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第１ はじめに 

１ 原審判の漫然とした最大判の踏襲 

   本件は，婚姻後も就労を継続する女性が増加する中，婚姻後，いずれの

配偶者も生来の氏を名乗り続けたいという者らが，そのことのみによって，

法律上の婚姻をすることを希望してもできない状況となっているが，現代

社会では，別氏の選択肢を認めない民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号は，す

でに憲法適合性を失っているのではないか，婚姻の形式的要件として同氏

を強制することは，憲法上保護されるべき重要な人格的利益である「婚姻

をすることの自由」に対する不合理な制約と言えるに至っているのではな

いかを問う裁判である。 

   原審判は，最高裁判所平成 27 年 12 月 16 日大法廷判決（以下，「平成 27

年最大判」と言い，当該訴訟を「前訴」と言う）をほぼ踏襲するだけの内容

にとどまった。しかし，平成 27 年最大判には，後述のとおり数多くの問題

があり，学者らから厳しい批判を受けてきた。現在では、婚姻の自由を不当

に制限するものであるなどの理由から、夫婦同氏制を憲法違反だとする学説

が多数であり（甲 49 芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法第七版』岩波書店

139頁 2019 年）、到底無批判に踏襲すべきものではない。 

また，それだけではなく，原審判は，前訴と本件の当事者の主張の違いを

理解せずに主張を整理している。このため，本来，審理・検討すべき点につ

いての検討をせずに結論のみで終わっており，審理不尽が著しい。 

   そのため，抗告審におかれては，原審判を直ちに取り消し，本件を東京家

庭裁判所立川支部に差し戻されたい。 

 ２ 平成 27年最大判の問題点 

(1)「制約」の意味及び「制度優先思考」 

原審判が踏襲する平成 27 年最大判の問題点は多数あるが，本件申立との

（直接の）関係で特に重要な点としては，以下の２点が挙げられる。 
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1 点目は，夫婦同氏は婚姻の形式的成立要件であり，個人の婚姻の自由に

対する「直接的な制約」となっているにもかかわらず，平成 27 年最大判は

夫婦同氏が「婚姻の効力の一つ」であり，個人の婚姻をすることについての

「直接的な制約を定めたものではない」とか，「事実上の制約」とし，制約

の重大性を過少評価してしまった点である。 

また，2 点目は，平成 27 年最大判が「制度優先思考」に陥っている点であ

る。 

(2)婚姻の形式的成立要件―直接の制約 

ア 上記 1 点目の問題に対し，抗告人らは本件において，前訴とは異なり「戸 

籍法 74条 1 号」を「民法 750 条」とあわせて取り上げることにより，夫婦 

同氏が婚姻の要件（形式的成立要件）になっていると主張した。この点を改 

めて整理すると，以下のとおりである。 

すなわち，夫婦同氏を定める民法 750 条は「婚姻の効力」の節（第四編第 

二章第二節）におかれているが，他方で，民法は，「婚姻の成立」の節（第

四編第二章第一節）において，①実質的成立要件として婚姻障害事由の不存

在（民法 731 条ないし 737 条）及び婚姻意思の存在（民法 742 条 1 号）を定

め，②形式的成立要件として，「届出」（民法 739 条ないし 741 条）を定めて

いる。そして，②の届出に関して，戸籍法が「夫婦が称する氏」を婚姻届の

必要的記載事項の中に含めているため（戸籍法 74 条 1 号），夫婦の氏が決定

されなければ婚姻届は受理されず，「婚姻は成立しない」。この意味で，夫婦

同氏は，まさに婚姻の形式的成立要件になっている（平成 27 年最大判にお

ける岡部喜代子裁判官意見と同旨）。 

しかし，平成 27 年最大判は，民法 750 条の法文が効力の節に位置するこ 

とに引きずられ，夫婦同氏は「婚姻の効力」であるから，個人の婚姻の自由

に対する「直接的な制約とはなっていない」とし，かつ法律上の制約である

のに「事実上の制約」として，制約の法的位置づけを誤り，その重大性を過
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少に評価してしまったのである（甲 31辻村みよ子『憲法と家族』279頁 2行）。 

本件では，上記の点を明確にするため，民法 750 条の違憲性のみを主張し 

ていた前訴とは異なり，「民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号」の違憲性を主張

している。原審判は，この前訴と本件の主張の違いを全く理解していない。 

イ 婚姻の自由に対する制約については，平成 27 年最大判と同日に下された

再婚禁止期間に係る民法 733 条 1 項についての違憲判決（最高裁判所平成

27 年 12 月 16 日大法廷判決民集 69 巻 8 号 2427 頁，以下「再婚禁止期間最

大判」と言う）の中で，最高裁は，「婚姻をするについての自由は，憲法 24

条 1 項の規定の趣旨に照らし，十分尊重に値する」とした上で，民法 733

条 1 項は「婚姻の要件」であり「婚姻に対する直接的な制約となっている」

として，再婚禁止期間のうち 100 日を超える部分は合理性を欠き違憲であ

るとした。前記のとおり，夫婦同氏制を定める民法 750 条及び戸籍法 74 条

1 号も「婚姻の要件」であることに変わりはなく，「婚姻に対する直接的な

制約となっている」ことは明らかである。それにもかかわらず，かかる観

点からの検討が憲法 14 条 1 項の審査においても憲法 24 条 2 項の審査にお

いても一切なされていない原審判には，明らかな審理不尽の違法がある。 

(3)制度優先思考 

 ア また，平成 27 年最大判は，権利を制度に従属させ，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によって違憲審査を行った。この「制 

