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第 1 原決定の判断 

原決定は，自由権規約 23条 4項や、女性差別撤廃条約 16条 1項は、その文

理や内容からみて、国内法の整備を通じて権利を確保することを予定するもの

であって、抗告人らが主張する自己の婚姻前の姓の使用を保持する権利等が、

これらの規定により直接我が国の国民に保障されているものとは解し難いこと、

そのうえ、自由権規約 23 条 1 項ないし 3 項について個別にみても、我が国に

おいて直接裁判規範として用いることが可能なほど私人の権利義務を明白、確

定的、完全かつ詳細に定めているものということは困難であること、したがっ

て、抗告人らが主張する上記の条約の各規定につき、その内容を具体化する国

内法による措置を待つまでもなく、直接これを適用することが可能であるとい

うことはできないことを理由として、上記の条約の各規定の裁判規範性を否定

して、民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号が条約に違反しているか否かについて

の判断を回避した。 

しかしながら、原決定は、 

ア 日本の法令や具体的状況が条約に適合しているか否かという条約適合性判

断の場面において，条約の裁判規範性を否定し、よって憲法の違反がある点， 

イ 婚姻をするためには，夫婦の氏を必ず同一にしなければならない旨強制す

る民法 750条，戸籍法 74条１号並びに慣習及び慣行（以下「本件各規定等」

という。）が，女性差別撤廃条約違反及び自由権規約違反となり、よって、条

約の遵守義務を定めた憲法 98 条 2 項違反となるにもかかわらず，この点に

つき判断をしなかった点， 

ウ 女性差別撤廃条約及び自由権規約は，締約国に差別撤廃実現のための立法，

施策，救済等を義務付けるものであり，差別撤廃を目的とした法制度，施策，

救済等を実現しないこと自体，すなわち，国内法上の措置を執らないこと自

体が，条約違反となり、よって、憲法 98条 2項違反となることを看過した点 

において，いずれも誤っており、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があるた
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め、破棄されるべきである。以下，詳述する。 

 

第２ 条約の適合性判断について 

⑴ 条約締約国には，当該条約を遵守する法的義務がある。 

⑵ したがって，条約が要求していることは，日本国内において，実現されな

ければならない。これができない場合は，条約違反となる。 

⑶ 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。 

⑷ 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

手立てがない。そのため，日本国内において，当該条約はないも同然の存在

となる。 

憲法 14条の規定があるにもかかわらず,当該規定は抽象的である等として,

誰も 14条に違反するか否かにつき判断を行わないのであれば,日本において,

法の下の平等が実現されることはなく,当該規定がないも同然となることと,

同じである｡ 

また,締約国内において,誰も上記判断を行わないのであれば,条約違反の

状態が,そのまま放置されることとなる｡ 

よって,条約の適合性判断の場面において,当該条約の裁判規範性を否定す

ることは,日本は,当該条約を無視し,遵守しないと国際的に宣言しているに

等しい｡ 

⑸ 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規は，これ

を誠実に遵守することを必要とする。」旨規定して，国家に条約遵守義務を課

している。 

⑹ したがって，締結した条約を遵守するとともに，憲法を遵守するためには，

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
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要がある。 

⑺ 条約が遵守されているか否かを判断するためには，その当然の前提として，

条約を解釈・適用する必要がある。 

⑻ 法の終局的解釈・適用は，裁判所の専権に属する。 

⑼ よって，裁判所は，日本が締結した条約について，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判断する権利を有し，義務負う。 

⑽ しかるに，原決定は，条約の適合性判断の場面において，女性差別撤廃条

約及び自由権規約の各規定の裁判規範性を否定した。 

  よって，原決定は，本来行うべき審理を行っておらず，また，その理論に

は誤りがある。 

⑾ なお，最高裁判所も，条約の適合性判断をする場合には，特段の言及をす

ることなく，当然のこととして裁判規範性を認めており，当該条約違反の有

無を判断している（最高裁平成 21年 10月 29日第一小法廷判決,最高裁平成

13年 9月 25日第三小法廷判決等）。 

  よって，原決定は，最高裁判決とも乖離しているものである。 

⑿ また，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規定する（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，原決定は，条約が裁判規範性を有するためには，いわゆる自動

執行力を要するとの独自の理論を展開して，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，原決定の論旨は，条約法に関するウィーン条約にも違反している

ものである。 
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⒀ なお，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，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，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。 

