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令和２年（ネ受）第   号 上告受理申立事件  

申立人     ほか１名 

相手方 国 

 

上告受理申立理由書 

 

２０２０（令和２）年１２月２５日 

 

最高裁判所 御中 

申立人ら訴訟代理人弁護士 榊 原 富 士 子 

ほか１５名 

 

 

頭書事件について，申立人は，次のとおり上告受理申立の理由を提出する。 
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第１ はじめに 

上告受理の申立てについて，これが認められる理由を規定する民訴法 318 条 1

項の「法令の解釈に関する重要な事項を含む」とは，具体的には，①一定の法令

の解釈を示している最高裁判例があるのに，その判例に反する判断を示している

場合，②これまで最高裁判例がない法令の解釈問題について，最高裁の判断を示

す必要がある場合，③従前の最高裁の判断を変更すべき場合，④高等裁判所の誤

った法令解釈を高等裁判所の判決として確定させることが適当ではない場合な

どが，これに当たるとされている（条解民事訴訟法）。 

原判決は，以下に述べるとおり，自由権規約 2条 1項・3項(b)，3条，17条 1

項及び 23条並びに女性差別撤廃条約 2条(f)，16条 1項(b)及び(g)に関して誤っ

た解釈を示していること（上記④の場合），これまで最高裁判例がない自由権規

約及び女性差別撤廃条約の解釈問題について最高裁の判断を示す必要がある場

合に当たること（上記②の場合），条約の直接適用可能性に関する解釈について

最高裁判例に反する判断を示していること（上記①の場合）から，貴裁判所が上

告を受理すべき場合に該当するものである。 

 

第２ 原判決の自由権規約及び女性差別撤廃条約の解釈が誤っており，最高裁判所

が解釈を示すべきであること（上記④及び②） 

１ 原判決の誤り 

⑴ 自由権規約についての判断  

 原判決は，自由権規約について，民法 750条はその文言上性別に基づく法的

な差別的取扱いを定めているわけではなく，，夫婦同氏制自体に男女間の形式的

な不平等は存在せず，，我が国において，，夫婦となろうとする者の間の個々の

協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められ

るとしても，，それが民法 750条の規定の在り方自体から生じた結果ではないこ

と，，自由権規約 2条 1項・3項(b)，，3条，，17条 1項及び 23条の各規定の文
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理をみても，，各配偶者が自己の婚姻前の氏の使用を保持する権利が保護されて

いることが具体的に定められているとはいい難いこと，，したがって，，夫婦同

氏制を定める本件各規定が上記各規定に違反していることが明白であるとは認

められないから，自由権規約違反の主張は採用することができない旨判示した。 

しかしながら，上記判示は，法令の解釈を行うことを一切しないまま，個々

の権利が具体的に定められていない限り，これを無視しても条約違反とはなら

ないとした点において，条約解釈の方法を誤っているものである。 

⑵ 女性差別撤廃条約についての判断  

また，原判決は，女性差別撤廃条約について，内容を具体化するための国内

法上の措置をとることなく，個々の国民に権利を保障するものとしてそのまま

の形で直接に適用されて裁判規範性を有するといえるためには，主観的要件と

して，条約の内容をその公布により個々の国民の権利義務を直接に定めるもの

とするという締約国の意思が確認できること，客観的要件として，条約の規定

において個々の国民の権利義務が明確かつ完全に定められていて，その内容を

補完し，具体化する法令を待つまでもない内容となっていることが必要になる

とし，女性差別撤廃条約の文言や条約の発効の経過における国会答弁によれば

主観的要件が充たされず，政治的責任を負うことを宣明したものにすぎず，ま

た16条1項柱書，同項(b)，(g)の規定によって保障される権利の具体的な内容は

一義的に明確ではない上，その執行に必要な機関や手続についての定めを欠い

ているから，これらにより個々の国民の保有する権利義務が明確かつ完全に定

められているとはいい難く，その内容を補完し，具体化する法令の制定を待つ

までもなく，国内的に執行可能なものということはできないから客観的要件も

充たさず，したがって上記各規定が直接に適用されて裁判規範性を有している

ものと解することはできないから，女性差別撤廃条約違反の主張は採用するこ

とができない旨判示した。 

しかしながら，憲法98条2項は，「日本国が締結した条約及び確立された国際法
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規は，これを誠実に遵守することを必要とする」と定めており，これを実現する

ためには，当然ながら，日本国が締結した条約が誠実に遵守されているか否かを，

国内において，誰かが判断する必要がある（条約の適合性審査）。 

そして，既に締結した条約について，この点を終局的に判断する主体は，法令

の解釈・適用につき専権を有する裁判所をおいて，ほかにはない。 

ところが，上記判示は，日本国が締結した条約に関し，これが国内において遵

守されているか否かという条約の適合性審査の場面において，条約を単なる「宣

言」に過ぎないものとし，裁判所が解釈・適用する法令としての効力を認めず，

いわば単なる「紙切れ」と同じという判断をしたのであるから，条約解釈の方法

を誤っているものである。 

加えて，上記判示は，条約の各規定の解釈を行うことを一切しないまま，締約

国が国内法の整備を通じてその権利を確保することをいつまでもせず，あるいは，

その内容を具体化する法令がいつまでも制定されず，又は阻害する法令のみがあ

る状態であっても，なぜか一向に条約違反にはならないという判断をした点にお

いても，条約解釈の方法を誤っている。 

⑶ 条約実施機関による一般的意見ないし勧告と法令解釈 

さらに，原判決は，自由権規約の履行監視機関である人権委員会が，「（締約国

は）夫妻の婚姻前の氏の使用を保持し，又新しい氏を選択する場合に対等の立場

で決定する配偶者各自の権利に関して性別の違いに基づく差別が起きないこと

を確実にしなければならない。」等とする一般的意見を採択していることについ

て，これらは条約の指針ないし補足的手段となり得るものではあっても，締約国

の国内機関による条約解釈を法的に拘束する効力を有するものとは認められな

いから，本件各規定等が条約に違反するということはできない旨判示した。 

しかしながら，上告人は，自由権規約委員会の一般的意見ないし女性差別撤廃

委員会の勧告に法的拘束力があるという主張など，していない。締約国において

同条約を解釈する際には，条約により設置された履行監視機関である各委員会の
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見解は，十分に考慮し尊重されるべきで，特段の事情のない限り，同委員会の勧