度優先思考」について，学説から厳しい批判を受けている。 

例えば，小山剛教授は，「権利の論理と制度の論理が交錯する場合に，自

動的に権利を制度に従属させた感がある。」と批判し（甲 34「夫婦同氏制を

定める民法 750 条の合憲性」ジュリスト 1505 号 21 頁），高橋和之教授は，「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」であると批判してい

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」世界 2016 年 3 月号 138 頁）。高橋教授によれば，「この議論の仕方
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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。つまり人権の保障内容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。」とされる（甲 9）。 

イ そして，高橋教授は，同じく甲 9 において，婚姻の自由と婚姻制度の関係

についても以下のように述べる。 

「婚姻そのものは前国家的な人権の問題であり，国家が法律婚という制度

をもって介入するのは，社会が婚姻につき一定の秩序付けを必要とするから

にすぎない。したがって，国家の定める婚姻制度は，基本的には婚姻の自由

の制約と捉え，それがなぜ正当かをきちんと説明する必要がある。もし不必

要な制限であれば，その制限は憲法違反なのである。婚姻制度は，国家が提

供するサービスといったものではない。もしサービスならば，サービス（法

律婚の提供する効果）を享受したい者が自由な意思で選択し利用すればよい

ことであり，利用する場合には国家が定めたサービスの内容を丸ごと承認せ

よと要求することも分からないわけではない。しかし，婚姻制度は決してそ

のようなものではなく，社会で自生的に成立する人間の営みであり，しかし

それをまったく各人に任せるといろいろな問題が生じるので，それを予防し

皆が平等に婚姻生活を送ることができるように，社会の要請に応えて国家が

規律を施したものなのである。したがって，婚姻の要件は，婚姻の自由を制

限するものであり，なぜその要件が必要かの論証が必要なのである。正当化

が論証し得ない場合には，当然違憲となる。これが諸国の憲法学の一致して

確立してきた通常の論証パターンである」（甲 9，147 頁）。 

また，民法学者の上野雅和は，「個人の利益を否定するに足りる合理的根

拠ある強力な国家的ないし社会的利益が存しない限り，個人の婚姻の自由を



7 

 

制約することは許されない」と早い時期に同旨を述べている（甲 10 新注釈

民法（21）親族（1）179 頁 11 行） 

ウ しかし，平成 27 年最大判は，高橋教授の指摘する「諸国の憲法学が一致

してきた論証パターン」をとらず，民法 750 条による婚姻の自由の制約の正

当性または合理性の検証を行わなかった。平成 27 年最大判は，「婚姻とは氏

を同じくすること」という先入観にとらわれすぎていて，夫婦同氏の強制が

婚姻の自由の制約に当たるとは全く考えなかったのであろう（甲 9，高橋 140

頁）。 

(4)再婚禁止期間最大判の判示 

一方，再婚禁止期間最大判は，「婚姻をするについての自由は，憲法 24 条

1 項の規定の趣旨に照らし，十分尊重に値する」として，婚姻の自由が，憲

法上直接保障された権利とまではいえないが憲法上保護されるべき人格的

利益であることを認めた上で（人格的利益と位置付けた点については，甲 50

最高裁判所判例解説・法曹時報 69 巻 5 号 1465 頁・加本牧子），「そうすると，

婚姻制度に関わる立法として，婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容

となっている本件規定（注：民法 733 条 1 項）については，その合理的な根

拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討を

することが必要である」と明確に述べている。これは，高橋教授が指摘する

「諸国の憲法学が一致してきた論証パターン」に沿った論述であり，最高裁

も再婚禁止期間最大判においては，このような正当な論証を行っているので

ある。 

そして，上述のとおり，夫婦同氏制を定める民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 

号も，再婚禁止期間を定める民法 733 条 1 項と同じく「婚姻の要件」を定め

るものであり，「婚姻に対する直接的な制約」となっている。そうであれば，

本件においても，「諸国の憲法学が一致してきた論証パターン」に則り，そ

の合理的な根拠の有無を，「婚姻をするについての自由は，憲法 24 条 1 項の
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規定の趣旨に照らし，十分尊重に値するもの」であり，民法 750 条及び戸籍

法 74 条 1 号は「婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている」

という事柄の性質を十分考慮に入れた上でその合理的な根拠の有無を検討

することが必要不可欠なのである。 

以上を踏まえて，以下第 2 及び第 3 において，憲法 14 条 1 項及び憲法 24

条 2 項のそれぞれに関する原審判の判断に，明らかな審理不尽の違法がある

ことについて論ずる。 

 