このように，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おり，その際，いわゆる

自動執行力の要件（主観的要件及び客観的要件）を満たすか否かなど，考慮

していない。 

そして，このようにして行われた条約の解釈や法整備等が，果たして本当

に条約に適合しており，日本において，当該条約が遵守されているか否かを

終局的に判断する主体は，裁判所をおいて，ほかにはないのである。行政府

や立法府は，条約を解釈・適用して，当該条約が遵守されているか否かを判

断する終局的権限など，有していない。また，そもそも，それは彼らの任務

ではないのである。 

したがって，本来，法の終局的解釈・適用権限を有する司法府が，独自の

理論を展開して条約の解釈・適用を行わないことは，極めて奇異というほか

ない。法の終局的解釈・適用権限を，行政府及び立法府に委譲して，自らの

権限と任務を放棄し，三権分立という憲法が定める大原則を，自ら無に帰せ

しめているといわざるを得ない。 

よって、原決定の姿勢は憲法に違反するものであるから、最高裁判所は、

合憲性審査権を有する終審裁判所として、正すべきである。 

 

第３ 本件各規定等は，女性差別撤廃条約及び自由権規約に違反していること 

1 本件各規定等が女性差別撤廃条約に違反していること 

  ⑴ 女性差別撤廃条約の規定 

    女性差別撤廃条約は，以下のとおり規定する。 
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   【第 1条】 

この条約上，『女性に対する差別』とは，性に基づく，区別，排除又は制限であって，

政治的，文化的，市民的その他のいかなる分野においても，女性（婚姻をしているかい

ないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し，享有し

又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう（下線は抗

告人ら代理人による。以下同じ。）。 

   【第2条】 

締約国は，女性に対するあらゆる形態の差別を非難し，女性に対する差別を撤廃する

政策をすべての適当な手段により，かつ，遅滞なく追求することに合意し，及びこのた

め次のことを約束する。  

(a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合に

はこれを定め,かつ,男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段に

より確保すること｡ 

(b)女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁

を含む｡)をとること｡ 

(c)女性の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し,かつ,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性を効果的に

保護することを確保すること｡ 

(d)女性に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え,かつ,公の当局及び機関

がこの義務に従って行動することを確保すること｡ 

(e)(略) 

(f)女性に対する差別となる既存の法律,規則,慣習及び慣行を修正し又は廃止するため

のすべての適当な措置(立法を含む｡)をとること｡ 

(g)(略) 

   【第16条1項】 

             締約国は,婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女性に対する差別を撤廃する
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ためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保

する｡ 

    (a)（略） 

    (b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利 

      (c)～(f)（略） 

    (g)夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。） 

    (h)（略） 

⑵ 女性差別撤廃委員会の一般勧告 

1994(平 6)年，女性差別撤廃条約を所管する女性差別撤廃委員会は，「婚姻

及び家族関係における平等に関する一般勧告 21」を採択した。 

その中で，16条 1項(g)について，「パートナーは，共同体における個性及

びアイデンティティーを保持し，社会の他の構成員と自己を区別するために，

自己の姓を選択する権利を有するべきである。法もしくは慣習により，婚姻

もしくはその解消に際して自己の姓の変更を強制される場合には，女性はこ

れらの権利を否定されている」と述べ，法もしくは慣習により，婚姻に際し

て自己の姓の変更を強制される場合には，女性は姓の選択権を否定されてい

ることになることを明確にした（甲 20の 1,2）。 

⑶ 女性差別撤廃委員会の日本政府に対する勧告等 

女性差別撤廃委員会は，日本政府に対し，以下の勧告等をした。 

【2003(平 15)年】 

女性差別撤廃委員会は，日本の第 4 回･第 5 回定期報告書の審査につい

ての総括所見（最終見解）において，日本に対し，「民法が」「夫婦の氏の

選択などに関する，差別的な規定を依然として含んでいる」と指摘した上，

「民法に依然として存在する差別的な法規定を廃止し，法や行政上の措置

を条約に沿ったものとする」よう勧告した（甲 21の 1,2）。 
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【2009(平 21)年】 