告等に基づいて，これを行うのが相当であり，また，仮に締約国が，条約につい

てこれと異なる独自の解釈・適用をするのであれば，そこには，相応の理由と根

拠を示す必要があると解すべきであると，主張しているのである（勧告等に法的

拘束力があるのであれば，異なる解釈・適用をすることなど，そもそも許されな

いはずである。）。 

法令の解釈・適用に際して，勧告等を考慮し尊重するということと，勧告等に

法的拘束力があるということとは，全く異なる。例えば，行政機関の通達やガイ

ドライン等には，裁判所に対する法的拘束力はないが，法令の解釈・適用に当た

っては，これが考慮されることがあるのは，裁判所に顕著な事実である。 

また，現に最高裁判所も，例えば日星租税条約を解釈するに当たって，OECD租

税委員会がOECDモデル租税条約の解釈に関して作成したコメンタリーを参照し

ているのであり（最高裁平成20年（行ヒ）第91号平成21年10月29日第一小法廷判

決・民集63巻8号1881頁参照），このような行為は，裁判の実務において，ごく自

然かつ当然のこととして行われているものである。 

さらに，原判決は，勧告等が条約の指針ないし補足的手段となり得るものであ

ることを認めており，これは，上告人の主張と実質的に重なるところがあるもの

といえる。ところが，原判決は，その直後にこれを法的拘束力の議論にすり替え

て，結論を導いている。 

このような議論のすり替えと条約の解釈自体の放棄，これによる条約の実質的

無効化は，条約を「誠実に遵守することを必要とする」と定める憲法98条2項に

定められた義務と，正反対のものであり，条約解釈の方法を誤っているものであ

る。 

以下に詳述する。 
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２ 「個々の権利が具体的に定められていること」等について 

⑴ 法令解釈と適用について 

原判決は，いずれの条約についても，「それらの規定によって各配偶者が自己

の婚姻前の氏の使用を保持する権利が保護されていることが具体的に定められ

て」いない限り，又は，「規定によって保障される権利の具体的な内容は一義的

に明確」でない限り，条約違反とはならない旨判示した。 

しかしながら，上記判示は，法令の一般的解釈の在り方から，著しく乖離して

いるものである。すなわち，法令は，解釈の上で適用されるものである。一切の

解釈をせずに，具体的に，一義的かつ明確に定められていない限り，法令違反と

はならないのであれば，当該法令は，その適用場面が著しく制限されて，もはや

ないも同然となり，およそ遵守されないこととなる。 

例えば，日産自動車女子若年定年制事件（最高裁昭和54年（オ）第750号昭和

56年3月24日第三小法廷判決・民集35巻2号300頁参照）は，女性と男性とで定年

に差があることが不合理な差別となるか否かが争われた事件である。このとき，

裁判所が，「憲法14条及び民法90条には，女性の定年を60歳とする権利が保障さ

れていることが具体的に定められているとはいえないから」という理由により，

原告の請求を棄却したならば，それは，議論のすり替えにほかならず，法令の解

釈・適用を全くしていないこととなる。また，その結果，憲法14条及び民法90条

は，その適用場面がおよそ失われ，これらが遵守されることも，なくなってしま

う。 

同様に，薬局距離制限事件（最高裁昭和43年（行ツ）第120号昭和50年04月30

日大法廷判決･民集29巻4号572頁参照）において，「憲法22条には，原告が広島県

福山市で薬局を開設する権利が保障されていることが一義的かつ明確に定めら

れているとはいえないから」という理由により，原告の請求を棄却することも，

認められないものである。 

仮に，原判決のような理由付けが許されるのであれば，殆ど全ての訴訟におい
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て，直接これに答えることをせずに，棄却することができることとなってしまう。

なぜなら，法令は，罪刑法定主義（憲法31条）や租税法律主義（憲法84条）等，

国民の権利・自由を守るという見地から，歴史的に独自の原則が形成されていっ

たものを除き，あらゆる場面を個別具体的に網羅して，一義的かつ明確に定めら

れるものではないからである。むしろ，あらゆる場面に適用可能なように，抽象

的に規定されるのが一般的である。 

⑵ 自由権規約及び女性差別撤廃条約は人権に関する条約であること 

特に，自由権規約及び女性差別撤廃条約は，「人権」に関するものである点も，

留意されなければならない。 

人権に関する規定は，その性質上，原理原則が定められるもので，個々の具体

的場面について，一義的かつ明確に，特定の具体的な権利の形式で定められるも

のではない。 

例えば，個人の尊重等を定める憲法13条は，「すべて国民は，個人として尊重

される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に

反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。」と規定し

ているが，この条文のどこにも，「プライバシー権」や「パブリシティー権」は，

具体的に定められておらず，一義的かつ明確に規定されてもいない。 

また，法の下の平等を定める憲法14条は，「すべて国民は，法の下に平等であ

つて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会

的関係において，差別されない。」と規定しているが，この条文（及び民法90条）

のどこにも，「私企業が定年を定める場合，男性は60歳，女性は55歳としてはな

らない。」とか，「相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合，非嫡出子も嫡出子と同

じ法定相続分となる。」などとは，規定されていないのである。 

仮に，原判決が判示するように，特定の権利が具体的に定められていない限り，

又は，個々の国民が保有する具体的権利の内容が一義的かつ明確に定められてい

ない限り，権利として認められないというのであれば，日本においては，憲法上，
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いかなる人権も認められないこととなってしまう。 

