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平成３０年（家）第    号 市区町村長の処分に対する不服申立事件 

申 立 人         ほか１名 

 

 

 

主張書面(2) 

 

 

平成３０年８月１０日 

東京家庭裁判所家事第３部４係 御中 

 

申立人ら手続代理人弁護士 榊  原  富 士 子 

他１５名 

 

 

 本書面では，世田谷区長による平成 30 年 6 月 29 日付意見書（以下「意見書」と

いう。）に対し，以下のとおり反論を行う。なお，既に提出済みの家事審判申立書

（以下，「申立書」という。）記載の主張が，意見書への反論となっている部分につ

いては，本書面では繰り返さない。 

また，本書面記載の略語は，特段の断りがない限り，申立書記載の略語と同義で

あり，下線はいずれも申立人ら代理人が付したものである。 
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第１ はじめに 

  意見書全体について，以下の４点をまず指摘する。 

 １ 申立人らの主張書面⑴で述べたとおり，世田谷区は本年 4 月 1 日より「世田

谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」（甲 32）を

施行したが，その 3 条で「全ての人が，多様性を認め合い，人権が尊重され，

尊厳を持って生きることができる。全ての人が，自らの意思に基づき個性及び

能力を発揮し，多様な生き方を選択することができる」との基本理念をかかげ，

4 条ではその理念にのっとった区の施策実施責務を定めている。しかし，この

条例の趣旨と意見書は真っ向から反する内容となっている。 

 ２ 意見書は，平成 27 年最大判の多数意見及び寺田補足意見をほぼそのまま要

約して記載したにすぎず，平成 27 年最大判の誤りを指摘する判例評釈，同最

大判に対する社会的な批判，及び同最大判後の事情の変化（選択的夫婦別姓制

度に賛成する意見の増加等）についての真摯な検討が全くなされていない。 

 ３ 意見書は，夫婦同氏の合理性を主張するにほぼとどまっている。しかし，申

立人らは，夫婦同氏の意義を否定するものではない。申立書で主張したのは，

本件規定が夫婦同氏のほかに夫婦別氏という選択肢を一切認めないことから，

夫婦別氏を希望する者は，婚姻意思を有していても婚姻をすることができない

という点で，憲法 14 条等に違背するということである。意見書はこの点につ

いて的確な反論をしていない。意見書は，この点については，立法裁量に委ね

られるべき（意見書 7 頁）とするのみで，なぜ立法裁量の限界を超えるもので

はないのかを明らかにしていない。 

４ 意見書の条約に関する記述は，日本が批准した条約を遵守しないことを正当

化することに終始している。憲法 98 条 2 項の「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」は，国内の統

治団体である地方公共団体にもあてはまるところ，おおよそ憲法 98 条 2 項を

遵守する姿勢を欠いた意見書となっている。 
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第２ 「我が国における氏の位置付け」（意見書第 2，3，2 頁）に対する反論 

 １ 意見書第 2，3(1)ないし(3)の判断方法の誤り 

⑴ 意見書は，平成 27 年最大判の多数意見に倣い， 

「氏は，婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を

規律しているものであるから，氏に関する上記人格権の内容も・・・憲法の趣

旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられる」と述べ

た後（意見書 3 頁 3 行以下），現行の「氏に関する民法の規定」を通覧して無

批判に肯定し（意見書第 2，3(2)），それらの規定から，氏には「家族の呼称

としての意義」があるため，家族を想起させるものとして「一つに定めること

にも合理性がある」，「婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることが

あり得ることは，その性質上予定されている」，との結論を導き出している（意

見書第 2，3(3)）。 

しかし，もし現行民法の氏の規定が憲法の趣旨を踏まえずに定められている

ならば，いくら現行民法の氏の制度を通覧しても，氏に関する人格権の内容を

適切に捉えることは不可能なのであるから，まずは現行民法の規定が「憲法の

趣旨を踏まえつつ定められる法制度」となっているか否かが十分に検討されな

ければならないはずである。 

この意見書の判断方法に関しては，高橋和之東大名誉教授による平成 27 年

最大判に対する次の批判がそのままあてはまる。 

「この議論の仕方には，人権と制度が衝突するときの調整の仕方に関する最高

裁の特徴的な思考様式が現れている。つまり人権の内容保障は法制度により具

体化されるのであるから，人権の保障範囲は制度の枠内に限定されるという考

え方であり，制度優先思考と呼んでいる。しかし，本来は憲法が保障する人権

が優先すべきであり，法律の定める制度は人権の制約として許される範囲の内

容として制定されなければならないはずなのである。」（甲 9,高橋和之「夫婦

別姓訴訟 同氏強制合憲判決にみられる最高裁の思考様式」143 頁最終行以下） 
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⑵ そこで，まずは現行民法の規定が「憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制

