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日本における「例外状態」の発芽 
―なぜアフガニスタン人は難民になれなかったのか―

吉川この実 
（山本研究会 3 年）
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はじめに

現代の法治国家では、生まれてから死ぬまで我々の行動の一つ一つが、憲法を

頂点においた無数の法律によって構成される法秩序によって、権利づけられ、ま

た制限を受ける。紙面上の無機質な法律は、時には冷徹なまでに例外なく平等に

我々に適用される。

しかしもし、この法秩序が停止されてしまったとしたら、何が我々を保障して

くれるだろうか。この問いを考える過程で、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガ

ンベンは、「例外状態」という概念を示してくれる［アガンベン、2007］。「例外状態」

とは、法秩序の停止した状態―例外なく適用されるはずの法秩序の例外―を

意味する。現代法治国家でも、法秩序の停止する状態が発生しうるというのであ

る。

例外状態という言葉は、もともとドイツの政治思想家カール・シュミットが著
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書『政治神学』［1997］において提示した概念である。そこでシュミットは、「主

権者とは例外状況について決定をくだす者をいう」というテーゼを掲げた。この

テーゼからアガンベンは「例外状態」なる言葉を抽出したが、その意味はシュ

ミットと異なることは注記したい。

では、アガンベンはどこに「例外状態」の事案を見たのだろうか。それは、

2001年 9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ後の世界であった。2001年10

月にアメリカがテロ行為への報復として、現在もなお続く「対テロ戦争」を開始

した。世界中にテロリズムの恐怖が蔓延する中、アガンベンの目が向けられてい

たのは、グアンタナモ米軍基地内の収容所であった。そこには、戦争の過程で捕

らえられたタリバンの兵士が収監されていた。しかし、収監された彼らは「捕虜」

でも「犯罪容疑者」でもなかった。それは、適用できる法律がないために法的地

位が与えられないということではなく、彼らには国際法や国内法は適用されず

「法的に名指すことも分類することも不可能」［アガンベン、2007: 12］であったの

である。彼らには捕虜の待遇を規定したジュネーヴ条約が適用されることも、ア

メリカの刑法典に基づいて裁かれることもなかった。アガンベンは、このような

状態を生み出す発端となったアメリカ大統領の軍事命令の中に、はっきりと「例

外状態」の発現を見て取った。この命令は「一個人についてのいかなる法的規定

をも根こそぎ無効化」［アガンベン、2007: 12］するものだったのである。

ところが、「例外状態」はアメリカの統治下でのみ発生したわけではなかった。

これまでのアガンベン研究あるいは「例外状態」研究では看過されていたが、ア

ガンベン的な「例外状態」は日本においてもつくり出されていた。しかも、アガ

ンベンが着目したグアンタナモ収容所の事案に先立つこと数か月も前に、日本で

は「例外状態」が発現していた。それは、本稿が考察する2001年10月 3日に、日

本でアフガニスタン人の不法入国者が東京入国管理局によって収容所に収容され

た事案と、それに関連する一連の出来事である。管見のかぎり、この一連の事案

を「例外状態」として捉え分析した研究は存在しない。

本稿では、この一連の事案を日本における「例外状態」の発芽と捉える。特に

本稿では、東京地方裁判所が出した 2つの矛盾した判決を取り上げる。判決の矛

盾を解明することで、2001年10月から12月にかけて日本の法秩序が揺らぎ、「例

外状況」が出現したメカニズムを明らかにする。

本稿の構成は以下のとおりである。まず「Ⅰ　例外状態」では、ジョルジョ・

アガンベンの「例外状態」という概念について説明する。そのうえで「Ⅱ　拘束」
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では本稿が分析対象とする事案を説明し、「Ⅲ　 2つの決定」ではその事案をめ

ぐり東京地方裁判所が出した 2つの矛盾した決定について考察する。「Ⅳ　テロ

リズムの影」では、9.11が不可視的に矛盾した判決をもたらした点を指摘する。

「V　難民になれなかったアフガニスタン人」では、2001年11月28日の法務省の

アフガニスタン人に対する処分と、その後の東京高等裁判所の決定について考察

する。そして、本稿の結びとして、「Ⅵ　ホモ・サケルとなった「アフガニスタ

ン人」」という、「例外状態」に囚われたアフガニスタン人の行く末を紹介する。

Ⅰ　「例外状態」

アガンベンのいう「例外状態」は、戦争時において適用される戦時法のような

特殊な法のことを指しているのではない［アガンベン、2007: 14］。「例外状態」とは、

法秩序が適用されず、停止されている状態を意味する。「例外状態」においては、

憲法や刑法等の法律は適用されることなく停止しているのである。もっとも、こ

れはその状況に適用すべき法律が欠如しているということとは異なる［アガンベ

ン、2007: 64］。つまり「例外状態」とは、法律そのものは効力を保ったまま
4 4 4 4 4

で、

その適用を停止された状態を意味する。それは「法秩序それ自体を停止させるも

のであるかぎりで、法秩序の閾あるいは限界概念を定義したものなのである」［ア

ガンベン、2007: 14］。

法秩序内に「例外状態」が生じたとしても、法秩序自体の効力を失わせるもの

ではない。そもそも、法秩序とは、無数の法律によって構成され、国家にある一

定の秩序をつくり出すシステムとして機能するものである。法律は、事実を一定

の形に切り取る規範として作用し、そうすることで切り出された事実には一定の

秩序性が生まれていく。しかし、カール・シュミットが「混乱状態に適用しうる

ような規範などは存在しない」［シュミット、1997: 21］といったように、もし、法

秩序の下に、「混乱状態」が生じたらどうであろうか。その事実を秩序づけられ

ないのであれば、それは国家の秩序を揺るがしかねない。そこで、その「混乱状

態」を、「例外状態」として法秩序の外に締め出すのである。「例外状態」とは、

法秩序に含まれない＝秩序づけられない事実をいうのであり、その意味で、「例

外状態」においても規範は規範のまま効力自体を失うものではないのである。

この「例外状態」とは、主権者によってつくり出される一種の政治の擬制であ

る。それは、法秩序を、国家の秩序をつくり出すシステムとして保証するために、
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その法秩序の中に含みきれない事実を締め出す擬制的な欠陥をつくり出すことで