しかしながら，かかる見解が受け入れ難いことは，誰の目にも明らかであろう。

また，もし裁判所がそのような要件を独自に定立して，憲法上の権利なしと判示

すれば，たちまち憲法違反となることも，明らかである。 

⑶ 小括 

以上のとおり，法令の規定が遵守されるためには，当該規定を解釈した上で，

これを適用しなければならない。一切の解釈をせずに，「具体的に書かれていな

いから，違反はない。」と判断するのであれば，当該法令は，結局のところ，全

く遵守されないこととなる。 

法令が憲法や条約に違反しているかどうかということと，憲法や条約が個別具

体的な権利を一義的かつ明確に定めているかどうかということとは，別の問題で

ある。後者が認められない限り，法令は憲法や条約に違反しないというのであれ

ば，「離婚後300日は再婚してはならない。」という法令や，「左利きの者は東京都

に住むことができない。」という法令も，認められることとなる。なぜなら，「離

婚後300日以内に再婚できる権利」や，「左利きの者が東京都に住む権利」は，憲

法及び条約のどこにも，具体的に定められていないからである。 

このように，原判決の論旨によれば，いかなる法令も，憲法及び条約に違反す

ることは，なくなるであろう。その結果，憲法及び条約は，およそ遵守されない

こととなる。 

したがって，かかる一事をもってしても，原判決の論旨が誤りであることは，

明らかである。 

なお，下級審の裁判所は，条約について様々な理屈を付けては，ないものとし

て扱い，その解釈・適用を回避しようとする傾向が見受けられる。 

しかしながら，条約も，法令という点では，憲法や民法といった他の法令と同

じである。したがって，その解釈や適用も，他の法令と同様に，各規定の文脈や

その趣旨及び目的，条約の起草過程やコメンタリー，委員会の一般的意見等を参
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考にして，堂々と行えばよいだけである。現に，後記のとおり，行政府や最高裁

判所は，いわゆる主観的基準や客観的基準という独自の要件など持ち出さずに，

条約を誠実に解釈して適用しているのである。 

下級審の裁判所の，条約判断に対する姿勢は目に余る程である。これでは，憲

法が定める条約誠実遵守義務は，到底守られていないといわざるを得ない。また，

国際社会においても，日本は名誉ある地位を占めるどころか，条約無視の無法国

家という，恥ずべき地位を占めることとなってしまう。多くの文献が外国語であ

ることや，先例に乏しいことが影響しているのかもしれないが，条約も，法令で

ある。行政府では，社会人となって1年ないし数年の者ですら，これらの資料を

元に，条約の解釈を行っているのである。なぜ，本来のスペシャリストである裁

判官が，本来の任務から逃げ続けるのか，その姿はあまりに情けないといわざる

を得ない。ぜひ，正面から堂々と，解釈・適用をしていただきたい。 

３ 条約の適合性審査について 

⑴ 条約適合性審査の必要性 

条約締結国には，当該条約を遵守する法的義務がある。そのため，条約違反と

ならないためには，国内の法令や具体的状況が当該条約に適合しているか否かを

判断する必要がある。なぜなら，条約を締結したにもかかわらず，国内法令等が

当該条約に適合しているか否かの判断を誰も行わないのであれば，当該条約には，

その履行を確保する手立てがなく，当該条約はないも同然の存在となり，また，

条約違反の状態がそのまま放置されて，これを遵守することができないからであ

る｡ 

したがって，締結した条約を遵守するとともに，その旨定めた憲法98条2項を

守るためには，その当然の前提として，当該条約が遵守されているか否かが，判

断される必要がある。 

そして，上記判断を行うためには，当該条約を解釈・適用する必要があるとこ

ろ，この法の終局的解釈・適用権限は，裁判所の専権に属する。 
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よって，裁判所は，日本が締結した条約について，これを遵守し，またその旨

