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はしがき
2008 年度に発足した東北大学グローバル COE プログラム「グローバル時代の男女共同参画
（平
と多文化共生（ Gender Equality and Multicultural Conviviality in the Age of Globalization ）」
成 20 年度社会科学分野 / 拠点リーダー辻村みよ子、国内連携機関・東京大学社会科学研究所）は、
グローバル化が進行する世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共生の二つの観点
から解明し、
それらの知見を融合しながら解決策を提示することを目的としています。さらに、
こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しうる若手研究者を育成することを最終的な
目標としています
（詳細は、http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe をご覧下さい）。2009 年度からは、
クロスナショナル・ドクトラル・コース（ CNDC ）の大学院生たちを迎えて、活動を全面展
開してきました。
この GCOE の目的と目標を果たすために、学術的な研究成果を発表するジャーナルを発刊
することとし、Gender Equality and Multicultural Conviviality（男女共同参画と多文化共生）
の頭文字をとって、
「 GEMC ジャーナル」と名付け、2008 年度末に 1 号を刊行しました。2009
年度からは、英文ジャーナルと和文ジャーナルを毎年 2 号ずつ刊行しています。

GEMC ジャーナルは、原則として第一部と第二部に分かれます。第一部には、GEMC ジャ
ーナル編集委員会から執筆を依頼した論文で、GCOE の研究会報告をもとにした論文や事業
推進担当者らの研究論文を掲載します。第二部には、若手研究者に業績を発表する機会を保障
するために、査読雑誌と位置づけて投稿論文を掲載することとしました。本 GCOE のテーマ
と関係する論文であれば、身分資格を問わずに投稿を認め、掲載可能性のある論文の著者には
研究会での報告等をお願いして成果を共有します。GEMC ジャーナル編集委員会内部に設け
た査読委員会が論文の査読作業にあたります。査読委員会は、広範囲の領域にわたる論文を査
読するために、それぞれの論文と同じ分野の専門家に匿名で個別に評価を依頼し、その評価に
基づいて厳正な査読を行いました。評価にご協力くださった内外の専門家の皆様に、この場を
借りて厚く御礼を申し上げます。
グローバリゼーションの進展に伴い、ジェンダー、ナショナリズム、コミュニティ、世代な
どが生み出す差異は、構造的にもつれ合って深刻な弊害を社会にもたらします。これらの弊害
を克服し、多様な文化的価値が共存する社会を再構築する道を求めて、私たちの GCOE は発
足しました。その出発の年である 2008 年には、アメリカに発した金融危機がたちまちグロー
バル化して世界を覆い、世界も日本もまだその混乱の中にあります。課題は緊急でかつ困難で
はありますが、本 GCOE は知的な営為を重ねて、これらの課題に対応し、基礎工事となる確
実な研究を目指します。GEMC ジャーナルも、その営為の努力の一つとして、意義のあるも
のにしたいと願っております。

2011 年 3 月
東北大学グローバル COE
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

GEMC ジャーナル編集委員会
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韓国における「多文化主義」
の
背景と地域社会の対応
李

善姫

一方、韓国での「多文化」は、これまでの「単一社

Ⅰ . はじめに

会」では、グローバル化に対応できないという限界の
認識から、「多文化社会」になること自体を志向して

急激な少子高齢化社会を迎えた日本と韓国におい

いるように思われる。韓国における「多文化」という

て、最近共通の社会的イシューとして「多文化」とい

言葉は、学界や市民運動、
NGO などで使われ始めたが、

う言葉がよく登場している。そもそも多文化主義とは、

それを政府が新たな外国人政策を作りあげる際に借用

オーストラリア、カナダ、アメリカなどの移民国家や

し、
「多文化政策」、
「多文化教育」、
「多文化家族」等々、

ヨーロッパの先進国において自文化中心的同化主義を

従来の「外国人」という言葉の代替用語として乱用さ

反省し、同じ社会空間の中に複数の文化の共存を認め、

れるようになっているのが現状である。最近は多文化

それに伴う政策的整備も含む概念である。また、多文

相生という言葉が宣伝文句やキャッチフレーズの中で

化主義が目標とする社会は、少数派の文化を差別・否

見られるようになっている。相生という言葉は互いに

定するのではなく、むしろ保護・育成する事によって、

勝利者として生きるという意味を持っており、韓国で

文化間の格差や差別を防止し、社会的、経済的、政治

はここ最近、共生という言葉に代わって、より積極的

的な葛藤を解消することにその目的がある 。しかし、

な意味を持つ相生という言葉がよく使われている。

1

2000 年代に入ってからの相次ぐ国際テロなどで、今

いずれにしても、韓国での「多文化」は「単一文化」

まで多文化主義を採っていたアメリカやヨーロッパ各

あるいは「純血主義」に対する対義語として使われて

地において、移民規制の強化など多文化主義に新たな

いる。現在、韓国社会で使用されている「多文化」と

局面を迎えている。

いう言葉は、国内に住む外国人と関わる全てのものを

そのような中、日本と韓国では 2000 年代半ばから
「多文化」の言葉を行政や政府側が使い始め、国の政
「多文化」
策に取り込んでいる。日本の場合は一般的に、

指し、時には在韓外国人（特に結婚移民女性）や外国
にルーツをもつ人自体を代弁することもある。
このような韓国の「多文化社会」への急変について、

という言葉は単独で使われることはなく、共生という

金ヘスンは「政治的学術的立場に関係なく、短い時間

言葉とセットで使われている。それは、日本は「多文

に『同化ではない適応と統合』『多文化的感受性と文

化社会」そのものを志向するのではなく、すでに定住

化の多様性の高揚』が社会・文化・政治的に望ましい

している外国人との地域における共生を強調する政策

という立場が主流」となり、「普遍価値としての『多

のスタンスを現わしている。2006 年に日本の総務省

文化主義』『多文化社会志向』にコンセンサスが得ら

が発表した「地域における多文化共生推進プラン」の

れている」（金ヘスン、2007：1 頁）と評価している。

中でも、多文化共生は「国籍や民族の異なる人々が、

さらに韓国社会における「多文化社会」への合意の背

互いに文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうと

景には、「韓国は外国人とのアイデンティティの葛藤

しながら、地域社会の構成員として共にいきていくこ

や政治に対する社会的認定と経験の空間が作られてい

と」と定義されており、ここでもやはり地域での共生

ないので、従って現実感がないことからむしろ多文化

が強調されている。

主義が容易く受け入れられたとも言える」（金ヘスン、
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2007：6 頁）と指摘している。
金が述べているように、現在韓国社会における「多

52%、結婚移民者は 125,673 人（11.4%）、留学生は
77,322 人（7%）などとなっている。

文化」への言説は、少子高齢化やグローバル時代を勝

韓国における外国人の急増には、外国人労働者の受

ち抜くためには外国人の力が必要であり、そのために

け入れ制度の変革による外国人労働者の増加と、国際

は「単一主義」「純血主義」を捨てる必要があるとい

結婚による移住女性の増加がその原因と言える。韓国

う認識として広がっている。また、受け入れた外国人

における外国人労働者数の推移は、
1987年6,409（4,217

をいかに韓国社会に適応・統合させて安定した国家体

人の不法滞在者を含む・以下（）は不法滞在者数）、

制を維持するかに関する議論にも正当性が付与されつ

1990 年には 21,235 人（18,402 人）、95 年には 128,906
人（81,866 人）、2000 年には 285,506 人（188,995 人）
となっており、雇用許可制が実施された 2004 年には
421,641 人（188,483 人）と増えている 4。

つある。韓国では、今この二つの議論が、社会の普遍
的認識として広がっており、そのために行われる制度
や政策の立案と改正と、統合を目的とする支援事業の
確立と展開などが、目まぐるしく動いている。

一方、国際結婚によって移住してきた外国人女性の

そして、このような韓国社会における「多文化」へ

数をみると、1990 年には僅か 619 人だった。それが、

の勢いは、日本の多くの学者や実務家に注目をされ、

1992 年には 2,057 人、1995 年には 1 万 365 人、2002 年
には 1 万 1,070 人に上った。 2004 年には総結婚件数
31 万 944 件の中、国際結婚は 35,447 件で 11% を占め
ることになり、この内 72% である 25,594 名が外国人
妻であると集計された。国際結婚のピークは 2005 年
で、この時期は、全結婚件数の 13.6％が国際結婚とい

日本国内においても韓国「多文化」の紹介や研究報告
もしばしばなされるようになってきた。しかし、その
多くは政府主導の「多文化政策」「社会統合政策」に
焦点が置かれており、市民レベルでの活動や認識に関
しては殆ど紹介されていない。
本稿の目的は、韓国の「多文化」に関する状況をよ

うことになった。同時期、ある農村地域においては

り多角的に理解するために、「多文化社会」への志向

35.9％の男性が国際結婚をしているということで、話

が韓国社会内で一定のコンセンサスを得るまでの背景

題になることもあった。

を考察し、その背景の中で働いた主体の思惑と活動を

日本とは違って、韓国では国籍取得者を外国人住民

分析する。また、そのような中央の働きが地域社会で

として分類している。国籍法に従うと、国籍取得者を

はどのように実践されているのか、その実態を提示す

外国人の範疇にしておくのは矛盾であろう。行政自治

る。それによって現在韓国社会で起こっている多文化

部（2008 年に行政安全部に改編）が 2007 年 2 月に「居

への志向が孕むポジティヴな意義とネガティヴな意義

住外国人地域社会定着支援業務便覧」を策定する際に

を考察するのが本稿の目的である。

定めた「外国人の範疇と地位」によると、外国人とは
「大韓民国の国籍をもっていない者で外国国籍を持っ

Ⅱ . 韓国に吹く多文化ブームの現状
1. 韓国社会における外国人数の増加

ている者とまったく国籍をもっていない無国籍者を含
む」と定義している。しかし、それとは別に、行政の
支援対象の外国人の範疇においては、「国内に居住し、
なお韓国国籍をもっていない外国人」と「韓国国籍を
取得した外国人」両方を挙げている。

韓国における外国人の数は、ここ数年著しく増加し

それには、韓国の帰化と永住を定めた国籍法と出入

ている。2000 年から 2008 年までの間、韓国に長期滞

国管理法を理解しておく必要がある。韓国ではそもそ

在する登録外国人数は約 21 万人から約 90 万人と 4 倍
以上増えている。同じ期間内に他の OECD 諸国で増
加した居住外国人数の平均が 5.9% であったことに比
べると、その増加率は最高水準であることがわかる 2。
韓国行政安全部が実施した全国滞在外国人の現況を
みると、2009 年度には滞在外国人は 1,168,477 人とさ
れ 3、韓国の住民登録人口 49,593,665 名に対して 2.2%
の人口比率を外国人が占めている。外国人登録者数全
体の中、韓国国籍を持っていない人は 83.6%、国籍取
得者は 73,725 人（6.7%）、外国人住民子女は 107,689
人 で 10 ％ 弱（9.7%） で あ る。 韓 国 国 籍 を も っ て い
ない外国人労働者は 57 5,657 人で全体外国人住民の

図1

2009 地方自治団体の外国人住民の現況
（行政安全部統計資料より）
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も永住よりも帰化の方が取得しやすく、奨励されてき

ターの運営や仕事斡旋及び職業訓練を行っている。女

た。帰化の方は、韓国に 5 年以上滞在している人なら

性部は、結婚移住女性に対する支援や多文化家族生活

申請可能である。韓国人の配偶者の場合は、1998 年

定着支援、家庭内暴力防止及び被害者保護などを担当

の国籍法の改正までには、結婚と同時に国籍を取得す

し、2010 年からは保健福祉部が担当していた全国の

ることができた。それ以後、偽装結婚などの被害が多

多文化家族支援センターの運営も女性部に移管される

くなるにつれて、2 年以上居住した外国人配偶者のみ

ようになった。その他に、保健福祉部は無料健康検診

に国籍取得の機会が与えられるようになってきたが、

や生活保護受給者に対する支援などの事業を行ってお

いずれも配偶者の場合は、国籍取得において優遇され

り、文化観光部は多文化祭りなどを主管、教育人的資

ている。

源部では国際結婚者達の言語教育や二世教育に関わっ

永住資格制度は 2002 年 4 月に優れた外国人人材を

ている。

誘致することを目的に新設された。しかし、当初の永

このように、現在韓国の各政府部署ではそれぞれ多

住資格は在韓華僑を対象に作られた制度であり、居住

文化に関連する事業を行っており、国会予算政策処が

資格（F-2）を持って 5 年以上滞在した者に限定され

発表した多文化家庭支援予算は、2008 年には 317 億

ていた。つまり、永住資格を申請可能な前提として居

ウォン、2009 年は 436 億ウォン、2010 年には 629 億

住資格を持ち、なお 5 年以上滞在をしていなければな

ウォンとなり、2011 年の予算案では 887 億ウォンに

らない。しかし、そもそも居住資格も国民の配偶者や

なっているとのことである 8。

難民認定者、永住資格を持つ人の配偶者、または一定

政府のこのような動きに対しては、各部署で重複事

金額の投資者に限定しており、その他の滞在資格を持

業が多く、予算の無駄使いであるという非難も多くな

っている場合は 7 年間滞在を継続していなければなら

されている半面、政府各部署の多文化事業に関する競

ない。従って、一般の単純労働者が永住を申請するた

争が、民間における多文化への関心に繋がっているこ

めには、合法的に 12 年間定住をしなければならない

とも否定できない。例えば、各自治体は勿論、郡や区

ということになる。2005 年 9 月に配偶者と在外同胞

といった基礎行政機関においても、様々な多文化行事

に対する永住資格要件緩和措置で、配偶者の居住条件

や多文化教育プログラムが運用されていることがその

が帰化と同じく 2 年に短縮された。これによって、永

一つの例であろう。

住資格（F-5）で滞在する人数は、2002 年の 6,022 人

ソウル・ウンピョン区テゾ洞の住民自治会では、自

から 2006 年は 13,957 人と増えた。しかし、それにし

治会館で 2009 年 3 月から 11 月の間に、結婚移住女性

ても帰化の場合がよりハードルが低く、優遇されると

達のための絵描き、作文、料理、野外活動などのプロ

いう認識 5 から帰化を選ぶ外国人が多い。2006 年以降

グラムを運営した他、自治会の役員の家に多文化家族

は毎年 2 万人を超える帰化申請があり 、2009 年は一

を招待する「多文化家庭招待パーティー」なども実施

年間の帰化者が 2 万 5 千人を超えたという 。

した 9。また、大丘市達城区では、結婚移民女性達に、

6

7

このような韓国出入国管理制度の事情を考えると、
統計の中になぜ永住資格を持つ外国人の数の集計がな
いのか、なぜ帰化した外国人をわざわざ集計している

地域社会の一員としての所属感付与と仕事提供のた
め、希望勤労（臨時職員）に結婚移民女性 61 人を採
用し、特化事業として「童話の読み聞かせ虹のママ」、

のかが理解できる。なお、あえて言えば、本統計は各

「多文化家庭サポーターズ」、「多文化広報教師」、「多

自治体が、それぞれの地域に居住する外国人の数を把

文化施設人力支援事業」など、多文化関連教育事業や

握するために収集したものであり、その目的は支援を

同じ結婚移民者を支援する役割を担当させている 10。

要する外国人の数を把握することにある。帰化者や外

さらに、企業からの多文化行事もブームである。各

国人がいる家庭の子女の数までを統計の中に入れてい

企業は、社会還元の一環としての結婚移民家庭や外

るのは、そのような理由が背景にあるからだろう。

国人労働者のための慰安行事や金融サービス、ボラ

2. 行政と民間に吹く多文化の風

STX グループは多文化子供図書館を開館、ハナ金融
は「Hana Kids of Asia」という名前で外国出身の父母

ンティア活動、図書支援などを行っている。例えば、

このような外国人住民の増加にともない、2006 年
以降は中央政府の各行政部署のほうでも、様々な「多

の言葉と文化を子ども達に学習させるプログラムを運
営した 11。

文化」政策を始めた。法務部は、定住外国人全般に対

このような社会的関心と支援を受け、最近は社会で

する管理と統制を行う担当部署として、滞在資格の管

活躍する多文化人の話題もたびたび紹介されている。

理や法制度の整備、そして社会統合プログラムを実施

2010 年の地方議会選挙でハンナラ党の比例代表とさ
れ、京畿道議員になったイラ（本命ゲル・33 才）氏

している。労働部は、外国人労働者に対する支援セン
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は多文化政治家第 1 号として世間の注目を浴びた。イ

企業の競争力を高めるということが目的だったわけだ

ラ氏は 2003 年に現在の夫と結婚のためモンゴルから

が、彼らの労働環境は劣悪そのものであり、賃金未払

来韓し、2008 年には帰化をして韓国籍を取得した。

いの問題、暴行、産業災害の無補償などなど被害を受

2007 年からソウル出入国管理事務所結婚移民者ネッ

ける外国人労働者が続出することになった。

トワークのモンゴル代表を務めるなど、まさしく多文

そのような状況を受け、1992 年 5 月からカトリック

化の烈風の中で成功した一人の結婚移住女性となっ

教会のフィリピン出身の司祭達が自国語ミサを毎週行

た。

い、それにつれて、韓国国内に散在していたフィリピ

その他にも韓国国民の間では、多文化関連の職種が

ン労働者が定期的に集まり、情報を交換し、自助組織

注目されつつある。昨今は、多文化事業に関わること

を作ることになった。また、同時期に 1970 年代から

ができる社会福祉士の仕事に関心が高まっている他、

1980 年代に「民主労働組合」運動に参加していた人々

民間では韓国語指導士や多文化家庭相談士などの新種

が柱となって「外国人労働者の人権のための集まり」

の関連資格試験も人気となっている。

を結成し、市民運動の一環として外国人労働者の相談

韓国はまさしく多文化ブームの時代にあると言えよ

や支援活動を開始した。

う。しかし、このようなブームは、何を背景に起こっ

外国人労働者支援の動きは 1993 年にはより加速化

てきたのか。ブームの内面にどのような社会の思わく

し、類似した目的を持つ外国人支援団体が全国に設立

や変化のエネルギーが潜んでおり、その行き先はどこ

された。この時に結成された団体の中には、城南外国

になるのか。韓国の多文化は、政府主導、官主導と評

人の家、安山外国人労働者相談所、富川外国人労働者

価され、その内容は外国人の適応と同化を目的にし、

の家、ガリリ教会の外国人相談所などがあり、これら

それによって外国人に対する管理と統制を強めるとい

の団体は現在までも韓国国内における外国人支援の中

う批判がなされている中、あえて今までの韓国に巻き

心的役割を担っている。彼らの多くは、シェルター運

起こった多文化へのブームの社会的プロセスを辿って

営、未払い賃金の相談、労災などの相談及び死亡処理

みることで、韓国社会内面におけるダイナミズムを分

までを支援し、外国人労働者の自助組織づくりを支援

析・提示してみたい。

した。結果、外国人労働者当事者たちによる組織がた
くさん結成されることとなった。

Ⅲ . 韓国の「多文化社会」への推進
背景―政府と市民双方の動きから
1. 外国人労働者運動と外国人労働者の受け入れ
体制の変化

これらの支援団体と当事者達は、1994 年 1 月に経
済正義実践市民運動連合講堂で、産業災害被害補償を
要求する集団デモを行った。その結果、労働部は、同
年 9 月に「不法就業外国人保護対策」と 1995 年 2 月
「外国人産業技術研修生の保護及び管理に関する指針」
を発表、外国人労働者にも「産業災害補償保険法」に

韓 国 に お け る 外 国 人 労 働 者 の 流 入 は、1980 年

よる災害補償と医療保険の適用、「勤労基準法」によ

代 末 か ら 始 ま っ た。1987 年 か ら 中 国 の 朝 鮮 族

る退職金や休職手当の規定、そして最低賃金法や男女

の 親 族 訪 問 が 開 始 さ れ、1990 年 代 初 め か ら は

雇用平等法などによる保護を受けられるように規定し

フィリピンやバングラデシュからの労働者も

た。

韓 国 の 3D 産 業（ 日 本 で 言 う 3K 産 業 ） の 労 働

さらに、
1995 年に明洞聖堂（カトリック教会）では、

力 と し て 流 入 さ れ て き た。 し か し、1991 年 に

ネパール産業技術研修生に対する賃金の未払いと暴行

「外国人産業技術研修査証発給に関する業務処理指針」

などに関する被害が公表され、「外国人産業技術研修

が制定されるまで、韓国政府はどのような政策も持た

生人権保障のための共同対策委員会」の結成を促した。

ないままであった。

この組織は、後に「外国人労働者対策協議会」
（略称「外

ところが当時の韓国の中小企業、特に 3D と呼ばれ

労協」）に変更され、現在も活動をしている。「外労協」

る製造業や建設業などで人手不足が深刻な状況にあ

は 1996 年、1997 年に「外国人勤労者保護法」の試

り、中小企業界では外国人労働力の流入を強く訴えて

案を作り、制度の変換を要求した。

いた。しかし、国内労働組合 を始め、政府部署の間

この時に、労働部もようやく外国人労働者に対する

でも労働部、法務部、保健福祉部などは反対をしてい

新たな処置の必要を感じ、「雇用許可制」を検討する

た。政府の各部署の間にも賛否両論の対立があった中、

に至った。しかし、安い賃金の労働力が供給されてき

政府は商工部を主管部署にして、労働力ではない研修

た「産業研修生」の廃止に、韓国国内の経済団体（特

12

の名目で外国人を受け入れることになった。それが、

に中小企業）の反対が強く、また次に遭遇したアジア

1991 年の研修生制度導入である。安い賃金で、中小

通貨危機と韓国政府の IMF への援助要請（韓国では
韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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この時の事を IMF 事態と呼ぶ）の影響などで、金大

組織は、勿論国家の認定は得ていないが、国家人権委

中政権は「雇用許可制」を諦めて、1998 年に産業研

員会などでは組織を認めるように国に勧告している。

修制を改定した「研修就業制」を採択するにとどまっ

以後、政府の中からも「外国人対策」を考えるよう

た。「研修就業制」は、2 年間の研修の後に試験に合

になり、2006 年にはついに行政自治部による「居住

格すれば、1 年間は就業生としての合法的な就労を可

外国人支援標準条例（案）」が発表され、各自治体で

能にするという内容のものであり、今までの研修生と

条例が作られるきっかけとなった。そして、2007 年 7

いう身分から逃れられなかった外国人労働者に、就業

月には「在韓外国人処遇基本法」が制定されるに至っ

者という労働者に近い合法的身分を導入し、そのため

た。同法律は、在韓外国人と大韓民国の国民がお互い

に出入国管理制度を改正したことには意義があると言

を理解し、尊重する社会環境を作り、大韓民国の発展

える。

と社会統合に寄与することを目的としており、法務部

その後も、「外労協」を始め、多くの市民団体では

長官は 5 年ごとに外国人政策に関する基本計画を他の

絶えず外国人労働者人権デモを行った。これらの市民

中央行政機関の長と協議の上で定め、外国人政策委員

団体による外国人労働者の人権運動は、2003 年 2 月

会の審議を経て確定することを定めている。また、国

に発足した盧武鉉政権によって実ることになる。政府

家と自治体は、国民と在韓外国人が互いの歴史、文化

は、2003 年 7 月に研修期間なしに外国人を 3 年間正規

及び制度を理解し、尊重することができるように、教

労働者として就労することを許可する「雇用許可制」

育・広報・非合理的な制度の是正、その他必要な処置

の根拠法である「外国人雇用などに関する法律」を国

をするように勧めている（法律第 8442 号）。

会で通過させた。そしてこの年の 9 月から 11 月まで、

2007 年には、産業研修制度が完全に廃止され、雇
用許可制の一元化になる。労働部は現在、全国 10 地

4 年未満不法滞在外国人を対象に合法化のための自己
申告を勧めた。同処置によって、14 万 4,091 人の 3 年
未満の不法滞在者が滞在資格を得ることができ、3 年
から 4 年の不法滞在者 4 万人が一度出国後、再入国す

域に外国人勤労者支援センターを作り、韓国語指導や
労働相談、生活ケアなどを実施している。今後、より
多くの地域にセンターを増やす計画を持っている。

ることで合法就労の許可を得ることができた 13。そし

このように、韓国の外国人政策の急激なパラダイム

て 2004 年には、「雇用許可制」が産業研修制と平行に

変換や制度の整備には、外国人移住者のための市民団

実施されるようになった。

体の連帯や運動と、そしてその市民運動をバック・グ

「雇用許可制」は、内国人雇用機会を侵害しないこ

ラウンドにして誕生した盧武鉉政権の人権国家へのス

とを前提に、業種別に雇用総定員数を設定し、内国人

タンスという二つの点が一致していたことが、その推

の求人努力を行ったにも関わらず、働き手が足りない

進力となっていたと言える。その証として、実際にこ

雇用者のみに労働部が外国人労働者の雇用を許可し、

の時期に政府が委託した外国人勤労者支援センターの

その雇用許可をもらった雇用主と勤労契約を締結した

多くが、そもそも外国人人権運動の活動家による団体

外国人にのみ法務部で滞在許可を発給するシステムで

であったことがあげられる。「韓国外国人勤労者支援

運用されるものである。外国人就労を許可する業種や

センター」の金海性牧師（社団法人地区村サランナヌ

外国人導入数などは、毎年外国人力政策委員会で決定

ム代表）は、1994 年から外国人労働者の家と中国同

することになっている。しかし、「雇用許可制」は、

胞の家を運営し、登録外国人だけではなく未登録外国

外国人に就労市場を完全に解放し、彼らの定住化を保

人（不法滞在者）の人権問題の解決に携わってきた人

障するわけではない。同制度は外国人労働者が合法的

物である。また多文化都市のモデルとされている安山

に国内で就労している間は、労働者の身分として国内

で「安山外国人勤労者支援センター」を委託・運営し

労働者と同等な権利を与え、各種の保険も適応され、

ている朴チョンウン牧師もそのような人物の一人であ

政府のサービスも受けられる。また、事業所を変えな

る。朴牧師は、そもそも労働者などの社会的弱者運動

ければならない事由が発生した場合には、雇用主の認

をするために、1989 年から安山で活動、その後外国

定書があれば、3 回まで勤務先を変更することも可能

人労働者の現状に直面し、彼らの支援運動を行ってき

になった。その点では、雇用主にのみに有利だった産

た。現在は、「安山外国人労働者支援センター」のセ

業研修制度からは一歩前進した制度として評価でき

ンター長でありながら、同地域における（社団法人）
「国

る。労働部は、同制度の試行と共に、各都市に「外国

境のないムラ」という社会運動を広げている。盧武鉉

人勤労者支援センター」を設置し、外国人労働者の相

政権は、これらの人権団体に支援事業を委託すること

談や就労支援などを提供することになった。

によって、人権国家としての国家ブランドを高めると

政府のこのような法制度の再編とは別に、2005 年
には外国人労働者による労働組合が結成される。この
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いうことを狙っていたのである［金ヘスン、2006］。
その狙いが、外国人支援をめぐって政府側と市民運

動側の支援競争を巻き起こし、その結果、短時間で「多

している。未登録外国人の人権保護についても市民団

文化」へのブームを社会全体に起こすことになったと

体の新たな団体行動が起きている。さらに、李明博政

評価することができよう。

権は 2010 年から、そもそも委託経営を任せていた支

ところが、韓国は現在、外国人労働者問題に対する

援センターに対する契約の打ち切りや、全国の外国人

第 3 の転換期を迎えている。それは、雇用許可制実施

労働者支援センターのセンター長の資格条件に市民団

以降に明らかになった雇用事業場の変更における被害

体の代表という項目の他「4 級以上の国家公務員を 2

続出と未登録外国人に対する非人道的取り締まりなど

年以上在職した人」という新たな項目を加えるなど、

の問題に対する改善要求として現れている。外労協や

委託事業を政府の管理下に置こうとする新たな動きを

全国移住労働者支援連帯は「雇用許可制」を「労働許

見せている。多くの市民団体は、未登録外国人労働者

可制」に移行、あるいは並行実施すべきであると主張

の社会的排除がより深刻化することを懸念しているの

表1

外国人労働者をめぐる市民運動と政策の変化 14
外国人労働者の数
（未登録を含む）

1988 年以前

法律・政策案

内容

6,409 人（87 年） 法律なし

1991 年

市民団体の動向

外国人労働者の流入＝未登録外国人労働者

海外投資業の研修生制 研修期間 6 カ月、一回延長可能。労働部では
度導入
なく、商工部が主管。

1992 年
5 月から

フィリピン出身の外国人労働者の組織化

フィリピン出身のカトリック司祭が
外国人労働者のためのミサを行う

1992 年

1970 年〜80 年代に民主労組に参与した人々。「外国人労働者人権のための集まり」
労働系・学界・宗教界・一般市民など
結成

1993 年

推薦団体による産業技 城南外国人労働者の家、安山外国人労働者相 1993 年以降、類似団体がソウル・
術研修制度に拡大
談所、富川外国人労働者の家、ガリリ教会外 首都圏に設立（宗教団体が多数）
国人労働者相談所、ヒネン宣教会、中国同胞
愛の家など
↓
外国人労働者当事者組織を支援

1994 年

経済正義実践市民運動連合で未登録
労働者の産業災害の被害補償を要求
するデモ

1995 年

「外国人産業技術研修生人権保障のための共 明洞聖堂（カトリック教会）ネパー
同対策委員会」結成→「外国人労働者対策協 ル産業技術研修生に対する賃金の未
議会」に変更（略称「外労協」）
払いと暴行などの告発

128,906

1996 年

労働部「雇用許可制」
を検討

1998 年

産業技術研修生の改正 国内就業率を上げるために「雇用許可制」は
採択ならず

2000 年

「外国人勤労者保護法」の試案を作
成、制定を要求

285,506

2002 年

外労協産業研修生撤廃のための全国
デモ

2003 年

2004 年

雇用許可制の根拠法で 外国人労働者の合法化の準備として、未登録
ある「外国人雇用など 労働者に対する救済措置が行われる
に関する法律」が国会
を通過

421,641

2006 年

2007 年

2010 年

「雇用許可制」と「産 労働部委託「韓国外国人勤労者支援センター」 全国移住労働者支援連帯創立（雇用
業研修制」が同時に実 開所
許可制に反対、労働許可制を主張）
施
行政安全部
「居住外国人支援標準
条例 案 」を策定

476,179

551,858

（2009 年 12 月）

「安山外国人勤労者支援センター」開所
各自治体で「居住外国人支援条例」が入法、
制定

雇用許可制一元化 「議政府外国人勤労者支援センター」開所
法務部「在韓外国人
処遇基本法案」
馬山、金海など外国人勤労者センター10 か 外国人労働者支援団体
所
全国約 700 ヶ所

韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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が現状である。

一環として外国人女性に対するシェルター運営を始
め、2003 年からは関連団体に支援を行っていた。女

2. 多文化家族に対する支援とその背景

性家族部が、本格的に国際結婚移住女性に焦点を当
て始めたのは、2004 年にある企業が「国際結婚移住

韓国の国際結婚は 1980 年代から統一教会によって

女性支援事業」のために女性部に寄付をしてからであ

行われていたものの、統一教会による結婚生活は外部

る。寄付の総額は、2004 年から 2008 年まで 10 億ウォ

に知らされることがあまりなく、結婚移住女性たちが

ンに上り、女性家族部はその企業と共同で「国際結婚

可視化されることも殆どなかった。ところが、1992

移住女性支援事業」を行うことになった［李ヘキョン、

年の韓中修好の後、朝鮮族の女性の多くが国際結婚と

2007：231］。

して韓国に滞在、現在まで朝鮮族女性約 4 万人が国際

女性家族部は、2005 年結婚移民者支援事業を「移

結婚として入ってきたと言われている。朝鮮族女性は

住女性人権センター」に委託し、「移住女性人権セン

韓国語や韓国文化への適応問題が殆どない半面、偽装

ター」は全国 6 カ所の市民運動団体と一緒に「女性結

結婚や詐欺などの問題が深刻化してきた。法務部は

婚移民者支援事業」をモデル事業として実施した。女

それを受け、1998 年の国籍法改正の時には帰化の条

性家族部はその事業報告を受け、2006 年から全国 21

件を強化し、2 年以上の居住が帰化の条件として付け

カ所の団体を選定し、「結婚移民者支援センター」を

加えられた。2000 年に入ると、フィリピンからの花

委託・運営することになった。

嫁が急増し、ここ 10 年の間でベトナム、カンボジア、

実は、この時すでに女性家族部は、家族支援の主管

モンゴル、中国の漢族、ウズベキスタンからも外国人

部署として、
2004 年に「健康家族基本法」を制定した。

花嫁が来ている。

その背景には、IMF 事態以降の離婚率の急増や未婚率

2009 年 5 月現在、結婚移民者は 125,673 人で、その
他結婚帰化者は 41,417 人である。帰化者を含めると
累積結婚移民者の総数は、167,090 人である。出身国
は中国朝鮮族が 30.4% で一番多く、次が他の中国出
身者 27.3%、ベトナムが 19.5%、フィリピンが 6.6%、
日本が 4.1%、カンボジアが 2.0% である。

の上昇、そして出産率の低下があった 16。社会一角か

結婚移住女性に対する社会的関心は、地方から始
まった。1997 年に忠清南道庁が初めて道内の結婚移
住女性に対する実態調査を行い、以後 2001 年に江原

ら家族解体の危機が憂慮され、家族問題へ行政が介入
する必要があるといった世論が高まっていた。そのた
め、女性家族部は、健康家庭基本法によって全国の市、
郡単位に「健康家庭支援センター」を設置し、家族相
談や家族教育、そして一人親家族のための統合サービ
ス、子どもの保育事業などを直営、または委託運営し
ていたのである。
その「健康家庭支援センター」の事業をモデルに「移

道の女性政策室、2003 年に忠清南道女性政策開発院、

住女性支援センター」を運営するというのが女性家族

2004 年に全羅南道女性発展研究院など、他の地方自

部のプランであった。「健康家庭支援センター」の全

治体女性関連シンクタンク組織が各地域の結婚移住女

国事業団に運営の管理を任せる一方、各地域のセンタ

性の実態調査を行い、移住女性のための政策提言を行

ーの委託は自治体が決めるように定めた。

った。李ヘキョンの調査によると、2004 年時点で結

一方、このような女性家族部の動きとは別に、保険

婚移住女性のために支援を行っていた地方自治体は

福祉部は 2005 年「国際結婚移住女性に対する実態調

約 32% であり、その支援内容は、主にハングル教室、

査及び保健・福祉支援政策方案」（薛東勳外、2005）

文化体験、情報化教育実施、結婚移住女性の家族又は

を 発 表 し た。 当 該 調 査 に よ っ て、 国 際 結 婚 家 庭 の

夫婦のためのプログラムなどであった［李ヘキョン、

23.6% が医療保険に加入しておらず、治療代の負担の

2007：229 〜230］。

ため治療を諦めるケースが 18% であること、未就学

結婚移住女性達に対する社会的関心が一気に広がっ

子女の保育施設利用率も一般は 56.8% であるのに対し

たのは、2003 年にあるテレビ局が「タタの死」とい

て、国際結婚家族は 27.5% であること、また結婚移住

うドキュメンタリー番組を放映したことがきっかけだ

女性の 52.9% が経済的に困窮しているのに対し、生活

った。番組では、国際結婚で韓国に来たフィリピン女

保護受給者は 17.3% に過ぎないこと等が明らかになっ

性、タタが夫の暴力を避けようとして、アパートのベ

た。

ランダから落ちて死亡した事件を紹介し、人身売買に

そして、政府は 2006 年 4 月に「女性結婚移民者家

等しい国際結婚のお見合いの実態と、暴力の夫から逃

族の社会統合支援対策」及び「混血人及び移住者支援

れたもののフィリピンの実家には戻れず、貧民村で過

方案」を、そして同年 5 月には「外国人政策基本方向

ごしている結婚移住女性の帰国後を紹介した。
一方、女性家族部 15 は、2000 年から性売買防止の
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及び推進体系」を発表し、2007 年には「在韓外国人
処遇基本法」を制定するに至った。2008 年の政権交

