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第１ はじめに 

   特別抗告理由書１で述べたとおり，原決定において，平成27年最大判以降の

事情の変更が過小評価され，その深刻さについて理解が十分されていない。そ

の中でも特に問題であるのは，通称使用（旧氏併記）の拡大（すなわち，ダブ

ルネームの使用拡大）に対する評価である。原決定は，通称使用（旧氏併記）

について，「（なお，婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっ

ていることをもって婚姻に際し氏を改めた者が受ける不利益が十分緩和され

るとはいえない旨の抗告人らの指摘も，上記の結論を左右するものとはいえ

ない。）」（原決定11頁）という結論だけを，括弧書きで記載するのみであり，

「何故」その結論に至るのか，全く明らかにしていない。 

   そこで，本書においては，まず通称使用（旧氏併記）の拡大の点について，

最新の動向と問題点を指摘し，その後にその他の事情変更について論ずるこ

とで，平成27年最大判の変更が必要不可欠であることを明らかにする。 

 

第２ 通称使用（旧氏併記）の拡大について 

１ 多額の国費投入による実効性のない旧氏併記の開始 

平成27年最大判以降の通称使用の広がり，とりわけ，2018（平30）年以降の

急激な旧氏併記の流れは（詳細は抗告理由書３記載），それ自体が，平成27年

最大判以降，夫婦の一方が負わなければならない婚姻による改氏の不利益が，

婚姻前までの氏の維持を希望する夫婦にとって看過できない程度のものとな

っており，この国が選択肢なき夫婦同氏制を維持する合理的な理由を失って

いることを示している。 

2019（令元）年11月5日，住民票，マイナンバーカード等に旧氏を併記でき

るようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行さ

れた。それに際して，はじめに強調しておきたいことは，この旧氏併記を可能

にするために既にかけられた国の支出額が，約194億円という金額に上ってい
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ることである（甲106，総務省「平成31年度行政事業レビューシート（事業番

号0048）」総務省HP）。そして，かかる極めて多額の資金を投じておきながら，

この制度は公私の機関を何ら法的にも道義的にも拘束するものではなく，「旧

氏のみ」で通用する場面を広げるものではないため，旧氏のまま登記，金融機

関の口座開設，契約等の種々の法律行為及び事実行為ができる範囲について

は，従前とほぼ何も変わっていない（甲107，「194億円を投じた『旧姓併記』

の限界と選択的夫婦別姓」法学館憲法研究所HP）。 

我が国が極めて厳しい財政状態にあるのは公知の事実であるが，そのよう

な最中に，約194億円もの多額の支出を以って，⑵以下に述べる通り，根本的

な解決に全くつながらない施策が実行され，その取扱いはいわば，迷走状態で

ある。平成27年最大判以降，夫婦別氏の選択肢への要請はますます高まってい

るにもかかわらず，政府及び国会は，民法750条及び戸籍法74条1号の改正及び

その検討ではなく，その場しのぎ的な施策に注力している。裁判所は，本件は，

立法による解決は現時点では期待できないという現実を，直視し，本件の打開

策は，選択肢なき夫婦同氏制に関する憲法判断を正面からすることのみであ

ることを理解いただきたい。 

２ 旧氏併記制度の概要 

令和元年11月5日に施行された，住民票及びマイナンバーカード等への旧氏

併記制度は，「旧氏併記」と呼ばれてはいるが，抗告人ら代理人が調査した限

り，記載対象となる住民票，マイナンバーカード及びこれらに連動する印鑑証

明には，「鈴木（田中）」といった形での旧氏の併記がなされるのではなく，

新たに設けられた「旧氏」という別の欄に，旧氏がただ単に記載される仕様と

なっている（但し，令和元年12月1日より施行された運転免許証のみは，「鈴

木（田中）」という形で旧氏が括弧書きで併記される。）。 

この制度は，旧氏の「通称としての使用」を広めるためのものではあるが，

他の公私の機関を何ら法的にも道義的にも拘束するものではなく，また，併記
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であるので，「旧氏のみ」で通用する場面を広げるものではないという点に大