現れるものである［アガンベン、2007: 64］。

アガンベンによれば、法秩序を構成する法律は、主権者によってつくられる。

それは、法秩序の境界を主権者が画することができるということを意味する。つ

まり、主権者は、法の支配の下にありながら、法秩序から自由であり、法秩序を

外部から形づくることができる存在でもある。もっとも、法秩序は、主権者に

よってつくり出される限り、その境界は主権の及ぶ範囲と重なっているはずで

あった。

法秩序の境界―それは主権の淵と一致していたはずであった―において、

そこには法秩序の及ぶ内部かもしくは及ばない外部の二者しかなく、その間の境

界線は主権の淵と一致して明白に引かれていたはずであった。しかし、法秩序に

含みきれない事実に出会い、そこから法秩序の適用を外されたとき、その境界線

は境界「閾」として―主権の内部において擬制的に法秩序の及ぼされない「例

外状態」として―出現した。

シュミットが「例外がすべてを立証する」［アガンベン、2003: 27］といったよ

うに、「例外状態」は法秩序の境界を明白に示してくれる。そして、「例外状態」

の発現により、主権の淵から法秩序の境界が解き放たれたとき、法秩序はその形

を様々に変えながら主権の内部を動き回る生き物として現れるのである。

Ⅱ　拘　束

2001年10月 3日早朝、千葉県佐倉市のとある自動車解体場内にあるコンテナハ

ウスの周りを何百人もの機動隊が取り囲んだ。そこで、 9名のアフガニスタン人

が身柄を拘束され、直ちに東京入国管理局第 2庁舎に収容された。彼らには、不

法入国の疑いがかけられていた。出入国管理法及び難民認定法（以下「入管法」）

39条1）には、「第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由がある

とき」2）は、収容令書によって容疑者を収容することができる旨の規定がある。

本件収容も、この条文を根拠になされたものであった。

翌10月 4日、関係者から依頼を受け、大貫憲介弁護士と山口元一弁護士を中心

に弁護団が結成された。そして10月19日、アフガニスタン人 9名は、収容を行っ

た入国管理局に対し、収容令書発付処分取消訴訟3）及び執行停止申立4）を提起し

た。収容令書の発付に対して、執行停止申立の提起がなされたのは極めて稀なこ
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とであった5）。

そもそも、申立の提起自体少ないのは、収容令書の効力との関係が理由である。

入管法39条に基づいて発せられた収容令書によって収容ができる期間は30日間、

加えて最大30日間の延長が許される（入管法41条）6）。この収容は、たとえ申立を

提起しても、中断することなく継続される7）。対して、制度趣旨上迅速さが求め

られる執行停止申立であっても、通常、第一回口頭弁論期日までであっても45日

程度かかる。第二回口頭弁論期日の頃には大概60日以上過ぎており、裁判所から

決定が出る前には収容令書の効力は失われている。収容令書の効力がなくなれば、

当然その執行を停止する必要もなくなり、申立ての利益がないということで申立

は却下決定がなされる。つまり、収容令書発付処分執行停止申立とは、提起して

もほとんどが本案の審理に入ることなく終わってしまう申立なのである。

この60日間の収容の間に、被収容者が退去強制事由（入管法24条）に該当する

か否かの認定がなされる。非該当者の場合は即放免、該当者の場合すぐに退去強

制を行うため退去強制令書（入管法51条）が新しく発付される（入管法47条）。そ

して、退去強制令書が発付されると、それまでの収容手続から退去強制手続へと

移行する。退去強制令書が発付された者に対して、引き続きこの令書による収容

が可能となる。ただし、この場合、入管法41条のような収容の日数制限はなくな

る（入管法52条 5項）。

通常の場合、訴えが提起されるとしたら、ここまで至ってから退去強制令書発

付処分取消訴訟及び執行停止申立という形で、退去強制令書の取消しを求めるで

あろう。ところが、収容令書に対する訴えが提起されたこと自体が、この事案が

異例であることを物語っている。

アフガニスタン人 9名は、それぞれ東京地裁民事 2部と民事 3部に振り分けら

れて審理がなされた。 9名は皆アフガニスタン国籍を有していたが、 8名はアフ

ガニスタンにおける少数民族であるハザラ人であり、 1名は同じくアフガニスタ

ンの少数民族であるタジク人であった。当時のアフガニスタンは、1996年以降タ

リバンによって政権を掌握されていた。タリバンの大部分はアフガニスタンの最

大民族であるパシュトゥーン人であり、その他の少数民族はタリバン政権によっ

て迫害を受けていた。 9名も、それぞれタリバン政権によって家族や友人を殺害

されたり、本人たちも拘束されたりするなどの迫害を受けて国外へ逃亡し、2001

年 6月から 8月にかけて日本へ渡ったのであった。

申立における申立人（執行停止申立を提起した者）であるアフガニスタン人たち
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（以下「申立人」）の主な主張は、この収容が難民条約に違反し違法なものである

というものであった。というのも、彼ら 9名は、全員が 8月に難民申請を行って

おり、この難民申請中に入国管理局によって収容されていた。つまり、彼らは、

ただの不法入国者としてではなく、難民「申請者」であるときに収容されていた

のである。裁判では、この難民「申請者」という地位が果たして彼らが難民とし

て保護されるか否かをめぐる一争点となっていた。

難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること

又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖

を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けること

ができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けるこ

とを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にい

る無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又は

そのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない

もの」［難民の地位に関する条約第 1条 A（ 2）］をいう。そして、難民に該当する

との認定がなされれば、難民の地位に関する条約の加盟国である日本では、特別

な保護が与えられる。難民認定者が享受できる保護としては、永住許可要件の一

部緩和、旅行証明書の交付、国民年金や児童扶養手当等の受給資格が得られるこ

と等が挙げられる［入国管理局ホームページ］。

明記すべきは、難民の地位に関する条約31条と33条 1項であろう。

第31条　避難国に不法にいる難民

1　締約国は、その生命又は自由が第一条の意味において脅威にさらされて

いた領域から直接来た難民であって許可なく当該締約国の領域に入国し又は

許可なく当該締約国の領域内にいるものに対し、不法に入国し又は不法にい

ることを理由として刑罰を科してはならない。ただし、当該難民が遅滞なく

当局に出頭し、かつ、不法に入国し又は不法にいることの相当な理由を示す

ことを条件とする。

2　締約国は、 1の規定に該当する難民の移動に対し、必要な制限以外の制

限を課してはならず、また、この制限は、当該難民の当該締約国における滞

在が合法的なものとなるまでの間又は当該難民が他の国への入国許可を得る

までの間に限って課すことができる。締約国は、 1の規定に該当する難民に

対し、他の国への入国許可を得るために妥当と認められる期間の猶予及びこ
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のために必要なすべての便宜を与える。