第２ 憲法 14条 1 項の原審判の判断について 

１ 原審判の判断手法 

原審判は，「平成 27 年最高裁判決において民法 750 条の憲法適合性が確認

されているところ，本件規定（抗告人ら代理人注：民法 750 条及び戸籍法 74

条 1 項）は，現時点においても憲法 24 条に違反せず，自由権規約及び女子

差別撤廃条約にも違反しているとはいえないから，憲法適合性が確認されて

いる民法 750 条により我が国において夫婦同氏制が定められ，その結果，夫

婦別氏を希望する者が婚姻をするに当たり夫婦別氏を採りえないこととな

っても，これが「信条」に基づく差別的な取扱いその他の憲法 14 条 1 項が

禁止する不合理な差別的取扱いに当たらないことは明らかである」として，

本件において抗告人らが行った憲法 14 条 1 項違反の主張内容の具体的検討

を一切行うことなく，民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 項は憲法 14 条 1 項に違

反しないと結論付けた（原審判第３・１(2)，17～18 頁）。 

２ 原審判の判断手法の不当性 

しかし，平成 27 年最大判が憲法との関係で判断したのは， 

① 婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利として保

護される人格権の一内容であるとはいえないから，民法 750 条は憲法

13条に違反しない， 
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② 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

いるわけではないから，憲法 14 条 1 項に違反しない， 

③ 夫婦同氏制は，同判決時の状況の下で直ちに個人の尊厳と両性の本質

的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であると認めることはでき

ないから，民法 750 条は憲法 24 条に違反しない 

の三点である。 

本件において抗告人らが新たに主張した，「夫婦同氏を希望する者と夫婦別

氏を希望する者との間の信条等による別異取扱いは憲法 14条 1項が禁止する

差別的取扱いである」との争点は，前訴では当事者による主張がないので，

最高裁による判断もなされていない。 

すなわち，「平等」の観点から言えば，平成 27 年最大判は，憲法 14 条 1

項との関係で「性別」に基づく「女性」に対する別異取扱いの有無について

判断し，憲法 24 条との関係でも「両性の本質的平等」という側面から検討

しているものの，本件において抗告人らが主張した「信条」等に基づく「夫

婦別氏を希望する者」に対する別異取扱いの有無については審理していない。 

  憲法 14 条 1 項違反（信条等による差別）の主張について審理も判断もし

ていない平成 27 年最大判の存在及び憲法 14 条 1 項とは別条項である憲法

24 条等に違反していないことのみをもって，本件における抗告人らの憲法

14 条１項違反の主張について，その内容の具体的検討の必要性を否定する

理由とすることはできない。 

これを許すことは，ある規定が「性別」に基づく別異取扱いでない場合に

は，それは直ちに「信条」等に基づく別異取扱いでもないと結論付けること

を正当化することを意味する。その不合理さは，例えば，黒人女性と白人女

性との間の別異取扱いが，「性別」に基づく別異取扱いではないとしても，

そうであるからといって「人種」に基づく別異取扱いではないという結論を

導くことはできないことを考えれば，明らかである。 
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また，ある規定が憲法上のある条項に違反しないからといって，他の条項

に違反しないことにはならないことは，論ずるまでもない。原審判が拠りど

ころとする平成 27 年最大判も，憲法 13 条に違反しないことや憲法 24 条に

違反しないことをもって憲法 14 条に違反しないと結論付けるなどという乱

暴な判断方法を採用してはいない。むしろ，同判決は，「法律の規定が憲法

13 条，憲法 14 条 1 項に違反しない場合に，更に憲法 24 条にも適合するもの

として是認されるか否かは・・・」として，憲法 13 条及び憲法 14 条 1 項と

は独立して，憲法 24 条違反の有無を検討しているのである。憲法 14 条 1 項

に反しないから憲法 24 条に反しないとも，逆に，憲法 24 条に反しないから

憲法 14 条 1 項に反しないとも，当然ながら，同判決は述べていないし，そ

のように考えるべき理由もない。 

３ 憲法 14条 1 項の意義 

原審判は，「憲法適合性が確認されている民法 750 条により我が国におい

て夫婦同氏制が定められ，その結果，夫婦別氏を希望する者が婚姻をするに

当たり夫婦別氏を採りえないこととなっても，これが「信条」に基づく差別

的な取扱いその他の憲法 14 条 1 項が禁止する不合理な差別的取扱いに当た

らないことは明らかである」として，憲法 14 条 1 項にかかる抗告人らの主

張について，具体的な検討を一切行わなかった。 

しかし，憲法 14 条 1 項は，「直接的な法規範として，立法・行政・司法の

全ての国家行為を拘束するものであ」り，「国民に対しては，平等権すなわ

ち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障し

たもの」である（甲 51 野中俊彦ら「憲法Ⅰ第 5 版」287 頁）。そうであれ

ば，直接的な法規範である憲法 14 条 1 項に拘束されている司法が，同様に

同項に拘束されている立法の一内容である夫婦同氏制について，抗告人らに

よる平等権侵害の主張を具体的に検討しないことは許されない。原審判は，

「憲法適合性が確認されている民法 750 条により・・・夫婦同氏制が定めら
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れ」ていることをもって不合理な差別的取扱いに当たらないと結論付けるが，