きな問題がある。  

この旧氏併記制度施行後も，実際の状況は以下のとおりであり，旧氏の使用

が可能な場面はごく限定的である。 

 ３ 旧氏併記制度による実際の影響  

⑴ 健康保険証 

健康保険証については，国民健康保険では自治体が，会社員等の加入する

健康保険では全国健康保険協会が，健康保険組合のある組織では組合がそ

れぞれ発行し，「本人確認書類」として社会で広く通用していることは公知

の事実である。しかし，いずれの発行主体も，この制度の施行後も，旧氏で

の発行を認めていない（なお，DVから逃避した場合等に例外的に以前より通

称での発行が認められている）。 

⑵ 銀行口座の開設 

    銀行により対応が異なる。 

ア みずほ銀行 

旧氏のみの口座開設が可能 

イ 三菱UFJ銀行 

戸籍名でなければ口座開設はできないが第三者向けに旧氏表示が可能 

（以上ア，イについて甲108の1 弁護士寺原真希子作成に係る調査報告書） 

ウ 三井住友銀行 

戸籍名でなければ口座開設はできず，旧氏表示も不可 

エ ゆうちょ銀行 

  戸籍名でなければ口座開設はできず，旧氏表示も不可 

（以上ウ，エについて甲108の2 弁護士榊原富士子作成に係る調査報告書） 

オ 住信ＳＢＩネット銀行 

戸籍名でなければ口座開設はできず，旧氏表示も不可 
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カ 東京スター銀行 

戸籍名でなければ口座開設はできず，旧氏表示も不可 

（以上オ，カについて甲108の3 弁護士早坂由起子作成に係る調査報告書） 

また，旧氏での口座開設が可能な銀行でも，外国送金や運用性商品等につ

いては，戸籍名での対応のみである 

なお，全国銀行協会のホームページでは，旧氏での口座を維持する場合に

（婚姻等で改氏した後に銀行に届け出ない場合等），例えばペイオフで保証

される場合，戸籍名と口座名が違えば本人とみなされない場合があること，

定期預金を下ろす際に本人確認が必要となること等があり，「戸籍と口座を

一致させておかないと不都合が生じる可能性があります」との警告がなさ

れており（甲109 全国銀行協会HP「結婚に関する口座の手続き」），結局，

旧氏口座を持ったとしても安心して使用することはできない。 

⑶ 不動産登記・住宅ローン 

不動産登記簿は，旧氏併記に対応していない。そのため，住宅ローンに関

する金融機関との金銭消費貸借契約や抵当権設定契約を旧氏のみで締結し

登記することは不可能である。 

この点に関する金融機関からの聴取結果は，以下のとおりである（甲108

の3 弁護士早坂由起子作成に係る調査報告書）。 

ア みずほ銀行  

  旧氏による住宅ローン契約は不可である。 

イ 住信ＳＢＩネット銀行 

     旧氏による住宅ローン契約は不可である。 

ウ 東京スター銀行  

旧氏による住宅ローン契約は不可である。 
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⑷ 納税及び税金還付 

