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事実の概要

　原告らは、法律婚を希望している事実婚の夫婦
（第 1事件）と、もうひと組の事実婚の夫婦の妻（第
2事件）である。原告らは、婚姻後もそれぞれの
生来の氏を名乗り続けたいと考えており、区役所
において、「婚姻後の夫婦の氏」欄の「夫の氏」
及び「妻の氏」の両方にチェックを入れ、かつ「夫
は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と明記した
婚姻届を提出したが、民法 750 条及び戸籍法 74
条 1 号（以下、「本件各規定」）を根拠に、受理さ
れなかった。これについて、原告らは、本件各規
定が憲法 14 条 1項、24 条、女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約（以下、「女性差
別撤廃条約」）１）、市民的及び政治的権利に関する
国際規約（以下、「自由権規約」）２）に明白に違反
しているにも関わらず、国会が正当な理由なく長
期間改廃を怠った立法不作為により、婚姻の自由
を制約され、法律婚の夫婦であれば認められる法
律上の権利・利益及び事実上の利益を享受できず、
夫婦としての社会的承認も受けられないという不
利益をこうむり、多大な精神的苦痛を受けたとし
て、国家賠償法 1条 1 項に基づき、慰謝料の支
払いを求めた。

判決の要旨

　１　条約上の権利に関わる立法不作為

　「例外的に、法律の規定が条約上保障され又は
保護されている権利利益を合理的な理由なく制約
するものとして当該条約の規定に違反するもので
あることが明白であるにもかかわらず、国会が正
当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措
置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過
程における行動が個々の国民に対して負う職務上
の法的義務に違反したものとして、その立法不作
為は、国家賠償法 1条 1 項の適用上違法の評価
を受けるものと解することも可能である。」

　２　条約の裁判規範性
　「我が国において国会による承認を経て締結し
公布された条約は、他に特段の立法措置を講ずる
までもなく、憲法 98 条 2 項、7 条 1 号により我
が国の法体系に受け容れられて国内的効力を有
し、法律に優位するものであるが、一般に、条約
は締約国相互において国際法上の権利義務を発生
させる文書による国家間の合意であって、直接各
締約国とこれに所属する個々の国民との間の権利
義務を規律するものではないから、当該条約が個
人の権利を保障する趣旨の規定を置いていたとし
ても、これにより個々の国民がその所属する締約
国に対して当然に条約の定める権利を主張するこ
とが可能になるものではなく、締約国が相互に自
らの国に所属する個々の国民の権利を保障するた
めの措置を執ることを義務付けられ、その内容を
具体化するための国内法上の措置が講じられるこ
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とによってはじめて権利行使が可能になる場合も
少なくない。
　上記のような条約の基本的性格のほか、我が国
における司法と行政及び立法との権力分立や法的
安定性の観点を踏まえると、我が国において、あ
る条約の規定が、その内容を具体化するための国
内法上の措置を執ることなく、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ためには、第 1に、
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が必要であ
ると解される。各締約国は他国と交渉して条約を
締結する権限を有しているのであって、当該条約
の条項につき締約国内の法秩序において直接適用
可能なものとして効力を生じさせるのか、締約国
において具体化するための国内法上の措置を予定
するのかについても自由に合意することが可能で
あるからである。第 2に、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
ことを要するものと解される。権力分立の原則に
よれば、法の定立は立法府の権限であり、そのま
ま国内的に適用できる程度の明確さを備えていな
い条約の規定を裁判所が直接適用すると、実質的
に法を定立することになり、立法府の権限を侵害
するとともに法的安定性も害することになるから
である。また、条約の条項の執行のために必要な
機関や手続についての定めがなければ、実際上直
接適用されるのは困難だからである。」

　３　女性差別撤廃条約の裁判規範性
　「同条約は、一定の権利を確保することに言及
しているものの、締約国の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おらず、いず
れも締約国がその権利の実現に向けた積極的施策
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、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が予定されているといえる。
また、同条約の発効の経過における国会答弁にお
いて、同条約の国内における実施については、国
内法制の整備を通じて行うことを前提とする答弁
が繰り返し行われていること（弁論の全趣旨）か
らすれば、我が国の立法府及び政府は、同条約が

その内容を具体化するための国内法上の措置を待
たずにそのままの形で直接に適用されて個々の国
民に権利を保障するものであるとの認識を持って
いなかったことがうかがえる。」
　「同条約 16 条 1 項は柱書で『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子に
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
次のことを確保する。』と規定し、その確保の対
象として、同条約 16 条 1項 (b) 及び (g) の各規定
は、『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』、『夫及び
妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権
利も含む。）』とそれぞれ規定するところ、これら
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に同条項の執行に必要な
機関や手続についての定めを欠いていることから
すると、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。
　したがって、女子差別撤廃条約の規定が、その
内容を具体化するための国内法上の措置を執るこ
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
しているものと解することはできず、原告ら主張
の各権利が同条約により直接に個々の国民に保障
されているとは認められない。この結論に反する
原告らの主張は、いずれも採用することができな
い。」