度」となっているかを検討する必要があるが，上記でいう「憲法の趣旨」の中

核を占めるのは，いうまでもなく「婚姻及び家族に関するその他の事項に関し

ては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければ

ならない」と定める憲法 24 条 2 項である。この憲法 24 条 2 項について平成 27

年最大判は，「立法に当たっては，同条 1 項も前提としつつ，個人の尊厳と両性

の本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針を示すことによって，その

裁量の限界を画したもの」という具体的な解釈を示した。そのため，現行民法

の規定が「憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度」となっているか否かを

検討するということは，具体的には，現行民法の規定が「個人の尊厳と両性の

本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針」に適合し，「（立法）裁量の

限界」を超えていないか否かを検討するということである。 

  そして，現行民法の規定が「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきで

あるとする要請，指針」に適合せず，「（立法）裁量の限界」を超えていること

については申立書において十分に論証したため，ここでは再論しない。 

⑶ なお，高橋教授は，前記の「人権の保障範囲は制度の枠内に限定されるとい

う考え方」への批判に加え，以下のように，そもそも「氏のもつ意味が制度に

より具体化されるという理解自体に疑問がある」と指摘している。かかる指摘

も，本件の意見書にそのままあてはまるものである。 

「本件では，それ以前に，氏のもつ意味が制度により具体化されるという理解

自体に疑問がある。名前というものは，社会生活の中で各人を他者と識別し自

己を同定する記号である。このような機能をもった名前自体は，国家により創

設された制度ではなく，社会の中で自生的に成立したものである。この他者か

らの識別と自己の同定機能が社会の中で自律的に生きる個人にとって極めて重

要な利益であるという認識が深まり，現在『憲法上の権利』としての保護が与

えられるべきだとされるようになったのである。その名前に氏と名の区別を設
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定して『氏名』という形態を与えるに際しては，国家の何らかの関与があった

かもしれない。しかし，名前（＝氏名）の本体は，起源的には社会の側に属し，

国家の創設した制度ではない。そして，起源的に社会の側に属し，国家に先行

する存在である点に着目して『人権』としての憲法上の保障を及ぼすのである。 

かりに氏については国家が家族の呼称として創設し，そのようなものとして

法制度のなかに取り込んで規律したとしても，社会のなかで名と一体化し名前

＝氏名として機能しているのであり，そこから氏だけを切り離し，氏は国家の

法制度により意味が与えられるのであるから人格権の保障は及ばない，などと

いう法律論は，恣意以外のなにものでもない。氏名が人格権の保障内容に含ま

れるのであれば，氏もそれと一体となって人格権に含まれるのであり，氏と名

では保障の強度が違うという議論ならまだしも，氏には保障が及ばないという

ような議論は，とても理解できない。氏にも保障は及ぶとして人格権の制限を

認め，その上で氏の変更が公益上必要とされる理由を検討し，この制限が正当

化しうるかどうかを判断すべきであった。その場合には，制限する目的，つま

り氏の変更を強制する理由はなにか，それに正当な理由があるとしても，その

目的は氏の変更を一律に強制する以外の方法によっては達成できないのか，を

論ずることになり，その説明を受けることにより判決という権力行使の理由が

明らかにされるのである。本判決は，人格権の保障は及ばないからその制限は

存在しないと『断定』して，理由の説明義務を回避してしまったのである。」（甲

9,高橋和之「夫婦別姓訴訟 同氏強制合憲判決にみられる最高裁の思考様式」144

頁上段 8 行以下） 

⑷ この点，泉徳治元最高裁判所判事も，以下のように同様の批判を述べている。

なお，この批判は直接的には憲法 13 条との関係について述べられたものである

が，憲法 13 条の「個人の尊重」と同 24 条の「個人の尊厳」はほぼ同旨である

ため，下記の「憲法十三条」を「憲法二十四条」と，「個人の尊重」を「個人の

尊厳」と読み替えることで，この批判は意見書に対する批判としても成り立つ
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ものである。 

