクリーン判決により明
示された法務大臣の広範な自由裁量権を認めつつ
も、結論としては、その裁量権に逸脱・濫用があ
るとする判例が散見されるようになってきており、
法務大臣の裁量に一定の制限をかけようとする試
みが見られる65。
　判断枠組みは、従来通りマクリーン判決によっ
て示された「法務大臣の判断が違法とされるのは、
その判断が全く事実の基礎を欠き，又は社会通念
上著しく妥当性を欠くことが明らかである」であ
る66。しかし、従来の判例が、この判断枠組みを紋
切り型に適用し結論を導いていたのに対し、近年
の判例は、個別の事案ごとに丁寧な事実認定を行
い、法務大臣の裁量権の逸脱、濫用を導き出して
いる。下級審においてマクリーン判決の中身は、
事実上変更されていると言ってよいのかもしれな
い。よって、判例がこれまでのように、入国管理
行政における外国人の人権を軽視しているとは言
えないだろう。確かに、その結論は、個別事案に
即し過ぎている為、判例における統一的な見解が
確立しているとは、言えない。また、その点が、
結論を予測することを困難ならしめている原因で
もある。
　そこで、本論文では、退去強制事例における家
族を類型化し、各類型における判例の傾向を分析
し、ある一定の傾向を抽出することを目指した。
その結果、導き出された傾向は、以下の通りであ
る。
　第一に、退去強制の対象者が、日本国籍を有す
る者と婚姻関係にあるなど、日本国籍を有するも
のと家族を形成している場合は、退去強制が違法
とされ在留特別許可が認められる傾向にあるとい
うことである67。逆に言うと、日本国籍を有するも
のと密接な関係又は家族を形成していない者に認
められる可能性は、低いということである。ここ

で言うところの家族とは、事実婚と法律婚を含む
婚姻関係や親子関係、はては養子関係に至るまで
様々である。判例が、重視しているのは、形式的
な関係ではなく、事実上の関係である68。この判例
の傾向は、外国人が日本人と家族を形成し、生活
する権利を保障していると言うよりも、日本国籍
を有する者の権利を保障していると言える。言い
換えると、外国人のこれらの権利は、日本国籍を
有する者の権利を媒介にした反射的な権利でしか
ない。この点は、家族全員が外国籍の事例におい
てより鮮明となる。日本という地において、平穏
に家族生活を送っているという点では、家族構成
員に日本国籍を有する者が存在する家族と何ら変
わりは無い。しかし、家族全員が外国籍である家
族が日本において家族生活を営むことを判例は、
認めない傾向にある69。
　第二に、子どもの存在が重要な要素になり得る
ということである。前述した日本人と結婚し子ど
もをもうけ、「日本人の配偶者等」の在留資格で
滞在する外国籍の母親が、二度の薬物犯罪により
退去強制されることになった事例において判例は、
「本件裁決は、在留特別許可の判断に当たり、複
数の考慮要素のうち、原告が薬物犯罪で二回有罪
判決を受けて服役した」事実を「ことさらに重視
する一方、本来特に考慮しなければならない原告
と日本人との婚姻関係及び原告と日本人である三
人の未成熟子との親子関係を十分に考慮すること
がなかった」ので「社会通念上著しく妥当性を欠
くことが明らかであり、裁量権の逸脱又は濫用」
があるとした70（傍点筆者）。
　本判決において重要なのは、母親の二度の薬物
犯罪を在留特別許可を否定する方向に働く消極要
素として評価しつつも、日本人の婚姻関係と子ど
もとの親子関係が積極要素として特に重視されな
ければならないとした点にある71。さらに、本判決
は、裁決の適法性判断において、原告の置かれて
いる状況を「在留特別許可を与える方向に働く積
極要素」と「在留特別許可を否定する方向に働く
消極要素」に分類して結論を導き出している72。退
去強制事例における判例の判断手法は、従来、原

・・・・・・・・・・・・・・・
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告の置かれた状況の内のどれを重視しているのか
が不透明であった。しかし、本判決は、日本人と
の婚姻関係と子どもとの親子関係をそれらの内、
「特に考慮しなければならない」ものとし、優劣
をつけ、比較衡量を行っている73。よって、重要
な意義のある判決であると言える。また、本判決
以外にも、子どもに与える影響を考慮し、退去強
制を違法と判断した判例もある74。このように、
子どもの存在は、退去強制事例において、有力な
要素として働きうる75。
　第三に、不法在留において形成された日本との
結びつきは、それが強固であったとしても、必ず
しも肯定的には評価されないということである。
判例は、日本との結びつきの存在を認めつつも、
それが不法在留という違法状態の上に形成された
ものであるとして、消極的な要素として考慮する
傾向にある。よって、退去強制が違法とされる為
には、日本国籍を有する者と家族関係にあること
等の他の積極的な要素が必要とされる。
　以上が国内判例の傾向であるが、退去強制対象
者に与える影響を考えると、よりいっそう精緻な
判断手法が確立されるべきである。

6　ヨーロッパ人権裁判所判例の退去強制
　  事例における家族

　本章では、ヨーロッパ人権裁判所において退去
強制事例が、如何に扱われているかを示す為に、
以下のような構成をとる。まずは、８条の法的性
質を示し、その適用範囲を明らかにする。そして8
条の重要な要素である「家族生活」の定義と国際
法における「家族」の概念と定義を示す。さらに、
退去強制が、８条における「干渉」に当たるか否
かの判断についての概要を示すことにする。

6.1.1　ヨーロッパ人権条約8条の国家の義務の法

　　　 的性質について

　８条は、国家に対して家族生活に対する恣意的
な行為を慎む義務（消極的義務）と家族のつなが
りが発展し、家族の統合にとって望ましい方法を

とることを可能にするようにする義務（積極的義
務）を定めている。しかし、「一貫して、ヨーロ
ッパ人権裁判所の判例法が、積極的義務と消極的
義務との間の境界を正確に明らかにすることはで
きない76」としているように、両者を明確に区別
するのは、困難である。
　ヨーロッパ人権裁判所は、Gul v Switzerland77 
にて「８条の本質的な目的は、公権力による恣意
的な行為から個人を守ることにある。」とし、「さ
らに、そこには、家族生活に対する効果的な尊重
が備わっている積極的義務を含む。」とする。しか
しながら、「８条の下での国家の積極的義務と消
極的義務との間の境界は、正確な定義を導かない。」
とする。「両者の関係においては、個人の競合利
益と全体としての共同体の利益との間の公平なバ
ランスが考慮されなければならない。そして、両
者の関係において、国家は、解釈の一定の許容範
囲を享受できる。」としている。つまり、国家に積
極的義務があるか、消極的義務があるかの判断は、
国家の裁量によっているということである。
　外国人の退去強制の場合、国家の消極的義務が
問題となるケースが大半である78。外国人に対し
て、８条の積極的義務が問題となるのは、国籍国
にいる家族を当該外国人の滞在国に呼び寄せる、
所謂、家族の再統合が争点となった場合である79。
　退去強制事例に関係する８条の法的性質は、以
下の通りである。８条は、入国又は滞在又は締約
国にとどまる権利を提供しないとされる。また、
８条は、通常は、家族それ自体を特定の国で形成
することが認められるという積極的な義務を含ま
ない。このことは、外国人の退去強制が問題とな
るたびに何度も裁判所によって確認されているこ
とである。その理由としては、「国家は、国際法
の問題として、条約上の義務の主体として、自身
の領域への外国人の入国と滞在を制限する権利が
与えられて」いるからである。よって、「条約は、
外国人に特定の国への入国と滞在を保障してはい
ない」とされる80。また、「締約国は、犯罪を犯し
た外国人を追放することができる。」。しかし、
「この決定は、法に適合していなければならず、

..
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民主社会つまり社会的な必要性、特に法の目的に
よって正当化されなければならない。」とされる。
多くの場合、外国人の退去強制は、国の法律によ
ってなされるので、原則、退去強制が８条に違反
するわけではない81。しかし、両者の間のバランス
が不均衡、つまり国の利益に重点を置きすぎるあ
まり、家族生活などに対して不当な介入がなされ
た場合、８条違反となるとされている。

6.1.2　適用範囲

　ヨーロッパ人権条約は、８条において、私生活
および家族生活を尊重される権利を規定している。
８条１項は、「すべての者は、その私的及び家族生
活、住居及び通信の尊重を受ける権利を有する。」
としている（傍点筆者）。８条２項は、「この権利
の行使については、法律に基づき、かつ国の安全、
公共の安全若しくは国の経済的福利のため、また、
無秩序若しくは犯罪の防止のため、健康若しくは
道徳の保護のため、又は他の者の権利及び自由の
保護のため民主的社会において必要なもの以外の
いかなる公の機関による干渉もあってはならない。」
とする。
　８条の適用範囲は、広範である82。判例83では、
狭義のプライバシー権の範疇に属する私生活の秘
密保護、たとえば警察による電話の盗聴、有名人
のプライバシー、住居の尊重などにおいて適用さ
れている。さらに、「私生活」や「家族生活」の
尊重という観点から、受刑者の信書の自由、氏名、
性同一性障害者の出生証明書上の性別記載変更、
同性愛者の権利、自己情報開示請求権、性暴力か
らの保護なども含まれる。８条において、外国人
の人権が問題となるのは、当該国に滞在している
外国人が本国から家族を呼び寄せる家族の再統合
（reunification）と退去強制事例がある。このよ
うに８条は、多様な問題の解決の為に適用されて
おり、「実際上の射程範囲としては、新しい人権
の根拠規定として依拠される日本国憲法13条の射
程範囲と相当重なっている」とされている84。

6.1.3　「家族生活」の定義について

6.1.3.1　国際法における「家族」の概念と定義85

　世界人権宣言16条３項、社会権規約10条１項、
自由権規約23条１項は、家族を「社会の自然かつ
基礎的な単位である」としている86。このように人
権条約上、家族は「社会の自然かつ基礎的な単位
である」とされているが、国際法における家族の
明確な定義は存在しない87。しかし、「定義の根本
的な問題は、未だに解決されなければならない。
何故なら、国際的なレベルの議論において、『家
族とは何か』という問いに対する返答が、より複
雑であるように、国内の法律家にとっても核心的
な問題であるからである88」とされている。また、
「全ての家族の構成員の権利を守る為に、国際法
は、異なる家族の構造の広い領域を調整する為に、
十分に柔軟でなければならない。また一方で、同
時にそれらの家族の構成員の権利における国際的
に認められた最低基準を示さなければならない89」
とされている。
　また、「家族の再統合の一般的な個々の要求を
認めた適切な条約は、存在しない。また、家族の
構成員が引き離されないという無条件の権利を認
めた条約は、存在しない90」。しかし、「人権条約
は、家族と共に暮らすことを可能にする滞在権を
移民が、要求する際に、極めて重要なものとなっ
ている。91」と評価されている。

6.1.3.2　自由権規約における「家族」

　自由権規約委員会は、条約の解釈指針を示す一
般的意見16para.592において「家族」という語の解
釈にあたっては「関係締約国の社会で理解されて
いる家族を包含するあらゆる家族を含むような広
い解釈が与えられるよう要請される」としている。
つまり、自由権規約委員会は、「単に国際的な家
族の定義を課すことなく、当事国に対して家族と
いう用語に当事国社会において与えられている意
味を示すよう求めているのである。93」。「しかし
ながら、自由権規約委員会は、家族の定義が、文
化的にデリケートなものであることを認めている
けれども、定義は、差別のないものでなければな

・・・
・



104

北大法政ジャーナル No.18 2011

らないので、当事国が排他的な権限を持っている
わけではないことは、明らかである。」とされてい
る。つまり、「国家は、家族構造を評価し採用し
続けることを許可されているが、家族の構造とそ
の固有の価値は、国際人権法に違反するべきでは
ない。94」とされている。
　自由権規約における家族について規定された条
文には、17条、23条がある。家族が存在している
か否かの判断においては、「血のつながりと関係
を構築する法的形式（結婚、養子）に加えて、家
族の存在が必要不可欠である」と考えられており、
その際に「重要なのは、共に暮らしていること、
経済的つながり又は集約的な他の形式と定期的な
つながりである。」とされている95。よって、例え
ば、17年間離れ離れになっていた場合は、たとえ
親子であっても、家族とはみなされないとされて
いる96。17条と23条では、「23条の方が、適用範囲
が広く、婚姻関係にある家族だけでなく婚姻外そ
して血のつながった家族、拡大家族、離婚後の父
親と息子をも保護する。97」とされている。

　一方、外国人の人権について、一般的意見
15para.598は、「条約は、外国人が当事国の領域に
入国又は居住する権利があることを認めたもので
はない。」とし、「原則、その領域内に入ることを
誰に許可するのかは、国家の問題である」とした。
日本においてもマクリーン事件で最高裁が「国際
慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由
裁量により決定し得るもの」としており、このこ
とを確認したものとして理解されている99。しかし
ながら、「一定の状況においては、例えば、非差
別、非人道的な取り扱いの禁止、家族生活に対す
る尊重が考慮される時は、たとえ入国又は居住に
関する場合であっても、外国人は条約上の保護を
受け得る（傍点筆者）」とし、一定の制限を設けて
いる。また、一般的意見15para6において「入国に
対する許可は、例えば、移動、居住、雇用のよう
なものが関連する状況にある外国人に対してなさ
れ得る。しかしながら、一度、外国人が当事国の
領域に入国することを許可されると、外国人は、

条約において述べられた権利を享受する権利があ
る。」としている。
　以上のことから、自由権規約における「家族」
にも明確な定義が存在しないこと100、家族生活を
考慮することによって、外国人の人権を保障しよ
うとしていることがわかる。

6.1.3.3　ヨーロッパ人権条約における「家族生活」101

　８条によって、退去強制が違法とされる為には、
その前提条件として「家族生活」が存在している
必要があるので、重要である102。
　「家族生活」の尊重は、現に確立した「家族」
がその対象とされる。つまり、８条は、単に確立
された「家族」を保護しているのであって、新し
い家族を形成する権利を保障しているわけではな
いとされている。また、８条は、原則、国家に対
して消極的義務を課すものであり、具体的な政策
の立案の要求といった積極的義務の要求を認める
ものではないことも指摘されている103。
　ヨーロッパ人権裁判所が、「家族」と認める範
囲は、比較的広範である。「『家族生活』の概念
は、自立的なものであるとされ104、『家族生活』
の存在と不存在は、本質的に密接な人的なつなが
りの実施における存在に依存している105」とされ
る。従って、人権裁判所は、事実上の家族のつな
がりを見ることになるとされている。その例とし
ては、申立人と共に暮らしているか、家族生活の
法的な承認は存在するのか、関係性の時間的な長
さなどである。家族関係と家族生活は異なるもの
とされる。ヨーロッパ人権裁判所は、基本的に家
族生活の範囲を核家族に限定しているが、一夫多
妻制の場合でも、家族生活は適用される。そして、
「家族生活」が終了するのは、「極めて例外的な
事情がある場合のみ」であるとされている106。
　結局のところ、「家族生活」の明確な定義はな
い。ヨーロッパ人権裁判所は、以下のようなもの
を「家族生活」として認めており、以下のように
分類することが可能である107。

・・・・・・・
・・・
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（1）子どもとの関係において

　血のつながった母と子のつながりは、当然、家
族として認められる108。また、婚姻関係のもとで
生まれた子どもは、法律そのものによって、誕生
の瞬間から両親との間に「家族生活」が成立す
る109。非嫡出子と血のつながりのある父親の場合、
「家族生活」として認められる為には、同居して
いる必要がある110。しかしながら、通常は、同居
は、両親と子どもとの「家族生活」の必須条件で
はないとされている111。よって、子どもが、行政
によって保護されており、親子が同居していない
場合112又は両親が離婚しても「家族生活」は終了
しない113。また、法的に発生した養子と養親の関
係も家族生活として認められる114。子どもと祖父
母のような近しい親類との間にも、家族生活にお
いて相当程度の部分を占める場合、「家族生活」
が認められることもある。
　「家族生活」の存在が認められないものとして
は、第三者からの精子提供により誕生した子ども
と提供者との関係がある115。「生物学的なつなが
り自体は、提供者に子どもとの家族生活を尊重さ
れる権利を与えない。よって、提供関係は、ヨー
ロッパ人権条約における家族生活の保護を要求す
るのに必要不可欠な十分に密接な人間のつながり
があるとするには、不十分である。少なくとも、
ヨーロッパ人権条約の下では、生物学的なつなが
りだけでは、国際的な法的保護の発生には不十分
なのである。116」とされている。
　移民の事例においては、例えば、家計が同一で
あることなど追加的な依存関係（信頼関係）を証
明しない限り、両親と成人した子どもとの間には、
家族生活は存在しないとされる。より一般的には、
同様の原則が、子どもと老親の間にも適用され、
家族生活は存在しないとされるだろう117。

（2）カップルの関係において

　婚姻することなく、共に暮らしていた場合でも、
「家族生活」が形成されているとされる118。たと
え、同居していなかったとしても、「家族生活」
への十分なつながりが認められる場合がある119。

国内法に一致しない婚姻であったとしても「家族
生活」の成立を妨げることはない120。また、婚姻そ
のものが、家族生活を作るのではないとされる121。
　しかし、人権裁判所は、まだ同性愛者同士の間
の家族生活の存在を認めておらず、同性愛者のカ
ップルは、「私生活」にあたるとしている122が、
その理由は明確には示されていない123。一方、性
同一性障害者と異性愛者のカップルについては、
家族生活の成立を認めている。ヨーロッパ人権裁
判所は、「私生活」よりも「家族生活」に重きを
置く傾向にある為、ヨーロッパ人権裁判所は、同
性愛者を軽視しており、彼らに対する差別を黙認
しているのではないかとの批判もある124。

（3）その他の関係において

　家族生活は、また、きょうだい間125、叔父叔母
と甥姪の間にも存在する126と考えることもできる
とされている。しかしながら、伝統的なアプロー
チによると、これらの近しい関係は、家族生活に
は達しないとされ、私生活としてみなされる127。