障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定にかかるいわゆる堀木訴訟に

おいて「憲法 25 条の規定の要請にこたえて制定された法令において，受給

者の範囲，支給要件，支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別

的取扱をしたり，あるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けて

いるときは，別に所論指摘の憲法 14 条及び 13 条違反の問題を生じ得ること

は否定しえないところである」と判示されているとおり（最大判昭和 57 年 7

月 7 日民集 36 巻 7 号 1235 頁），ある法令が憲法 14 条以外のある憲法の条項

に適合していたとしても，憲法 14 条違反の問題は別途生じ得るのである。 

また，憲法 14 条 1 項は，法適用の平等のみを意味するものではなく，法

そのものの内容も平等の原則に従って定立されるべきであるという，法内容

の平等をも意味している。法の内容に不平等な取扱いが定められていれば，

いかにそれを平等に適用しても，平等の保障は実現されず，個人の尊厳の原

理が無意味に帰するおそれがあるからである（甲 49 芦部信喜（高橋和之補

訂）「憲法第七版」岩波書店 131～132 頁）。そうであれば，本件規定につい

ても，その内容自体に不平等な取扱いが含まれていないかが検証されなけれ

ば，憲法が求める平等は保障されない。抗告人らが主張しているのは，まさ

しく，本件規定の内容自体が不平等な取扱いを定めるものであるという点で

あり，その点が精査されなければならない。 

４ 不合理な差別的取扱いであること 

 (1) 別異取扱いの存在 

民法 750 条を受けた戸籍法 74 条 1 号は，「夫婦が称する氏」を婚姻届の必

要的記載事項としているから，夫婦別氏を希望する者は婚姻することができ

ない。つまり，本件規定（民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号）は，夫婦同氏

を希望する者と夫婦別氏を希望する者を別異に取り扱っている。 

平成 27 年最大判は，民法 750 条について，条文の「文言上」，性別に基づ
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く差別的取扱いを定めているわけではないとしたが，同条を受けた戸籍法 74

条 1 号は，「夫婦が称する氏」を婚姻届の必要的記載事項とすることにより，

条文の「文言上」明確に，夫婦別氏を希望する者に対する別異取扱いを行っ

ているものである。 

(2) 区別の基準 

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もの」である（最判昭和 63 年 2 月 16

日民集 42 巻 2 号 27 頁）。特に，婚姻までの長期間の使用実績に裏付けられ

る生来の氏には，高い人格的利益が認められる。これについては，平成 27

年最大判も，「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

持する利益等は（中略）氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を

検討するに当たって考慮すべき人格的利益である」として認めるところであ

る（甲 5，2590 頁）。 

そうであるとすれば，原審の申立書で述べたとおり，「夫婦双方が婚姻後

も継続して生来の氏の継続使用を希望し，かつ，互いのそうした希望を尊重

し合う夫婦として生きるか，あるいは，同氏であることに一体感を感じ同氏

夫婦として生きるか」は，夫婦としての在り方を含む個人としての生き方・

人格的生存に深く関わる事項であり，憲法 14 条 1 項後段の「信条」（宗教的

信仰に限らず，政治や人生に関する信念を包含する。甲 6 佐藤幸治「日本国

憲法論」成文堂 201 頁）に該当するものである。 

夫婦別氏を希望する者に婚姻を認めないという本件別異取扱いは，憲法 14

条 1 項後段の「信条」等に基づくものに他ならないから，その正当性または

合理性の有無は厳格に検討されなければならない。 

(3) 被侵害利益と事柄の性質 

前述のとおり，民法 750 条を受けた戸籍法 74 条 1 号は，婚姻の形式的成

立要件を定めるものであり，夫婦別氏を希望する者は，これらの規定によっ
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て婚姻の自由を，直接的にかつ法的に，文言上制約されている。平成 27 年

最大判において，岡部喜代子裁判官他が，「夫婦が称する氏を選択しなけれ

ばならないことは，婚姻成立に不合理な要件を課したものとして婚姻の自由

を制約するものである」と個別意見を述べているとおりである。 

そして，再婚禁止期間最大判は，「婚姻をするについての自由は，憲法 24

条 1 項の規定の趣旨に照らし，十分尊重に値するもの」であり，民法 733 条

1 項が「婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている」という

事柄の性質を「十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である」と判示

しているところ，夫婦同氏制を定める民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号も，

再婚禁止期間を定める民法 733 条 1 項と同じく，憲法の趣旨に照らして十分

尊重に値する「婚姻をするについての自由」（憲法上保護されるべき人格的

利益）に対する「直接的な制約」であるのであるから，夫婦別氏を希望する

者に対する本件別異取扱いに正当性又は合理性があるかについても，そのよ

うな事柄の性質が十分考慮に入れられた上で，慎重に審理されなければなら

ない。 

(4) 差別的取扱いであること 

本件別異取扱いは，夫婦別氏を希望する者について，法的に保護されるべ

き人格的利益である生来の氏を維持するという信条等を理由として，憲法の

趣旨に照らして十分尊重に値する（憲法上保護されるべき人格的利益であ

る）「婚姻をするについての自由」に「直接的な制約」を課し，重大な不利

益を与えるものである。そのような事柄の性質を踏まえて，本件別異取扱い

について検討したとき，合理性を認める余地がないことは，原審申立書にて

詳述したとおりであり，かか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。 

５ 結論 

原審判は，「夫婦同氏を希望する者と夫婦別氏を希望する者との間の信条
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等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」

