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事実の概要

　イラン国籍の原告は、平成 19 年 7 月 18 日に
本邦に到着し短期滞在、在留期間 30 日の上陸許
可を得た。
　原告は同年 8 月 21 日に、本国でガソリン価格
高騰に対する抗議運動に参加したこと及び日本で
イスラム教からキリスト教に改宗したことを理由
に帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとして難
民認定申請（1 回目）を行ったが不認定処分を受け、
異議申立も棄却されたため、同処分等の取消し
を求めて提訴した。東京地裁は平成 24 年 10 月 3
日の判決で、原告がデモへの参加により殊更に当
局の関心の対象となっているとは認め難いこと、
原告はキリスト教の信仰を積極的に示したり布教
活動をしたりしたことがなく、イランにおけるイ
スラム教からキリスト教への改宗者の一般的状況
に照らせば、原告が改宗のみを理由に逮捕、訴追
等の対象となる蓋然性が高いとはいえないことを
理由に請求を棄却し、控訴、上告の棄却を経て確
定した。
　原告は平成 24 年 4 月 24 日に、上記抗議行動
に際しガソリンスタンドに火をつけたところを撮
影され訴追を受けていること、本国でキリスト教
徒迫害が厳しさを増していることを理由として難
民認定申請（2 回目）を行ったがこれも不認定処
分（同年 10 月 25 日）及び異議棄却決定を受けた
ため、不認定処分取消しと原告を難民と認定する
ことの義務付けを求めて平成 30 年 7 月 19 日に
本件訴訟を提起した（なお原告は同月 20 日に 3 回
目となる難民認定申請を行っている）。

判決の要旨

　本件の中心的論点は、原告の難民該当性、とり
わけ原告がイスラム教からキリスト教に改宗した
ことにより、帰国すれば宗教を理由とする迫害を
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（難民条約 1 条Ａ (2)）と認められるか否
かであった。これにつき原告は概略以下のような
主張を行った。
　原告はイランでタクシー運転手として稼働中、
客からペルシャ語の聖書をわたされたのを契機に
キリスト教に関心をもつようになった。本邦でプ
ロテスタントの洗礼を受け、礼拝に熱心に通う等、
誠実な改宗キリスト教徒である。イスラム法にお
いてはイスラム教からの改宗者は背教者として死
刑を科されるおそれがあるうえ、イランの現政権
の下でも改宗者に対する迫害の実例が多数報告さ
れており、迫害の対象は牧師やリーダーに限られ
ない。特に民家で礼拝等を行う家の教会（house 
church）は、必要とされる届出や信者の登録を行
うことなく開かれているため、取締りの対象とな
り、参集者が逮捕されている。
　前回異議棄却決定及び前回判決が依拠している
英国内務省の 2009 年の報告書では、一般的な改
宗者は目立たない限り迫害を受けることはないと
の立場であったが 2015 年の報告書では変化がみ
られ、家の教会の信者である改宗者はそのことを
理由に迫害を受ける可能性があるとしているし、
以上を裏付ける報告や裁判例がある。
　原告は改宗をバシジ（イスラム革命防衛隊に従属
する民兵組織）に知られている可能性があり、ま
た旅券更新手続において当局に知られるおそれが
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ある。そうでないとしても、原告が帰国後家の教
会に通うことになれば改宗を把握され逮捕される
可能性があるし、モスクに通わない等の行状を通
報される可能性もある。
　判決は、概略以下のように述べて原告の宗教を
理由とする難民該当性を認めた（デモへの参加に
よる政治的意見を理由とする主張は退けた）。
　イランにおけるイスラム教からキリスト教への
改宗者をめぐる状況は、英国内務省の 2009 年報
告書で述べられているところから変化しており、
2013 年報告書では、改宗者に対する嫌がらせや
身柄拘束等が増加し、家の教会の強制捜査が行わ
れる等の情報が記載されており、2015 年報告書
は端的に、福音派及び家の教会の信者はイランで
迫害の真の危険にさらされると述べている。以上
から、本件難民不認定処分の時点（2012 年）にお
いては、2009 年報告書の記述とは異なり、改宗
者が改宗のみを理由に逮捕、訴追等される蓋然性
が高いとは認め難いものの、家の教会に集う改宗
者はリーダー層に限らず一般信者も逮捕、訴追等
の蓋然性が高かったと認められる。最終的に無罪
となる場合が多いとの報告もあるが、身柄拘束が
行われれば迫害に該当する。
　原告が教会での例会にほぼ毎回参加し、奉仕活
動を行っていること、ペルシャ語を話せる牧師の
下で聖書研究を行っていること等から、本件難民
不認定処分時における信仰は真摯なものであった
と認められるし、帰国したとすれば教会や民家に
おいて礼拝や集会を行うことが見込まれ、逮捕、
訴追の対象となる蓋然性が高かったと認められ
る。原告が指導者の立場にあるわけではなく、イ
ラン政府に改宗の事実を知られている可能性は高
くないので原告には迫害の恐怖を抱く個別具体的
事情はないとする被告の主張には理由がない。
　以上により本件難民不認定処分の取消請求には
理由がある。また本件義務付けの訴えは行訴法の
要件を満たし適法である。（本件は控訴中。）