定めた憲法98条2項を守るために，国内の法令や具体的状況が当該条約に適合し

ているか否かを判断する権利を有し，義務負う。 

しかるに，原判決は，条約の適合性判断の場面において，女性差別撤廃条約を

解釈することなく，その判断をすることを回避した。これでは，日本において，

女性差別撤廃条約が遵守されているか否かが判断されず，また，条約違反の状態

も，そのまま放置されることとなる。 

よって，かかる判断をした原判決には，法令（条約）の解釈に重要な誤りがあ

る。 

⑵ 条約法に関するウィーン条約 

なお，条約法に関するウィーン条約は，当事国は，条約の不履行を正当化する

根拠として自国の国内法を援用することができない旨定めている（27条）。 こ

のように，法ですら条約の不履行を正当化する根拠とはならない以上，法ですら

ない「学説」や「理論」に基づき，条約の不履行を正当化することなどできない

ことは，明らかである。 

しかるに，原判決は，条約が裁判規範性を有するためには，いわゆる「主観的

要件」及び「客観的要件」を要するとの理論を展開して，条約の解釈・適用を排

除しており，結果として，条約の不履行を正当化する根拠としている。 

よって，原判決の論旨は，条約法に関するウィーン条約にも違反しており，法

令（条約）の解釈に重要な誤りがあるものである。 

⑶ 行政府において条約の主観的基準や客観的基準は考慮されていないこと 

また，条約の締約国となるのであれば，当該条約を遵守しなければならないこ

とは，当然である。そのため，日本の行政府は，条約を締結するに際し，各条文

を解釈して，国内の法令や具体的状況が当該条約に適合しているか否かを検討し，

必要であれば適宜法令の改廃や新規立法を行った上で，これが確保されていると

判断してから，当該条約を締結している。 



11 

このように，日本の行政府は，「締結した条約は守る」という当然かつ簡潔な

考えの下に，条約を解釈して，国内法令の整備等を行っている。そして，その際，

当該条約が「主観的基準」及び「客観的基準」を満たすか否か，あるいは，いわ

ゆる自動執行力を有するか否かなど，全く考慮していないのである（甲199 松田

浩通「国際法と憲法秩序」（東京大学出版会，2020年）14頁）。 

現に，上告人代理人の中にも，条約起草・交渉過程や条約締結過程等に関与し

た者が複数いるが，上記議論がされることなど，皆無であった。条約の扱いは，

他の法令と同じであり，その内容を解釈した上で，日本において遵守できるか否

か，日本にとって有意な内容であるか否かといった点が，検討されているのであ

る。 

⑷ 主観的基準や客観的基準を必要とする最高裁判例はないこと 

さらに，最高裁判所も，主観的基準や客観的基準を詳細した判例は，未だ見当

たらず，主観的基準や客観的基準を求めることは，最高裁判例に反するものであ

る。この点については，第3に後述する。 

⑸ 司法審査が必要不可欠であること 

条約は，締結された以上は遵守されなければならない。そして，その遵守は，

締結時は行政府が条約違反のないよう各規定を解釈して，国内法令の整備等を行

うことにより，締結後は裁判所が遵守されているか否かを審査・判断することに

より，それぞれ確保されることとなる。 

なお，行政府の判断は，その当時の担当官の考え方であり，担当官が変われば，

考え方が正反対になることも決して珍しくはない。また，行政府は，法の終局的

な解釈・適用権限を有するものでもなく，最終的な判断権者は，裁判所をおいて

ほかにない。さらに，法令の解釈は，時の変化にあわせて変わっていくものであ

り，締結時の解釈と国内法令の状況が，現在も条約に適合しているものとは，限

らないのである。加えて，条約はひとたび締結されてしまえば，それ以降は行政

府も立法府も，条約が遵守されているか否かという点について，主体的に取り組
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んで見直すということなどしない。そのため，条約を遵守するためには，果たし

て現在においても，条約違反の状態が生じていないかについて，事後的に裁判所

が判断することが，必要不可欠なのである。 

⑹ 小括 

以上のとおり，条約の適合性審査の場面において，条約を解釈することなくそ

の判断を回避し，また，独自の理論を理由に条約の不履行を正当化した原判決に

は，法令（条約）解釈の方法に重要な誤りがある。 

４ 女性差別撤廃条約と自由権規約を区別すべき理由はないこと 

⑴ 原判決は，自由権規約については直接適用されることを前提としつつ，女性差

別撤廃条約については，締約国が条約上の権利を確保するよう適当な措置をとる

必要があり，国内法の整備を通じて権利を確保することが予定されていることを

理由に，同条約の直接適用可能性を否定する。 

⑵ しかしながら，両者を区別する合理的根拠は，何ら見当たらない。むしろ，女

性差別撤廃条約は，自由権規約及び社会権規約が，男女の区別なく権利を保障し

ているにもかかわらず，実際には，これらの人権条約によって保障された権利の

享有や行使において，女性に対する差別が厳然と残っているという実態に対応し，

女性に対する差別を解消するために，特にこの点に特化し，これを具体化・明確

化する形で，作成された条約である。 

そのため，同条約の前文にも，「人権に関する国際規約の締約国がすべての経

済的，社会的，文化的，市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権

利を確保する義務を負っていることに留意し，（中略）しかしながら，これらの

種々の文書にもかかわらず女性に対する差別が依然として広範に存在している

ことを憂慮し，（中略）女性に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている

諸原則を実施すること及びこのために女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃

するための必要な措置をとることを決意して，次のとおり協定した」として，

その旨が明記されている。 
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このように，女性差別撤廃条約は，自由権規約及び社会権規約を，女性に対

する差別の解消という見地から，特に具体化・明確化したものであり，条文上

も，同条約の方がより具体的である。したがって，かかる事実に鑑みれば，自

由権規約は直接適用されるとしつつ，女性差別撤廃条約は直接適用されないと

することは，理論的にあり得ないというほかない。 

具体的にみても，女性差別撤廃条約16条は，自由権規約23条をより具体化・

明確化したものであり，（社会権規約ではなく）自由権規約の内容に含まれるも

のである。そして，自由権規約が直接適用されることについては，これまでの

裁判例でも認められてきており，本件の第一審判決及び原判決も，当然の前提

としている。したがって，女性差別撤廃条約16条も，直接適用されることとな

る。 

加えて，女性差別撤廃条約は，2条柱書において「遅滞なく追求する」との即

時性を表明しており，社会権規約2条1項のような漸進的性格に相当する規定は，

存在しない。また，締約国の差別撤廃義務に関する一般勧告28も，義務の即時

性を明記しているものである（パラグラフ29）（林55頁，甲198）。したがって，

かかる観点からしても，自由権規約と区別して，これを適用しないと判断する

理由はない。 

⑶ また，原判決は，女性差別撤廃条約について，「確保するよう適当な措置をとり」，

「措置をとることを約束する」という用語が用いられていて，，個々の国民に対

し直接権利を付与するような文言になっていないことを，直接適用されない理由

として挙げている。 

しかしながら，この点は自由権規約も同様である。すなわち，現に自由権規約

２条も，「この規約の各締約国は，その領域内にあり，かつ，その管轄の下にあ

るすべての個人に対し，人種，皮膚の色，性，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，財産，出生又は他の地位等によるいかなる差