「『氏』は婚姻または家族に関する法制度の一部として法律が具体的な内容を規

律しているのだから，氏に関する人格権の内容も法律制度をまって初めて具体

的に捉えられる，というのも間違いです。法律があって氏があるのではなく，

憲法一三条の個人の尊重から個人のアイデンティティの象徴としての呼称があ

り，憲法一三条の下で法律が呼称に関する制度を定めます。法律で定めるにあ

たっては憲法一三条の拘束を受けます。」（甲 35 ,泉徳治「一歩前へ出る司法」

267 頁）。 

 

２ 「民法第 750 条の立法目的及び合理性」(意見書第 2，3⑷，4 頁)に対する反論 

⑴ 「民法 750 条の立法目的」（意見書第 2，3(4)ア）について 

意見書は，民法 750 条の立法目的について，「夫婦は，生活共同体を形成する

ものであるから，その総体性を示すために，同一の氏を称するものである」と

か，「氏による共同生活の実態の表現という習俗の継続や家族の一体感の醸成な

いし確保にある」とし，同条の立法目的がそのようなものであることは，同条

の制定過程における我妻委員の説明からも明らかであると述べる（意見書 4 頁）。 

これを整理すれば，次の 2 点を立法目的として主張していると解される。 

①氏による共同生活の実態の表現という習俗の継続 

②家族の一体感の醸成ないし確保 

しかし，まず，上記のうち②について，我妻委員が立法時にこれを立法目的

であると説明した事実はなく，資料 2 ほか立法時の議論を示す資料をあたって

も②を立法目的としたことを示す資料は見あたらない。よって，意見書のこの

部分は誤りである。なお，平成 26 年 3 月 28 日東京高裁判決は，これを立法目

的の１つとしているが，平成 27 年最大判はそのように判断しておらず，「家族

という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす

考え方も理解できるところである」（甲 5，2594 頁）と述べたにとどまる。 
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また，上記のうち①については，そもそも昭和 22 年の民法改正時に選択肢な

き夫婦同氏制を継続させたのは，それによって何らかの「目的」を達成するた

めではなく，単に従前の（家制度時代に形成された）「習俗」を「継続」させた

ものにすぎないということなのであるから，上記①は「立法目的」と評価でき

るほどのものではないことは既に申立書で述べた通りである（申立書 20 頁 4⑴

ア）。 

⑵ 「立法目的と（手段と）の関係」（意見書第 2，3(4)イ（ｱ），5 頁）について 

ア 次に，仮に①が立法目的であるとし，かつ，それが正当なものであるとし

ても，その達成手段として設定された選択肢なき夫婦同氏制によって，同氏

で同居し共同生活を営む者については目的を達成させうるが，同氏でも別居

しており共同生活を営んでいない家族や，別氏でも共同生活を営んでいる家

族については，「共同生活の実態の表現」という目的は達成しえない。 

この目的達成が困難であることは立法時にも十分認識されていた。世田谷

区提出の資料 2 によれば，我妻委員は，意見書が引用する部分の直後におい

て，すでに以下のように述べている。 

「併し，御承知の通り親と子供が同じ所に生活するか，しないかということ

は，農村と都会とでは非常に違います。又都会地も，今日のような社会情勢

になりますと，その現実の共同生活，或いは世帯と申しますか，それが非常

に複雑になりますので，世帯の儘を法律に現わすということは甚だしい困難，

恐らく不可能であろうと思われる程の困難に逢着するのであります。」（昭和

21 年 8 月 22 日の臨時法制調査会第 2 回総会，資料 2・251 頁） 

    そして，昭和 21 年から 72 年を経た現在においては，農村と都会の違いの

対比というレベルではなく，グローバル化，国際結婚や再婚の増加等により，

家族の変化・多様化はさらにすすんでいる。本件の申立人らのように氏の変

更を望まないために事実婚を営む夫婦を思い浮かべれば，「氏による共同生活

の実態の表現」ができる家族の範囲は，昭和 21 年よりはるかに狭まっている。     
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    そのため，仮に上記①が立法目的であるとし，かつ，それが正当なもので