第33条　追放及び送還の禁止　

1　締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しく

は特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又

は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還しては

ならない。

条約31条では、刑罰権行使の制限（ 1項）、移動の自由の確保（ 2項）が規定さ

れており、条約33条 1項は、いわゆるノン・ルフールマンの原則8）といわれる退

去強制手続の制限を規定するものである。どちらの条項をとっても、容疑があれ

ば収容が可能であり送還先に制限もない不法入国者に比べれば、難民への保護の

厚さは一目瞭然である。

しかし、申立人は、あくまで難民「申請者」であって、難民ではなかった。そ

れまで、難民「申請者」という地位について裁判によって争われた前例はなかっ

た。それは、外国人を収容するとき、多くは不法入国者として収容されてから難

民申請をするか、難民申請をして不認定処分を受けてから収容されていたからで

ある。彼らのような難民「申請者」という地位は、特に裁判上の問題として浮上

することはなかったのである。

もっとも彼らは、決して法律自体が「欠陥」していた場所に存在していたわけ

ではない。この欠陥とは、アガンベン的な意味合いで用いる。すなわち、「ここ

で言われている欠陥は、裁判官によって補充されるべき立法文書における欠落に

かかわるものではない。それはむしろ、法秩序の存在を保証するためになされる

現行の法秩序の停止
4 4

と関係しているのだ」（傍点原文）［アガンベン、2007: 64］。確

かに、彼らの難民「申請者」としての地位が裁判で問題となったことはなかった

が、従来は入管法や難民条約等によって構成される法秩序の中にこの地位は存在

しつつも問題なく含まれていたのである。そして、現にこの決定中においても、

これらの法律によって判断がされようとしている。

Ⅲ　 2つの決定

では、裁判所は、難民「申請者」への難民条約の適用についてどのように判断
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したのであろうか。裁判所は、難民「申請者」への条約33条 1項の適用について

は、「法〔入管法〕は、難民認定手続と退去強制手続を各別の手続として定めて

おり、法及び難民条約において、難民認定申請を行っているという理由によって、

退去強制を目的とした手続をすること自体を禁じているとは解されないから、本

件処分が難民認定申請中に行われたことをもって、直ちに違法〔条約33条 1項違

反〕であるということはできない」と判断している［平成13年11月 5日東京地決、

〔括弧内〕筆者］。

また、条約31条 2項に関する判断については、申立人が難民に該当すると仮定

したうえで、様々な事情に鑑みて条約31条 2項における「必要な制限以外の制限」

に当たるかを判断している［平成13年11月 5日東京地決］。もう一方の裁判所では、

同条項については、申立人が「難民に該当する可能性を検討し、その可能性があ

る場合においては、同人が難民に該当する蓋然性の程度や同人に対し移動の制限

を加えることが難民条約31条 2項に照らし必要なものといえるか否かを検討する

必要があると解すべきであ」るとも判断されている［平成13年11月 6日東京地決］。

決定をした 2つの裁判所は、程度は異なるものの、申立人であるアフガニスタ

ン人が難民に該当する可能性を踏まえたうえで、難民「申請者」に対する難民の

地位に関する条約の適用可能性を認めている。難民の認定は事実の確認行為に過

ぎないとされることも考慮してか［児玉、関、難波、2012: 415］、裁判所が、申立

人が難民である可能性を判断したうえで、難民条約の適用を難民「申請者」にも

一応認めている。

この異例の事態を受け、裁判所側も、申立から約半月という非常に短い期間で

結論を出した。まず、11月 5日に、東京地裁民事 2部で審理が行われていたアフ

ガニスタン人 4名について、申立を却下する決定がなされた。その翌日11月 6日

に、東京地裁民事 3部で審理が行われていた残りの 5名について、申立を一部認

容9）する決定がなされた。つまり、 2つの裁判所は異なった決定を出したのだ。

2つの決定文中から、申立人とその相手方である入国管理局の主張反論につい

ての裁判所の判断と結論を大まかに説明する。

11月 5日の決定においては、申立に対し、相手方は「本案について理由がない

とみえるとき」（行政事件訴訟法25条 4項（旧 3項））に当たり申立が認められない

との反論を述べた。そこで、裁判所は、収容令書の発付を適法としたうえで、申

立人の①本件処分が難民条約33条 1項に違反する、②本件処分が難民条約31条 2

項に違反する、③本件処分が憲法31条に違反する、④本件処分が難民条約31条 1
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項に違反するとの主張をすべて不採用とし、相手方の言う「本案について理由が

ないとみえるとき」に当たるとして申立を却下した。

対して、11月 6日の決定において、相手方は、①「回復の困難な損害を避ける

ため緊急の必要があるとき」（旧行政事件訴訟法25条 2項）に当たらず、また、②

「本案について理由がな」く、③本件処分の執行を停止することは「公共の福祉

に重大な影響を及ぼすおそれがある」（行政事件訴訟法25条 4項（旧 3項））といえ

るため、申立は認められないと反論をした。これに対し、裁判所は、本件処分は

違法なものといえ（①）、本件処分により申立人は事後的に回復の困難な損害を

受けるといわざるをえず（②）、また、執行停止により公共の福祉に重大な影響

を及ぼすとは認められない（③）として、相手方の反論をすべて不採用とし、申

立を一部認容した。

このようにして、 2つの決定は分かれてしまった。もっとも、申立人であるア

フガニスタン人 9名の中に、その境遇に特段の差異のある者はいない。また、両

申立において、申立人の提出した資料は全く同じものであった。それなのに、な

ぜ 2つの決定は矛盾した結論を導いてしまったのだろうか。

ここでは、11月 5日決定と11月 6日決定の両者において判断のなされた、条約

31条 2項の解釈について特に分析を進めてみたい。ただし、平成13年11月 6日東

京地決では、難民条約33条 1項についての判断はなされていないので、それに関

する考察はしない。

この点で問題となったのは、条約31条 2項と入管法39条 1項との関係である。

申立人に条約が適用されるとしたうえで、入管法39条 1項に基づく「収容」が条

約の規定する「必要な制限」の範囲内であるといえるか否かという判断において、

両決定は結論に差異が生じている。

11月 5日の決定においては、条約と入管法の関係についての明確な規範は示さ

れていないが、決定文中には以下のように判断されている。収容手続が退去強制

手続を円滑に進める前提であり、難民に対する退去強制手続も禁じられてはいな

いことから、「申立人が難民に該当することが明らかであるとはいえない本件の

状況下においては、仮に客観的には申立人が難民条約上の難民であったとしても、

同人を法〔入管法〕39条の規定する収容令書の執行により収容することが、難民

の移動に対して、「必要な制限以外の制限」を課するものとは認め難いというべ

きであるから、本件の収容令書の発付が難民条約31条 2項に違反するとはいえな

い」と判断している（〔括弧書〕筆者）。
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一方、11月 6日の決定においては、「難民条約は、31条 2項において、締約国は、