別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束
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する。」，「この規約の各締約国は，立法措置その他の措置がまだとられていない

場合には，この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置そ

の他の措置をとるため，自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な

行動をとることを約束する」と規定しており，また，同規約２３条４項も，「こ

の規約の締約国は，婚姻中及び婚姻の解消の際に，婚姻に係る配偶者の権利及び

責任の平等を確保するため，適当な措置をとる」と規定しているのである。 

つまり，「措置をとる」，「約束する」という用語が用いられているという点で

は，自由権規約と女性差別撤廃条約との間に，何ら差異はない。そして，「この

ような規定は，締約国は，条約をどのように国内で実施するかについては選択の

自由をもつが，条約を完全に実現するために『必要な』措置はすべてとらなけれ

ばならないこと，条約を誠実に履行しなければならないことを確認しているにす

ぎない」のであり，自由権規約の例が示すとおり，条約の直接適用可能性を否定

する理由とは，ならないのである（岩沢302頁，甲201）。 

また，国際人権条約において用いられている「確保」の用語は，締約国の条約

実施義務の内容として，国家が権利を侵害してはならないということを意味する

「尊重」との対比において，権利の実現のために締約国が積極的な措置を執らな

ければならないことを意味するものである。したがって，当然ながら，上記用語

は，国家の条約実施措置によって初めて個人に権利が保障されることを意味する

ものではない。「確保」とは，個人は条約によって権利を付与されているが，権

利の実現のために，締約国が積極的な作為義務を負うことを，国家の義務の側面

から規定したものである（申22頁，甲26）。 

さらに，条約起草過程においても，「この規定は，締約国内で具体化する法令

が制定されない限り，適用されないから，『措置をとる』，『約束する』という用

語を用いる。」という検討・合意など，されていない。そのような用語があるか

ら，直接適用されず，これを具体化する法整備や司法機関による救済等が行われ

なくても，条約違反とはならないとは，夢にも考えられておらず，むしろ反対に，
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措置をとることを義務として明記し，これを怠った場合には，条約違反になると

いうことを，より明確にすると考えられているのである。条約起草過程や締結過

程に参画したことがなくとも，前者の考え方が非常識であり，後者の考え方によ

るべきことは，明らかであろう。 

よって，原判決が上記用語を理由として女性差別撤廃条約の適用を否定したこ

とは，誤りである。 

⑷ 以上のとおり，女性差別撤廃条約と自由権規約を区別すべき理由はなく，女性

差別撤廃条約につきこれを適用することを否定した原判決の判示は，法令（条約）

の解釈に重要な誤りがある。 

５ 学説上の概念について 

前記のとおり，いわゆる主観的基準や客観的基準は，学説上の概念であり，行

政実務は，これを全く考慮していない。また，これを採用する旨明記した最高裁

判所の判例も，見当たらない状況である。 

そして，学説上も，その概念の意味が論者により異なり，混乱が見られる状況

にある。 

もっとも，著名な研究者による学説によっても，本件は，条約の適用が認めら

れて然るべき案件である。以下に，念のため，学説による概念の整理と本件への

当てはめを行う。 

⑴ 国内的効力 

 日本においては，条約は批准・公布されれば，何ら特別な法的措置をとらずと

も，自動的に国内的効力を付与される（自動的受容。甲200の520頁，537頁，538

頁）。 

⑵ 自動執行的（セルフ・エクセキューティング） 

自動執行的という言葉は，何らの立法なしに国内で法としての効力を持つとい

う意味で用いられることが非常に多い。すなわち，直接適用可能という意味のほ

かに，自動的に国内的効力を持つという意味で用いられることが多く，極めて紛
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らわしい。 

直接適用可能性や自己執行的という言葉を国内的効力の意味で用いるのは，混

同を招くので避けるべきであり，国内適用可能性と国内的効力は，峻別されなけ

ればならない（甲200の524～525頁）。 

⑶ 国内適用可能性（国内における直接適用可能性） 

ア 国内における直接適用可能性とは，国際法が国内において裁判所や行政府によ

ってそれ以上の措置（法律や命令による具体化）の必要なしに直接適用され得る

かという問題である（甲200の522頁）。 

  直接適用可能性の検討は，二段階で行われ，まず条約全体の直接適用可能性が

当事国の意思等によって排除されていないかを検討し（主観的基準），次に具体

的な規則が直接適用され得る性質のものかを検討する（客観的基準）。そして，

国際法は，国内的効力を与えられたことに基づいて，他の国内法と同様に，原則

として直接適用可能であると推定されるべきである。そのようにして推定した上

で，直接適用可能性を根拠づける基準ではなく，これを排除する基準を検討すべ

きである。すなわち，基準が認められて初めて直接適用可能性があると認められ

るのではなく，基準が認められて初めて直接適用可能性がないと認められるので

あり，条約には，原則として直接適用可能性があると推定されることとなる（甲

200の527頁）。 

  主観的基準について，当事国の意思を直接適用可能性の基準とする裁判例や基

準があるが，このような形で当事国の意思を基準とすると，ほとんどの条約は直

接適用可能でないことになってしまう。国は条約が国内でどのように実現される

かに関心を持っていないことが多く，条約が直接適用可能と意図されたことを立

証するのは，ほとんどの場合不可能である。特に多国間条約では，そのような当

事国の意思は，通常は条文においても準備作業においても確認できない。このよ

うに，当事国の意思は基準となり得ない。ただし，国が条約中で直接適用可能性

を否定する意思を示したなら，その意思は尊重されるべきである。また，自動的
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受容の国の議会は，条約を承認する際に，条約が法律等で実施されることを条件