あるとしても，その達成手段として設定された現行の選択肢なき夫婦同氏制

は，当該立法目的を達成できる範囲を超えて個人を規制し，婚姻に不必要な

制約をかけているという点，さらには事実婚を発生・増加させる要因となっ

ておりかえって立法目的と相反する効果をもたらしているという点で，立法

目的と手段の間に合理的関連性を有するとは到底いえない状況に至っている。 

  イ また，婚姻への制約をより少なくする他の手段が存在するという意味でも，

現行の選択肢なき夫婦同氏制の違憲性は明らかである。 

すなわち，再婚禁止期間に関する最大判平成 27 年 12 月 16 日(以下，「平成

27 年再婚禁止期間違憲最大判」と言う)は，次のように判断している。 

「昭和 22 年民法改正以降，我が国においては，社会状況及び経済状況の変

化に伴い婚姻及び家族の実態が変化し，特に平成期に入った後においては，

晩婚化が進む一方で，離婚件数及び再婚件数が増加するなど，再婚をするこ

とについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっている事情も

認めることができる。また，かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々

にこれを廃止する立法をする傾向にあり，（中略）世界的には再婚禁止期間を

設けない国が多くなっていることも公知の事実である。（中略）  

そして，上記のとおり，婚姻をするについての自由が憲法 24 条 1 項の規定

の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎し

ていた子を産むことは再婚の場合に限られないことをも考慮すれば，再婚の

場合に限って(中略)厳密に不正の推定が重複することを回避するための期間

を超えて婚姻を禁止する期間をもうけることは困難である。他にこれを正当

化し得る根拠を見いだすこともできないことからすれば，本件規定のうち１

００日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっているという

べきである。」 

そして同判決の千葉勝美補足意見（多数意見の内容を敷衍したものと評価
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されている。判例時報 2284 号 24 頁）は，「多数意見の指摘するとおり，今日，

晩婚化が進む一方で，離婚件数及び再婚件数が増加する状況があり，再婚へ

の制約をできる限り少なくするという要請が高まってきている事情の下で，

形式的な意味で，上記の手段に合理的な関連性さえ肯定できれば足りるとし

てよいかは問題であろう。このような場合，立法目的を達成する手段それ自

体が実質的に不相当でないかどうか（この手段の採用自体が立法裁量の範囲

内といえるかどうか）も更に検討する必要があるといえよう。」と述べており，

以上は，まさに本件の選択肢なき夫婦同氏制にもあてはまる。 

本件においては，夫婦同氏のほかに，夫婦別氏という選択肢をもうけると

いう，婚姻についてより制限的でない他の選びうる手段があるのであるから，

夫婦別氏という選択肢をもうけていない点において，本件規定は違憲という

ほかない。 

なお，この点に関する高橋教授の評釈についても，以下に引用しておく。 

「岡部意見は，民法 750 条が夫婦同氏に例外を認めず，同氏とするか別氏

にするかの選択を認めていない点に違憲性を見た。これに対し，寺田補足意

見は，法律に『望ましい選択肢が用意されていないこと』を『憲法適合性審

査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには，本質的な難しさがある』

というのである。しかし，これは，本件には人権の制約は存在せず，諸利益

の立法裁量の合憲性の問題にすぎないという多数意見の立場に立った反論で

あり，本件には人格権や婚姻の自由の制約が存在するという立場から論じて

いると解される岡部意見とは，その前提を異にしており，噛み合っていない。

（中略） 

要するに，岡部意見は人権の制限が存在することを認めたうえでの議論で

あり，制限が存在する以上，それが正当化しうるかどうかの問題となるので

ある。正当化論における通常の論証は，制限の目的は正当かどうか，目的を

達成する手段は目的適合的かどうかを問うものである。これはアメリカの違
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憲審査でも使われている一般的枠組であるし，ドイツの憲法裁判所が依拠す