1項の規定に該当する難民（〔略〕）の移動に対し必要な制限以外の制限を課して

はならない旨規定するところ、難民条約が国内法的効力を有することにかんがみ

れば、主任審査官が退去強制手続の前提となる収容令書の発付を行うに際しては、

法〔入管法〕39条所定の要件に加え、対象者が難民に該当する可能性を検討し、

その可能性がある場合においては、同人が難民に該当する蓋然性の程度や同人に

対し移動の制限を加えることが難民条約31条 2項に照らし必要なものといえるか

否かを検討する必要があると解すべきであ」り、「難民条約31条においては、難

民が正規の手続・方法で入国することが困難である場合が多いことにかんがみ、

対象者が不法入国や不法滞在であることを前提としてなお、刑罰及び移動の制限

を原則として禁じているのであるから、難民に該当する可能性があるものについ

て、不法入国や不法滞在に該当すると疑うに足りる相当な理由があることのみを

もって、収容令書を発付し、収容を行うことは、難民条約31条 2項に違反する」

との規範を立てたうえで、「入国審査官が、本来、検討しなければならない要件

〔難民である蓋然性及び収容の必要性〕についての検討を欠いてされたものとい

わざるを得ない上、これを、検討したとしても、本件処分は、法〔入管法〕39条

及び難民条約31条 2項に反する違法なものとなる可能性が十分存する」と判断し

ている（〔括弧書〕筆者）。

両決定はともに、申立人であるアフガニスタン人の「難民該当性」に応じて、

入管法39条 1項の「収容」が条約31条 2項の「必要な制限」に当たるかを考慮し

ている点で、（11月 5日決定においては明示されてはいないものの）規範に差異はない。

では、この 2つの決定を分けた最大の点は一体どこにあったのであろうか。 2

つの決定において、裁判官の判断を分けたのは、条約の適用の前提となる申立人

が難民条約上の難民に該当するかという「難民該当性」の判断の部分であった。

11月 5日決定においては、「難民にも該当するという可能性があることは否定で

きない」という判断にとどまるも、11月 6日決定においては、「申立人には難民

に該当する蓋然性が認められる」とまで言い切っている。この異なった認定が、

結果的に難民条約の適用の程度に影響を与え、決定を矛盾させることとなった。

もっとも、難民に該当するか否かの判断は裁判所に提出された資料をもとになさ

れているが、前述したように申立人の提出した資料は両申立とも全く同じもので

あった。そして、「難民該当性」の判断であっても、その規範となるのは難民条

約に規定された難民の定義である。そうだとすれば、 2つの決定において、その
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規範に特段の差異はなかったということになる10）。

本来であれば、法律とは、事実を秩序づける規範となるものである。法の支配

の下では、この法律によって事実が秩序づけられ、法秩序が形成される。同一の

規範で同一の事実を切り取ったのであれば、同一の結論が導き出されるはずで

あった。しかし、このような状況において、11月 5日決定と11月 6日決定の 2つ

の決定は、却下と一部認容という矛盾した結論を導き出してしまった。つまり、

法秩序内に、秩序づけられていない存在をつくり出してしまったのである。次章

において、規範と事実の異ならないこの 2つの決定のどこに矛盾が生じていたの

かを詳しく検討することとする。

Ⅳ　テロリズムの影

アフガニスタン人 9名は、なぜ法秩序に含めることのできない存在であったの

だろうか。本章では、規範に差異のなかった 2つの決定において、決定のどこに

矛盾が生じているかを明らかにし、それが 2つの矛盾する決定をもたらしたと議

論する。このことを検討するために、筆者は、この事案の約 3週間前にアメリカ

で発生した9.11同時多発テロ事件に着目する必要があると考える。

2001年 9月11日、アメリカで9.11同時多発テロ事件（以下、「9.11」）が発生した。

この9.11は、アメリカ国内や日本の安全保障・対外関係だけでなく、日本国内の

治安維持にも多大な影響を及ぼした。

9.11の後には、日本国内においても、治安維持のための様々な対策がとられて

いる。事件直後には、日本国内にある米関連施設の警備が強化されたり、援助隊

の派遣準備が進められたりしている［防衛庁、2002; 警察庁、2002］。また、日本国

内でのテロの発生も警戒されていた。9.11直後もそうであったが、日本は、アメ

リカのアフガニスタン空爆に対する日本への報復としてのテロの発生も恐れてい

た［警察庁、2002: 第 2章 ; 読売新聞2001年 9月19日］。空爆自体が開始されるのは10

月 7日であるが、小泉純一郎首相（当時）による、アメリカの後方支援の声明は

9月19日に行われた首相会見でもすでに発表されていた［首相官邸ホームページ］。　

事件直後に行われた安全保障会議での指摘はないものの、 9月19日に行われた

首相会見において、小泉純一郎首相（当時）はテロ対策の措置の 1つに出入国管

理を掲げた［防衛庁、2002: 第 3章 3節］。その後も、国内治安維持を司る機関から

は、テロの未然防止対策として出入国管理が多く挙げられるようになった［警察
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庁、2002; 国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部、2004］。というのも、9.11は、ア

メリカ国内ではない外から来た者たちによって起こされた、いわゆる国際テロ事

件であった。このことは、日本にも、もちろんアメリカにも、外からの脅威を強

く認識させることとなった。警察では、「国際テロリストの潜入防止を図るため、

入国管理局、海上保安庁等関係機関との連携を一層緊密化し、水際対策を強化す

るなどしている」［警察庁、2002］。とりわけ、外からの脅威である国際テロ事件

の対策において要となるのは、法務省入国管理局が扱う出入国管理であった。

10月 3日に収容されたアフガニスタン人 9名の摘発も、法務省入国管理局が警

視庁等と合同して行われたものであった。彼らの摘発の理由は、「 8月 6日頃に

船舶を利用して密航したアフガニスタン人が多数いる旨の通報が相次いだことか

ら、組織的背景を有する不法入国事案
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

として内偵が進められた」［平成13年11月 5

日東京地決］ことによるものであった（傍点筆者）。しかし、11月 5日の決定で裁

判所は、 9名の収容は「本来の目的を逸脱した公安目的及び捜査目的により行わ

れたものであることについて疎明されているということはできない」［平成13年11

月 5日東京地決］と判断しており、9.11と 9名の収容との関係を認めてはいなかっ

た。

11月 5日決定では特に、申立人がこの「組織的背景を有する不法入国」者であ

る蓋然性を重視して申立人の「難民該当性」を判断している。

申立人については、（中略）難民にも該当するという可能性があることは否

定できないものの、上記のような摘発の経緯、他の摘発者について判明した

身分事項の疑義、申立人自身が供述するパスポート取得の経緯等の諸事情に

かんがみれば、組織的背景を有する不法入国事案である蓋然性があることも

否定できないというべきであるから、（中略）申立人が難民に該当するか否

かは、必ずしも明らかとはいえない［平成13年11月 5日東京地決］。

この決定では、「組織的背景を有する不法入国事案」の蓋然性が、申立人の「難

民該当性」と対立し、それを弱める事由であるように判断されている。

一方、11月 6日決定においては、以下のように申立人の「難民該当性」を判断

している。

現在一般に、アフガニスタンを実質的に支配しているタリバンが、人種又は
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宗教等を理由として、申立人らハザラ人やシーア派イスラム教徒に対して、