との抗告人らの主張について，別異取扱いが存在するか，存在するとして何

に基づくものか，被侵害利益は何か，かかる別異取扱いが「事柄の性質に応

じた合理的な根拠」に基づくものかについて，一切検討を行わなかった。 

その上で，これらの論点について何ら判断していない平成 27 年最大判の

存在のみに依拠して，結論を下したものであり，審理不尽であると言わざる

を得ない。 

 

第３ 憲法 24 条違反に係る原審判の判断について 

１ 事情の変化等 

憲法 24 条違反に係る抗告人らの主張に対し，原審判は平成 27 年最大判を

ほぼ完全に引用する形で，「本件規定は，憲法 24 条に違反するものではな

い」と述べる。 

   しかし，まず原審判は，平成 27 年最大判以降の事情の変化について，

平成 29 年 12 月の内閣府の調査に若干言及したこと以外には全く触れてい

ない。これは平成 27 年最大判以降に起こった事情の変化を完全に見誤る

ものである。この平成 27 年最大判以降の事情の変化の点については，改

めて本書とは別の書面でまとめて論じることにする。 

   また，平成 27 年最大判の憲法 24 条についての判断には，その誤りを指

摘する判例評釈や社会的な批判が数多く存在する。それにもかかわらず，

上記のとおり，原審判は平成 27 年最大判をほぼ所与の前提とした判断を

行っており，同最大判自体の問題点を一切克服していない。抗告人らは，

後記２以下において，改めて平成 27 年最大判の問題点について述べる。 

２ 平成 27 年最大判の問題点について 

(1)学者等による批判 

平成 27 年最大判に対しては，憲法・民法等の研究者や元判事から，以下
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のような厳しい批判がある。 

ア 甲 31 辻村みよ子 

   「多数意見は，『ある法制度の内容により婚姻をすることが事実上制約さ

れることになっていることについては，婚姻及び家族に関する法制度の内容

を定めるに当たっての国会の立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの

検討に当たって考慮すべき事項である』としている。しかし，夫婦同氏制度

によって，婚姻が制約されることがあるのは，『事実上』のことではなく，『法

律上』の問題であり，法律の規定及び戸籍事務の運用等によって，法律によ

って強制的に氏の選択を要素として，婚姻の効果が法的に承認されているこ

とを直視すべきであろう。この点，再婚禁止期間訴訟の方では『婚姻に対す

る直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定』と解されていたの

に対し，本件では『事実上の制約』があり得る程度と軽く扱われているとい

う差異が根底的に存在するといえる。」 

 「（多数意見は）家族の呼称としての機能や，嫡出子であることを示すため

の仕組みを確保する意義などのメリットと，夫婦同氏制下のアイデンティテ

ィ喪失感や社会的な信用・評価を維持することの困難という不利益などのデ

メリットとの両者を指摘した。そのうえで，通称使用による一定程度の不利

益緩和可能性を指摘して，『以上の点を総合的に考慮すると，……上記のよ

うな状況下で直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理

性を欠く制度であるとは認めることはできない。』として，憲法 24 条に違反

するものではないと結論付けた。この点，通称使用による不利益緩和可能性

については，岡部裁判官意見や木内裁判官意見によってすでに明確に反論さ

れており・・・，それが，本質的な批判になり得ず，量的な緩和策に過ぎな

いことが確認される。・・・通称を公的文書に使用できないという欠陥があ

る場合には，それが研究者の場合には，憲法 23 条の学問の自由，本件上告

人の一人のように行政書士などの例では憲法 22 条が保障する職業選択の自



16 

 

由と営業の自由にも抵触する不利益であるといえる。」 

イ 甲 33 泉徳治 

   「再婚禁止期間の違憲判断は当然であり，夫婦同姓強制の合憲判断は間違

いであるというのが私の立場です。選択的夫婦別姓を認めずに同一姓を強制

することを合憲とした多数意見を読むと，『個』がない，『個』が見えない判

決だと思います。まず社会があり，社会の構成要素として家族があり，家族

の中に個人があるという発想です。・・・しかし，まず，一個の人間として

の男と女があるのではないでしょうか。その男と女が結婚して家庭を作る，

家庭が集まって社会を作るのではないでしょうか。個人の尊重，個人の尊厳

がまず最初に来るべきことです。多数決原理で個人の人権を無視することは

許されないと思います。」 

   「次に，大法廷判決は，夫と妻はいずれの氏を称するかを協議して決める

ことができるのであるから，男女間に差別はない，と言っております。夫婦

の 96％以上が夫の氏を選択しているのですから，女性が実質的に差別されて

いることは明らかでしょう。また，婚姻の効力の一つとして夫婦同氏を強制

しても，婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではない，と言

っております。婚姻によって夫婦のいずれかが氏を変更しなければならない

ということは，婚姻をすることについての一つの制約だと思います。」 

「また，大法廷判決は，憲法 24 条 2 項が婚姻および家族に関する事項は

『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』

としているのは，立法府に対する『要請，指針』であるとしておりますが，

同項は，立法府に対し『個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚』することを

命じたものです。ここでも，法律の具体的な制度設計が重要な意味を持つの

であり，憲法は単なる要請，指針である，憲法は裁判規範ではなくプログラ

ムである，という最高裁の姿勢が現れているように思われます。」 
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ウ 甲 35 建石真公子 