とすることができる。客観的基準は，規則の内容の明確性と完全性の2つの面が

ある（甲200の527～529頁）。 

イ 上記に対して，主観的基準と客観的基準からなる直接適用可能性の要件論は，

あくまで講学上の議論としての意味合いが強く，日本の行政実務や最高裁判所に

おいて実際に用いられているわけではないと指摘した上で，これを再考し，素直

に憲法98条2項の文理から出発すべきであるとする学説がある。そして，日本に

おいては，同条により，全ての機関が権限を協働させて誠実遵守義務を果たすと

いう仕組みがとられており，司法府は，具体的な紛争が生じた際に行政・立法府

による実施について事後審査を行うことで，誠実遵守義務を果たすべきこととさ

れている（甲199の14頁，167頁，168頁，178頁）。 

⑷ 相対的把握 

また，条約は，直接適用可能なものとそうでないものとに二者択一的，絶対的

に区別されることが少なくない。そして，直接適用可能でない条約は，そもそも

国内に受容されず国内的効力を持たないといわれる。しかし，国際法の国内適用

可能性は，このように絶対的に捉えられるべきではない。国に対する請求（社会

保障給付など）の根拠としては直接適用され得ないが，国からの侵害（刑事訴追，

課税など）を排除する根拠としては直接適用され得るというように，請求の仕方，

規則の適用のされ方によって，国内適用可能性の結論は異なり得るのであって，

相対的になされるべきものである。 

さらに，直接適用は，国際法が国内で効果を持つ効果の一つでしかなく，国際

法は国内において直接適用以外の様々な効果を発揮し得る。国際法が直接適用可

能でなくても，裁判所は，国際法に照らして国内法の司法審査をすることができ

ると考えるべきである。裁判所は国内法が国際法の枠を超えていないか審査し，

枠を超え国際法に反する国内法の適用を拒否することができるというべきであ

る（甲200の530頁）。 
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⑸ 学説の整理 

以上のとおり，今日では，国際法の国内適用については，原則として直接適用

可能と推定されており，例外的に，これが排除されるか否かが検討されることと

なる。また，そもそも主観的基準・客観的基準という行政及び裁判実務と乖離し

た考え方自体に疑問を呈し，憲法98条2項を素直に解釈すれば，司法府は国際規

範を用いた裁判により，又は国際規範と国内法制度との間に抵触が生じているこ

とを裁判において明らかにし，立法府と行政府の対応を促すことにより，条約遵

守義務を果たすと考える学説もある（甲199の178頁）。さらに，国際法の国内適

用可能性は，絶対的に捉えられるべきではなく，国に対する請求（社会保障給付

など）の根拠としては直接適用され得ないが，国からの侵害（刑事訴追，課税な

ど）を排除する根拠としては直接適用され得るというように，請求の仕方，規則

の適用のされ方によって，国内適用可能性の結論は異なり得る。加えて，裁判所

は，条約と国内法の適合性の審査権を有し，適合解釈ができない場合，国内法や

国家行為等は国際法に照らして違法となり得る。そして，適合解釈が不可能な場

合，司法府は不適合状態を明らかにし，立法府が国内法を改正するか，行政府が

国際規範を変更する等の方法により，国際義務違反の状態を解消しなければなら

ない（甲71 申惠丰(ヘボン)「人権条約の直接適用可能性」『青山法学論集』第

49巻第1号191頁，甲199の186頁～191頁）。 

⑹ 学説による本件への当てはめ 

ア 前記の直接適用可能性の基準を本件に当てはめると，女性差別撤廃条約は，国

内的効力を与えられており，原則として直接適用可能であると推定されることと

なる。 

そこで，これが例外的に排除されるか否かを検討すると，国が条約中に直接適

用可能性を否定する意思を示した部分は，あるとは認められない。また，日本が

同条約を批准する際にも，条約の締結に対する承認の権能を有する国会（憲法61

条）が，同条約は日本においては直接適用可能性を有しないことを締結承認の条
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件とする旨の附帯決議を採択したとか，条約を締結する権能を有する内閣（憲法