  女性差別撤廃委員会は，2009(平 21)年に実施された日本の第 6回定期報

告書の審査についての総括所見（最終見解）において，「前回の最終見解に

おける勧告にもかかわらず，民法における」「夫婦の氏の選択に関する差別

的な法規定が撤廃されて」おらず，国が「差別的法規定の撤廃が進んでい

ないことを説明するために世論調査を用いていること」に懸念を表明し，

日本に対し，「選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正の

ために早急な対策を講じるよう」要請し，「本条約の批准による締約国の義

務は，世論調査の結果のみに依存するのではなく，本条約は締約国の国内

法体制の一部であることから，本条約の規定に沿うように国内法を整備す

るという義務に基づくべきである」と指摘した。さらに，同委員会は，最

終見解のフォローアップとして 26 項目の勧告の中から特に 2 項目を抽出

し,2 年以内に勧告の実施に関する詳細な情報を書面で委員会に対し提出

することを要請したが,その 1つが,民法 750条を含む差別的法規定の改正

であった。（以上、甲 22の 1，2） 

【2011(平 23)年,2013(平 25)年】 

   女性差別撤廃委員会は,民法改正がされないままであることに対し,2011

年の見解において再度 1年以内の情報提供を要請し(甲 23の 1,2),2013年

の見解において｢勧告が履行されていないものと判断｣し,｢女性差別撤廃条

約 16条 1項(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること｣｢を内容とす

る民法改正法案を採択すること｣について講じた措置に関し,次回定期報告

において追加的情報を提供するよう勧告した(甲 24の 1,2) 

【2016（平 28）年】 

  女性差別撤廃委員会は，2016（平 28）年に実施された日本の第 7 回･第

8回定期報告書の審査についての総括所見(最終見解)において,｢2015年 12

月 16 日に最高裁判所は夫婦同氏を求めている民法第 750 条を合憲と判断



10 

したが,この規定は実際には多くの場合,女性に夫の姓を選択せざるを得な

くしていること｣に懸念を表明し,｢女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫

婦の氏の選択に関する法規定を改正すること｣を勧告した｡さらに,同委員

会は,最終見解のフォローアップとして特に 3 項目を抽出し,2 年以内に勧

告の実施に関する詳細な情報を書面で委員会に対し提出することを要請し

たが,その 1つが,民法 750条を含む差別的法規定の改正であった(甲 25の

1,2)｡ 

⑷ 女性差別撤廃条約の内容 

ア 以上のとおり，女性差別撤廃条約は，女性が男女の平等を基礎として人

権や自由を享有し又は行使することを害し又は無効にする効果を有するも

のを，「差別」として禁止している(1条)｡ 

したがって,同条約は,効果として男女の平等が図られていない状態をも

たらすものを,｢差別｣として禁止する｡ 

すなわち,｢要件｣としては男女平等であるとしても,男女平等ではない

｢効果｣が生ずるものを,同条約は,明確に禁止している｡ 

イ また,同条約は,男女の平等の原則の実際的な実現を要求しており,単なる

形式的な平等の実現では条約の要求に不足することを,明記している(2 条

(a))｡ 

ウ さらに，同条約は，権限のある締約国の裁判所等が，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する旨定めており，締約

国の裁判所等が，効果として男女の平等が図られていない状態をもたらす

ものから，女性を効果的に保護することを要求している(2条(c))｡ 

エ 加えて,同条約は,女性に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し

控え,女性に対する差別となる既存の法律,規則,慣習及び慣行を修正し又

は廃止する旨定めており,既存の法律のみならず,効果として男女の平等が

図られていない状態をもたらす慣行,慣習及び慣行等をも,修正し又は廃止
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することを要求している(2条(d)(f))｡ 

オ 以上を踏まえて，さらに，同条約は，自由かつ完全な合意のみにより婚

姻をする同一の権利が実現されなければならない旨定めており，①自由か

つ完全な合意のみでは婚姻ができないことを禁止するとともに，②自由か

つ完全な合意のみにより婚姻することについて，男女が同一の権利を有す

る旨を明記している(16条 1項(b))。 

カ また，同条約は，姓を選択する個人的権利について，夫及び妻が同一の

権利を有する旨定めており，①妻が姓を選択する権利を有することと，②

かかる権利が夫及び妻ともに同一でなければならないことを，明記してい

る(16条 1項(g))｡ 

キ 以上のとおり，同条約は，既存の法律，慣習及び慣行を含めて，実際的

に，女性が効果として差別をされない権利を保障している。 

⑸ 女性差別撤廃条約と本件各規定等 

ア 以上の各条文を前提として，本件各規定等についてみると，民法 750条

は,｢夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する｡｣と規

定する｡ 

そのため,婚姻をする際に夫婦の称する氏を記載することを求める戸籍

法 74条 1号と相まって,現在,日本において夫婦となろうとする者は,夫又

は妻の氏を称しなければ,すなわち,夫又は妻のいずれか一方は必ず氏を変

更しなければ,婚姻することができない｡ 

したがって,日本においては,婚姻をするためには,夫婦の一方が,必ず氏

を変えることを法律により強制されている｡また,婚姻後も，夫婦別氏とな

ることができない。 

かかる法制を取る国は，国際的にみても，日本以外には見当たらない状

況である。 

よって，かかる規定は，夫婦の一方が氏を変更しなければ婚姻すること
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ができないとしている点で，自由かつ完全な合意のみにより婚姻する権利