   「本判決の特徴として，民法 750 条が憲法 24 条に適合するかに関する審

査において，憲法 24 条 2 項が具体的な内容を立法に委ねている点を強調し，

具体的に憲法 24 条 2 項の個人の尊厳や両性の本質的平等がどのような権利

を保障しているのかについては明らかでない点があげられる。しかし，戦後

の多くの国の憲法や人権条約に婚姻や家族に関する規定が置かれている理

由の一つは，婚姻の自由や家族に関する法制を定める法律に対して，憲法や

人権条約によって一定の法規範を示すところにある。特にファシズム国家が

家族に介入した経験から，国からの一定の自由の確保を図るとともに，社会

国家観に基づき社会権による家族の保護という新しい制度により家族にお

ける弱者の保護が目ざされている（例えばドイツ連邦共和国憲法 6 条）。ま

た 1970 年代以降の欧米諸国における家族法改正は，伝統的な家族から，平

等で個人を尊重する家族像への転換―非嫡出子の権利保護，同性愛者の婚姻

等―を，法によって推進してきたものである。立法裁量の範囲に左右され，

社会的状況を待つことは，憲法 24 条の保護する権利を実体のないものとす

る危険がある。判決の述べるように，家族が社会の基礎であるがゆえに，そ

こにおいてすべての個人の尊厳が保障されるような法制度こそが憲法 24 条

の趣旨であろう。婚姻を選択する個人が，そのことにより，判例の認める権

利である『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』

としての氏名について変更を余儀なくされることは，婚姻や家族における個

人の尊厳を傷つけ，憲法 24 条の目指す家族像とは離れる結果となるのでは

ないだろうか。」 

エ 甲 36 水野紀子 

   「子にとって，嫡出推定や共同親権は，重要で必要な法益であり，両親と

同じ氏を名乗るという漠然たる法益（？）（原文ママ）とは比較にならない。

婚姻制度は，子の幼い日々を守る育児環境を整えることを主要な目的として
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国家が設計するものであり，夫婦はその設計に従った公的介入を受諾する意

思をもって，婚姻を締結する。その設計において，夫婦がとても受諾できな

い婚姻障壁を課すのは，二人の間に生まれる子から嫡出子としての保護を奪

うことになる。法廷意見は，嫡出子の保護を強調しながら，嫡出子として出

生すべき子から，その民法上の保護を奪う結論を採ったと言わざるを得な

い。」 

   「民王 750 条の夫婦同氏は，婚姻の要件ではなく，効果とされており，法

廷意見もその前提に立つ。しかし実際には，日本人同士が日本において婚姻

しようとする場合には，本件の原告がそうであったように，夫婦の氏を定め

ないと戸籍上受理されないため婚姻できず，婚姻の要件として機能する。」 

  「本判決では，15 名の最高裁判事のうち，男性 10 名が合憲判断，男性 2

名と女性 3 名が違憲判断をとっている。法廷意見は，『婚姻という身分関係

の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改めるとい

う場面であって，自らの意思に関わりなく氏を改めることが強制されるとい

うものではない』とするが，民法 750 条は婚姻の権利と氏名を変更されない

権利の二者択一を迫るものであり，婚姻という基本的な権利を行使しようと

すると氏を変更せざるを得ないのであるから，強制的変更でないとはいえな

いだろう。」 

   「法廷意見は，通称使用によって改氏の不利益が緩和されるとするが，現

実には通称使用の限界はいたるところにあり，通称使用者は日常生活のあら

ゆる場面で『これはあなたの『本当の名前』ではない』と非難する官民にお

ける官僚主義と絶えず闘い続けなくてはならないのである。法廷意見には，

『本当の名前』を意思に反して奪われる被害への想像力が欠落している。 

オ 甲 37 二宮周平 

   「第 1 に，多数意見の最大の問題点は，氏と名を切り離し，本件規定が氏

名の人格権に関わる問題であることを意図的に捨象して，『氏の変更を強制
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されない権利』を人格権の一内容として認めず，氏を家族の呼称と捉えた結