ア 所得税 

納税通知書及び税金の領収書は，戸籍名のみで表記され，納税名義も還

付名義も戸籍名でなければならない。旧氏口座からの自動引落しも，旧氏

口座への還付も認められない。住民票等に旧氏併記がなされても変化は

ない。 

仕事上，一貫して旧氏を使用し，契約書，請求書，領収書など，収入支

出の証拠資料がすべて旧氏名義であっても，申告は戸籍名でなければな

らない。通称と戸籍名の２つの氏を持つことは，税務行政にとっては収入

の捕捉を困難にすることを意味する。 

イ 地方税 

納税通知も領収書も，戸籍名のみで表記される。但し，国税と異なり，

自動引落口座については，旧氏口座の利用が可能な自治体もある。 

ウ 固定資産税 

納税通知も領収書も，戸籍名のみで表記される。但し，国税と異なり，

自動引落口座については，旧氏口座の利用が可能な自治体もある。 

（以上，甲108の4 榊原弁護士作成に係る調査報告書） 

⑸ パスポート・航空券 

パスポートには旧氏併記が認められているが，パスポートに埋め込まれ

たチップには旧氏は登録されない。そのため，出入国管理では，パスポート

の表示名とチップの内容が異なるために審査に時間を要したり，なりすま

しや違法行為を疑われたりする不利益が生じている（不利益の詳細は，抗告

理由書３・21～24頁参照）。 

また，チップと一致させるため，外国への航空券は戸籍名で購入するしか

なく，旧氏は使用できない。仮に旧氏で航空券を購入しても，搭乗直前の審

査で搭乗を拒否される危険がある。 
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パスポートは，ひとたび国外に出ると，対外的に通用する唯一の身分証明

書であり，国内におけるよりも格段に個人にとって重要性を増す。しかし，

諸外国では，括弧書きで氏を記載する習慣はないため，旧氏併記のパスポー

トは，偽造を疑われる，なりすましなどの違法行為を疑われる，出入国審査

に特別な時間を要するなど，さまざまな混乱・トラブルを引き起こしている

（甲72 菊地利奈作成 陳述書）。 

⑹ クレジットカード 

旧氏でクレジットカードを新規作成できるか否かは，カード会社によっ

て異なる。 

ア ビザカード及びオリコマスターカード 

旧氏併記の運転免許証及び旧氏名義の銀行口座を持っていても，旧氏

名義のクレジットカードを作ることはできず，戸籍名のみでしか作成で

きない。 

   イ JCBカード 

引落口座の名義とクレジットカードの名義が一致している必要がある

ため，旧氏名義の銀行口座があり，かつ旧氏併記の運転免許証で本人確認

ができれば，旧氏でカードを作成することができる。 

（以上，甲108の5 弁護士木村いずみ作成に係る調査報告書） 

⑺ 携帯電話 

ドコモ，ソフトバンク及びＡＵでは，旧氏併記の本人確認書類があっても，

新規の契約は戸籍名のみでしかできず，また，戸籍名で契約していたものを

旧氏名義に変更することは不可能である（甲108の6 弁護士塩生朋子作成に

係る調査報告書）。 

⑻ 職務上氏名を届け出ている弁護士による成年後見人，保佐人及び補助人

の業務 

弁護士が成年後見人，保佐人，補助人及び後見監督人（以下「後見人等」
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という。）としての業務を行う場合，当該弁護士が弁護士会に旧氏を職務上

氏名として届出をしている場合には，家庭裁判所に対して職務上の氏名で

の選任を希望する旨の意思表示を行うことで，職務上の氏名と戸籍上の氏

名が併記される形で選任の審判がなされる。しかし，成年後見等に関する登

記事項証明書に記載される氏名は「戸籍上の氏名」のみで，職務上の氏名と

して旧氏が併記されることはない。 

登記事項証明書に記載される氏名が戸籍上の氏名のみであるため，後見

人等としての職務行為を行う場合には，戸籍上の氏名と職務上の氏名との

同一性の確認が逐一求められる。例えば，市区町村役場その他公的機関等へ

の届出，金融機関への届出，不動産登記手続等については，戸籍上の氏名と

職務上氏名の同一性を示すため，取得1回につき500円を要する弁護士会の

会員証明書（3か月以内のもの）を提示すること等が必要である。但し，住

民票，マイナンバーカード，運転免許証に旧氏併記が可能となったために今

後はこれらの資料を提示することで足りる可能性はあるが，これらの資料

には自宅住所の記載しかなく，法律事務所の住所の記載がないため，後見人

等の審判書に住所として法律事務所の住所が記載されている場合には，従

前同様に会員証明書の提示が別途必要となる。 

以上のとおり，職務上の氏名の使用が弁護士会によって認められている

弁護士の場合でも，後見人等の日常業務では非常に煩雑な対応を余儀なく

されている。 

（以上，甲108の7 弁護士折井純作成に係る調査報告書）。 

⑼ その他 

人として社会で生きるためのあらゆる場面で氏名の表示は必要であるが，

例えば，株式会社の従業員や公務員等，組織に属する労働者の給与・年金関

係書類，不妊治療や不妊検査等の助成金申請手続等（甲110 飯田亜由香作

成陳述書），数えきれない場面で，旧氏ではなく戸籍名でなければ取扱いを
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受けられないのが現実である。 