が実現されなければならない旨定めた同条約 16条 1項(b)に,違反する｡ 

イ また，民法 750条と,戦前及び戦時中の家父長制度(父系の家族制度にお

いて,家長が絶対的な家長権によって家族員を支配･統率する家族形態)を

前提とした,｢女性が男性の家に嫁として入る｣,｢女性が氏を変えるべき｣と

いう慣習や慣行により,夫婦のうち実に約 96%は,婚姻をするために,妻の

側が自己の氏を変えている｡ 

よって,かかる規定及び慣習ないし慣行は,実際的には,男女の平等を基

礎として女性が氏を選択する権利や自由を享有し又は行使することを害し

又は無効にする効果を有しているから, 同条約 1条に定義される女性に対

する差別に当たり，これを禁止する同条 2条(a)に,違反する。 

ウ さらに，上記規定及び慣習ないし慣行により，実際的には，男女が平等

ないし同一の権利を有する状態とはなっておらず，自由かつ完全な合意の

みにより婚姻することについて，実際的に，男女が同一の権利を有する旨

を明記する同条約 2条(a)及び 16条 1項(b)にも，違反する。 

エ 加えて，上記規定及び慣習ないし慣行により，実際的には，姓を選択す

る権利について，①妻が姓を選択する権利を有しており，②かかる権利が

夫及び妻ともに同一でなければならない状態とはなっておらず，姓を選択

する権利について，夫及び妻が同一の個人的権利を有する旨を明記する同

条約 2条(a)及び 16条 1項(g)にも，違反する。 

オ また，前記規定及び慣習ないし慣行が現在に至るまで存置されていると

いう事実は，①効果として男女の平等が図られていない状態をもたらすも

のを撤廃する政策を全ての適当な手段により，かつ，遅滞なく追求するこ

と，②男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により

確保すること，③効果として男女の平等が図られていない状態をもたらす

いかなる行為又は慣行も差し控えること,既存の法律,慣習及び慣行を修正
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し又は廃止すること等を要求する同条約 2条にも,違反する。 

カ 以上のとおり，本件各規定等は,同条約 1条,2条及び 16条 1項に違反し

ている｡ 

   なお,裁判所は,これらの点に関し,民法 750 条が性中立的に定められて

いるという形式的平等のみならず,実際的にも,女性差別撤廃条約に定める

女性に対する差別には当たらず,実質的平等が実現されていると判断する

のであれば,その具体的な根拠を判示すべきである｡ 

⑹ 女性差別撤廃委員会の解釈 

ア 女性差別撤廃委員会は，女性差別撤廃条約の実施の進捗状況を検討する

ために，同条約により国際連合に設置された国際機関である。同委員会は，

締約国が同条約を遵守・履行しているか否かについて，審査等を行う。具

体的には，締約国が提出する政府報告書を通じた監視を同委員会が行うこ

とで，同条約の遵守・国際的履行が確保されているものである。そのため，

同委員会の勧告に，締約国は従うことが予定されている。 

イ 同委員会は,1994(平 6)年,16条 1項(g)について,｢パートナーは,(中略)

自己の姓を選択する権利を有するべきである｡法もしくは慣習により,婚姻

もしくはその解消に際して自己の姓の変更を強制される場合には,女性は

これらの権利を否定されている｣とする一般勧告 21を採択し，法もしくは

慣習により，婚姻に際して自己の姓の変更を強制される場合には，女性は

姓の選択権を否定され，したがって，同条約違反となることを明確にした。 

  これを本件についてみると，日本においては，法及び慣習により，実際

的には，女性が婚姻時に自己の姓を変更することを強制されている。よっ

て，同委員会の一般勧告によれば，日本の法及び慣習は，同条約に違反し

ていることとなる。 

ウ 同委員会は，2003(平 15)年，日本に対し，「民法が」「夫婦の氏の選択な

どに関する，差別的な規定を依然として含んでいる」と指摘した上，「民法
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に依然として存在する差別的な法規定を廃止し，法や行政上の措置を条約