　以上が、家族生活に関する一般的な傾向である。
退去強制事例において、「家族生活」が確立され
ているか否かの判断で重視していると思われる要
因としては、家族の構成員が住んでいた時間の長
さと家族の構成員の離別の期間の長さなどである。
ヨーロッパ人権裁判所は、国籍を有していない家
族の構成員（退去強制の対象者）の出身国に定住
することが家族にとってどの程度容易であるかを
考慮し、またその考慮は子どもが他の国に住むこ
とにどの程度順応できるかを含むとされる。ヨー
ロッパ人権裁判所は、また言語、健康、雇用そし
てその他の社会的、文化的そして宗教的な問題に
関連する困難性を考慮しているとされる。退去強
制事例においては、家族の構成員が、犯罪を犯し
た為に、退去強制されるというケースが大半であ
る。

6.1.4　「干渉」に当たるか否かの判断

　自由権規約委員会は、17条の干渉に当たるか否
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かの判断において、『家族の近しい構成員が住んで
いる国からの追放は、家族に対する干渉となる128」
ということを認めている。
　一方、ヨーロッパ人権裁判所は、その初期には、
「家族の構成員が、国籍国において家族生活を送
ることができるときは、干渉にはあたらないと考
えていた129」。しかし、Berrehab v. The Netherlands
以後、ヨーロッパ人権裁判所は、追加的根拠を示
すことなく、家族の構成員の滞在許可の取り消し
は、家族生活の享受の干渉にあたるとした130。さ
らに、干渉が、８条２項によって正当化される否
かの判断は、家族の構成員の国籍国での家族生活
実現の可能性ではなく、「民主社会における必要
性」があるか否かによるとした。
　８条２項の「法律に基づき」の条件は、「干渉
が、公然化、正確に明確化されている必要のある
規準に基づいているか」ということを要求するも
のである。ヨーロッパ人権裁判所は、「法律の質」
の概念を発展させており、争点となっている事項
が、国内法における何らかの根拠を有しているこ
とが要求される。国内法における根拠が、存在す
るのならば、その性質は、利用しやすさと予測可
能性に関する一定の基準を満たすものでなければ
ならない。また、委ねられた自由裁量が、法律に
基づき、また国内秩序が問題となった時に濫用な
く運用されなければならないことを保障する手段
が存在していなければならない。
　家族生活や私生活を制限する立法目的を評価す
る際に、ヨーロッパ人権裁判所は、しばしば「経
済的安寧」を移民法の手段の正当化の為の根拠と
して考えている131。また、移民の犯罪行為による
退去強制の場合は、「無秩序又は犯罪」の防止が、
立法目的と考えられている。
　以上のように、自由権規約委員会、ヨーロッパ
人権裁判所においても退去強制を「家族」又は「
家族生活」に対する干渉に当たると構成する手法
を採用していることから、人権条約上、この手法
が確立していると言ってよいと思われる。
　ヨーロッパ人権裁判所においては、家族の構成
員の退去強制が、干渉にあたるという点について

は、判例法上、確立している。しかし、他の事例
においては、干渉であるか否かの判断が難しいと
いうのが、現状である。何故なら、極端に言えば、
国家活動は、全て「家族生活」や「私生活」など
に対する干渉であるとも言えるからである。しか
し、その全てを干渉であり、違法であるとすると、
国家活動の全否定につながりかねない。干渉にあ
たるか否かの判断においては、「尊重」が、キー
ワードになると思われるが、「尊重」については、
「本質的に、積極的義務が関係する限りでは、尊
重の概念は明確ではない132」とも言われており、
その判断もまた難しいものになっている。

6.2.1　Boultif v Switzerland以前の判例の傾向と

　　　 問題点

　ここでは、まずBoultif事件以前のヨーロッパ人
権裁判所における退去強制事例の主要な判例を紹
介する。そして、退去強制事例に対するヨーロッ
パ人権裁判所の対応の傾向について指摘する。検
討方法としては、国内判例と同様に、ヨーロッパ
人権裁判所における退去強制事例において家族が
如何に扱われているのかを明らかにするために、
家族の構成員の性質などにより判例を分類する。
　まず、初めて入国管理行政における外国人の人
権が問題となったAbdulazis,Cabales and Balkandali 
v The United Kingdom133において、「移民行政に
おいてとられた方法が、８条の家族生活を尊重さ
れる権利に影響を及ぼし得る」ことが確認され
た134。それ以降、退去強制が８条の「家族生活」
に対する干渉であるとされるようになったのであ
る。

6.2.1.2　Boultif事件以前の判例

　Boultif事件以前の判例は、その多くが、第二世
代の移民（Second generation immigrants）が関
係するものであり、犯罪行為が原因となって退去
強制されたものである。以下では、ヨーロッパ人
権裁判所が、８条の「家族生活」を主要な退去強
制の制約原理として考えていることから、家族生
活の形態ごとに検討を加える。
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　退去強制事例においては、家族の構成員の中に
host国の国籍を有するものがいる場合といない場
合とでは、大きくその扱いが異なる。後者の場合、
ヨーロッパ人権裁判所は、当該「国の国籍を有し
ない家族の退去強制が８条に違反するとされるの
は、最も例外的な状況においてである135」として
いる。国内判例と同様にここでも国籍が重要な役
割を果たしている。
　また、ヨーロッパ人権裁判所において外国人の
退去強制が争われるのは、適法に在留していた外
国人が、犯罪行為を犯したことが、引き金となっ
たものが大半である。一方、不法在留者の家族生
活が尊重される可能性は、極めて低い傾向にあ
る136。

6.2.2.1　配偶者がいない場合―自身の家族を形成

　　　　 していない場合

・Moustaquim v Belgium（1991）137

　Moustaquim事件は、初めて長期間合法的に滞
在している第二世代の移民（当該国で生まれて成
長した又は他の国で生まれたものの、幼い時から
その人生の大半を当該国で過ごしている者）の退
去強制が問題となった事案である。本件は、ヨー
ロッパ人権裁判所における①第二世代の移民が原
告となっていること②犯罪行為が原因となり退去
強制命令が発せられていること③８条の「家族生
活」によって退去強制を違法と判断するという外
国人の退去強制事例の典型的な形が現れている。

①事案の概要138

　Moustaquim氏（以下、原告）は、1963年生ま
れのモロッコ国籍の男性であり、1965年約１歳の
時に、ベルギーにやって来た。原告は、未成年で
あった時に、147の犯罪行為（82の悪質な窃盗、39
の窃盗未遂、５つの強盗など）を犯し、保護処分
が課された。1981年、原告は、22の罪を犯し、収
監された。1984年に釈放されたが、10年間入国禁
止を伴う退去強制命令が発せられた。原告は、
1984年に退去強制されるまで、ベルギーに居住し
滞在許可を得ていた。また、原告の７人いる兄弟

の内の３人と妹たちが、ベルギーで生まれており、
彼の兄の一人は、すでにベルギー国籍を取得して
いる。

②判決要旨139

　ヨーロッパ人権裁判所は、原告の両親と７人の
兄弟と姉妹は、全員ベルギーに住んでいること、
原告は、その家族との関係性を絶ったことはない
という事実から、本件退去強制は、８条１項が保
障する家族生活の尊重に対する干渉に当たるとし
た140。
　本件退去強制が、８条２項により正当化される
か否かについては、立法目的つまりは、「法律に
基づいて」それを達成する為の「民主社会におけ
る必要性」によって判断されるとした。「法律に
基づいて」いるか否かについては、退去強制がベ
ルギーの国内法により行われているので、合法で
あるとされた141。そしてその立法目的は、「犯罪
の防止」より広くは「無秩序の防止」であり、８
条２項の「無秩序の防止」と一致するものである
とされ問題にはならなかった142。
　「民主社会における必要性」については、まず、
原告が、その数々の犯罪行為により、その危険性
が、ベルギーにとって受け入れがたいものである
ことを認めた。確立した国際法の問題として、そ
して条約上の義務を条件とした外国人の入国、居
住、追放の管理、特にその権利行使における公の
秩序の維持の為のものとして締約国に与えられた
権限をいかなる方式でも過小評価していない143。
しかしながら、適切な決定が、８条１項により保
障されている権利に対する干渉となる場合は、
「民主社会における必要性」つまり、緊急の社会
的必要性、特に立法目的の追求と均衡することに
よって正当化されることが証明されなければなら
ない144。
　本件においては、原告が犯した犯罪行為が、未
成年の時に行われたものであること、退去強制命
令が、最後に罪を犯した時から、３年後になされ
たこと、その時、原告は、約16ヶ月拘留されたが、
23ヶ月近く自由の身であったこと、原告の近しい
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身内が、長い間、ベルギーに住んでいること、そ
の内の一人はベルギー国籍であること、３人がベ
ルギーで生まれていること、原告が20年間、ベル
ギーで家族と暮らしていることがポイントとなっ
た。そして、以上の事実から、退去強制が彼の家
族に深刻な影響を及ぼすものであるとし145、本件
退去強制と立法目的との間の均衡を失しており、
８条に違反するとした。

6.2.2.2　婚姻関係にある場合

（1）子どもがいない場合

　退去強制対象者が、当該国の国籍保有者又は合
法的に滞在している者と（事実上又は法的に）婚
姻関係にある場合、両者の間に８条の「家族生活」
が存在することが認められるか否かが鍵となる。
両者の間に「家族生活」の存在が認められない場
合、退去強制対象者の両親又は兄弟姉妹間に「家
族生活」が存在するか否かが問題となる。

・Beldjoudi v France（1992）146―８条に違反する
　本件の大きな特徴は、Beldjoudi氏（以下、原告）
が、フランス国籍を取得できる状態にあったにも
かかわらず、両親がその申請を怠ったことでフラ
ンス国籍を喪失していること、全人生をフランス
で過ごしていることである。このことから、Pettiti
判事は、その反対意見において、多数意見が彼を 
”a quasi-Frenchman”（準フランス人）と考えてい
るという重要な指摘を行っている。また、Beldjoudi
事件は、後述する様に反対意見が付されており、
ヨーロッパ人権裁判所の判例が抱える問題点を知
る上でも大いに参考になるものである147。

①事案の概要148

　原告は、アルジェリア国籍の男性である。両親
が申請を怠った為に、原告は、フランス国籍を喪
失している149。原告は、40年を越える彼の全人生
をフランスで過ごし、そこで働いていた為、アル
ジェリアとは、何のかかわりもなかった。また20
年間、フランス人女性と結婚していた。原告は、
数多くの犯罪を犯し、それによって収監されたこ

ともあった。しかし、それでも夫婦の関係が、破
綻することはなかった。フランス当局は、原告は
これらの犯罪行為が公の秩序に対する脅威である
とし、退去強制命令を発した。

②判決要旨150

　ヨーロッパ人権裁判所は、原告を退去強制する
ことは、原告の家族生活に対する尊重に対する干
渉であるとした151。そして、本件退去強制が、８
条に違反するか否かは、「法律に基づいている」
か否か、「民主社会において必要なもの」である
か否かにより決定されるとした152。本件退去強制
は、外国人の入国と滞在に関連する条項が基とな
っており、立法目的は、無秩序と犯罪の防止であ
り、８条２項における「無秩序の防止」と「犯罪
の防止」に一致するものであり争点とならなかっ
た153。
　「民主社会における必要性」の判断については、
国家は、外国人の入国、滞在を決定する権利を有
しているが、その決定は、民主社会における必要
性つまり緊急の社会的必要性と立法目的の追求の
均衡によって正当化されなければならないとし
た154。
　本件においては、原告の悪質な犯罪行為は、他
の要因よりも重視されなければならないとした155。
そして、妻との結婚生活が20年に及び原告の収監
によっても壊れなかったこと、原告が、フランス
国籍を取得しようとしていたこと、原告の近しい
親類が、全てフランスに滞在していること、40年
以上という全人生をフランスで過ごしていること、
アルジェリアと何らつながりを有していないこと、
妻がアルジェリアに同行することが極めて困難で
あり夫婦生活を危険さらすという事実から156、退
去強制は、立法目的の追求との間で均衡を失して
いるので、８条に違反するとした。

（2）両者の間に子どもがいる場合157

　婚姻関係にあるカップルの間に子どもがいる場
合、退去強制対象者との間に「家族生活」の存在
が認められるか否かが問題となる。これらの関係
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の間に「家族生活」の存在が認められない場合は、
退去強制対象者と両親、兄弟姉妹間に「家族生活」
が存在するか否かが問題となる。

・Boughanami v France（1996）158―８条に違反し
　ない
　本件では、Boughanemi氏（以下、原告）と両
親・兄弟姉妹間に「家族生活」の存在が認められ
たものの、その犯罪行為の深刻さがマイナスの要
素として大きく作用している点に特徴がある。

①事案の概要159

　原告は、チュニジア国籍の男性であり、1968年、
８歳の時にフランスにやって来て、1988年に退去
強制されるまでフランスに住んでいた（但し、退
去強制後、違法に入国し、滞在していた）。原告は、
合法的にフランスに滞在し、教育の大半をフラン
スで受けている。両親と親類は、フランスに住ん
でいる。原告は、フランス人女性とその子どもと
暮らしていた。両者は、結婚していないが、原告
は子どもを認知している160。しかし、原告は、住
居侵入窃盗、暴行、無免許運転という罪を犯し、
無保険者であった。さらに、原告は、売春によっ
て生計を立てていた。それらの犯罪が原因となり、
1988年に退去強制が執行された。

②判決要旨161

　８条における『家族生活』は、たとえ同居して
いなくとも、適法、違法に関係なく両親と子ども
の間に成立する。このつながりは、その後の出来
事によって崩壊し得るものであるけれども、それ
は例外的な状況においてのみ発生するものである
とした162。
　本件の場合、原告が、子どもを正式に認知して
いないこと又は子どもに関する主張がなされてい
ないことは、家族生活を崩壊させるような例外的
な状況ではない。一方、原告の両親と兄弟姉妹が、
合法的にフランスに滞在していること、また彼ら
とのつながりが、断絶しているとの証拠はない。
よって、退去強制は、彼を両親と兄弟姉妹そして

子どもから引き離すものであり、８条における干
渉があると考えることができる。
　本件退去強制が、８条２項によって正当化され
る為には、８条２項の立法目的を追求した「法律
に基づくもの」であり、その目的を達成する為の
「民主社会において必要なもの」である必要があ
る163。本件退去強制は、フランスの国内法に基づ
くものであり、その立法目的は、８条２項の「無
秩序の防止」と「犯罪の防止」を完全に満すもの
であり、問題は無い164。
　締約国が、公の秩序を維持する為に、特に、条
約上の義務の範囲内で国際法上確立したものとし
ての権利を行使することによって、外国人の出入
国と退去強制を管理することは、認められている。
しかし、これらの決定は、８条１項が保障する権
利に関しては、民主社会における必要性つまり緊
急の社会的必要性、特に立法目的の追求によって
正当化されなければならない。そして、その「必
要性」の判断は、締約国に委ねられている。さら
にその判断には、原告の家族生活と私生活を尊重
される権利と無秩序と犯罪の防止の間で公平なバ
ランスが取られているか否かが含まれる。
　本件においては、原告が、８歳の時にフランス
にやって来たこと、退去強制されるまで適法にそ
こで暮らしていたこと、両親や兄弟姉妹などがフ
ランスに暮らしていること、フランス人のパート
ナーがおり、二人の間には子どもがいることが認
められる。一方で、原告は、チュニジアの国籍を
持ち続け、フランス国籍の取得を希望したことも
ない。よって、原告は、単なる国籍を取得してい
るという事実を超えたチュニジアとの結びつきを
持っている。また、本件は、従来の退去強制事例
とは、異なるものである165。さらに、原告の犯し
た売春という犯罪行為は極めて重く判断される。
よって、本件退去強制は８条に違反しないとした。

6.2.2.3　婚姻関係が事実上又は法的に破綻してい

　　　　 る場合166

　婚姻関係が、事実上又は法的に破綻している場
合、８条により退去強制が違法とされるのは、か
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つて、婚姻関係にあった者以外との「家族生活」
とみなし得る関係が存在する場合である。ヨーロ
ッパ人権裁判所の判例においては、子どもとの間
に家族生活の存在が認められるか否かが、大きな
ポイントとなっている。

（1）Berrehab v Netherlands（1988）167―８条に

　  　違反する

①事案の概要168

　Berrehab氏（以下、原告）は、1952年にモロッ
コで生まれたモロッコ国籍を有する男性である。
原告は、1977年オランダ国籍の女性と結婚したこ
とで、「オランダ人妻と共に暮らすこと」を理由
に滞在期間が更新された。また1977年に就労許可
を受けている。1979年に二人の間に、娘が生まれ
た。娘は、オランダ国籍である。1979年、二人は離
婚した。子どもの養育権は、妻のものとなったが、
原告は、代理親権を与えられた。離婚後も原告は、
週４回（数時間程度）の割合で娘とたえず交流し
ていた。また、妻との離婚後、滞在期間の更新を
申請したが、妻との離婚を理由に認められず、
1984年モロッコへ退去強制された。退去強制後、
妻と娘は、原告に会いにモロッコにやって来てお
り、そこでの２ヶ月間を原告と共に過ごしている。

②判決要旨169

（ⅰ）家族生活について170

　ヨーロッパ人権裁判所は、「同居は、両親と幼
い子どもの間の家族生活の必須条件とは、考えて
いない。」とし、原告とその妻の関係のように「合
法的で真正な婚姻による配偶者間に創造された関
係は、『家族生活』とみなされる必要がある」と
した。そして、このような関係にあるカップルか
ら生まれた子どもは、「たとえ、両親が同居して
いなくとも、その誕生の時から、子どもと両親と
の間に家族生活が存在する」とした。「もちろん、
その後の事情によって、このようなつながりが、
崩壊することもあり得るが、本件は、そうではな
い」。原告が、離婚後も娘を頻繁に訪ねているこ
とにより、彼が娘との交流を大変大事なものと考

えていることがわかる。よって、原告と娘の間に
は、家族生活が存在していると認められる。

（ⅱ）８条に違反するか否かについて
 ・８条１項の干渉に当たるか否か171

　交流が、幼い子どもにとって必要不可欠なもの
であるにもかかわらず、滞在期間の更新申請の許
否は、原告と娘の定期的な交流を妨げるものであ
る。よって、８条１項が保障する権利に対する干
渉にあたる。

 ・８条２項により正当化されるか否か
　(a)「法律に基づいて」いるか否か172

　原告の滞在期間の更新申請の許否は、国内法に
基づいて行われている。よって、８条２項の「法
律に基づき」の要件を満たしている。また、立法
目的については、８条２項の「国の経済的福利」
のためであることが認められる。