４ 通称使用（旧氏併記）では，夫婦同氏制の不利益を解消できないこと 

旧氏の通称使用が場面により認められたとしても，また住民票等への旧氏

併記制度により通称使用の可能な場面が多少拡大したとしても，根本的な解

決に至ることは決してない。 

通称使用の実態や日々の苦悩を知れば，おおよそ通称使用の広がりを持っ

て，夫婦同氏制が憲法に違反しないことの根拠になどできないはずである。  

以下，通称使用（旧氏併記）では解決し得ない問題を列記する。 

⑴ アイデンティティの喪失 

    そもそも，通称は「本名」ではない。 

人は，出生と同時に氏名が与えられ，その氏名であらゆる活動を行い，そ

の氏名と共に生きている。そのため，自分以外の他者は，自分のことをその

氏名で認識するし，また，自分自身も，自分のことをその氏名で認識する。

それにより，人の名前には，信用，評価，名誉感情等が蓄積していくことに

なる。 

そのため，まさに平成27年最大判が述べるとおり，婚姻により氏を改めれ

ば，それにより「アイデンティティの喪失感を抱いたり，従前の氏を使用す

る中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益

や，個人の信用，評価，名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じたり

することがある」のである（平成27年最大判は，さらに続けて，「特に，近

年，晩婚化が進み，婚姻前の氏を使用する中で社会的な地位や業績が築かれ

る期間が長くなっていることから，婚姻に伴い氏を改めることにより不利

益を被る者が増加してきていることは容易にうかがえるところである」と

まで述べている）。このアイデンティティの喪失感については，平成27年最

大判の岡部意見において，より一層具体的に，「氏は名との複合によって個

人識別の記号とされているのであるが，単なる記号にとどまるものではな
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い。氏は身分関係の変動によって変動することから身分関係に内在する血

縁ないし家族，民族，出身地等当該個人の背景や属性等を含むものであり，

氏を変更した一方はいわゆるアイデンティティを失ったような喪失感を持

つに至ることもあり得るといえる。」と指摘されているのである。 

かかるアイデンティティの喪失による不利益は，旧氏を通称として使用

することができるようになったとしても，回避できるものではない。運転免

許証や住民票などに旧氏併記制度が導入されることにより，改氏後の者と

改氏前の者の同一性すなわち個人識別機能への支障は，公的書類で証明で

きるという限度では，効果があるといえるが，アイデンティティの喪失感と

いう点に対しては，改氏をする者は，「本名」（戸籍名）は変更しなくては

ならないのであるから，通称使用（旧氏併記）では何の解決にもならない。

上記のとおり，通称は「本名」ではなく，改氏により婚姻前の氏が奪われる

ことに，変わりはないからである。夫婦別氏を希望する者は，「通称」とし

て旧氏を名乗りたいのではなく，「本名」として生来の氏を名乗り続けたい

のである。 

また，婚姻改氏に伴う不利益の一つである個人の識別機能への支障は，主

に，就労する女性の業績，実績，成果などの法的利益に影響するという文脈

で語られてきたが，このアイデンティティの喪失感というのは，いわゆる専

業主婦・専業主夫であっても感じるのであって，これは夫婦同氏制が，生来

の氏を失う者全体の問題であることを示すものである。なぜ，「人が個人と

して尊重される基礎であり，その個人の人格の象徴であって，人格権の一内

容を構成する」氏名（最判昭和63年2月16日民集42巻2号27頁）を，婚姻とい

う一事をもって，一方の配偶者（多くの場合，女性）だけが失わなければな

らないのか。やむを得ず改氏したことによりこのアイデンティティの喪失

感を抱く者に対し，「戸籍上の名前は変わったけれど，仕事でも通称が使え，

運転免許証にも括弧書きで書いてあるのだからいいだろう」ということは，
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何の解決にもなっていないことは明らかであり，「不利益が緩和されている」