　４　自由権規約の一般的意見 19及び 28 と
　　　自由権規約 23条 4項の裁判規範性
　「自由権規約は、原則として国内で直接に適用
されて裁判規範性を有する条約であるが、同条約
に基づいて公式に設置された機関である自由権規
約委員会の一般的意見は、条約解釈の指針ないし
補足的手段となり得るものではあっても、締約国
の国内的機関による条約解釈を法的に拘束する効
力を有するものではなく、もとより我が国の裁判
所による条約解釈を法的に拘束する効力を有しな
い。自由権規約 23 条 4 項の文理からすると、同
項が婚姻する各配偶者が婚姻前の氏の使用を保持
する権利を具体的に保障しているものと解釈する
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のは困難である。
　この点を措くとしても、一般的意見 19 は、〔1〕
『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〔2〕『平等の基礎において新しい姓
の選択に参加する権利』が保障されるべきである
とし、〔1〕と〔2〕とを選択的に述べており、原
告らの主張する前者（〔1〕）の権利又はこの双方
（〔1〕と〔2〕）の権利が必ず保障されるべきこと
を求めるものではないと解する余地があり、〔1〕
『夫妻の婚姻前の氏の使用を保持する権利』又は
〔2〕『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
らないとする一般的意見 28 についても同様のこ
とがいえる。
　結局のところ、自由権規約 23 条 4 項により各
配偶者が自己の婚姻前の氏の使用を保持する権利
が保障されているものと一義的に解釈することは
できず、これを前提とする原告らの主張は直ちに
採用することができない。
　そして、自由権規約 2条 1 項・3項 (b)、3 条、
17 条 1 項及び 23 条 1 項ないし 3 項の文理をみ
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障されている
ことが具体的に定められているとはいい難いこと
から、夫婦同氏制を定める本件各規定が自由権規
約の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。」

判例の解説

　一　はじめに
　最大判平 27・12・16（民集 69 巻 8 号 2586 頁。
以下、「2015 年最大判」）は、夫婦同氏制を定めた
民法 750 条は合憲であり、選択的夫婦別姓制度
については国会で議論すべきものとした。本事件
は、夫婦同氏の選択が婚姻の「成立要件」となっ
ているとして、民法 750 条と戸籍法 74 条 1 項の
合憲性及び国際人権法違反について問うたもので
ある。2015 年最大判の原告らも女性差別撤廃条
約違反を争ったが、同判決では条約への言及はな
かった３）。一方、本判決では、同条約並びに自由
権規約違反についての検討が行われた。本稿では
この点を中心に検討する４）。

　二　夫婦同氏制と国際人権法
　女性差別撤廃条約の政府報告書の審査を担う女
性差別撤廃委員会（以下、「CEDAW」）は、2003 年
以来、繰り返し夫婦同氏制を含む女性に差別的な
民法規定の改正を求めており５）、2009 年と 2016
年には、民法改正に関する勧告を実施確保促進の
ためのフォローアップ手続の対象に指定した６）。
自由権規約の履行状況を審査する自由権規約委員
会及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国
際規約７）に関する社会権規約委員会でも、女性
に差別的な法律への懸念や改廃の必要性が示され
ている８）。

　三　女性差別撤廃条約と締約国の義務
　いうまでもなく、条約の締約国は条約を誠実に
履行する義務を負う９）。また、国際人権法は、第
一義的には国内実施を予定しており 10）、女性差
別撤廃条約であれば、国内で「女子に対する差別
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」（2条柱書）は締約国
の本質的な義務である 11）。判決は、条約の裁判
規範性に関する主観的要件として、本条約の締結
過程において、立法府及び政府が本条約規定が直
接適用可能なものと考えていなかったと述べてい
るが、そうであれば、より一層、国会には国内実
施に必要な法整備を行う責任があるといえよう。
また、条約 16 条 1 項の規定が具体的でなく客観
的要件を欠き、「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」と述べているが、
判決にもある通り、同条 1項柱書は、締約国に「婚
姻及び家族関係に係るすべての事項について女子
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」ことを求めており、同項 (g) の「夫及
び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する
権利も含む。）」を保障するためにも、「すべての
適当な措置」が求められる。さらに、「女子に対
する差別」とは、条約第 1条によれば「女子が
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」を意味する。条
約の各条文は、「文脈によりかつその趣旨及び目
的に照らして」解釈されるべきであり 12）、民法
750 条は、夫の姓を夫婦の氏として指定している
わけではないから女性に差別的ではないという解
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釈は、法的（形式的）平等のみで判断しており、
条約が目ざす実質的（結果の）平等を考慮してい
ない 13）。実質的平等の実現には、表面上は性に
中立に見える法律等が、実際には女性に対して差
別的な効果をもたらす間接差別 14）の解消が必要
である。条文上男女の別を問わない民法 750 条
のもとで、96％もの夫婦が夫の氏を選択してい
るのはなぜか。これは、2015 年最大判の岡部意
見が指摘するとおり、実質的な不平等の存在によ
るものであり、それを解消するために「その内容
を補完し、具体化する法令の制定」が求められて
いるのである。なお、CEDAWは、日本に間接差
別を含む差別を包括的に定義し禁止する国内法の
制定を繰り返し求めている。国内でも、男女雇用
機会均等法 7条は間接差別を禁じている。

　四　人権条約機関の一般的意見等について
　日本の裁判所では、自由権規約委員会等、人
権条約機関の一般的意見（又は勧告）や所見（見
解）の法的拘束力の欠如を理由に、これらを条約
の解釈基準とすることを否定する傾向が強いが、
一般的意見は、各委員会による国家報告審査や個
人通報審査の蓄積に基づくコメンタリーとしての
性格を有している 15）。また、国家報告審査は「建
設的対話」と呼ばれ、締約国には、審査後に示さ
れる委員会の総括所見（最終見解）への対応とと
もに、国内の人権状況改善に向けた誠実な姿勢が
求められる。条文解釈について締約国と委員会の
間に相違がある場合には、その相違点を解消する
努力も必要である 16）。締約国は、こうしたプロ
セスへの積極的な関与も含めて条約履行の義務を
負っているのであり、拘束力の有無だけからこれ
らの文書の重要性を否定すべきではない 17）。

●――注
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条に基づく第 3回政府報告に関する社会権規約委員会の
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