代後は、これらの事業は保健福祉部に移管され、保

援センター」）の受託機関として直接関わっているこ

健福祉家族部に名前も改称され、同年「多文化家族

とは殆どない。そこに、外国人労働者に対する政府の

支援法」が制定された。「多文化家族支援法」によっ

スタンスと結婚移住女性に対するスタンスの違いが見

て、国家と自治体は結婚移住者の生活と教育を支援、

えてくると筆者は考える。

家族内の平等関係維持のための努力と葛藤の予防など
も義務づけられた。上記の「結婚移民者家族支援セン
ター」は「多文化家族支援センター」と改称され、各

3. 韓国の外国人政策の背景とその評価

自治体にも設立が促された。多文化家族支援センター

このように韓国の「多文化」社会への潮流を一つの

は 2009 年には 100 ヵ所、2010 年は 158 ヵ所と年々増

文脈で考察することは難しい。少なくとも、外国人労

えている。2009 年 3 月、多文化家族支援センター100

働者に関する社会運動や政府の動き、そして国際結婚

カ所の委託機関を分類すると、自治体直営が 17 カ所、

による移住女性に対する動きはそれぞれ異なる社会的

学校法人が 16 カ所、宗教法人が 13 カ所、社会福祉法

背景があったことを認識する必要がある。外国人労働

人が 11 カ所、非営利民間団体が 37 カ所、特殊法人が

者問題に関しては、長い間差別の是正を要求する市民

6 カ所である。この中で「健康家庭管理センター」を
併合しているところは 10 カ所である 17。保健福祉家

運動の動きがあり、彼らの人権保護が主な運動の目的

族部は、運営マニュアルを作り、基本事業を定めてい

際競争力の問題、グローバル化の進展など国内外の状

る。基本事業としては、韓国語教育、家族統合及び多

況と人権大統領としての政治的ポリシーを持っていた

文化社会理解教育、就業・創業支援、自助コミュニテ

盧武鉉政権の 3 拍子により、外国人政策の転換が可能

ィ、相談 事業などを定めており、特性化事業としは

になったと言える。

二重言語教室、言語発達支援事業、結婚移民者通・翻
訳サービスを奨励している。

であった。そのような動きに、生産力人口の減少や国

それに比べると、結婚移住女性に関しては、基本的
に家族制度の崩壊という危機の中で、家族機能は重視

「多文化家族支援法」に関しては、女性を家族に従

すべきであるという既存の認識が前提として存在して

属させた法律であるという批判がある。プログラムの

いた。そこに新たな国民に対する配慮と包摂として結

殆どが、韓国語教育や文化教育であり、同化政策的色

婚移住女性への支援の必要性が訴えられた。一部の女

彩が強い点や、家族支援ということから子供の養育や

性人権団体やジェンダー研究者は、世界的な格差やグ

家庭生活の維持のための支援政策の傾向が強い点、そ

ローバル・ハイパガミー（上昇婚）の国際的ジェンダ

して、家族生涯周期別の支援を確立することで、移住

ー構造の中で移住女性の人権を訴え、韓国内の家父長

女性の生涯をステレオタイプ化していることについて

制を非難、そして、入国管理体制の根本的な修正を要

も批判がなされている。そして、多文化家族の範囲は、

求している。しかし一般的な世論は、新たな国民とな

あくまでも内国人と外国人の家庭に限定されており、

る移住女性とその子女に対する社会的統合であり、啓

外国人労働者家庭や難民家庭、華僑家庭など、外国人

発に集中された。

同士での家庭は支援の対象になっていないことについ
ても批判の声が高い 。
18

このような二元的「多文化主義」は、移民政策その
ものにも反映されている。前述したように外国人の単

そして、その批判を行っているのは、女性人権団

純労働者が韓国で居住資格を得て永住、または帰化す

体と学界である。女性人権団体は、前述したように

るには高いハードルが待ち構えている。すなわち、韓

2005 年の女性家族部が実施した「女性結婚移民者支

国の現行国籍法には 5 年以上滞在する外国人は帰化申

援事業」で結婚移住女性に対する支援を行った経験が

請をすることができ、居住や永住資格を得るには、こ

あり、その事業の結果は政府側に還元している。当時、

の規定の滞在期間が必要である。現行の雇用許可制度

モデル団体として選ばれた機関は、その殆どが長らく

では、就労期間は 3 年に限定しており、雇用を延長す

女性人権運動を行ってきた市民組織であり、その後も

る場合でも一度出国してから事業主の申請で、もう一

結婚移住女性に対する支援事業を行っている。しかし

度就業することができるようになっている。一度出国

ながら、2006 年の「結婚移民者支援センター」の名

の条件は、5 年以上の滞在を防止するためである。こ

簿には、京畿道の「安山外国人労働者支援センター」

の制度は途中帰国に関わる費用の問題や労働力の空白

と清州の「忠北移住女性人権センター」の他に人権運

を嫌う雇用主の要請によって、2009 年に改正された。

動を行う団体は見当たらない。「結婚移民者支援セン

改正案は、最初の雇用 3 年後にそのまま 2 年延長で働

ター」が「多文化家族支援センター」に名前を変え、

けるようなものである。この文面をそのまま受けると

センター自体も 150 カ所を超える今でも、人権団体が

単純労働者も滞在期間 5 年になり、帰化申請が可能に

政府の移住女性支援センター（現在は「多文化家族支

なると思われる。しかし、事実上は全体の滞在期間が
韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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5 年を超えないように調整されており、雇用許可制改
正案では、外国人労働者の再雇用を申請した場合、2

多文化政策の内容を比べて見ると、「在韓外国人処遇

年未満の期間内で雇用を継続することができると明記

基本法」が制定される前までは、政策における対象外

している（「外国人勤労者雇用などに関する法律一部

国人はかなり広い範囲で設定されており、その政策ビ

改正法律安」第 18 条 2）。事実上、単純労働者の外国

ジョンもより人権国家や開かれた社会に重点が置かれ

人の定住は認めていないということになる 。

ていたことがわかる。ところが、「在韓外国人処遇基

19

［表 2］の 2006 年一年間に発表された政府の主要な

それに反し、国際結婚による移住者の帰化、永住は

本法」によって、韓国に居住している外国人は合法滞

積極的に進められている。それに近年政府は、高級人

在外国人に一元化され、社会統合される存在とされた

材を取り入れたいという新しいスタンスで、国内投資

のである。これは、それまでの政府の外国人関連政策

者や専門労働力に関しては居住期間に関係なく、国籍

の文言に「開かれた社会」を目指すということが必ず

取得を可能にする内容の国籍法改正を行い 2011 年 1

書かれていたのに対して、「在韓外国人処遇基本法」

月から施行している。

での制定目的には国益を高め、社会統合を実現するこ

筆者は、このような二元的外国人政策を批判するつ
もりはない。二つの政策は、明らかにその出発点が異

とが述べられるに留まっていることからもうかがえ
る。

なっており、社会運動としての社会的基盤も同じとは

政権初期に人権国家を目指し、外国人労働者に対す

言えない。むしろ、筆者の懸念は、異なる二つの政策

る法制度を改編した盧武鉉政権は、結婚移住者と混血

を「多文化政策」という言葉で一元化している現状況

の子どもたちを同じ外国人範疇に入れることによっ

にあり、それによって多様な外国人に対する支援が一

て、「多文化」を新たな社会理念として広く普及させ

元化され、多様な多文化運動の主体が一元化されるこ

ることには成功したと言える。しかし、従来の家族概

とにある。

念を採用することで統合という論理が強調され、逆に

韓国政府が 2007 年 7 月に制定した「在韓外国人処

外国人労働者の人権問題については遠ざかってしまう

遇基本法」は他の多文化関連法の上位法として在韓外

結果を生み出してしまったと評価することができる。

国人の範疇を定義している。 しかし、その実態はこ

以上の考察から、「在韓外国人処遇基本法」の制定

れまでの多元的に行われていた外国人支援を、一つに

以前は、韓国の「多文化」社会へのアプローチが異な

まとめるものであり、それによって不法滞在者を擁護

る背景の中で動いていたことが明らかになった。韓国

する様々な議論と支援の窓口を塞がるものであった。

の「多文化主義」について「人権優先の政策への転換だ」

表2

政府の多文化政策主要内容（李ヘキョン、2007：233 頁より）

主要政策

政策対象

ビジョン

結婚移民者家族社会統合支

外国人女性＋韓国人男

女性結婚移民者の社会

援対策（2006.4．26）

性家族とその子女

統合と開かれた多文化

政策目標
差別と福祉の死角地帯の解消

社会の実現
混血人及び移住者支援方案
（2006.4．26）

国内混血人

アジアを先導する多文

社会統合を超え、未来韓国社会

国外混血人

化人権国家の実現

の文化・外交・経済人力養成

国内外国人
外国人政策基本方向及び推

外国籍同胞

外国人と共に生きる開

①外国人人権尊重、社会統合

進体系（2006.5．26）

結婚移民者、外国人女

かれた社会の実現

②優れた外国人人力の誘致支援

性、外国人の子女
難民
外国人勤労者
不法滞在者
国民
在韓外国人処遇基本法
（2007.4 月国会通過、7 月試
行）

合法滞在外国人

国益を高める

①多文化抱擁・社会統合

社会統合実現

②経済力強化
③人権保障
④政策樹立体系
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「同化主義だ」と相反する評価が出ているのも、制度

支援している。支援費用は 500 万ウォン以内となって

そのものの背景が異なっているからであると理解でき

いる。ただし、支援を受ける場合は、必ず郡により定

「在韓外国人処遇基本法」制定後は、
「多
る 20。しかし、

められた教育を受けることが義務付けられている。ま

文化」のアプローチが、社会統合の問題に一元化され

た、2008 年には、特殊施策として各邑と面から推薦

ている。一元化によって、再び疎外される人々が生ま

を受けた男性 6 人とベトナム人女性をお見合い結婚さ

れ、他者化される人々が生まれることには、充分注意

せるなど、行政が積極的に国際結婚を勧めている。

しなければならない。

2010 年 2 月の調査当時、A 郡で外国人の支援に関わ
っている機関や団体は 4 つあった。2008 年の「多文
化家族支援法」の制定を受けて設立した「A 郡多文化

Ⅳ . 地域社会における多文化への取
り組み
以上の韓国社会における多文化政策の転換に伴い、

家族支援センター」、そして多文化家族支援センター
の設立前から「社会福祉共同募金会」からの委託で結
婚移住女性の支援を行ってきた「A 郡障害者福祉館」
と 2008 年 7 月に開所した「A 郡移住民支援センター」、

地域ではどのような実践が展開されているのか。本章

移住女性達に韓国語講座を開設していた「老人福祉館」

では、「多文化」に関わる地域の取り組みについて事

がそれである。また、その他にも宗教関係者や自治組

例を通して考察する。今までの地域の取り組みとして

織が外国人住民に対する韓国語教室や相談支援などを

は、韓国の中でも外国人住民が最も密集していると言

行っているところもあった。

われている安山を始めとる首都圏や地方都市での研究

A 郡の「多文化家族支援センター」は 2008 年 12 月
に設立され、郡からの予算 4000 万ウォンで運営され
ていた。委託団体が A 郡の女性団体協議会であること
から、協議会が所有している A 邑内の女性会館 2 階に

が中心となってきた。本稿では、より少子高齢化の影
響が大きく、結婚移住女性が多く居住する韓国の中部
の農工地域を中心にその取り組みを報告する 21。

センターを設けている。調査当時は、センターには実

1. 忠清北道 A 郡の事例
A 郡は、首都圏から約 2 時間離れた農・工地帯であ
る。人口は 2007 年現在 92,520 人で、その内、外国人
労働者が 3,241 人、結婚移住女性は 926 人居住してい
る。結婚移住女性は、主に中国人が 442 人、ベトナム
が 253 人、カンボジアが 57 人、フィリピンが 56 人、
モンゴルが 52 人、日本人が 13 人である。韓国人夫の
婚姻の類型を見ると初婚が 587 件、再婚が 339 件であ
る。郡内の外国人数は、1994 年には 233 人にすぎな
かったが、2000 年には 1,349 人、2005 年には 2,413 人、
2007 年には 4,165 と急増した。そこには、工業団地に

務を担当する社会福祉士の資格を持つ事務局長の外に
は、パートで働いている朝鮮族出身の結婚移住女性 1
人だけが業務を補助していた。センターは、開所して
約 1 年ということもあり、センター内はまだ充分なイ
ンフラが整備されていない。韓国語を教える先生は自
ら電子ピアノを持ち込んで歌を教えていたし、保育空
間がないために、教室の片隅に子ども達の遊び場が設
けられていた。センターが運営する教室は、午前と午
後に分かれ、1 週間分の授業がぎっしり埋まっている。
韓国語教室の他に、韓国の社会と文化の理解、料理教
室、コンピューター教室、ビーズ工芸や裁縫教室など
将来的に就業に繋がる学習支援も行っている。平均的

おける外国人労働者の流入の急増が原因としてみられ

にセンターを利用する利用者数の平均は 30 から 40 人

る。

程度であった。担当者の K 氏（男性・40 代）は、他

A 郡は総面積 520.5㎢であり、全部で 2 邑と 7 面で構

の支援施設に比べてインフラが不足している点や重な

成されている 22。典型的な農業地域だったが、90 年代

る多文化行事によって、移住女性達の参加をめぐって

初期からは工業団地の開発が進み、周辺地域の中でも

争奪の状況になっていることや韓国語勉強が長時間続

唯一人口が増え続けている地域となっている。しか

かないという問題点を指摘した。

し、それは工業団地の造成などによって転入してくる

一方、「A 郡障害者福祉館」での移住女性支援は、

労働人口の増加によるものであり、出生率が高いとい

福祉館が持っているインフラを活用しながら順調に進

うわけではない。郡内の出生件数は 2000 年 1,267 人

められていた。社会福祉施設としてすでに 2 階建ての

から 2005 年には 754 人と急激に減少し、少子高齢化

立派な建物があり、沢山の教室やリハビリ施設、余暇

からは免れていない。また、農村男性の結婚難も他地

施設、そして無料配給される給食施設を持っている。

域と同じく深刻な状況であり、郡では「農村の未婚男
子の国際結婚支援に関する条例」を 2009 年 4 月に制

20 人を超える全職員の中、多文化家庭支援事業は職
員 3 人が担当している。担当者の P 氏（女性・30 代）は、

定し、各邑や面から推薦を受けた農業人の国際結婚を

移住女性支援事業を始めた当初から、家庭訪問をして
韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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いると言う。それは、結婚移住の場合、家庭内生活が

多いということで、その場合は、直接会って話しをし、

行政区域は 2 邑 11 面 2 洞と構成されている。人口は
129,265 人（2010 年 6 月現在・外国人を含む）で、そ
の内外国人数は 2,545 人である（男 1,294 ／女 1,251）。
支援を受けられる結婚移住女性は 619 名である。
B 市の多文化家族支援センターは、2009 年 7 月に委

問題があれば福祉館が直接介入する。女性達は夫の病

託機関として選定され、当時地域内で移住女性支援セ

歴を知らない場合が殆どで、2009 年にも 2 名の国際

ンターを運営していた G 氏が「多文化家族支援センタ

結婚の夫が知的障害者として判定され、そのうちの一

ー」の受託することになった。契約は 3 年である。

基盤であることから家族関係や生活の実態を知るため
であり、
2 年間およそ 150 家庭を訪問したという。また、
国際結婚をした男性の中には、障害を持っている人も

人の女性は本国に帰っていたという。また、あるフィ

センター長 G 氏（女・53 才）は 2000 年から地域で

リピン女性は男性の暴力で障害者になったケースもあ

外国人労働者の支援を行ってきた。G 氏はとっても熱

り、社会福祉施設が移住女性の支援をすることへの意

心なキリスト教徒であり、この仕事をする前までは普

義を主張した。また、本団体では、韓国語の教室や各

通に音楽塾を経営しながら、息子を育てる一般の女性

種の趣味教室の運営の他、移住女性の指導者養成を行

であった。ある日、道を歩いていた時に、死にかけて

い、調査当時 5 人の移住女性が地域内の幼稚園や小学

いる外国人労働者を見かけ、その人を手助けしたこと

校で自文化を教える活動をしている。また、移住女性

から外国人問題に目を向けはじめ、彼らに韓国語を教

達の配偶者である夫達の会も結成し、年に 4 回集会を

え、各種の相談事に対応してきた。そうしているうち

行っている。

に、彼女は当地域の外国人支援のエキスパートになっ

「福祉館」を利用する女性達は、福祉館が運営する

たという。最初はプロテスタント教会の地下に「B 市

シャトルバスを利用することができ、また午前中の教

外国人支援センター」を設立した。そして、その内結

室が終われば無料で給食を食べることができる。また、

婚移住女性の人権問題や地域での疎外問題に遭遇し、

勉強中には保育室の部屋で子どもを遊ばせることがで
き、子どもの保育のために他の移住女性達を雇用して

2006 年には社団法人「移住女性センター」に改名し、
K 大学の大学生と一緒に市内の外国人労働者に韓国語

いるなど、サービス全般が体系的であった。しかし

を教えるボランティア活動を行った。

「福祉館」での結婚移住女性支援は 2010 年までであり、

B 市の多文化家族支援センターの特徴は、G 氏の長

その後の事は調査当時には未定であると言われた。A

い経験とリーダーシップによって、実用的な支援事業

郡の「多文化家族支援センター」の K 氏は、常に「福

を運営し、また外国人女性のエンパワーメントに積極

祉館」の事業をチェックしながら、センターの支援事

的に関っている点にある。 彼女は、結婚移住女性に

業の内容を立てており、福祉館とは異なる多文化事業

も夢を持たせ、私もできるという意識を育ててあげる

として、学齢期の多文化子女に対する調査など差別化

のが、支援の一番の目標だという。そのためには、支

を図っていた。

援事業が就業につながらなければならない。調理師、

2010 年 9 月、A 郡の多文化事業は、大きな変化を見

出産ヘルパー、医療通訳者、母国語講師、通訳・翻訳

せることになる。それは、ある大企業が社会的弱者の

士、営農教育など仕事に繋がる言語取得教育、資格取

自立と自活を支援するために社会的企業を当地域に作

得教育に力をいれている。さらに、地元の化粧品工場

るという計画が発表されたからである。そのため、す

やキムチ工場、鶏加工工場などに結婚移住女性を直接

でに A 郡は郡の多文化家族支援センターの委託締結を

就労斡旋し、センターが彼女等の勤勉性を保証し、就

結んでいた女性団体連合会に了解を得て、多文化家族

労させている。また、職場で問題があった時にも対応

支援センター業務を同社会的企業に移管することを決

している。

めている。同時に「福祉館」も外国人女性支援事業の

センターの運営にも結婚移住女性を積極的に参画さ

終了を決めた。大企業が直接多文化事業に関わること

せている。市の公益勤労事業の予算を申請し、センタ

は、韓国でも初めてのことであり、社会の期待は大き

ー運営に必要な外国人女性 7 人（ベトナム 3 人、カム

い。しかし、これまで多元的に行われてきた外国人支

ボジア 2 人、中国 2 人、フィリピン 1 人）と韓国人女

援が、一つの機関に集中することによって、居住外国

性 3 人を臨時職員として採用している。採用された外

人の生活はどのように変わるのか今後注視する必要が

国人女性は、国別に自助グループのリーダーとなって、

あるだろう。

随時通訳・翻訳の仕事を行い、センターを利用してい
る結婚移住女性の相談役も行っている。彼女らは、当

2. 忠清南道 B 市の事例
B 市 も 農・ 工 業 地 帯 で、 総 面 積 は 554.85 ㎢ あ る。
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番で食事の用意や片付けは勿論、センターが直接運営
している農場で本国の野采栽培も行っている。結婚移
住女性達のこのようなセンター運営への参画は、韓国

社会の中で自主的に生きられるという自信に繋がって

的動きと関与が制度改革に大きな原動力になっていた

いる。

ことを明らかにした。外国人労働者に関連する政策に

ところが、当地域は A 郡と同様、外国人支援をする

おいては、労働運動や人権運動の勢力の働きと、人権

のは G 氏だけではない。地域の宗教関連の女性団体と

国家を目指す政権の思わくが一致し、制度的には未登

健康家庭支援センターの委託を受けている地域の大学

録外国人を支援対象からは排除しながらも、その裏道

がいずれも結婚移住女性とその家族に対する支援事業

としては、各支援機関の委託事業を市民運動側に与え

を行っており、2009 年の市の多文化家族支援センタ

ることで、実際の支援では未登録外国人も包摂してい

ーの委託機関を選定する際にも、この 3 団体が競合し

たことも述べたとおりである。

た。多文化家族支援センターが G 氏の移住女性支援セ

結婚移住女性に関しては、家族解体を阻止したい政

ンターに決まった以降も、両機関では移住女性に対す

府と自治体の動きと女性の人権を主張する女性人権団

る支援を続けている。3 つの機関は互いに競争する関

体、それに国際結婚や結婚移住女性に話題性を付与し

係であり、牽制し合う関係でもある。また、場合によ

たマスコミと、奉仕と経済の両効果を狙った企業の積

っては協力し合う関係でもある。例えば、同市の健康

極的な参加など、より複雑な思わくが絡んでいること

家庭支援センターを受託運営している大学は、2010

が明らかになった。このような様々な主体の競争的取

年法務部の社会統合プログラム実施機関として選ば

り組みが、韓国における「多文化」のブームに繋がっ

れ、事業の際には多文化家族支援センターに協力を要

ていたのである。

請し、参加者の移住女性家族を集めた。個人と大学、

このような「多文化事業」の多元的システムは、部

宗教団体が B 市における「多文化」事業の主体なので

分的多文化主義と同化主義を交えた韓国政府と人権主

ある。

義・平等主義の多文化主義を訴える市民社会の多文化
を共存させる一つの文化的装置として理解することが

事例 A と事例 B を通して提示した地域における「多

できる。さらに、このような多元的システムを通して、

文化」への実践は、多様な主体が混在していること、

一般社会に関心を高め、少なくとも定住外国人の社会

その主体はそれぞれのバック・グラウンドを持ってい

的地位を高めていることも評価しなければならない。

ること、そして時には競争的関係を、時には協力的関

例えば、A 郡で出会った日本人の女性 Y 氏は、8 年

係であることが言える。さらに、地域の人々はそれら

前に統一教会を通して韓国に結婚移住した一人であ

の活動を通して外国人住民の存在を知っていくのであ

る。彼女は幼稚園に通う息子と娘がいる。今までは教

る。一つ残念なのは、本章では多文化に対する地域の

会の人との交流以外には、韓国の人とも、他の国の結

対応を紹介したわけだが、そのほとんどが、結婚移住

婚移住女性ともあまり交流をしたことがない。それが、

女性を主な対象としていて、外国人労働者に対する取

多文化家族を支援してくれる団体に通うことで、いろ

り組みは、紹介できなかったことである。それは、多

いろと生活に様々な変化が起きているという。支援セ

文化事業のほとんどが、結婚移住女性に集中している

ンターでは、外国人女性リーダーとして他の移住女性

韓国多文化の現状況を反映するものであるが、その一

達の子どもの保育を担当している。2009 年からは日

方で外国人労働者の支援は各地域よりも都会を中心に

本語講師としても地域で働けるようにもなってきた。

行われている事も付け加えておく。

今までは、幼稚園の同じ母親同士でもあまり話しをし
たこともない彼女だが、地域で活躍する楽しみを得て

Ⅴ . 結びにかえて
韓国の多文化については、
「官主導の多文化主義」
（金

いるのである。

B 市で出会った移住女性達はより積極的だった。フ
ィリピンから 2001 年に来韓した M は、フィリピンの
大学で英語を勉強した。しかし、卒業後就職ができず、

ヒジョン、2007）、「国家主導多文化主義」（ユンイン

家のためにサウジアラビアで 4 年間、台湾で 2 年間、

ジン、2007）、または「分離を通じた支配戦略」（オ

香港で 2 年間と家事労働者として働いた。自分の海外

ムハンジン、2007）という評価の他、一部では「政

就労で 7 人の兄弟を勉強させることができたのが、唯

府 +NGO 主導的」と評価（李ヘキョン 2007）する研

一の誇りである。下の兄弟も皆卒業して、これから自

究者もいる。

分のためにと考えた時にはすでに婚期も過ぎて、結婚

本稿では、現在韓国の多文化政策を外国人労働者に

は考えていなかったという。M は、できればカナダ

対する政策と結婚移住者とその家族を対象とする多文

などで就労し、永住許可をもらえれば、今度は自分が

化家族政策の二つに分けて考察した。そして、それぞ

やりたい勉強をしたいと思った。しかし、そのような

れの政策と関連法案の立法において、市民社会の主体

チャンスはなかなか来ない。その内、統一教会を通し
韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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て韓国人と結婚していた友達の誘いで、統一教会に入
り、韓国の男性と結婚をした。彼女が 37 才のことで
ある。結婚してすぐ子どもを出産した M は、4 年間家
の中でだけ過ごした。心の慰めを求めて、たまたま教
会に行った時に、現在 B 市多文化家族支援センターの

G 氏と出会った。G 氏に韓国語を教えてもらい、別な
外国人移住女性とも出会うようになった。ここ数年は

G 氏の紹介で地域の学校の英語のネイティヴ教師を務
め、塾の英語教師や個人レッスンも行っている。今は、
毎日多文化家族支援センターにきて、皆の一番の先輩
として働いている。
このように、韓国の多文化ブームは、制度や運営に
おいては、これからも様々な検討と修正は必要なもの
の、これまで不可視化されていた他人を、見える他人
とした点においては大いに評価しなければならない。
また、その認識の普及が短時間で行われた背景には、
「多文化」にアプローチする多様な主体が存在したこ
とも重視すべきであろう。多様な主体による、「多文
化」への取り組みやその競争の原理が、地域内の多文
化を引っ張ってきた原動力でもあったということであ
ろう。ただし、そこに問題がないわけではない。最も
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」

『한국적 다문화주의의 이론화（韓国的多文化主義の理論化）
』
、
韓国社会学会

김남일（金ナムイル）
、2007「열린사회를 구현하기위한 외국인 정
책 방향（開かれた社会を求現するための外国人政策方向）
」
『한

국적 다문화주의의 이론화（韓国的「多文化主義」の理論化）
』
韓国社会学会

김희천（金ヒチョン）
、2007「한국의 관주도형 다문화주의：다문화

주의의 이론과 한국적 적용（韓国の官主導型多文化主義：多文

化主義の理論と韓国的適用）
」
『한국에서의 다문화주의― 현실

憂慮しなければならないのは、多様な思惑に対する分

과 쟁점（韓国での多文化主義―現実と争点）
』
（社）国境のない

析や議論がないまま、「多文化」という言葉で全てが

ムラ学術討論会発表論文集

正当化されていくことであろう。それが、韓国におけ
る現在の「多文化」神話なのかも知れない。韓国の「多
文化」に潜んでいる様々な思惑については、関連する
団体の取り組みと理念の分析が必要であろう。それに
ついては、今後の課題とする。
韓国の多文化政策は、政策立案の背景から見ても、
地域社会を単位とするローカルでの実践から見ても、
一元的なものではない。地域の中では、同じような仕
事をしている団体がいくつも並存している。例えば、
家族福祉に関連する団体として、健康家庭支援センタ
ー、地域社会福祉施設、女性関連団体、性暴力・家庭
暴力相談所、青少年相談所などなどがある。地域の中
で、同じ事業に対して沢山の人々が参加し、競争する
のはある意味当然なのかも知れない。
勿論、このような地域における多文化競争は、多文
化事業への過度な競争を生み出し、予算浪費となると
いう批判の声も高い。しかし、合理性を目指すばかり
に、居住外国人の多様性を一元化したり、多様な運動
の主体を一元化したりしてはならない。韓国が目指す
「多文化」社会への在り方が、まだ明確ではない現時
点においては、かえって様々な主体が「多文化」事業
に参加することによって、様々な多文化の定義が生ま
れ、多様な共生の在り方も生まれることができるので
はないだろうか。それによって、「韓国的多文化主義」
が生まれる可能性− 筆者はそれに期待したい 23。
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구경서（クキョンソ）
、2003「다문화주의의 이론적 체계（多文化主

義の理論的体系）
」
『현상과 인식（現象と認識）
』27 − 3（90 号）
、
韓国人文社会科学会

김희선（金ヒソン）
、2007「다문화가족 지원 현황분석（多文化家族
支援現況分析）
」
『民族研究』31、韓国民族研究院

고숙희（コスッキ）
、2008「정부의 다문화사회 접근전략모색：외국
인 여성결혼이민자의 태도조사를 중심으로（政府の多文化社会

接近戦略模索：外国人女性結婚移民者の態度調査を中心に）
」
『현

대사회와 행정（現代社会と行政）
』第 18 巻 1 号
薛動勳、1999『외국인

노동자와 한국사회（外国人労働者と韓国

社会）
』
、 서울대학출판사 （ソウル大学校出版社）

薛動勳、2009「한국사회의 외국인 이주노동자 ― 새로운 소수자 집
단에 대한 사회학적 설명―（韓国社会の外国人移住労働者―

新しい 少数者集団 に対する社会学的説明）
」
『사림（社林）
』

34 号

설동훈 ;이혜경 ;조성남（ソルトンフン・イヘキョン・チョソンナム）
、

2006『결혼이민자 가족실태조사 및 중장기 지원정책방안 연구

（結婚移民者家族実態調査及び中長期支援政策方案研究）
』女性
家族部編

薛動勳、2005 『국제결혼 이주여성 실태조사 및 보건·복지 지원
정책방안（国際結婚移住女性実態調査及び保健福祉支援政策方

案）
』保健福祉部編
「転換期に立つ韓国の移民政策―外国人の社会統合を中心に」
女性家族部、2005『여성결혼이민자지원사업결과보고서（女性結婚
移民者支援事業結果報告書）
』

忠清南道女性政策開発院、2008『충남 여성결혼이민자 리더육성과

사회적 역량강화 방안（忠南女性結婚移民者リーダー育成と社

会的力量強化の方案）
』

行政自治部、2007『지방자치단체 거주 외국인 지역사회의 정착 지
원업무 편람（地方自治団体居住外国人地域社会の定着支援業
務便覧）
』
宋ウンヨン、2009「韓国における国際結婚女性移住者に対する政策
の転換とその要因」
『政策科学』17 − 1、立命館大学政策科学
部紀要
法 務 部 出 入 国 外 国 人 政 策 本 部 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.

immigration.go.kr
国家統計ポータル：http://www.kosis.kr/

れ、2010 年再び女性家族部となった。

16 韓国の粗離婚率は、97 年 2.0 件、2000 年には 2.5 件、2003 年は 3.5
件と増加していた。女性部はこのような動きを受け、2001 年正
式に政府部署として組織された。

17 健康家庭支援センターは、その殆どが大学に委託をしている。
18 最も強い批判の主体としては「韓国移住女性人権センター」な
どがある。
（
『GEMC
19 ヤ ン キ ホ は「 転 換 期 に 立 っ た 韓 国 の 移 民 政 策 」

journal』No3、2010）の 73 頁で韓国の雇用許可制の改正で熟練
労働者への永住の可能性が出てきたと論じている。しかし、実
際のところその門はまだ開いていない。多くの外国人労働者は
定住化をさせない韓国政府の態度に対して

註

「今までの
20 盧武鉉政権の多文化政策について、李へキョンは、
（韓国語）
（
『現象と認識』
、
1 クキョンソ「多文化主義の理論的体系」

2003 秋）30 頁参照。
2 毎日経済新聞第 1585 号（10 年 12 月 15 日記事）より。

外国人政策が『人力（労働力）政策』という経済的面であった
とすれば、
社会文化的側面を考慮した『多文化政策』であるとし、
それは、過去の外国人政策が『出入国管理』の次元での『国益

3 ただし、2009 年の行政安全部の統計には短期滞在、長期滞在、

優先・統制優先』だったのに対して、国内滞在外国人の『社会

そして未登録外国人（不法滞在）や国籍取得者、
多文化家族（父

統合』による『国益と人権保障』に政策の目線が変わった」と

母に外国人が含まれている家族）の子どもなども含まれている。

評価している。
（李ヘキョン「移民政策と多文化主義」2007『韓

そして、多文化家族の子どもには、韓国人の親から産まれたが、

国的「多文化主義」の理論化』
：234 頁より）。

親の再婚によって外国人の親がいる家庭の子どもとなっている
場合も含まれている。

4 法務部査証別外国人労働者統計による。
5 帰化者の場合は、本国にいる家族を韓国に呼び寄せることがで
き、訪問で入ってきた外国人は就労などの制限がないため、帰
化を好むのである。

21 本報告は 2010 年 2 月 15 日〜21 日まで A 郡で、同年 8 月 10 日〜
19日間B市で行なった筆者のフィールドワークからのものである。
22 韓国の行政単位は特別市や道となる広域自治体と、市郡区の基
礎自治体に分類されている。邑と面は市や郡の下位単位となる。
邑の方が面より町の希望が大きく、人口が多い。

23 実際に韓国の NGO 活動の中では、政府の多文化事業とは関係

6 出入国管理局資料による http://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR

なく、自発的に外国人住民を取り入れている活動が数多く出て

_kr.pt?categoryId=1&parentId=147&catSeq=&showMenu

いる。例えば、多文化レストラン「オヨリ」
（ソウル）
（http://

Id=118。

whiteink.tistory.com/337?srchid=BR1http%3A%2F%2Fwhitei

7 出入国管理局の統計資料による。

nk.tistory.com%2F337）のように社会的企業の中で結婚移住女

8 連合ニュース 2010 年 11 月 29 日報道 http://media.daum.net/press/

性のエスニック・資本ビジネスとして取り入れているところが

view.html?cateid=1065&newsid=20101129133013293&p=yonh

増えている。また、オルタナティヴ 学校や地域コミュニティ運

appr。
9 http://www.ep.go.kr/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG000000113
4&boardId=BO0000000058&CP0000000002_BO0000000058_
Ac tion=boa rdView&CP0000000002_BO0000000058_

動をしている「カンジ共同体」でも結婚移住女性と共につくる
コミュニティを目指して多文化センターを開いている。このよ
うな人々の動きから多文化共生が、実現できると筆者は考える
（http://www.hani.co.kr/arti/society/area/364996.html）
。

ViewName=board/BoardView&boardDataId=57034 の報道資料
より。

10 http://www.dginews.co.kr/ArticleView.asp?intNum=18420&
ASection=001002 大丘インタネット新聞 2010 年 3 月 18 日記事
参照。

11 2009 年 7 月 27 日字 newsis 記事から。
12 韓国では現在全国規模の連合労働組合として、韓国労働組合総
連盟と全国民主労働組合総連盟の二つが存立している。全国民
主労働組合は 95 年 11 月に結成されるので、この時点の労働組
合とは韓国労働組合総連盟となる。
「開かれた社会を求現するための外国人政
13 金ナムイル、2007、
策方向」
（
『韓国的「多文化主義」の理論化』韓国社会学会）

152 頁。
14 外国人労働者の市民運動と制度の変化について 1998 年以前の
動きに関しては薛動勳『外国人労働者と韓国社会』
（1999、ソ
ウル大学校出版社）を参照。

15 2005 年からは女性家族部に、2008 年からはまた女性部と縮小さ

韓国における「多文化主義」の
背景と地域社会の対応
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社会的費用、成長の限界、
成長の権利
―国際環境法への法哲学的アプローチ―

樺島

Ⅰ . 問題の所在

博志

球サミット、2002 年ヨハネスバーグ・サミットなど
を経て、地球環境問題に対する国際世論も高まり、ま
た環境問題に取り組む経済的政治的実践も活発化して

周知のとおり、今日、地球温暖化問題は、国際政治

いる。こうした状況において、第 5 節では、国際環境

における最も重要な争点のひとつであるとともに、市

法の策定における根本的な利害対立の争点となってい

民のあいだでも国家の枠組を超えて世界共通の関心事

るところの先進工業国と中進国（emerging countries）

となっている。本稿は、地球環境問題について国際的

ないし発展途上国との責任分担と費用負担の問題につ

合意を形成し法制度を構築する際に、正義理念に照ら

いて、 成長の権利

していかなる観点を考慮に入れなければならないの

通の一定の倫理的指針を探求してみたい。以上の考察

か、法哲学的に解明することを試みるものである。こ

を通じて、地球環境問題をめぐる国際協調がますます

のような精神史に視座をおくアプローチは、しばしば

重要性を増す今日の状況のなかで、本来どのような経

法政策の実務家が見失いがちな観点に光を当てるとい

緯で環境問題が認識されるに至ったのか、精神史的に

う点において、基礎研究としての理論的かつ実践的な

検証することによって、今日の議論で取り組むべき課

役割を果たしうるものであると期待される。こうした

題について、改めて確認したいと思う。

の実現という観点から、世界共

関心から、次節では、現在の地球環境問題をめぐる政
治的・学問的動向とその問題構成とを明らかにしたい。
その上で第 3 節では、地球環境問題に初期の段階から
政治経済学的に取り組んだ K.W. カップ（Kapp, Karl