に沿ったものとする」よう勧告した(甲 21の 1,2)｡ 

   よって,同委員会は,日本の民法について,夫婦の氏の選択に関して差別

的であり,条約に沿ったものではなく(すなわち,条約に違反しており），こ

れを廃止して法や行政上の措置を条約に沿ったものにすべきであると解し

ている。 

エ 同委員会は，民法改正がされないままであることに対し，2011(平 23)年

の見解において再度 1 年以内の情報提供を要請し(甲 23 の 1,2),2013(平

25) 年の見解において｢勧告が履行されていないものと判断｣し,｢女性差別

撤廃条約 16条 1項(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること｣｢を内

容とする民法改正法案を採択すること｣について講じた措置に関し,次回定

期報告において追加的情報を提供するよう勧告した(甲 24の 1,2)｡ 

   よって,同委員会は,日本の民法は,夫婦の氏の選択について,同条約 16

条 1 項(g)の規定に沿っておらず(すなわち,違反しており),同規定に沿っ

て,民法を改正すべきであると解している。 

オ 同委員会は，2016（平 28）年，「2015年 12月 16日に最高裁判所は夫婦

同氏を求めている民法第 750 条を合憲と判断したが,この規定は実際には

多くの場合,女性に夫の姓を選択せざるを得なくしていること｣に懸念を表

明し,｢女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定

を改正すること」を勧告した。さらに，同委員会は，最終見解のフォロー

アップとして特に 3 項目を抽出し,2 年以内に勧告の実施に関する詳細な

情報を書面で委員会に対し提出することを要請したが,その 1 つが,民法

750条を含む差別的法規定の改正であった(甲 25の 1,2)｡ 

   よって,同委員会は,日本の民法 750 条の規定は,実際には女性に対する

差別に当たり(すなわち,条約に違反しており),女性が婚姻前の姓を保持で

きるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すべきであると解している｡ 
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カ  以上のとおり,同委員会も,抗告人らと同じく,日本の民法及び慣習は,

夫婦の氏の選択について,同条約に沿っておらず,女性が婚姻前の姓を保持

できるよう民法を改正するとともに,法や行政上の措置を条約に沿ったも

のとすべきであると解している｡ 

  そして，同委員会は，同条約により設置された唯一かつ公式の国際機関

であり，締約国が同条約を遵守しているか否かを審査等する権限を有する，

条約実施機関である。 

したがって，以上の事実に照らせば，締約国において同条約を解釈する

際には，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

うのが相当である。また，仮に締約国が，同条約について，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。 

けだし，前記のとおり，同委員会は，同条約により設置された唯一かつ

公式の国際機関であり，締約国が同条約を遵守しているか否かを審査等す

る権限を有する，条約実施機関である。そして，これにより，同条約の遵

守の実現を担保することが予定されている以上，締約国が，同委員会と異

なる独自の解釈を，何の理由も根拠もなく自由に採用することができると

することは，そもそも，同条約が予定した同条約の実現を担保する上記制

度と，根本から矛盾することとなるからである。 

そして，国が政府報告書等において，夫婦同氏強制が女性差別に当たら

ないとの意見を述べたことは一度もなく，本件において，同委員会とは異

なる独自の解釈・適用をすべき相応の理由と根拠は，あるとは認められな

い。 

よって，日本も，同条約について，同委員会の一般勧告や日本政府に対

する勧告に沿った解釈をするのが相当である。そして，かかる解釈によれ

ば，日本の民法及び慣習は，同条約に違反しており，早急に改正等される
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べきものであることは，明らかである。 

⑺ 小括 

以上のとおり,民法 750条等は,女性差別撤廃条約に違反しているものであ

り、よって条約の遵守義務を定める憲法 98条 2項に違反している｡ 

したがって,かかる判示をしなかった原決定は,本来行うべき審理を行って

おらず,また,その理論には誤りがあり、憲法の解釈に誤りがある｡ 

２ 本件各規定等が自由権規約に違反していること 

⑴ 自由権規約の規定 

自由権規約は，以下のとおり規定する。 

【2条 1項】 

 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

することを約束する。 

【2条 3項】 

この規約の各締約国は，次のことを約束する。 

(a) 略 

(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。 

(c) 略 

【3条】 

この規約の締約国は，この規約に定めるすべての市民的及び政治的権利

の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する。 

【17条 1項】 
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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。 