などとは到底評価し得ない。 

⑵ 通称が使用できる範囲（個人識別機能）は限定的 

上記3のとおり，通称（旧氏）が使用可能な範囲は限定的である。住民票

等の旧氏併記制度ができたからといって，あらゆる場面で旧氏使用ができ

るようになるわけでは決してなく，実態は当該制度の施行以前とほとんど

変わらない。本人確認書類となりうる住民票や運転免許証等において旧氏

併記がなされても，「戸籍名こそが正しい名前」と社会では固く信じられて

いるのである。 

仕事上，旧氏を使用している者でも，平凡な日常生活の中で，旧氏を使用

できない場面は多々あり，毎日のようにぶつかっている。例えば，病院に通

えば戸籍名で順番を呼ばれ，採血ほか各種個別検査の都度，本人確認のため，

看護師等から戸籍名を自分で名乗ることを求められる。公立の図書館で本

を借りるにも，自治体の公共施設を借りるにも，戸籍名でなければ対応して

もらえない。税金の支払いも戸籍名で行わなければならず，銀行でも戸籍名

で呼ばれる。旧氏で仕事をし，種々の契約書上の名義は旧氏であっても，報

酬送金口座は戸籍名であるため，顧客に都度その不一致の理由を説明し不

法な目的ではないことを信じてもらわなければならない（甲111 二木泉作

成陳述書）。 

⑶ 管理の煩雑さ  

いずれの職場においても，給与明細等の税務関係書類や年金関係書類な

ど，戸籍上の氏名との同一性が求められる人事関係書類については，通称使

用は認められていない。このため，どの職場においても，通称（旧氏）と戸

籍上の氏名との2つの氏名を管理しなければならず，その事務手続の煩雑さ

は所属する組織の負担となっている。昨今，多くの職場でシステムによる人

事管理を行っているが，2つの氏名を使用するためのシステム変更，人事管
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理ソフトの変更のための費用等が発生している。 

また，ある生命保険会社では，社則において，通称使用は不可で，戸籍名

での勤務が義務づけられている。なぜならば，日本国内で生命保険の販売・

付随する事務をする人は，前科等の情報を把握するために生命保険募集人

登録が必須であり，そういった社員の情報を会社が把握し，生命保険協会に

報告することが求められているが，生命保険募集人登録の氏名（戸籍名）と

社内での氏名が異なってしまうと，会社に多大な事務負担と労力がかかっ

てしまうからである。（以上，甲112 橋本直子作成陳述書） 

⑷ 氏変更手続の負担 

通称使用が可能となっても，依然として夫婦の一方が，戸籍名の変更をし

なければならないことは変わらず，膨大な数の手続をとらなければならな

い。時代が進むにつれ，氏名を表記する場面は増えており（クレジットカー

ドやポイントを付与するカードの数の増大のみを考えても），氏の変更に伴

う事務量は膨大なものとなっている。運転免許証やパスポートの氏名変更

手続１つをとっても，概ね半日を要する仕事である。また，変更のために戸

籍謄本等の取得が必要であり，そのための費用負担も発生している。 

⑸ 夫婦の一方のみの負担   

しかも，こうした様々な負担は，夫婦の一方のみが負わなければならず，

婚姻の最初から，配偶者間での不利益の不均衡を民法が「公序」として強制

し，実質的不平等を負わせていることになる（甲78の1 蟻川恒正「夫婦同氏

制の合憲性」，甲78の2 同「家族への法的介入と憲法－夫婦同氏強制を素材

として」）。 

⑹ 国は2001（平13）年の段階で，通称使用の問題点を認識していたこと 

このような旧氏の通称使用の問題点は，すでに2001（平13）年6月29日の

内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会において明らかにされていた。

同調査会において述べられた旧氏使用拡大に対する消極意見は， 
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① 旧氏使用を広く浸透させるためには，相当のコスト，労力等を伴う 