る比例原則の審査でも使われるものである。アメリカとドイツの審査には，

細部に違いはあるが，手段の目的適合性審査において『同一の目的を達成す

るために，権利を制限することがより少ない他の選択肢が存在するかどうか』

という基準を使うことでは一致している。 

本件において寺田補足意見がいう『望ましい選択肢』とは，この意味の選

択肢のことであり，岡部意見はかかる選択肢（夫婦の双方が旧姓を維持する

ことを認めるという制度の可能性）があるのにそれを採用していないことを

問題としているのである。それは，まさに本件の人権制約がアメリカやドイ

ツでは当然のこととして使われている基準に照らすと違憲だという主張と理

解できる。（中略） 

寺田補足意見は，岡部意見のこの構造を見誤り，多数意見と同じ立法裁量

と総合衡量の枠組みの下での認識と誤解した上での反論である。(中略)もし

寺田補足意見の趣旨が，かりに人権の制約があるという岡部意見の前提に立

ったとしても，この選択肢を考慮することは困難だというのであれば，いま

や違憲審査における『国際標準』ともいうべきものとして諸外国で活用され

ているこの基準を否定する意味をもち，大胆を通り越し無謀なと称すべき挑

戦と言わざるをえないだろう。」（甲 9，高橋前掲 149 頁上段左から 2 行ない

し 150 頁） 

⑶ 「婚姻制度との関係」（意見書第 2，3(4)イ（ｲ），5 頁）について 

ア 規格化と多様性 

意見書は，平成 27 年最大判の寺田補足意見を引用して，「法律上の仕組み

としての婚姻夫婦も，その他の家族関係と同様，社会の構成員一般からみて

もそう複雑でないものとして捉えることができるように規格化された形で作

り，個々の当事者の多様な意思に沿って変容させることに対しては抑制的で

あるべきである。」と述べる（意見書 5 頁最終行ないし 6 頁 5 行）。 
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この点については，まずこの主張と，世田谷区の前記条例 3 条の「全ての

人が，多様性を認め合い，人権が尊重され，尊厳を持って生きることができ

る。全ての人が，自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し，多様な生き方

を選択することができる。」との文言を対比されたい。世田谷区の主張が，同

区の条例の趣旨と真っ向から相反するものであることは明白である。 

なお，申立人らは家族制度の中の規格化をすべて否定すべきなどという極

端な主張をしているものではない。申立人らが実現を求めている選択的夫婦

別氏制も，いわば 1 つの「規格」である。申立人らは，現行民法が定める「規

格」が憲法や条約に違反する場合には，裁判所によって速やかにその違反の

認定がなされるべきであると主張しているにすぎない。 

イ 嫡出推定と夫婦同氏 

  意見書は，平成 27 年最大判に倣い，立法目的を離れ，選択肢なき夫婦同氏

制の持つ意義を述べ，それをもって当該制度の合理性の根拠としている。こ

の点に関し，以下，反論する。 

まず，意見書は，平成 27 年最大判の寺田補足意見を引用して，「複雑さを

避け，規格化するという要請の中で仕組みを構成しようとする場合に，法律

上の効果となる柱を想定し，これとの整合性を追求しつつ他の部分を作り上

げていくことに特に不合理はない」とした上で（意見書 6 頁 5 行以下），「法

律上の効果となる柱」については，「嫡出推定は，父子関係を定める機能まで

与えられていることからも中心的な位置を占め，これこそが婚姻制度におい

て想定される『法律上の効果となる柱』である」と述べる（意見書 6 頁 22

行以下）。 

この点，申立人らとしても，嫡出推定が婚姻の重要な効果であることを争

うものではない。しかし，「嫡出推定と婚姻」の関係と「嫡出推定と夫婦同氏」

の関係は別問題である。嫡出推定が婚姻の重要な効果であり柱であるからと

いって，夫婦同氏が嫡出推定のために必要であるとか不可欠であるという結
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論にはならない。 