迫害を加えていること、申立人自身がタリバンにより再三にわたり身柄を拘

束されたり、暴行を受けたりし、正規の旅券を取り上げられ、また、タリバ

ンにより妹が殺されたり、父親が連行されたりしていることが一応認められ、

以上によれば、申立人は人種、宗教、政治的意見等から迫害を受けるおそれ

があるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいるもので

あって、その国籍国の保護を受けることができないものであるといえ、申立

人が難民条約31条所定の難民に該当する一定程度の蓋然性が存するといえる

［平成13年11月 6日東京地決］。

また、「組織的背景を有する不法入国事案」については、11月 6日決定におい

てその蓋然性は否定されている。

そもそも、この「組織的背景を有する不法入国事案」とは、一体何を意味して

いるのだろうか。この文言は、申立の相手方である入国管理局が主張したもので

ある。決定文中ではその意味は明らかにされてはいないが、ブローカー（仲介人）

の存在等が決定文中に示されていることから、集団密航事件の可能性を示唆して

いるものと解される。入管法において集団密航者とは、「入国審査官から上陸の

許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許

可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人」［入管法74条］を意味

する。もっとも、集団密航事件であった場合、ブローカー等の処罰可能性も出て

くる［入管法74条以下］が、あくまで、彼ら 9名の収容理由は入管法24条 1号に

該当することを疑うに足りる相当の理由があること、つまりは不法入国の疑いが

あることである。集団であるか否かはここでは問題とならない。そこで、不法入

国者であることと「難民該当性」の判断との関係性を明確にする必要があるだろ

う。この点については、11月 6日決定において以下のように明記されている。

難民条約31条においては、難民が正規の手続・方法で入国することが困難で

ある場合が多いことにかんがみ、対象者が不法入国や不法滞在であることを

前提として
4 4 4 4 4

なお、刑罰及び移動の制限を原則として禁じているのであるから、

難民に該当する可能性があるものについて、不法入国や不法滞在に該当する

と疑うに足りる相当な理由があることのみをもって、収容令書を発付し、収

容を行うことは、難民条約31条 2項に違反するといわざるを得ない」［平成
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13年11月 6日東京地決（傍点筆者）］。

さらに、この難民条約31条 1項を受けて規定された、入管法70条の 2をみると、

次のように明記されている。

第70条の 2　前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第

二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたと

きは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国

審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。

1　難民であること。

2　その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条 A（ 2）に規定す

る理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたもので

あること。

3　前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

以上の条文からわかるのは、難民条約上の難民であることは、入管法70条 1項

1号（不法入国）、同 2号（不法上陸）、同 5号・ 7号（不法滞在）、70条 2項（不法

残留）の刑の免除事由となっている、という点である。つまり、難民と不法入国

者の両方に該当する場合、難民とは、不法入国者であってもその中で特殊な保護

を受ける地位にあるという構造となっているのである。

これを踏まえると、不法入国者であることが、申立人の「難民該当性」を阻却

する事由とはならないことがわかる。実際に、前に引用した11月 6日決定におけ

る「難民該当性」判断の箇所を見ると、申立人が難民条約に該当するか否かは検

討されているが、不法入国である点については特に触れられていない。当決定に

おいて「組織的背景を有する不法入国事案」の蓋然性に関する判断は、あくまで

相手方の反論として検討されたのみであった。

「組織的背景を有する不法入国事案」の蓋然性について、 2つの決定は異なっ

た判断をしている。11月 5日決定では、「摘発の経緯、他の摘発者11）について判

明した身分事項の疑義、申立人自身が供述するパスポート取得の経緯等の諸事

情」［平成13年11月 5日東京地決］から蓋然性を認めている。それに対して、11月

6日決定では、「『ブローカー』については、その役割が疎明資料からは明らかで

はなく」、申立人が「国籍を偽って難民を装おうとした事実は認められ」ず、「申
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立人が偽名を用いて難民認定申請をした事実を認めるに足りる疎明資料も存しな

い」とし、「国籍・氏名等を偽った者たちと申立人の間に何らかの組織的関係を

有することを基礎付けるに足りる疎明資料はない」［平成13年11月 6日東京地決］

として蓋然性を否定した。どちらの決定においても、申立人本人に身分事項の疑

義がないことは一致しており、判断が異なった点はブローカーの存在の認定と、

身分事項の疑義のある他の摘発者と申立人との関連性から導かれる、不法入国の

組織性についての判断であった。

ではなぜ、11月 5日決定ではそれほどに不法入国の組織性を重視したのであろ

うか。この点を解明するため、 2つの決定におけるもう 1つの判断の異なる点を

検討したい。

11月 5日決定では、申立人が「アフガニスタンにおいてタリバン政権下で迫害

を受けたハザラ人であり、難民にも該当するという可能性があることは否定でき
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ない
4 4

」［平成13年11月 5日東京地決（傍点筆者）］と判断したのに対し、11月 6日決

定では、「申立人はアフガニスタン国籍を有するハザラ人であると認められ
4 4 4 4

」、「申

立人は……難民に該当する一定程度の蓋然性が存する
4 4 4 4 4 4 4

といえる」［平成13年11月 6

日東京地決（傍点筆者）］と判断している。つまり、11月 5日決定では、申立人が

アフガニスタンの少数民族であるハザラ人との可能性があることを示唆している

にすぎない。一方、11月 6日決定では、申立人がハザラ人であると認定している。

この認定の差異はどのようにして生じたのか。この点を解明するために、 2つ

の決定における、申立人がハザラ人である点についての認定個所を比較してみた

い。

申立人は、同人の供述によると、アフガニスタン国籍を有するハザラ人であ

り、同国を支配していたタリバン政権の下でハザラ人が迫害され、長兄、次

兄及び母を次々と戦死や殺害により亡くすなどしたことから生命の危険を感

じ（中略）た旨供述していること（中略）が一応認められる［平成13年11月 5

日東京地決］。

疎明資料によれば、現在一般に、アフガニスタンを実質的に支配しているタ

リバンが、人種又は宗教等を理由として、申立人らハザラ人やシーア派イス

ラム教徒に対して、迫害を加えていること、申立人自身がタリバンにより再

三にわたり身柄を拘束されたり、暴行を受けたりし、正規の旅券を取り上げ
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られ、また、タリバンにより妹が殺されたり、父親が連行されたりしている