　(b)「民主社会において必要なもの」であるか否
　　 か173

　「民主社会において必要なもの」であるかにつ
いて、ヨーロッパ人権裁判所は、「締約国に委ね
られている解釈の許容範囲を認める」とし「この
関係において、条約は、原則外国人の入国、滞在
期間を規制することを禁止するものではない」。
「『必要なもの』とは、干渉が緊急の社会的必要
性と一致するということ、そして、特に立法目的
の追求に見合ったものであるということを意味す
る。」とした。
　原告の滞在期間更新の申請の許否と退去強制は、
娘とのつながりを脅かした。そして、「その問題
となっている干渉の影響は、父親との交流の継続
は、特に彼女が、非常に幼いことを考えると父親
との接触を続けることは、彼女にとって必要であ
るので、より深刻である。」とした。
　よって、「均衡のバランスが、関連する利益と
の間で達成されておらず、方法と立法目的と間に
不均衡が存在している」。以上のことから「民主
社会において、必要なものとみなすことはできな
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い」。従って、８条に違反する。

（2）Ciliz v Netherlands（2000）174

①事案の概要175

　Ciliz氏（以下、原告）は、タイ国籍を有する男
性であり、1988年にオランダにやって来た。1988
年にオランダでタイ国籍の女性と結婚した。原告
は、妻とオランダで暮らし、働くことを可能にす
る滞在許可を得た。1990年に、二人の間に息子が
生まれた。二人は、1991年11月に別居し、離婚手
続きが開始された。オランダでの滞在許可は、妻
との結婚と同居によるものであった為、別居時か
らその資格を喪失していた。1992年、１年間の就
労許可を取得した。しかし、1993年、滞在期間の
更新申請は許否された。異議申し立てにもかかわ
らず、原告は、1995年にタイへ強制送還された。
その後、原告は、入国ビザの発行が許可されず、
息子との公式の面会に関する決定は、原告不在で
行われた。

②判決要旨
（ⅰ）「家族生活」が存在するか否か176

　「８条１項の家族生活に相当する絆が、両親と
婚姻を基礎として生まれた子どもとの間に存在す
ることについては、何ら疑いがない。」。そして、
「この種の自然的な家族の関係は、両親の別居又
は離婚の結果として、子どもが両親の内の一方と
暮らすことになったとしても、消滅しない」とし
た。
　今回のケースにおいては、原告の元妻が、原告
の息子との面会について反対意思を表明してい
る177ように、「別居後の両親の関係は、Berrehab
のケースとは異なり、子どもに対する父親の面会
という点に関して、両者の考えは一致していな
い」。Ciliz氏は、彼が、息子との面会を常に尊重
していたということを証明できていない。そのこ
とは、別居後、すぐには、原告が息子に会おうと
試みなかったことから明らかである。それにもか
かわらず、1993年の２月から、交流は再開され、
ある程度、頻繁に交流が行われた。以上のことか

ら、妻との別居から続く出来事は、原告と息子の
間の『家族生活』をというつながりを破壊する例
外的な事情を構成するものではなく、両者の間に
は、『家族生活』の存在が認められる。

（ⅱ）「民主社会における必要性」があるか否か178

　法律に基づいていること、立法目的が正当であ
ることが認められ179、問題は、「民主社会におけ
る必要性」があるか否かであった。
　ヨーロッパ人権裁判所は、干渉が、「民主社会に
おける必要性」のあるものであるか否かの決定に
おいては、「解釈の余地（a margin of appreciation）
は、締約国に委ねられている」とし、「条約は、
原則的には、締約国が外国人の入国と滞在を規制
することを禁止してはいない。」した。それにもか
かわらず、ヨーロッパ人権裁判所は、「８条が、
何ら手続き的必要性を含んでいない一方で、干渉
の手段を導き出す決定の過程が、公平であり、８
条によって保障されている利益の尊重に与えられ
るべきものでなければならない。」とした。
　原告の退去強制と子どもとの面会の問題が関連
する意思決定の過程は、８条によって保障されて
いる原告の利益の必要不可欠な保護を与えなかっ
た。従って、８条によって保障されている原告の
権利に対する干渉は、民主社会において必要不可
欠なものではないので、８条に違反するとされた。

6.2.3 　Boultif事件以前の判例の傾向

（1）退去強制の法的性質について

　国際法上、国家は、外国人の入国、滞在、追放
をする権限を有し、外国人の入国・在留の自由は
保障されておらず、ヨーロッパ人権条約もそれら
の権利を保障するものではないということが明示
されていた。しかし、８条２項により、退去強制
は、法に適合していなければならず、民主社会つ
まり社会的な必要性、特に法の目的によって正当
化されなければならない。」とされた。

（2）退去強制が８条の「干渉」にあたるか否か

　退去強制によって、健康、身体、精神に重大な
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リスクが発生する場合、３条によって、退去強制
が違法とされる場合もあった。しかし、ヨーロッ
パ人権裁判所の判例の大半は、退去強制が８条に
違反するとするものであった。その場合、退去強
制が「私生活」ではなく、「家族生活」に対する
不当な干渉にあたるとした。

（3）不当な干渉に当たるか否かについて

　ヨーロッパ人権裁判所は、原則、国家が外国人
を退去強制することに、問題はないとしながらも、
８条２項によってその権限を制限していた。
　その際に問題となるのは、①法律に基づいてい
るか否かについて②立法目的を追求したものであ
るか否かについて③民主社会において必要なもの
であるかについてであった。そして多くの場合、
退去強制が民主社会において必要なものであるか
否かが争点となった。犯罪を犯した外国人に対す
る退去強制が初めて違法とされたのは、前述した
Moustaquim事件であり、当初、ヨーロッパ人権
裁判所は、家族生活を優先する傾向にあったが、
1996年からは、国家の利益の保護のために犯罪を
犯した事実を重視する傾向が強まっていた。

6.2.4判例の問題点

　反対意見や補足意見等から導き出されるBoultif
事件以前の判例の問題点は、大別すると次のよう
になる180。

（1）家族生活（Family Life）によるアプローチ

　　  に対する批判

・‘Private Life’によるアプローチ181

　退去強制事例においては、前述した通り、その
大半が「家族生活」に着目している。しかし、前
述したBeldjoudi事件においてMarten判事は、補
足意見として社会的な紐帯全体を８条１項におけ
る「私生活」の概念の一部として捉えられるべき
であると主張している。
　「私生活」の尊重の概念は、他人との関係性を
構築し発展させていく権利であり、そこにはまた
専門的で職業的な関係性も含まれるとされている。

このように「私生活」の概念は、「家族生活」の
概念より広範である為、原告の救済にとって有益
である。
　また、Beldjoudi事件のように家族のむすびつき
が弱い人間の場合182は、「私生活」の概念によっ
た方が、原告の権利救済という観点から望ましい
とする意見がある。さらに、「第二世代の移民と
その国とのつながりは、両親の死や兄弟・姉妹が
いないことで、弱くなりはしない。」とし「家族生
活の概念は、短期間の滞在であるが、その国に家
族が住んでいる外国人にも等しく適用されるべき」
とする意見もある183。
　しかし、現実には、訴訟戦略的な見地から、認
められる可能性の高い「家族生活」として訴えら
れることが多い。不況などの影響で安定した職業
についている者が少なく、私生活の権利を主張で
きるような環境にないので、私生活の権利は認め
られづらい為であるとされている184。

（2）第二世代の移民（Second -gene ra t i on 

　　  imm ig r an t s）又は統合された外国人

　　（Integrated aliens）によるアプローチ185

　Beldjoudi事件においては、Pettiti判事が、多数
意見が彼を ”a quasi-Frenchman”（準フランス人）
とみなしているという重要な指摘をし、Meyer判
事は、彼のフランスでの状況を考慮すべきである
とし、彼の置かれた状況の特殊性に一定の評価を
下している。このように、退去強制される外国人
の特殊性に着目し、彼らを外国人の中での特別な
存在としてみなし、そのことが考慮されるべきで
あるとする見解がある186。
　特に、Marten判事は、第４選択議定書の３条１
項が「何人も、自己が国民である国の領域から、
個別的又は集団措置によって、追放されない」と
規定していることから、加盟国において生まれ育
った又はそこで真に長期間滞在し、完全にそこで
の生活に統合されている外国人（Integrated aliens）187

の追放は、国籍を有する者と同等に扱われるべき
であり、’Integrated aliens’の退去強制を原則禁
止とし、例外的な事例においてのみそれが許され
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るとする188。
　また、Baka判事と Van Dijk判事は反対意見に
おいて、「いわゆる『第二世代の』の移民が、彼
等の退去強制に対しては、それが、８条２項によ
って正当化される為には極めて深刻な理由が、提
出されなければならないという特別なカテゴリー
を構成するか否かについて裁判所は、立場を明ら
かにすべきである189」としている。
　このように、外国人をその性質によって分類化
し、その取り扱いを区別するべきであるとする議
論は、憲法学においても外国人の人権を論じる際
に主張されている190。
　また、国内判例には、特別在留者である「外国
人と日本社会との紐帯を意識して、それが、法的
判断基準となることを認めた191」ものがある192。
　ここで言うところの ’Integrated aliens’とは、
移民の２世を含む、幼少時から当該国家に居住し
ている者をいうとされる。日本では永住権を持つ
外国人や特別在留者等がこれに当たると思われる
が、 ’Integrated aliens’の定義が不明確であり、
確証はない。 ’Integrated aliens’という概念を使
って、 ’Integrated aliens’の退去強制を制限しよ
うとするのならば、概念の明確化が必要であろう。
　また、Marten判事の見解は、他の事件において
何人かの裁判官が採用しているが193、ヨーロッパ
人権裁判所がSecond generation immigrant又は 
’Integrated aliens’を特別な存在としてみなして
いるかどうかは定かでは無い194。

（3）二重処罰にあたるとする意見

　Beldjoudi事件において、Pettiti判事は、退去強
制を「典型的な二重処罰」であると批判した。何
故なら、退去強制が、多くの外国人を抱える国に
おいては、収監よりも退去強制の方が、再犯の防
止に効果を挙げているからであるとした。しかし
ながら、ヨーロッパ人権裁判所の多数意見は、こ
のことは、単なる個別の事件の特定の事情にすぎ
ないとしている195。

（4）結果予測の不確実性

　Beldjoudi事件において、Pettiti判事は、多数意
見が精密な基準を構築できていないことを批判し
た。またMarten判事は、多数意見の結論に賛成し
たものの、法的な確実性を有する方法を採用する
ことに失敗していると批判した。また、Marten判
事は、Boughanemi事件196において、「各国は当惑
している。何故なら、裁判所が彼らに対して本案
とすでに決定されている判決との間とのほぼ不可
能な比較を強制しているからである」とし、過去
の事例からは、犯罪の数と犯罪の深刻性を比較し
ているのか又は個人的な事情を考慮すべきとして
いるのかが不透明であることを批判した。
　これらの反対意見等からわかる様に、裁判所の
結論を予測するのは、困難であった。ヨーロッパ
人権裁判所には、より明確な判断基準を示すこと
が求められていた。そこで、Boultif事件において、
判断基準が提示されることになったのである。

6.3　Boultif v Switzerland197―８条に違反する

　Boultif事件以前に問題となった事件の多くが、
幼い時に当該国にやって来た又は生まれた外国人
であった。本件においては、Boultif氏（以下、原
告）が、スイス入国時に成人であった所謂、第一
世代の移民であったこと、そして退去強制が違法
とされたことが、本件における特徴である。

①事案の概要198

　原告は、1967年にアルジェリアで出生し、同国
籍を有する男性である。原告は、1992年に観光ビ
ザでスイスに入国した。1993年にスイス国籍の女
性と結婚した。1994年、武器の不法所持、強盗の
罪、地面に投げ付け、顔を蹴るなどして男性を攻
撃したこと等により起訴された。1997年に懲役2年
の刑が確定し執行された。1998年、原告は、在留
期間の更新を申請したが許否された。原告は、異
議を申し立てた。しかし、スイス連邦裁判所は、
原告に関係のある人間の大多数がアルジェリアに
住んでいること、スイスとの密な結びつきを証明
できていないことを指摘した。また、妻がアルジ
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ェリアについて行くことは容易では無いが、妻が
フランス語を話せること、彼女の母親と電話で連
絡をとることが可能であるので、不可能では無い
とした。さらに、原告が、スイスに来る以前に一
定期間をイタリアで過ごしたことから、二人が、
イタリアで暮らすことが可能であるとした。以上
の理由から、原告の訴えは、しりぞけられた。
2000年に原告に対する無期限の入国禁止付き退去
強制命令が執行された。ヨーロッパ人権裁判所の
審理の時点では、原告はイタリアに在住している。

②判決要旨199

　ヨーロッパ人権裁判所は、「ヨーロッパ人権条
約は、入国又は特定の国において外国人が居住す
ることを保障しない200」という原則論を最初に確
認したうえで、「しかしながら、家族の中の親し
い人間が住む国家から追放することは、８条１項
が保障している家族生活の尊重に対する違反とな
ることがある」とした。
　さらに、本件において、アルジェリア国籍を有
する原告がスイス人女性と結婚していることから、
スイスでの在留許可の更新の許否は、原告の８条
１項の「家族生活」を尊重される権利への干渉と
なるとした。
　そして、「本件における干渉が、８条２項の要
求を満たさなかった場合、条約に違反することに
なる」とした。８条２項のいう法律に基づいてい
るか否かは、２項に例示されている立法目的と
『民主社会において必要なもの』によって決定さ
れる必要があるとした。

・法律に基づいているか否かについて201

　本件退去強制がスイス国内の法律によって執行
されていることから法律に基づくものであると判
断した。

・本件退去強制が立法目的を追求したものである
　か否かについて202

　「原告の在留許可は、彼が犯した犯罪の深刻性
と公の秩序と安定の利益の観点から更新されるべ

きではない」とスイス連邦裁判所が判示している
ことから、本件退去強制が、８条２項の「無秩序
若しくは犯罪の防止のため」によるものであると
判断した。

・「民主社会において必要なもの」であるか否か
　について203

「国家は、公の秩序を維持する為に条約によって
かされた義務に違反しない範囲において、国際法
において確立された権利を行使することができる。」
とし「しかしながら、この領域における国家の決
定は、『民主社会において必要なもの』でなけれ
ばならない。つまり、社会的な必要性特に立法目
的の追求によって正当化されなければならない」
とした。
　本件においては、原告の「家族生活」を尊重さ
れる権利と無秩序又は犯罪の防止との間で公平な
バランスがとられているか否かが問題となった。
ヨーロッパ人権裁判所は、本件のように家族の構
成員である外国人が退去強制されるケースにおい
ては、①申立人が犯した犯罪の性質と深刻さ②追
放されることになる国に申立人が滞在していた長
さ③関連する人間の国籍④申立人の家族状況（結
婚の長さなど）⑤真に偽りのない家族生活をカッ
プルが過ごしたか否かという明らかな証拠⑥配偶
者が家族関係に入った時に、申立人の犯罪を知っ
ていたか否か⑦婚姻関係における子どもがいるか
否か。もしいるのならば、その年齢⑧配偶者が、
申立人の国籍国で遭遇するであろう困難の深刻さ
という基準204によって評価されるとした。そして、
本件においては、以下の点が検討された。
　
　①については、以下のような検討がなされた。
原告の犯罪は、将来の公の秩序と安全に対する脅
威となるという一定の恐れを生じせしめた一方で、
本件固有の事情（収監される以前は、ウェーター
としての職業訓練を受けていたこと、塗装工とし
て働いていたこと、刑務所での態度が模範的であ
り釈放が早まったこと、退去強制されるまでは、
庭師・電気工として働いていたこと等）によって
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その恐れは緩和されている。
　⑧について、以下のような検討がなされた。妻
は、これまで一度もアルジェリアで暮らしたこと
がなく、アルジェリアにつながりがない。そして
アラビア語を話すこともできない。これらの状況
から、妻が原告と共にアルジェリアに行くことは
期待できない。原告がかつて滞在していたイタリ
アにおいて、家族生活を形成できるか否かについ
ては、原告とその妻が、イタリアにおいて適法に
滞在できるという保障がない。何故なら、原告は
現在、イタリアに在住しているものの、その在住
は適法ではないからである。以上のことから、ス
イス以外で家族生活を送ることは不可能である。

　以上の点から原告の家族生活に深刻な障害を被
らせ、原告の在留許可の更新を許否された時には、
公の秩序に対する原告の危険性が、限定的であっ
たことを考えると、原告の家族生活を尊重される
権利と無秩序又は犯罪の防止との間で公平なバラ
ンスがとられておらず、８条に違反するとされた。

6.4.1　Boultif v Switzerland以後の判例

　Boultif事件以後の判例は、第一世代の移民に関
しては、Boultif事件の家族構成員の利益に相当程
度の重要性を与えた公平で進歩的なものから、
Uner事件の犯罪行為の深刻性を他の考慮要素より
も重視するというより制約的なアプローチに移行
したと言われている205。
　また、第二世代の移民に関しては、移民が、
host国において社会的、文化的なつながりを発展
させることに影響を与える好ましい指針が、徐々
に形成されているとされている206。
　しかし、一方で、ヨーロッパ人権裁判所は、
Maslov事件において、第二世代の移民であっても、
極めて深刻な暴力的犯罪については、退去強制が、
認められるとしている207。

　本論文で紹介する判例の中では、Uner事件と
Rodrigues事件が、第一世代の移民として区分さ
れる。第二世代の移民の事例としては、Maslov事

件がある。これらの判例における重要な変化とし
ては、退去強制が、「家族生活」だけでなく「私
生活」に対する干渉になるとされたこと（Uner事
件）、未成年の時の犯罪行為の評価について新しい
基準が示されたこと（Maslov事件）、不法在留者
に対する退去強制が違法とされる場合があること
（Rodrigues事件）である。このように、ヨーロ
ッパ人権裁判所の判例法理には、Boultif事件以降
いくつかの重要な変化が見られる。

6.4.1.1　配偶者がいない場合―自身の家族を形成

　　　　 していない場合

　自身の家族を形成していない場合、従来は、両
親や兄弟姉妹間に「家族生活」が存在するか否か
が重要であった。しかし、Uner事件によって、退
去強制が「家族生活」だけでなく「私生活」に対
する干渉になるとされたことから、配偶者のいな
い者への権利救済の幅が広がったといえる。