② 行政関係の文書に限っても所管省が多岐にわたっており，足並みをそ

ろえた対応が困難（旧氏使用を部分的に認めることは，却って他の手続と

の関係で混乱を生じさせるおそれがある） 

③ 通称使用を広めることは，選択的夫婦別氏制の導入に向けての動きを

なし崩しにするものであり，ごまかしであるとの批判を免れない 

であった（甲113 内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会資料）。 

このように，通称使用の拡大では根本的な解決にならないことを，国は遥

か以前から十分に認識していたのである。 

⑺ 小括 

    以上のとおり，旧氏の通称使用は，夫婦同氏によって生じる不利益をごく

一部緩和するものであるかもしれないが，根本的な解決にはつながらず，む

しろダブルネームの使用拡大により社会に混乱を招くものである（甲114 

「旧姓使用拡大 根本解決から逃げるな」令和元年12月10日朝日新聞社説，

甲115「夫婦の姓 社会変化に応じた制度に」令和元年10月21日西日本新聞

社説）。 

婚姻前の氏を，通称ではなく唯一の正式な自分の氏として使用できるの

でなければ，アイデンティティの維持や，職務上又は生活上築き上げた個人

の信用，評価，名誉感情等の真の維持にはつながらない。通称使用の広がり

があっても，おおよそ解決にはほど遠く，抗告人らは同氏婚に踏み切ること

はできない。根本的な解決は，選択的夫婦別氏制の導入によってのみ達成で

きるのである。 

 

第３ 平成27年最大判以降の事情変更について 

   上記の通称使用（旧氏併記）の拡大のほか，平成27年最大判以降の事情変更

については原審の抗告理由書３で詳述したが，さらにその後判明した事情等
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として以下のような点が挙げられる。 

１ 女性の有業率等の上昇 

  平成27年最大判後すでに4年を経たが，この間にも日本社会の人口減少，少

子化，高齢化は世界のトップをきって進み続け，家族の形は著しく変容し続け

ている。女性の有業率の上昇，共働き世帯割合の増加，出産育児後も就業を継

続する女性の増加，女性管理職割合の増加の傾向も顕著である。 

原審の抗告理由書３提出以降に明らかとなったものとしては，以下の事情

が挙げられる。 

まず，総務省統計局が実施した2018（平30）年労働力調査（基本集計）によ

れば，女性の就業率は51.3％と，前年の49.8％と比べると1.5％の上昇となっ

た（甲116：明日への統計2019・18頁，労働のようす，下図は18頁の抜粋）。 

          

また，2015（平27）年は共働き世帯が1114万世帯，専業主婦世帯が687万世

帯であったところ（甲117：2015年労働力調査（詳細集計）第Ⅴ-１表），2018

（平30）年は共働き世帯が1219万世帯，専業主婦世帯が606万世帯となってお
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り，2015（平27）年以降も，共働き世帯の数と割合の急速な増加傾向及び専業

主婦世帯の減少傾向は，明らかである。 

 

（上図は，内閣府男女共同参画局のホームページより引用 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/z

uhyo01-03-04.html）  

女性の有業率の上昇は，別氏婚を希望する者の増加の最大の要因であり，少

子化による氏の承継の困難さもまた，別氏婚希望者を増加させる要因である。

こうした日本社会の変化の長期傾向は，平成27年最大判後4年間の変化を示す

だけではなく，今後も別氏婚希望者が増加し続けることがほぼ100%間違いな

いことを証明している。平成27年最大判は，憲法24条の審査において，立法の

合理性について総合考量する方式を採用したが，総合考量であれば，予測でき

る近未来の事情もまた，考慮すべき重要な一事情に加えなければならない。 
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そして，2019（平31）年からの幼児教育・保育の無償化は，女性の就労率を