ことが一応認められ（中略）申立人の取調べに用いられた言語がアフガニス

タンに居住するハザラ人が用いるダリ語であり、申立人がアフガニスタン国

籍を有するとの事実と矛盾しないこと、これまでの取調べの結果においても

申立人がハザラ人か否かについて疑問が生じた形跡がないこと、本人は難民

申請時から現在までアフガニスタン国籍を有するハザラ人であることを一貫

して述べていること等からみて、申立人はアフガニスタン国籍を有するハザ

ラ人であると認められる［平成13年11月 6日東京地決］。

11月 5日決定では、申立人の供述からハザラ人であることが推認できることを

指摘したまでである。これに対し11月 6日決定では、当時のアフガニスタンの情

勢や申立人の使用する言語等から客観的にもハザラ人であることの認定を試みて

いる。この認定の差異が、申立人の「難民該当性」を分かつ一要因となった。

法的には、外国人である申立人の身分を証明する主なものは旅券である。申立

人に身分事項の疑義がないことは 2つの決定において一致していたが、彼らの旅

券によって証明できるのは、彼らが「アフガニスタン人」であるということまで

であった。当時のアフガニスタンは、タリバンがその政権を掌握していた。そし

て、何よりも、9.11テロ事件の首謀者であると疑われていたウサマ・ビン・ラー

ディン率いるアルカイーダを、タリバン政権が匿っているとの情報が事件後に広

まった。タリバン及びアルカイーダは、アメリカだけでなく、日本においても国

際テロ組織として認定されていた。9.11後に、外からの脅威としての国際テロ事

件が危ぶまれはじめ、さらにアメリカの「対テロ戦争」が開始されると、アフガ

ニスタンは、自然とタリバン政権やアルカイーダ等とともに「テロリズム」と結

びつけて考えられるようになっていった。「アフガニスタン人」であるというこ

とだけでは、難民条約上の難民に必ずしも当てはまるわけではなかった。それは、

実際に迫害を受けていたハザラ人等の少数民族である可能性もある一方、タリバ

ン政権側の人間である可能性も考えられるからである。つまり、ハザラ人である

ことの認定と、「アフガニスタン人」であることにとどまる認定とでは、その「難

民該当性」の判断にはある程度の差異が生じ得るといえる。

以上より、 2つの決定においては、裁判所による「アフガニスタン人」である

こととハザラ人であることの認定、そして「組織的背景を有する不法入国事案」

の認定に差異が見受けられることがわかる。
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ここには、国民をめぐる 2つの異なる認識が混在している。すなわち、国籍＝

国民という発想と、民族≠国民≠国籍という 2つの認識である。本件では、アフ

ガニスタン人とは国籍と国民が一致する場合と、ハザラ人を民族として認定する

場合は民族と国民や国籍が一致しない場合が混在していた。すなわち、前者はハ

ザラ人であることを積極的に認めず一様にアフガニスタン人とする場合であり

（ハザラ人⊂アフガニスタン人）、後者ではテロ行為の主体であったタリバン政権側

の人間としてのアフガニスタン人とハザラ人とは異なると認定する場合である

（ハザラ人⊂／アフガニスタン人）。この認識の差は、特定国家における少数民族をい

かに国際社会や他国が認識するかという微妙な問題である12）。奇しくも、こうし

たアフガニスタンでの少数民族問題が東京地方裁判所の「難民該当性」に関する

判断に影を落としたのである。

しかし、この「アフガニスタン人」であることと「組織的背景を有する不法入

国事案」であることは、申立人の「難民該当性」に多少なりとも影響を与えるも

のの、11月 5日決定のように「難民該当性」を否定する方向に働くものであると

は言い難い。つまり、この差異は、 2つの決定の矛盾を生じるほどのものではな

いということである。11月 5日決定では、申立人の「難民該当性」については、「難

民にも該当するという可能性があることは否定できないものの（中略）組織的背

景を有する不法入国事案である蓋然性があることも否定できないというべきであ

るから、（中略）申立人が難民に該当するか否かは、必ずしも明らかとはいえない」

と示されていた。筆者は、この部分に 2つの決定を矛盾させた根本的な理由があ

ると考える。

本稿のⅠ章「例外状態」において、筆者は、規範は事実を秩序づけるものであ

ることを示した。しかし、規範はただ規範としてそこにあるだけでは、机上の空

論として存在するだけであり、現実の複雑な事実には対応できないだろう。シュ

ミットは、規範と事実との間には、法には明記されない、規範を事実に対応させ

る13）執行者＝主権者の存在が必要であるという［シュミット、1997: 43］。通常想

定されるこのような主権者で代表的なものは、裁判官であろう。主権者は、規範

を介して複雑に入り組んだ事実を切り取って秩序づけていく。この主権者の事実

を切り取る行為を、アガンベンは、前述したシュミットのテーゼから引用して

「決定」と呼んだ［アガンベン、2003: 63-82］。しかし、同じく本稿Ⅰ章「例外状態」

において示したように、主権者によって法秩序はつくり出されるのであり、その

点で主権者は法秩序からは自由な存在であった。つまり、法治国家において原則



108　政治学研究54号（201６）

としては主権者の「決定」は規範を介してなされるものであろうが、実は主権者

は規範を介しない「決定」をすることもできてしまうのである。

11月 5日決定の「難民該当性」についての判断は、本来の規範の論理と矛盾し

ている。前述した11月 6日決定と入管法70条の 2に示されるように、本来であれ

ば不法入国者であることは難民であることを否定する方向には働かない。つまり、

11月 5日の「難民該当性」についての判断は、規範を介さずになされた主権者＝

裁判官による「決定」であったといえる―もっとも、規範に当てはめているよ

うに見えることで、あたかも規範を介した「決定」であるかのように見えてはい

たが―。事実を切り取る客観的一般的な基準としての規範を介していないとい

う点で、11月 5日決定の「難民該当性」についての「決定」には主権者の純粋に

主観的な部分を見て取れるだろう。裁判所は、規範を介すことなく申立を却下す

る「決定」をした。それは、彼らは裁判官にとって「法秩序に含みたくない」存

在であったということである。

9.11テロ事件の直後の混乱が収まっていなかった当時、申立人が「アフガニス

タン人」であり、「組織的背景を有する不法入国」者であったことは、そこから

裁判官にテロリストを連想させるものであった。実際に、収容がなされる前であ

るものの、2001年 9月17日に申立人らに対して行われた難民認定調査において、

タリバンやウサマ・ビン・ラーディン氏に関する全く難民認定に関係のない質問

を受けていた。多少なりともテロリストである蓋然性があるままの彼らを、難民

として国内で保護するわけにはいかなかった。しかし、既存の規範を介したので

は、あくまで蓋然性があるだけの彼らの「難民該当性」を否定することはできな

い。そこで、11月 5日決定では、規範を介さずに「アフガニスタン人」であるこ

とと「組織的背景を有する不法入国事案」であることから彼らは「難民に該当す

るか否かは、必ずしも明らかとはいえない」という「決定」をしたのである。

裁判所から判決や決定が下されると、（上訴・上告という場合も考えられるも）そ

の判決や決定は、善し悪しの議論はなされるものの、その結論に至る因果関係は

一つの既成事実となる。それ以降には、規定された手続を経る以外に、その結論

がふさわしい判断であったかどうかの議論は封じ込められるのである。つまり、

主権者の「決定」は、規範を介した否かにかかわらず、秩序をつくり出す力をも

つものである。

主権者の決定が秩序をつくり出すという点では、この11月 5日決定における

「決定」は、「決定」は、規範を介さずともそこから秩序がつくり出されるはずで
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あった。しかし、本件の場合、時を経ずして11月 6日決定が出されたことによっ