Maslov v Austria (2008)208―８条に違反する
　Maslov（以下、原告）は、第二世代の移民であ
り、犯罪行為を犯したことで退去強制命令が発せ
られている。Maslov事件は、未成年の時に犯した
犯罪行為の為に、第二世代の移民が退去強制され
るのは、極めて深刻な根拠が必要であるとし、子
どもの最善の利益を考慮すべきであることを示し
た。このことから、Maslov事件は、「喜ばしいも
のであり、子どもの権利の観点から重大な発展で
ある209」と評価されている。

①事案の概要210

　原告は、1984年にブルガリアに生まれ、そこに
住んでいた。1990年、彼が６歳の時、両親と二人
の親戚と共に適法にオーストリアに入国し、合法
的に滞在していた。彼の両親は、合法的に働き、
オーストリア国籍を取得した。彼は、オーストリ
アの学校に通った。彼は、1999年、犯した犯罪（悪
質な集団住居侵入窃盗罪とその未遂、暴行、ギャ
ング団の結成、ゆすり、暴行、他人の車を許可な
く運転したこと等の22の罪）により18ヶ月収監さ

..
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れ、13ヶ月の保護処分と麻薬治療が課された。さ
らに、2000年には、悪質な集団住居侵入窃盗罪と
その未遂によって、15ヶ月収監された。2001年、
オーストリア当局は、彼がオーストリアに滞在す
ることは、公の利益に反するとして10年間の入国
禁止付の退去強制を命じた。

②判決要旨211

（ⅰ）「家族生活」について212

　ヨーロッパ人権裁判所は、８条における家族生
活が存在しているか否かについては、退去強制令
の最終処分時における状態に照らして決定されな
ければならないとした。さらに、原告が、退去強
制令が発せられた時には、未成年であり、最終処
分時である2002年に、成人（18歳）に達していた
ことを指摘し、「自身の家族を形成していない若
い成人については、両親とその他の近しい人間と
の間の関係が家族生活を構成する213」とした。さ
らに全ての定住移民が、家族を形成できるわけで
はないとし、そのような者の場合は、「定住移民
と彼等が暮らしている共同体との間に包括的な社
会的なつながりが、８条にいう私生活を形成する
ので、家族生活の存在にかかわらず、定住移民の
退去強制は、彼等の私生活を尊重される権利に対
する干渉となる。214」とした。そして、この種の干
渉は、８条２項の「法律に基づいて」、「民主社
会における必要性」によって正当化されない限り、
８条に違反し得るとした。

（ⅱ）「民主社会における必要性」について215

　「法律に基づいて」と「立法目的」については、
争いはなく、問題となったのは、「民主社会にお
ける必要性」であった。まず、８条は、外国人が
特定の国に入国すること、滞在することを保障す
るものではないこと、国家が、犯罪を犯した外国
人を退去強制することは認められているけれども、
その決定は、８条に基づくものでなければならな
いという従来の原則論が確認された。
　さらに、これらの原則は、外国人が、成人又は
とても幼い時又はたとえそこで生まれたとしても、

それらに係りなく適用されるとした。そして、裁
判所の判例法は、外国人の退去強制が８条に違反
し得るという状況が存在していることを十分に示
しているとした。
　さらに、判断基準については、「判例法から現
れる基準とBoultif事件とUner事件において示され
た基準は、国内裁判所による退去強制事例におい
て８条の適用を促進するものである。一方で、各
基準に与えられるべき比重は、各事例の特定の事
情によって必然的に変化し得る。216」とした。さら
に、犯罪行為により退去強制される場合、上記の基
準は、原告が無秩序又は犯罪活動への関与が予想
され得る程度の評価を助けることを意図したもの
であるとした。
　本件のように、退去強制される人間が、自身で
家族を形成していない若い成人である場合におけ
る適当な基準は、①原告が犯した犯罪行為の性質
と深刻さ②退去強制される国での原告の滞在の長
さ③犯罪を犯してから経過した時間とその間の原
告の状況④host国との社会的文化的つながりと送
還先の国との社会的文化的つながりの堅固さであ
る217とした。　
　また、関係者の年齢が、前述した基準の評価の
際に重要な役割を果たし得るとし、例えば、犯罪
の性質と深刻さは、それらが未成年又は青年時に
行われたものであるかが考慮されねばならないと
した218。そして、当該国における滞在の長さと文
化的社会的なつながりについては、子ども時代又
は青年期の間にすでにやって来たのか、又はそこ
で生まれたのか又は単に成人としてやって来たの
かによって、その評価は明らかに異なってくると
した。
　８条は、当該国に生まれ、子ども時代にそこに
やって来たものを含むあらゆる外国人のカテゴリ
ーに完全な保障を与えるものではない。しかし、
裁判所は、すでに、人生の全て又はそうでなくと
も子ども時代を当該国において過ごし、そこで成
長し教育を受けたことを特別な事情として考慮さ
れねばならないことをすでに指摘している。
　「つまり、合法的に全人生又はその大半を又は

..
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子ども時代と青年期を当該国において過ごした定
住移民に対しては、退去強制を正当化する極めて
深刻な根拠が必要とされる。219」。このことは、関
係する人間が、未成年の時に退去強制の根拠とな
る犯罪行為を行っていた場合は、なおさらそうで
あるとした。

（ⅲ）本件における当てはめ220

　「未成年の時に行われた犯罪が、退去強制の根
底にある場合には、子どもの最善の利益を考慮し
なければならない。221」。８条における裁判所の判
例法は、外国人の退去強制も含めて様々な関係に
おける子どもの最善の利益に対して考慮する義務
を与えてきたからである。さらに、「子どもの最
善の利益と幸福は、（特に、原告の子どもが、送
還先の国で遭遇するであろう困難と重大さ）退去
強制が民主社会において必要であるか否かを判断
する際に考慮されるべき基準である222」とした。
　子どもの最善の利益に対する義務は、退去強制
される人物自身が、未成年である又は本件のよう
に退去強制の根拠が、未成年の時の犯罪行為であ
る場合もまた適用されるとし、この点については、
EU法もまた未成年の退去強制に対して特別な保護
を示していること223、さらに、子どもの権利条約
３条も子どもの最善の利益に対する義務を定めて
いることを指摘した224。
　また子どもの最善の利益（傍点筆者）に対する
考慮義務は、彼又は彼女の社会復帰を促進させる
義務を含んでおり、子どもの権利条約40条225は、
未成年者の矯正のシステムによって社会復帰を達
成しようとするものであり、この目的は、家族又
は社会のつながりを退去強制によって危険にさら
すことでは達成されない。そしてこの目的は、未
成年の違反者の事例においては、最終手段として
とどめなければならないとした。
　つまり、裁判所は、ほとんどが未成年の時に犯
した非暴力的な犯罪である定住移民の退去強制を
正当化する余地は、小さいとした226。反対に、極
めて深刻な暴力的犯罪は、たとえそれらが、未成
年の時に行われたものであっても、退去強制を正

当化し得ることは明らかであるとした。
　前述の事情を考慮すると、特に一つの例外を除
いては227、非暴力的性質の犯罪行為を犯したのは、
未成年の時であったこと、国家には彼の社会復帰
を促進する義務があること、原告がオーストリア
に適法に滞在していた長さと彼の家族と社会的、
言語的なオーストリアとのつながりが存在する一
方で国籍国とのつながりが何ら証明されていない
ことから、たとえ限定された期間であっても、退
去強制令を課すことは、「無秩序と犯罪の防止」
の追求という立法目的との間に不均衡が生じてい
る。従って、「民主社会における必要性」には該
当しない。よって、８条に違反する。

6.4.1.2 婚姻関係にある場合

（1）子どもがいる場合

　婚姻関係にある者と当該国に適法に在留してい
るものが婚姻関係にある場合、夫婦間における
「家族生活」の存在、それがない場合は、親子の
間に「家族生活」が存在するか否かが問題となる。

Uner v. the Netherlands (2006)228―８条に違反し
ない
　本件は、ヨーロッパ人権裁判所の大法廷（Grand 
Chamber）において犯罪行為を犯した長期滞在の
移民の退去強制が初めて扱われたものであり、重
要である229。
　本件は、子どもの最善の利益と幸福が考慮され
るべきであるとし、Boultif基準を拡大していると
ころに特徴がある。しかし、子どもの最善の利益
と幸福を考慮すべきであるとしながらも、結論と
しては、原告の犯罪の性質とその深刻性により、
退去強制を８条に違反しないとしている感は、否
めない。
　また、Uner事件において、ヨーロッパ人権裁判
所大法廷は、長期期間居住している外国人であろ
うと完全なる退去強制されない権利は、存在しな
いとし、これらの原則は、いかなる外国人にも適
用されるとしており、重要である230。このことから、
前述したMarten判事らの‘Integrated alien’の

..
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概念をヨーロッパ人権裁判所が否定したと考える
こともできるだろう。

①事案の概要231

　Uner氏（以下、原告）は、1969年生まれのトル
コ国籍の男性であり、1981年12歳の時にオランダ
にやって来た。1988年彼は、永住権を取得した。
1989年には、罰金刑、1990年には、暴行の罪で罰
金刑と２週間収監された。原告は、1991年オラン
ダ国籍の女性と同居を開始し、1992年に息子をも
うけた。しかし、二人の関係が、緊張したものと
なり、それをやわらげる為に、原告は、1992年、
二人のもとを離れたが、交流は続いていた。
原告は、1993年、カフェで喧嘩になった男性の足
に発砲し、カフェの外で足を撃たれた男性の友人
とも争いになり、その男性の頭を拳銃で撃った。
男性は、死亡した。このことにより、1994年、殺
人と暴行の罪で、懲役７年の刑に処された。ちな
みに1996年に、もう一人息子が生まれている。
　収監中、パートナーである女性と息子は、少な
くとも週に１度は、獄中の原告を訪問した。二人
の息子は、オランダ国籍であり、原告によって認
知されているが、パートナーである女性も息子た
ちもトルコ語を話すことができない。1997年、原
告は、懲役７年の刑が原因となって、永住権を剥
奪され、10年間の入国禁止命令が下された。原告
は、この決定に対して異議申し立てを行ったが、
却下された。結局、1998年、原告は、トルコに送
還された。その後、原告は、すぐにオランダに戻
って来たが、2006年には再びトルコに送還された。

②判決要旨232

（a）一般原則233

　国家は、国際法の問題として、条約に違反しな
い限りにおいて、外国人の入国と滞在をコントロ
ールする権利が与えられていること、条約は、あ
る特定の国への外国人の入国、滞在の権利を保障
するものではなく、国家は、公の秩序の維持の為
に、犯罪を犯した外国人を追放することができる。
しかしながら、この領域における決定は、８条１

項の下で保護されている権利に対する干渉となり
得る。よって、緊急の社会的必要性と特に立法目
的の追求によって正当化されなければならない。
　また、これらの原則は、成人の時又は子どもの時
に入国した又はそこで生まれたかどうかに関係な
く適用される。この関係において、長期滞在の移民
の退去強制の否定を定めた勧告（Recommendation）
1504(2001)は、とりわけそこで生まれた又はそこで
成長した者のいかなる事情においても退去強制を
しないことを保障しており、234各国もそのような
立法を制定するなどしている。しかしながら、こ
のような退去強制されない完全な権利は、８条２
項が明らかに１項おいて保障されている一般的な
権利を行使することを例外として認めているよう
に、８条に由来するものではない。
　たとえ、国籍を持たない者が、極めて強い在留
資格を持っており、高い程度に統合されていても、
彼又は彼女の地位は、こと前述した８条２項によ
る締約国の外国人を追放する権限に関しては、国
籍を有する者と同一ではない235。さらに、滞在許
可の取消と犯罪行為を犯した定住移民に退去強制
を課すことの決定は、二重処罰を構成するもので
はないし、第７選択議定書の４条236の目的又はよ
り一般的にも違反するものではない。締約国は、
社会を守る為に犯罪行為を犯した人間に関する手
段をとる権利を与えられている。もちろん、ある
程度それらの方法は８条１項が保障する権利に対
する干渉である。それらが、民主社会において必
要であり目的追求と均衡している場合、この種の
行政手段は、性質上は懲罰的というよりも予防的
なものとして見なし得る。
　従って、たとえ、８条がいかなるカテゴリィの
外国人の退去強制を禁止する完全なる権利を含ん
でいなくとも、判例法は、外国人の退去強制が同
条に違反する場合があることを証明している。
　Boultif事件において、裁判所は、退去強制の手
段が、民主社会において必要であり、追求される
立法目的とつりあっているか否かを評価するため
に使用する適当な基準を精密化した。それは、①
申立人が犯した犯罪の性質と深刻さ②追放される

..
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ことになる国に申立人が滞在していた長さ③関連
する人間の国籍④申立人の家族状況（結婚の長さ
など）⑤真に偽りのない家族生活をカップルが過
ごしたか否かという明らかな証拠⑥配偶者が家族
関係に入った時に、申立人の犯罪を知っていたか
否か⑦婚姻関係においての子どもがいるか否か。
もしいるのならば、その年齢⑧配偶者が、申立人
の国籍国で遭遇するであろう困難の深刻さである。

　当裁判所は、Boultif事件においてすでに示され
たこれらの基準の中にすでに暗示されていたであ
ろう2つの基準を追加する。それは、⑨子どもの最
善の利益と幸福、特に原告のいかなる子どもが、
送還先の国で遭遇するであろう困難の深刻さ237⑩
host国への社会的、文化的そして家族のつながり
の強固さと送還先とのこれらのつながりについ
て238である。

（b）基準の本件へのあてはめ239

　裁判所は、全ての上記の基準を犯罪行為により
退去強制される定住移民に関連する全ての事例に
おいて考慮されるべきであると考える。
　原告が、オランダと強いつながりがあることは、
疑うべきもない。しかしながら、原告とパートナ
ーと原告の息子とは、比較的短い期間しか一緒に
暮らしておらず、次男にいたっては、原告と同居
したことがない。このような原告の家族生活の崩
壊は、とても長い間、家族として共に暮らしてい
た者のそれと同じ影響を及ぼすとは言えない。
　また、原告は比較的幼い時（12歳）にオランダ
にやって来ていることから、原告が、ほんの短い
間しかトルコで過ごしていないこと、原告がトル
コに戻されてもトルコ社会と何ら社会的言語的又
は文化的なつながりがないということを認めるこ
とはできない。
　犯罪の状況については、原告が犯した殺人と暴
行は、極めて深刻な性質のものである。よって、
原告が刑期の３分の２で釈放されたことを重視す
るつもりはない。
　退去強制の最終処分時、原告の子ども（長男は

６歳、次男は６ヶ月であり、二人ともオランダ国
籍）は、まだとても幼かった。もし、彼等が原告
についてトルコに行っても、定期的にオランダに
住む他の家族構成員を訪ねにオランダに戻ってく
ることができる。たとえ、原告と共にトルコに行
ったオランダ人妻の困難を過小評価することが要
求されていなくても、事例の特定の状況において、
家族の利益は、他の前述した考慮要素よりも重視
されると裁判所は考える。
　しかしながら、原告の犯罪の性質と深刻さを考
慮し、追放令が、10年に限定されていることに留
意すると、裁判所は、被告国が退去強制の手段を
決定する際に国家の利益に重きをおきすぎたとは
言えない。
　よって、本件において問題となっている公平な
バランスが、原告の退去強制とオランダからの追
放が、追求される目的と民主社会における必要性
との間で均衡しており、８条に違反しない。

6.4.1.3　婚姻関係が事実上又は法的に破綻してい

　　　　 る場合

・Rodrigues Da Silva and Hoogkamer v Netherlands 
　(2006)240―８条に違反する
　Rodrigues事件は、母親と子どもの関係性を重
視し不法在留状態にあった母親の退去強制が違法
とされたものである241。ヨーロッパ人権委員会は、
子どもが国籍を有していたとしても、母親がその
国において暮らす為の権利は自明のものではない
としているが242、本件では、母親の滞在が認めら
れている。また、子どもが、親と共に親の国籍国
において家族生活を継続できる場合は、８条に違
反しないとされていた。本件は、オランダにおい
て、親子が居住することが子どもの最善の利益にか
なうと判断している。不法在留状態にある外国人
の退去強制が８条に違反するとされるのは、極め
てまれであり、注目に値する。

①事案の概要243

　Rodrigues（以下、原告）は、1972年生まれの
女性である。彼女は、1994年にオランダにやって
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来た244。原告は、オランダ国籍を有するHoogkamer
（以下、前夫）と同棲し始めた。原告は、前夫と
オランダで暮らす為に滞在許可を申請したが、前
夫が失業中であった為に、却下された。1995年に、
アムステルダムに住む息子（1992年生まれ）が、
オランダにやって来て、３人は一緒に暮らすよう
になった。1996年に二人の間に娘が誕生した。オ
ランダの法律によって、原告は親権を取得した。
娘は、前夫に認知され、オランダ国籍を取得した。
1997年１月、二人は別れた。同年８月、原告は、
自分と息子の滞在許可を申請したが、許否された。
原告と前夫は、娘の親権をめぐって裁判で争った。
その間、原告は、不法に就労していた。原告が働
いている間は、娘は、前夫や祖父母と一緒にいて、
残りを原告と過ごした。原告は、滞在許可の許否
について、裁判所に異議申し立てをしたが却下さ
れた。また最終的に、親権は、前夫のものとなっ
た。2002年原告は、新しいオランダ人男性のパー
トナーと暮らす為に、滞在が許可された。彼女の
息子も2002年以来、一緒に暮らしている。

②判決要旨245

　両親が、まるで結婚しているかのように同居し
ていたことから、真正な関係から生まれたと言う
ことができ、８条における家族生活が、原告と娘
との間に存在していることに関しては、何ら疑い
のないことである。原告は、1994年以来、当該国
に滞在しているが、その滞在が適法であったこと
はない。従って、異議申し立てに対する決定は、
原告の家族生活を尊重される権利に対する干渉を
構成するものではない。
　さらに、本件において検討されるべき問題は、
オランダ当局に原告がオランダ滞在を許可し、原
告がオランダにて家族生活を維持・発展させるこ
とを可能にする義務があるか否かである。このこ
とから、裁判所は、本件が、被告である政府が積
極的義務に従うことを怠ったという主張を含むも
のとして考える。
　積極的義務と消極的義務の両者の関係において、
国家は、個人の競合する利益と全体としての共同