今後さらに押し上げる要因となっている。 

２ M字型カーブの変化 

１の変化は，日本の女性の有業率の曲線によく表れる。かつては学校卒業後

の年代で上昇し，その後，結婚・出産期に一旦低下し，育児が落ち着いた時期

に再び上昇するという明確なＭ字型カーブを描いていた。 

しかし，1987（昭62）年から10年ごとの推移を見ると，2007（平19）年ま

ではＭ字カーブの底は30～34歳であったが，2017（平29）年は，35～39歳と

なり，出産年齢が高くなっている。また，Ｍ字カーブの底は1997（平9）年

以降上昇傾向にあり，2017（平29）年では，35～39歳の有業率は72.9％まで

上がり，Ｍ字型は緩やかになり，ヨーロッパ諸国のようななだらかな台形に

近づいていることがわかる。このＭ字カーブの変化からは，女性の有業率の

上昇，晩婚化，出産年齢の高齢化，結婚・出産を経ても就業を続ける女性の

割合の増加といった社会の変化が一目瞭然である（以上，甲116：明日への

統計2019・20頁，労働のようす，下図は20頁の抜粋）。

 

３ 婚姻減少に伴う人口減少 

   日本の長期少子化傾向は顕著であるが、特に2019（令元）年には子の出生数

が急減し，1899年の統計開始以来はじめて年90万人を割り86万人程度にとど

まり過去最少となることが確実となった（厚生労働省人口動態統計）。推計よ
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り2年早く90万人を割り、想定を超えて加速する少子化に政府関係者は「大変

厳しい状況」と懸念を示している（2019年12月6日新聞各紙）。  

日本の出生数減少の大きな要因の１つが婚姻数の減少にあるとするのは定

説である。2018（平30）年に生まれた子のうち婚外子の出生割合は2.3%（人口

動態統計）で経年変化を見ても横ばいであり，婚外子の出生割合が3～5割であ

る欧米諸国と対比し際立って少ない。法律婚をしなければ出産しない傾向は

日本の特徴であり（甲7 平成17年度版国民生活白書），この特徴が今後も劇的

に変化することは予想できない。法律婚の婚姻数が増加しなければ出生数の

増加は見込めないのである。婚姻の不合理な制約を除去することは，日本社会

にとって喫緊の課題となっている。 

４ 外国人労働者の増加と国際結婚 

2019（令元）年4月1日，外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした新在留資

格「特定技能」を盛り込んだ改正出入国管理法が施行された。今や，特定技能

者だけではなく，スーパー，コンビニ，飲食店など数多くの職場において，外

国人労働者を当たり前のように見かける社会となった。 

別氏婚の認められていない国は日本以外にないこと，日本人と外国人との

婚姻では別氏婚が認められていることから，こうした外国人雇用受入策の導

入による日本国内におけるグローバル化は，別氏結婚を珍しくなくさせる要

因となっている。 

外国人同士，あるいは外国人と日本人の結婚と異なり，なぜ日本人間では別

氏婚が禁止されるのか，グローバル化によってその不合理性が際だつばかり

である。 

 ５ 国民の意識の変化 

⑴ 原決定は，氏に関する人々の意識も変化し続けていることを認めた。特に，

2017（平29）年の世論調査で，「家族の姓が違っても家族の一体感(きずな)

に影響がないと思う」との回答が64.3％にも及ぶに至ったことは，平成27年
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最大判が合理性の根拠とした，家族であることを対外的に公示する氏の機