【23条】 

1  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。 

2  婚姻をすることができる年齢の男女が婚姻をしかつ家族を形成する権

利は，認められる。 

3  婚姻は，両当事者の自由かつ完全な合意なしには成立しない。 

4  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。その解消

の場合には，児童に対する必要な保護のため，措置がとられる。 

⑵ 自由権規約の一般的意見 

自由権規約の一般的意見は，以下のとおり述べる。 

【一般的意見 19】 

婚姻に係る平等に関し， 委員会は特に， 性に基づくいかなる差別も婚

姻を理由とする国籍の取得又は喪失に関連して生起すべきでない，という

ことに留意したい｡同様に， 各配偶者が自己の婚姻前の姓の使用を保持す

る権利又は平等の基礎において新しい姓の選択に参加する権利は，保障さ

れるべきである」 

【一般的意見 28】 

第 23条 4項の義務を果たすために，締約国は婚姻制度が配偶者双方に，

子どもの親権及び 養育，子どもに対する宗教及び道徳教育，子どもに両親

の国籍を伝える権能，及び財産の所有及び管理，共有財産又は配偶者の何

れかの単独所有かどうかに関して，平等の権利と義務を含むことを確保し

なければならない。 締約国は，結婚した女性がそのような財産の所有及び

管理に関して平等な権利を有することを確保するために，必要な場合には，
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法律を見直すべきである。また，結婚を理由とする国籍の取得及び喪失，

居住権及び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。婚姻中の平等は，夫と妻

が家族の中で対等に責任と権能に預かることを意味する。 

⑶ 自由権規約の内容 

ア 以上のとおり，自由権規約は，性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旨を定め，また，それらの

権利の享有について男女に同等の権利を確保する旨を定めており，規約に

定める権利に関して男女の平等を特に要求している（2条 1項，3条）。 

イ また，司法上，行政上又は立法上の機関によって，救済措置を求める者

の権利が決定されることを確保する旨を定めており，締約国の立法機関の

みでなく，司法機関に対しても救済措置を要求している（2条 3項(b)）。 

ウ さらに，家族に対する恣意的な干渉を禁止し，家族を保護している（17

条 1項，23条 1項）。 

エ そして，婚姻の権利及び婚姻の自由を定め，両当事者の自由かつ完全な

合意による婚姻を保障している（23条 2項，同条 3項）。 

オ 加えて，婚姻中の配偶者の権利の平等を確保することを定め，男女の平

等について改めて婚姻の場面に関して特に要求し，女性に対する差別を禁

止している（23条 4項）。 

23条 4項が定めているのは，配偶者間の権利の平等，配偶者間の男女差

別の禁止であって，夫と妻の間で権利が平等に保障されず，差別があれば，

それが同条違反になるということである。 
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⑷ 自由権規約と本件各規定等 

ア 以上の各条文を前提として，本件各規定等をみると，夫婦の一方が氏を

変更しなければ婚姻することができない，つまり戸籍法 74 条 1 号を介し

て氏の変更を婚姻の形式的要件としている点で，家族に対する恣意的な干

渉を禁止する 17条 1項，家族の保護を定めた 23条 1項，婚姻の権利を定

めた 23条 2項，及び，婚姻の自由を定めた 23条 3項に違反する。 

イ また，本件各規定等により，夫婦のうち 96%は，婚姻をするために，妻

の側が自己の氏を変えていることから，各配偶者が自己の婚姻前の姓の使

用を保持する権利に関して女性が差別されており，よって，婚姻の場面に

おける男女の平等を求め，女性に対する差別を禁止する 23 条 4 項に違反

し，同時に，男女の平等を求め，女性に対する差別を禁止する 2条 1項，

3条に違反する。 

ウ そして，本件各規定等が改正されないままとなっている事実は，婚姻前

の自己の姓の使用を保持するために婚姻することができない者，又は，婚

姻したために婚姻前の自己の姓の使用を保持することができない者に対す

る立法上の機関による救済措置を要求する 2条 3項(b)に違反する。 

エ 以上のとおり，本件各規定等は，自由権規約 2条 1項・3項(b)，3条，

17条 1項，23条に違反している。 

⑸ 自由権規約委員会の解釈 

ア 23条 4項に関しては，下記４に述べるとおり，自由権規約委員会が一般

的意見 19及び 28において，①「各配偶者が自己の婚姻前の姓の使用を保

持する権利」と②「平等の基礎において新しい姓の選択に参加する権利」

の双方が保障されるべきことを述べている。 

しかし，日本においては，本件各規定等によって，96％の夫婦において

女性が自己の姓を変えており，①と②のどちらの権利についても女性に対

する差別が現に存在している。このような状況では，23条 4項が要求する
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男女間の権利の平等は実現されていないから，同委員会の一般的意見によ