William: 1910-1976）の理論を参照する。1 カップの
理論は、環境問題を、市場メカニズムでは防止できな

Ⅱ . 地球環境問題をめぐる現在の政
治的・学問的動向

のである。さらに第 4 節で、人間環境問題と持続可能

2009 年 12 月にデンマークのコペンハーゲンで開か
れた気候変動枠組み条約第 15 回締約国会議（COP15）
には、190 カ国あまりの締約国のうち約 120 ヶ国の首

な発展にかかわる国際世論の形成に与ったローマ・

脳が参加するなど、従来にない積極的な関心が寄せ

クラブの報告書「成長の限界」（1972）を参照する。

られた。3COP15 は、1997 年に採択された京都議定

この報告書は、競争的私的経済活動が、いずれは環

書（COP3）の枠外におかれた国と期間について、地

境問題などの成長の限界に直面するであろう、という

球温暖化対策の枠組を包括的に定めることを目的とし

ことを、「幾何級数的成長」という観点から把握しよ

て開催された。京都議定書は、2008 年から 2012 年の

い「社会的費用」という観点から解明しようとしたも

2

うとしたものである。地球環境問題は、第 2 次世界大

あいだに、1990 年を基準とした温室効果ガスの排出

戦終結の後、1950 年代以降に学術的な領域で議論が

量を、先進国全体で 5%、カナダ・日本など 6%、ア

高まり、最初の包括的な国際会議として、1972 年に

メリカなど 7%、EU 連合諸国で 8% 削減することを骨

ストックホルム人間環境会議が開催された。それ以降、

子としていた。このうちアメリカが京都議定書を批准

1982 年ナイロビ会議、1992 年リオ・デジャネイロ地

しなかったほか、発展途上国に対しては拘束力のある

020

規定を欠いたまま、COP15 の開催を迎えたのであっ

削減の空白期間が生ずることが懸念されている。

た。このため、COP15 では、アメリカ、中国を加え

日本の環境政策に目を向けても、温室効果ガスの削

た 20 カ国以上が首脳レベルの協議を行い、締約国を

減に向けた積極的な措置を講じているとは言い難い。

包括的に拘束する 2020 年までの取り組みを「コペン

元来、2009 年 9 月に発足した民主党政権は、選挙公

ハーゲン協定（Copenhagen Accord）」として提案し

約（マニフェスト）において、
「CO2 等排出量について、

た。その内容は、産業革命以降の気温上昇を 2 度以内

2020 年までに 25％減（1990 年比）、2050 年までに 60

にとどめるべきであること、先進国は京都議定書を強

％超減（同前）を目標とする」としたうえで、「キャ

化し 2020 年までの排出削減目標を定めること、途上

ップ＆トレード方式による実効ある国内排出量取引市

国は排出削減の行動を 2 年毎に締約国会議に報告する

場を創設する」、「地球温暖化対策税の導入を検討す

こと、先進国は共同で途上国に対して 2010 年から 12

る」、「全量買い取り方式の再生可能エネルギーに対す

年までに 300 億ドル、2020 年までに毎年 1000 億ドル

る固定価格買取制度を早期に導入する」という三つの

の資金を提供すること、を骨子としている。しかしな

具体的施策を掲げていた。5 しかし、第一の排出量取

がら、同協定は、ベネズエラ、キューバなど数カ国が

引制度については、産業界と経済産業省の反対を受け

主要国中心の合意作成過程を不透明であるとして反対

て、2010 年 12 月 28 日の閣議で、2013 年度導入の当

したために、国際法的拘束力のある合意文書として

初予定を無期限先送りすることが決定された。同閣議

は採択できず、同協定に「留意する」というかたち

は、残る 2 つの施策について、地球温暖化対策税を

で終結せざるを得なかった。同協定に留意するとは、

2011 年度に導入、固定価格買取制度を 2012 年度に導

COP15 の参加国が同協定の存在を認識するという意

入することをそれぞれ決定したが、環境保護団体から

味であり、各国が同協定に調印することによって、調

は、温室効果ガスの 25% 削減という目標に向けて実

印した国のあいだでのみ国際法的効力を生ずる、とい

効性があるのか、疑念が投げかけられているところで

うことである。

ある。6

コペンハーゲン協定は、拘束力を得られなかった点

研究者のレベルにおいても、地球環境問題をめぐる

において失敗であるだけでなく、内容的にも地球環境

科学的認識について、必ずしも共通の見解が得られて

問題をめぐる重要な問題を満足させるものでないこと

いるわけではない。IPCC 報告書 7 に集約されるよう

が指摘されている。途上国の政府や NGO からは、協

な政策決定に影響力のある科学的見解は、気候変動問

定の策定手続が大国中心であったことだけでなく、内

題にたいして積極的に取り組まなければ、将来の人間

容的にも、先進国の温室効果ガスの削減目標や、先進

の生活に重大な悪影響がもたらされると主張してい

国から途上国に対する資金援助や技術移転といった点

る。この見解を代表する立場として、元世界銀行副総

について、いずれも不十分で実効性が疑われ、また途

裁、元イギリス政府経済顧問、現ロンドン大学（London

上国により多くの譲歩を要求する内容となっている、

School of Economics and Political Science（LSE））の

といった批判が表明されている。さらに、環境 NGO

ニ コ ラ ス・ ス タ ー ン 教 授（Nicholas Herbert Stern,

からは、協定の策定に中心的な役割を果たしたアメリ

Baron Stern of Brentford 1946-）らによる「気候変動

カと中国が、はじめから実効性の弱い合意を作るとい

の経済学」（スターン・レビュー）を取り上げること

う関心を有していた、といった指摘もなされている。

ができる。8 スターン報告書の骨子は次のとおりであ

翌 2010 年 11 月 29 日 か ら 12 月 10 日 に メ キ シ コ、

る。産業革命以前の平均気温を基準として地球平均

カ ン ク ン に お い て 開 催 さ れ た 第 16 回 締 約 国 会 議

気温が 2 度以上上昇すれば、生態系に重大な影響を及

（COP16）においても、コペンハーゲン協定を拘束力

ぼし、世界全体の GDP の 5 〜20% に当たる損失を生

ある合意へともたらすことはできなかった。4 その主

ずるものと見積もられる。CO2 換算の温室効果ガスの

たる原因は、途上国が京都議定書の期間延長を主張し

大気中濃度は、産業革命以前は平均 280ppm であった

た一方で、日本が米中を取り込まずに同議定書を単純

が、2006 年時点で 430ppm、現在の温室効果ガス排出

延長することに対して強く反対したことに存する。そ

量を継続すれば 2050 年までに産業革命以前の二倍の

の結果、COP16 で採択されたカンクン合意（Cancun

ることとなった。当然、COP17 でも拘束力ある合意

550ppm に到達し、この濃度を前提とすれば地球平均
気温は産業革命以前に比べて 2 度以上上昇すると推計
される。温室効果ガスの濃度を 500 〜550ppm に安定
させるためには、2006 年を基準とした温室効果ガス
排出量を 2050 年までに 25％削減する必要があり、そ
のためには世界全体の GDP のうち年平均約 1 ％の費

が得られる保証はなく、2013 年以降、温室効果ガス

用を要する。温室効果ガス排出量を削減するためには、

Agreements） は、 先 進 国、 途 上 国 の 双 方 に 対 し て、
温室効果ガスの削減に向けた努力義務を課すにとどま
り、京都議定書の期間が満了する 2013 年以降の削減
目標の設定については、2011 年の COP17 に先送りす
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炭素税、排出量取引、排出量規制などによる炭素価格

といった酒類の製造業者は、自らの製品を市場で販売

の設定、低炭素・高効率技術開発に向けた技術政策、

しているが、製品の消費者のうちアルコール依存症に

基準設定や情報開示などによる行動変化の障壁の除

かかる者が生ずることは、周知のとおりである。アル

去、の三つの要素が政策の中心となる。気候変動対策

コール依存者は、しばしば、肝臓病などの病気で入院

にかかる費用を先進国と途上国に公平に分配するため

したり、あるいは、酒場で暴れて留置場に入れられる

に、国民所得、歴史的経緯、一人当たり排出量をもと

など、私的にあるいは社会的に、問題を起こすことが

に算出した結果として、先進国は 2050 年までに 1990

知られている。ところで、その際の入院費用や秩序維

年レベルの 60 〜80 ％の排出削減を行わなければなら

持費用といった、アルコール依存者のもたらす私的・

ない。途上国における費用対効果の高い排出削減策を

社会的問題を解決するための費用は、アルコール依存

支援するために、EU ETS などの排出量取引と民間部

者自身によって賄われるわけでもなければ、アルコー

門のカーボン・ファイナンスの制度を拡充させ、途上

ル依存者から利益を得ている酒類製造業者によって賄

国における国家的プログラムや開発援助と結びつける

われているわけでもない。むしろ、この種の私的・社

必要がある。

会的問題が病院や警察といった公的機関において処理

スターン報告書に代表される影響力の大きい見解に

されることを通じて、問題解決のための費用は、社会

対しては、日本の懐疑論に目を向けただけでも、次の

保険料や税金の形で、広く社会全体によって賄われて

ように、さまざまな観点から異論が投げかけられてい

いるのである。このように、財の生産にともなう費用

る。すなわち、そもそも地球は温暖化しているのか、

のうち、私的生産者によっても消費者によっても負担

温暖化の原因が温室効果ガスにあるのか、温暖化の予

されず、むしろ社会全体によって負担される費用のこ

測が正確であるのか、温暖化の影響の予測が正確であ

とを、 社会的費用 （social costs）として捉えること

るのか、といった科学的認識にかかわるものから、温

ができる。また、社会的費用をもたらすような私的生

暖化論は原子力産業を促進するための議論である、あ

産活動は、社会全体に費用を転嫁し負担させていると

るいは、排出量取引など新たな金融市場での投機のた

いう点からして、 社会的損失 （social damages）を

めの議論である、といった政治経済的背景を詮索する

もたらす生産活動として捉えることができる。

ものまで、内容的にも学問的価値の点でもさまざまな
レベルの議論が展開されているところである。

9

以上の準備的理解から出発すれば、カップの分析は
次のように要約することができるであろう。カップに

本稿は、ここで概観したような地球環境の保全をめ

よれば、「社会的費用」と「社会的損失」にかかわる

ぐる政治的学問的対立状況について、それぞれの立場

諸現象は、近代経済学の議論においては、撹乱要因に

の適否を評価するものではない。むしろ、地球環境問

過ぎない非典型例や例外としてしか扱われてこなかっ

題が認識され政治的実践の争点で取り上げられるに至

た。すなわち、ケネー、スミスらにより 18 世紀に確

った精神史的背景を振り返ることによって、今日の議

立された近代経済学は、市場における完全競争を前提

論において忘却されている本来的な問題点の所在を改

として、価格、生産費、利潤、賃金、地代、資本とい

めて確認することを目的としている。そのために、次

った要素につき、これら各要素の体系的連関を自然的

節以降、地球環境問題の端緒を開いた議論として、カ

経済秩序として明らかにしたにとどまる。しかも彼ら

ップによる経済学からの分析と、ローマ・クラブによ

は、この自由な経済活動から生ずる秩序を、社会全体

るシステム工学からの分析とを取り上げてみたい。

の福祉を最大化する理想的秩序として描き出したので
あった。こうした規範的性格を有していた近代経済学

Ⅲ . K.W. カップ「社会的費用」
「社
会的損失」

に対して、19 世紀後半以降の新古典派経済学は、実
証的な見地から修正を加えたものである。たとえばマ
ーシャルは、極端な経済的格差と不平等においては、
貨幣が効用の尺度とはならない、という認識から出発

カップの議論の中心となる主張は、完全競争を理想

し、市場における供給と需要の自由な作用が、必ずし

とする市場メカニズムにおいては、環境破壊など社会

も国民の満足の総和を最大化するわけではない、とい

的損失を効果的に防ぐことはできず、そのために要す

うことを明らかにした。またピグーは、公共財の供給

る社会的費用を生産者（原因者）に対して公平に負担

にかかる社会的費用を、経済活動の要素として、経済

させることはできない、ということである。

学の分析対象に組み込んだ。カップは、こうした新古

カップ自身による説明を離れることになるが、次の

典派経済学の流れをさらに進めて、社会的費用と社会

ような例を考えるならば、「社会的費用」の問題の本

的報酬を、貨幣という市場の尺度では測ることので

質を容易に理解し得るであろう。ビールやウィスキー

きない価値と捉え、かかる
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非経済的なるもの

と、

市場の尺度で評価されうる

経済的なるもの

内的関係の解明を、新たな

政治経済学 （political

との

が負担しない部分の費用が、カップのいう
用

社会的費

である。一般に私的生産者は、生産設備の劣化に

economy）の中心課題とすることを提唱したのであっ

対しては減価償却費を引き当てているのに対し、人的

た。カップの政治経済学の中心命題は次のとおりであ

損傷にかかる費用については、引き当てを行わない。

る。「自由商品経済の社会的な成果は経済上の最適に

なぜなら、個々の労働者の損傷による生産能力の低下

はなお及ばない」、「無計画な商品経済は、希少資源の

に対しては、従前の労働者と同額の賃金を支払うこと

欲求充足力の最大を達成しえない」。 しかしカップ

によって、他の労働者で代替することが可能だからで

はこう述べる際に、計画経済を推奨しているわけでは

ある。このように、生産者においては、人的損傷を抑

ない。11 むしろこの命題は、無秩序な自由競争市場に

止するインセンティヴが存しないために、人的損傷に

おいては、人間が非合理的行動をとるゆえに、また企

かかる費用は増大し、この費用は労働者自身と社会全

業が人間にとっての社会的報酬を無視するがゆえに、

体に転嫁されることとなる。しかも、労働者自身にと

必然的に社会的費用という形の非効率が生じる、とい

っても、他の労働者が事故や病気で労働能力を喪失し

う認識を示しているのである。

たとしても、自らの競争相手が労働市場から脱落した

10

カップによれば、社会的費用とは、「第三者或いは

こととして捉えられるために、労働者の人的損傷を一

一般大衆が私的経済活動の結果蒙るあらゆる直接間接

般に回避しなければならないという認識は共有されな

の損失」12 と定義される。私企業の生産活動により、

いこととなる。16

労働者や一般市民の健康が損なわれ、第三者の財産の

本稿の関心である環境問題については、カップは社

価値が減少し、自然の富の早期涸渇が生じることがあ

会的費用の概念を用いて次のように説明している。大

る。そしてこのような有形的ではない価値の損傷は、

気や水の汚染は、財産の価値を減少させ、人間の健康

社会全体に損失をもたらすものであり、損失を防止し

を損ない、動植物への悪影響をもたらす。そして、こ

たり回復したりするための費用の総額を、生産者たる

れらの社会的損失は、私的生産者の支出に反映される

私企業に負担させるための責任は確立されていない。

ことは無い。17 ことに動植物を含む自然環境の損傷に

また、私的生産活動と社会的損失の発生との因果関係

かかる社会的費用については、これを明確に認識し把

については、労働災害のように、費用が直ちに現れ影

握することが困難である。というのも、自然環境のも

響を受ける人的範囲が限られているものもあれば、水

つ所得産出能力は長期に亙るものであり、長期間の後

や空気の汚染、天然資源の競争的開発の場合のように、

にはじめて報酬がもたらされる。そのために、現在の

損失と費用の発生までに時間がかかり社会全体に影響

生産活動によって自然環境が損傷を受けたとしても、

が及ぶ場合もある。 しかしいずれにしても、このよ

回復のためにかかる費用を、現在の支出に算入するこ

うな私的生産活動に随伴する有害な結果や損失は、そ

とは、困難である。18 さらにまた、石油や鉱物など天

13

の費用のすべてを生産者に負わせることが困難であ

然資源の涸渇については、いったん消費されれば資源

り、影響をこうむる第三者または社会全体が負担する

を回復するのが著しく困難になるほか、次のような複

こととなる。

雑な問題を抱えている。すなわち、天然資源にかかわ

14

カップは、上記の定義に当てはまる社会的費用の例

る財産的権利は、採掘権者による実際の採掘によって、

として、労働災害や職業病などによる人的損傷、大気・

いわば原始取得の形ではじめて権利性が認められるこ

水の汚染、魚や野生動物の減少・絶滅、鉱物・石油な

とになる。その結果、天然資源の開発競争と採掘競争

ど天然資源の涸渇、農地の地力や森林の再生力の損失、

が起こり、過剰供給による価格の低下を招き、早期の

技術革新による既存設備の価値喪失、失業の発生によ

涸渇に拍車がかかる。しかし資源の涸渇が認識される

る失業者に対する生活費の補償と設備の遊休にかかる

や否や、価格が急騰し、合理的な価格の決定による効

維持経費、独占や配給制度などによる生産効率の阻害、

率的な財の社会的配分は行われなくなる。このように、

などさまざまな要因を取り上げている。このうち、労

天然資源の消費については、権利の設定と価格の決定

働災害や職業病による人的損傷を例にとれば、次のよ

を合理的かつ効率的に行うことが困難であるために、

うになる。 すなわち、労働者は職業上の怪我や病気

潜在的に多くの社会的費用を要するという問題を抱え

によって労働能力の一部を失うが、労働能力の低下に

ている。19

15

よる所得と生活水準の低下にかかる費用は労働者自身

上に述べたカップの社会的費用に関する分析から、

によって負担され、また医療費や入院費の一部は社会

本稿の関心に即して、次のような結論を導き出すこと

保険の形で納税者全体によって負担されるなど、生産

ができよう。資本主義経済は、一方では、生産者の自

者が生産にかかる総費用をすべて支出しているわけで

由な競争により経済成長をもたらすものであるが、他

はない。このように生産活動に伴う費用のうち生産者

方、市場における自由競争が常に既存の状態から脱却
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しようとする傾向を内包しているために、不可避的に

な視野を取るならば人類の存続にとって危険をもたら

社会的損失をもたらすことになる。市場メカニズムは、

すであろう、ということであり、とりわけ、無際限な

こうした損失の発生を防止し、損失を回復するための

天然資源の消費が難局を招くであろう、という認識で

費用を公平に配分するための制度を、それ自身の中に

あった。クラブの設立目的は、このような認識を共有

は内包していない。このような資本主義経済の限界を

するよう、世界の指導者に注意を喚起することである。

克服するためには、生産者の支出すべき全費用の中に、

このような問題関心から、システム科学の方法論にも

社会的損失に対する補償をも含めて考えなければなら

とづくコンピューター・シュミレーションを用いて、

ない。このことこそ、公正な権利の配分という正義の

世界の相互依存が長期的にどのような帰結をもたらす

理念に適うことになる。そうでなければ、社会的損失

のか、という問題に取組んだ。その最初の報告書が、

にかかる費用が、被害者や社会全体という私的生産者

1972 年に発表された「成長の限界」21 であった。ロー

以外の第三者に転嫁されることとなる。こうした事態

マ・クラブから報告書執筆の研究委員に任命されたの

は、倫理的に評価すれば、近代法秩序の根拠をなして

は、メドゥス夫妻らマサチューセッツ工科大学（MIT）

いるヒューマニズムや人間の尊厳といった理念に反す

のシステム科学の研究者集団であった。報告書は、世

るものと言わざるを得ない。このような正義理念に反

界の相互依存関係の多様なシナリオを比較検討したう

する事態を回避するためには、社会的費用を科学的に

えで、環境問題という制約の下で持続可能な進歩がい

計測することによって量的に把握し、費用の公平な配

かにして可能となるのか、国際社会に向けていくつか

分という原理に即して、市場における自由競争の前提

の選択肢を提示している。

条件となる法制度を構築しなければならない。自由市

報告書の中心におかれているのは、地球上の人間存

場のための法制度を構築するにあたっては、社会的費

在は、その自然的本性的制約からして、無限に成長し

用の発生原因を誰がどれだけもたらしたのか、という

増大し続けることは不可能である、という考えである。

寄与度の観点と、社会的費用により誰がどれだけ恩恵

人間の活動の成長に対して限界を画する自然的本性的

を受けたのか、という受益度の観点との両面に着目し

制約とは、人口、工業化、公害、食糧消費、天然資源

て、配分的正義の観点から費用配分の規則を設定しな

の消費、という相互に相関関係に立つ五つの要素から

ければならない。

なる。これら五つの要素は、相互に関連しあいながら
増大する傾向にあるが、その増加の仕方は、幾何級数
的に増加する（exponential growth）という特徴を有

Ⅳ . ローマ・クラブ「成長の限界」

している。22 幾何級数的増加とは、次の表に示されて

ローマ・クラブは、産業界、外交官、研究機関、市

する際に、算術的増加（arithmetical growth）の場合

民社会の代表者などからなる NGO であり、イタリ

のように単純に一定割合が加算されるのではなく、加

アの産業家 A. ペッチェイとスコットランドの科学者

算された量が次期の増加の元本に組み入れられるため

A. キングらによって 1968 年にローマで設立された。

に、累積的に増加する、という現象である。次の表は、

同クラブの関心事は、国際的な問題について短期的

最初の量を 1 とし、毎年の増加割合を 3 ％とした場合

20

いるとおり、ある一定量が一定期間に一定割合で増加

exponential arithmetical exponential arithmetical exponential arithmetical
year\ growth rate
starting year
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3%
1

7%
1

1

10%
1

1

1

after 1 year

1.03

1.03

1.07

1.07

1.1

1.1

after 2 years

1.06

1.06

1.14

1.14

1.21

1.2

after 3 years

1.09

1.09

1.23

1.21

1.33

1.3

after 4 years

1.13

1.12

1.31

1.28

1.46

1.4

after 5 years

1.16

1.15

1.4

1.35

1.61

1.5

after 6 years

1.19

1.18

1.5

1.42

1.77

1.6

after 7 years

1.23

1.21

1.61

1.49

1.95

1.7

after 8 years

1.27

1.24

1.72

1.56

2.14

1.8

after 9 years

1.3

1.27

1.84

1.63

2.36

1.9

after 10 years

1.34

1.3

1.97

1.7

2.59

2

の 10 年後の量は、幾何級数的増加では 1.34、算術的

史的意義を受け止め、今日の人間存在にとっての行動

増加では 1.3 となり、増加割合が 10％であれば、それ

指針を獲得することに存する。

ぞれ 2.59 と 2 になることを示している。
このような幾何級数的増加の社会経済的問題に
つ い て は、 マ ル サ ス『 人 口 論 』23（1798：Th. R.

Malthus1766-1834）が人口問題について始めて明ら

Ⅴ . 成長の限界と成長の権利

かにしたところである。マルサスが指摘したのは、人

今日の国際社会においては、民族の同権と個人の人

口は幾何級数的に増加するのに対し、食糧生産は―土

権が承認されているにもかかわらず、依然として各国

地を開墾する場合のように―算術的にしか増加でき

における生活水準には格差が存在し、あるいは格差が

ず、食糧増産は人口増加に追いつくことができない、

ますます広がりつつある。26 ところで今日、中進国と

ということである。ローマ・クラブの報告書の意義は、

よばれる中所得水準の諸国、とりわけ BRICs とよば

マルサスによる指摘を、人口問題のみならず、工業化、

れるブラジル、ロシア、インド、中国の国民は、急速

公害、食糧消費、天然資源の涸渇という相関関係にあ

に所得と生活水準とを上昇させている。他方、ローマ・

る人間生活の諸要素にも適用し、これらの生活要素が

クラブの報告書に見たとおり、毎年 7% を超える経済

相関しながら幾何級数的に増加してゆくならば長期的

成長率を今後も維持し続けることには、おのずから限

に悪影響がもたらされる、という警鐘を鳴らした点に

界が存する。成長の限界を画する最大の懸案の一つが、

存する。人間生活の諸要素の相関関係を幾何級数的増

化石燃料の消費に起因する地球温暖化の問題である。

加という仕方で把握するならば、仮に人口が現在水準

このように成長の限界が存する一方で、当然のことな

で一定するとしても、工業化にともなう経済活動が年

がら、すべての個人に、より豊かになる権利とより高

率 7% で成長する場合には、上の表のとおり、10 年後

い生活水準を享受する権利とが認められなければなら

の経済規模は現在の 1.97 倍となっており、これに比

ない。別の言葉で言えば、快適で文化的な生活を享受

例して鉱物資源や水など天然資源の消費と公害問題の

するのは、経済協力開発機構（OECD）諸国に代表さ

発生についても、現在水準から倍増することが予想さ

れる先進工業国の市民にのみ認められた特権ではない

れる。このようにみれば、技術的進歩による問題解決

のである。しかしながら、
BRICs 諸国に属する人口は、

が可能であるとする技術万能論や技術楽観主義が必ず

OECD 諸国の人口をはるかに上回っている。27 このよ

しも十分な理論的根拠にもとづくものではないことが

うに見れば、今日の国際社会の課題は、世界全体の経

明らかとなる。24 すなわち、技術的進歩にはおのずか

済活動にかかわる成長の限界と、各個人の経済成長へ

ら技術内在的な制約と限界があり、経験的にはせいぜ

の権利とを、どのように調和させるのか、という問題

い算術的な割合でしか効率を高めることができない。

であることが明らかとなる。

もしも公害や天然資源の涸渇の問題が幾何級数的に増

本稿では、成長の限界と成長の権利の問題を検討す

加し、しかもその増加割合が高ければ高いほど、つま

るにあたって、BRICs の代表例として、経済成長の著

り経済成長率が高ければ高いほど、技術による問題解

しい中国を例として取り上げたい。1990 年以降の中
国の経済成長率は、1990 年を除き毎年 7% 以上にのぼ

決はいっそう困難なものとなるのである。
ローマ・クラブの報告書は、人口やエネルギー消費

っており、1990 年と比べて 2005 年の国民総生産 GDP

をどの程度抑制すれば将来の人類の危機を回避しうる

は約 4.26 倍に増加しており、今後も同様の成長率が

のか、という処方箋を、コンピューター・シュミレー

維持されるものと予想されている。これに対して、エ

ションを用いて科学的に示したものである。 現在、

ネルギー消費による二酸化炭素排出量は、経済成長率

ローマ・クラブの報告書が出されてから 40 年近く経

ほどの伸びを示していないものの、1990 年と比べて

過したが、幸いなことに人類の存亡にかかわる重大な

2005 年の排出量は約 2.27 倍に増加している。28 成

危機は現実化していない。それは、一つには、報告書

長の限界

の示した処方箋の一部が、グローバルなレベルでの国

ー利用の効率が技術革新により向上するとしても、エ

際協調の下で、各国の公共政策として実施されたため

ネルギー消費は一定割合で幾何級数的に増加するため

であり、もう一つには、報告書のシュミレーションの

に、いずれは資源の涸渇を招くことになる。また同時

基礎となった科学的データが将来予測のために十分に

に、エネルギー消費による熱汚染の問題も深刻化する

正確なものではなかったためでもあろう。いずれにし

ことが予想される。熱汚染とは、29 オーブンの近くが

ても、本稿の関心は、新たに科学的データを設定して

暖かいように、温室効果ガスの影響を度外視したとし

シュミレーションをやり直すということではなく、相

ても、エネルギー消費の盛んな熱源に近接した場所で

互依存を深める国際社会に示そうとした報告書の精神

は気温の上昇が生じ、その結果としてヒート・アイラ

25

論の示唆するところでは、たとえエネルギ

社会的費用、成長の限界、成長の権利
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ンド現象のような局地的な気象異常を引き起こした

と生活水準を既得権として特権化した上で、それ以外

り、水不足や、あるいは生物の生態系に悪影響を及ぼ

の国の市民には特権に与る道を閉ざすことになってし

す、という現象である。熱汚染の問題は、化石燃料か

まう。財と権利をこうした仕方で配分するならば、そ

ら原子力エネルギーに転換することによって温室効果

れは配分的正義の理念に反するであろう。むしろ、成

ガスに対する対策がとられたとしても、未解決のまま

長の限界の枠内で限られた財にかかわる権利を公正に

残るであろう。このように、人口抑制策が奏功すると

配分するためには、所得と生活水準について、世界全

いう楽観的な前提に立つとしても、中国のように大規

体に共通する一定の均衡点を見出さなければならない

模な人口を抱える国民全体が工業化を進めて現在のよ

のではないか。そしてこのことは、OECD 諸国の市民

うに 7% の経済成長率を今後も維持しようとするなら

にとっては、現在の消費生活の水準を引き下げなけれ

ば、エネルギーなど天然資源の涸渇のほか、水不足、

ばならないことを意味するであろう。

公害の深刻化といった限界に、いずれは直面すること
が予想される。

こうした先進工業国の市民にとって厳しい現実は、
実際のところ、カップの

社会的費用

の分析におい

しかし他方、中国の一般市民も、自らの生業活動を

てすでに示唆されていたところである。すなわち、国

通じて、より多くの所得を得て、より高い生活水準を

民国家を単位として、WTO の自由交易ルールにもと

享受する権利を有している。社会全体の経済成長に限

づき、各国が GDP の増大を目指して努力する限りに

界があるからといって、個々の市民の豊かになる権利

おいて、世界全体での社会的損失の発生は抑止するこ

が否定されることにはならないであろう。少なくとも

とはできないし、社会的費用を公平に分担させる制度

中国の市民も、平均して、OECD 諸国の市民と同程

的枠組も存在しない、ということである。現在の地球

度の所得と生活水準を得る権利を認められなければな

温暖化問題は、産業革命以来、先進工業国が生産活動

らない。2008 年の時点では、アメリカ・ドルに換算

を続けた結果として生じた世界全体の社会的損失であ

した一人当たりの平均所得は、中国人 $3,403.52、日

って、長い期間を経た後、今日になってようやくその

本 人 $38,271.39、 ア メ リ カ 人 $47,392.75 で あ り、 中

社会的費用が顕在化したものに他ならない。先進工業

国人がアメリカ人と同程度の所得を得るには約 14 倍、

国は、自らの生産活動の結果生じた社会的費用を、後

日本人と同程度の所得を得るとしても約 11 倍の所得

の世代や発展途上国という第三者に転嫁することがで

が必要である。 今後、一人当たりの所得格差も急速

きたために、富を蓄積し豊かになることができたもの

30

に縮小するものと予想されるが、2007 年時点の中国

と考えられる。しかも、地球環境問題という社会的損

の人口 1,329,090 千人はアメリカの人口 301,280 千人

失をもたらした先進工業国は、損失の回復にかかる費

の約 4.4 倍であるので、中国人の平均所得がアメリカ

用を自ら負担しようとせず、これから発展し豊かにな

人のそれと同程度になるためには、中国の国内総生産

ろうとする国民に対して、その成長を抑止させること

GDP は現在の約 60 倍に増大しなければならない。し

によって、気候変動の危機を回避しようとさえしてい

かしこうした事態は、成長の限界からして、実現は不

る。むしろ、原因者である先進工業国は、温暖化問題

可能であろう。つまり、中国の市民は、より豊かな所

という形で社会的費用が顕在化している今日、損失に

得と生活水準を獲得する権利を持ち、これを実現する

かかる費用を負担しなければならないであろう。そし

ための能力と意欲を有するものの、実際に権利を実現

てこのことは、先進工業国に属する国民が、一定程度、

するのは、地球環境という外在的制約からして、極め

現在の所得と生活水準を断念して、現在蓄積している

て困難であると予想されるのである。

富のなかから、損失を埋め合わせるための費用を支出

このように見るならば、地球全体の財が限られてい

しなければならない、ということを意味している。こ

る以上、世界のすべての市民に等しく OECD 諸国と

のような仕方で、OECD 諸国の市民が現在の消費生活

同程度の所得と生活水準を実現させることは不可能で

の水準を引き下げるならば、能力のある中進国や発展

あると思われる。しかしそれでは、公正な権利の配

途上国の市民にとっても、所得と生活水準を高める権

分という正義の要請に反することになるのではない

利を実現する道が開かれ、最終的には、世界標準とな

か。すなわち、すでに高い所得と生活水準を得ている

る一定の均衡点が得られるであろう。

OECD 諸国の市民にのみこれを享受する権利が認めら
れ、これから所得と生活水準を高めて OECD の水準

地球温暖化問題において重要なのは、産業革命以来の

に到達することを目指している市民にとっては、この

生産活動の結果として先進工業国によってもたらされ

権利は紙にかかれたものに過ぎず、これを実現するこ

た社会的費用について、これをどのようにして科学的

とは実際には不可能となる。もしこうした事態を容認

な根拠にもとづき計量したうえで、どのように原因者

するならば、OECD 諸国の市民がすでに得ている所得

と受益者に分担させるのか、という問題意識である。
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このような視角から問題を把握するならば、今日の

このような認識は、上記の「スターン報告書」のよう

ようなものとなるであろうか。21 世紀の国際情勢に

な政策決定に影響力のある科学的議論においても不十

ついて、S. ハンティントンは「文明の衝突」という概

分である。スターン報告書は、産業革命以降の地球温

念で特徴づけたが、ハンティントンが予想するアメリ

暖化を 2 度以内に抑制することによって、温暖化対策

カと中国との対立は、31 アメリカの消費文明と中国の

に要する費用と経済成長との便益が最適化する、とい

成長神話との衝突という様相を帯びるものであるかも

う前提に立っているのであるが、費用の負担をどのよ

しれない。いずれにせよ、先進工業国の側でも、中進

うにすれば公平に配分できるのか、という観点が十分

国や発展途上国にとっても、現在の経済活動とエネル

に考慮されているとはいえないであろう。このことは、

ギー消費を続けることによって経済成長を持続させる

国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）3 条に規定され

ことは不可能である。

た「共通だが差異ある責任の原則」（CBDR: Common

われわれは、このような困難に立ち向かう行動指針

but Differentiated Responsibility） に つ い て も あ て は

を獲得するために、改めて古来の倫理を思い起こす必

まる。この原則は、先進工業国と、中進国ないし発展

要があろう。欲求に対する節制、闘争における勇気、

途上国とのあいだの気候変動問題に対する責任の相違

思考における知恵は、人間の優れた能力であり、これ

を認めたものであるが、その責任を公正に配分するた

らの優れた能力が調和して発揮されるならば、魂の正

めに必要な、社会的費用を量的に計測するための科学

しい状態が獲得される。すなわち、われわれ個々の市

的認識枠組については、何ら用意していないのである。

民にとっては、適度な生活水準に満足し、世界的な危

このように認識枠組が十分に客観化されていないため

機に勇敢に立ち向かい、他者と共存するために思慮深

に、COP15 などの国際会議の場において、先進工業

く思考することが、今日重要であろう。これらの行動

国と中進国や発展途上国とのあいだで、科学的認識に

指針の究極の目標は、人間存在が調和を保ちつつ発展

もとづく効果的な公共政策の策定に際して、合意を形

してゆくことである。このような精神史的視座から、

成することが困難になっているとも考えられるのであ

社会的費用と成長の限界の問題を、改めて捉えなおす

る。

必要があると思われる。

Ⅵ . 結語
これまで見てきたとおり、地球環境問題が取り上げ
られるにいたった精神史的背景にさかのぼって検討す
るならば、市場における自由競争を前提とする経済成
長モデルは、いずれは、地球温暖化や天然資源の涸渇
といった成長の限界に行き当たり、その際、従来の生
産活動から生じた社会的費用の負担を公平に配分する
ことは困難になる。今日の国際情勢を前提とすれば、
先進工業諸国は、現在達成された所得と生活水準を切
り下げてまでも、中進国や発展途上国の成長の権利を
実現させようとはしないだろうし、中進国や発展途上
国は、地球温暖化や天然資源の涸渇という現実を目の
当たりにしても、自らの経済成長の権利を断念しよう
とはしないであろう。このような成長の限界と社会的
費用をめぐる利害の対立は、近代市民革命をもたらし
た状況と一定の類似性を示している。すなわち近代市
民革命の状況とは、封建的身分関係から生じた既得権
や特権を手放そうとしない支配者階級と、経済成長の
著しい新興商工業者からなる市民階級とのあいだで
の、市民的権利の承認をめぐる争いであった。そして、
近代市民革命の結果は、特権的秩序を打破した市民階
級の勝利に終わった。将来、地球環境問題をめぐる国
際的な利害対立が先鋭化するならば、その帰趨はどの