嫡出推定は，妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する制度であるから

（民法 772 条 1 項），その要件は，父母の婚姻と婚姻中の母の懐胎であり，こ

れらの要件は，婚姻という社会的関係に基づいて父子関係を安定させるとい

う嫡出推定の目的と合致する。 

これに対し，夫婦同氏は嫡出推定の要件ではないし，嫡出推定の上記目的

とも理論的な結び付きを有しない。 

諸外国の婚姻制度をみても，嫡出推定（または，嫡出という用語のない国

も多いので父子関係の推定）は婚姻の重要な効果であるが，どの国にも，夫

婦同氏を強制する制度はなく，嫡出推定の制度が夫婦同氏強制の制度を必要

としないことはすでに証明されている。 

ウ 嫡出子であることの公示 

そして，意見書は，夫婦同氏と嫡出推定の理論的関係について一切説明し

ないまま， 

「夫婦に同氏を称するよう求められる仕組み（同法第 750 条）の下でいずれ

かの氏を選択することが，実質的には嫡出子の氏を決める意味を持つ」（意見

書 7 頁 4 行以下），「夫婦同氏の下では，子が両親双方と同氏である場合にそ

の子が嫡出子であることが示される」（10 頁下から 10 行以下）として，「夫

婦同氏と嫡出推定」の問題を，「夫婦同氏と嫡出子の公示」の問題へとすり替

え，夫婦同氏まで，婚姻制度の効果の柱であるかのように印象付けようとし

ている。 

しかし，この公示機能は，その反面として，両親と氏が共通でない子ども

は非嫡出子である（可能性が高い）ということも同時に公示するのであり，

その公示機能の必要性を説くことは，非嫡出子差別につながる危険性を強く

孕むものである。 

非嫡出子差別に関しては，平成 25 年 9 月 4 日に，最高裁自身が「昭和 22
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年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向，我が国における家族形

態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化，諸外国の立法のすう勢及び我が

国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘，嫡出

子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化，更にはこれまでの当審判例

における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば，家族という共同体の

中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるとい

える。そして，法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても，上

記のような認識の変化に伴い，上記制度の下で父母が婚姻関係になかったと

いう，子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてそ

の子に不利益を及ぼすことは許されず，子を個人として尊重し，その権利を

保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができ

る」と判示している。したがって，同判例を踏まえれば，意見書のように，

嫡出子の公示機能を重視することは決して許されないはずである。 

エ 小括 

意見書は，「婚姻制度について，複雑さを避け，規格化するという要請の中

で，民法第 750 条が，法律上の効果となる柱である嫡出推定との整合性を追

求しつつ，婚姻をする夫婦の氏をそのいずれかの氏とする仕組みを設けてい

ることは・・・十分に合理性を有する」（7 頁 10 行以下）と結論づける。 

しかし，この結論は，夫婦別氏の選択肢を認めないことが嫡出推定制度に

必要であることの根拠を何ら示せていないという点においても，非嫡出子差

別につながる嫡出子の公示機能を重視しているという点においても，明らか

に失当である。 

⑷ 「夫婦別氏という選択肢を設けていないことの合理性について司法審査を及

ぼすことの当否について」（意見書第 2，3(4)イ（ｳ），7 頁）について 

意見書は，「夫婦が別氏のまま婚姻をすることができるという制度を採用した

場合に，その夫婦の間の嫡出子の氏がどのように定められるべきであるかにつ
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いては多様な考え方があり得るが，その多様な考え方のうちどれを選択するか

によって，氏が持つ法的な意味合いが変わり得る」「選択的夫婦別氏制度の導入

の是非を含め，氏の在り方やその法的取扱いについては，国会の広い立法裁量

に委ねられるべき問題である」とも述べる。 

しかし，ここで意見書が言う「氏が持つ法的な意味合い」「氏・・・の法的取

扱い」が何を意味するのかは不明である。氏の「法的」な意味合いという観点

で言えば，むしろ，平成 27 年最大判は，氏名は，「人格権の一内容を構成する

もの」であること（2588 頁）および婚姻前の氏によって「婚姻前に築いた個人

の信用，評価，名誉感情等を婚姻後も維持する利益等」が「人格的利益」であ

ることを認めているのである（甲 5，2590 頁）。意見書もまた，第 2，3 の冒頭

で，氏名が人格権の一内容を構成するものであることを肯定している。 

ところが，意見書は，氏の「法的な意味合い」や「法的取扱い」が何を意味

するかについても，選択的夫婦別氏制を採用した場合に氏の「法的」な意味合

いや取扱いがどう変わり得るのかについても，何ら説明しないまま，安易に「広

い立法裁量に委ねられるべき」と結論付けるものであり，立法裁量に委ねるべ

きとする根拠，言い換えれば現行民法の規定が立法裁量の限界を超えていない

とする根拠を何ら示していない。 

前述のとおり，本件規定については，平成 27 年最大判が憲法 24 条 2 項の解

釈として示した「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要

請，指針」に適合し，「（立法）裁量の限界」を超えていないか否かが検討され

なければならない。そして，かかる検討の結果，本件規定が立法裁量の限界を

超えていることについては，申立書において詳述したとおりである。 

 