れば，本件各規定等は，自由権規約 23条 4項，2条 1項，3条に違反して

いることとなる。 

イ 締約国である日本の裁判所は，救済措置を求める者の権利を確保する義

務を自ら負っているところ（2条 3項(b)），自由権規約の解釈に当たって，

同規約に基づいて公的に設置された機関である自由権規約委員会による一

般的意見を，「解釈の補足的手段」（ウィーン条約 32 条）として，または

「解釈指針」や「解釈基準」として参考にするべきである（「解釈の補足的

手段」としたものとして、大阪高判平成 6年 10月 28日判時 1513号 71頁、

広島高判平成 11年 4月 28日高等裁判所刑事裁判速報集（平 11）号 136頁、

大阪高判平成 17 年 10 月 27 日裁判所ホームページ、東京地判平成 10 年 7

月 31日判時 1657号 43頁。「解釈指針」又は「解釈基準」としたものとし

て、東京地判平成 18 年 6 月 29 日最高裁判所刑事判例集 66 巻 12 号 1627

頁、高松高判平成 9年 11月 25日判時 1653号 117頁、大阪高判平成 12年

5 月 16日訟月 47 巻 4号 917頁、名古屋地判平成 17年 8月 31日裁判所ホ

ームページ、徳島地判平成 10年 7月 21日判時 1674号 123頁）。 

一般的意見が，日本の裁判所による条約解釈を法的に拘束する効力を有

しないとしても，自由権規約委員会は，自由権規約によって設置された履

行監視機関であること，高潔な人格を有し，かつ，人権の分野において能

力を認められ個人の資格で職務を遂行している 18 人の委員で構成されて

いること，日本は自由権規約委員会がそのような役割を与えられているこ

とを前提として受け入れて自由権規約を締結していることからすれば，日

本の裁判所は自由権規約を解釈する際には，特段の事情のない限り，同委

員会の一般的意見に基づいてこれを行うのが相当である。また，仮に日本

の裁判所が，自由権規約について，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
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ある。 

そして，本件において，同委員会とは異なる独自の解釈・適用をすべき

相応の理由と根拠は，あるとは認められない。 

よって，裁判所は，自由権規約について，同委員会の一般的意見に沿っ

た解釈をするのが相当である。そして，かかる解釈によれば，本件各規定

等は 23 条 4 項に違反しており，早急に改正等されるべきものであること

は，明らかである。 

⑹ 小括 

以上のとおり，本件各規定等は，自由権規約の各条項に違反しており、

よって、条約の遵守義務を定める憲法 98条 2項に違反している。 

したがって，かかる判示をしなかった原決定は誤りであり、憲法の解釈

に誤りがある｡ 

 

第４ 国内法上の措置が執られていないこと自体が，条約違反となること 

1 女性差別撤廃条約 

  ⑴ 原決定は，国内法上の措置が執られていないことを，条約違反の有無の判

断を回避する理由として掲げている。 

⑵ しかしながら，前記のとおり，女性差別撤廃条約 2条は，①効果として男

女の平等が図られていない状態をもたらすものを撤廃する政策を全ての適当

な手段により，かつ，遅滞なく追求すること，②男女の平等の原則の実際的

な実現を法律その他の適当な手段により確保すること，③効果として男女の

平等が図られていない状態をもたらすものについて，これを禁止する適当な

立法その他の措置をとること，いかなる行為又は慣行も差し控えること，既

存の法律，慣習及び慣行を修正し又は廃止すること等を要求している。 

⑶ また，同条(c)は,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性を効果的に保護することを確保することを
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要求している。 