社会的費用、成長の限界、成長の権利
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1998

10

9.3

5,650.09

4,148.89

1997

2000

3,795.92

1996

10.93

13.1

14

14.2

9.2

3.83

2001

3,110.92

2,750.68

1993

3,450.93

2,412.79

1992

1995

2,112.78

1991

1994

1,934.78

Billions

1990

Scale

%

Gross
domestic
product,
constant
prices

Gross
domestic
product,
constant
prices

RMB

China

China

Units

Subject
Descriptor

Country

GDP in China, Japan, USA 1990-2015

2008

9,436.84

8,414.66

7,504.21

6,698.89

5,987.55

5,364.87

4,908.98

4,519.94

3,382.44

2,657.85

2,235.93

1,931.65

1,640.96

1,453.83

1,324.81

1,198.48

1,083.29

1,019.48

952.65

856

727.95

559.23

613.22

488.22

409.17

390.28

Billions

USD

Gross
domestic
product,
current prices

China

2008

6,861.73

6,149.07

5,511.17

4,944.34

4,441.41

3,999.41

3,677.86

3,403.52

2,559.95

2,021.98

1,710.00

1,486.02

1,269.83

1,131.80

1,038.04

945.6

861.21

817.15

770.59

699.41

601.01

466.6

517.41

2009

586,934.32

576,954.45

566,706.29

556,750.88

545,646.79

535,130.09

525,170.70

553,960.70

560,650.80

547,709.30

536,762.20

526,577.70

512,513.00

505,369.40

504,047.50

503,119.80

489,130.00

489,820.70

500,066.40

492,367.90

479,716.40

470,856.50

465,709.45

464,559.25

460,087.31

353.27
416.68

445,170.99

Billions

JPY

Gross
domestic
product,
constant
prices

Japan

341.35

Units

USD/capita

Gross
domestic
product per
capita,
current prices

China

1.56

2.64

1.88

1.11

0.25

0.97

3.35

5.2

1.73

1.81

1.79

2.04

1.97

1.9

-5.2

-1.19

2.36

2.04

1.93

2.74

1.41

0.26

0.18

2.86

-0.14

-2.05

2009

%

Gross
domestic
product,
constant
prices

Japan

2009

6,192.11

5,972.12

5,744.20

5,548.57

5,377.43

5,272.94

5,068.06

4,886.96

4,377.96

4,362.58

4,552.19

4,605.94

4,229.10

3,918.33

4,095.48

4,667.45

4,368.73

3,857.03

4,261.84

4,642.55

5,264.38

4,778.99

4,340.89

3,781.78

3,464.93

3,030.05

Billions

USD

Gross
domestic
product,
current prices

Japan

2005

49,041.02

47,179.49

45,278.55

43,653.12

42,239.45

41,365.76

39,731.04

38,271.39

34,267.77

34,150.33

35,633.04

36,058.72

33,134.47

30,756.08

32,214.33

36,800.44

34,511.71

30,526.86

33,821.23

36,930.26

41,968.58

38,196.39

34,791.19

30,408.22

27,959.08

24,547.04

Units

USD/capita

Gross
domestic
product per
capita,
current prices

Japan

2009

15,110.61

14,757.92

14,412.99

14,060.91

13,731.56

13,390.07

12,987.35

13,312.18

13,254.05

12,976.25

12,638.38

12,263.80

11,840.70

11,552.98

11,347.18

11,225.98

10,779.85

10,283.53

9,854.35

9,433.93

9,093.75

8,870.68

8,523.45

8,287.08

8,015.13

8,033.93

Billions

USD

Gross
domestic
product,
constant
prices

1.88

2.39

2.39

2.5

2.4

2.55

3.1

-2.44

0.44

2.14

2.67

3.05

3.57

2.49

1.81

1.08

4.14

4.83

4.36

4.46

3.74

2.52

4.07

2.85

3.39

-0.23

2009

%

Gross
domestic
product,
constant
prices

2009

18,249.56

17,490.34

16,761.26

16,048.20

15,397.16

14,799.56

14,256.28

14,441.43

14,077.65

13,398.93

12,638.38

11,867.75

11,142.18

10,642.30

10,286.18

9,951.48

9,353.50

8,793.48

8,332.35

7,838.48

7,414.63

7,085.15

6,667.33

6,342.30

5,992.10

5,800.53

Billions

USD

Gross
domestic
product,
current prices

2009

56,092.27

54,272.00

52,506.30

50,752.58

49,158.60

47,701.81

46,380.91

47,392.75

46,629.69

44,822.96

42,680.64

40,450.62

38,324.38

36,949.99

36,064.52

35,251.93

33,501.68

31,857.84

30,541.33

29,076.55

27,826.60

26,906.53

25,629.13

24,699.63

23,647.57

23,197.70

Units

USD/capita

Gross
domestic
product per
capita,
current prices

United States United States United States United States

Based on: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010
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わされないために』
（2008 年）誠文堂新光社；丸山茂徳『今そ

註
（1969 年）第 4 刷、
1 参照、K.W. カップ『私的企業と社会的費用』
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篠原泰三訳、岩波 書店、original: Kapp, Karl William（1950）
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性の商品化と職業スティグマ
―キャバクラに対する成人男女の意識調査から―

上瀬由美子

Ⅰ . はじめに
1980 年代後半より、風俗営業の一形態としてキャ
バクラが一般化した。近年ではキャバクラで働く女性

Ⅱ . 性の商品化と職業スティグマ
1. 性の商品化

たちが「キャバクラ嬢」1 と呼ばれ、一般的なテレビ

性の商品化とは、性行為やそれに関連した事柄が、

番組や雑誌にもしばしば登場するようになった。「キ

商品として売買されることを意味する。その内容は、

ャバクラ嬢」の主な仕事は、男性客の隣に座って酒を

「性行為に役立つ物材の商品化（避妊具・媚薬など）」

注いだり話し相手をしたりして、飲食の接待をするこ

「性行為あるいはその他の性的欲望や性幻想などを満

とである。性的サービスの色彩が低いことから、若い
女性の間でキャバクラでの就労については、比較的抵
抗感が低いといわれている。しかしながら最近になり、
「キャバクラ嬢」が給料未払いやセクシャル・ハラス

足させるサービスの商品化（売春・性風俗産業など）」
「性行為に関連する情報の商品化（ポルノグラフィー
など）」の 3 種に分類される（江原 , 2008）。
性の商品化が現代社会において問題視されるのは、

メントの被害にあうことが少なくない実態が、次第に

背景にジェンダー間の勢力の偏りが存在し、それが「男

明らかになり問題化している。

性が主として買う側」「女性が主として売る側」とい

本稿ではキャバクラを性の商品化現象の一例として
注目し、そこで働く女性たちが受ける被害の背景に、

う形に現れていることにある。関連して、女性の身体
や外見があたかもモノであるかのように値踏みされる

「キャバクラ嬢」という職業に対する社会の否定的イ

こと、商品化に値する性としない性とに女性の性が分

メージが関連している点について論考する。この目的

断されやすいこと、美の基準の創造が男性中心に行わ

に沿い、前半では性の商品化にかかわる職業スティグ

れていること等に意義申し立てがなされている。

マの問題について概観するとともに、キャバクラの社
会的位置づけや、それに関連する近年の社会問題につ
いて考察する。後半では、東京および静岡の成人男女

2. 買売春と性規範のダブルスタンダード

を対象とした意識調査の結果をもとに、「キャバクラ

性の商品化については、その典型的例である買売春

嬢」やその仕事内容に対する社会的イメージ・評価を

を巡って多様な意見が提出されている。江原（2008）

明らかにする。

は、買売春が社会的に非難される背景に、次の 2 つの
態度があるとまとめている。
ひとつは、買売春が婚姻外の性行動であることを問
題視する態度である。性的行為は、経済的関係や情緒
的関係の基盤を形成する婚姻制度において、重要な意
味をもっている。このため、多くの社会では強弱の差
はあっても、婚姻外の性的行動について社会的規制が
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存在し、買売春行為は逸脱行動として位置づけられる。

性達に接することを継続させ、苦境を強いものにして

この視点に立つ場合には、売春側・買春側双方が問題

いるとの指摘もある。セックス・ワークの合法化を求

として認識される。

める側からは、合法化によって女性の側が客からの暴

もうひとつは、買売春を、女性の人権を侵害するも

力、未払いの問題を公に訴えやすくなり、地下組織と

のとして批判する態度である。近代の資本主義社会で

の関係も絶ちやすくなると主張している（合法化をめ

は、労働力も含めて、すべてのものを「商品化」した

ぐる問題点については、例えば水島 , 2005 参照）。また、

といわれるが、その反面、社会の構成員に基本的人権

自分の身体を用いて労働するという意味では、売春は

を認める民主主義を発達させてきた。現代日本でも、

他の労働と区別されず、なぜ売春だけが特別視される

人間を売買して隷属的な状況におくことは、法律で禁

のかとの意義申し立てもある。

止されている。「性」を「人格」の中心と位置づける
ならば、買売春は女性の人格を売り買いすることにな

さらに、セックス・ワーク合法化の意見に関連して、
性を人格の中心におく考え方そのものに対する非難も

る。女性の意思に反して売春を強要したり、女性の親

提出されている。売春防止法の基本的理念の根拠には

権者に金銭を渡して売春させたりする行為は、人身売

「性＝人格」論があり、それが女性を被害者として守

買にあたり、人権を侵害している。日本では「売春防

る姿勢につながっている。しかしこの「性＝人格」論

止法」により、売春やその相手方になることが禁止さ

に立つと、性暴力の被害にあった女性や、売春を行っ

れている。この法律は、
「売春が人としての尊厳を害し、

た女性は、「人格を侵害された人」となる。この考え

性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」

方が、逆に被害女性たちに対し、「金とひきかえにい

という基本的視点に立脚している。買売春が女性の人

ったん自分の人権侵害をうけいれた女は、どんな目に

格侵害であるとの立場に立った場合、被害者は人権を

あっても文句をいえる立場にない、という見方」（上

侵害された女性の側である。

野 ,1994）を生み出すことにつながっている。

これら 2 つの視点に立てば、買売春に関連して非難
されるのは男女双方、あるいは男性側となる。しかし
ながら、売春をする女性に対する社会の態度は必ずし

4. 職業スティグマ

も同情的ではない。逆に、「買う側」の男性への非難

さらに、性の商品化の問題に関連して本稿が焦点

が少なく、「売る側」の女性のみが非難されることも

化するのは、職業スティグマの問題である。Goffman

多々みられる。これには、女性のみに性的規範の堅守

（1963）によれば、スティグマとは「価値剥奪された

を求める、「性規範のダブルスタンダード」が影響し

アイデンティティをもたらす属性であり、これをもつ

ている。「性規範のダブルスタンダード」は、セクシ

ことで望ましくないものとして他人から蔑視や不信を

ャル・ハラスメント、強姦、DV といった性に関わる

受け、社会から十分に受け入れられる資格を奪うもの」

様々な社会問題の背景に存在し、男女に異なる行動規

である。ただし、社会の中で何がスティグマになるか

範を求めるとともに、男性に都合の良い形で結果の解

は、時代や地域によって異なる。また、スティグマ

釈をすることに利用され、男女の勢力格差を継続させ

化された職業は「Dirty Work」（Hugher, 1951; 1958;

ることにつながっている。

1962）と表現され、当該職業の性質やそこで働く人々
の心理が検討されている。Dirty Work とは、社会的に

3. セックス・ワーク論
一方、売春行為を違法とすることが逆に女性を苦し
めているのであり、セックス・ワークを合法化すべき
であるとの意見も提出されている。
売春防止法は女性の人権を守るために作られたもの

嫌悪され、受け入れられず、卑しいとみなされている
ために、社会の多くの成員が個人的に行わない仕事や
職業のことで、個人の尊厳を貶めるシンボルとなる。

Ashforth & Kreiner（1999） は、Dirty Work を「 職
業 威 信（prestige） の 高 低 」 と「3 つ の 職 業 次 元
（dimensions）」の 2 軸を用いて分類した。職業威信は、

だが、現実には買春側は罰せられず、売春側のみを厳

社会において認識されている地位の高さ（高威信・低

しく取り締まる結果となっている。売春防止法で処罰

威信）であり、文化を通じて共通部分があると指摘さ

の対象となるのは、売春の勧誘等をしたものである。

れている。また職業次元については以下の 3 つがあげ

しかも、売春を行う中で女性が金銭的に搾取された

られている。（1）身体的：廃物や死などに直に接する、

り、身体的に危害を加えられたりした場合でも、売春

汚染や危険などに影響を受ける、と考えられる職業。

行為そのものが違法であるが故に、人権侵害を女性が

（2）社会的：病気や犯罪歴をもつ人々と直に接する、

訴えにくくなる矛盾を生み出している。さらには被害

他者と隷属的な関係にある、と考えられる職業。（3）

女性を救済する施策を実施する側が、偏見をもって女

道徳的：罪があるとか反道徳的と考えられる職業。

性の商品化と職業スティグマ
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また、Ashforth & Kreiner（1999）は、高威信だが
職業次元で価値低下された職業についても議論してい
る。ただし全体として価値低下は威信低下に結びつく
ため両者は独立ではなく、職業によっては複数の領域
で価値低下されるものもあると論考されている。

Ⅲ . キャバクラ就労の背景
法律で禁止されている売春の場合、「売る側」の女
性への差別・偏見には、それが法律違反という逸脱行
為に対する非難と、性を商品化してお金を得ることに
対する非難の両者が関係している。一方、本稿が注目

5. 売春と職業スティグマ

するキャバクラ就労（キャバクラで「キャバクラ嬢」

上記のように、ある種の職業は社会においてスティ

として働くこと）は、性風俗の一形態として社会的に

グマとみなされる。金銭と引き換えに性を売買するこ

認められている性の商品化活動である。本稿の第 2 節

とは、前述のように「婚姻外の性行動である」「女性

では、キャバクラ就労の社会的位置づけについてまと

の人権を侵害している」と考える立場のものから非難

めるとともに、問題点を論考する。

されている。また現在の法律では、売春は違反行為で
あるために、反道徳的な行為と位置づけられる。この
ため売春に関わる仕事は、Ashforth & Kreiner（1999）
の指摘した第三の道徳的な次元から、スティグマ化さ

1. キャバクラとは
キャバクラとは、主として男性が酒を飲み、その際に、

1 対 1 で若い女性が客の隣に座って酒を注いだり話し相

れやすいと考えられる。
社会的スティグマ化の対象になった人々は、偏見と

手をしたりして、飲食の接待をする施設である 2, 3。店

差別の経験をするだけでなく、様々な心理的苦境を経

内で性的行為は行われない。しかし、性的欲望や性幻

験する（Crocker, Major, & Steele, 1998）。そして、職

想などを満足させるサービスを行っていることから、

業のように、その属性が統制可能な場合には、他者

彼女たちは性的に商品化された存在である。

から向けられる否定的評価が一層強くなることが指

キャバクラは、風営法（正式には「風俗営業等の規

摘 さ れ て い る（Weiner, Perry, ＆ Magnusson,1988）。

制及び業務の適正化等に関する法律」）に関わる施設

Crocker & Major（1989）は、制御可能なスティグマ

のうち、2 号営業にあたる（Table 1）。風俗営業を開

の苦境は個人の責任だと強く感じられるので、厳しい

始するにあたっては事前に都道府県公安委員会の許可

判断に結びつくと指摘している。売春にかかわる職業

が必要である。

に就く人々の場合も、実際には様々な状況的理由から

ここで「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法

就労を継続させているとしても、その仕事を選ぶか否

により客をもてなすことをいう。この際には、風営法

かは統制可能と他者から認識されやすい。このため、

に基づき、「他から見通しを妨げるような 1 メートル

就労の動機を個人の特性（その職業が好きである、お

以上の高さのものを客室内に設置すること」は禁止さ

金のためにやっている、など）に結びつけて帰属され、

れている。また、「日の出から、午前 0 時まで（特別

一層否定的な評価を付与されると予測される。「買う

な区域のみ午前 1 時まで）の営業」と決められている。

側」である男性より、「売る側」の女性が非難される

同じ 2 号営業に含まれるバー・スナックと、キャバ

理由のひとつには、「売春」という仕事そのものが社

クラの違いは以下の通りである。バー・スナックは、

会的にスティグマ化され、それにかかわる人々の個人

酒類提供飲食店営業（許可制）である。お酒や料理を

的属性に原因帰属され、価値低下が生じるためと解釈

楽しむための飲食店であるため、深夜（午後 10 時以降）

される。

であっても、酒類・飲食を提供できる。営業時間に規

Table 1 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に関わる施設

接待飲食等営業

遊技場
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1 号営業

キャバレー（客に接待をし、飲食とダンスをさせる）

2 号営業

バー、パブなど（客に接待をし、遊興と飲食をさせるが、ダンスはさせない）

3 号営業

ナイトクラブ（客に接待はしないが、飲食とダンスはさせる）

4 号営業

ダンスホール（客にダンスをさせるが、飲食も接待もさせない）

5 号営業

低照度飲食店（明るさ 10 ルックス以下の店舗で客に飲食をさせる）

6 号営業

区画席飲食店（広さ 5 平方メートル以下でしかも見通しの悪い客席で客に飲食をさせる）

7 号営業

パチンコ・マージャン等

8 号営業

ゲームセンター等

制は無い反面、バー・スナックは、隣に座って会話を

Figure 1 「キャバクラ」記事件数の推移

楽しむといった接待は出来ない（バーや喫茶店でも店
内が暗い店や他から見えない区画席を用意した店の場
合は、5 号や 6 号の風俗営業になっていることがある。）
なお、バーとスナックには明確な区別はないが、一般
的にバーはアルコール類・カクテルの「飲」が主で、
スナックは「食」が主とされる。これに対して、クラ
ブ・キャバクラは、接待飲食等営業（許可制）である。
飲食よりも、接待のウェイトが高い。クラブとキャバ
クラの違いを明確に定義することは難しいが、キャバ
クラの方が分かりやすい料金体系を組んでおり、一人
の客に対して一人の女性が席につき、1 時間単位の料
金に延長料金を支払う形の接待時間制のシステムが色
濃いといわれている。また、全体としてクラブの方が
料金や客の年齢層が高いとされている。
前述のように、キャバクラは性的サービスの提供は
行わない施設であり、この点で、性的サービスを行う
性風俗特殊営業（例：個室を設け、当該個室において
異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
を提供する営業など）とは異なる。なお、風俗営業と
性風俗関連特殊営業とでは法律上の取扱が異なる。性
当時 5 万部であった部数が現在 35 万部となっている

風俗特殊営業の場合は、届出制である。

（毎日新聞、
2008年10月18日）。発行部数の多さから「キ
ャバクラ嬢」以外の女性も同雑誌を購入していると推

2. キャバクラの普及と意識の変化

測される。

キャバクラは 1980 年代初頭に現れ、1985 年に「風

一方、キャバクラの普及が、若者のキャバクラに対

俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」
（い

する態度に影響を与えているとの指摘もある。三浦

わゆる「新風営法」）の施行に対応する形で一般化し

（2008）は、携帯サイトに登録する 15 歳から 22 歳の

たといわれている。1985 年の新語・流行語大賞の流

男女（男性 276 名、女性 1935 名）を対象にした、携

行語表現賞には、「キャバクラ」が選ばれている 。

帯電話によるインターネット調査を実施した。この調

4

後述の調査に先立ち本稿では、キャバクラの普及を

査では「なりたい職業、してみたい職業」として、
「歌手・

確認するために、日本で発行されている主要な雑誌を

ミュージシャン」「公務員」「福祉関係」など 29 の職

所蔵している、大宅壮一文庫の雑誌記事検索機能を用

業からあてはまるものを選択するよう求めた。その結

いて、「キャバクラ」をキーワードとして記事をカウ

果、女性回答者では、「歌手・ミュージシャン」「音楽

ントした（2009 年発行分まで）。年ごとに記事件数を

関係」「雑貨屋」「パティシエ・お菓子屋さん・パン屋

数え、その推移をみたところ、Figure 1 に示す形にな

「カ
さん」が 3 割台で高く、続いて「ネールアーチスト」

った。全体として 1990 年代に入り、急速に記事数が

フェ店員」
「美容師」
「保育士」、そして「キャバクラ嬢・

増加し、2005 年をピークとして記事は減少している

ホステス」となっていた。「キャバクラ嬢・ホステス」

ものの、依然として高い記事件数を保っている。

の選択率は 22% と 9 位である。

その他、キャバクラの普及を象徴する近年の出来事
には以下のものがある。

三浦の調査結果はその後、「キャバクラ嬢」が若い
女性があこがれる職業のひとつとなっているとして、

まず、2000 年を前後して、若者がターゲットとな

複数の雑誌に引用されて話題となった 5。ただし、調

るマンガやテレビドラマなどで「キャバクラ嬢」やク

査対象者が携帯サイトに登録した若者に限定されてい

ラブホステスなどの夜のサービス業の女性が取り上げ

たことから、この結果を、直ちに現代の日本の若者の

られ、話題になった（お水の花道 1999 年（フジテレ

傾向と位置づけることには注意が必要である。

ビ系列）、女帝 2007 年（朝日放送系列）など）。
さらに 2006 年に「キャバクラ嬢」を対象にした雑
誌「小悪魔 ageha」（インフォレスト）が創刊され、

性の商品化と職業スティグマ
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3. キャバクラ就労に関わる社会的問題
華やかな姿でメディアに登場する「キャバクラ嬢」
だが、実際には他の仕事に就けないために、やむを得
ず働く女性も少なくない。現在の日本では、サービス
産業の中で多くの女性が劣悪な労働環境や低賃金の業

ハラなどは『夜の世界では当たり前』と思われてい
るがそうではない」と話す。フリーター労組の共同
代表、布施えり子さんも「女性が傷つけられ、使い
捨てにされている。共に声を上げよう」と呼び掛ける。
（以下略）
毎日新聞

2009 年 12 月 23 日 東京（朝刊）

種に携わらなければならない現状があり、社会問題化
している。キャバクラを含む風俗業は、このようなサ

このキャバクラユニオンでは、2010 年 3 月にも街頭

ービス産業のひとつである。武信（2010）は、風俗

デモを行うなどの活動を行っている（朝日新聞 2010

産業に就く以外の手段がなかったシングルマザーの事

年 3 月 24 日）。ただし実際に被害にあっている「キャ

例を挙げ、「『家族を養わなくていい』という社会常

バクラ嬢」がどの位の数に上っているのか現状を把握

識（?） の下で、手軽に使い捨てられる女性労働者は、

するためのデータはなく、実態はまだ十分に明らかに

これらの安くて不安定な働き手に支えられるサービス

されていない 6。

産業にとって必要な存在」となっていると批判してい

「キャバクラ嬢」は若い女性にしかできない仕事で

る。また、風俗産業について「『まっとうな仕事では

あり、一時的な職業としての特徴が強い。しかも次の

ない』『勝手に遊びで入った職場』という偏見に阻ま

職業へ移動する際に有効なキャリアになりにくい。就

れて労組もなく、労働権のロの時も見えない世界」と

労継続期間が長く年齢が上がるほど他の仕事に移動す

記述している。

る必要性が高まる一方で、転職の門戸は狭まり移動可

キャバクラ就労もその華やかな側面が報道される裏

「キ
能性が低くなる。武信（2010）が指摘したように、

で、金銭的に搾取され、性的なハラスメントの被害を

ャバクラ嬢」は「使い捨てにされる」「いつ首になる

被る女性が少なくない。これを背景として、2009 年

かわからない」という不安の下で就労を続けている。

12 月末に、元「キャバクラ嬢」らが中心となり「キ

この現状は、同じ職場で地位向上の可能性が低く、長

ャバクラユニオン」という労働組合が結成された。結

期的には別の職場・職種に転職せざるを得ない日本の

成当初には以下のような形で、複数の新聞・テレビ・

不安定労働者全体の姿と一致する。

雑誌で取り上げられた。
キャバクラ労組：旗揚げ

セクハラ、違法な天引き・

罰金…無法地帯変えたい

4. 「キャバクラ嬢」に対する社会的評価
「キャバクラ嬢」の場合「性の商品化」に関わる仕
事であるという点で、他の不安定労働者の問題よりも、

時間制で女性が接客する飲食店のキャバクラで働

「夜の仕事だから泣き寝入りせざるを得ない」と彼

を結成した。今や若い女性の人気職業にもランクさ

女たちが考えてしまうのは、雇用が不安定なためだけ

れるが、ユニオンは「違法な天引きや罰金の無法地

でない。「性的に商品化された女性は、金銭で人格を

帯だ」と批判、キャバクラへの安易なあこがれを戒め、

売ることを職業にしており、価値低下された存在であ

団結を呼び掛けている。

る。従って、どのような扱いを受けても、文句をいう

ユニオンは、個人加盟できるフリーター全般労組

べきではない」との偏見が雇用者側にあり、就労する

の分会として結成。分会の代表を務める 20 代の桜井

女性たちへの差別行為を生じさせていると推察され

凜さんが、勤務先のキャバクラで給与半月分の不払

る。そして「表沙汰になった場合、非難されるのは女

いがあったと相談したところ、結成のきっかけとな

性の側である」と感じた女性たちが、あきらめざるを

った。
桜井さんは体調を崩し週の勤務回数を減らすと、

得ず、被害や差別的状況を公にしにくくなっているも
のと考えられる。そうだとすると、この差別的な構造

給与が支払われなくなった。店長からセクハラを受

は、買売春において売春をする女性の側のみが差別さ

けたり、利用していないのに厚生費として1日3000円、

れ被害者となる経緯と共通している。キャバクラ就労

ヘアメーク名目で 1500 円を給与から天引きされてい

は違法ではないが、売春と同様に、そこで働く女性た

た。

ちは職場での違法行為や差別を公にできない環境にお

フリーター労組が、本格的に相談に取り組むと、
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苦境をさらに表面化しにくくしている。

く女性労働者が 22 日、労働組合「キャバクラユニオン」

かれている。

不当な天引きのほか高額の不当な罰金制度の存在な

「キャバクラ嬢」に対する否定的な態度が、夜の職

どが分かってきた。桜井さんは「賃金未払いやセク

場に特に強くみられるのか、あるいは一般社会の中で

広くみられるのかは明らかではない。その中で、手が

社会一般で、実際に否定的にイメージされているのか

かりとなるものとして SSM 調査（社会階層と社会移

否かについては、実証データはほとんど示されていな

動全国調査）がある。SSM 調査は、わが国で 1955 年

い。キャバクラ関係者だけでなく、一般の人々も「キ

から定期的に行われている代表的な職業威信調査で

ャバクラ嬢」をスティグマ化しているのだとすれば、

ある、多くの職業名に対して 5 段階評定法で威信を尋

これは社会全体の問題として位置づける必要がある。

ね、算出された職業スコアに基づいて各職業が高いも

そこで本稿では、成人男女を対象にした調査を実施

のから低いものまで順位づけされている（例えば直

した。調査の目的は第一に、キャバクラおよび「キャ

井 ,1979；太郎丸 ,1998）。例えば 1975 年調査では「芸

バクラ嬢」に対する一般の人々の態度を明らかにする

者・ダンサー」が項目に含まれ、相対的に低い威信ス

ことを第一の目的とした。この目的に沿い、質問項目

コアを示している。1995 年調査では、この小分類は

ではまず、キャバクラがどの程度認知されているか認

他の小分類と併せて「その他のサービス職従事者」と

知度を尋ね、併せてキャバクラに行った経験について

まとめられているが、ここでも威信スコアは低いこと

も尋ねた。続いて、「キャバクラ嬢」の社会的評価を

が示されている（SSM 調査研究会 ,1995）。この結果は、

明らかにするために、SSM 調査を参考に職業威信と

類似の「キャバクラ嬢」についても社会的な威信が低

接近傾向を尋ねた。その際には、他の様々な職業につ

く認知されていることを示唆するものである。ただし

いても同時に尋ね、「キャバクラ嬢」に対する威信や

「キャバクラ嬢」そのものを測定しているわけではな

接近傾向の位置づけを明らかにすることを試みた。こ

く、また調査実施から時間が経過しているため、社会

こで接近傾向とは、「その職業をどの位やってみたい

的威信の高低については改めて調査を実施する必要が

か」によって測定されるもので、その傾向が低いほど

ある。さらに、「キャバクラ嬢」の苦境を、職業ステ

「やりたくない職業」としてスティグマ化されている

ィグマの問題としてとらえ直すためには、威信の低い

ものと位置づけた。スティグマを直接測定するのでは

他の職業と比較し、威信とは異なる職業次元で価値低

なく、接近傾向という逆の形で尋ねたのは、調査票に

下されていることを確認する必要がある。

おいて、各種職業を並べて社会的スティグマの有無を

加えて、このような「キャバクラ嬢」に対する評価は、

尋ねても、回答者がそれを答えにくいと判断したため

年代によって異なる可能性がある。前述の三浦（2008）

である。これらの項目に加え、「キャバクラ嬢」のイ

の調査では、若い女性達が「キャバクラ嬢」をやって

メージと、キャバクラでの仕事内容に対するイメージ

みたい職業として位置づけていることが指摘されてい

（キャバクラ就労イメージ）を、をそれぞれ独自の項

る。やってみたいという気持ちは、「キャバクラ嬢」

目で尋ね、「キャバクラ嬢」がどのように認知されて

に対する心理的な接近傾向を示すものと考えられ、対

いるのかを明らかにすることを試みた。

象を蔑んで回避しようとするスティグマ化の心理とは

本研究の第二の目的は、「キャバクラ嬢」に対する

対極にある。ただし三浦の調査結果は、22 歳までの

評価が年代によって異なるのか否かを明らかにするこ

若者のみを対象としたものであるため、「キャバクラ

とである。前述のように、「キャバクラ嬢」について

嬢」に対する心理的な接近傾向が若者に限定されるの

は近年の華やかなメディア報道によって、同世代の若

か、あるいはそれ以上の年代のものにもみられるのか

い女性を中心して肯定的なイメージが強くなっている

は明らかではない。従って、「キャバクラ嬢」に対す

との指摘がある。ただしこの指摘については、それを

る評価を検討する際には、年代の要因も分析に加える

確認するデータが十分ではなく、若い世代と他の世代

ことが必要である。

の比較も行われていない。このため、本調査では若者
だけでなく、広く 20 代から 50 代までの男女を対象と

IV. キャバクラ・
「キャバクラ嬢」
に対する成人男女の意識調査

した調査を行い、「キャバクラ嬢」に対するイメージ
の差異を検討することとした。

2. 方法
1. 目的
これまで述べてきたように、「キャバクラ嬢」につ

本調査では、web モニターを用いたインターネット
調査を実施した

いては、華やかな女性たちのメデイア露出の裏で、彼
女たちが差別的待遇に陥っている現状がある。そして

（1）調査対象者と手続き

その背後に、「キャバクラ嬢」に対する職業スティグ

調査会社（株式会社インテージ）に登録している

マの存在が推察される。ただし、「キャバクラ嬢」が

web モニター（㈱インテージ ネットモニター（Yahoo!
性の商品化と職業スティグマ
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2011.3

リサーチモニター） モニター数 2009 年 3 月時点で

ひとつにチェックしてください。性別・年齢・その他

908,018 名）から、首都圏 40km 圏内および浜松市近
郊に居住する 20 歳〜59 歳までの男女を対象とした。

の条件は考えず、実際になれるかどうかは別として「や

調査依頼にあたっては、地域・性・年代による割付を

4．「キャバクラ嬢」イメージ

ってみたい」かどうかでお答えください。

行い、計 2368 名に調査依頼が発信された。回答完了

「キャバクラ嬢」のイメージとして「あたたかい」
「不

数は 940 名であり、発信数を母数とした場合の回収率

健康な」など 24 項目（Table 6）を独自に設定し、複

は 40% である。このうち、回答に不備があったもの

数回答形式で回答を求めた。

などをのぞいた 922 名（男性 462 名、女性 460 名）を
有効票とし、分析対象とした。

設問文：あなたは「キャバクラで働く女性（キャバ
クラ嬢）」というと、どのような人をイメージしますか。
以下の項目のうち、あなたのイメージにあてはまるも
の全てにチェックしてください。

（2）質問項目
本調査では、基本的属性のほか、キャバクラに関す
る態度を多面的に測定した。分析対象となったのは以

5．キャバクラ就労イメージ
「キャバクラ嬢」の仕事内容に対する考えとして、
「キ

下の項目である。

ャバクラで働く女性の多くは、自分の仕事を楽しんで

1．キャバクラ認知と経験

いる」「キャバクラで働けば、楽をしてたくさんのお

キャバクラの存在を回答者全体がどの程度認知して
いるのか、どの位の人がキャバクラに行った経験があ

金を稼ぐことができる」など、25 項目を独自に作成
し（Table 7）、4 件法で回答を求めた。

るのかを明らかにするために、以下の問いで認知と経

設問文：「キャバクラに関する次のような考えにつ

験を尋ねた。回答は、「「キャバクラ」が何か、全く知

いて、あなたはどう思いますか。それぞれの意見にあ

らない」「行ったことはないが、どのような場所か知

「3. や
なたの考えがどの程度一致するか、
「4. そう思う」

っている」「行ったことがある」の 3 件法である。

やそう思う」「2. あまりそう思わない」「1. そう思わな

設問文：あなたは「キャバクラ」という遊び場につ
いて、知っていますか。最も近いところにチェックし

い」のうち最も近いところひとつにチェックしてくだ
さい。

てください。
2．職業威信

SSM 調 査 研 究 会（1995）、 お よ び Ashforth &
Kreiner（1999）をもとに、威信とスティグマの程度
が異なると考えられる 19 の職業を選出した（Table 4）。
この 19 の職業について、以下の問いで威信を尋ね、5
件法で回答を求めた 。
7

3. 結果
（1）キャバクラ認知と経験
キャバクラの認知と経験を男女別にみると、Table
「行
2 のようになった。男性では「行ったことがある」
ったことはないが、どのような場所が知っている」が

設問文：以下に色々の職業名が上がっています。世

それぞれ 4 〜5 割で拮抗している。対して女性では「行

間では一般的に、これらの職業を高いとか低いとかい

ったことはないが、どのような場所か知っている」が

うふうに区別するようですが、いま仮にこれらの職業

大半を占め、男性と有意に異なる傾向を示した。

を高いものから低いものへの順に 5 段階に分けるとし

年代によって回答傾向に差がみられるかを男女別に

たら、これらの職業はどのように分類されるでしょう

分析したところ、Table 3 に示す結果となった。男性

か。それぞれの職業について、「5. とても高い」「4. や

では年代による有意な回答差はみられなかった。女性

や高い」「3. ふつう」「2. やや低い」「1. とても低い」

では有意差がみられ、残差分析を行ったところ、5%

のうち、ひとつにチェックしてください。また、一度

水準で、「全く知らない」が 20 代と 30 代で少なく 50

も名前を聞いたことがない仕事については、「0. 聞い

代で多かった。逆に「行ったことがある」は 20 代と

たことがない」にチェックをしてください。

30 代に多く 50 代で少なかった。

3．接近傾向
威信の測定で用いた 19 の職業について、どの程度
やりたいかを以下の形で尋ね接近傾向を求めた。回答
は 4 件法である。

（2）職業威信
各職業に対する回答を「とても高い」を 5 点〜「と
ても低い」を 1 点と得点化し、職業ごとに威信評価の

設問文：それでは、以下の職業について、あなたは

「薬
平均値を求めた（Table 4）。威信評価は「裁判官」

どのくらい「やってみたい」と思いますか。「4. やっ

剤師」
「感染症専門医」などで高く、
「キャバクラ嬢」
「ソ

「2. あまりやりたくない」
てみたい」
「3. やってもよい」

ープランド嬢」「ホスト」「清掃員」「ファストフード

「1. 絶対やりたくない」のうち、もっとも近いところ
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店店員」などで低かった。「キャバクラ嬢」よりも有