体の利益との間に公平なバランスをとらねばなら
ない。しかしながら、両者の関係において国家は、
一定の解釈の余地を享受する。さらに、８条は、
国家に対して居住する国と家族が再統合する国の
選択を尊重する一般的な義務を課すものではない。
しかし、家族生活と同様に入国管理が関係する事
例においては、身内の人間が居住することを認め
る国家の義務の程度は、関連する人間と一般的な
利益という特定の状況によって変化し得る。
　この関係において考慮されなければならない要
素は、家族生活が事実上絶たれる程度、締約国に
おけるつながりの程度、家族の構成員の国籍国で
家族が暮らすことに克服できない障害があるか否
か、入国管理統制又は退去強制に有利に評価され
る公の秩序の考慮があるか否かである。他に重要
な考慮要素としては、関連する人間が、彼等の内
の一人の在留資格が、家族生活を不安定にする結
果をもたらすものであると気付いた時に家族生活
が作り出されているかである。裁判所は、以前国
籍を持たない家族の構成員の退去強制が、８条違
反を構成するのは、極めて例外的な場合において
のみであるとした246。
　本件において、原告は、22歳の時にオランダに
やって来て、相当の期間をオランダで過ごしてい
るけれども、彼女は、きっと成長し教育を受けた
ブラジルとのつながりをまだ有している。しかし、
原告がブラジルに送還された場合、彼女は、娘を
オランダに置いていかなければならないだろう。
原告の滞在許可の許否とブラジルへの退去強制は、
定期的な交流を不可能にし、母と娘のつながりを
破壊し得るものである。このことは、最終処分時
において娘がたった３歳であり、母親との交流の
維持が必要であることから、より深刻な影響を及
ぼすものである。一方で、原告は何ら犯罪行為を
犯していないとは認められない。原告は、最初の
入国後、３年以上オランダにおける滞在を正規化
しようと試みなかったし、原告の滞在は、はじめ
からおわりまで不法であった。
　有効な正規化を満たさない者は、一般的には居
住する権利が、彼らに与えられること期待する権
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利はない247。それにもかかわらず、裁判所は、本
件においては、原告と前夫が、1994年から1997年
まで関係が継続していたという事実からオランダ
での合法居住が可能であることは、正しいと認め
る。よって、原告がオランダの入国管理規則に無
頓着であることは深刻に非難されるであろうこと
は疑いもない。けれども、本件は、関連する人間
が、常に合理的にはhost国において家族生活を継
続することを期待できないと裁判所が考える他の
事例と区別されるべきである248。
　娘の最善の利益249（傍点筆者）は、明らかにオ
ランダに滞在することである250。よって、原告の
不法滞在にもかかわらず、国家の経済的福利は、
８条における原告の権利より重視されるものでは
ない。よって、公平のバランスが異なる利益間に
おいてとられておらず、８条に違反する。

6.4.2　Boultif事件以降の判例の傾向と問題点

①比較衡量の精緻化と子どもの人権251

　Boultif基準は、これまでの判例において考慮さ
れてきた要素をまとめて、明示したものであり、
真新しいものではない。しかし、長らくその判断
手法の不透明性が指摘されてきたヨーロッパ人権
裁判所において、基準が明確に示されたという点
においては前進であるといえる。
　比較衡量する際に、どの基準を優先するべきか
という基準間の優劣ついては、Maslov事件のよう
に自身の家族を形成していない未成年の退去強制
が問題となった場合は、Boultif事件とUner事件に
よって示された基準の内、適用される基準が示め
されており、比較衡量の精緻化が見られる252。ま
たその際には、関係する子どもの年齢が重要な役
割を果たすということが示されており、このこと
は、「喜ばしいものであり、子どもの権利の観点
から重大な発展である253」と言われている。
　子どもの人権という観点から言えば、Rodrigues
事件も画期的な判決である254。本件においては、
不法在留状態にある母親の退去強制が、子どもの
最善の利益が考慮された結果、8条に違反するとさ
れている。子どもの存在が、両親の退去強制に対

する制約と成り得るという点については、自由権
規約委員会のWinata事件255とBakhtiyari事件256も
同様である。
　ヨーロッパ人権裁判所は、外国人の退去強制が
問題となった初期の判例であるBerrehab事件にお
いても子どもの存在が退去強制を制限するもので
あるとみなしている。この点は、Rodrigues事件
も同様である。この様に、子どもの存在は、退去
強制に一定の制約をかける機能を有すると思われ
る257。その際、重要な役割を果たすと思われるの
が、子どもの人権条約３条の子どもの最善の利益258

である259。前述したMaslov事件、Rodrigues事件、
Winata事件、Bakhtiyari事件は、子どもの権利条
約３条によって、入国管理行政による干渉が、条
約に反するとする結論を導き出しているからであ
る。

②比較衡量の問題点
　ヨーロッパ人権裁判所の比較考慮が抱える最大
の問題点は、「家族生活」「私生活」の尊重と国
家の利益260のいずれかを重視するのかという点に
おいて不明確であることである。この問題点は、
Boultif事件以前の判例においても現れている。例
えば、Boultif事件以前のMoustsquim事件261と
Boughanemi事件262において、家族生活における類
似点 が多く見られたものの、前者は８条に違反す
るとされ後者は８条に違反しないとされた。
　両者の大きな違いは、「Boughanemi氏の犯し
た犯罪の深刻さそして明らかに、彼はチュニジア
の国籍を保っており、決してフランス人になりた
いことを表明しなかったことである」と言われて
いる264。このことから、どうやら、売春等のよう
に犯罪の程度が重い場合には、国家の利益が重視
されるということが推測できるが、定かでは無い。
　Boultif事件以後の判例においては、Uner事件で
Costa,Zupancic 判事と Turmen判事が、反対意見
において「Bouitif基準、特にその拡大された形式
が適用される際に、違反がないと判断することが
正当化される唯一の方法は、犯罪の性質と深刻性
に重きをおくことである」265という問題点を指摘し

..

..

・・・・・・・
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ている。
　このように、如何に比較衡量の要素を精緻化し
ようとも、犯罪の性質や深刻性を重視するのであ
れば、８条に違反しないとされる可能性が高い。
犯罪の性質や深刻性を重視する傾向が、固定化さ
れてしまうことは、外国人の権利救済の面からす
るとマイナスである。従って、考慮要素を精緻化
すると同時に外国人の権利性や家族の定義の明確
化が必要となってくると思われる。
　また、従来の判例を検討した結果、比較考慮の
要素のうち、最も重視されるのは、国籍国とのむ
すびつきが、国籍以外存在しないことであるとす
る論者もいる266。また、当該国との結びつきの程度
は、国籍によって判断されるとする論者もいる267。
退去強制される国とのむすびつきは、比較衡量の
要素の一つであることを考えると、より実態に即
した判断がなされるべきである。
　ヨーロッパ人権裁判所は、「各要素に与えられ
るべき比重は、各事例の特定の事情によって必然
的に変化し得る268」として、要素間の優劣を明確
にしていない。しかし、要素の中でどの要素に特
に比重を置くかが明らかではないと、前述したよ
うに犯罪の性質と深刻性に重点が置かれてしまう
恐れがある。そうなると、８条に違反しないとい
う結論を惹起しかねず、国家の利益を重視してい
た1996年以降の判例に逆戻りしてしまうことにな
ってしまう。よって、要素間の優劣を示す必要が
あると思われる。

②外国人間での異なる取り扱い
　EUにおける外国人は、①EU加盟国の国籍を有
する者②EUに加盟していない第三国の国籍を有す
る者というように大きく二つに分類できる。さら
に、②は、(a)第一世代の移民と(b)第二世代の移民
に分類することができる。①と②の間には、EU市
民権の有無という違いがある。①は、EU市民権に
より、加盟国の領域内を自由に移動し居住する権
利を有する269。しかし、②は、その権利を有しな
い為、退去強制されるなど異なる扱いを受けてい
る。この点が、ヨーロッパ人権条約14条270が禁止

している差別に当たるのではないかという議論が
あるが、ヨーロッパ人権裁判所は、それを否定し
ている271。
　さらに、前述したように、②の(a)と(b)に対する
ヨーロッパ人権裁判所の対応は、異なる。(a)に対
する態度は、Uner事件を契機に硬化していると言
われる。一方、(b)に対しては、Maslov事件のよう
に、子どもの人権が考慮されるなど望ましい傾向
にある。

③まとめ
　ヨーロッパ人権裁判所の判例は、以上のような
判例の傾向から、外国人の家族生活を尊重する傾
向にあると言ってもよい。しかし、経済不況など
により、仕事を奪う者として外国人を忌み嫌う傾
向が、ヨーロッパ全体において強まっていること
に注意すべきである272。
　また、ヨーロッパの最近の動きとして、最も注
目されるが、スイスである。スイスでは、犯罪を
犯した外国人を即退去強制させる憲法改正案が、
国民投票によって承認された273。もともと、スイ
ス憲法は、その第９節の121条２項で「スイスの安
全を危うくする外国人は、これを国外追放するこ
とができる274」としていたが、今回の改正により
抗弁の機会を与えないものとなっている。しかし、
憲法14条で「婚姻および家族への権利は保障され
る。275」としていることから、スイスにおいて、家
族生活を有する外国人の退去強制が問題となった
場合、この二つの規定の関係が問題になるであろ
う276。

７　裁量統制基準と今後の課題―結びにか
　　えて

（1）ヨーロッパ人権裁判所判例からの示唆

　ヨーロッパ人権裁判所の判例を検討した結果、
国内の退去強制事例に対して得られた知見は以下
の通りである。
　第一に、退去強制の違法性の判断手法として、
退去強制対象者の権利と国家の利益との比較衡量

..
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が有効であることである。第二に、比較衡量の際
に、どのような要素が考慮されるべきであるかと
いうことである。第三に、退去強制を「家族生活」
又は「私生活」に対する干渉と構成することであ
る。第四に、子どもの存在が退去強制を制約し得
ることである。そして第五に、家族生活を法律状
態ではなく事実状態により判断することである。

　第一の点については、入国管理行政における外
国人の人権の保障は、国家に外国人の処遇につい
ての自由裁量が与えられていることが常に問題と
なり、両者の間のバランスが肝要となってくるこ
とから、比較衡量は有益であると思われる。前述
した東京地裁平成19年８月28日判決のように、国
内判例にも退去強制事例において比較衡量の手法
を採用したものが存在する。このことから考える
と、国内判例においても、退去強制事例において
比較衡量の手法を採用することは、不可能である
とは言えないだろう。退去強制事例の判断手法か
ら、個別事案ごとの対応を除くことは実質不可能
であるが、外国人の人権の保障という観点から、
比較衡量のような判断における原則を提示するこ
とが必要である。

　第二の点については、ヨーロッパ人権裁判所の
判例は、比較衡量の際にどのような要素が考慮さ
れるべきであるかについて参考になると思われる。
現在、考慮されるべき要素としてガイドラインが
発表されているが、ガイドラインには法的拘束力
がない為、裁判所が採用すべき義務がないという
欠点があり、今後の課題である。

　前述したように比較衡量は、有効な判断手法で
ある。しかし、比較衡量が、一般的に抱える問題
には、留意する必要がある。つまり、どの要素を
重視するかによって結論がまったく異なってしま
うことであり、ヨーロッパ人権裁判所の判例にお
いてもその傾向が指摘されている。ヨーロッパ人
権裁判所は、1996年からBoultif判決が出されるま
で、「公の秩序の保護という国家の利益を適切に

考慮していないとの批判」により「判断の方向性
が変化し、特に1996年以降の判決では、以前とほ
とんど同じ事案についても８条違反は認められ277」
なかったと言われている。このことは、退去強制
事例における外国人の人権の不安さをよく示して
いるといえるだろう。よって、比較衡量を判断手
法として用いる際には、要素間の優劣をつけるこ
とが必要であると思われる。

　第三の点については、ヨーロッパ人権裁判所や
自由権規約委員会と同様、本論文で検討したよう
に、国内判例も日本国籍を有する家族構成員の存
在が、退去強制に一定の制限をかけている。よっ
て、自由権規約17条などの「家族」に対する干渉
として、退去強制を構成することは可能であると
思われる。つまり、退去強制事例における自由裁
量を制限する要素として、家族が重要なファクタ
ーとなり得るということである278。

　筆者と同様に、家族を退去強制事例における自
由裁量を制限する要素としての可能性を指摘する
論考がある。
　例えば、宮地基は、ドイツ基本法６条１項279の
「婚姻及び家族の保護」に着目し、ドイツ連邦裁
判所判例を分析した結果、「連邦憲法裁判所判例
による、『婚姻及び家族の保護』を根拠とする外
国人の滞在権の保障は、ドイツ人と婚姻している
外国人、およびドイツ国内に定住している外国人
の家族にとって、重要な役割を果たしている。」と
し「24条の解釈を通じて、あるいは国際人権B規
約23条を直接の根拠として、家族が共同生活を営
む権利から外国人の国内での滞在を保障すること
は、十分に可能であると考えられる。」とする280。
　また、新井信之は「外国人の憲法上の『家族生
活を営む権利』の確立は、それ自体が前国家的な
権利として位置づけられるゆえに、国の権限行使
を制約する大きな根拠となりうる」とし「逆に在
留が認められることによって、当該外国人とその
家族構成員の家族生活を営む自由利益が実現する」
とする281。さらに、「『家族生活を営む権利』が明確
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化され、個々の事例における国家の裁量権限の行
使に対する限界を導くことによって、国際家族の
自由利益が広がるのを認識する282」ことが重要で
あるとしている。
　また、「出入国管理制度の運用の過程で家族の
保護に充分な考慮が払われなければならないとい
う見解」が、「国際的合意を形成しつつある」と
されている283。
　以上のことから、退去強制を制限する要素とし
ての「家族」は、期待し得るものである。

　第四の点については、国内判例においても前述
したように、子どもの存在が退去強制を制約する
ものとして機能していることから、ヨーロッパ人
権裁判所の判例は大いに参考になると思われる。
その際に、鍵となるのは、前述したように、子ど
もの人権条約３条の「子どもの最善の利益」であ
ると思われる。

　第五の点については、国内判例も前述したよう
に、退去強制対象者と「家族」のつながりについ
て、形式的な関係ではなく、事実上の関係を重視
している。家族生活を法律状態ではなく事実状態
により判断することは、「家族」の保護につなが
るものであり、望ましい。

　以上が、ヨーロッパ人権裁判所判例の検討から
得た知見である。しかし、逆に以下の点は、国内
判例において参考とする際にマイナスとなり得る
ものである。

　第一に、ヨーロッパ人権裁判所判例における退
去強制事例は、その多くが、当該国において適法
に在留していた外国人が、犯罪行為により退去強
制される事例であることである。国内判例におけ
る退去強制事例は、不法在留状態にある外国人の
退去強制が問題となっているものが大半である。
前述した東京地裁平成19年８月28日判決のように、
犯罪行為により退去強制されるケースは多くは無
い。不法在留状態にある外国人の在留特別許可が

認められるのは、日本国籍を有する者と「家族」
を形成している若しくは人道的見地から問題があ
る場合などに限られている。ヨーロッパ人権裁判
所判例においても、不法在留者には、居住する権
利が与えられることを期待する権利はないとされ
ている284。このことから、不法在留状態にある者に
対する退去強制を制限し得るのかについての参考
には成り難い。確かに前述したように、Rodrigues
事件では、不法在留状態にある者に対する８条違
反が認められた。しかし、Rodrigues事件を特殊
事例としてみるのか、一般的に不法在留者の権利
が認められたと考えるのかについては、今後のヨ
ーロッパ人権裁判所の動きを注視しないことには
判断しかねる。

　第二に、家族全員が不法在留状態にあり、退去
強制される場合にも、「家族」に対する干渉であ
り違法であると構成できるか否かが不明であるこ
とである。前述したように、ヨーロッパ人権裁判
所も国内判例も不法在留者に対する退去強制を違
法とすることに関しては、消極的である。このこ
とから、家族全員が不法在留状態にあるものの、
日本において平穏に「家族生活」を送っている場
合を如何に考慮すべきであるかについては、今後
の課題である。

　第三に、すべての子どもの存在が、退去強制を
制約し得るのかが不明である点である。ヨーロッ
パ人権裁判所判例において、子どもの存在が退去
強制を制約したと考えられる事例では、その子ど
もが当該国の国籍を有していた。この点は、自由
権規約委員会における事例も同様である。前述し
た東京地裁平成19年８月28日判決のように、子ど
もが日本国籍を有している場合は、同様に子ども
の存在が有利に働き得るだろう。しかし、日本国
籍を有していない子どもの存在にも、同様の効果
が期待できるか否かは定かでは無い。前述したよ
うに、国内判例は、家族全員が不法在留状態にあ
るケースにおいては、子どもが日本において形成
した生活を重視し子どもにのみ在留特別許可を認
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め、残りの家族に対しては認めていない。このこ
とから、日本国籍を有していない子どもの存在は、
日本国籍を有している子どもと同等の効力を持っ
ているとは言えないのでは無いかという点が問題
となる。日本国籍を有していないものの、日本と
強いつながりを持つ子どもの存在を如何に考慮す
べきであるかが、今後の課題である285。

　第四に、退去強制事例におけるヨーロッパ人権
裁判所の判例の傾向は、その当初と現在において
は、大きく変化している。この変化は、ヨーロッ
パ人権裁判所の解釈の特徴といわれる「発展的解
釈」によるところが大きい。「発展的解釈」は、
人権条約が生きた文書であるとして、条約の制定
当時の状況に限定されず、現在の状況にあわせた
解釈の仕方をするものである。特に、８条は、時
代とともに家族の形が変化したことから、その傾
向が他の条文よりも強いとされている286。ヨーロ
ッパ人権裁判所における退去強制事例の発展は、
この発展的解釈によるところが大きい。よって、
このような変化が、国内判例においても期待でき
るか否かは不透明である。
　また、条約締約国には、一定の裁量としての
「評価の余地」が認められている287。特に、入国
管理行政は、伝統的に国家の主権行為として認め
られる裁量が大きいことから「評価の余地」が働
く余地が大きいともいえる。