果，家族のあり方論に問題をすり替え，法律婚と嫡出子を規範とする家族観

を示したことである。・・・2010 年国勢調査によれば，夫婦と子から成る世

帯（例えば，老夫婦と中年の独身の子という世帯も含む）は 27.9％に低下し，

単独世帯 32.4％，夫婦のみ世帯 19.8％，ひとり親と子から成る世帯 8.7％，

3 世代同居を含むその他世帯（例えば，祖母と母と孫娘という 3 世代世帯も

含む）も 11.1％であり，家族は多様化している。この現実を踏まえない上記

家族観はおよそ現実適合的でないばかりか，離婚した親と子，婚外子を家族

として認めないかのような捉え方であり，差別的，排他的であり，寛容性に

欠けるように思われる。」 

   「第 2 に，多数意見が依拠する家族観に法的根拠がないことである。現行

民法は，1947 年 12 月，日本国憲法を根拠として，家制度を廃止し，男女の

平等を徹底したものであり，家族を，夫と妻，親と子，親族相互の個人と個

人の権利義務関係として規定する。家族を団体として捉える規定は存在しな

い。・・・また『家族が社会の自然かつ基礎的な単位』とする表現は，国連

国際人権規約自由権規約 23 条 1 項に規定されているものではあるが，その

一般的意見 19（1990）の 2 によれば，『家族の概念がいくつかの国により異

なりうるし，一国内の地域によってさえ異なりうること，それゆえ，本概念

に標準的な定義を与えることが不可能であることに，留意する』とし，その

7 では，『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』とされて

いる。こうした状況を鑑みると，多数意見も寺田補足意見も現行法の予定し

ない，かつ国際人権の規定から離れた，自身が主観的に望ましいと思う家族

観に依拠していることが明白である。」 

カ 甲 39 床谷文雄 

   「成立した婚姻において本質的といえるものは，相互協力扶助による婚姻
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共同生活の維持であり，夫婦の氏は，それを補助する存在に過ぎない。氏の

ために婚姻を妨げられるのは，本末転倒ではなかろうか。」 

「多数説の考え方は，嫡出家族を社会の典型的基礎単位として際立たせる

ものであり，家族の多様性を認め，嫡出であるか嫡出でないかによる子の差

別を撤廃するという世界的な潮流に背を向けるものであるし，最高裁自身が

採った立場にも反する。」 

「確かに，20 数年前に比べれば，国の行政機関・地方自治体・民間企業な

ど職場での通称としての婚姻前の氏（旧姓）の使用度・許容度は格段に上昇

している事実はあるが，その使用の限界も指摘されている。ここでいう通称

は法的基礎がなく，行政の申合わせや個別企業の了解によるものであり，通

用性の限界や不安定さは岡部意見・木内意見の通りである。・・・木内意見

にいう通称の法制化が全く新たな性格の氏となるのか，戸籍実務にいう『呼

称上の氏』の応用になるのかは定かではない。いずれにしても，自己の真正

な氏として法的に通用するものでなければ意味がないし，氏を変えない婚姻

へのニーズは，通称使用によって充たされるわけではない。」 

キ 小括 

   抗告人の主張に沿うこれらの各研究者及び元判事からの指摘は，いずれも

正鵠を射ており，合理的な反論を差し挟む余地はほぼ皆無である。平成 27

年最大判を無批判に踏襲受容した原審判は，これらの指摘に全く答えていな

いため，原審の審理不尽は明らかであるといわざるを得ない。 

(2)社会的な批判 

また，平成 27 年最大判に対しては，新聞各誌も，「女性への負担司法顧み

ず」（甲 52 の 1 東京新聞），「『不利益は通称使用が広まることで一定程度緩

和される』」との「指摘に疑問が残る」（甲 52 の 2 日本経済新聞），「姓が異

なることで家族のつながりが揺らぐという考えには同意しがたい・・判決が

『婚姻の際に姓の変更を強制されない自由は憲法で保障される人格権とま
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ではいえない』と判断したのは残念だ」（甲 52 の 3 毎日新聞），「男女の役割

などが多様化し，家族像が大きく変化しているなか，この判決は時代に逆行

する判断と言わざるを得ない・・『通称使用で不都合が一定緩和されている』

などという理由で合理性を認めた多数意見は，およそ説得力に欠ける」（甲

52 の 4 朝日新聞），「最高裁が示した判決は『時代の要請』からほど遠いもの

だった」（甲 52 の 5 沖縄タイムス），「制定当時と比べ，社会は大きく変わり，

結婚で主に姓を変える女性にさまざまな不都合が生まれている。その実情を

女性の立場に立ってつぶさに点検したのか。疑問が残る」（甲 52 の 6 信濃毎

日新聞）等と厳しく批判すると共に，いずれの新聞も，判決後も「議論に終

止符を打ってはならない」「国会で見直しの議論を」との趣旨で釘をさして

いる（甲 52 の 1～6，各社の新聞）。 

   このように平成 27 年最大判には各方面から多くの批判が重ねられている

ところであり，原審のように同最大判を無批判に所与の前提とすることは到

底許されるものではない。 

(3)平成 27 年最大判の論理的な誤り 

加えて，平成 27 年最大判は，以下のように論理的にも誤っている。 

 ア すなわち，平成 27 年最大判は，憲法 24 条 2 項における考慮要素として，

少なくとも， 

① 「憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべ 

 きこと」， 

② 両性の実質的な平等が保たれるように図ること」， 

③「婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることの

ないように図ること」 

の 3 点が含まれることを明らかにすると共に，憲法 24 条 2 項は，立法府に

対し，これらの考慮要素に「十分に配慮した法律の制定を求める・・・限定

的な指針」であると明言した（甲 5，2593 頁）。 
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イ しかし，その後の判示部分で実際に同最大判がこれらの考慮要素に触れた