て、法解釈上の矛盾が浮きぼりとなった。11月 6日決定には、「難民該当性」の

判断の中に論理的な不整合もなく、申立人が難民に当てはまる蓋然性があること

を事実から端的に証明している。つまり、忠実に規範を介してなされた「決定」

であるといえるだろう。

2つの裁判所の決定が矛盾してしまった原因は、時を経ずしてなされた 2つの

「決定」の齟齬にあった。どちらも同一の規範から導かれたかのように見えたが、

11月 5日決定は規範を介したかのように見えるものの本質は規範を介さない「決

定」であった。それによって規範を介した「決定」である11月 6日決定と矛盾し

てしまったのである。そして、「決定」が規範を確定させることに鑑みれば、 2

つの裁判所がした「決定」は 2つの異なる秩序を生んだ。しかし、秩序が 2つあっ

たら秩序である意味をなさない。それは、「混乱状態」であることに変わりはな

いのである。

11月 5日決定の裁判官の「決定」は、本質は規範を介してはいなかったが、あ

くまで表面上は規範を介して「決定」されていた。そのため、「法秩序に含みた

くない」存在である申立人はあくまで法秩序の中において審理されていたのであ

る。つまり、法秩序の中に、「法秩序に含むことのできない」 2つの秩序＝「混

乱状態」がつくり出されたということである。

11月 5日決定に続いて11月 6日決定が出されたとき、申立人は二重の意味で

「混乱状態」となった。「アフガニスタン人」であり「組織的背景を有する不法入

国」者であった彼らは、当時の情勢からテロリストである蓋然性を有していた。

そのため、11月 5日決定を出した裁判官は彼らに難民としての保護を与えて「法

秩序に含みたくな」かった。しかし、11月 5日決定が規範を介さずに「決定」を

したことで、今度は11月 6日決定の「決定」と矛盾してしまい、彼らは「法秩序

に含むことのできない」存在ともなってしまったのである。

もしも、この 2つの決定が時間を置いて出されていたならば、既成事実となっ

た純粋な「決定」を見過ごしていたことであろう。 2つの矛盾した決定には、法

秩序という「第一級の支配の奥義」［アガンベン、2003: 175］のほころびを垣間見

ることができる。
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Ⅴ　難民になれなかったアフガニスタン人

裁判所によって 2つの決定がなされた後、11月 5日決定における申立人 4名と

11月 6日決定における相手方入国管理局はそれぞれ11月 8日に抗告をした。翌 9

日に、一部認容決定の出たアフガニスタン人 5名は、収容所から身柄を解放され

た。もっとも、却下決定の出た 4名については、その収容はいまだ継続していた。

同月26日に、収容の継続している 4名に対し、抗告裁判所から抗告棄却の決定が

なされた［平成13年11月26日東京高決平13（行ス）第56号］。これによって彼ら 4名

の収容期間は終了し、退去強制手続へと移行することとなった。

抗告棄却の 2日後である11月28日、法務省は、アフガニスタン人 9名全員を難

民不認定とすることを発表した。難民認定処分は通常であれば 6か月から 1年以

上かかるところ［法務省入国管理局、全国難民弁護団連絡会議統計］、今回は 3か月

という非常に短い期間でなされたものであった。この難民不認定処分が下された

とき、まだ11月 6日決定の抗告審は係属中であった。

彼らの不認定理由は、①迫害理由についての供述の不一貫性、②数名が今まで

も日本に来たことがありながら、難民申請は今回が初めてであったこと、③日本

に渡ったのは全員が就労目的であり、金銭面でも保護を与える必要のないことで

あった。難民不認定処分がされたことで、難民「申請者」でも難民でもなく、彼

ら 9名は単なる不法入国者となった。

筆者は、この法務省の下した難民不認定処分に、アガンベンのいう「例外状態」

が発現するのを見て取れると考える。

11月 5日決定と11月 6日決定が出されてから、法秩序はその中に二重の「混乱

状態」を抱えていた。それは、前章で示した通り、彼ら 9名を「法秩序に含みた

くない」という意味での「混乱状態」と、「法秩序に含むことのできない」とい

う意味での「混乱状態」である。もっとも、この「混乱状態」の原因は、彼らの

法的地位にあった。本稿Ⅱ章において示したように、彼らの法的地位は「難民の

可能性がある」というものであり、この点は 2つの決定に差異はなかった。この

認定は、彼らに法秩序の中に含まれることのできる地位を与えた。つまり、難民

「申請者」という地位に、―条件付きではあったが―法による保護を与える

ことを認めたのである。しかし、まず11月 5日決定において、この認定と「決定」

とは主権者の主観によりズレが生じてしまった。それは、規範においては難民
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「申請者」に保護を与えることを認めつつも、規範を介さずに「決定」をしたこ

とによるズレである。そして、このズレは、11月 6日決定との矛盾をも生んでし

まった。この「混乱状態」は、 2つの決定が、彼らに難民「申請者」として法秩

序の中に地位＝法的地位を与えたために生じていた。

11月28日の難民不認定処分は、彼らから「難民の可能性がある」という法的地

位を剝ぎ取った。この処分は、通常の難民不認定処分とどう異なっていただろう

か。それは、法的地位を与えられていたか否かという点で異なっているのである。

前述したように、この難民「申請者」という地位自体、裁判において争われたこ

とはなかった。通常であれば難民不認定処分がなされてから収容されるか、収容

されてから難民申請をするかであり、彼らは収容された時点ではただ不法入国者

に過ぎないため、収容の違法性を争う訴訟にまで至らない。不法入国者に対する

収容の要件は緩やかであり、違法にはなりにくいからである。そして、このよう

な場合、難民不認定処分の違法性を争う方がより良い選択であった。つまり、難

民「申請者」という地位が法秩序の中に含まれる地位であるか否かは、通常の過

程において問題とはならないのである。したがって、それを不認定としても、彼

らから法的地位を奪い取ることを意味しなかった。

アフガニスタン人 9名は確かに「難民の可能性がある」という法的地位を与え

られていた。しかし、この法的地位を与えられたがために、法秩序の中に「混乱

状態」を抱え込むこととなってしまった。彼らは国家の秩序をつくり出すシステ

ムである法秩序にとって危うい存在であった。そこで、法務省＝主権者は、彼ら

から法的地位を剝ぎ取り、法秩序から締め出したのである。それは、法秩序を揺

るがしかねない「混乱状態」である彼らから、法秩序を保証するためになされた

政治の擬制であったといえる。

12月18日、抗告審において第一審の一部認容決定は一転し、アフガニスタン人

5名に対して申立却下の決定がなされた。

法務大臣は、（中略）難民認定申請につき、被抗告人に対し難民不認定処分

をした。（中略）上記（中略）のとおり、（中略）法務大臣が被抗告人に対し

難民不認定処分をしているのであり、この点との関連でも、本件収容を不相

当とする特別の損害を被るおそれがあると認めることはできない［平成13年

12月18日東京高決］。
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この決定により、 9名全員の申立が却下されたこととなる。12月18日決定には、