（2）憲法学上の問題

　前述したように、ヨーロッパ人権裁判所の議論
は、日本における議論の手がかりになり得るもの
である。しかし、条約と国内法の関係の問題288と
憲法上家族をどう定義づけるか289、憲法の規定を
直接適用するのか等の方法論的な問題290がある。
　さらに実質的には、外国人間で家族を有する者
とそうでない者との間に取り扱いの違いが生じる
ことに問題はないのかという点を議論する必要が
ある。憲法上、家族をどう定義づけるかについて
は、家族は、長らく憲法学上の検討の対象となっ
ていなかったこともあり、その憲法上の位置づけ

は、不明確であり、今後の課題である291。外国人
間で異なる扱いをすることに問題はないのかとい
う点については、何故、家族を優遇するのかとい
うことについての裏づけが必要であるし、家族を
強調しすぎた際に生じる外国人間の取り扱いの差
異への対応も必要であろう。
　その対応としては、家族を有していなくとも日
本社会に対する強い紐帯を有する人間に対しては、
「家族生活」ではなく、「私生活」の尊重として
評価することが考えられる。前述したように、ヨ
ーロッパ人権裁判所においても、「私生活」の尊
重によって、外国人の退去強制を制限し始めてい
ることから、検討の余地があると思われる292。

（3）まとめ

　以上のような問題があるものの、退去強制事例
における判断手法としては、国家の利益と対象者
の人権との間で比較衡量することが有効であると
思われる。その際には、憲法24条、自由権規約293

や子どもの権利条約294等をヨーロッパ人権条約8条
を参考にして、退去強制の事例において解釈し、
参照、間接適用していく。そして、比較衡量は、
上記の条文による対象者とその家族の権利の存在
を前提としてなされるべきである。その際に考慮
されるべき要素としては、ヨーロッパ人権裁判所
において示された要素295が参考になると思われる。
また、子どもの存在も考慮すべきである。
　退去強制事例では、国家の利益と退去強制対象
者の人権とその家族の権利が問題となっている。
よって、退去強制事例に対する有効な検討方法と
しては、①憲法、国際人権法からの人権によるア
プローチ、②法務大臣の自由裁量の統制、内部基
準の問題といった行政法からのアプローチが考え
られる。退去強制事例は、これらの分野が、複合
的に関連した事例である。よって、退去強制事例
を検討する際には、これら各分野の連携が欠かせ
ない。本論文は、①のアプローチによる検討であ
ったが、各分野におけるさらなる検討の深化と連
携が期待されるところである。
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１　新井信之「日本における外国人の人権」畑　博
行、水上千之編『国際人権法概論（第三版）』
（有信堂2002年）146頁。

２　杉原則彦「活性化する憲法・行政訴訟の現状」
『公法研究　』第71号、201頁。また、中島眞
一郎「入管行政の『開かずの門』への挑戦―退
去強制令書発布処分後の在留特別許可を取得し
た4つの家族の事例―」近藤敦・塩原良和・鈴
木江理子編『非正規滞在者と在留特別許可　移
住者たちの過去・現在・未来』（日本評論社、
2010年）の146頁においても増加傾向が指摘さ
れている。

３　前掲・中島眞一郎、147頁にて最高裁判例が少
ない理由として以下の点が指摘されている。
「国も最高裁へ上告や上告受理申立てをおこな
わず、上告断念により確定させることで、国に
とって最高裁での敗訴判例があらわれないよう
に」しているとされ、また、勝訴して最高裁で
確定した勝訴判決は、2009年９月15日判決が初
となることも指摘されている。

４　http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf
５　このことから、ガイドラインが作成される以前

の東京地裁平成15年９月９日判決（判例時報
1836号46頁）は、「外国人に有利に考慮すべき
事項について、実務上、明示的又は黙示的に基
準が設けられ、それに基づく運用がなされてい
るときは、平等原則の要請からして、特段の事
情がない限り、その基準を無視することは許さ
れない」としている。現在は、在留特別許可に
おけるガイドラインが公開されており、明示的
な内部基準となっていることから、今後はこの
点が鍵になってくると思われる。

６　ヨーロッパ人権裁判所の判例は、ヨーロッパ人
権裁判所のHP（http://echr.coe.int/echr/）の
case lawで読むことができる。

７　国際人権20号の131頁によると、自由人権協
会主催の泉徳治元最高裁判事の講演「最高裁
判所の役割」（http://www.jclu.org/file/ 
izumimotohanjikouenkai-pumph.pdf）にて、泉

氏が発言したとされている。本講演の大まかな
内容は、自由人権協会が発行する人権新聞通号
371号　2009年10月号4頁以下で確認できるが、
ヨーロッパ人権裁判所に関する発言は掲載され
ていない。
また、戸波江二・北村康三・建石真公子・小畑
郁・江島晶子編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』
（信山社、2008年）の庄司隆一「在ストラスブ
ール日本国領事館と欧州議会」ⅹⅹⅹⅰⅰによ
ると1997年以来、ほぼ毎年日本の最高裁判事と
ヨーロッパ人権裁判所裁判官との交流が行われ
ていることも、最高裁が注目している証拠にな
り得ると思われる。

８　建石真広子「国際人権保障の現状と課題－ヨー
ロッパを中心に」ジュリストNo.1378 71頁にて、
「ヨーロッパ人権条約は、ヨーロッパの人権分
野の『準憲法』と位置づけられるほどに機能的
にも量的にもヨーロッパ諸国における基本権保
護の役割を担っている。」とされている。

９　最近の主要なものとしては、HRG 16 August 
2001,Winata v Austria,No.930/2000とHRC 6 
November 2003,Bakhitiyari v. Australia,No 
1069/2000がある。

10　Pieter Boeles, Maarten Den Heijer, Gerrie 
Lodder, Kees Wouters, “European Migration 

Law“, Intersentia, 2009 at 171.
11　Ibid. 143.
12　ヨーロッパ人権裁判所が取り扱う事件件数は、

増加傾向にある。
Annual Report 2009 (http://www.echr.coe.int/ 
NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F5
8D015E4D54/0/Annual_Report_2009_Final.pdf)
のp73によると、2009年は、1625件の判決を出
している。2008年は、1543件であり増加してい
る。その内訳は、件数の多い順に、６条（公正
な裁判を受ける権利）、第１選択議定書１条（財
産の保護）、５条（自由及び安全についての権
利）であった。条約違反とされた国は、多い順
にトルコ（341）、ロシア（210）、ウクライナ
（126）、ポーランド（123）であった。
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13　ヨーロッパ人権条約８条は、１項で、「すべて
の者は、その私的及び家族生活、住居及び通信
の尊重を受ける権利を有する。」とし、２項で
「この権利の行使については、法律に基づき、
かつ、国の安全、公共の安全若しくは国の経済
的福利のため、また、無秩序若しくは犯罪の防
止のため、健康若しくは道徳の保護のため民主
社会において必要なもの以外のいかなる公の機
関による干渉もあってはならない。」としてい
る（傍点筆者）。

14　「何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を
傷つける取り扱い若しくは刑罰を受けない。」
ことを規定する３条は、その多くが難民に関連
するものであるが、退去強制が問題とされる場
合がある。３条によって違法とされるのは、退
去強制によって、健康、身体、精神に重大なリ
スクが発生する場合である。つまり、送還先の
医療体制や状況によって重大なリスクが発生す
る場合である。よって、犯罪や逃亡による刑事
裁判を受けるリスク、収監されるリスク、経済
的な困窮などは、重大なリスクには当たらない
とされている。しかし、政治犯罪によって起訴
される可能性がある場合には、３条により退去
強制が違法とされる余地があるようである。

15　その理由としては、一般的意見は、阿部浩己、
今井直、藤本俊明『テキストブック　国際人権
法』（第３版、日本評論社、2009年）の20頁に
よると「締約国の義務の性格や各権利の内容に
ついて、条約規定の文言を補強する重要な役割
を果たしており、条約規定を見るとき常に参照
すべき文書」と言われているからである。
また、人権委員会の意見・見解については、齊
藤正彰『国法体系における憲法と条約』（信山
社、2002年）において以下の点が指摘されてい
る。
同書では、98条２項の「『誠実に遵守すること』
とは、『日本国が締結した条約』の性質に応じ
て、当該条約に内在する要求を可能な限り顧慮
することを意味する」（429頁）とし、「国内
裁判所においても、規約人権委員会の意見・見

解を可能な限り顧慮することが、『誠実に遵守す
ること』に適うのではないであろうか」（430
頁）としている。さらに、「国際法上の問題と
してではなくて、日本国憲法の問題として、規
約人権委員会の意見・見解の顧慮が求められて
いる」（430頁）としている。人権条約の顧慮
の程度については、「『人権条約が日本国憲法
と抵触しうる条項を少数ながら含んでいること』
などにも鑑み、日本国憲法第九十八第二項は、
憲法の規定に矛盾するのでない限りにおいて、
憲法解釈についても『日本国が締結した条約』
を顧慮することを要請していると解する」（438
頁）としている。

16　自由権規約17条１項は「何人も、その私生活、
家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若し
くは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に
攻撃されない」とし、２項は「すべての者は、
１の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける
権利を有する。」としている。
また、23条１項は、家族は、社会の自然かつ基
礎的な単位であり、社会及び国による保護を受
ける権利を有する。」としている（傍点筆者）。
また、子どもの権利について定める24条１項は、
「すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、
宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出
生によるいかなる差別もなしに、未成年者とし
ての地位に必要とされる保護の措置であって家
族、社会及び国による措置についての権利を有
する。」としている。

17　子どもの権利条約９条１項は、「締約国は、子
どもがその父母の意思に反してその父母から分
離されないことを確保する。ただし、権限のあ
る当局が司法の審査に従うことを条件として適
用のある法律及び手続きに従いその分離が児童
の最善の利益のために必要であると決定する場
合は、この限りではない。このような決定は、
父母が子どもを虐待し若しくは放置する場合又
は父母が別居しており児童の居住地を決定しな
ければならない場合のような特定の場合におい
て必要となることがある。」としている。

・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・

・・

・・・・・
・・・・・
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また、同条約の16条１項は「いかなる子どもも、
その私生活、家族、住居若しくは通信に対して
恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び
信用を不法に攻撃されない。」とし２項は「子
どもは、１の干渉又は攻撃に対する法律の保護
を受ける権利を有する。」としている（傍点筆
者）。

18　大阪高裁平成６年10月28日判決（判時1513号71
頁）は、自由権規約に関してヨーロッパ人権裁
判所の判例を参考にして条文解釈を行っている。
また、受刑者の接見制限が問題となった徳島地
裁平成18年３月15日判決（は、ヨーロッパ人権
条約の規定やヨーロッパ人権裁判所の判断など
を参照している。

19　裁判所の適用すべき法規の順序については、園
部逸夫「日本の最高裁判所における国際人権法
の最近の適用状況」国際人権11号４頁にて、
「法律の明示の規定がないときは、法律の関係
規定の合憲解釈によって、それが不可能な場合
は憲法の規定の直接適用によって、憲法に明示
の規定がなければ、国際人権規約に沿った憲法
の解釈によって、それも不可能な場合は、国際
人権規約の国内直接適用という順序になる」と
いうことが、指摘されている。この様に、条約
が適用されるのは、４段階のうちの最後の２段
階であり、裁判所の条約に対する消極的姿勢が
うかがえる。
さらに、最高裁への上訴の制限という訴訟法上
の問題もある。民事訴訟法312条１項は、「上
告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその
他憲法の違反があることを理由とするときに、
することができる」とし民事訴訟法336条1項も
「憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違
反があることを理由とするときに」特別抗告が
できるとしている。条約を直接適用した場合、
これらの制度上の壁に直面してしまうことにな
る点にも留意が必要である。実際に、最高裁昭
和55年10月22日判決は、刑事訴訟法405条各号
の上告理由にあたらずとして退けている。

20　最高裁平成20年６月４日大法廷判決（判時2002

号14頁）では、自由権規約、子どもの人権条約
が、国籍法３条の区別は違法であると判断する
際の論拠の一つとして明示されている。このこ
とをもって、最高裁が国際人権条約を直接適用
することに対して積極的であるとは断言できな
い。しかし、考慮要素の一つとされる可能性は
大いにあり得ると思われる。

21　福岡高裁平成17年３月７日判決（判タNo1234 
73頁）。本件では、中国在留邦人の継子である
者らに在留特別許可を認めなかった裁決と退去
強制令書発布処分が問題となった。福岡高裁は、
子どもの福祉・教育、中国での生活の困難性と
いった特殊な事情を自由権規約や子どもの権利
条約の規定に照らすと、入国申請の際に違法な
行為があったことを考慮してもなお、本件裁決
が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らか
であり、取消を免れないとした。
また、本判決については、前掲『テキストブッ
ク　国際人権法」』47頁にて「B規約や児童の
権利条約の規定「『社会通念上の妥当性』を判
断する際に国際人権法を当然に考慮すべきとい
う規範を構築した本判決の意義は高く評価でき
るだろう」とも評価されている。
他に、自由権規約23条の趣旨を援用した判決と
して、東京地裁平成11年11月12日判決（判時
1727号94頁）がある。

22　外国人の地位に関する条約は「国家は、公共の
秩序及び安全の保持のため外国人を国外に追放
する権利を有する」（第６条）とし、外国人の
入国及び処遇に関する一般原則も「国家は、法
律、規則又は命令の定めるところに従い、外国
人に対して追放又は退去を命ずる権利を有する」
（第16条）と規定している。

23　芝池義一『行政法総論講義　第４版』（有斐閣、
2004年）210頁。

24　塩野宏『行政法Ⅰ　第三版　行政法総論』（有
斐閣、2004年）224頁。比例原則を適用した判
例としては、東京地裁平成15年９月19日判決
（判時1836号46頁）がある。

25　坂中英徳・斎藤利男『入国管理及び難民認定法

・・
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逐条解説（改訂第三版）』（日本加除出版、
2007年）714頁。
また、前掲・坂中715頁によると入管法61条の2
の難民認定の法的性質については、「法務大臣
の裁量行為について定めたものではなく、法務
大臣が難民である旨の事実認定を行う権限を持
つことを規定したものである」とされており、
「難民の認定は、羈束処分であり、法務大臣に
裁量の余地は全くない」とされている。これは、
マクリーン判決において明示された出入国管理
行政における法務大臣に認められた広範な裁量
権とは、大いに異なる点である。

26　前掲・坂中655頁。
27　前掲・坂中657頁。 
28　入国管理局により発表された在留特別許可のガ

イドライン（http://www.moj.go.jp/content 
/000007321.pdf）の３頁の在留特別許可の許否
判断を参照のこと。

29　前述のガイドラインの３頁の検討例を参照のこ
と。

30　http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf
31　上記分類は、筆者によるものである。退去強制

事例の多様性を考えれば、より詳細な分類が可
能であろうが、本論文において必要十分な程度
にとどめる。

32　別表第二に掲げる在留資格とは、永住者、日本
人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者であ
る。永住者とは、法務大臣が永住を認めたもの
であり、日本人の配偶者等とは、日本人の配偶
者若しくは民法817条の２の規定による特別養
子又は日本人の子として出生した者をいう。
また、永住者の配偶者等とは、永住者の在留資
格をもって在留するもの若しくは特別永住者の
配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しそ
の後、引き続き本邦に在留している者であり、
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一
定の在留期間を指定して居住を認める者をいう
とされている。

33　東京地裁平成22年２月19日判決（判例集未登
載、LEX/DB文献番号254 6 2 6 1 2（A）、

25462613（B））では、無国籍者の退去強制が問
題となり、違法とされた。

34　厳密に言えば、退去強制ではなく、在留資格の
更新が問題となった事案であるが、判例は、在
留資格の更新ではなく、退去強制が問題となっ
た事例においてもマクリーン事件の判断枠組み
を使用している。従って、ここで例示すること
に問題はないと思われる。

35　「日本人の配偶者等」の在留資格が争われた判
例は、数多い。最高裁判決が出されるまでに、
東京地裁平成５年３月22日判決（判タNo 813 
129頁）、東京地裁平成５年９月６日判決（判タ
No 864　209頁）、東京地裁平成6年4月12日判決
（判タNo871、175頁）、東京地裁平成６年４月
28日判決（判タNo860、131頁）、大阪地裁平成
７年８月24日判決（判タNo 891、109頁）、東京
地裁平成７年10月11日判決（判時1555号、51頁）、
東京地裁平成９年９月19日判決（判タNo995、
116頁）、大阪高裁平成10年12月25日判決（判タ
No1059、108頁）、東京地裁平成11年11月12日判
決（判時1727号）などの判決があった。
しかし、婚姻関係とは言っても、日本の家族法
上は認められていない同性愛者などの性的マイ
ノリティ等が認められるか否かは、先例がない
ので定かではない。

36　別表第二によると、日本人の配偶者等とは、日
本人の配偶者若しくは民法817条の２の規定に
よる特別養子又は日本人の子として出生した者
をいう。

37　最高裁平成14年10月17日判決（判時1806号25頁）。
38　青野洋士、法曹時報57巻１号、215頁。
39　前掲・青山216頁。
40　活動要件必要説を支持する学説としては、荻野

芳夫・判例評論421号194頁、佐久間健吉・平成
8年主要民事判例解説354頁、山神進・法律のひ
ろば49巻11号42頁がある。

41　前掲・青山、217頁。
42　活動要件不要説を支持する学説としては、小林

武・判例評論434号20頁、判例評論458号42頁が
ある。

退去強制事例における家族と子ども
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43　前掲・青山、224頁。
44　東京地裁平成19年６月14日判決（Westlaw 

Japan 文献番号2007WLJPCA06148006）。概要
は、『国際人権』No19、162頁で確認が可能で
ある。

45　Ursula Kilkelly ”The Child and the European 

Convention on Human Rights”, Ashgate, 1999 at 
225では、この点が指摘されている。

46　Mole “Constructive Deportation and The European 

Convention” 1995, European Human Rights Law 

Review 1, pp63-71 at 63.
47　東京地裁平成19年８月28日判決（判時1984号、

18頁以下）。本判決は、その判断手法に重要な
意義があるので、後に検討することにする。

48　但し、父親が日本人であっても、両親が婚姻関
係になく、認知もされなった場合は、子の国籍
は外国籍となる。

49　国籍法３条「父又は母が認知した子で二十歳未
満のもの（日本国民であった者を除く。）は、
認知した父又は母が子の出生の時に日本国民で
あった場合において、その父又は母が現に日本
国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民
であったときは、法務大臣に届け出ることによ
って、日本の国籍を取得することができる。