⑷ さらに，同条約 16条 1項は,①婚姻及び家族関係に係るすべての事項につ

いて,女性に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものと

し,特に,男女の平等を基礎として,②自由に配偶者を選択し及び自由かつ完

全な合意のみにより婚姻をする同一の権利や，③夫及び妻の同一の個人的権

利（姓及び職業を選択する権利を含む。）を確保することを要求している。 

⑸ このように，同条約は，締約国に差別撤廃実現のための立法，施策，救済

等を義務付けているものであり，差別撤廃を目的とした法制度，施策，救済

等を実現しないこと自体が，条約違反となるのである。 

⑹ これを本件についてみると，日本では，婚姻をするためには，夫婦の一方

が，必ず氏を変えることを法律により強制されている。また，戦前及び戦時

中の家父長制度を前提とした慣習や慣行により，夫婦のうち実に約 96％は，

婚姻をするために，妻の側が自己の氏を変えている。 

  かかる法及び慣習ないし慣行は，同条約の上記各規定に違反しているとこ

ろ，現在に至るまで，これらの法及び慣習ないし慣行に対し，差別撤廃を目

的とした法制度，施策，救済等の措置は，執られていない。 

⑺ さらに，同条約に裁判規範性を認めない原決定によると，日本の裁判所は，

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するとい

う同条約が要求する任務を，完全に放棄している。 

⑻ したがって，日本は，同条約が要求する差別撤廃を目的とした法制度，施

策，救済等を，実現していない。 

⑼ 小括 

以上のとおり，女性差別撤廃条約は，締約国に差別撤廃実現のための立法，

施策，救済等を義務付けるものであり，差別撤廃を目的とした法制度，施策，

救済等を実現しないこと自体，すなわち，国内法上の措置を執らないこと自

体が，条約違反となり、憲法 98条 2項違反となる。 
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よって，かかる点を完全に看過し，国内法上の措置が執られていないこと

を，条約違反の有無の判断を回避する理由として掲げた原決定は，論理的に，

明白に誤っており，また，本来行うべき審理を行っておらず、憲法の解釈に

誤りがある｡ 

2 自由権規約 

  ⑴ 原決定は，自由権規約についても女性差別撤廃条約と同様に、国内法上の

措置が執られていないことを，条約違反の有無の判断を回避する理由として

掲げている。 

⑵ しかしながら，前記のとおり，自由権規約 2条は，各締約国に対し、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，性によるい

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

ことを約束することを求め（1項）、また、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を約束することを要求している（3項(b)）。 

⑶ そして、同規約 3条は、締約国に対し，この規約に定めるすべての市民的

及び政治的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する

ことを要求している。 

⑷ さらに，同規約 23条 4項は,締約国に対し、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

ことを要求している。 

⑸ このように，同規約は，締約国に差別撤廃実現のための立法，施策，救済

等を義務付けているものであり，差別撤廃を目的とした法制度，施策，救済

等を実現しないこと自体が，条約違反となるのである。 

⑹ これを本件についてみると，日本では，婚姻をするためには，夫婦の一方

が，必ず氏を変えることを法律により強制されている。また，戦前及び戦時
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中の家父長制度を前提とした慣習や慣行により，夫婦のうち実に約 96％は，

婚姻をするために，妻の側が自己の氏を変えている。 

  かかる法及び慣習ないし慣行は，同規約の上記各規定に違反しているとこ

ろ，現在に至るまで，これらの法及び慣習ないし慣行に対し，差別撤廃を目

的とした法制度，施策，救済等の措置は，執られていない。 

⑺ さらに，同規約の各規定に裁判規範性を認めない原決定によると，日本の

裁判所は，性によるいかなる差別もなしに権利を尊重し及び確保するという

同規約が要求する任務を，完全に放棄している。 

⑻ したがって，日本は，同規約が要求する法制度，施策，救済等を，実現し

ていない。 

⑼ 小括 

以上のとおり，自由権規約は，締約国に性によるいかなる差別もなしに権

利を尊重し及び確保するための立法，施策，救済等を義務付けるものであり，

それを実現させる法制度，施策，救済等を実現しないこと自体，すなわち，

国内法上の措置を執らないこと自体が，同規約違反となり、憲法 98条 2項違

反となる。 

よって，かかる点を完全に看過し，国内法上の措置が執られていないこと

を，自由権規約違反の有無の判断を回避する理由として掲げた原決定は，論

理的に，明白に誤っており，また，本来行うべき審理を行っておらず、憲法

の解釈に誤りがある｡ 

 

第５ 結論 

   以上のとおり，原決定は，ア 日本の法令や具体的状況が条約に適合してい

るか否かという条約適合性判断の場面において，条約の裁判規範性を否定し、

よって憲法の違反がある点，イ 婚姻をするためには，夫婦の氏を必ず同一に

しなければならない旨強制する本件各規定等が，女性差別撤廃条約違反及び自
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由権規約違反となり、よって、条約の遵守義務を定めた憲法 98条 2項違反とな

るにもかかわらず，この点につき判断をしなかった点，ウ 女性差別撤廃条約

及び自由権規約は，締約国に差別撤廃実現のための立法，施策，救済等を義務

付けるものであり，差別撤廃を目的とした法制度，施策，救済等を実現しない

こと自体，すなわち，国内法上の措置を執らないこと自体が，条約違反となり、

よって、憲法 98条 2項違反となることを看過した点において，いずれも誤って

おり、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反がある。 

よって，速やかに破棄されるのが相当である。 

以上 