判例の解説

　一　イランにおける改宗者の状況の評価
　本件判決は、主として英国内務省の国別報告書
に基づき、イランにおける改宗者の状況の変化を
捉えて不認定処分取消し等の結論を導いている。
英国内務省の報告書は 2014 年以降、それまでの

国ごとに 1 冊の体裁から問題別の分冊の体裁に
変わっており、「キリスト教徒及びキリスト教へ
の改宗者」については内務省ウェブサイト掲載の
最新版が 2019 年 5 月の第 5 版となっている１）。
判決はそのうち 2015 年の第 2 版と 2017 年の第
3 版を挙げているが、判決中の要約にもある通り、
両者の記述には違いがみられ、特に布教活動等に
従事しない「普通の（ordinary）」改宗者の状況に
つき、前者はそれら改宗者に対するイラン当局の
処遇が個別事案においては迫害の水準に達しう
るとし、迫害を受ける真の危険（real risk）がある
と述べていた２）のに対し、後者では、積極的な
布教活動者ではない改宗者は、重大な危害を被る
危険はあるにしても真の危険はないとした 2008
年の英国庇護移民審判所（Asylum and Immigration 
Tribunal）の SZ・JM 事件判決の事実認定（2004 年
の同審判所判決の認定を是認したもの）がなお有効
であるとしており３）、それは最新版まで変わって
いない。欧州人権裁判所は、Ａ対スイス事件４）に
おいて、2017 年版を参照して改宗者の難民認定
申請を棄却したスイスでの判断を是認している。
本件判決は難民不認定処分の時点での原告の難民
該当性について判断をしたものであり、英国内務
省報告書の第 2 版以降における変化は基本的に
考慮の対象ではないということになろう。
　上記 SZ・JM 事件判決は、既述の認定をしつつ、
秘跡（sacrament）に基づく宗派の信者には帰国が
期待できないとして、カトリック教徒である JM
について難民と認めたものである５）。カトリック
には 7 つの秘跡があり、秘跡は教会で聖職者に
よって行われるし、カトリック教徒はモーセの十
戒により毎週教会でのミサに参加することが義務
付けられるが、他方でプロテスタントの場合は宗
派により秘跡の数も少なく、信仰実践に聖職者を
必ずしも要しない場合もあり、状況が異なるとい
う判断が背景にあったと思われる６）。この判決の
ような分析が有効であるとすれば、改宗者の信仰
実践の本質を考慮したうえで帰国後の行動を想定
し、それを国内の状況に照らして判断を行うこと
が必要になる場合もあるだろう。とりわけ、本件
のように積極的に布教活動等に従事しない「普通
の」改宗者の難民該当性が問題となる場合には、
以上の考慮は、個別事案において宗派により「普
通の」信者とはいかなるもので、いかなる行動を
とることが想定されるかを判断するうえで重要と
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なる場合があるように思われる。更にいえば、欧
州人権裁判所の下記 F.G. 対スウェーデン事件判決
に付された個別意見７）に、申立人が帰国後、「目
立たず、……信仰に携わる限りにおいてイランで
迫害を免れる」という推定に基づくスウェーデン
における判断は、信仰の対外的表明が宗教の自由
の不可欠の要素であるだけでなく、少なくともキ
リスト教徒にとっては信仰を他者に示すことが

「不可欠の任務であり責任である」ことからして
受け入れ難い、と述べたものがある。宗教の自由
の侵害はそれ自体独立に、難民該当性の要件とし
ての迫害に該当するとは必ずしもいえないとして
も、信仰の表明を宗教の自由の本質的要素とする
認識は、宗教を理由とする迫害のおそれの有無の
認定において重要な要素となるはずである。

　二　国際、国内判例等の動向
　本件判決は、原告が帰国後に本邦でとっていた
のと同じ信者としての行動をとることを想定し
て、「自宅で聖書を読むだけでなく、教会や民家
などにおいて、定期的に他のキリスト教徒と礼拝
や集会等を行うことが見込まれる」のを前提に
判断を下している。UNHCR の宗教に基づく難民
申請に関するガイドラインは「宗教的な信念、ア
イデンティティまたは生き方は、人間のアイデン
ティティにとってあまりに根本的であるから、人
は迫害を避けるために信仰を隠したり、変えたり、
放棄したりすることを強制されてはならない。仮
に……迫害主体の意に沿わないことを避けるため
に……手段をとらねばならない……とすれば、難
民条約は宗教に基づく迫害からの保護を与えてい
ないのと同じことになる。」と述べている８）。申
請者は帰国後迫害を逃れるために行動を改める
義務を負わないとする立場は、欧州司法裁判所

（CJEU）をはじめ、国内判例でも示されている９）。
　では「普通の」改宗者の事例についてはどうか。
豪州には、信仰は他者との共同体における信仰の
表明と実践を必然的に伴うものであって、申請者
が積極的に布教活動をしたりイスラムを侮辱した
りせずに目立たない立場を保ち、「静かに」「慎重
に」または「用心深く」礼拝するならば迫害の対
象とはならないということを述べることは、申請
者に対し、その信仰のある次元を否定することに
なる、と述べた判決がある 10）し、その他にも「普
通の」改宗者の難民該当性ないし送還禁止を認め