第３ 「憲法第 14 条第 1 項に違反するとの主張について」（意見書第 2，4，8 頁）

に対する反論 

意見書は，「本件規定は，夫婦同氏を希望する者及び夫婦別氏を希望する者のい
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ずれに対しても，婚姻をする場合には，夫又は妻の氏を称するものとすることを

定めているものであるから，そもそも，夫婦同氏を希望する者と夫婦別氏を希望

する者との別異取扱いをしているものではなく，平等原則を定めた憲法第 14 条第

1 項に何ら反しない」（意見書 9 頁 1 行以下）と述べる。 

しかし，これは，極めて非論理的な主張である。この論理を人種差別の場合に

例えれば，「白人のみ利用可としている公共のバスに関して，白人と黒人のいずれ

に対しても，『このバスには白人のみ乗ることができる』と定めているのであるか

ら，そもそも白人と黒人との間で別異取扱いをしているものではない」と述べて

いるのと同じである。  

平成 27 年最大判も認めているとおり，夫婦同氏制により「婚姻をすること」が

少なくとも「事実上制約されることになっている」のであるから（甲 5，2592 頁），

本来であれば，かかる制約に合理性があり正当化されるかが検討されなければな

らない。上記主張は，夫婦同氏制が夫婦別氏を希望する者に対する「制約」とな

っているという事実を直視せず，かかる制約を正当化する理由を一切示せていな

い。したがって，上記主張から本件規定が憲法第 14 条第 1 項に反しないとの結論

を導くことは理論的に不可能である。 

申立書にて詳述したとおり，本件規定は，夫婦別氏を希望する者に重大な権利

侵害・不利益を与えているところ，それが正当化され得る余地はないから，本件

規定による別異取扱いは憲法 14 条 1 項が禁止する差別的取扱いに該当する。 

  

第４ 意見書第 2，５「本件規定が憲法第 24 条に違反するとの主張について」（意

見書 9 頁）に対する反論 

ここでは，意見書は，平成 27 年最大判を要約するのみであり，それ以上の主張

を述べていない。平成 27 年最大判が憲法 24 条について示した見解への反論につ

いては，申立人らは申立書で十分に主張したところであるので，ここでは繰り返

さない。 
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第５ 「本件規定が市民的及び政治的権利に関する国際規約第 2 条第 1 項，第 3 項

(b)，第 3 条，第 17 条第 1 項及び第 23 条に違反するとの主張について」（意見

書第 2，6，10 頁）に対する反論 

１ 意見書は，「上記の各条項は，いずれも，夫婦別氏による婚姻及びその届出を

することができるという私人の権利を明白，確定的，完全かつ詳細に定めたも

のであるとは到底いえないから，自動執行力を有しないものというほかないと

述べる（12 頁 6 行以下）。 

しかし，例えば以下のとおり，裁判例において自由権規約の国内的効力及び 

自動執行力は明確に承認されている。 

① 徳島地判平成 8 年 3 月 15 日判時 1597 号 115 頁 

「Ｂ規約は，自由権的な基本権を内容とし，当該権利が人類社会のすべて

の構成員によって享受されるべきであるとの考え方に立脚し，個人を主体

として当該権利が保障されるという規定形式を採用しているものであり，

このような自由権規定としての性格と規定形式からすれば，これが抽象

的・一般的な原則等の宣言にとどまるものとは解されず，したがって，国

内法としての直接的効力，しかも法律に優位する効力を有するものという

べきである。」 

   控訴審である高松高判平成 9 年 11 月 25 日（判時 1653 号 117 頁）も当該部分 

をそのまま引用している。 

② 東京高判平成 5 年 2 月 3 日東高刑時報 44 巻 1～12 号 11 頁 

「通訳の援助を受ける権利は，わが国内において自力執行力を有するものと

解される国際人権Ｂ規約によって初めて成文上の根拠を持つに至ったもの

であって，これまでのわが国内法の知らないところである。」（判決文のマ

マ。「自力執行」は「自動執行」と同義。下記③においても同じ。） 

③ 大阪高判平成 6 年 10 月 28 日判時 1513 号 71 頁 

「同規約（申立人ら代理人注：Ｂ規約）はその内容に鑑みると，原則として  
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自力執行的性格を有し，国内での直接適用が可能であると解せられるから，