Table 2

キャバクラ認知と経験（%）
全体

男性

女性

918

458

460

6.6

3.3 ↓

10.0 ↑

行ったことはないが、どのような場所か知っている

68.1

54.1 ↑

82.4 ↓

行ったことがある

25.1

42.6 ↑

7.6 ↓

N
「キャバクラ」が何か、全く知らない

2
x（
2）＝ 54.425 p< .001
（注）残差分析（5% 水準）の結果、期待値より↑は割合が高いこと、
↓は値が低いことを示している。

Table 3

年代別にみたキャバクラ認知と経験（%）
男性

年代差

30 代

40 代

50 代

112

108

110

128

3.6

4.6

1.8

3.1

行ったことはないが、どのような場所か知っている

53.6

49.1

50.0

62.5

85.0

82.4

行ったことがある

42.9

46.3

48.2

34.4

12.4↑

12.6↑

N
「キャバクラ」が何か、全く知らない

χ2 値

女性

20 代

7.06

年代差

20 代

30 代

40 代

50 代

113

119

115

113

2.7↓

5.0↓

13.9

18.6↑

82.6

79.6

χ2 値

34.24
***

1.8↓

3.5

*** p< .001

（注）残差分析（5% 水準）の結果、期待値より↑は割合が高いこと、↓は値が低いことを示している。

Table 4

各職業の威信・接近度の平均と相関（N=918）
威信

M

SD

接近度
キャバクラ
との差

M

SD

キャバクラ
との差

威信と接近度
の相関

r

裁判官

4.59 （0.71）

***

2.17 （1.02）

***

0.08

*

理容・美容師

2.90 （0.67）

***

2.30 （0.86）

***

0.24

***

薬剤師

3.80 （0.64）

***

2.87 （0.87）

***

0.25

***

ファストフード店店員

2.23 （0.78）

***

2.16 （0.76）

***

0.29

***

清掃員

2.03 （0.88）

2.00 （0.77）

***

0.36

***

ホスト

2.12 （1.07）

*

1.52 （0.77）

**

0.29

***

感染症医

3.77 （1.40）

***

2.00 （0.88）

***

0.22

***

ホスピス看護師

3.64 （1.09）

***

2.01 （0.82）

***

0.19

***

刑務官

3.31 （0.90）

***

1.84 （0.79）

***

0.15

***

ホームヘルパー

3.03 （0.90）

***

2.03 （0.77）

***

0.21

***

キャバクラ嬢

2.06 （1.05）

0.33

***

自動車整備工

2.77 （0.75）

***

2.28 （0.88）

***

0.29

***

養護学校教員

3.24 （0.73）

***

2.17 （0.78）

***

0.24

***

家政婦

2.60 （0.72）

***

1.99 （0.75）

***

0.24

***

俳優・女優

3.61 （0.88）

***

2.71 （1.00）

***

0.22

***

営業・販売事務員

2.94 （0.49）

***

2.38 （0.81）

***

0.14

***

ソープランド嬢

2.00 （1.08）

*

1.34 （0.64）

***

0.33

***

会社のクレーム処理係

3.01 （0.79）

***

1.73 （0.76）

***

0.17

***

守衛

2.60 （0.76）

***

2.05 （0.79）

***

0.21

***

1.59 （0.84）

* p< .05 **p< .01 ****p< .001

（注）得点範囲は、威信が 1 ～5 点、接近度が 1 ～4 点。
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5

2011.3

意に平均値が低かったのは「清掃員」
「ソープランド嬢」

Figure 2

各職業の布置（N＝918）

であった。その他の職業は、いずれも「キャバクラ嬢」
よりも得点が有意に高かった。なお、職業全体の平均
値は、M=2.96（SD=0.39）である。
（3）接近傾向
接近傾向について「やってみたい」を 4 点〜「絶対
やりたくない」を 1 点と得点化し、職業ごとに平均値
を求めたところ Table 4 に示すようになった。接近傾
向は「薬剤師」「俳優・女優」で高く、「キャバクラ嬢」
「ソープランド嬢」
「ホスト」
「クレーム処理係」
「刑務官」
などで低かった。「キャバクラ嬢」よりも有意に平均
値が低かったのは、「清掃員」「ソープランド嬢」であ
り、その他の職業はすべて「キャバクラ嬢」よりも有
意に接近傾向が高かった。なお、接近傾向に関する職

（注）得点範囲は、威信が 1 〜5 点、接近傾向が 1 〜4 点。

業全体の平均値は、M = 2.06（SD = 0.46）で、尺度得
点範囲と比較すると接近傾向の得点は全体としてやや
「やりたくない」方向に分布していた。

（5）「キャバクラ嬢」イメージ
「キャバクラ嬢」に対するイメージ項目について、
肯定率の平均は Table 6 に示すようになった。「若い」

（4）威信と接近傾向の関連

が半数を超えて最も多く、次いで「金遣いが荒い」「不

各職業の威信と接近傾向の平均値を、併せてプロッ
トしたのが Figure 2 である。「キャバクラ嬢」は威信

健康な」
「お金がある」が 4 割前後となっていた。若く、

と接近傾向の両方が低い左下の位置に布置し、「ソー

派手にお金を稼いでいるというイメージが多く共有さ

プランド嬢」
「ホスト」と同じグルーブを形成していた。

れている。その他「スタイルが良い」「おしゃれ」「か

続いて、職業ごとに両得点の相関を求めたところ、

わいい」といったイメージも 25% 程度みられた。一

全てにおいて有意な値が示され、威信の高い職業ほど

方「借金を返すために働いている」「シングルマザー

接近傾向が高かった。ただし相関値は r=0.08 〜 0.36

が多い」「家族のために働いている」など、生活のた

と弱く、中でも「裁判官」、「営業・販売事務員」、「刑

めの就労といったイメージは 1 〜2 割にとどまってい

務官」、「クレーム処理係」、「ホスピス看護師」で低め

た。

であった。これらの職業は、威信が高いが、やりたく

各イメージについて、年代による差がみられるか男
女別にカイ自乗検定を行った（Table 6）。その結果、

ない職業として位置づけられる。
さらに、キャバクラの職業威信と接近傾向につい

男女ともに年代差がみられたのは「お金がある」、「ス

て評価を性×年代による 2 要因の分散分析を行った

タイルがよい」であった。下位検定の結果、「お金が

（Table 5）。職業威信については年代の主効果がみら

ある」は男女とも 20 代が多く、50 代が低かった。「ス
タイルが良い」は男女とも 50 代が少なかった。

れ、下位検定の結果、年代が高くなるにつれて威信を
低く評価することが示された。接近傾向については、

男性のみに有意差がみられたのは、「信用できる」

年代の主効果と性×年代の交互作用が有意であった。

で、下位検定の結果、30 代が多く 50 代が少なかった。

下位検定の結果、女性のみ年代の差がみられた。男性

女性のみに年代による有意差がみられたのは「かわい

では、年代差はみられなかった。

い」、「若い」「上昇志向が強い」、「不幸な」であった。

Table 5 「キャバクラ嬢」に対する職業威信評価と接近傾向
全体

N

918

男性
平均

458

男性

20 代
112

30 代

40 代

108

110

50 代
128

女性
平均

460

女性

20 代
113

30 代
119

性主効果

40 代
115

50 代

年代主効果

F 値 下位検定 F 値
11.31

1.59
1.57
1.67
1.63
1.45
1.55
1.61
2.00
1.61
1.51
1.30 0.34
接近 M
傾向 SD （0.84）（0.84）（0.94）（0.87）（0.75）（0.77）（0.85）（1.04）（0.73）（0.82）（0.60）

11.23

040

交互作用

F値

下位検定

113

2.06
2.10
2.39
2.24
1.88
1.90
2.02
2.27
2.04
2.04
1.71 1.60
職業 M
威信 SD （1.05）（1.05）（1.20）（1.12）（0.89）（0.89）（1.06）（1.17）（1.05）（1.05）（0.87）

*** p< .001 ** p< .01 * p< .05

下位検定

1.52

*** 50・40<40・30<20
*** 50・40<40・30<20

4.82
** 女性：50・40<40・30<20

性の商品化と職業スティグマ
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1.6

6.4

有能な

この中にあてはまるものはひとつもない

7.2

16.4

10.7

23.6

13.5

11.6

40.4

21.4

14.2

2

34.5

3.1

11.4

2

1.5

5.2

6.8

11.6

45.2

22.9

33.4

2.8

25.5

29.1

443

男性平均

4.6

1.9

4.6

1.9

2.8

1.9

8.3

3.7

13.0

13.0

13.9

13.9

12.0

14.8

20.4

26.9

29.6

26.9

25.9

29.6

47.2 ↑

38.0

49.1

46.3

108

20 代

9.7

1.9

1.0

2.9

3.9

6.8

2.9

5.8

6.8

7.8

16.5

10.7

15.5

18.4

16.5

29.1 ↑

24.3

36.9

25.2

26.2

40.8

38.8

42.7

43.7

103

30 代

男

7.4

1.9

2.8

1.9

0.0

2.8

10.2

3.7

13.9

14.8

11.1

16.7

9.3

15.7

15.7

18.5

30.6

31.5

27.8

25.9

31.5

35.2

42.6

52.8

108

40 代

8.1

0.8

4.0

1.6

1.6

0.8

6.5

8.1

12.9

8.9

7.3

14.5

11.3

10.5

15.3

15.3 ↓

21.8

22.6

19.4

14.5 ↓

21.0 ↓

31.5

33.9

44.4

124

50 代

2.08

0.67

2.74

0.55

4.43

7.82

4.68

2.97

3.23

3.69

5.08

1.61

2.05

3.01

1.26

8.48 *

3.14

6.15

2.56

8.54 *

20.01 ***

1.67

5.62

2.26

χ2 値

年代差

（注）残差分析（5% 水準）の結果、期待値より↑は割合が高いこと、↓は値が低いことを示している。

*** p< .001 ** p< .01 * p< .05

1.9

12.4

家族のために働いている

あたたかい

12.4

非常識な

2.3

13.1

不幸な

知的な

14.5

結婚していない

2.5

17.3

不道徳な

服従的な

19.7

シングルマザーが多い

2.7

21.4

信用できない

かっこいい

24.0

かわいい

4.1

25.6

おしゃれ

癒される

26.5

借金を返すために働いている

6.8

27.3

スタイルが良い

上昇志向が強い

37.6

お金がある

8.8

41.5

不健康な

親しみやすい

44.2

金遣いが荒い

857

52.5

N

全体

若い

Table 6 キャバクラ嬢イメージ（%）

4.8

20.4

12.4

25.9

10.9

11.5

42.2

18.5

18.0

2.6

43.0

0.4

5.0

2.4

1.5

7.4

0.9

15.4

52.8

28.0

36.7

2.2

19.3

19.6

414

女性平均

1.8

0.9

0.0

3.6

2.7

2.7

2.7

7.3

8.2

11.8

10.9

6.4 ↓

20.9

19.1

25.5

20.0

26.4

28.2

26.4

37.3

55.5 ↑

49.1

53.6

61.8

110

20 代

3.5

1.8

0.0

5.3

1.8

3.5

0.9

14.2 ↑

8.0

14.2

14.2

10.6

20.4

16.8

26.5

26.5

27.4

20.4

25.7

36.3

45.1

45.1

50.4

59.3

113

30 代

女

8.1

4.0

1.0

1.0

4.0

2.0

0.0

10.1

4.0

12.1

12.1

12.1

17.2

16.2

20.2

17.2

16.2

22.2

24.2

29.3

37.4

49.5

41.4

65.7

99

40 代

8.7

0.0

1.1

0.0

3.3

1.1

0.0

0.0 ↓

1.1

17.4

14.1

20.7 ↑

8.7

29.3

17.4

17.4

14.1 ↓

15.2

40.2

19.6 ↓

21.7 ↓

47.8

40.2

46.7 ↓

92

50 代

6.98

5.28

2.35

7.03

1.02

1.41

5.44

14.13 **

6.63

1.61

0.73

9.98 *

6.54

6.70

3.26

3.77

8.53 *

5.13

7.72

9.23 *

24.97 ***

0.51

5.42

7.86 *

χ2 値

年代差

1625.00

0.02

8.37 **

0.37

0.67

0.22

19.88 ***

2.65

10.24 **

1.45

0.14

0.69

4.65 *

4.33 *

4.51 *

0.32

2.83

6.13 *

2.09

6.00 *

3.60

13.03 ***

2.26

12.29 ***

χ2 値

男女の
平均値の差

042

N

*** p< .001 ** p< .01 * p< .05

キャバクラの多くは、営業上、様々な法律違反をし
ている

キャバクラで働くかどうかは本人の問題であり、他
人はとやかく言えない

キャバクラで働いた女性は、その後、性的サービス
を提供する風俗店に勤務するようになりやすい

キャバクラで働く女性は、営業のために客と性的関
係を結ぶことがよくある

キャバクラで働く女性は、客を思うように操って、
お金を貢がせている

キャバクラで働く女性は、店側から金銭的に搾取さ
れている

女性がキャバクラで働けば、楽をしてたくさんのお
金を稼ぐことができる

キャバクラで働く女性は、普通では手にできないよ
うな高額な給料をもらっている

キャバクラで働く女性は、仕事上のストレスなどで
精神的な健康を害している

キャバクラで働く女性は、お酒や不規則な生活で健
康を害している

キャバクラで働く女性は仕事に関連して、危険な目
にあうことがよくある

キャバクラで働いた女性は、昼の仕事には戻れなく
なってしまう

他に働ける場所がないから、多くの女性がキャバク
ラで働いているのだと思う

キャバクラで働く女性は、この仕事が気に入ってい
るから、働き続けているのだと思う

夢を実現させるためにお金が必要なら、女性にとっ
てキャバクラは良い職場だと思う

キャバクラで働く女性の多くは、一時的なアルバイ
トとして仕事をしている

キャバクラで働く女性の多くは、生活のためという
より、贅沢をするためにお店で働いている

キャバクラで働く女性の多くは、毎日の生活費を稼
ぐためにお店で働いている

キャバクラ嬢という仕事は、人の役にたっていると
思う

世間は、キャバクラ嬢という仕事について、偏見を
持っている

キャバクラ嬢という仕事には、世間では一般的に悪
いイメージがある

キャバクラで働く女性の中には、子育てをしながら
働いている人が多い

キャバクラで働く女性の中には、学生が多い

M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD

キャバクラで働く女性の多くは、自分の仕事を楽し M
んでいる
SD
キャバクラで働く女性の多くは、自分を磨くことに M
努力している
SD

Table 7 キャバクラ就労イメージ
男性
平均

443
2.44
（0.81）
2.36
（0.87）
2.09
（0.70）
2.14
（0.73）
2.99
（0.80）
2.84
（0.86）
2.37
（0.79）
2.50
（0.82）
2.68
（0.79）
2.78
（0.72）
2.40
（0.87）
2.41
（0.78）
2.22
（0.82）
2.56
（0.87）
2.72
（0.76）
3.11
（0.73）
2.84
（0.78）
2.97
（0.81）
2.36
（0.84）
2.54
（0.77）
2.57
（0.78）
2.48
（0.79）
2.48
（0.77）
3.24
（0.80）
2.37
（0.78）

全体

857
2.48
（0.77）
2.54
（0.89）
2.10
（0.69）
2.22
（0.71）
3.10
（0.77）
2.95
（0.82）
2.23
（0.77）
2.58
（0.80）
2.68
（0.77）
2.81
（0.69）
2.37
（0.88）
2.45
（0.76）
2.28
（0.78）
2.65
（0.86）
2.81
（0.74）
3.16
（0.69）
2.82
（0.75）
3.07
（0.78）
2.39
（0.85）
2.54
（0.72）
2.56
（0.75）
2.54
（0.78）
2.50
（0.78）
3.28
（0.76）
2.44
（0.74）

20 代
108
2.53
（0.80）
2.70
（0.94）
2.21
（0.76）
2.04
（0.76）
2.92
（0.83）
2.86
（0.85）
2.56
（0.82）
2.53
（0.78）
2.64
（0.81）
2.78
（0.70）
2.51
（0.94）
2.54
（0.81）
2.19
（0.87）
2.47
（0.84）
2.77
（0.72）
3.22
（0.71）
2.98
（0.81）
3.01
（0.81）
2.37
（0.92）
2.43
（0.70）
2.56
（0.78）
2.56
（0.79）
2.42
（0.82）
3.25
（0.83）
2.25
（0.80）

40 代
108
2.52
（0.81）
2.34
（0.88）
2.06
（0.64）
2.18
（0.72）
2.96
（0.77）
2.77
（0.87）
2.31
（0.77）
2.44
（0.84）
2.77
（0.79）
2.85
（0.72）
2.31
（0.79）
2.54
（0.79）
2.23
（0.77）
2.61
（0.84）
2.67
（0.76）
3.08
（0.75）
2.84
（0.74）
2.98
（0.76）
2.40
（0.81）
2.59
（0.74）
2.67
（0.72）
2.53
（0.74）
2.55
（0.70）
3.26
（0.70）
2.41
（0.77）

男性

30 代
103
2.43
（0.79）
2.35
（0.82）
2.13
（0.72）
2.17
（0.73）
3.08
（0.80）
2.89
（0.82）
2.30
（0.71）
2.49
（0.81）
2.70
（0.83）
2.72
（0.73）
2.34
（0.81）
2.31
（0.75）
2.15
（0.77）
2.62
（0.90）
2.79
（0.80）
3.08
（0.75）
2.83
（0.80）
3.07
（0.85）
2.32
（0.81）
2.46
（0.84）
2.52
（0.84）
2.47
（0.83）
2.52
（0.78）
3.10
（0.91）
2.33
（0.78）

50 代
124
2.31
（0.83）
2.09
（0.74）
1.98
（0.64）
2.18
（0.70）
3.02
（0.79）
2.85
（0.90）
2.30
（0.81）
2.52
（0.84）
2.64
（0.73）
2.76
（0.73）
2.41
（0.92）
2.27
（0.72）
2.29
（0.86）
2.54
（0.90）
2.65
（0.75）
3.06
（0.71）
2.71
（0.77）
2.84
（0.82）
2.35
（0.83）
2.66
（0.77）
2.53
（0.77）
2.39
（0.80）
2.44
（0.77）
3.33
（0.75）
2.46
（0.76）
414
2.52
（0.73）
2.74
（0.87）
2.12
（0.68）
2.31
（0.69）
3.21
（0.72）
3.06
（0.76）
2.08
（0.73）
2.67
（0.77）
2.68
（0.75）
2.85
（0.65）
2.35
（0.89）
2.49
（0.74）
2.34
（0.74）
2.75
（0.85）
2.92
（0.70）
3.22
（0.63）
2.81
（0.71）
3.18
（0.72）
2.43
（0.86）
2.55
（0.67）
2.54
（0.72）
2.59
（0.77）
2.52
（0.80）
3.33
（0.70）
2.51
（0.69）

女性
平均

20 代
110
2.62
（0.79）
3.15
（0.81）
2.13
（0.74）
2.31
（0.75）
3.13
（0.73）
3.08
（0.71）
2.17
（0.76）
2.69
（0.84）
2.65
（0.80）
2.82
（0.71）
2.54
（0.88）
2.38
（0.85）
2.35
（0.83）
2.74
（0.97）
2.96
（0.72）
3.36
（0.60）
2.89
（0.75）
3.28
（0.72）
2.33
（0.93）
2.45
（0.67）
2.47
（0.82）
2.49
（0.75）
2.37
（0.83）
3.38
（0.74）
2.42
（0.72）

40 代
99
2.46
（0.70）
2.56
（0.79）
2.10
（0.61）
2.31
（0.63）
3.17
（0.74）
3.04
（0.77）
2.08
（0.72）
2.63
（0.78）
2.73
（0.70）
2.82
（0.66）
2.31
（0.89）
2.44
（0.69）
2.32
（0.75）
2.66
（0.83）
2.85
（0.71）
3.06
（0.70）
2.73
（0.71）
3.15
（0.73）
2.48
（0.81）
2.52
（0.68）
2.54
（0.64）
2.64
（0.75）
2.55
（0.81）
3.31
（0.72）
2.51
（0.66）

女性

30 代
113
2.61
（0.66）
2.92
（0.78）
2.17
（0.68）
2.30
（0.69）
3.24
（0.68）
3.04
（0.78）
2.17
（0.74）
2.58
（0.78）
2.65
（0.78）
2.89
（0.61）
2.50
（0.86）
2.71
（0.65）
2.27
（0.67）
2.86
（0.81）
2.91
（0.75）
3.26
（0.58）
2.84
（0.70）
3.18
（0.72）
2.37
（0.85）
2.50
（0.64）
2.51
（0.71）
2.53
（0.82）
2.50
（0.85）
3.37
（0.64）
2.44
（0.67）

性主効果

下位検定
50 代
F値
92
2.37
1.69
（0.75）
2.22
36.05
（0.81）
*** 男 < 女
2.08
0.29
（0.67）
2.30
11.97
（0.66）
** 男 < 女
3.33
18.33
（0.70）
*** 男 < 女
3.09
14.97
（0.82）
*** 男 < 女
1.87
32.99
（0.65）
*** 女 < 男
2.79
10.37
（0.67）
*** 男 < 女
2.70
0.02
（0.72）
2.89
2.66
（0.60）
1.99
0.95
（0.85）
2.39
1.78
（0.73）
2.41
5.48
（0.70）
* 男<女
2.73
9.74
（0.73）
** 男 < 女
2.95
15.59
（0.64）
*** 男 < 女
3.17
4.75
（0.62）
* 男<女
2.76
0.46
（0.69）
3.11
15.22
（0.69）
*** 男 < 女
2.57
1.71
（0.84）
2.76
0.21
（0.67）
2.65
0.31
（0.67）
2.75
4.90
（0.71）
* 男<女
2.71
0.79
（0.62）
3.24
3.17
（0.70）
2.72
10.01
（0.67）
** 男 < 女

年代主効果
下位検定

4.83
** 20・30・40<40・50

0.43

2.22

0.53

6.00
*** 20・30・40<50
0.77

1.06

4.17
** 50・40・30<30・20
2.82
* 50・40・30<40・30・20
2.12

0.95

1.04

1.16

5.46
** 50・40<40・30<30・20
2.49

0.14

0.74

5.20
** 50・40・30<30・20
1.28

0.33

1.93

0.48

3.51
* 50<40・30・20
33.26
*** 50<40<30<20
1.97

F値

交互作用
下位検定

0.52

2.19

2.84
*
1.84

1.16

0.55

0.81

0.58

0.61

0.87

0.48

0.68

4.50
** 女性 :50・40<40・30・20
5.94 男性 :50・30<40・20
** 女性 :20・50・40<40・30
0.07

0.92

0.23

0.46

1.80

0.24

0.36

0.52

3.27 男性 :50・40・30<20
* 女性 :50<40<30・20
0.71

0.85

F値
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20 代は「不幸な」が低く、30 代は「上昇志向が強い」
「若い」
「上昇志向が強い」
が高く、
50 代は「かわいい」
が低く「不幸な」が高いとの結果になった。

9 割以上がキャバクラを知っており、男性では 43% が
「行った事がある」と回答していた。このことから、
キャバクラは日本の風俗産業として一般化し、広く知
られていることが改めて確認された。

（6）キャバクラ就労イメージ

続いて「キャバクラ嬢」の評価である。19 の職業

キャバクラ就労のイメージ尋ねた項目の回答を、
「そ

を比較検討したところ、「キャバクラ嬢」の威信評価

う思わない」を 1 点〜「そう思う」を 4 点と得点化し、

の平均値は「ソープランド嬢」「清掃員」に続いて 3

項目ごとの平均値を求めたところ、Table7 に示す結

番目に低かったが、これらの 3 職業間には有意差はみ

果となった。

られず同程度として認知されていることが示された。

平均値が 3 点以上の項目は、「他人はとやかくいえ

また「キャバクラ嬢」と比べると威信得点は高いが、

ない」「お酒や不規則な生活で健康を害している」「一

同じ風俗営業の「ホスト」も社会的威信は 4 番目に低

般的に悪いメージ」「普通では手にできない高額な給

くなっていた。一方、「やってみたいか否か」の形で

料」であった。それに続く形で、「世間は偏見をもっ

接近傾向を尋ねた結果、「キャバクラ嬢」は「ソープ

ている」「精神的健康を害している」「一時的なアルバ

ランド嬢」「ホスト」に続いて得点が低く、「やりたく

イト」「危険な目にあう」が高くなっている。反対に、

ない」と考えられている職業であることが示された。

得点の低い項目は、「学生が多い」「子育てをしながら

「ホスト」「ソープランド嬢」以外の職業はすべて「キ

働く人が多い」「人の役に立っている」「他に働ける場

ャバクラ嬢」より有意に「やってみたい」方向に得点

所がないから、キャバクラで働く」などである。

が高かった。威信評価と接近傾向を併せて表示した

を行った（Table 7 ）。「自分磨きに努力」「子育てしな

さらに、各回答について性×年代の 2 要因分散分析

Figure 2 からは、各種職業の中でも性の商品化にかか
わる 3 つの職業が、左下に固まって布置し、その他の

がら」「生活費をかせぐために」など生活のための就

職業群とは異なって認知されていることが示された。

労というイメージが女性に多い一方、「一般的に悪い

なお威信評価では「キャバクラ嬢」と有意差のなかっ

イメージ」「偏見をもたれている」「客と性的関係を結

た「清掃員」は、接近傾向は低くないため風俗業とは

ぶ」「お店は法律違反をしている」など否定的なイメ

異なるグルーブに位置していた。前述のように、キャ

ージも、女性に多かった。男性では「人の役にたって

バクラは性的サービスを提供しない施設であり、この

いる」が女性より多かった。

ことから若い女性の就労に抵抗感がないと論考されて

年代ごとにみると「自分磨きに努力」「人の役にた

きた。ただし本研究の結果は、社会一般では風俗営業

っている」「身体的・精神的健康を害している」とい

に関わる職業と性風俗特殊営業に関わる職業とが明確

った項目で、若い世代の回答が高くなっていた。

に分けられずにイメージされていることを示してい

有意な交互作用がみられた項目について、下位検定

る。

を行った結果、「自分を磨くことに努力」「仕事が気に

続いて、「キャバクラ嬢」に対するイメージは、肯

入っているから」は男女ともに、年代による差がみ

定率の高かったものから順に「若い」「金遣いが荒い」

られた。前者については、男性では 20 代のみが高く、

「不健康な」「お金がある」であった。メディアに登場

女性では若い世代ほど肯定傾向にあった。後者につい

する「キャバクラ嬢」は、美しく若い女性であり、派

ては、男性では 20 代・40 代が多層よりも高く、女性

手な外見を演出し、給与が高額であることを語ること

では 20・50 代よりも、30 代が高い傾向がみられた。

が多い。回答者の「キャバクラ嬢」イメージもそれに

また、「夢の実現のために良い仕事」は女性のみに年

一致し、遊ぶお金を得るために自分を商品化している

代差がみられ、50 代よりも、30 代以下で高かった。

女性達と考えられていることがわかる。反面「知的な」

全体として、肯定的なイメージは若い世代、特に女性

「暖かい」といった項目の肯定率は2% に満たなかった。

に高いことが示唆された。

Fiske, et al.（2002）のステレオタイプ内容モデルでは、
「知的」
「暖かい」は、それぞれ「親しみやすさ」
「知性」

4. 考察
（1）キャバクラ・「キャバクラ嬢」に対する態度
本調査の第一の目的は、キャバクラおよび「キャバ
クラ嬢」に対する一般の人々の態度を明らかにするこ
とにあった。
キャバクラの認知と経験については、回答者全体の

という対人認知の基本的 2 つの軸を代表する形容詞で
ある。この両項目において評価が低いということは、
「キャバクラ嬢」が他者からステレオタイプ化されや
すく、軽蔑や哀れみの感情（Fiske, et al. 2002）を伴
って認知されやすい現状がうかがえる。この結果は、
「キャバクラ嬢」が社会的地位を低く認知され、接近
傾向も低かったことと対応している。

性の商品化と職業スティグマ
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また、キャバクラ就労イメージの回答をまとめると、

憧れの職業になっているとはいえない結果となってい

「給与は高額であるが、危険な職業であり、社会の偏

た。しかしながら、若い女性たちの中には、上の年代

見も強い。そこで働くことは心身ともに健康を害する

の女性と比べて、キャバクラでの就労を「自分を磨く

ことにつながる」という否定的内容になっていた。一

仕事」と位置づけ、自分を上昇させるために良い仕事

方、学費のために働く、子供のために働くなどのイメ

と考える傾向がみられた。

ージについては「あてはまる」程度が低く、生活のた
めに「キャバクラ嬢」を選択している女性達の存在に
ついては、全体として見過ごされていた。また項目の
中で最も平均値が高かったのは「本人の問題で他人は

V.

まとめ

とやかくいえない」であって、職業選択を個人の責任

本稿では、近年話題になることの多い「キャバクラ

としてとらえ、その是非や背景にある問題については

嬢」を中心に、性の商品化に関連した職業スティグマ

関心を持たないという心理もうかがえた。

について論考してきた。
調査の結果、「キャバクラ嬢」は他の風俗営業職と

（2）「キャバクラ嬢」に対する態度の年代差
本調査では、キャバクラに対する態度が年代によっ
て異なるか明らかにすることを第二の目的とした。

共に、他の職業群とは異なる職業群として認知されて
おり、特別視されていることが示された。またイメー
ジの測定からも職業としてスティグマ化が生じている

まず、キャバクラ認知と経験について、男性の回答

ことが示された。このことから、「キャバクラ嬢」が

には年代差はみられず、男性にとってのキャバクラは

置かれている苦境には、性の商品化に関わる職業全体

年代を問わず知られたものであることが示された。一

に対し社会的地位を低く位置づける社会全体の態度が

方女性では年代差がみられ、20 〜30 代の大半が知っ

背後にあり、「夜のルール」はそれが極端に現れたも

ているのに対し 50 代では「全く知らない」が 2 割弱

のと推察される。

みられた。また、女性の 20 〜30 代では「行ったこと

また人々の「キャバクラ嬢」イメージは、メディア

がある」が 1 割程度存在していた。ただし、この 1 割

で流される「キャバクラで華やかに働く高給の女性た

の女性が「キャバクラ嬢」経験者なのか、この職場に

ち」の姿に一致したものであった。そして、健康を害

は別の仕事で就労していたのか、あるいは客として来

しやすく危険な仕事ともみなされている一方、実際に

店したのかは明らかではない。

は多いはずの、シングルマザーや生活のための就労と

続いて、「キャバクラ嬢」の威信評価は、性別を問

いう姿はあまり顕現化されていなかった。そしてキャ

わず年代の主効果がみられ、年代が高くなるほど威信

バクラ就労については、「本人の問題なので他人がと

を低く評価することが示された。一方、接近傾向につ

やかくいえない」と考える人が多かった。これらの結

いては性と年代の交互作用がみられ、女性において若

果から、「キャバクラ嬢」は「高給とひきかえに自ら

年層ほど接近傾向が高いことが示された。

の健康や安全を脅かされても仕方ない」と考えられ、

「キャバクラ嬢」イメージについては男女とも若年

どのような背景でその仕事を行っているかは配慮され

層で「お金がある」「スタイルが良い」といった肯定

ず、仕事を選んだのは個人の責任であると、考えられ

的なイメージが高くなっていた。また女性では複数の

る傾向にあることがうかがえた。この構造は売春女性

「若
項目で年代差がみられ、50 代は「不幸な」が高く、

に対する偏見や差別と類似している。職業が合法か違

い」「上昇志向が強い」「かわいい」が低いなど否定的

法かにかかわらず、性の商品化に関わる仕事の場合は、

なイメージを持っていた。反対に 20 代の女性は「不

就労の中で生じた被害は女性側の問題と認識されてし

幸な」が低く、30 代の女性では「上昇志向が強い」など、

まいやすいといえる。

相対的に肯定的なイメージを抱いていた。キャバクラ

また調査では、「キャバクラ嬢」と同世代の若い女

就労イメージをみても、20 〜30 代は「自分を磨くこ

性において、「キャバクラ嬢」に対する否定的なイメ

とに努力している」「仕事が気に入っているから就い

ージが多層に比べて低い傾向が指摘された。ここで若

ている」「夢の実現のために良い仕事」と、キャバク

い女性の「キャバクラ嬢」評価が、「かわいい」「おし

ラ就労を自己実現のために良い仕事と位置づけている

ゃれ」という方向ではなく、「上昇志向が強い」「夢の

割合が高かった。

実現にお金が必要なら良い仕事」「自分を磨いている」

全体を通してみると「キャバクラ嬢」に対する社会

という方向に高いことに注意が必要である。彼女たち

的評価は全体としては否定的であり、20 代女性に限

は、単に「キャバクラ嬢」の豊かさや外見に憧れてい

定しても、接近傾向の平均値は 2.00 点で「あまりや

るのではなく、「キャバクラ嬢」を自己実現した女性

りたくない」の位置にとどまり、「キャバクラ嬢」が

のモデルとみなしている。これは、自分の社会的地位
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を確立するための有効な手段として、性の商品化を認
めていることを意味する。しかしながら、
「性の商品化」
を自己実現の手段だと宣伝しているのは、その中で働

in Journal of Personality and Social Psychology, 82, pp.878902.
Goffman, E.（1963）Stigma ; Notes on the Management of Spoiled
（1970） ス
Identity, New Jersey：Prentice-Hall.（石黒毅（訳）

く女性達をスティグマ化し、搾取している人々に他な

ティグマの社会学−烙印を押されたアイデンティティ− せり

らない。このような宣伝の中では「キャバクラ嬢」が
被る現実の苦境は巧妙に隠されている。被害者となる
女性を少なくするために、性の商品化について男性に

か書房）

Hughes, E. C.（1951） Work and the Self, in J. H. Rohrer and
M. Sherif（eds.）Social Psychology at the Crossroads: The

都合の良い形でのみなされている偏った報道を変えて

University of Oklahoma lectures in Social Psychology, New

いくことが求められる。また、現在の社会では、性の

York: Harper & Brothers. pp.313-323.

商品化によって生活を確立している若い女性達が数多

Hughes, E. C.（1958）Men and Their work, Glencoe, IL: Free Press.

く存在している。性の商品化に伴う女性の被害を考え

Hughes, E. C.（ 1962）Good People and Dirty Wwork. Social

る際には、それを個人の問題あるいは責任と考えるの
ではなく、雇用を含む社会全体の問題として位置づけ
ることが重要である。
最後に本稿の問題点として、以下の 2 つをあげる。

Problems, 10, pp.3-11.
直井優（1979）職業的地位尺度の構成 富永健一（編） 日本の階層
構造

太郎丸博（1998）職業評定値および職業威信スコアの基本的特性 .
都築一治（編） 職業評価の構造と職業威信スコア 1995 年

まず調査の対象者の母集団が Web モニターであり、
回答者のサンプリングに偏りがある可能性がある。キ
ャバクラに対する認知や経験、あるいは「キャバクラ
嬢」に対する評価の実態については、偏りのない対象

SSM 調査研究会 pp.31-44.
三浦展（2008） 日本溶解論 プレジデント社
水島希（2005） セックスワーカーの運動

反映されていない点も大きな問題である。本調査は、
性の商品化にかかわる就労の問題を検討するための第
一歩として、社会一般での「キャバクラ嬢」の社会的
位置づけを調査した。しかし「キャバクラ嬢」という
仕事の苦境あるいは職業スティグマを検討するために
は、「キャバクラ嬢」として働く女性達自身に考えを
尋ねることが不可欠である。今後は、就労の実態に加

姫岡とし子・池内靖子・

中川成美・岡野八代（編著） 労働のジェンダー化―ゆらぐ労

者を抽出する形で再度調査を試みる必要がある。また、
本稿で示した調査には「キャバクラ嬢」自身の意識が

東京大学出版会 pp.434-472.