11月28日の難民不認定処分が一事実として書き込まれ、これをもとに却下決定は

下された。

アガンベンは著書『例外状態』の最後で、以下のような指摘をしている。

例外状態は今日、その惑星的な規模での最大限の展開を達成するにいたって

いる。法の規範的側面は統治の暴力によってもののみごとに忘却され論駁さ

れてしまっており、国外では国際法を無視し、国内では恒常的例外状態を作

り出しながら、それにもかかわらず、なおも法を適用しつつあるふりをして

いるのである［アガンベン、2007: 175］。

12月18日決定の中には、「例外状態」を含んでいた11月28日の難民不認定処分
―つまりは、主権者による「決定」―が既成事実として書き込まれた。そし

て、この既成事実をもとに裁判官による「決定」がなされることで、「例外状態」

はいつの間にか法秩序の一環として溶け込んでいくのである。この12月18日決定

には、「例外状態」の恒常化という一見矛盾した言葉が実現されていく様子を見

て取れるだろう。

法秩序の中に一点の例外の発生を許したときから、主権者の「決定」と相まっ

て恒常化していき、それが法秩序であるのか「例外状態」であるのかさえわから

なくなってしまう。しかし、本稿で取り上げた10月 3日から12月18日に至る一連

の出来事は、その目まぐるしくも絶妙なタイミングで移り変わる一瞬に、主権の

内部を生々しく動き回る法秩序の一遍をみせてくれる。

Ⅵ　ホモ・サケルとなった「アフガニスタン人」―結びにかえて―

アガンベンは、「例外状態」の内に囚われた者のことを、皮肉にも「ホモ・サ

ケル（聖なる人）」と呼んだ［アガンベン、2003］。それは、本稿の冒頭に述べた、

法秩序が停止されたなかにおいて、何によってもその生きる権利すら保障されて

いない人を意味する。彼らは、ただ、生物学的な意味において生きているだけな

のである。

本稿で議論したアフガニスタン人は、日本の法秩序における「例外状態」に囚

われ、まさにホモ・サケルとなった。では、ホモ・サケルとなった彼らはその後
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どうなったのだろうか。

2001年12月21日、すなわち東京高裁からアフガニスタン人 5名に対し却下決定

がなされた 3日後、彼らは再び収容所へと連れていかれた。そして、同月27日に

は、彼らも退去強制手続へと移行した。

この件は最高裁判所にまで持ち込まれることとなった。しかし翌2002年 2月28

日に、最高裁判所は 5名に対し抗告棄却の決定をした。この決定で、彼ら 9名の

収容令書発付処分執行停止申立事件は幕を閉じた。一方、彼らに対して発付され

た退去強制令書の執行停止申立が新たに提起されていた。結果として抗告審で取

り消されることとなったが、東京地裁民事 3部で審理された第一審では、2002年

3月 1日に一部認容決定が出されている。この審理をした裁判長裁判官は、11月

6日決定を出した裁判長裁判官でもあった。

この一連の事案が一段落したといえるようになるのは、拘束から 5年以上経っ

た、2007年のことである。しかし 9名の中で、最終的に日本に残った者は 1人も

いなかった。とはいえ、彼らには帰る先がなかった。タリバン政権が崩壊したと

はいえまだ混乱状態にあったアフガニスタンに帰れるはずもなった。彼らはアラ

ブ首長国連邦へ渡り、2015年現在もそこで生活しているという。

1） 入管法第39条　
1　入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当
の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2　前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が
発付するものとする。 

2） 入管法第24条
　次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、
本邦からの退去を強制することができる。 

一　第三条の規定に違反して本邦に入つた者
3） 収容令書発付処分取消訴訟とは、行政庁の処分に対し、その取消しを求める訴
訟。本件では、入国管理局の行った収容令書発付処分の取消しを求める訴訟をい
う。

4） 執行停止申立とは、取消訴訟の提起に伴って提起する、処分の停止を求める申
立てのこと。

5） 収容令書発付処分執行停止申立が提起され、特に裁判所からその申立が認容さ
れたものは、これより過去に 1件（昭和44年決定）しかない。

6） 入管法第41条には「収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以
内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十
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日を限り延長することができる」とある。
7） この手続は、行政事件訴訟法25条 1項「処分の取消しの訴えの提起は、処分の
効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない」にもとづく。

8） ノン・ルフールマンの原則とは、難民が迫害の危険のある国へ送還・追放され
ることを禁止する原則のこと。

9） 認容とは裁判所決定の 1つである。申立内容の審理を行ったうえで、それを認
めることで、申立の一部を認容する場合は一部認容という。

10） もっとも、両決定において規範に差異がある部分もあるが、本稿との関係性に
鑑み本文では取り上げていない。特筆すべきは、11月 6日決定において、収容令
書の発付は、入管法39条所定の要件に加え、収容の必要性をも検討する必要があ
ると判断した点であろう（「収容令書の発付を行うに際しては、法39条所定の要
件に加え、対象者が難民に該当する可能性を検討し、その可能性がある場合にお
いては、同人が難民に該当する蓋然性の程度や同人に対し移動の制限を加えるこ
とが難民条約31条 2項に照らし必要なものといえるか否かを検討する必要がある
と解すべきである」平成13年11月 6日東京地決　決定文中より引用）。収容令書
の発付において、収容の必要性をも要件として考慮した初の判例である。

11） ここで他の摘発者とは、アフガニスタン人以外の国籍の者を指す。10月 3日には、
申立人 9名を含む13名が各所で摘発されており（被収容者は内12名、 1名は在宅
捜査となった）、東京都内で身柄を拘束されたパキスタン人 2名は、当初アフガ
ニスタン国籍として身分事項を偽っていた。また、他 1名は不法残留を隠蔽する
ために偽名を使用して不法入国者を装っていた。

12） 民族、国民、国家については［アンダーソン、2007］を参照した。
13） シュミットは、このことを規範の「変形」と呼んだ［シュミット、1997：43］。

【引用判例】
平成13年11月 5日東京地決平13（行ク）第113号
平成13年11月 6日東京地決平13（行ク）第114号
平成13年12月18日東京高決平13（行ス）第60号
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