Ｂ規約に抵触する国内法はその効力を否定されることになる。」 

同判決は，続いて条約法に関するウィーン条約（昭和 56 年 7 月 20 日条約第

16 号）が自由権規約の解釈においても指針になるものと解されると判示し，自

由権規約の解釈の補足的手段として依拠すべきものとして自由権規約委員会の

一般的意見や見解を挙げている。 

したがって，自由権規約が自動執行力を有しないという世田谷区長の意見は，

これらの従前の裁判例の蓄積を踏まえないものである。 

２ 次に，意見書は，「念のため，同規約の申立人らが指摘する条項を個別的に見

ると」として各条項を検討し，本件規定が各条項に違反するとの主張は失当で

あると述べる（意見書 12 頁 11 行以下）。 

しかし，意見書の各条項の検討は表面的なものに過ぎず，自由権規約の解釈

を誤ったものである。 

つまり，申立書 44 頁において述べたとおり，自由権規約委員会は，その公式

な条約解釈を示す一般的意見において，平成 2 年と平成 12 年の 2 回にわたり，

締約国の各配偶者に「自己の婚姻前の姓の使用を保持する権利」があることを

明言している。 

また，自由権規約における「差別」とは，全ての人々が対等の立場で，全て

の人権と自由とを認識し，享有し又は行使することを無効にし又は害する目的

又は効果を有する区別，排除，制限又は特恵を意味するのであって（自由権規

約委員会が 1989（平 1）年に採択した「法律の前の平等（26 条）に関する一般

的意見 18」（甲 32）），女性差別撤廃条約における差別と同様に「効果を有する」

ものをも差別としているのであるから，各配偶者が婚姻前の姓の使用を保持す

る権利を保障していない本件規定は，形式的には性中立的であっても，自由権

規約違反となる。 

したがって，現行の選択肢なき夫婦別氏制は自由権規約 2 条 1 項，3 項(b)，
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3 条，17 条及び 23 条に違反する。 

 

第６ 意見書７「本件規定が女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

第 2 条(f)，第 16 条第 1 項(b)及び(g)に違反するとの主張について」（意見書 13

頁）に対する反論 

１ ここでも意見書は，「上記の各条項も，夫婦別氏による婚姻及びその届出をす

ることができるという私人の権利を明白，確定的，完全かつ詳細に定めたもの

であるとはいえず，自動執行力を有するものとはいえない」と述べる（意見書

14 頁 4 行以下）。 

しかし，女性差別撤廃条約も国際人権条約であり，前記のような従前の裁判

例が自由権規約の国内的効力及び自動執行力を承認した際に判示した理由は，

女性差別撤廃条約にも同様に当てはまるものであるから，自動執行力を有しな

いという世田谷区長の意見は妥当性を欠く。 

２ 次に，意見書は，「また，本件規定はいずれも性中立的な規定であり，これに

より，婚姻の際の氏の選択について性別による別異の取扱いが生じているとは

いえない」と述べる（意見書 14 頁 7 行以下）。 

   しかし，これも女性差別撤廃条約の解釈を誤ったものである。 

女性差別撤廃条約 16 条 1 項(b)は自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする

同一の権利を，同項(g)は婚姻に関して「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。）」を確保することを締約国に明文で義務付けてい

る。特に(g)の規定は，わざわざ括弧書きで「姓を選択する権利」を明記してい

るところ，申立書 45 頁に記載したとおり，女性差別撤廃条約における女性差別

は，女性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区別，排除又は制限

と定義されており，女性差別の効果を有する行為も禁止しているものである。

たとえ本件規定がいずれも性中立的な内容であっても，妻が改姓するのが当然
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であるという社会通念や種々の事実上の圧力を要因として，96％もの夫婦が夫

の氏を称しているという事実は，本件規定が女性が自由かつ完全な合意のみに

より婚姻をする同一の権利及び婚姻に関して姓を選択する同一の権利を行使す

ることを害する「効果」を有する規定であるということであり，女性差別撤廃

条約 2 条(f)，16 条 1 項(b)及び(g)に違反することは明らかである。 

 

第７ 結語 

以上より，本件規定が憲法 14 条，憲法 24 条及び国際人権条約（自由権規約及

び女性差別撤廃条約）に違反することは明らかであるから，裁判所におかれては，

本件規定が憲法及び国際人権条約に違反することを宣言され，本件婚姻届を受理

すべきことを命じられたい。 

以上 