働とアイデンティティ 平凡社 pp.129-153.
（1995）1995 年版職業威信スコ
SSM 調査研究会（代表：盛山和夫）
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（Often Mixed）Stereotype Content: Competence and Warmth

Respectivelty Follow From Perceived Status and Competition,

や論文に用いることは、他のサービス職で働く女性との異質性
を強調し、ステレオタイプ化するメカニズムを内包する。しか
し本研究ではキャバクラで働く女性たちについて、現在の社会
的イメージの現状を明らかにすることを目的とするため、近年
の一般化された総称をふまえ「キャバクラ嬢」と「 」つきで
表記することとした。
：
「風俗営業の一種。キャバレー
2 デジタル大辞泉 2009（小学館）
とクラブの中間的形態の店」
：
「
『キャバレー』と『クラブ』の合
3 現代用語の基礎知識（2005）
成語。
風俗産業の生き残り策として考え出された新しい業種。
「若
い」
「素人」を売り物にした女性がマンツーマンで接客、 上品
で明朗会計 がうたい文句。店内では、キャバクラ嬢と呼ばれ
る女性が客の隣に座り飲食接待する。出勤時に客と同伴したり、
閉店後に客と酒を飲みに行くなどのサービスも行う。店内で性
的な行為は行われない。風俗営業の中では、性的意味合いが比
較的薄い業種と位置づけられている。
」
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4 同年の金賞は「分衆」。その他「イッキ・イッキ」「NTT」「パフ
ォーマンス」
「新人類」など。
プレジデント 2007 年 11 月 緊急報告『ジェネレーション Z 』

5

の発見 女子高生の 20％『なりたい職業＝キャバクラ嬢』
週刊新潮 2008 年 6 月 ビッグプロジェクト 若い女性の憧
れの職業は「キャバクラ嬢」だって
週刊読売 2008 年 6 月 著者からのメッセージ

三浦展『日

本溶解論』プレジデント社 15 〜22 歳女性の人気職業に「キ
ャバクラ嬢」が入るワケは
女性セブン 2008 年 6 月 「なりたい職業」に急上昇 娘はキ
ャバクラ嬢

母たちの本音トーク 最初は反対したけれど…、

恥ずかしいことをしているのでは…心配の裏で「就職に有利
かも」の声も
週刊ポスト 2008 年 7 月 世相リサーチ 「なりたい職業 9 位」
に浮上！平成生まれ女子大生キャバ嬢の頭ン中
は小悪魔

キーワード

かわいくて、男にモテて、お金を持っているが人

気の秘密

6 労働組合の中には、組織構造自体が旧来の男性中心的な型にと
どまっているものも多いことが問題視されている（週刊金曜日
。職場に置けるパワハラやセクハラの問題
2010 年 12 月 10 日号）
を解消するためには、労働組合の中でのジェンダー構造にも留
意し、パワーバランスの偏りを修正する取り組みが不可欠である。

7 本研究では「キャバクラ嬢」の社会的イメージをより明確化す
るため、性の商品化に関連する他の職業も測定項目として加え
ることが必要と考えた。加えたのは「キャバクラ嬢」と類似の
サービスを男性が行う「ホスト」
、および「キャバクラ嬢」より
直接的な性的サービスを行う「ソープランド嬢」を項目として
加えた。
「ソープランド嬢」については、表現として否定的意味
合いの少ない「セックスワーカー」を用いる方が学術的には適
切と考える。しかし本調査対象者において「セックスワーカー」
は職業名として身近ではなく、仕事の内容が理解されにくいと
考えられたため、調査では「ソープランド嬢」との表現で職業
の中に加え、論文においては「 」つきで表記することとした。
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日本の衆議院における
女性代表
―小選挙区比例代表並立制下の
「暫定的」措置と機会の拡大―

スティール若希

済成長や戦後の選挙制度の変化、また、性別役割や女

Ⅰ . はじめに

性に固有の領域に関して、しばしば矛盾するような公
的・私的価値の展開や人口統計上の有意な変化をもた

世界的に見て、女性は、国家の民主的な機構におい

らす大規模な社会変動を踏まえた、興味深い研究領域

て過少代表であり続けている。2011 年現在の世界の

となっている。本論文では次の 3 点において、これら

議会（二院制の場合は下院）における女性議員比率は

の研究に貢献する。第一に、女性の代表に関して日本

わずか 19.4％であり、全体の 5 分の 1 にとどまってい

の専門家が行ってきた研究を、女性と政治、あるいは

る。より具体的に問題を挙げると、一つの社会集団

選挙制度設計に関するイギリス、ヨーロッパ、北米や

（Young 1994:3）−この場合には、民族文化や経済に

北欧など、幅広い専門家によって英語で出版されてき

おいて支配的階層である男性−による政治権力の覇権

た、主要な政治学／政治哲学文献の見識との対話の中

主義的な支配が、深刻な課題を提起している。それは、

に位置づけることを狙う。第二に、現代の女性政治家

現代民主主義理論では、政治的共同体を構成する利益

が持つ選挙上の競争力や知識を記録する手段として、

や観点、社会集団のすべてにとっての平等と自己統治

日本の女性衆議院議員に関する視点や分析を述べた

（self-government）の権利という倫理的な推定の観点

い。第三に、他と同じく、日本において「女性の選挙

からいえることである。本質主義に対するフェミ二ズ

機会」を構成する変動的要素、つまり、心理学的、社

ムからの批判論は、女性だけがフェミニスト的な視点

会的、文化的、法的、制度的、そして地政学的な要素

を代表するとか、形式的に平等な女性の代表が、女性

間のダイナミックな相互作用について、より全体的な

にとって実質的な平等の享受をもたらすと想定するこ

評価に向けた方向を指すことで、日本の小選挙区比例

との問題性を指摘してきた。それでもなお、家庭や議

3
の下で競争する
代表並立（混合）制（以下、並立制）

会での女性の自己統治の権利を守るどころか、男性に

彼女たちの実践的な見識が、「女性の代表に対する障

1

よる政治的な保護のもとに女性を位置づけるような過

壁」に焦点を当て、そして、おそらくそれによって補

去の差別的な法律（家族法や公法）が今も与えている

強するような学問的な対話を、豊かにすることができ

影響を否定あるいは無視することができないだろう。

れば、と考える。

このように、自由や政治的平等と、民主主義的な自己

以下では、第一に、衆議院議員としての自己統治へ

統治の間の関連性は、さらなる研究を必要としている。

の女性の積極的な参加に関する日本の実績を、国際的

当然のことながら、フェミニスト政治理論・法律理論

文脈の中に位置づける。そうすることで、経済発展や

は、近代民主主義社会 において、女性の包摂や平等

自由選挙の秩序が、必ずしも女性の市民／在住者のた

を向上させる方法を探求すべく、シティズンシップの

めの公正で平等な代表において生じるとは限らないと

交差（intersections）、参加や代表、選挙制度の民主主

いう現実を立証するような研究に貢献することを目指

義理論、そして制度設計について一層徹底的に調査し

す。次に、国政の公選職へのアクセスに対する日本の

てきた。

女性特有の障壁に関して、この研究が提示する内容を

2

日本における女性の代表の問題は、日本の急速な経
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概説する。第三に、第 164 回通常国会（2006 年）に

選出された女性の衆議院議員に、現行の並立制のもと

て、選挙制度の設計や、それが女性の議員選出に与え

での、彼女たちの選挙機会に関する経験について、聞

る影響、またジェンダー・バランスのとれた議会を

き取り調査を行った結果を示す。最後に、日本におけ

促進すべく 100 か国以上が用いている様々な制度的メ

る女性の代表の状況から何が学べるかについて、一般

カニズム（憲法上のもの、法律上のもの、自発的に

的知見を示しながら結論づけ、日本が近代民主的な自

政党内で設けられたもの）に関する豊かな情報を蓄

治に必須の指標に関して、その実績を改善しうるよう

積することにおいて、主導的位置を占めてきた 7。実

な女性の選挙機会［立候補等］をどう増大させていけ

際、Pippa Norris による比較研究は、ジェンダー・バ

ばよいのか、その戦略を提起することとしたい。

ランスのとれた政府において、時が経てば強い経済発
展が自然に生じるという神話の正体を明るみに出す一
助となっている 8。むしろ、反対の傾向、すなわち地

Ⅱ . 国際的観点からみた日本

政学的な文脈における経済的支配が、意思決定の権力
の範囲外にいる女性（や他の政治的に排除された人々

社会的傾向を示す重要な指標である国連の人間開発

重要なデータを提供している。2010 年における日本

political outsiders）に対する監視を増大させることに
寄与することが推測されるかもしれない。2010 年に
おける日本の GGI スコアに反映されたジェンダー間
不均衡に何度も見られるように、他の G8 の国々の中

の人間開発指数（Human Development Index：HDI）

でも日本の実績は低く、解決しがたい問題である（表

は 0.884 で 11 番目であり、上位 15 か国の中に位置し

1 参照）。

報告（Human Development Report）は、同様の経済的・
政治的民主主義的発展に関する諸国の実績について、

ている。すべての国におけるジェンダー間の不均衡を

女性の代表という点から見れば、絶対多数制や相対

とらえたスコアであるグローバル・ジェンダー・ギ

多数制の類に比べると、比例制の方が好ましいと言わ

ャップ（Global Gender Gap Index：GGI）4 では、日

れるが、女性は比例代表制であれ、混合制であれ、多

本は 132 か国中 94 位である。言い換えれば、人間の

数代表制［小選挙区制］であれ、どの選挙制度におい

発展一般においては 11 位であるにもかかわらず、少

てもはるかに過少代表であり続けている。しかしなが

なくとも 93 か国は、その日本社会に関して言われる

ら、政党・法律（立法）・憲法レベルでの効果的な積

ほど重大なジェンダー間不均衡を示してはいなかっ

極的措置［ポジティヴ・アクション］をとっている国々

たのである。その上、2010 年の日本の GGI スコアは、

の高順位は、全大陸における一つの重要な傾向を示し

2006 年以降、ジェンダー・ギャップが大きくなって

ている（表 2 参照）。ジェンダー・バランスのとれた

いることを示しているのである 。

ガヴァナンスを促進すべく設計された選挙制度の正の

5

列 国 議 会 同 盟（Inter-Parliamentary Union：IPU）

効果に関する広範囲にわたる比較研究や事例研究が、

6

のような国際的な組織が、国政への女性の進出に関し

加えて、とりわけいかに効果的な積極的措置が男女間

て国ごとの実績を評定してきている。同様に、インタ

での権力の分有を確かなものにするかを実証する豊か

ーナショナル IDEA は、ストックホルム大学と連携し

な文献が、多くを物語っている（International IDEA

表1

G8 諸国の議会における女性の割合（一院制もしくは下院）

国名

選挙制度

積極的措置

女性％

順位

ドイツ

小選挙区比例代表併用制

政党ごと

32.8%

18

カナダ

小選挙区制

政党レベル

22.1%

51

イギリス

小選挙区制

政党レベル

22.0%

52

イタリア

比例代表制

政党レベル

21.3%

54

フランス

二回投票制

憲法・法律・政党レベル

18.9%

62

アメリカ

小選挙区制

なし

16.8%

71

ロシア連邦

小選挙区比例代表並立制

なし

14.0%

83

日本

小選挙区比例代表並立制

なし

11.3%

95*

出典：列国議会同盟（2010 年 12 月 31 日現在）と女性のクォータに関する国際的データベース
＊ IPU のデータでは、順位は同率の国を一つに数えているが、同率の国数も含めれば、日本は 120 位になる。
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IPU による国会における女性議員比率のランキング

国名

選挙制度

積極的措置（国政）

女性％

順位

ルワンダ

比例代表制

憲法・法律レベル

56.3%

1

スウェーデン

比例代表制

政党レベル

45.0%

2

南アフリカ

比例代表制

政党レベル

44.5%

3

キューバ

二回投票制

なし

43.2%

4

アイスランド

比例代表制

政党レベル

42.9%

5

オランダ

比例代表制

政党レベル

40.7%

6

フィンランド

比例代表制

なし

40.0%

7

ノルウェー

比例代表制

政党レベル

39.6%

5

ベルギー

比例代表制

憲法・法律・政党レベル

39.3%

9

モザンビーク

比例代表制

政党レベル

39.2%

10

アンゴラ

比例代表制

法律レベル

38.6%

11

コスタリカ

比例代表制

法律レベル

38.6%

11

アルゼンチン

比例代表制

憲法・法律・政党レベル

38.5%

12

デンマーク

比例代表制

政党レベル

38.0%

13

スペイン

比例代表制

法律・政党レベル

36.6%

14

アンドラ

並立制

データなし

35.7%

15

出典：列国議会同盟（2010 年 10 月 30 日現在）と女性のクォータに関する国際的データベース

2002、2003、2004、2005 を参照）。

を用いた Norris によれば、意欲的な国会議員は、国家

大衆（およびエリート）の信念に反して、2011 年

全体の政治文化や社会が現代化する道筋に関する価

の時点で、政治機構内の議席を支配する男性の制度的

値、および、選挙法やゲームのルールを通知するよう

な過大代表／独占に、いかに最適に対抗するかについ

な特定の措置の有無といった制度的な歴史や議会構造

て、信頼できる国際的なデータや公共政策上の解決法

をはじめとする、各段階の一連の要因によって影響を

に欠陥はない。諸文献は、次第に、世界中の（圧倒的

受ける。同様に、候補者選考は、内部規定や各政党の

に男性的な）政治的アリーナにおける主要な欠陥は、

エリートが持つイデオロギー上の方向性に影響される

女性生来の自己統治の権利を支援する政治的意思が欠

であろうし、候補者を供給することで、各党は順位を

けていることである、という事実を指摘しつつある。

上げていくことができる。最終的に、各政党に選ばれ

以下の節では、日本における女性の参加と政治的代表

た候補者の予備軍は、政党綱領や党の指導者、多様な

を取り巻く歴史と現代の実情をより詳しく見ていくこ

要請、候補者自身の輝き、地方の、あるいは喫緊の国

ととする。

家的争点に関する幅広い要因により、有権者によって
評価される。これらすべての変数が、その国の歴史の

Ⅲ . 日本の選挙政治における女性議
員にとっての障壁と機会

文脈の中で、様々なグループの間にある過去および現
在の社会的、経済的、政治的権力における差異という
観点から、競合する個々人本人特有の社会における立
ち位置に影響されるものとして理解されなければなら

ある人が、議会の権能へのアクセスを得る際には、

ない。ゲームのルールを決定する議会構造は、選挙あ

4 段階の手続きあるいはハードルがある。すなわち、
候補者としての適格性（eligibility）、政党からの募集
（recruitment）、選考（selection）、そして選挙（election）
である 9。候補者選定の「漏斗型モデル（図 1 参照）

るいは政党システムの制度化の枠組みを提供するけれ
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ども、個々の変数は、相互に構成的なものとして、そ
して、その集団の社会的、文化的、経済的、政治的、
あるいは法的状況とのダイナミックな相互作用におけ

図1

候補者選考過程の漏斗型モデル（Funnel Model）

選挙法
社会の近代化：

多数制,
併用制,
or
比例代表制

選考者側
の需要

選考者側
の需要

法的性別
クォータ
優先議席

出典：Norris（2004: 183）より訳者作成。

る一連の進化していく実践として理解されるべきであ

や宗教、思想の別を措いて、唯女性の名によつて

る。

協力するとともに、目的を参政権獲得の唯一に限
り、凡ての力をこゝに集注すべきである。」 11。

1. 選挙における被選挙資格

1931 年までには、政府が地方レベルで女性に参政

シティズンシップの一般的な理解は、あらゆる社会

権を付与する寸前まで至ったのだが、軍部が推進する

の歴史的物語に由来する。2011 年にあって、日本の

拡張主義や、その後の第二次世界大戦への全面参戦に

女性にとっての政治的所属をめぐる「女性史」は、近

より、女性の政治的前進はじりじりと中断に追い込ま

代化と民主化の過去 100 年余りの文脈の中に位置づけ

れた。真珠湾攻撃の後、1942 年には、政府はすべて

られるに違いない。明治維新の直後、女性の政治的主

の婦人会を大日本婦人会の下に統合し、参政権のため

体性にとって重要な年は 1900 年であり、特に治安警

にさらなる動員をかける女性の力を失速させた 12。実

察法（第 5 条）によって、女性や未成年者による政治

際、正式な女性の政治的解放は、第二次世界大戦後、

結社への加入や、集会や政治的演説への出席が明確に
禁じられた時である 。1912 年、明治天皇が亡くなっ

1945 年 10 月 4 日 に 発 令 さ れ た「 自 由 に 関 す る 指 令
（Freedom Order）」に従って、ようやく端緒についた。

て、デモクラシーが進展する時代が到来し、大正時代

その後間もなく、女性の参政権は幣原内閣によって承

には普通選挙権が実現した。1920 年には、新婦人協

認され、1945 年 12 月 17 日、衆議院議員選挙法におい

会が設立され、家父長的な家制度への批判や、女性の

て正式に確認された 13。

10

政治参加を合法化するよう請願するといった活動が盛

参政権や、被選挙権の要件は、現代の日本において

んに展開された。1925 年、「普通」選挙権がもっぱら

は男性も女性も同じである。とはいえ、構造的に女性

男性に対してのみ与えられたことに対応して、婦選獲

を政治的空間から排除してきた遺産を軽視することは

得同盟が、次のような宣言とともに結成される。

できない。それは、女性もまた、国の施政に参加する
権利を持つかどうかに関する現在の文化的態度に影響

「而してこゝに国民半数の婦人は廿五歳以下の

する要因なのである。実際、日本の女性が、選挙政治

男子及『貧困に依り生活のため公私の救助を受け

の中で、有権者や候補者として参加する法的権利を

又は扶助を受くる』小数の男子と共に政治圏外に

正式に得てから、まだわずか 66 年しか経っていない。

取残された。我等女性は最早我等が一個の人間と

大衆の参加というレベルでは、有権者としての女性の

して、一個の国民として、国家の政治に参与する

参加は、一方の男性の参加の度合に匹敵し、上回りさ

ことの如何に当然にして必要なのかの事由に就い

えするレベルに達している。10 年以上前の 2000 年衆

ては語るまい。（此上はたゞ内、普選獲得の歴史

議院議員選挙では、小選挙区における投票率は男性が

に傚ひ、外、婦選獲得の実績に鑑み、一致団結の

62.02 ％、女性が 62.94 ％であった 14。しかしながら、

力によつてその実現を一日も早からしむるように

エリートのレベルでは、選挙候補者や選出される議員

努めねばならぬ。）されば多くの婦人がその感情

としての女性の参加の状況は、社会を主導したり統治
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したりする女性の権利が、実践においては実現してい

経済的構造や家族構造の結果、女性の選択肢が減少し、

ないままであることを示している。女性議員比率は、

それが社会化することによって、大抵は悪化している。

戦後、多いときでも 2％にとどまっており、10% の水

性別役割による厳格な分業は、日本経済を根底的に支

準を上回るようになってきたのは最近のことである。

えているものと見ることができる。それは、女性の適

要するに、2011 年の国会における女性の存在の少

切な「活躍」の場面に対する態度という観点から見れ

なさに関して、候補者としての適格性認定の影響を評

ば、決して多くない 4 年制大学への女子の進学、出産

価するとき、女性の政治的自治という民主的な権利を

の責任を負った労働への女性の参入の仕方（「M 字カ

否定し、女性を政治的にも家庭内でも父や夫の監督下

ーブ」）、女性従業員に対する差別的な慣習を防ぐため

におくことが適切であると想定し続けてきた、歴史的

であった男女雇用機会均等法の失敗ということにな

で文化的な法律の伝統を認める必要がある。既婚女性

る 16。Tanaka（1995）は、根強い伝統的・規範的な家

が夫と別姓を名乗ることを認めようという法改正の動

族観を考えると、日本における女性の労働市場への進

きに対する男性政治エリートの間で見られる昨今の抵

出が、社会において彼女たちの地位が真に改善された

抗は、政治的階層における女性への家父長的態度の強

ことを意味するものではないという事実を強調してい

さを表しているのである 。

る 17。1997 年になってようやく、男性の賃金に対する

15

女性の賃金の割合が、平均して 100 対 63 までになっ

2. 自己推薦と募集

たのだ―まだまだ低い値ではあるが 18。
政党内での全国的な募集過程において、マクロレベ

無所属で当選する見込みがどのくらいかにもよる

ルの傾向という観点から、Ogai（2001）は、成功し

が、政治的な職を希望するたいていの人々は、政党に

た候補者の多くは、3 つの背景のうちの 1 つを持って

よる募集の過程を通ることを選ぶだろう。この過程に

いるという現実を明らかにした。地方議会あるいは県

おける極めて重要な段階というのが、当然ながら、自

議会レベルで議員を務めたことがあるか、中央の高級

薦、すなわち、政党システムの文脈で公選職に立候補

官僚として地位を得ていたか、政治家の秘書として働

するための関心と能力、資源、意欲を持ち得ている、

いていたか、の 3 つである。

という個人による決定である。自薦は、個人の希望と

ら応募されてきた候補者を介する経路、すなわち家族

政治的野心、それから、友人や家族による励まし、専

内での継承を加えることもできるだろう。Ogai はま

門的なネットワークからの支持、政党による実際の打

た、「政治家一族」からの候補者が著しく高い割合を

診や要請といった外在的な要因の結果として、ダイナ

占めている（自民党理念の下で選出された議員の実に

ミックな過程を経て生じる。政治的なリクルートは、
者の予備軍を創造し、その世話や育成に寄与するので

72.3％）ことも示している。女性が占める割合が、県
議会あるいは市町村議会では 4 〜10％、政府の要職で
はたったの 1％にすぎないことを考えると、有名な政

ある。日本における政党の募集の過程は、議会制民主

治家の娘であることは、どうやら女性にとって、認め

主義的な自治へ女性が参加するに際して、特有の課題

られ、公選職に選ばれるためのもっとも有望なルート

をもたらす。公共圏から女性を排除するという伝統と、

のようである 19。日本では、家長の職業が（圧倒的に

家庭内に女性固有の場所の境界を定めてしまう強い性

多くの場合）息子を通して次の世代に受け継がれると

別役割とは、不十分なロールモデルとして、また、政

いう伝統的な家族観で形作られた社会が続いている。

党にアピールするような経済的あるいは専門的資源が

2000 年の解散前の国会では、4 人に 1 人が二世や三世

不十分であることから、潜在的な候補者として自らを

といった世襲議員であった 20。とは言うものの、出生

推薦する女性が男性に比べて少なくなるという結果を

率が下がり、一人っ子の世帯がますます増える見込み

もたらす。これらの資源には、経済力や、選挙運動を

の中、家業や姓を受け継ぐことは、娘には期待されな

展開する人的資源、保育所を利用できることなどのほ

いものだとしても、田中元首相の娘や、最近では小渕

か、高等教育、見栄えのする専門的な実績、支持者と

元首相の娘の選挙に見られるように、最近では娘にも

の個人的なネットワーク、コミュニティの中での知名

手の届くものになってきた。

その過程が進行している間、将来の選挙に向けて候補

4 つ目として、従来か

度の高さ、そして、選挙運動前や運動中では、草の根
の支持をわずかながらも求めることに充てられる自由
な時間と資金などが含まれるのである。

3. 競争と候補者選考

資源に関するジェンダー・ギャップは、女性の社会

候補者選考は、政党が、投票日に彼らのマニフェス

的、経済的、政治的な力において、無視しえない明ら

トを主張するのに最も適していると思われる人を正式

かな差異を受けて生じており、性別役割や、硬直した

に選ぶ指名の過程から構成される。政治的な競争のな
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かに直接位置づけられ、選挙のゲーム特定のルールに

資源へのアクセスが増えることにより、地域に利益を

影響されるため、候補者選考は、供給と、有権者側の

もたらしうるようなつながりがあることを示すという

特定候補者に対する需要についてのエリートの認識の

候補者の能力にとって重要である 23。実質的にも認識

両方の問題に関連している。日本の並立制における小

的にも、経済や行政のエリートレベルにおける女性の

選挙区制において、地方の政治的エリートは、候補者

社会的、経済的、政治的影響に関する前述のギャップ

擁立のために、その人が相対多数の票を動かすのに必

を考えると、日本の女性が 300 ある小選挙区において

要な知名度を備えるであろうことを期待して、彼ら

選挙競争のために後援会を組織することは、男性に比

にとってより好ましい候補者を選ぶことに責任があ

べてはるかに困難なのである。

る。このことは、「勝てそうな候補者」の性質に関す

選挙制度を管理するルールの他の副産物として、議

る地方のエリートの期待が、男性の知名度や経験とか

員交代の周期と諸条件がある。日本の選挙法では、国

なり一致することを考えると、監視者である地方の

会議員は任期について再選回数に制限がない。議席の

エリートら（gatekeepers）の基準によっては、実質

獲得が有力視され、投票結果が単に形式的なものに過

的に女性候補の出馬をより魅力的でないものにして

ぎないとみなされたなら、競争のレベルは選挙から政

いる。Norris ＆ Lovenduski（1989）は、政治的人間

党内の公認を勝ち取ることへと焦点が移行する。もし、

（homo politicus）のような人物像に対する選好を示す

選挙と選挙の間に、勝つ見込みのある議席が欠員にな

態度に関して、この制度的な差別の形態を確認してい

った場合、選挙区における政党内の公認は同じように

る 。Black ＆ Erickson（2000）もまた、補償モデル

競争の中心になり、続いて、男性に比べて女性による

（compensation model）という概念を通して、この現

アクセスが少ない資源が重要な役割を果たすような、

象を検証している。そのモデルでは、女性は「政治的

費用のかかる公認候補の戦いに移行する。日本で半世

人間」の人物像からはずれることを「補償」しなくて

紀以上にわたった自民党支配では、衆議院議員間での

はならないのである。とりわけ、自身が「勝ちそうな

交代の割合は低かった。さらに、90 ％以上の男性の

候補者」でありうることを地方のエリートに納得させ

自民党議員が現職にとどまり続けているという状況で

るために、他の実際の資源でもって、自らの女性性を

は、ほんのわずかの、非常に競合的な選挙区が、政治

補う必要がある 。日本では、このことがほぼ間違い

職に就きたいと願う女性に開かれているにすぎなかっ

なく、女性の国会にアクセスする際の最も重要な障壁

た。当然のことながら、見込みのある議席を女性候補

をなしており、真剣に女性候補を採用しようという政

に提供する断固たる努力がなければ、男性の現職議員

党の意欲と直接関係している。政治家の二世や三世に

はいつまでも日本における政治代表を独占し続けるだ

あたる娘が持つ、既存のネットワークを動員する能力

ろう。

21

22

や、一家の名声、そして知名度は、ジェンダーにかか
わらず、彼女らの立候補を政党の地方組織におけるエ
リートは受け入れさせる明確な「補償」の形態として

4. 選挙での勝利と政治代表
選挙とは、候補者らの出馬によって、または所属政

理解されるかもしれない。
勝てそうな候補者の要素に関する期待に加えて、小

党の政策的方向性を通して、国政レベルで、有権者の

選挙区での出馬が勝算のある場合は特に、公認候補の

見解を代表するということと関連付けられた基準を最

戦いにおける経費を埋め合わせるのに必要な経済的資

も満たしていると思われる人を投票で選ぶ手続きであ

源が、日本では大抵、多くの女性の手が届く範囲を超

る。先にも述べたように、議会における女性の代表が

えている。結果として、政治的に有望な候補者が当選

弱いことは、議員の交代する割合が低いこと、女性と

へと躍進をするために必要な、ある種の市民社会的つ

の競合に対する民衆やエリートの態度、さらに、とり

ながりや支持構造という点で、個人的ネットワークが

わけ選挙のゲームに関する実際のルールによって影響

極めて重要となる。日本では、当選のためにはネット

を受けている。
衆議院における女性の政治代表は、むしろ例外的

ワークの有効な動員、すなわち後援会が不可欠である。
戦後のほとんどの期間において用いられてきた中選挙

な経路をたどってきた。SNTV（単記非移譲式投票）

区制では、自民党は各選挙区に 2 〜3 人の候補を立て、

24

同一政党名の下でのそれぞれの選挙運動を成功させる

1946 年に戦後最初の選挙が行われた。その時は 54 の

ために、候補者中心の個人的なネットワークを形成し

選挙区（おおよそ後の県境に即した区割りであった）

た。家族、同窓生、地域や近所の団体はもちろん、地

がある大選挙区制で、定数は 2 〜14 であった。おそら

方のみならず中央の官僚との仕事や職業上の関係を含

く、蔓延していた不安定な政治情勢、政治に参入する

め、強い後援会を動員する能力は、地方支出のための

女性の権利に関する高次元での確約、候補者名簿にお

に分類される単記式の中選挙区制からの移行後、
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いて候補者の性別を特定するような敬称がないこと、

く。

および敗戦と現職の男性議員との関連のため、1946
年の衆議院議員選挙に立候補した 79 人の女性候補の
うち、39 人が見事当選を果たした 25。
しかしながら、一時的な例外であった女性の参加は、
その後の選挙では急激に落ち込んでいく。1947 年の
選挙法改正の影響を評価することは容易ではないが、

Ⅳ . 第 164 回通常国会における女性
30
衆議院議員の見解
もし、政治的野心が、政治機会に関する認識可能な、

大選挙区制から中選挙区制への移行は、共産主義者や

あるいは現に存在する構造によって形成されるとする

女性といった政治的に排除された人々の参入にとっ

なら、その機会について表明された意見や評価、分析

て、負の効果をもたらしたと考えられている 26。実際

を提示することが、本節で行うべき作業だということ

に、選挙区は 130、定数はたった 3 から 5 という改正

になる。これは、第 164 回通常国会に際して衆議院で

後の制度の下、その後 18 回の国政選挙が行われ、女

選出された 45 名の女性議員のうち、17 名が共有した

性は投票の約 2％を得て、主として野党の候補者とし

見解である。 設問は、議会や政党の仕組み、選挙制度、

て当選した 。

女性の政治参加、クォータ制とならんで、日本におけ

27

皮 肉 な こ と に、 歴 代 の 自 民 党 政 府 が 関 与 し て き

る女性の地位に関連した多岐にわたる現代的事項を含

たことのうち、日本が 1980 年に女子差別撤廃条約

めた、幅広いものとなった。参加率をできるだけ高い

（CEDAW）を批准したことや、1985 年に男女雇用機

ものとするため、聞き取りは日本語のみで行い、秘密

会均等法を改正したことは、1980 年代を「女性の時代」

は厳格に守ることとした。また、聞き取りは 2006 年

とする表現を作り出すこととなった。現に、日本社会

夏の間、主に東京の議員会館で実施した。調査対象の

党党首の土井たか子のリーダーシップが、1989 年参
議院議員選挙においてかなりの数の女性を当選させ、

3 分の 2 は比例区で選出された議員であり、残り 3 分
の 1 は小選挙区からの選出であった。幸運にも、筆者

女性議員の比率が 18 ％という目覚ましい数値をもた

による聞き取り調査の要請に対し、様々な女性議員か

らした。この「マドンナブーム」と名付けられた女性

ら承諾があり、自民党、民主党、社民党、共産党、公

の成功が生み出した楽観にもかかわらず、1990 年の

明党の議員を含んでいる。以下に記す結果は、聞き取

衆議院議員選挙ではなお、女性議員の割合は 2.34％に

りにおける設問 2 と 3 に対する回答を扱った予備的分

とどまった。1994 年に至るまで行われた選挙制度改

析である。問いは以下の通りである

革に関する政治的議論や裏側での交渉は、選挙制度改
革が女性の代表にもたらす影響について、何ら真剣な
注意を払うことなく、通常のように坦々と進行した。

問 2． あなたは比例ブロックと小選挙区に重複立
候補しましたか？

終始、党利党略をめぐる政治によって動かされた結果、

問 3． あなたは比例ブロックあるいは選挙区にお

1994 年の改革により、二大政党制、政策中心の選挙、

いて擁立されるのは、どちらが好ましいと思

そして与野党間での筋の通った政権交代を志向して小

いましたか？それはなぜですか？

選挙区比例代表並立制を導入することとなった 。政
28

治ゲームを、「政治的人間」モデルに一致する候補者
に特権を与えるような「勝者総取り（winner-takes-all）」
の文化へと近づけるべく、中選挙区制は、300 の 1 人

1. 個人への委任という理想―重複立候補を方向
づける

区と 200（現在は 180）の比例区からなる制度へと転

第一の設問に関しては、17 名のうち 12 名の女性が

換された。実際問題として、多数代表制［小選挙区

小選挙区と比例区に重複立候補し、5 名のみが、その

制］が生み出すものを考慮に入れると、1994 年に導

いずれか一方から出馬していた。重複立候補をしなか

入された現行の並立制は、概して女性にとって好まし

った女性のうち 1 名は、選挙区のある地元の事柄に十

くないものと考えられてきた 29。実際、アジアの地域

分に意見を言うことができないだろうと感じたのを理

的な平均が 18.7% であるにもかかわらず、日本におけ

由に、所属する政党からの選挙区での出馬要請を辞退

る女性の代表は、最近、2009 年の総選挙後にようや

している。自身の所属する地域にとって、不本意な出

く 10% を上回ったところであり、その後も 11.3 ％と

馬要請を受け入れるよりは、信頼できる代表として、

停滞している。

地方の有権者から支持を得ることが重要だと強調し、

現行制度の下で、日本の女性が持つ選挙機会をより

彼女は比例区から立候補する道を選んだわけである。

よく理解するために、以下の節では、その中で闘って

別の女性が比例区からのみ立候補したのは、衆議院の

きた女性たちの経験について、概略を簡単に述べてい

特定選挙区を代表するよりはむしろ、より広い地域で
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政党の見解を代表するために所属政党から選出された

権主義的な現職優位によって議員の交代の可能性がな

ということを考慮してのことであった。また、選挙区

くなることに言及した。そのような現職優位の選挙区

からのみ立候補した女性の 1 人は、党の規則が、比例

からの出馬に伴う高いリスクや、自身の知名度や名声

区からの出馬を、名声の確立していない候補者に優先

を上げていくことに伴う課題、高額な選挙運動費、そ

的に与えていたという理由によるものであった。残り

して、現職の衆議院議員にうまく取って代わろうとす

の 2 名は、党内の方針が重複立候補を妨げているとい

る「挑戦者」の能力が限られていることを、彼女たち

う理由から、比例区からのみ出馬し、政党のカラーを

は見出していた。4 つの党［自民・民主・公明・社民］

守った。

に所属する女性議員はすべて、比例区の議席が、自身

選挙における自身の競合性や、小選挙区あるいは比

の名声や業績、知名度を築くため、また、長期的には

例区で議席を得る機会について、女性議員たちがどう

よりよく小選挙区に挑戦するための出発点として、国

考えているのか、その本質をよりよく理解できるよう

会議員の交代を促す重要な役割を担っているという現

な微妙な意味の違いが、この後には続いている。以下

実的な評価を下している。彼女たちは、比例区の議席

に記す知見は、問 3 に対する女性議員たちの回答に加

が、国会でその声が反映されるべき若者や女性、主婦

え、自民、民主、公明、社民の各党幹部 1 名ずつと直

層といった経済的資源の少ない候補者に機会を提供す

接話をして聞き取った調査の結果を反映したものであ

る欠かせない窓口として重要であることに言及した。

る。

ある議員は、自らの選挙区において女性に対する態度

聞き取りをした女性議員の 3 分の 2 が比例区から、

が非常に保守的であるなかでは、地元小選挙区からの

3 分の 1 が小選挙区から当選したという事実にもかか
わらず、調査対象の女性議員の圧倒的多数、2 大政党

立候補の可能性がほとんどないと話していた。彼女は、

（自民・民主）に至ってはほとんど全員が、小選挙区

り、比例区の議席が、国会における委任を勝ち取るに

その地域における女性への態度が大きく進展しない限

のもとで選出される方が一般的に望ましいと述べた。

あたって唯一の実行可能な方法であると、プラグマテ

選挙区からの出馬を通して選出される方がより望まし

ィックな見解を述べた。別の議員は、あらゆる実行可

いとした理由は次の通りである。

能な方法で自身の知名度を上げるべく、小選挙区と比
例区の双方から出馬することが戦略上有利であること

自身の名前や名声のもと、直接人々から委任を

を論じている。

受けるという願望
選出された地元有権者の声を代表するという願
望
草の根レベルの問題や感覚と近い距離を保つこ

3. 選挙における競争と政党への所属
女性議員が異なる政党に属していることからくる違

とへの願望

いもまた、明らかである。小政党に所属する議員は、

地方の現実に意見を言う発言力の魅力と正統性

自民・民主の候補が小選挙区では圧倒的多数を占めて
いるという政治的現実を指し示した。それゆえ、比例

すなわち、いったん選出されれば、選出方法は何ら

区での議席獲得が、小政党にとっては候補者の男女を

意味を持たないし、さらに信頼を持って国会での責務

問わず、国会での委任を勝ち取る唯一の方法となって

を果たす能力に、選挙区選出議員と比例区選出議員の

いた。他方で、ある女性議員は、国民の負担を削減し、

違いは何ら影響を与えない。このことが、聞き取り対
象の女性議員たちによって、一般に確かめられたわけ

300 ある小選挙区のみの安定したシステムを確保する
べく、比例区の 180 議席を撤廃すべきであると論じた。

である。

さらに別の議員は、地元の関心を反映する候補が複数
選出されうることを鑑みて、現行制度と比較して中選

2. 小選挙区制と現職優位という現実

挙区制の長所を述べている。民主党の幹部は、選挙戦
全体で党が勝利することを確実にするために、小選挙

さらに、聞き取り対象となった女性議員たちは、多

区制で議席をとることが戦略上重要であると言及し

くが小選挙区の議席を通して各地域の関心を代表する

た。そして最後に、公明党は、どちらか一方のみで候

権限を与えられるという理論的な「理想」を述べたが、

補者が選挙戦に臨む、党の方針を説明している。この

実際には、選挙競争を取り巻く理念よりも劣る現実に

方針は、それぞれの代表形態（小選挙区にせよ、比例

対して、無批判だったわけではない。聞き取りでは、

区にせよ）が価値を持ち、それぞれに尊重されるべき

野党に加えて、二大政党に属する女性議員も、政治家

であるという、党の信念からくるものである。公明党、

一族出身の二世や三世の候補が優勢であることや、覇

民主党出身の回答者は共に、選ぶ側から見れば、ある

日本の衆議院における女性代表
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候補が地方区で落選後、比例区で復活当選した場合、