能を重視する考え方が，既に国民の意識と乖離していることを証明してい

ると言っても過言ではない。 

⑵ 平成27年最大判の翌年の2018（平30）年には，国立社会保障・人口問題研

究所が社会保障・人口問題基本調査第6回全国家庭動向調査（対象は，結婚

経験のある女性）を実施し，その中で，別姓に関する質問が実施されたが，

その結果は以下のとおりである。「別姓であってもよい」への賛成割合は半

数を超え，特に30代では6割を超えた。 

「夫，妻とも同姓である必要はなく，別姓であってもよい」への賛成割合 

2008（平20）年の第4回調査  42.8％ 

2013（平25）年の第5回調査  41.5％ 

2018（平30）年の第6回調査  50.5％ 

2018（平30）年の回答を妻の年齢別で見ると，「60～69歳」では4割台，「70

歳以上」では3割台だが，「29歳以下」，「40～49歳以下」，「50～59歳以下」

では5割台，「30～39歳以下」では約6割（60.3％）であった（以上，甲118  2018

年社会保障・人口問題基本調査 第6回全国家庭動向調査，54～56頁）。 

前掲最判昭和63年2月16日において，氏名は「人が個人として尊重される基

礎であり，その個人の人格の象徴であって，人格権の一内容を構成する」と断

定されており（平成27年最大判も当該判示を引用している），かかる人権問題

は，もともと多数決の論理や世論の動向で決すべき問題ではないが，仮に多数

決で決めるとしても，まさにこの問題の当事者である既婚女性のうちの過半

数が「別姓であってもよい」と考えている事実は，立法事実として極めて重要

である。 

⑶ 夫婦の役割に関する女性の意識は，平成27年最大判後も，大きな変化を続け

ている。前記の2018（平30）年の国立社会保障・人口問題研究所の調査によれ

ば，「結婚後は，夫は外で働き，妻は主婦業に専念したほうがよい」という考



20 

え方に賛成する妻の割合は，下記のとおりであり，顕著な低下傾向を示してい

る（甲118：前記と同，49～51頁）。 

2008（平20）年第4回調査  47.7％  

2013（平25）年第5回調査  44.9％ 

2018（平30）年第6回調査  38.1％ 

６ 地方議会における意見書採択 

動かない国会に業を煮やし，地方議会においては，抗告審以降も「（国に対

して）選択的夫婦別氏制の導入を求める意見書」が採択され続けており，本書

作成日現在，平成27年最大判後の合計数は56自治体に及んでいる（甲119の1～

14，本書末尾添付の意見書一覧表）。 

 

第４ 結語 

   以上のとおり，本件各規定に関連する選択肢なき夫婦同氏制を取り巻く状

況は，平成27年最大判以降，甚だしく事情が変動している。国民の意識や社会

の状況は変化を前提にすれば，婚姻による改氏の不利益を負うことを是とし

ない者にまで同氏を強制する，選択肢なき夫婦同氏制を維持する合理性はす

でに失われている。 

上記第２において詳述した通称使用（旧氏併記）の拡大（すなわち，ダブル

ネームの使用拡大）は，明らかに間違った方向に迷走していると言わざるを得

ない状況である。この点については，従前，選択的夫婦別氏制の導入に反対の

立場を表明していた保守派の国会議員でさえ，「社会をすごく混乱させると思

った」という意見を述べているところであり（甲120「自民党・稲田朋美元防

衛相が選択的夫婦別姓に賛成の理由」），直ちに軌道修正を行わなければ，社

会におけるあらゆる場面で激しい混乱が生じかねない。 

かかる通称使用（旧氏併記）の急速な拡大は，国民の多数による婚姻前の氏

の継続使用の要請であると評価できる一方で，実際の通称使用（旧氏併記）の
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制度の実情は，本書面において述べてきたとおり，選択肢なき夫婦同氏制によ

る氏の変更による不利益・弊害を緩和するものとして全く機能しておらず，必

要十分な制度とは到底評価できるものではない。本書面において詳細に述べ

てきた，新たに制度化が進んだ通称使用（旧氏併記）等のこのような実情を十

分に把握した上であれば，平成27年最大判の判断内容を踏襲するかのような

「通称使用によって改姓による不利益が緩和される」などといった，内実を踏

まえない判断などはあり得ないはずである。 

裁判所におかれては，現在の日本における社会の変化,国民意識の変化，国

際社会における選択肢なき夫婦同氏制及び通称使用（旧氏併記）制度の異様さ

などの事実をしっかりと把握していただいた上で，平成27年最大判以降，選択

肢なき夫婦同氏制の合理性が完全に失われているという事実を踏まえた適切

な判断を下されたい。 

以上 

    

 

 