73条3号）が，批准書の寄託と共に，同条約は日本においては直接適用可能性を

有しない旨の解釈宣言を付したという事実もない。よって，直接適用可能性を否

定する主観的意思があるとは認められないことは，明らかである。 

さらに，控訴理由書２の9頁以下にて詳述したとおり，上告人指摘の各規定は，

十分に明確であり，これが不明確でその適用が権力分立の原則等に反するという

のであれば，裁判所は，憲法をはじめ他の多くの法令も，解釈・適用できないこ

ととなる。よって，客観的基準を欠くとは認められないと考えるのが相当である。 

以上のとおり，本件においては，例外的に排除される基準を満たすとは認めら

れず，女性差別撤廃条約は，原則どおり，直接適用可能であると解される。 

イ また，憲法98条2項により，そもそも裁判所は，国際規範を用いた裁判により，

又は国際規範と国内法制度との間に抵触が生じていることを裁判において明ら

かにし，立法府と行政府の対応を促すことにより，条約遵守義務を果たすべきこ

ととなる。 

そして，本件においては，国に対し，婚姻に際して氏を変えることを強制して

はならないという不作為義務を課すものであるから，裁判所は，女性差別撤廃条

約を用いて，民法750条，戸籍法74条１号，慣習及び慣行並びに国内法の措置が

とられていないという不作為による国家行為（以下「本件各規定等」という。）

は，同条約に違反すると判断すべきこととなる。 

ウ さらに，本件において，女性差別撤廃条約は，国に社会保障給付等を求める根

拠として用いられているのではなく，氏の変更を強制されるという国からの侵害

を排除する根拠として，用いられているものである。  

よって，かかる観点からも，直接適用されることは，明らかである。 

エ 加えて，直接適用可能性の有無にかかわらず，裁判所は，国際法に照らして国

内法の司法審査をすることができ，国際法に反する国内法の適用を，拒否するこ

とができる（条約の適合性審査）。 
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よって，本件においても，裁判所は，本件各規定等が女性差別撤廃条約に反し

ていないか，審査を行い，もし反している場合は，これらを違法としなければな

らない。 

⑺ 小括 

以上のとおり，本件においては，学説によっても，女性差別撤廃条約は直接適

用されると解するのが相当である。また，いずれにしても，裁判所は，本件各規

定等が同条約に違反していないか，その適合性審査を行うべきこととなる。 

よって，女性差別撤廃条約につきこれを適用することを否定した原判決の判示

は，上記の判断を誤り，同条約を無効化して無視したものであるから，法令（条

約）の解釈に重要な誤りがある。 

６ 本件各規定等が自由権規約及び女性差別撤廃条約に違反していること 

前記のとおり，本件においては，自由権規約及び女性差別撤廃条約を解釈・適

用して，本件各規定等がこれらの条約に違反していないか，審査・判断する必要

がある。 

そして，本件各規定等が女性差別撤廃条約に違反していることについては，控

訴理由書２の11頁以下に，自由権規約に違反していることについては，同21頁以

下に述べたとおりである。 

特に，原判決が，「民法750条はその文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを

定めているわけではなく，夫婦同氏制自体に男女間の形式的な不平等は存在せず，

我が国において，夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を

選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても，それが民法750

条の規定の在り方自体から生じた結果ではないこと」としている点については，

女性差別撤廃条約1条が定める差別禁止は形式的な不平等のみでなく，不平等の

効果を有しているものに関しても女性差別と定義していること，自由権規約委員

会も同様の差別の概念を採用していること（自由権規約委員会の一般的意見18

（甲203の1，2））が重要である。たとえ法律が中立にみえても，既存の不平等が
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明らかに中立的な方法で対処されていないため、実際には差別的影響が生じてい

る場合には，女性差別撤廃条約が禁止する差別に該当する（女性差別撤廃委員会

の一般勧告28(甲204の1，2)）。さらに，本件においては，民法750条を単独でみ

るのではなく，慣習や慣行と相まって，女性差別に該当するかという視点で判断

がされるべきなのであるから（女性差別撤廃条約・一般勧告21（甲20）），原判決

が誤っていることは明白である。 

７ 裁判所の責務の明記 

自由権規約及び女性差別撤廃条約の締約国は，以下のことを守る法的義務があ

り，これを守らない場合は，条約違反となる。 

自由権規約2条3項（ｂ）：救済措置を求める者の権利が権限のある司法上，行

政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって

決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させるこ

と。 

女性差別撤廃条約2条（ｃ）：権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じ

て差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 

そして，締約国が条約を守るためには，締約国の全ての国家機関が，これを遵

守する必要がある。けだし，行政府は守る必要があるが，司法府と立法府は守ら

なくて良いというのであれば，条約の目的は，何ら達成されないからである。 

そのため，裁判所は，救済措置を求める者の権利が裁判所によって決定される

ことを確保しなければならず，かつ，司法上の救済措置の可能性を発展させなけ

ればならない。 

また，裁判所は，差別となるいかなる行為からも女性を効果的に保護すること

を確保しなければならない。 

したがって，裁判所がかかる責務を放棄することは，条約上，許されていない

ものである。 

ところが，原判決は，具体的に書かれていないという理由により，あるいは，
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その内容を具体化する法令の制定がない限りは適用されないという理由等によ

り（いつまでも法令が制定されない場合は，どうなるのであろうか。），救済を求

める者の権利の決定から逃げ，司法上の救済措置の可能性を否定し，差別となる

いかなる行為からも女性を効果的に保護することはしない旨を宣言した。 

かかる裁判所の行為は，恥ずべきものというほかなく，前記各条約にも違反し

ているものである。 

そして，前記各条約がその責務を明記しているにもかかわらず，当の裁判所自

身が，全ての責務から逃げ，同条約を単なる「紙切れ」と同じにしたのであるか

ら，原判決には，法令（条約）の解釈に重要な誤りがある。 

８ 結論 

以上のとおり，原判決には，法令（条約）の解釈に関する重要な誤りがあり，

また，高等裁判所の判決として確定させることが適当ではない場合に該当する。

さらに，最高裁判例がない法令（前記各条約）の解釈問題について，最高裁の判

断を示す必要がある場合に該当するものである。 

 