を認めないことで、より若く、経験の少ない新人候補

選挙区から出馬して議員となることの価値が損なわれ

を優先的に名簿の上位に載せるという党内ルールを採

てしまうことを提起している。共産党に所属する回答

用していた。この部分に関し、公明党は、小選挙区制

者は、小選挙区が、国民各層の声を適切に代表するこ

と比例制に結びついた「代表委任」（representational

とを確保するのではなく、自らの政治的覇権を維持し

mandate）の観点から、それぞれの制度の貢献を尊重

ようとする二大政党にとって好都合なものになってい

するもっともよい手段として、重複立候補を行うこと

るとして、これを批判した。小選挙区においては 1 人

を控えていた。個人のレベルでは、ある回答者は、地

だけが選出されることを考えると、当選した候補を支

方の支持で選挙に出ていることに対する彼女自身の個

持しなかった人々は国会で彼らの声が代表されるのを

人的な責任を考えると、自身が地方での支持を得るこ

見ることができず、比例代表の方が、国民の多様な意

とができない不適切な出馬として、小選挙区からの立

見を明らかにするのにより適合している、と彼女は述

候補を辞退した。

べている。

第二に、2011 年にあっては、女性の特異性が、選
挙においては不利なものにも有利なものにもなりうる

Ⅴ . 予備的知見
以上の結果から、いくつかの教訓を引き出すことが

というジェンダーの流動性がある。2005 年総選挙で

44 人の女性が当選した（45 番目の女性が、その後の
補欠選挙にて選ばれている）というのは、衆議院の女
性議員にとって史上最高記録であり、非常に象徴的な

できる。以下では、女性に関する政治学的研究と政治

性差の利用の仕方であった。民主党候補を打ち破り、

との対話と、女性衆議院議員への聞き取り調査におけ

郵政民営化に反対する党内の派閥を黙らせるべく、強

る 2 つの質問に対する回答から得られたいくつかの予

引な選挙運動を動員するため、当時の小泉首相は、注

備的な知見について見ていくこととする。日本におけ

目度の高い（主として）女性候補の一団を「配備し

る女性と政治の特異性を指摘している見解もあれば、

た」と言われている。彼女たちは、直ちに「刺客候補」

より一般的なことに焦点を当てたり、さらなる調査や

（assassin candidates、lipstick ninjas）と呼ばれるよう

注目を招くような研究の特定の領域を示したりする見

になった 32。これらのうちの何人かは、本研究に照ら

解もある。

して聞き取り調査を行った議員である。政党のエリー

第一に、重複立候補は、女性の選挙機会にとって興

トが、本来的には必ず伝統的な男性候補を好むだろう

味深い突破口を提供しており、政党によっても多様な

ことを想定する「政治的人間」モデルの洞察を否定し

形で用いられている。理論的には、小選挙区制を通し

つつ、小泉が求めたのは、実際に、勝算のある選挙区

て選挙区から当選することを好むにもかかわらず、い

に擁立され、「比例代表枠」のトップに指名された女

ったん当選すると、比例区選出の議員も選挙区選出の

性候補の認識された力であった。増加する女性候補や

議員も、衆議院において議員としての責務を果たそう

より若い候補に賭けることは、事実、多くの人の支持

とする両者の信頼性と能力は同等なものと見なされた

を得ただろう。小泉の女性候補の擁立は、自民党と、

ことは注目に値する。選挙制度研究におけるいくつか

男女平等や若い人を受け入れる姿勢といったような、

の研究結果に対して、このことは、並立制が、選挙区

新鮮で漸進的な価値とを結び付けるという、非常に象

から選ばれた議員は政党の比例名簿を通して選ばれた

徴的なメッセージを生み、衆議院において過半数を大

議員に比べ、より多くの信頼性と名声を保持するよう

きく上回る議席を自民党にもたらした。彼らの普遍性

な序列を議員間に生み出すという神話に異議を申し立

を前提とする反平等主義的な仮定を強めないために、

てるものである 31。女性の選挙機会における並立制の

女性と政治を扱う研究は、このような重要な事例に注

影響を考える際、重複立候補は、個人の競争上の優位

意を払わなければならない。こうした事例は、性差の

性に関する戦略的な計算に単純には還元されないかも

流動性に加え、とりわけ、競争に際して女性の強みを

しれない。実際に、聞き取り調査に応じたうちのかな

妨げ、あるいはそれを引き立たせようとして、政党エ

りの数の女性が、様々な道徳的な判断から、重複立候

リートや候補者自身が用いる議論のある方法をも、際

補の可能性を拒否している。共産党は、全有権者の公

立たせるのである。

正な代表への道徳的な責任を示し、だから比例区に候

第三に、我々は、政治家の二世や三世にあたる娘の

補者を擁立することを好むのだと述べた。経験の少な

進出と成功に注目し、さらなる研究を進めなければな

い候補のための一つの積極的是正措置として理解され

らない。日本の政治システムにおいて、「世襲」議員

うるものとして、自民党は、とりわけ小選挙区にて代

の割合が高いことを踏まえると、人口の変化や世帯の

表を務める現職のベテラン議員が重複立候補すること

小規模化、相変わらず低い出生率は、2 つの保守的傾
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向の間での対立を強いることで、勝算のある選挙区か

大臣が頻繁に交代することは、女性候補者にとって特

らの出馬に関する男性の独占に対してプレッシャーを

に問題である。党の上層部から中長期的な支援が得ら

かけるものとして理解されうる。2 つの保守的傾向と

れる明確な保障のない限り、日本の政党システムがも

は、すなわち、その地域での知名度を保とうとする一

つこの弱点は、高い専門性を備えた女性に政治へ出る

族の願望と、家庭内に女性の場所を保持することを目

ことを思いとどまらせがちである。党首の思い付きに

指す家父長的な態度である。強みとしてでも弱みとし

沿って即席で作った積極的是正措置よりは、形式的な

てでもなく、政治家一族出身の娘が出ることは、個人

ジェンダー・クォータが党内で実施され、あるいはす

的ネットワークや一家の名声、そして知名度に依存し、

べての党に対してジェンダー上のバランスを確立する

またそれらを動員するような、社会的あるいは地域的

立法的クォータが施行されることが、女性代表を堅実

な歴史や権力闘争というより広い文脈の中に位置付け

に増やしていくためには、唯一確実な方法なのである。

られなければならない。最近では、この責任が一任さ

最後に、野党による政治的に勇気ある行動は、一度

れる子の性別にかかわらず、世襲や政治家一族は、そ

政権を作り上げてしまうと、なくなってしまうことが

の将来を確実にすることを選んでいる。

多い。民主党は確かに、ジェンダー平等を目指しても

第四に、グローバル化の時代にあって、かつ G8 と

っとも革新的なコミットメントをいくつかおこなった

しての台頭を考えると、日本の政治システムを研究す

ことに、誇りを持っていた。だが、2009 年の画期的

る際には、国境を越えたフェミニストの動員の影響と

勝利にもかかわらず、鳩山、管議員を首班とする民主

同様に、全般的な地政学的文脈にも注意することが有

党政権は、男女平等をもとめる基本中の基本を実現す

益である。日本の有名なことわざの一つに、「出る杭

るだけの政治的勇気を欠いてきた 34。自民党に似て、

は打たれる」というのがある。G8 や OECD 諸国の中

鳩山・管政権も、保守層、特に連立相手であった亀井

での立場を考慮すると、女性の政治代表という領域で

議員率いる国民新党の声に、重きを置いてきたのであ

の日本の散々な実績は、国際社会からかなり注目され

る 35。女性代表という点に鑑みれば 1998 年という早

てきた。1995 年に北京行動綱領の採択に日本が参加

い時期に、民主党は、国政選挙や地方選挙に向けて、

したことは、結果として、1999 年の男女共同参画社

比例議席における 50% の党内クォータを女性に対し

会基本法の制定へと導いた。小泉首相の後押しもあっ

て設定した。2010 年に国会における女性議員の比率

て、猪口大臣のリーダーシップの下、内閣府男女共同

を 15% まで引き上げることを期待してのことであっ

参画局はポジティヴ・アクションの方策に関する調査

た 36。2006 年、この党内クォータ比率は 30% にまで

を開始した。そして、2020 年までには指導的地位に

緩められた。2009 年の衆院選にあって、この比率は、

おける女性比率 30 ％を達成するという公約につなが

尊重されていないようである。政権を作ろうとする意

る 。しかし、擁立する候補者についての正式な目標

思があり、女性候補者にとって重要な政治機会の突破

は、依然として設けられなくてはならない。

口であるにもかかわらず、である。現に、民主党の

33

第五に、日本における党指導部の高度な入れ替えと

劇的勝利は、306 ある議席のうち 37 議席（8%）の女

組み合わせた特別措置は、女性代表の増加にとって特

性議員しか生まず、衆院全体に占める女性の割合は、

有の障壁を生み出す。比例名簿の上位 4 人の候補を女

2010 年に 15%、という数値を達成しなかった。民主

性にした小泉首相の意思はまた、現代の先進国といえ

党の勝利は、女性代表の比率を、全体としてわずかに

ば男女平等を連想する国際的なプレッシャーの文脈に

2% しか押し上げなかったのである。〔ただ〕同時に、

おいてもとらえられよう。短期的で重要な利得は、女

党が中核に掲げる政党文化と政治哲学とに関連して、

性の存在を増やそうとする小泉首相の一度限りの個人

民主党は、それまで自民党がおこなってきたもの以上

的な関与が、そもそもジェンダー・バランスのとれた

に著しく広い、女性に対する政治の開放も示した 37。

結果を生じさせるようには設計されていないという選
挙制度の弱点を明らかにしたことである。小泉首相は、
一連の 2 回の選挙に向けて、比例名簿の上位を提供す
ると約束することで、いわゆる「刺客候補」を引き込
んだが（筆者によるインタビュー 2006）、彼が政界を
離れたことで、実際には空約束となった。
「君主の善意」

Ⅵ . 日本の次なる段階：女性代表拡
大のための国際的モデル
選挙制度を構成するルールは、一国の歴史を反映し

に依拠した平等を探求する措置は、次の二つの理由の

た法的枠組みとして、また選挙における取り組みとし

ために頼りにならない。君主の意志がしばしば変わる

て、一社会の持つ文化と相互作用の関係にある。また、

ということと、とりわけ、日本においては君主自体も

それは、女性の競合性や政治的能力、選挙における当

しばしば変わるということである。日本において総理

選可能性について、草の根の有権者とエリートの認識
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を形作るものである。ある選挙制度が、政党エリート

法定クォータ案、これを斥ける 1993 年の選挙法廷決

の持つ文化的なバイアスを悪化させ、そのために女性

定の後、1996 年には 40％の強制的クォータ（両性とも）

の選出を制限することもあれば、競争の場を男性と水

が、うまく選挙法へと導入された。その結果、1997

平なものにして女性の政治的野心を育み、選挙で成功

年初旬に 15.8 ％（25 位）だったものが、2002 年には

する機会として役立つこともある。日本における女性
の政治代表が、選挙政治に関与することを制限する社

31.6％（7 位）、2007 年には 38.6％（3 位）となり、コ
スタリカは国際的に実績を倍増させた。1999 年には

会経済的現実や伝統的な性別役割の社会化による影響

選挙法廷が、二重クォータを保障するという選挙法の

を無視することはできない。だが、潜在的な野心は、

解釈を決定した。これで 40 ％クォータは、比例名簿

それを実現できるような特定の機会構造のなかで初め

上の出馬機会全体に加えて、当選可能な名簿上位にあ

て形となってあらわれることを、認識しておく必要が

る男性・女性候補者の配置にまで適用されることにな

ある 。ジェンダー・バランスのとれたガヴァナンス

る 42。おおよそ 2 回の選挙のうちに、女性代表の割合

を、偶然にではなく意図的に実現するために、日本政

は急上昇し、コスタリカは、伝統的には北欧諸国によ

府と政党の前には、多彩な戦術が用意されている。

って、そして近年はルワンダによって占められてきた

38

リーダーシップや意思決定といった非伝統的な役割
における女性の肯定的イメージを広げるべく、メディ

上位 5 カ国の位置へ、ラテンアメリカから唯一食い込
む国になったのである。

アや啓発活動を活用することは、一つの有効な方法で

ヨーロッパにおいてはオランダ、ベルギー、スペイ

ある。オランダ政府は、女性の推薦（自薦）や政党の

ン、アンドラの間で、アフリカでは南アフリカ共和国

協力といった機会に影響する性別に基づいた偏見に対

とモザンビークとの間で、そしてラテンアメリカにあ

抗するにあたり、この方法から恩恵を得てきた 。ま

ってはアルゼンチンとキューバとの間で、女性代表を

た、政党は、これまで個人的な支援ネットワークや十

めぐって激しく火花の散る競争がなされ、女性代表に

分な経済的資源にあまり恵まれなかった集団（女性、

関して前進がみられたため、上位 15 の位置にある国

39

若年の候補、主婦層）から出る名声の確立していない

では、下院で少なくとも 35 ％の比率を実現するよう

候補者の立候補を支援するために、党内クォータや規

要求されている。アジアにおいては、バングラデシュ

則を採用することもできよう。選挙というゲームに参

（小選挙区制）が 13 ％、インドネシア（比例代表制）

加している「いつもの疑わしい者」について、より体

が 33 ％のクォータ制を採用し、韓国（並立制）は比

系的な変化を実現し、政党によるより平等な政党の実

例議席において 50 ％の強制的クォータを、小選挙区

践を促すために、ジェンダー・バランスのとれた立候

議席においては 30% の勧告的クォータを採用してい

補を後押しする立法規則が、小選挙区制には特に適切

る。日本の小選挙区比例代表並立制が特有な選出の機

である。全体の選挙結果を規定することは難しいこと

会を提供しているという点から考えるなら、日本の政

を考えれば、選挙法の条文や差別を禁止する立法を通

治的エリートは、ここまで述べてきた制度的戦略を結

して、立候補に関する最低限の基準（両性の 30、40

集させ、日本を同様に、国会における女性の代表の上

あるいは 50 ％）を設定しておくことは、男女双方の

位 15 カ国となるような、アジアの主導的国家としう

候補者にとって平等な選挙機会を確保するための重要

るために非常に好都合な位置にあるといえよう。

な道具となる。英国における（選挙への立候補に関し
ての）性差別禁止法（2002 年）40 と、韓国の選挙法（2004
年）（小選挙区に関連する措置）41 は、各党内でエリ
ートレベルのバイアスに対抗することで、女性の平等

Ⅶ . 結論

な機会を促進するために、法がどう用いられうるかを

日本においても、他と同様、明白な政治的意思に支

示した 2 つの例である。草の根レベルでは、すべての

持された男女平等への関与や、いかなる形式的積極的

イデオロギー的立場において（保守系、宗教系、国民

是正措置（不履行に際して制裁が伴わない、あるいは

主義者、リベラル、共産主義者）女性の候補者数が増

伴う法に基づく政党）でも、現代の代表に関する民主

え、女性の政治的野心が期待され支持されることが可

的な機構の基礎として、ジェンダー・バランスのとれ

能な環境が増えることが、副次的効果として起こる。

た自治を創造するためには、必要不可欠である。それ

小選挙区と異なる選出の機会を与えることで、比例

ぞれが、平等主義的な態度を育成し、エリートの文化

名簿は、機会の平等のみならず、投票結果の平等につ

的なバイアスや女性の競合性が弱いという前提に異議

いても、特有の設定を与えてくれる。コスタリカの経

を申し立て、そして、すべてのレベルの自治に、数の

験は、この点に関して急速な進展を見せた顕著な例で

面でも男性と同等に参加する女性の民主的な自由に対

あり、得るところが多い。1988 年の動員、1992 年の

する容認を促進しようと力を注いでいる。2011 年の
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日本では、性別役割と女性に対する文化的態度が、日
本の並立（混合）制により規定された選出のルートの
一方もしくは両方の下で、女性の自薦傾向も、女性に
選挙機会を提供しようとする政党の意志も、どちらも
制限している。2005 年の小泉首相のパフォーマンス
は、政治的人間モデルと結び付られる伝統的な障壁が、
議会における女性の存在を増やそうとすることへの、
エリート主導の広く支持された努力によって克服され
うることを示唆している。しかしながら、男性の機会
を確保するための歴史的な自民党議席の監視も、小泉
首相による女性候補への突然の開放も、国会における
平等な女性代表を制限することに関して、党内での非
公式な舞台裏交渉が、決定的な影響力を持つことを示
唆している。
これまでのところ、
（自民党であれ、民主党であれ、）
政権が交代したところで、男女平等をもとめる諸政策
や女性の政治代表を増やす形式上の措置を採択するこ
とに日本が失敗するのは、今後も続くように思われ
る。保守派に属するマイノリティがとりわけずけずけ
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カナダにおける
「婚姻」概念の変容
―カナダ憲法判例に基づいて―

河北

洋介

に性的指向に関する平等権判例の流れ 7 と司法積極主

Ⅰ . はじめに

義というもう一つの流れ 8 が合流することによって、

MH 判決は、司法府における「婚姻」概念を変えるだ

2005 年 7 月 20 日、 カ ナ ダ は、 市 民 婚 姻 法（Civil
Marriage Act）を制定することにより、同性婚を認め
る世界で第 4 番目の国家となった。そして、それは、

けの衝撃を与えるものとなった。実際、MH 判決以後、

司法府における性的指向への権利の拡大とともに、訪

て、ついには、カナダ連邦議会が、同性婚を承認する

れたものであった。特に、1995 年、カナダ最高裁が

までに至ったのである 9。

下級審で、「婚姻」という語に異性婚だけではなく同
性婚も含めるという判決が下されるようになる。そし

性的指向を平等権の問題として取り扱うことを承認し

本稿は、カナダの司法府において、「婚姻」概念が

た Egan and Nesbit v. Canada（以下、Egan 判決） は、

どのように変容してきたのかを考察する。そのため、

後に続く性的指向関連の訴訟に大きな影響を与えた。

まず、伝統的な「婚姻」概念である定義的アプローチ

さらに、1999 年、M. v. H.（以下、MH 判決） が「配

を見た上で（Ⅱ）、それとは異なるアプローチの登場

偶者」という語の中に同性カップルも含めると判示し

を論じた後に（Ⅲ）、カナダの下級審で争われた 3 つ

たことは、「婚姻」という概念を変容させるのに、十

の同性婚訴訟について概説し（Ⅳ）、最後に、本稿の

分なインパクトがあった。Miriam Smith も指摘する

まとめと若干の日本法への示唆を論じたい（Ⅴ）。

1

2

ように、「MH 判決は、カナダの判決のなかで、レズ
ビアンとゲイにとって決定的に重要な権利の事案であ
る。Egan 判決は、性的指向が、憲章 3 の平等権条項の
下で、禁止された差別事由を構成すると判示した一方
で、MH 判決は、一緒に生活するパートナーにとって
コモン・ローの下での権利に関して、同性カップルは
異性カップルとは異ならないという法的見方を描写し
ている点で重要であった」 のである。
4

「婚姻」
しかし、当初、司法府は、Egan 判決において、

Ⅱ . 定義的アプローチ
1. 異性愛規範
カナダがまだイギリスの植民地であった 1866 年、
重 婚 が 問 題 と な っ た 事 案 で あ る Hyde v. Hyde and

Woodmansee（以下、Hyde 判決）10 の判決がイギリス

の中に同性カップルを含めることには消極的であった

の貴族院でなされた。そしてここで示された「婚姻」

し、MH 判決においても、法廷意見を述べた Cory 裁

の定義が、非常に重要なものとなる。Hyde 判決によ

判官は、「この上告において、同性カップルが結婚で

れば、「キリスト教国において理解されるように、婚

きるか、あるいは、……結婚していない異性カップル

姻は、この目的のため、全ての他者を排除して 1 人の

と同じように取り扱わなければならないかどうかを考

男性と 1 人の女性の生活のための自発的結合として定

「婚
慮する必要性がないことは明らかである」5 として、

義される」11 とされる。このことからも分かるように、

姻」の概念について考慮しない方向で進んでいた。

このコモン・ロー上の婚姻概念では、同性婚は排除さ

しかしながら、憲章 15 条 6 に基づく平等権判例、特
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れたものとして理解するしかなかった。ただ Hyde 判

決で問題となっているのは、重婚であり、本質的には、

らに、「異性の諸個人に婚姻をコモン・ロー上で限定

同性婚とは異なっていた。それを考えると、「キリス

することは、原告に対して、憲章 15 条違反となる差

ト教的価値へのふとした言及を通して以外、この定義

別を構成しない」24 と判示したように、「男女の結合」

にとっての基盤は探究されなかった」12 わけである。

を婚姻は意味するのであり、「同性同士の結合」が婚

し か し、 同 性 婚 が ま さ に 問 題 に な っ た 1970 年 の

姻の枠内にはおさまる事は、コモン・ロー上の法的定

Corbett v. Corbett （以下、Corbett 判決）において、
貴族院は、Hyde 判決に依拠して、婚姻を男女の結合

義においてあり得ないという考え方が、裁判所の一般

として承認した。このことから、同性カップルに関す

アプローチという。このような定義的アプローチとし

る婚姻の判断もまた Hyde 判決の定義によってなされ

ての重要な要素に、異性愛規範（heteronormativity）

るということが明らかになった。

というものがあった。つまり、「この異性愛規範のパ

13

上記までは、イギリスにおける判断を根拠にしてい
たが、カナダ国内の裁判所でも、Hyde 判決と Corbett

的な考え方であった。このようなアプローチを定義的

ラダイムでは『男性』という概念は『女性に対して欲
望を抱く』ということがなければ無意味なものとなり、

判決に依拠して、同性カップルの婚姻を否定する判

『女性』にも同様に『男性に対して欲望を抱く』とい

決が 1974 年に出された。マニトバ郡裁判所における

う意味が隠されている。したがって、異性愛規範は異

North v. Matheson（以下、North 判決） がそれである。
Philip 裁判官は、コモン・ロー上の婚姻が異性の諸個
人に限定されることを判示し、Hyde 判決と Corbett 判

性愛が好ましいものであり、唯一受け入れられる性的

14

決とに言及して、「婚姻の意味が普遍的に同じ意味に
おいて社会によって受け入れられることは、私の前に

指向であると考え」るのである 25。

2. 生殖能力

ある問題の決定において、同様に重要である」15 と判

「生殖能力は、分析の中核になる」26 と言われるよ

示した。そして、Philip 裁判官は、登録すべき婚姻で

うに、この定義的アプローチをさらに補強する形で主

ないことが「自明（self-evident）」であると結論付け

張されたのが、生殖能力である。この論点は、憲章

「専
た 16。Donald G. Casswell によれば、North 判決は、

採用以前から主張されていた。Corbett 判決において、

ら制定法の解釈判決であったので、現在、裁判所の前

Ormrod 裁判官は、婚姻が「家族を作る制度であり、

で、憲章に基づく同性婚請求を考慮する時に、手助け

自然なヘテロセクシュアルの性交渉のための能力が本

を提示しない」 とされる。

質的な要素にある制度である」27 と判示した。

17

で は、1982 年 に 憲 章 が 採 用 さ れ て か ら は、 ど う

さらに、憲章採用後も、生殖能力は、同性婚の排除

であったか。その点で、「婚姻の法的定義の一般社

を補強する要素として論じられた。Layland 判決にお

会 の 理 解 の 重 要 性 は、Canada（Attorney General）v.

いて、Southey 裁判官は、「一般的規範として、婚姻

Mossop における La Forest 裁判官の同意意見に影響を

の主要な目的は、ホモセクシュアルの結合において達

及ぼしていたようにも思える」18 と指摘されるように、

成されない。なぜならば、その結合の生物学的制約が

カナダ人権法の「家族の地位」という文言について争

あるためである。異性の諸個人に婚姻を限定すること

っ た 1993 年 の Canada（Attorney General）v. Mossop

が承認されるのは、この現実からである。／幾人かの

（以下、Mossop 判決）19 における La Forest 裁判官の言

結婚したカップルが、子どもを持つことができないあ

説は、婚姻概念を考える上でも重要である。Mossop

るいは持つことを好まないことがあり、子どもを産む

判決において、La Forest 裁判官は、「中には、『家族』

ことができないあるいは産むことを好まないことが、

として、そのような関係（＝同性関係：河北）に言及

婚姻への障害あるいは離婚のための理由ではないとい

するかもしれないが、それが、通常の言葉の使用にお

うことは、真実である。婚姻により子どもを持たない

いて、その地位に達しているとは私は考えない」 と

であろうこれらの境遇にもかかわらず、婚姻という制

20

した。Alice Woolley も指摘するように、「完全には支

度は、子どもの出産を促進するために、国家により、

配的ではないけれども、受け入れられる法的定義への

宗教によりそして社会により、意図される」28 と判示

依拠（定義的アプローチ the deﬁnitional approach）は、

した。また、カナダ最高裁の Egan 判決において、La

この分野において、憲章以後の判決にも影響を及ぼし

Forest 裁判官は、「婚姻は、太古の時代から、私たち

ている」 のである。実際、オンタリオ州で 1993 年

の法的伝統の中にしっかりと根を張っており、その司

に出された Layland v. Ontario（Minister of Consumer

法的伝統が、それ自体、長い間の哲学的、宗教的伝統

22

and Commercial Relations）（ 以 下、Layland 判 決 ）
においても、Southey 裁判官が「婚姻の定義故に、同

の反映であるということを言うことで十分である。し

性の人々の結合は『婚姻』ではない」23 と判示し、さ

らすべてを超越しており、ヘテロセクシュアル・カッ

21

かし、真の婚姻の存在理由（raison dʼêtre）は、これ

カナダにおける「婚姻」概念の変容
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プルたちだけが生殖能力を持ち、大抵の子どもは、こ

して判断を進めていく。

れらの関係の産物であり、一般的に彼らは、その関係

まず、「家族という社会支援の基にある様々な諸価

の中で生活する人々によって、世話され、養育される

値がある。国家は、組織化するひとつの社会構造と

という生物学的・社会的現実において、しっかりと根

して、家族に焦点を合わせる。社会的安定を促進す

拠を与えられる。この意味において、婚姻は、生来、

る手段として、国家が家族における利益を持つこと

ヘテロセクシュアルである。ホモセクシュアル・カッ

は議論される」32 として、Moge v. Moge33 における

プルを含めるように婚姻を法的に定義することは可能

LʼHeureux-Dubé 裁判官自身の判決を引用して、以下

であるだろうが、しかし、これは伝統的な婚姻の基礎

のように判示した。「婚姻および家族が、その成員の

である生物学的・社会的現実を変えないだろう」29 と

感情的、経済的および社会的福利（well-being）を与

判示した。

えるということを多くの人々は信じる。それは、安全

このように、判例の一つ目の「婚姻」理解として、

と快適さの所在であるかもしれないし、その成員たち

定義的アプローチというものがあり、これは、異性愛

が彼らのもっとも親密な人間的触れ合いを持つ場であ

規範と生殖能力という 2 つによって特徴づけられるも

るかもしれない。婚姻および家族は、感情的および経

のであった。そして、これが、判例における「婚姻」

済的支援システムとしての機能を果たすと同時に、く

理解の多数派であった。しかしながら、少数派ではあ

つろぎの場（forum for intimacy）としての機能を果

りながらも、定義的アプローチを用いずに、「婚姻」

たす。この点で、それは、不可欠な人格的利益に奉仕

という概念を理解する見方がある。これについて概観

するし、『人間性という総合的な感覚（comprehensive

していくことにしよう。

sense of personhood）』を築きあげることに関連する
かもしれない。婚姻および家族は、社会的スキルの発

Ⅲ . 機能的アプローチ

展のための原初的な環境を提供することによって、私
たちの社会の若者たちを養い育てるための素晴らしい
環境である。これらの諸制度は、コミュニティという

定義的アプローチが根強かった中、多数派の定義的

私たちの感覚の中核を成すものだと考える諸価値を伝

アプローチとは異なる形で現れたアプローチが、機能

えるための手段も提供する」34。このように、機能的

的アプローチ（the functional approach）である。機

アプローチは、定義的アプローチで問題としていた異

能的アプローチでは、「裁判所あるいは審判所が、最

性愛規範や生殖能力に焦点を当てるのではなく、婚姻

初、婚姻あるいは家族の基礎をなす諸価値を確認する。

および家族という空間を機能的に考えるのである。

そしてその時に、婚姻関係あるいは家族関係を他者と

さらに LʼHeureux-Dubé 裁判官は、機能的アプロー

区別する特徴を確認するために、［裁判所あるいは審

チという言葉を用いて、以下のような判断を下す。「機

判所は：河北］それらの諸価値を用いる。機能的アプ

能的アプローチは、普段、家族のなかに見付かる一連

ローチの下で、ある関係が、その時、全部あるいは重

の変数（variables）全ての調査を必要とする。これら

要な一部分において、確認された特徴を持つ場合、そ

の変数は、ある時以来確立され原則として続行しなけ

れ（＝ある関係：河北）は、婚姻あるいは家族のひと

ればならない関係の存在、家族として一体化する事実、

つであると考慮されるべきである」30 とする。

問題となっている結合がひとつの家族として公然と現
れる事実、感情的で積極的な絆と性的関係の存在、子

1. Mossop 判決における L’Heureux-Dubé 裁
判官の反対意見

どもを育て養うこと、子どもあるいは大人の世話、家
事の分業、生活維持のための仕事の家庭内での分担、
同棲、財産の共有あるいは共同使用、共同の銀行預金

カナダ最高裁において、このアプローチが述べら

口座、生命保険証書の受取人のような他の当事者の指

れた例として、Mossop 判決における LʼHeureux-Dubé

名を含む」35。そして、LʼHeureux-Dubé 裁判官は、こ

裁 判 官 の 反 対 意 見 が あ る。LʼHeureux-Dubé 裁 判 官

のアプローチを用いて、長い間の同性関係がカナダ人

の前提には、「私たちの社会は、豊かな多様性（rich

権法の下での請求の目的のために「家族の地位」を作

diversity）のひとつである。そして、法律は、コミュ

り出すよう考慮されるべきであると判示した。

ニティの全ての成員が、尊厳、尊重そして考慮をも
って扱われる価値を有し、差別がないコミュニティ
に対して権利が与えられるという原則を促進する」31
という考え方がある。この考えを念頭に置きながら、

LʼHeureux-Dubé 裁判官は、機能的アプローチを採用
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2. Layland 判決における Greer 裁判官の反対
意見
下級審でも Layland 判決において、機能的アプロ

ーチが行われている。それは、Greer 裁判官の反対意

に婚姻証明書を与えることを否定する衝撃は、差別的

見に現れる。Greer 裁判官は、前述した Southey 裁判

である。同性の個人たちと結婚したい原告たちや他者

官のような、「生物学的差異に焦点を当てることを拒

について、それは厄介なことである。彼らが受け取る

み、婚姻と家族を促進するときの国家の利益は、形式

メッセージは、確かに、彼らが私たちの社会において

（form）ではなく、機能（function）と関連付けるべ

劣等な人々であるという理解を彼らに与えるはずであ

きであるとした」 のである。
36

Greer 裁判官は、コモン・ローについての一般的な

る」40 と判示した。また、Greer 裁判官は、オンタリ
オ州人権審査会の Leshner v. Ontario（No. 2）41 から引

見解を述べることから始める。それによれば、
「コモン・

用して、「婚姻と『伝統的家族』は、社会制度を支え

ローの目的は、困難さを解決し、社会的および営利的

るが、それらは、他者について差別や不利益を課すよ

生活において関係を調整することである。／……社会

うな手段として用いられるべきではない。伝統的家族

的ニーズに合うためにコモン・ローが広がることは、

のための支援、婚姻制度のための支援は、他の家族形

新しい概念ではない。……コモン・ローは固定的なま

態の排除と不利益を引き起こすべきではない」42 と判

まではない。それ（＝コモン・ロー：河北）のまさに

示した。

本質は、社会のニーズの広がりに合うように発展する

さらに、Greer 裁判官は、その差別が権利・自由の

ことができることである」 とされる。この認識から、

制約規定である憲章 1 条 43 の下で正当化され得ないと

コモン・ロー上の「婚姻」概念を拡張する方向へ議論

判示する。「本件において、全ての家族関係を助長し、

を進めていくことになる。

彼らがヘテロセクシュアルあるいは同性関係であるこ

37

また、Greer 裁判官は、憲章 15 条の平等権を考える

とは、確実に国家利益のなかにあるということである。

ときに、「選択する権利（right to choose）」に重きを

憲章問題についての近年のカナダ最高裁の分析から明

「憲
置くことも特徴的である。それは、
Greer 裁判官が、

らかであるが、ゲイとレズビアンである人々は、私た

章事案は、『選択』が法の利益であると私たちの裁判

ちの裁判所が保護する権利を持っている。国家が伝統

所が認定したことを示す。本件において、原告たちは、

的なヘテロセクシュアル家族だけを保護しなければな

誰かと結婚したいと選択する彼らの権利を否定されて

らないというのは、差別的であり、彼らが法において

いる。私見では、選択する権利は、基本的権利であり、

与えられる平等な利益と保護に反する。差別的目的を

私たちの社会において婚姻の状況に適用される。／国

伴った規範は、［憲章：河北］1 条の下で正当化され

家が個人によってなされた選択を尊重し、国家がこれ

てはいけない。さらに、そのようなあらゆる正当化は、

らの選択をあらゆる概念よりも下に置くことを避ける

Oakes テスト 44 の比例の部分が欠けているだろう。婚

だろうということは、私たちの社会において基本的な

姻からゲイやレズビアンを排除することは、結婚する

理論である。……個人の［憲章：河北］15 条の保障は、

ことからヘテロセクシュアルたちを保護することでは

選択する個人の権利を保護するように意図される。私

ないだろう。それゆえに、ヘテロセクシュアルたちは、

たちの裁判所および国家は、法の適用を通して、歴史

結婚する権利をゲイとレズビアンたちに拡張すること

的偏見と偏狭を是正することをいつも試みている。私

によって、取り囲まれないし、あるいは、あらゆる方

見では、これは、憲章がそうするよう意図しているの

法において、制限されないだろう。／さらに、ヘテロ

である」38 と判示していることからも明らかである。

セクシュアル家族を支援することと結婚する権利をホ

このように、Greer 裁判官にとって、異性のパート

モセクシュアルに否定することの間の合理的関連性が

ナーだけに婚姻を制限することは、憲章 15 条に反す

ないという原告の弁護団［の主張：河北］に私は同意

る、性的指向に基づく差別を構成するものであった。

する。それは、非論理的で、その目的への有益な影響

Greer 裁判官は「彼ら（＝原告たち：河北）の性的指

がない。結婚する権利を彼ら（＝ホモセクシュアル：

向に基づいて平等を彼らが否定されている点で、憲章

河北）に否定することは、彼らの関係の完全な否認お

15 条の下での類似する事由に基づいて、平等が彼ら
に否定されている。［憲章：河北］15 条の文言は、幅

よび彼らの憲法上の権利の否認である」45 と判示した。

広い解釈ができる。原告たちは、私たちの社会の全体

は、憲章 15 条にも反し、憲章 1 条によっても正当化

的な社会的、政治的そして法的な構造におけるひとつ

されないことを判示した。ここで Greer 裁判官は、異

の集団としてホモセクシュアルたちの場という状況

性愛規範にも生殖能力にも言及することなく、機能的

（context）において考察されなければならない……。

側面を重視して、婚姻概念に同性カップルが含まれる

多くの様相において、ホモセクシュアルたちは、……

このように Greer 裁判官は、同性婚を否定すること

ことを判示した。

政治的に脆弱であり、彼らは、消極的な取扱いと偏狭
をしばしば受ける」39 として、「私見では、原告たち

カナダにおける「婚姻」概念の変容
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3. 定義的アプローチと機能的アプローチの分析