た判例は存在する 11）。他方で欧州諸国において
は、「普通の」改宗者の主張が認められた事例は
上記の SZ・JM 事件が特筆されるほかは管見の限
りでほぼ無いといってよい。欧州人権裁判所は大
法廷判決である下記 F.G. 対スウェーデン事件判
決において一定の立場を表明しているが、そこで
は個別的実質的審査の必要性が前面に出されてお
り、それが欠けている場合に欧州人権条約 2 条及
び 3 条の違反が生ずるとされている。それを受
けたその後の諸事例においては、個別的実質的審
査が尽くされている限りにおいて、国内裁判所等
の判断を覆した事例は現在のところ無い。その他
の国際判例でイスラム教からキリスト教への改宗
者のイランへの送還を条約違反と認定した近時の
事例としては、自由権規約委員会の Iraj Ostavari
対韓国事件見解がある。これは通報人が収容中に
イラン政府当局者との接触により改宗の事実を知
られていること、中東地域等における伝道を旨と
する団体が設立した大学で神学の学位をとってい
ることに基づいてイランへの送還が自由権規約 6
条及び 7 条に違反すると結論したものであるが、
イランにおける改宗者の恣意的逮捕拘禁等の状況
にも言及している 12）。
　本件では被告が原告の改宗の信憑性を争ってお
らず争点となっていないが、本件原告は来日後教
会に通いはじめ、洗礼を受けたものであって、洗
礼の時点をキリスト教への入信時点とするなら
ば、本件はいわゆる後発難民の事案（申請者が申
請国での在留を確保するために敢えて難民であると
いう体裁を自ら作り出すことが問題となる。例えば
豪州移民法は、申請者の豪州における関連する行動
が難民の主張強化を目的としたものではないことの
立証を申請者に求めている 13））であるともいえる。
しかし原告は来日の前年頃から既にキリスト教の
信仰に入ったと主張し、日本で教会に通うように
なる前に行った難民認定申請において既に宗教を
理由とする迫害のおそれを挙げているのであっ
て、出身国で有していた信仰を来日後表明するよ
うになった事例ともいえよう。欧州連合の難民及
び補完的保護に関するいわゆる資格指令 5 条は、
出身国を出た後の行動を保護認定に当たり考慮す
るか否かについて構成国に裁量を与えつつ、考慮
できる場合として特に当該行動が出身国で抱いて
いた信念等の表明であると立証される場合を挙げ
ている 14）。欧州人権裁判所は、F.G. 対スウェーデ
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ン事件において、一旦別の理由での難民認定申請
が退けられた後に改宗を理由とする申請が行われ
た事案でも、実質的審理が行われねばならない
との判断を示している。イラン人の申立人はス
ウェーデン入国後洗礼を受け改宗したが、庇護手
続において当初は宗教を理由とする迫害のおそれ
を主張せず、第二審以降で主張したものの、検討
されなかった。人権裁判所は、申立人の行動のい
かんにかかわらず国内当局は職権により改宗も含
めた情報すべてを評価する義務を負うとして、改
宗の結果に関する評価なしに申立人が送還される
場合には、条約 2 条及び 3 条の違反となると結
論した。

　三　「迫害」「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」の認定
　本件で原告は、「迫害」の定義について本邦の
判例のみに依拠することは狭きに失すると主張
し、また「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」について、申請者においてそ
のような恐怖を抱くような個別かつ具体的事情は
必要とはいえず「客観的な状況が証拠により裏付
けられることによる合理的な可能性があれば足り
ると解すべきである」し、立証の程度もこのよう
な恐怖の「合理的な可能性」の立証で足りると主
張したが、判決はこれらを退けている。
　その一方、本件判決は、イランの状況に関する
評価に基づき、原告が出身国当局により個別的に
把握されていない状況でも「通常人が当該人の立
場に置かれた場合に迫害を受けるおそれがあると
いう恐怖を抱くような客観的事情が存在してい
た」と認定している。また判決は、身柄拘束がな
されれば「迫害」に該当するという認識を示して
いる。イランでのそのような拘束が恣意的拘禁に
相当するという判断があったのかとも思われる
が、例えば EU 資格指令が難民条約にいう迫害行
為について、欧州人権条約 15 条 2 項の下で国の
緊急事態においても停止が許されない権利（生命
権（2 条）、拷問等の禁止（3 条）、奴隷の禁止（4 条
1 項）、罪刑法定主義（7 条））の重大な侵害を構成
する行為と定義していること 15）、ノン・ルフー
ルマン原則の観点からみても、欧州人権裁判所が
これまで同原則の適用を、送還後個人が 2 条ま
たは 3 条に反する処遇を受ける蓋然性が高い場
合にほぼ限っており自由権規約委員会も同様であ

ること 16）に照らせば、本件判決は広い解釈をとっ
ているといえよう。
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