第３ 原判決が最高裁判所の判例に違反すること 

１ 女性差別撤廃条約にかかる原判決の判断 

原判決は，女性差別撤廃条約 1 条，2 条(a)，16 条 1 項(b)(g)の各規定につい

て，個々の国民の権利義務を直接に定めるものとするという締約国の意思が確認

できること（いわゆる主観的基準）及び条約の規定において個々の国民の権利義

務が明確かつ完全に定められていて，その内容を補完し，具体化する法令をまつ

までもない内容となっていること（いわゆる客観的基準）という要件を満たさず，

適用されないと判断した。 

しかしながら，このような両基準の充足を要件とする原判決の判断は，最高裁

判所の判例と相反するものである。 
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２ 最高裁判所の判例 

⑴ 国際人権法 

最高裁は，国家公務員法の公務員の争議行為を禁止した規定が社会的及び文化

的権利に関する国際規約（社会権規約），結社の自由及び団結権の保護に関する

条約（ILO7号条約）の規定並びに団結権及び団体交渉権についての原則の適用に

関する条約（ILO98 号条約）の規定に違反するかどうかが争われた事件（最判平

成 5年 3月 2日判タ 817号 163頁）の判決において，社会権規約及び ILO条約の

いずれの規定も，「公務員の争議権を保障したものとは解されず，国公法 98 条 2

項が右各条約に抵触するものとはいえない。」と判示しており，いわゆる主観的

基準や客観的基準を検討するまでもなく，社会権規約や ILO条約の裁判規範性を

前提とした適合性審査が行われている（甲 199 松田浩道「国際法と憲法秩序－国

際規範と実施権限」198頁）。 

なお，最高裁は，国民年金法の障害福祉年金に関する国籍条項が社会権規約の

規定に違反するかどうかが争われた塩見事件（最判平成元年 3月 2日判タ 741号

87頁）の判決において，社会権規約 9条は「締約国において，社会保障について

の権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し，右権

利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを

宣明したものであって，個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めた

ものではない」と述べているが，これは社会権規約の当該規定の裁判規範性を否

定したものではなく，その条文だけに基づいて給付請求権を付与することはでき

ないことを述べたに過ぎない。私人に具体的権利を付与しない国際規範も，裁判

規範として適合解釈義務を課したり，国内法令やそれに基づく処分を違法とした

りして，立法不作為に対する違法確認や国家賠償請求をすることは認められる。

したがって，塩見事件判決を前提としても，社会権規約の裁判規範性は否定され

ないものである（甲 199，198頁）。 
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⑵ 国際租税法 

最高裁は，タックス・ヘイブン対策税制である租税特別措置法の規定が日本国

政府とシンガポール共和国政府との間の協定（日星租税条約）の国際二重課税を

排除する規定に違反するかどうかが争われたグラクソ事件（最判平成 21年 10月

29日民集 63巻 8号 1881頁）の判決において，条約違反の国内法制度の効力が無

効となり得ることを前提に法律の条約適合性審査を行った。最高裁は，結論とし

て租税特別措置法の規定が日星租税条約の規定に違反していると解することは

できないと判断したが，その結論に至る理由の中で，いわゆる主観的基準や客観

的基準を一切論じておらず，条約が裁判規範になり得ることを当然の前提として

いる（甲 199，193頁）。 

⑶ 小括 

以上のとおり，以前から，最高裁判所の基本的な態度は「憲法上条約は国内的

効力を有するということから直ちに条約を解釈，適用」するというべきものだと

指摘されていたが，上記の最高裁判所の判例からも，現在でも，その立場は変わ

っていないといえる（甲 199 前掲松田 15頁）。 

条約は解釈・適用されなければ遵守されることもないこと，第２に述べたとお

り，条約法に関するウィーン条約の規定があること，条約締結作業を担う行政府

も，主観的基準や客観的基準といった考え方など採用しておらず，「締結する以

上は遵守する」という当然の理念の下に，これを解釈して国内法令の整備等をし

ていること等からしても，最高裁判所の上記考え方は，極めて正当である。 

一部の学説により説かれてきた主観的基準や客観的基準からなる要件論は，実

際には，学説においてのみ議論されてきたものである。これを，条約の解釈をで

きる限り回避したいと考える原判決が，利用したに過ぎない。最高裁判所も，国

内法の条約適合性の判断の中でいわゆる主観的基準や客観的基準を必要とはし

ていないのであるから，原判決は，最高裁判所の判例に相反する判断がある場合

に該当する。 
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第４ 終わりに 

以上に述べたとおり，原判決は，法令（条約）の解釈に関する重要な事項を含

むものであるから，上告が受理されるべきであり，原判決は破棄されるべきもの

である。また，日本国憲法 98 条 2 項は，条約は誠実に遵守することを必要とす

ると規定しており，条約は日本国内において法として存在しているところ，条約

は，法律より上位にあるとされている。したがって，条約の解釈は法解釈の問題

であり，下級審の条約の解釈に誤りがある場合には，上級審における判断の機会

が確保される必要がある。けだし，そうでなければ，条約についてのみ，最高裁

判所における判断が示されず，法令の統一的解釈という理念が実現されずに，な

ぜか二審制となってしまうからである。条約も，法令である。そうであれば，法

律と同様，最高裁判所の判断が示されなければならず，また，三審制が採られな

ければならない。 

上述のとおり，本件においては，原判決が法令（条約）の解釈に関する重要な

事項を含むことは明白である。したがって，上告を受理した上で，条約違反の主

張の審理を行う必要がある。 

最高裁判所が，条約を法令として正当に扱い，その各規定を無視するのではな

く，これを誠実に解釈・適用することを，切に希望する。 

以上 