50　Berrehab v Netherland （application no. 10730/ 
84）21.6.1988.
本判決は、ヨーロッパ人権裁判所の判例の中で
も、重要な意義を有するので、後に詳細を紹介
し、検討する。

51　大阪高裁決定平成21年１月16日（家裁月報61巻
11号70頁）。

52　本件退去強制取消訴訟については、裁判年月日
が不明である為、その詳細を知ることはできな
いが、大阪高裁決定（家裁月報61巻11号76頁）
によりその一部を知ることはできる。

53　山田美枝子「退去強制となるおそれのある外国
人父との面接交渉」（民商142-3-126）384頁。

54　東京地裁平成13年３月15日判決（判時1784号67
頁）、東京地裁平成16年11月５日判決（判タ1216
号、82頁）、東京地裁平成18年３月28日判決

（判タ1236号、126頁）、東京地裁平成18年７月
19日判決（判タ1301号、130頁）、大阪高裁平成
20年5月28日判決（判時2024号３頁）などがあ
る。東京地裁平成13年３月15日判決は、両親に
育児放棄され養護施設に入所していた子どもの
退去強制が問題となった事案であり、子の国籍
国での生活が困難であり、それ以外の国におい
て生活できる国が認められない為、退去強制が
違法とされた。本判決以外の判決が、子の自立
性を重視する傾向にあることを考えると、子ど
ものみに退去強制を認めた判例においての例外
的な事例と捉える方が妥当であるかもしれない。

55　判例では、15歳あたりをそのような判断ができ
る年齢と考えているようである。民法961条が、
15歳以上になれば遺言能力を有すると定めてい
ることが関係していると思われるが、確たる証
拠はなく、判例として統一した見解はないよう
である。

56　現時点では、判例集に未登載であり詳細を知る
ことはできない為、判決内容は、2010年12月10
日北海道新聞朝刊より抜粋したものである。

57　東京地裁平成15年９月19日判決（判時1836号46
頁）では、イラン・イスラム共和国の国籍を有
する家族の退去強制が問題となった。東京地裁
平成15年10月17日判決（LEX/DB文献番号
28090050）では、韓国籍の家族の退去強制が問
題となった。東京地裁平成19年９月14日判決
（LEX/DB文献番号25400339）では、インド国
籍を有する家族の退去強制が問題となった。

58　前述した東京地裁平成19年３月23日判決
（LEX/DB 文献番号：28130871）、名古屋地裁
平成17年８月31日判決がそうである。

59　東京地裁平成19年３月23日判決（LEX/DB 文
献番号：28130871）。

60　名古屋地裁平成17年８月31日判決（判タ1250号
110頁）。

61　民事月報Vol.65.11（平成22．11）８頁によると
「渉外縁組のうち、日本人が中国人を養子とす
るケースは比較的多い」ようである。横浜地裁
平成17年７月20日でも、日本人と中国人の養子
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縁組が問題となった。実務上は、法の適用に関
する通則法31条により、日本人が養親となる場
合は、日本法を適用するとしている。本件のよ
うに、養子が15歳以上の場合、同・28頁による
と、中国人実父母及び養子本人の同意は、任意
の形式による同意書で足りるとされており、実
父母の同意書は、必ず提出することが義務付け
られている。

62　前述したように、養親が日本人の場合は、日本
法が適用される。民法817条の３から７までの
特別養子の要件から考えると、日本と何らかか
わりのない外国人に特別養子が認められる可能
性は低いと思われる。

63　横浜地裁平成17年７月20日（判タ1219号212頁）。
64　この判例の傾向を日比野勤は、「外国人の人権

（2）」（法学教室No217）44頁において、憲法
における外国人の人権よりも、出入国システム
が重視されているとして、出入国システム優位
説と呼び批判する。

65　前述・杉原則彦、202頁。また児玉晃一「在留
特別許可をめぐる裁判例の傾向」前掲・近藤敦
・塩原良和・鈴木江理子編『非正規滞在と在留
特別許可　移住者たちの過去・現在・未来』の
132頁においても、勝訴例の増加が指摘されて
いる。

66　判例が、マクリーン判決の判断枠組みを堅持し
続けているのは、異なる判断枠組みを提示する
ことによって発生する原告に対する不利益を考
慮している為であるとも考えられる。つまり、
異なる判断枠組みを提示すると、後の裁判によ
って一蹴される恐れがあり、そのことは原告の
権利救済にとってマイナスの作用しかもたらさ
ないからである。こう考えると、マクリーン判
決の枠組みを堅持するということは、下級審の
苦肉の策とも言えるかもしれない。

67　この点は、入国管理局が発表しているガイドラ
インからも明らかである。また、国籍の決定に
ついて、血統主義を採用する日本においては、
国籍は日本との強い結びつきの証拠として捉え
られる傾向にあると思われる。つまり、国籍の

決定において、出生地主義を採用する国で生ま
れた外国人と血統主義を採用する日本とでは、
その結びつきの強弱が異なると考えることもで
きるだろう。

68　判例が、事実上の関係を重視しているのは確か
だが、一定の法律関係が正当であると判断する
際の付加的要素として捉えているようにも思わ
れる。

6９　前述した通り、認めた判例はある。東京地裁
平成15年９月19日判決（判時1836号46頁）、東
京地裁平成15年10月17日判決（判例集未登載）
である。

70　東京地裁平成19年８月28日判決（判時1984号18
頁）。

71　ガイドラインにおいて、日本人との婚姻関係と
子どもとの親子関係は、特に考慮する積極要素
とされており、薬物犯罪は特に考慮する消極要
素とされている。

72　この分類は、判例は明示してはいないが、入国
管理局によって発表されているガイドラインに
よるものであると思われる。本判決は、ガイド
ラインにおける特に考慮する積極要素と特に考
慮する消極要素とが競合した場合には、前者を
十分に考慮すべきとしているのである。

73　比較衡量による判断は、後述するヨーロッパ人
権裁判所のBoultif v Switzerlamdにも採用され
ている手法である。

74　前述した福岡高裁平成17年3月7日判決（判例タ
イムズNo1234、73頁）である。

75　自由人権規約委員会やカナダの連邦裁には、子
どもの利益が、重要な考慮要素として機能した
事例がある。前者は、Winata事件であり、
「国際人権No13」107～109頁にて判決要旨が
確認可能である。後者は、Baker事件であり、
詳細については村上正直「カナダの出入国管理
行政における子どもの利益の考慮の一端―カナ
ダ連邦最高裁判所Baker判決を中心に」藤田久
一＝松井芳郎＝坂本茂樹編『人権法と人道法の
新世紀』（東信堂、2001年）119～147頁を参照
のこと。
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76　Supra note 10at 144.　E.g. Gul v. Switzerland 
(Application no. 23218/94)19.2.1996,para.38.

77　Gul v Switzerland (n 78) para.38.
78　退去強制が問題となるケースの場合、家族生活

又は私生活に対する干渉の中止つまりは退去強
制しないでもらうことを原告は、要求する。し
かし、後述するRodrigues事件のpara.38で示さ
れたように、ヨーロッパ人権裁判所が、消極的
義務と積極的義務が並存しているものとして考
えるケースもある。

79　家族の再統合については、日本が批准している
条約では、子どもの権利条約10条１項が、その
旨を定めている。また、EUでは、1999年のア
ムステルダム条約の発効以降、EUに加盟して
いない第三国国民の家族の呼び寄せの取り組み
が活発に行われている。詳細については、西連
寺隆行「第三国国民の家族合流と『他国での事
前の合法的滞在』の要否」貿易と関税2008.8　
75頁以下。
さらに、ヨーロッパ人権裁判所は、Abdulazis, 
Cabales and Balkandali v The United Kingdom 

（Applicationno.9214/80;9474/81）28.5.1985にて、
国家は、家族の再統合に関する一般的な義務を
有しないとしている。家族の再統合を国家が許
可しなかったことが、８条違反となるのは、当
該国以外で家族生活を送ることができるか否か
に大きく左右されるようである。従来、ヨーロ
ッパ人権裁判所は、家族の再統合の不許可が８
条に違反しないとする傾向にあったが、近年、
当該国家でしか、家族生活を送ることができな
いとして、Sen. v the Netherlands (Application 
no.31465/96) 21.12.2001では８条違反が認めら
れており、注目に値する。

80　この点に関しては、人権条約上定められた例外
もある。例えば、難民の地位に関する条約が、
締約国に対して難民の入国を求め、また入国し
た難民を不当に追放してはならないとしている
ことは、この典型である。

81　ヨーロッパ人権裁判所が、退去強制の根拠とな
った法律自体が、８条に違反するとしない理由

としては、入国管理が各国の主権により行われ
ていることが関係していると思われる。

82　その理由は、ヨーロッパ人権裁判所独自の目的
論的解釈から派生した発展的解釈にあると思わ
れる。
ヨーロッパ人権条約も国際法である以上、ウィ
ーン条約法条約に従って解釈される。同条約31
条１項が「条約は、文脈によりかつその趣旨お
よび目的に照らして与えられる用語の通常の意
味に従い、誠実に解釈するものとする」と規定
している。ヨーロッパ人権裁判所は、本条の観
点から目的論的解釈を基調としているとされて
いる。そして、この目的論的解釈を前提とし、
人権条約が「生きている文書」であることか
ら、今日の条件に照らして解釈されるべきであ
るとするのが、発展的解釈である。
詳細については、江島晶子「ヨーロッパ人権裁
判所の解釈の特徴」前掲・『ヨーロッパ人権裁
判所の判例』28頁以下を参照。

83　ここで例示している適用が問題となった判例
は、前掲・『ヨーロッパ人権裁判所の判例』に
よって確認が可能である。

84　江島晶子「ヨーロッパ人権条約が保障する権利」
21頁、前掲・「ヨーロッパ人権裁判所の判例」。

85　荒牧重人「国際人権条約からみた『強制退去』
問題」法学論集49（山梨学院大学）の35頁で
は、家族の重要性については、国際的な場で繰
り返し確認されていることが指摘されている。

86　国際人権法は、家族について、①家族②家族生
活③家族環境という言葉を使用している。①は、
自由権規約23条１項、社会権規約10条②は、ヨ
ーロッパ人権条約８条③は、子どもの権利条約
20条と子どもの権利及び福祉に関するアフリカ
憲章である。全体として見ると最も新しいのは、
③であり、最も使用されているのは、①である。

87　憲法において家族の国家による保護を定めてい
る各国の憲法条文でも、保護すべきことが示さ
れているだけで、家族とは何かという問いに対
する明確な定義という答えは、与えられていな
い。

..
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ただ、各国憲法における家族規定を辻村みよ子
は、(A)社会主義国型憲法－国家による家族の
保護と一定の義務の強制をするもの、旧ソ連、
中国など（B）先進資本主義国（社会国家）型
憲法―自由主義的契機と社会国家的契機の両者
を調整したもの、ドイツ、イタリアなど（C）
非西欧型・発展途上国型憲法－貧困からの解放
や社会権保障についての国家政策が重要課題と
しているもの、フィリピンなど、として特徴ご
とに分類している。詳細については、辻村みよ
子『憲法とジェンダー　男女共同参画と多文化
共生への展望』（有斐閣、2009年）、227頁以下
を参照のこと。

88　Geraldine Van Bueren “Crossing the Frontier- 

The International Protection of Family Life in the 

21st Century“, 812,Nigel Lowe and Gillian 
Douglas (ed) “Families across Frontiers”, Nijhoff, 
1996.

89　Ibid.812. この点については、人権条約を直接適
用、間接適用する場合にも問題になってくるは
ずである。人権条約上の家族が、憲法の規定す
る家族と矛盾する場合は、直接・間接適用のい
ずれであっても適用することは、望ましいこと
ではないだろう。しかし、両者が矛盾しない場
合は、近時の有力説である憲法98条２項による
国際法調和性の原則からすると、憲法の規定す
る家族と矛盾するものでない限り、憲法解釈に
おいても条約を顧慮することが要請されること
になるだろう。国際法調和性の原則について
は、前掲・齊藤正彰『国法体系における憲法と
条約』402頁を参照のこと。

90　Supra note 10 at 142.
91　Ibid.142.
92　Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa 

Castan “The International Covenant on Civil and 

Political Rights Cases ,” Materials, and 
Commentary’ 2nd edition, Oxford, 2005 at 488.
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206　Ibid 161.
207　Maslov v. Austria (n 104) para85.
208　Maslov v. Austria (n 104).
209　Harris, O’Boyle &Warbrick “Law of the European 

Convention on Human rights”, Oxford, 2009 at 422.
210　Ibid.para.10-29.
211　Ibid.para.61-101.
212　Ibid.para.61-65.
213　Ibid.para.62.
214　Ibid.para.63.
215　Ibid.para.68-76.
216　Ibid.para.70.
217　Ibid.para.71.
218　Ibid.para.73.
219　Ibid.para.75.
220　Ibid.para.77-101.
221　Ibid.para.82.
222　Ibid.para.82.
223　Ibid.para.41.

また、Directive（指令）2004/38/ECの28条は、
退去強制からの保護を定めた規定であり、その
§3(b)は「退去強制される者が、未成年の場合、
退去強制が、子どもの最善の利益にとって必要
不可欠の場合を除いて、子どもの権利条約にお
いて与えられているようにあるべきである」と
している。

224　子どもの権利条約３条１項は、「子どもに関す
るすべての措置をとるに当たっては、公的若し

..

..
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くは私的な福祉施設、裁判所、行政当局又は立
法機関のいずれによって行われるものであっ
ても、子どもの最善の利益が主として考慮され
るものとする。」としている。

225　子どもの権利条約40条１項は、「締約国は、刑
法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定
されたすべての子どもが尊厳及び価値について
の当該こどもの意識を促進させるような方法で
あって、当該子どもが他の者の人権及び基本的
自由を尊重することを強化し、かつ、当該子ど
もの年齢を考慮し、更に、当該子どもが社会に
復帰し及び社会において建設的な役割を担うこ
とがなるべく促進されることを配慮した方法に
より取り扱われる権利を認める。」としている。

226　Ibid.para84.ちなみに、ヨーロッパ人権裁判所は、
ここでの例としてMoustaquim事件（n 127）を
挙げている。

227　Ibid.para.81によると、彼が犯した犯罪行為の大
半は、自動販売機、車、商店、又は飲食店など
の破壊と現金と商品を盗んだことであった。最
も悪質性が高かったのは、未成年を殴る蹴るな
どして怪我させたものであった。さらに、
Boultif事件（n 199）やUner事件（n 104）にお
ける原告の犯罪行為のように暴力的でないと評
価している。

228　Uner v. the Netherlands （n 104）.
229　Charlotte Steinnorth “Uner v The Netherlands 

:Expulsion of Long-term Immigrants and the 
Rights to Respect for Private and Family Life“ 
Human Rights Law Review 8:1 185-196 at 185．

230　この点は、前述したMaslov事件（n 104）の
para. 74でも確認されている。

231　Ibid.para.12-29. 本件において、多数意見は、８
条に違反しないとしているが、Costa Zupancic 
判事とTurmen判事が反対意見のpara9にて、
極めて深刻な犯罪に限定されるべきであるとし
ている点が、注目される。

232　Ibid.para.54-67.
233　Ibid.para.54-60.
234　勧告（Recommendation ）1504については、注

196を参照のこと。
235　これまで反対意見の中には、彼らのように統合

された者の退去強制をMarten判事のように原
則禁止するべきであるとするものもあったが、
裁判所は、ここでその見解を否定しているよう
に思われる。

236　第７選択議定書４条１項は、「何人も、その国
の法律及び刑事手続きに基づいて既に確定的に
罪又は有罪の判決を受けた行為について、同一
国の管理下での刑事訴訟手続きにおいて、再び
裁判され又は処罰されることはない。」とし一
事不再理を定めている。

237　Ibid.para．58にて、この基準について、ヨーロ
ッパ人権裁判所は、すでに判例において示され
ているとしている。その例として、家族の再統
合が問題となったSen. v. the Netherlands
（Application no. 31465/96）21.12.2001の
para40が挙げられている。

238　Ibid.para．58にて、この基準について、ヨーロ
ッパ人権裁判所は、「Boultif事件における原告
は、彼がスイスに入国した時は、すでに成人で
あったけれども、裁判所は、Boultif基準をとり
わけhost国において生まれた又は幼い時にそこ
に移住してきた原告が関連する事案において適
用する」としている。

239　Ibid.para.61-67.
240　Rodrigues Da Silva & Hoogkamer v The 

Netherland (n 137).
241　本件と同様に不法在留状態の上に築かれた家族

生活が問題となった事例としては、Jakupovic 
v. Austria (Application no. 36757/97)6.2.2003が
ある。Jakupovic事件では、未成年（退去強制
処分時は16歳）が数々の犯罪行為により退去強
制された事例である。
Jakupovic事件でも、不法在留中に形成された
Jakupovicとその妻の関係は、比較考慮の際に
重視されないとしている（para.31）。Jakupovic
事件で８条違反と結論付けられた際のポイント
となったのは、未成年であるJakupovicを一人
で最近まで紛争があり、原告と強いむすびつき

..
..