のは，以下の部分のみである。 

「夫婦同氏制の下においては，婚姻に伴い，夫婦となろうとする者の一方

は必ず氏を改めることになるところ，婚姻によって氏を改める者にとって，

そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり，婚姻前の氏

を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用，評価，名誉感情等を維持

することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否

定できない。そして，氏の選択に関し，夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数

を占めている現状からすれば，妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が

多い状況が生じているものと推認できる。さらには，夫婦となろうとする者

のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために，あえて婚姻をし

ないという選択をする者が存在することもうかがわれる。しかし，夫婦同氏

制は，婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではな

く，近時，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と

ころ，上記の不利益は，このような氏の通称使用が広まることにより一定程

度は緩和され得るものである。」（甲 5，2595 頁） 

ウ 平成 27 年最大判は上記の部分で，現行の選択肢なき夫婦同氏制が上記①

ないし③の考慮要素に「十分に配慮した法律」として制定されているという

ことを示したかったのであろうと推測されるが，上記下線部の婚姻前の氏の

通称使用は，婚姻前の氏を使用し続ける実際の社会的必要性から「便宜的に」

かつ「事実上」社会に広まってきたものにすぎない。すなわち，婚姻前の氏

の通称使用は，国会が上記①ないし③の考慮要素に「配慮」して広めたもの

ではない。国会は，現行の選択肢なき夫婦同氏制を制定する際，あるいは当

該制定以降現在に至るまで，①「憲法上直接保障された権利とまではいえな

い人格的利益をも尊重すべきこと」にも，②「両性の実質的な平等が保たれ

るように図ること」にも，③「婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実
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上不当に制約されることのないように図ること」にも，全く「配慮」してい

ないのである。 

よって，平成 27 年最大判が自ら示した前記の規範（「憲法 24 条 2 項は，

立法府に対し，上記①から③の考慮要素に十分に配慮した法律の制定を求め

る限定的な指針である」）に照らせば，現行の選択肢なき夫婦同氏制は国会

に与えられた立法裁量を逸脱して制定されたものであることは明らかであ

る。平成 27 年最大判には，自ら示した規範とその後の判示部分とが論理的

に整合していないという致命的な瑕疵があるといわざるを得ない。 

エ 加えて，平成 27 年最大判が挙げる婚姻前の氏の通称使用については，同

最大判の個別意見において岡部裁判官が的確に指摘しているとおり，「通称

は便宜的なもので，使用の拒否，許される範囲等が定まっているわけではな

く，現在のところ公的な文書には使用できない場合があるという欠陥」があ

り，実際にも裁判例では，婚姻前の氏は，通称として使用する権利が否定さ

れているだけでなく，法的保護も認められていない（日大三高を被告とする

事件，東京地判平成 28 年 10 月 11 日，平成 27 年（ワ）第 5802 号氏名権侵

害妨害排除請求事件）。 

また，仮に，今後婚姻前の氏の通称使用が法制化され，上記の欠陥が解消

されたとしても，岡部裁判官が別途指摘する「通称名と戸籍名との同一性と

いう新たな問題」は解消されず，また，戸籍名を夫婦となる者のどちらかが

必ず変更しなければならない点で，当該変更する者の①アイデンティティ等

の人格的利益は尊重されず，②両性の実質的な平等も保たれない。その結果，

当該立法後も夫婦のどちらが戸籍名を変更するかに関する協議が調わず，③

婚姻をすることが事実上不当に制約される者が出てくるであろうことは，想

像に難くない。 

これらの点に鑑みると，平成 27 年最大判が挙げる婚姻前の氏の通称使用

については，それが「事実上」広がっているというだけでは当然不十分であ



24 

 

る上，仮にそれが何らかの形で「法制化」された場合であっても，上記①な

いし③の考慮要素に「十分に配慮した法律」が制定されたとは到底いえない。

このように考えると，平成 27 年最大判が挙げた規範に照らしても，婚姻す

る夫婦が夫婦同氏と夫婦別氏のいずれをもシンプルに選択できる制度，すな

わち選択的夫婦別氏制度の法制化が必要不可欠なのである。 

(4) 小括 

以上のとおり，平成 27 年最大判の憲法 24 条についての判断に対しては多

くの批判がある上，そもそもその内容に論理的な誤りもあるため，原審判が

平成 27 年最大判の問題点について一切検討しないまま同最大判を所与の前

提として判示を行ったことについては，明らかな審理不尽の違法があるとい

わざるを得ない。 

そして，第１でも述べたが，民法 750 条及び戸籍法 74 条 1 号は婚姻の形

式的成立要件として，婚姻の自由に対する「直接的な制約」になっていると

ころ，直接的な制約として同じ構図となっている民法 733 条 1 号については，

再婚禁止期間最大判は，禁止期間の 100 日超過部分の違憲性を宣言するにあ

たり，当該部分は「憲法 14 条 1 項に違反するとともに，憲法 24 条 2 項にも

違反する」と述べている。よって，本件においても，憲法 750 条及び戸籍法

74 条 1 項は「憲法 14 条 1 項に違反するとともに，憲法 24 条 2 項にも違反す

る」という結論に至るべきであり，これと異なる結論となる理由は全く見い

出せない。 

 

第４ 結語 

  以上のとおり，原審判には審理不尽の違法があるため，抗告審におかれては， 

直ちに原審判を取り消し，本件を東京家庭裁判所立川支部に差し戻されたい。 

なお，抗告人らは，追って別書面において，平成 27 年最大判後の事情の変

化に関する主張と，国際人権条約に関する主張を追加する予定である。 

以上 