..
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がある証拠のない土地に追放することを正当化
するには、極めて重要な証拠が必要であるとし
たこと（para.29）、原告の犯罪行為は、退去強
制を正当化する為の重要な要素であり極めて慎
重に検討されるべきものである（para.29）が、
原告の犯罪傾向を示す要素が、一つだけである
こと（para.30）などにあると思われる。

242　ECom HR 30 November 1994, Maikoe and 
Baboelal v. The Netherlands, appl.22791/93.

243　Ibid.para.8-24.
244　Ibid.para.8によると彼女は、前夫との間にでき

た二人の息子をアムステルダムに置いてきてい
る。

245　Ibid.para．37-４４．
246　Mitchell v. the United Kingdom (n 137).

国際法における国籍について、Nottebohm事件
（ICJ 6 April 1955,ICJ Report 1955,p.23.）で国
際司法裁判所（ICJ）は、「国籍は、相互の権
利義務と共に帰属の社会的な事実の基礎とな
る、存在の真正な関係、利益、感情法的つなが
りである。」としている。さらに、supra note 
10 at 19によると、 Nottebohm事件は、「国籍
の付与にあたっては、国家と個人の間の真正且
つ密接なつながりは、国際的効力を持つ国籍を
与えるのに必要不可欠である。」ということを
示唆しているとしている。
国内では、平成20年６月４日最高裁国籍法違憲
判決は、国籍を「我が国の構成員としての資格
であるとともに、我が国において基本的人権の
保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上
で意味を持つ重要な法的地位である。」として
いる。

247　Ibid.para．43.eg.Chandra and Others v. The 
Netherlands (Application no. 53102/99) 13.5. 
2000.

248　Ibid.para.43.他のものとして、Solmon v. the 
Netherlands(Application no.44328/98)5.9.2000を
挙げている。

249　退去強制事例における子どもの最善の利益につ
いては、Rodrigues事件（n 137）のように子ど

も自身は、退去強制の対象になっていないケー
スと子ども自身が退去強制の対象となっている
Maslov事件（n101）のようなケースとがある。

250　本件と同様に、退去強制により親子が離散し
てしまうことが争点となったMaikoe and 
Fijentiemala v. The Netherlands（n 243）では、
子どもの最善の利益の考慮は見られない。オラ
ンダ国籍を持つ６歳の子どもと母親が、オラン
ダではなく、母親の国籍国であるスリナムでも
家族生活を継続できる（The Law　para.2）と
して、８条に違反しないと判断されている。こ
のことからも、Rodrigues事件（n 137）が、子
どもの人権にとって重要な意味を持つ判決であ
ることがわかる。

251　ヨーロッパ人権条約上、子どもの人権を如何に
考えるかについて、ヨーロッパ人権裁判所は、
論理的な説明を行っていない。また、ヨーロッ
パ人権条約自体、明確に権利を享受できる人間
の年齢を定めていない。これは、子どもの権利
条約が、その１条において、「子どもとは、18
歳未満のすべての者をいう」とし、国際法にお
ける子どもの指針を示しているのとは、対照的
である。
条約１条が、「締約国は、その管轄内にあるす
べての者に対し、この条約の第一節に定義する
権利及び自由を保障する。（傍点筆者）」とし
ていることから、すべての者に子どもが含まれ
ると考えることも可能である。
また14条は、「この条約に定める権利及び自由
の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、
政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会
的出身、少数民族への所属、財産、出生又は他
の地位等によるいかなる差別もなしに、保障さ
れる。（傍点筆者）」としている。ヨーロッパ
人権裁判所は、他の地位等には、年齢も含まれ
るとしている。
以上のように、１条がすべての者の権利を保障
していること、14条が年齢による差別を禁止し
ていることから、supra　note 48 at18では、子
どももヨーロッパ人権条約の定める人権を享受

・
・・・・

・
・・・・
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できると考えることは、論理的には可能である
としている。

252　前述したように、その際、考慮される基準は、
原告が犯した犯罪行為の性質と深刻さ、退去強
制される国での原告の滞在の長さ、犯罪を犯し
てから経過した時間とその間の原告の状況、
host国との社会的文化的つながりと送還先の国
との社会的文化的つながりの堅固さであるとさ
れた。

253　Supra note 211 at 422.
254　Michael Freeman “A Commentary on the United 

Nations Convention on the Rights of the Child 

Article 3 The Best Interests of the child” 
,Nijhoff,2007 at 13によると、ヨーロッパ人権裁
判所は、以前から、私的な紛争において子ども
の人権に対する考慮を行っていたとされている。
例えば、ヨーロッパ人権委員会は、Hendriks 
v. the Netherlands （Application No :8427/78）
8.3.1982で、両親の一方と子どもの利益との間
で深刻な対立が存在する場合は、子どもの利益
が優先されなければならないとした。
また、父親と母方の両親の間で、親権と面接交
渉が問題となったHokkanen v . Fin land 
(Application no.19823/92)23.9.1994では、関係す
る権利の中で特に子どもの最善の利益と権利が
考慮されなければならないとした。
母親の死後、婚姻関係になかった父親と母方の
祖父母との間で、子どもの公式の認知が問題と
なったYousef v. the Netherlands(Application 
no.33711/96)5.2.2003では、para.66にて「子ども
と父親の間で８条における権利の対立があった
場合は、子どもの利益が常に優先されるべきで
ある」としpara.73で「８条の権利において、
両親とその子どもの間で法的決定の争いがあっ
た場合は、子どもの権利が、卓越的に考慮され
なければならない」としている。
さらに、最近では、例えば公的機関により両親
から子どもが引き離される事例のように公法が
問題となる事件においても子どもの最善の利益
の考慮がなされるようになっている。

Johansen v. Norway (Application no.24/1995/ 
530/616)27.6.1996では、para.78にて、「公平な
均衡が、保たれているか否かの判断において
は、公的な保護を受けている子どもの利益と子
どもと再会する両親の利益との間で公平な均衡
が保たれていなければならない。」その際には、
「その性質と深刻さによって、子どもの最善の
利益は、両親の利益を超えて特定の重要性が与
えられる。」とされている。
Maslov事件(n 101)、Rodrigues事件（n 134）の
ように、移民の事例において、子どもの人権が
考慮されるようになったことは、大きな前進で
ある。

255　Winata v. Australia No930/2000.
本件は、インドネシア出身でオーストラリアに
14年以上にわたり不法在留している夫婦（事実
婚）に対する退去強制が問題となった事案であ
る。夫婦の間には、13歳の子ども（オーストラ
リアで出生し、その後10年間の居住によりオー
ストラリア国籍を取得）がいる。子どもが、ま
だ幼いことから、両親が退去強制された場合、
子どもは夫婦に同行するしかない。しかし、子
どもは、オーストラリア社会に完全にとけ込
み、インドネシア語を解さず、インドネシアと
文化的紐帯を有していない。
自由権規約委員会は、父母の追放は、長期にわ
たって定着してきた家族生活に実質的な変更を
生じさせるおそれのある場合は、家族に対する
干渉となり、自由権規約17条に反するとした。
さらに、その干渉が、合法的であるためには、
自国の出入国管理法の執行の為というだけでな
く、両親の追放を正当化するそれ以上の追加の
諸要素を示さなければならない（傍点筆者）。
本件においては、そのようなようそが示されて
いないので、23条に関連して17条に反する家族
に対する恣意的な干渉を構成し、子どもについ
ては、未成年者としての必要な保護措置を提供
しなかったことから24条１項に反するとした。
本件は、退去強制を違法としたという意味では、
意義のあるものである。しかし、退去強制を正

・・・
・・・・・・・・・・・・・・
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当化する「追加の諸要素」が何であるのかが、
不透明であり、マイナスである。

256　Bakhriyari v. Australia, No.1069/2000.
257　Supra note 48 at 218は、「裁判所は、子ども

の利益、とりわけ両親の退去強制が親子の関係
に及ぼす有害な影響を考慮し始めている」こと
を指摘している。

258　子どもの最善の利益は、自由権規約24条（子ど
もの権利）の解釈においても言及されている。
一般的意見17（http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 
/(Symbol)/cc0f1f8c391478b7c12563ed004b35e3?
O）は、24条の解釈について、para.2で「24条
による権利は、条約が子どもの為のものと認め
ている唯一のものではない。そして、個人とし
て子どもは、条約において宣言されている市民
的権利から利益を得る。」とされている。
para.6にて「結婚が破綻した場合、子どもの卓
越した権利の観点を保ちつつ保護の必要性と両
親との間の人的関係を可能な限り保障されなけ
ればならない」とされていることは、特に重要
である。

259　Ibid. note 10 at 174-175は、移民関係の事例に
おいて、特に重要な条文として、差別の禁止を
定めた２条、子どもの最善の利益を定めた３
条、意見を表明する権利を定めた12条を挙げて
いる。実際、子どもの権利委員会も、子どもの
権利条約において、２条、３条、６条、12条
は、一般原則であると解している。また、子ど
もの権利委員会の一般的意見６は、家族の再統
合と子どもの合法滞在の取り消しに関して、い
くつかの重要な指摘を行っているともしてい
る。
一般的意見6(CRC/GC/2005/6)page9(e)para19
は、「子どもの最善の利益は、主要な考慮とさ
れねばならない。」「子どもが追放される事例
においては、原則は、追放の過程における全段
階の間で尊重されなければならない。」として
いる。またpara20では、「子どもの最善の利益
の決定は、国籍、教育、民族的、文化的・言語
的な背景事情、特有の傷つきやすさと保護の必

要性を含んだ子どもの自己同一性の明確且つ包
括的な評価が要求される」としている。
また、国内裁判所において、子どもの権利条約
を適用する場合にも２条、３条、12条によるの
が適当であると思われる。９条の父母から分離
されない権利と10条の家族の再統合ついては、
入国管理行政が関連している場合は、適用され
ないとい解釈宣言がなされており、その点が不
利に働きかねないからである。

260　その多くは、犯罪行為を犯した外国人を退去強
制することで得られる公の秩序や安定である。

261　Moustaquim v. Belgium (n 127).
262　Boughanemi v France(n 160）.
263　両事件は、退去強制の対象者が幼い時に、その

国にやって来ていること、その国で暮らしてい
る期間が長いこと、近しい人がその国に住んで
いること等の共通点がある。

264　Philip Leach, “Taking a Case to the European 

Court of Human Rights Second Edition”, 
Oxford,2005 at 304.

265　Uner v. the Netherlands （n 104） Joint 
Dissenting Opinion of Judge Costa, Zupancic 
and Turmen.Para.16.

266　Anuscheh Farahat “The Exclusiveness of 
Inclusion :On the Boundaries of Human Rights 
in Protecting Transnational and Second 
Generation Migrants”,European Journal of 
Migration and Law 11(2009)253-269,at 260.
国籍以外のつながりが、国籍国と存在しないこ
とが、重視されているということは、多文化主
義の観点から問題がないのかという点にも留意
すべきであると思われる。ここでは、多文化主
義政策を掲げてきたヨーロッパが、統合の程度
を重視することに問題はないのかという点が問
題になると思われる。

267　Marie supra note 126 at 86.
268　Maslov v. Austria (n 104) para.70.
269　EC条約18条１項は、「連合のすべての市民は、

本条約並びに本条約を実施するために採択され
た措置に定める制限及び条件に従って、構成国

..
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の領域内を自由に移動し及び居住する権利を有
する。」としている。

270　ヨーロッパ人権条約14条は、「この条約に定め
る権利及び自由の享受は、性、人種、皮膚の
色、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国
民若しくは社会的出身、少数民族への所属、財
産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も
なしに、保障される。」としている。

271　Moustaquim v. Belgium (n 127) para.49では、
「14条は、条約と選択議定書において認められ
ている権利と自由の享受において、同じ状況に
ある個人を差別的取扱いの差異から保護するも
のである。」とし、「本件においては、原告は、
ベルギーの未成年犯罪者と同等とみなすことは
できない。後者は、第４選択議定書３条により
自身の国において滞在する権利と退去強制され
ない権利を有している。」とした。そして「他
の加盟国の国籍保有者に与えられる優先的取り
扱いに関しては、客観的、合理的に正当化さ
れる」とし14条に違反しないとした。
C v. Belgium (Application no. 35/1995/541 
/627)7.8.1996 para.38では、「優先的取り扱いは、
追加的に確立された自国の市民に対する特別な
法的規則から与えられる客観的合理的な正当化
に基づくものである」として14条に違反しない
とした。
14条によって差別が認定されない理由として
は、14条が、その適用の前提条件として、「こ
の条約に定める権利及び自由の享受」をあげて
いることから、条約の条文で取り上げられてい
ない権利の侵害を理由として、14条違反を主張
できないという弱みがある。この点は、日本国
憲法14条が、独立した条文であり、単独で本条
違反を主張できるのとは、大きく異なる点であ
る。

272　例えば、フランスによるロマ人の国外追放のよ
うに外国人排斥の傾向があることは、否定でき
ない。ヨーロッパにおける排外主義の動きにつ
いては、河村倫哉「欧州移民政策におけるデニ
ズン・モデルの現状と課題」国際公共政策研究

　第15巻第1号、19頁以下を参照のこと。
273　2010年11月30日、朝日新聞朝刊。さらに、スイ

スでは、2009年にミナレット（イスラム寺院の
塔）建設禁止のための憲法改正案が可決されて
いる。

274　スイス憲法の訳文に関しては、美根慶樹『スイ
ス　歴史が生んだ異色の憲法』（2003年、ミネ
ルヴァ書房）236頁の2000年スイス憲法訳によ
っている。

275　条文については、初宿正典、辻村みよ子編「新
解説世界憲法集」、2006年、三省堂の260頁の訳
によっている。

276　さらに、スイスにおける退去強制事例が、ヨー
ロッパ人権裁判所で争われた場合、憲法と条約
の対立関係が問題となるだろう。この条約と憲
法の関係は、日本の憲法学においても大きな関
心事になると思われ、今後の展開が注目される
ところである。

277　馬場里美「外国人の在留と私生活・家族生活の
尊重　犯罪行為を犯した外国人の追放と家族生
活・私生活の尊重」355頁、前掲・『ヨーロッ
パ人権裁判所の判例』。

278　馬場里美「出入国管理における『私生活及び家
族生活を尊重される権利』－フランス及び欧州
人権裁判所の判例を素材として」早稲田法学会
誌第五十巻231頁でも同種の指摘がなされてい
る。
また、前掲・荒牧重人の24頁においても「出入
国管理制度の運用の過程で家族の保護に充分な
考慮が払われなければならないという見解」は
「国際的合意を形成しつつあると評価しても過
言ではない。」としている。
家族を法的に保護するべき存在として、考える
際には、もちろん前近代的な家制度のように、
家族の各構成員を縛り付けるようなものとして
解することは、当然許されるべきではない。

279　基本法６条１項は、「婚姻及び家族は、国家的
秩序により特別な保護を受ける。」としている。

280　宮地基「憲法に基づく外国人の滞在の権利の保
障―ドイツ連邦憲法裁判所判例を手がかりとし
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て-」、法学研究60号361頁。
281　新井信之「国際家族の人権保障強化の可能性に

ついて-アメリカの判例理論を素材として-」長
崎外大論叢第７号４頁。

282　前掲・新井、15頁。
283　前掲・荒井、24頁。その根拠として、自由権規

約委員会の一般的意見15para.5などが挙げられ
ている。一般的意見15 para.5については、本論
文の6.1.3.2自由権規約における家族にて言及し
ている。

284　Rodrigues Da Silva and Hoogkamer v The 
Netherlands (n 137) para.43.

285　判例分析によって、「子どもの最善の利益」が、
重要な役割を果たしていることが推測され得る
が、肝心の「子どもの最善の利益」の内容は、
不明確である。このことは、国内裁判所の裁判
官が、「子どもの最善の利益」を適用すること
の妨げになり得る。
「子どもの最善の利益」については、諸説ある
が、国や時代、社会によって変化し得るもので
あり、確定は困難である。
明らかに「子どもの最善の利益」に反するであ
ろうと考えられているものとしては、例えば、
貧困やホームレスの状態におかれることなどが
挙げられている。
また、「子どもの最善の利益」は、primary 
considerationされるものであり、paramount 
considerationではない。よって、「子どもの最
善の利益」よりも国家の利益が重視されること
があることは、否定できない。

286　ルツィウス・ヴィルトハーバ「ヨーロッパ人権
裁判所と人権保障」前掲『ヨーロッパ人権裁判
所の判例』xxviii。
発展的解釈については、門田孝「欧州人権条約
の積極主義的解釈」石川明編『EU法の現状と
発展』（信山社、2001年）247頁。

287　評価の余地については、Paul　Mahoney“The 
doctrine of the Margin of appreciation under 
The European Convention on Human rights 
:Its Legitimacy in Theory and Appreciation  

in Practice ,Human Rights Law Journal vol 
19,pp 1-6が参考になる。
８条における評価の余地理論については、
Clare Overy “The Margin of  Appreciation 
and Article 8 of the Convention”,Human 
Rights Law Journal vol 19,pp10-17がある。

288　国内裁判所における人権条約の適用に関して
は、憲法学においては、以下の論考が示唆に富
んでいる。
前掲・齊藤正彰『国法体系における憲法と条
約』、江島晶子「日本における『国際人権』の
可能性－日本国憲法と『国際人権』の共生」阪
口正二郎編『グローバル化の中の日本国憲法』
（岩波書店、2007年）。

289　憲法上の家族の定義については、以下の文献が
参考になる。
君塚正臣「日本国憲法二十四条解釈の検証―或
いは「『家族』の憲法学的研究」の一部として
－（関法　第五十二巻　一号　１頁）、前掲・
辻村みよ子『憲法とジェンダー　男女共同参画
と多文化共生』248頁以下。
さらに、家族に関しては、近年、フェミニズム
法学からの憲法学への影響も指摘されている。
詳細については、中里見　博「フェミニズムと
憲法学」大石眞・石川健治編『憲法の争点』を
参照のこと。

290　特集　日本における国際法　〔園部元最高裁判
事に聞く〕最高裁判所と国際法（ジュリスト
No.1387,10頁以下）の16頁にて、園部元最高裁
判事は、国際法学者に対して、理論的研究の必
要性と国際人権法が裁判実務から遠いとこにあ
ることを指摘した上で「国際人権という考え方
を国内外の日常活動にどう活かすかがこれから
の喫緊の課題となる」としている。

291　憲法上の家族と自由権規約等の国際人権条約に
おける家族の両者を明確にすることは、双方に
とって、有益であると思われる。両者の家族を
比較することで、家族が有する普遍性を導き出
せるからである。

292　「私生活」の尊重の概念が、他人との関係性を
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構築し発展させていく権利であるとされている
ことから、憲法学においては、憲法13条におけ
る人格形成権として構成する余地もあると思わ
れるが、ここではその可能性を指摘するにとど
める。

293　自由権規約17条１項、２項、23条１項である。
条文については、注16を参照のこと。

294　子どもの権利条約９条１項については、注17を
参照のこと。
６条１項は「いかなる子どもも、その私生活、
家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若し
くは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に

攻撃されない。」とし２項は「子どもは、１の
干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利
を有する。」としている（傍点筆者）。

295　Uner事件（n104）において示された10の要素
である。
子どもが対象となる場合は、Maslov事件(n 100)
において示されたように①と②と⑩の要素と犯
罪を犯してから経過した時間とその間の原告の
状況という考慮要素が参考になると思われる。

（かわさき　まな　北海道大学大学院法学研究科
修士課程修了）
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