あるということが言える。このように考えれば、機能
的アプローチの方が、論理的な困難性は少ないように

では、定義的アプローチと機能的アプローチにおけ

思われる。しかし、Woolley も指摘するように、機能

る「婚姻」について、若干分析を加えることにしよう。

的アプローチは、婚姻の「基礎となる」諸価値を考慮

まず、定義的アプローチにおける異性愛規範は、マ

し、それに基づく一方で、定義的アプローチよりむし

ジョリティにおいて、通常受け入れられているあるい

ろ婚姻と関連があるような一連の諸価値を同定するた

は通常の意味において用いられている語の意味に依拠

めの理由を全く提示せず、そのような所見は、家族の

している。このことをつきつめれば、権利要求という

近代的理解の複雑性をマジョリティが捉えていないと

ものは、多数派によって受け入れられるものでない限

いうことを論証する限りで役には立つが、機能的アプ

り、権利ではないということになる。

ローチは、観察された一定の社会的および歴史的時

しかし、この見方は、果たして妥当なのか。この点

点の諸価値に依拠するために、不確かである（being

で興味深いのが、信教の自由を問題にした 1985 年の R.

contingent）という難点を持つ 51。そのために、機能

v. Big M Drug Mart Ltd.（以下、Big M Drug Mart 判
決）46 における Dickson 裁判官の法廷意見である。そ
こで、Dickson 裁判官が、「多数派の宗教集団にある

的アプローチにも問題がないわけではない。しかしな

いは彼らの要請で行動する国家にとって良いものであ

るを得ないということも事実ではないだろうか。そし

り真実であると見えてくるかもしれないことは、宗教

て、カナダでは、裁判所の少数派であったはずの機能

的理由のため、反する見解を採る市民たちに課されて

的アプローチが、MH 判決後に出現する下級審におけ

がら、定義的アプローチが論理的に採用できない限
り、その代替案としての機能的アプローチに依拠せざ

はいけない。憲章は、宗教的マイノリティたちを『マ

る同性婚訴訟でしばしば用いられるようになったので

ジョリティの圧制』の脅威から保護する」47 と判示し

ある。

たことからも分かるように、憲章上の権利は、多数派
の圧制からの保護にこそ重要性があることを明確にし
ていた。このようなカナダ最高裁の見解と一致すると

4. MH 判決の影響

思われる「権利」の見方は、以下のように言える。つ

1995 年の Egan 判決においては、「配偶者」という

まり、「権利は、その性質からして、反多数者主義で

言葉が問題となったが、同性事実婚カップルにはそれ

ある。それゆえに、マジョリティの見方で、ある権利

が適用されないと判示されていた。しかし、1999 年

が存在するかあるいは承認されるべきかを決定するこ

の MH 判決は、同性カップルも「配偶者」に含めると

とはできない」48 のである。このような観点からすれ

いう判断を行った。これにはどのような意味があった

ば、「婚姻」概念を異性愛規範というマジョリティの

のだろうか。

見方によって決定するという手法は、憲章上の権利を

MH 判決で、Cory 裁判官は、「この上告において、

保護する際に有効ではなく、むしろ前述のカナダ最高

同性カップルが結婚できるか、あるいは、……結婚し

裁の Big M Drug Mart 判決からも明らかなように、こ

ていない異性カップルと同じように取り扱わなければ

のような手法は、否定されるべきものであると考える

ならないかどうかを考慮する必要性がないことは明ら

のが妥当であろう 49。このことから、定義的アプロー

かである」52 として、婚姻との結びつきで、「配偶者」

チの第一の核である異性愛規範は、「婚姻」概念を決

という語を考えてはいなかったことは明らかであっ

定するのに決定的な要素であるとは言い難い。

た。

また、定義的アプローチの第二の核である生殖能力

また、「MH 判決における最高裁の決定から数年に

に関してもまた、「婚姻」概念を決定するのに妥当な

おいて、州、準州および連邦政府は、それらの制定法

見方ではない。Woolley が指摘するように、「生殖は、

体制を修正するために急いで進んだ」53 わけであるが、

婚姻なしに発生し得るし発生するものであり、多くの

しかし、そのなかで、「そのような立法の制定がもっ

人々が出産をすることができない人々あるいはそうす

とも保守的であったのは、連邦の領域においてであっ

る意思のない人々と婚姻することに鑑みて、婚姻のた

た」54 とされる。実際、1999 年まで、立法者の多くは、

めの制度的基盤が生殖であるということを受け入れる

改革党によって提示された「拘束力のない解決（non-

ことは困難である」 と考える方が妥当である。

定義的アプローチは、問題を解決するということには

binding resolution）」の側についていた。2000年の初め、
連邦政府は、受益・債務関係現代化法（Modernization
of Beneﬁts and Obligations Act）を通した。この法律
は、連邦法を MH 判決と一致する状態に至らせるため

至っておらず、むしろ、問題解決から逃避した見方で

に、多くの連邦法と規則を広範囲に修正するものであ

50

このことから明らかなことは、定義的アプローチは、
論理的に採用できないということである。このような
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った。この法律が通過すれば、同性カップルが異性の

憲章 15 条の平等権について、Pitﬁeld 裁判官は、次

法的に結婚したカップルと同じように取り扱われない

のように述べて、婚姻から同性カップルを排除すると

領域はほとんどなかった。しかしながら、この法律は、

いうコモン・ロー上の規範が憲章上の平等権保障を侵

この法律が婚姻の定義に影響を及ぼさないということ

害すると判示する。

を明確にする解釈条項（interpretive clause）を設けて

「自由への個人の権利は、親密なさらに婚姻の仲間

いた。つまり、同性婚は否認されていたわけである。

の中で生活を過ごす人々とともに選択する権利を含

そのために、「政府は、裁判所にゲイの権利問題とい

む。いくつかの関係が婚姻として正式なものとされる

う難題（hot potato）を渡し、それら（＝政府：河北）

かもしれないという事実は、他者から彼らを区別しか

が［ゲイの権利問題という難題に：河北］向かうこと

つ他者から彼らを引き離す」58。そして、「異性カッ

を恐れる場合、裁判所が［ゲイの権利問題という難題

プルたちの中には、婚姻という契約によって、彼らの

に：河北］踏み込むことを許した」 わけである。

関係を正式なものとすることを選択する。他の献身

55

MH 判決における「配偶者」という語に同性カップ

的な異性カップルたちは、婚姻の関係、非婚の関係

ルを含めるという解釈は、司法積極主義というカナダ

のなかで一緒に生活することを選択するが、しかし、

の裁判所の姿勢も影響して、定義的アプローチから機

彼らは婚姻すべきかどうかを選択する権利を享受す

能的アプローチへの裁判所の移行への大きな要因とな

る」59。しかし、「同性カップルたちは、彼らの性的

ったと思われる。同性婚の法的承認のためには、「配

指向が婚姻に必須な条件を満たしていないために、異

偶者」の制限的な定義を修正することが必要であっ

性カップルたちに利用可能な選択肢を持たない」60。

た 56。そのような中で、MH 判決において、「配偶者」

つまり、「婚姻する異性カップルたちは、即座の社会

の中に同性カップルも含まれるとしたことにより、同

的是認と法的権利および義務を……獲得する。同性カ

性婚訴訟に大きく影響を与えることは、容易に想像さ

ップルたちは、その選択肢を否定され、私見では、彼

れることであった。実際、下級審レベルでは、定義的

らは［憲章：河北］15 条 1 項の意味内の法の平等な利

アプローチではなく、むしろ機能的アプローチが示し

益を否定される」61 のである。

たように、異性愛規範や生殖能力によって「婚姻」を

ま た、Pitﬁeld 裁 判 官 は、Egan 判 決 に お い て、 性

限定するような解釈を採用しない判決が出されるよう

的指向に基づく別異取扱いは、憲章 15 条の類似す

になる。以下では、ブリティッシュ・コロンビア州、

る事由に当たることを指摘した後、1999 年の Law v.

オンタリオ州そしてケベック州でそれぞれ出された同

Canada（ 以 下、Law 判 決 ）62 を 引 き つ つ、「Law 判

性婚訴訟の判決を見ていくことにしたい。

決において、最高裁は、法が尊厳の品位を下げるか
を 確 か め る た め に、 様 々 な 状 況 的 要 素（contextual

Ⅳ . 下級審の 3 つの同性婚訴訟
2000 年以降、カナダにおける同性婚の承認におい
て、重要な 3 つの同性婚訴訟が下級審レベルで繰り広
げられた。それは、EGALE Canada v. Canada（A. G.）
（以下、EGALE 事件）、Halpern v. Canada（A. G.）（以
下、Halpern 事件）、そして Hendricks c. Québec（P. G.）
（以下、Hendricks 事件）である。ここからは、この 3
つの訴訟についての概説を行う。

factors）に言及すべきだと述べた。……裁判所は、立
法が請求者の尊厳の品位を下げるかどうかを決定す
る時に考慮されるであろう 4 つの状況的要素を確認し
た。つまり、［ⅰ］問題となっている個人あるいは集
団によって経験される以前から存在する不利益、固定
概念、偏見あるいは脆弱性があるかどうか、［ⅱ］あ
る請求が基づく事由と実際の必要、能力あるいは請求
者の境遇との間の調和があるかまたはそれが不足する
かどうか、［ⅲ］疑義が唱えられた立法が、……歴史
的に不利益を受けた集団のために向上的な目的あるい
は効果を持つかどうか、［ⅳ］その区別が、基本的な

1. EGALE 事件①

社会制度へのアクセスを制限するか、あるいはカナダ
社会における全部の成員の基本的様相に影響を与え

3 つの最初の波は、2001 年、ブリティッシュ・コロ
ンビア州地方裁判所に提起された EGALE 事件（以下、
EGALE 地裁判決）57 であった。結論を先取りすれば、
Pitﬁeld 裁判官は、市民的婚姻から同性カップルを排
除することは、憲章 15 条 1 項に反する性的指向に対

るかの 4 つである」63 とし、Law 判決において誕生し

する直接的な差別であるが、しかしながら、それは憲

を受け入れる。社会に同性結合の価値と現実を認め

章 1 条の下で正当化され得ると判示した。

させるためにゲイとレズビアンのコミュニティに必

た「人間の尊厳」の審査のための 4 つの状況的要素を
確認した後に、「Law 判決において確認された諸要素
に関して、カナダの裁判所は、ゲイとレズビアンが固
定概念と偏見によって不利益を受けているという事実

カナダにおける「婚姻」概念の変容
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要なものがある。婚姻のコンテクストにおける異性

の正当性は、疑う余地がない。科学的証明の必要性が

関係と同性関係の間の区別は、かなりの重要性があ

ない。カナダ社会への婚姻の本質的特徴の重要性は、

る社会的および法的制度から、後者（＝同性関係：

70
とした。さらに、Pitﬁeld 裁判官は、
常識の問題である」

河北）を排除し、ゲイとレズビアンに対する固定概念

「同性と異性の関係は、彼らの中核において、明らか

的でしばしば批判的なコミュニティの見方を永続さ

に異なる。彼らは、カナダ社会が発展させかつ発展さ

せる傾向がある」 とした。そして Pitﬁeld 裁判官は、

せ続ける根強い社会的および法的関係を変えることに

「婚姻の法的性質に影響を与えないままである一方で、

よること以外は、同等とみなされ得ない。カナダのコ

結婚するあるいは結婚していない異性カップルと同性

ンテクストにおける婚姻の重要性のため、過去および

カップルの間の歴史的、法的、経済的および社会的差

現在、その異性という核心の保持と関係する有益な効

異の多くを取り除く［カナダ連邦：河北］議会とブリ

果は、婚姻の範疇の下で同性関係に法的地位を与える

ティッシュ・コロンビア州、多くの他の州における立

ことを拒絶することから生じる有害な効果にはるかに

法の変化は、婚姻が異性パートナーのために留保され

勝る。最近の立法の変化の実践的効果が日常生活に関

る関係であるという事実への焦点をはっきりさせてい

して関係の間の差異を、可能であれば、取り除きある

る。社会変化は、いくつかの程度で、婚姻の重要性を

いは最小化するようにしていることに鑑みれば、それ

減じている。考案された代替的手段の発達（Advances

は特にそうである」71 とした。

64

in alternative means of conception）は、生殖の目的の

このように、「Pitﬁeld 裁判官は、原告の平等権の侵

ために必要とされる異性関係として、婚姻に依拠する

害が正当化されるために、救済を要求する憲法上の侵

ことを減じている。子どもたちは、異性の、結婚して

害はない」72 と考えた。そして、EGALE 地裁判決に

ないカップルによって、もうけられ、産まれ、養われ

おける Pitﬁeld 裁判官の見解は、前述した Egan 判決に

る。彼ら（＝子どもたち：河北）は、同性カップルに

おける La Forest 裁判官の見解と同様に、生殖という

よっても、養子にされ、養われる」65 とし、「立法の

問題を軸に同性婚を承認できないという見解を構成し

変化と社会および文化的進化のコンテクストにおいて

ていると見ることができる。

考察され、それにもかかわらず、生殖能力の点で、異
性カップルと同性カップルの間の物質的区別のコンテ
クストにおいて考察される時、同性カップルに法的地

しかし、同時に、次のことも考えなければならない。

EGALE 地裁判決において、Pitﬁeld 裁判官は、「同性
関係は、［1867 年カナダ憲法：河北］91 条（26）に

位のいくつかの形式を提示することへの不作為は、同

おける婚姻の意味の範囲に入らないと私は確信する。

性関係が異性関係ほど重要で価値があるものではない

同性関係がカナダの平和、秩序そして良き統治の問題

という固定概念的見方を減じるというよりむしろ促進

であるといういかなる主張にも基礎が欠けている。そ

する。……異性カップルと同性カップルの間の区別が

れらは、ブリティッシュ・コロンビア州内の人々の私

保持し得るあるいは保持するべきかという問題は、憲

権（civil rights）の問題である。……それ（＝州：河

66
とした。このため、
章1 条の下でより良く考慮される」

北）がそうすることを望むべきであるなら、州立法府

憲章 1 条の分析がなされることになる。

は彼らの正式化と承認を与えるかもしれない」73 と判

憲章 1 条について、Pitﬁeld 裁判官は、「この事案に

示している。これはどういうことか。1867 年カナダ

おいて明らかなことは、実際カナダと類似する社会に

憲法 91 条にはカナダ連邦議会の権限について、同法

おける規範として、婚姻の異性的性質に言及すれば十
分である。自己と財産の保存、生存、社会秩序の促

92 条には州立法府の専属的権限について、それぞれ
規定している。そして 1867 年カナダ憲法 91 条 26 号

進、そして人間という種の保持と生殖を含む婚姻の歴

では「婚姻および離婚」をカナダ連邦議会の権限とし

「ここ最近、
史的起源ための多くの説明がある」67 とし、

ており、同法 92 条では「州における財産および私権」

同性カップルは、結婚したカップルのために以前保有

を州立法府の専属的権限としている。このような権

された権利と義務の多くを与えられる一方で、類似す
ると見ることが出来ない一つの要素は、異性カップル

限配分の問題をどのように考えれば良いのか。Mark
D. Walters によれば、「EGALE 事件における同性関係

が……種を繁殖させそれゆえに人類を永続させるとい

についての憲法上の権限の分析は、伝統的な権限配

う生物学的現実である。同性カップルにはそうするこ

分として述べられるけれども、それは伝統的ではな

とができない」 とし、「同時に、たとえ他の側面に

い。Pitﬁeld 裁判官は、2 つのことについて明らかにす

当てはまるどんな見方があろうとも、婚姻が、私たち

る。つまり、［カナダ連邦：河北］議会は同性婚を合

の社会において人類がそれ自体を繁殖させる根本的な

法化することができないが、しかし、州立法府は同性

手段であり続けることは、否定され得ない」 とした。

関係を正式なものとし承認することもあるということ

そのため、Pitﬁeld 裁判官は、「婚姻における国家利益

である」74 とされる。つまり、Egan 判決で問題にな

68

69
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ったような「配偶者」というものは、州立法府の管轄

告たちの関心への答えになっていないということを

と捉えれば、承認されても良いというように Pitﬁeld

私は認定する」79 とし、カナダで最初の平等権に関す

裁判官は考えているのではないだろうか。その点で、

る最高裁判決である Andrews v. Law Society of British

Egan 判決における La Forest 裁判官とは異なると見な

Columbia80 において、「分離すれども平等」のような

ければならないだろう。

考えは採用しておらず、「レズビアンとゲイは、彼ら

少なくとも Pitﬁeld 裁判官は、婚姻という枠には同

が婚姻という社会制度に参加する権利を否定される時

性カップルを包含することはできないが、その他の私

に、ヘテロセクシュアルとは異なった取扱いをされて

権については、異性カップルと同様に保護されなけれ

いるということを私は認定する」81 とした。
では、ここでの平等権侵害は、憲章 1 条の下で正当

ばならないという考えであったことが分かる。しかし、

EGALE 地裁判決では、伝統的とも言える定義的アプ

化できるのか。結論を先取りすれば、La Forme 裁判

ローチによって婚姻を解釈するという手法を用いたこ

官は、憲章 1 条の下で正当化され得ないと判示した。
生殖能力について、「ある夫が高齢に起因するイン

とは、確認されなければならない。

ポテンツによって婚姻を完全なものとすることができ
ないそれらの事案に私が目を向ける時、私は同じ結論

2. Halpern 事件①

に達する。それらの事案において、カナダの裁判所

次の波は、オンタリオ州で起こった。2002 年のオ

は、婚姻が『親密な交わり（companionship）』の目

ンタリオ州地方裁判所（合議法廷）における Halpern

的のためにあると理解され、それゆえに［婚姻は：河

事件（以下、Halpern 地裁判決） である。ここでも

北］正当で無効にできないという裁定を絶えず下して

結論を先取りすれば、Halpern 地裁判決の合議法廷は、

いる」82 とし、「要するに、生殖目的が同性婚に対す

意見は異にするものの、全員一致で、異性パートナー

る制限を支持する基盤であるということを、私は受け

に婚姻を制限するコモン・ロー上の規範は、憲章によ

入れない。むしろ、それが、原告によってなされたよ

って保障される同性パートナーの平等権を侵害し、そ

うに、レズビアンとゲイに対する差別を正当化するた

の侵害は自由で民主的な社会において平等権の合理的

めに用いられた単なる弁解であると思われることは、

制約として正当化され得ないと判示した。ここでは、

合理的に示され得る」83 とした。

75

La Forme 裁判官、Blair 裁判官そして Smith 裁判官の
順にその見解を概観していくことにしたい 。
76

また、「私は、信教の自由が同性婚を法的に是認す
ることによって脅かされ危険に晒されるということを
結論づけることができない。宗教法人はその希望に反

（1）La Forme 裁判官

して同性婚を無理矢理に祝わせないだろうし、あらゆ

La Forme 裁判官は、同性パートナーを婚姻から排
除することは、憲章 15 条の平等権を侵害すると結論

る宗派の全ての宗教者は、彼らの信念を保持し支持す

付ける。

制限のために生じるレズビアンとゲイの平等権のあら

まず、La Forme 裁判官は、カナダ法務総裁の「婚

る自由を享受し続ける。このように、同性婚に対する
ゆる侵害の必要性はない」84 とした。
そのため、La Forme 裁判官は、救済方法について、

姻」が単に独自の制度を確認する言葉にすぎないとい
う主張を退け、婚姻は、用語以上のものであり、単な

「『全ての他者を排除して１人の男性と１人の女性の法

る言葉以上のものであるとし、婚姻は、
「一つの結合に、

的結合であるとして婚姻を定義するコモン・ロー上の

もっとも価値が高いものとして、その関係の承諾と是

規範』が違憲であり、再定式化しなければならないと

認という深い社会的印（stamp）を与える制度」であ

いう判決によって達成されると私は認定した。さらに、

るとした 77。

このコモン・ロー上の定義は、婚姻が『全ての他者を

また、La Forme 裁判官は、「婚姻制度を通して与え

排除して 2 人の人の法的結合』であるという状態に再

られる諸利益が同棲するカップルに諸利益を与えると

定式化されるべき権利であるということを認定する」

いう立法に修正されることによって救済され得るとい

85

とした。

うカナダ法務総裁の主張も私は退ける。私見では、そ

La Forme 裁判官の指摘の重要なことは、婚姻から

の主張は、差別的法のための正当化としてカナダにお

同性カップルを排除することが、平等権を規定する憲

いて拒絶されて以来久しい『分離すれども平等』の議

章 15 条に反し、また憲章 1 条によっても正当化され

論に等しい」78 とし、「同性カップルが『ドメスティ

得ないことを明確に打ち出すとともに、婚姻以外の制

ック・パートナー』のような他の立法措置を通して

度を同性カップルに設けること自体が、「分離すれど

結婚したカップルが持つ全ての利益を持つし持つだ

も平等」故に違憲なのであって、現在、婚姻に同性カ

ろうということを原告たちに単純に言うことは、原

ップルを含めていないことによって、同性カップルの
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尊厳が害されており、そのために、婚姻制度は同性婚
を要請しているという解釈を行ったことにある。また、

（3）Smith 裁判官

Smith 裁判官は、Blair 裁判官と同様に、議会が憲法
上の侵害を改善する方法を考慮するために、24 ヶ月

La Forme 裁判官が、明確に「定義的アプローチ」の
2 つの要素を否定して、「2 人の人の法的結合」として

の猶予を与えることには同意したが、憲法上の侵害を

いることも注目に値する。さらに、同性婚を承認する

改善する方法についてのあらゆる忠告を議会に与え

ことで信教の自由が害されることはないと判示してい

ることを特に拒否し、さらに、「懈怠の救済（default

ることも注目すべき点であろう。

remedy）」を課すこと、つまり条件付きの基本原理に

同性パートナーを婚姻から排除することが違憲であ
る点には、La Forme 裁判官に同意し、しかしながら、

基づく婚姻のコモン・ロー上の定義を再定式化するこ
とに同意しなかった。

適切な救済に関して、意見を異にしたのが、Blair 裁

Smith 裁判官は、「婚姻のコモン・ロー上の規範の

判官と Smith 裁判官である。ここからは、Blair 裁判

憲法上の正当性がないという宣言が与えられると、
［カ

官と Smith 裁判官の判断を概観することにしたい。

ナダ連邦：河北］議会と州立法府は、憲章に合致す
る救済規定を規定するのに適切なものがあるとそれ
ら（＝カナダ連邦議会と州立法府：河北）が理解する

（2）Blair 裁判官

Blair 裁判官が、La Forme 裁判官と異なったのは、

ように、法律制定をする機会を与えられなければなら

①議会がどのように憲法上の侵害を救済するべきかを

ない。この理由のために、この目標を達成するための

考慮する機会を与えられるべきだと考え、②同性パー

立法部門にとっての適切な手段について批評すること

トナー次第で婚姻以外の立法的代替措置が憲法上の侵

を拒否する。私が思うに、そうすることは、立法部門

害を救済するかもしれないという意見であったことで

の役割を誤って強奪するだろうし、同様に ･･････『司

ある。

法部門と立法部門の間の適切なバランス』に干渉する

まず、Blair 裁判官は、「憲章上の吟味に耐えるだろ

だろう」90 とした。しかも、Smith 裁判官は、「立法部

う解決策を生み出すことは、［カナダ連邦：河北］議

門が、憲章違反を救済するのに十分な行動をしていな

会（適用可能である場合、州立法府）の義務だけでは

いあるいは行動しないために、裁判所にとって婚姻の

「『1
なく役割である」 とし、さらに、Blair 裁判官は、

コモン・ロー上の定義に適合させるプロセスに従事す

人の男性と 1 人の女性の結合』という概念を『2 人の

ることは必要になるかもしれない」91 可能性を認識し

人の結合』という概念に取って代わるために市民的婚

ながらも、裁判所によって、立法府に何かしらの立法

姻という概念を再定式化することは、法を憲章がもつ

作成のための助言をすることを拒絶するのである。

86

方針に至らせるときの考慮のための明らかに主導的な
代替案ではあるけれども、それは唯一の選択肢ではな
「La Forme 裁判官のように、
い」 とし、Blair 裁判官は、
87

（4）小括

Daniel Cere に よ れ ば、Halpern 地 裁 判 決 は、「3 つ

憲章の必要条件に適合するための登録ドメスティッ

の可能な救済策を提示した。つまり、（a）2 人の人

ク・パートナーシップ体制の妥当性についていくつか

の結合として婚姻を再定義する、（b）同性カップル

の懸念を持つ。利益と保護の平等は、完全かつ平等な

のために法的承認を与えるためにドメスティック・

承認と同じ事柄であるということは必ずしもない」88

パートナーシップを確立する、（c）法における一カ

ことを認めつつも、La Forme 裁判官とは異なって、

テゴリーとして婚姻を廃止し、ある種の中立的な登

代替案を認めるという選択肢を残しているのである。

録システムを設ける、の 3 つである」92 とされる。つ

結論として Blair 裁判官は、適用可能である場合は

まり、La Forme 裁判官の見解では、（a）のみが採用

州立法府とともに、カナダ連邦議会が、憲章審査に適

されることになり、Blair 裁判官の見解では、（a）と

合するように婚姻法を再定式化することを 24 ヶ月以

（b）を採用することになり、Smith 裁判官の見解では、

内に行わない場合、La Forme 裁判官と同様に、婚姻

（c）という選択肢も採用可能であったということであ

のコモン・ロー上の定義が、「1 人の男性と 1 人の女性」

る。Halpern 地裁判決では、EGALE 地裁判決まで続

という語から「2 人の人」という語に取って代わる

いていた「生殖」というキーワードが、完全に消滅

ことによって再定式化させるという判断を下した 。

し、定義的アプローチは採用されなくなった。つまり、

Blair 裁判官は、立法府に対して 24 ヶ月という期間を

Douglas Farrow の言葉を借りれば、Halpern 地裁判決

与えることにより、婚姻概念の変更をするのかあるい

は、「婚姻を生殖から離婚するよう決意した」93 ので

は代替案を採用するのかという選択を立法府に委ね

ある。そのため、Halpern 地裁判決では、一切、定義

た。この点で、La Forme 裁判官とは異なる。

的アプローチが採用されていない。それに代わって、

89

機能的アプローチを採用するようになり、同性婚を承
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認する道を徐々に整備していったのである。

救済方法を採用したということである。Prowse 裁判
官は、憲章 15 条の平等権については、EGALE 地裁判
決を大筋で支持しているため、以下では、憲章 1 条に

3. Hendricks 事件①

ついての判断を概観することにしたい。

第三の波は、ケベック州で起こった。2002 年のケ

EGALE 地裁判決で重要であったのは、「生殖」と

ベック州地方裁判所における Hendricks 事件（以下、

いう問題であった。そのため、生殖が最も重要な差し

Hendricks 地裁判決） である。結論を先取りすれば、
婚姻から同性パートナーを排除することは、憲章 15
条に反し、憲章 1 条でも正当化され得ないと判示し

迫った実質的な関心であるか否かを分析しなければな
カップルの中には子どもを持たないことを選択するこ

た。ここで重要なのは、ケベック州においては、「シ

ともある、カップルの中には子どもを持つことができ

ヴィル・ユニオン」制度を導入していたにもかかわ

ないこともある。繁殖（fertility）という証拠は、婚

94

らない。この点につき、Prowse 裁判官は、「結婚した

らず、裁判所が違憲と判断したことである。つまり、

姻に不可欠のものではない。そして、ホモセクシュア

Hendricks 地裁判決の特徴は、Halpern 地裁判決にお
ける La Forme 裁判官と同様に、婚姻に代わる代替手

ルのカップルたちは、生殖医療という手段によって、

段を設けること自体が、「分離すれども平等」になり、

い」98 とし、「彼ら（＝同性カップル：河北）が『彼

違憲であるということを明確に表明したことである。

ら自身の間で』生殖することができないので結婚する

Halpern 地裁判決で、Blair 裁判官が代替手段の可能性
を示唆していたことからすると、Hendricks 地裁判決

権利を同性カップルに否定することは、［憲章：河北］

そして養子を通じて、今、子どもを持つかもしれな

だ 24 ヶ月間の猶予を与えたという点では、Halpern 地

1 条の……十分に差し迫った実質的な目的ではないと
99
とした。このように、
私は確信する」
Prowse 裁判官は、
EGALE 地裁判決の Pitﬁeld 裁判官とは異なって、生殖

裁判決の Blair 裁判官と Smith 裁判官と同じである。

という問題が同性婚の障害になるとは考えないという

は、かなり踏み込んだ判断をしていると言えよう。た

ことを明確に示した。

憲章 15 条についての判断だけを見れば画期的であ

EGALE 控訴判決は、EGALE 地裁判決からの流れ
を遮断し、Halpern 地裁判決と Hendricks 地裁判決の
波に完全に乗り換える形となった。憲章 33 条 100 の適

4. EGALE 事件②
った EGALE 地裁判決は、コモン・ローと憲章 1 条の

用除外条項を用いない限り同性婚を承認しないことは

解釈については、極めて保守的な判決であった。そ

違憲であるという Prowse 裁判官の意見が、そのこと

のため、Douglas Elliott が EGALE 地裁判決を「保守

を如実に表していると思われる。

的司法積極主義がカナダに来る」 と形容したこと
95

も頷けるものであった。しかし、Halpern 地裁判決と

Hendricks 地裁判決の影響力から自由に判断できると

5. Halpern 事件②

は考え難い状況であった。こうしたなかで判断され

同性婚の承認において、最も影響力を与えたのが、

たのが、2003 年にブリティッシュ・コロンビア州控

2003 年 6 月 10 日にオンタリオ州控訴裁判所から出さ
れた Halpern 事件（以下、Halpern 控訴判決）101 である。
この裁判は、McMurtry 裁判官、MacPherson 裁判官、
Gillese 裁判官という 3 人の裁判官によってなされてい

訴裁判所で審議された EGALE 事件（以下、EGALE
控 訴 判 決 ）96 で あ る。EGALE 控 訴 判 決 に お い て、

Prowse 裁判官は、冒頭から、Halpern 地裁判決の La
Forme 裁判官の意見と Hendricks 地裁判決の意見を参

るが、全員一致の判決であったために、個別意見がな

照して、「同性婚へのコモン・ロー上の障害があると

い。以下では、Halpern 控訴判決について見ていくこ

私は結論付ける。しかし、それは憲章 15 条に反し、

とにしたい。

憲章 1 条の下で正当化され得ない。私は……婚姻のコ

まず、婚姻に関するコモン・ロー上の規範について、

モン・ロー上の定義を『全ての他者を排除して 2 人の

Hyde 判決および Corbett 判決における婚姻のコモン・

人の法的結合』を意味するように再定式化するだろう。

ロー上の規範に妥当性があること、つまり婚姻が異性

私は、専ら連邦と州政府にこの判決と一致するよう立

に限定されるということに言及した後に、1867 年カ

法を再検討し改正するために、これらの救済を 2004

ナダ憲法 91 条（26）「婚姻および離婚」というカナダ

年 7 月まで延期するだろう」97 と判示した。ここで

連邦議会の権限の規定と同法 92 条（12）「州における

見られる結論から分かるのは、基本的には、Halpern

結婚式」という州立法府の専属的権限の規定を問題に

地裁判決の La Forme 裁判官の意見に賛同しつつも、

する。というのも、ある訴訟参加人が、婚姻の法的定

Halpern 地裁判決の Blair 裁判官が主張した期限付きの

義を「1 人の男性と 1 人の女性の結合」であると主張

カナダにおける「婚姻」概念の変容
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し、そして「憲法的に確立された用語なので、婚姻の

の定義を捉える。したがって、異なった取扱いの出所

この定義は、形式的な憲法上の修正手続を通してのみ

は、婚姻それ自体の定義ではない。むしろ、政府の利

修正され得る。結果として、裁判所も議会も婚姻の意

益と義務の分配のための権威を提供する立法の個々の

味を再定式化するための管轄を持っていない」 と主

要素が、異なった取扱いの出所である。さらに、受益・

張したからである。これについて、「1867 年に意味を

債務関係現代化法の制定以来、同性カップルは、実質

持った何ものかに婚姻の定義を凍結することは、進歩

的に連邦法の平等な利益および保護を受け取る」と主

的憲法解釈（progressive constitutional interpretation）

張する。しかしながら、Halpern 控訴判決は、これに

102

というこの国の判決に反する」

103

としたのである。

反対する意見を述べる。まず「最初に、［憲章：河北］

ここで「進歩的憲法解釈」という聞き慣れない言葉

15 条 1 項の分析のこの段階において決定されるべき唯

が 出 て き た が、 こ れ は、1930 年 の Edwards v. A. G.

一の問題は、区別がなされるかどうかである。コモ

Canada において確立された解釈法理であり、1984
年の Hunter v. Southam Inc.105 においても、Dickson 裁
判官によって確認された法理である。Peter W. Hogg
によれば、「進歩的解釈の法理は、1867 年カナダ憲法

ン・ローが、婚姻の異性的特色を、案出したというよ

104

りも、採用したという事実は、不適切である」110 とし、
「第二に、カナダ政府は、婚姻に法的承認を与えるこ
とを選択した。［カナダ連邦：河北］議会と州立法府

がカナダ社会における変化に順応することを可能とし

は、婚姻という制度をめぐって無数の権利および義務

た手段の一つである。この法理が要求することは、
（権

を築いた。州立法府は、異性カップルの婚姻が法によ

限の項目あるいは）対象の種類を描写するために用い

って形式的に承認され得るように、許可および登録体

られた一般的文言が 1867 年に用いられた意味におい

制を与える。同性カップルは、それらの許可および登

とされる。つまり、進

録体制へのアクセスを否定される。この否定は、異性

歩的憲法解釈によって、「婚姻」という文言も、1867

と同性カップルの間の形式的な区別を構成する」111 と

年当時の用法とは異なるということを示唆したわけで

し、「第三に、形式的な区別が定義それ自体の一部で

て凍結されないことである」

106

ある。そして、「進歩的解釈の法理の下では、前もっ

あるのかあるいはいくつかの他の源泉に由来するのか

て含まれていなかった、諸活動は、1867 年憲法の 91

は、区別がなされているという事実を変更するもので

条と 92 条の下で含まれている」

と判示した。そう

はない。婚姻が『プロテスタント信仰の 1 人の男性と

した上で、「私たちの見解では、『婚姻』は、憲法的に

1 人の女性の間の結合』として定義された場合、確か

107

固定した意味を持たない。……1867 年憲法 91 条（26）

にその定義は、プロテスタントとその他の全ての者と

において用いられる『婚姻』という文言は、憲法上の

の形式的な区別を引いているだろう。他の宗教の者と

修正手続という手段の必要なしに、カナダ社会の変化

非宗教的な関係をもった者は、排除されるだろう。同

する現実に適合するのに必要な憲法上の柔軟性を持

様に、婚姻が『白人の 2 人の間の結合』として定義さ

つ」

108

とした。

れた場合、白人と他の全ての人種集団の間の区別があ

「私
また、信教の自由について、Halpern 控訴判決は、

るだろう。この点で、人種に基づく区別であるために

たちの見解では、この事案は、宗教上の権利および自

……違憲と宣言された反−異人種間結婚に関する諸法

由を要しない。婚姻は、宗教的社会的制度と同様に、

と類似の状態を作り出すことがある」112 とし、「第四

法的制度である。この事案は、婚姻の法的制度につい

に、婚姻が、『まさに』そうであるために、ヘテロセ

てのみである。それは、婚姻の様々な形式の宗教的な

クシュアルであるという議論は、循環論法に等しい。

妥当性あるいは非妥当性についてではない。私たちは、

それは、あらゆる［憲章：河北］15 条 1 項の分析を避

婚姻の宗教的制度を扱いあるいはそれを妨げるものと

ける。……その適切なアプローチは、異性的制度とし

してこの事案を決してみなさない」109 とした。

て婚姻を定義することが差別的であるかどうかを決定

ここで重要になるのが、憲章 15 条 1 項の問題である。

するために、同性カップルへの異性資格の影響を審査

これについて、被告である「カナダ法務総裁は、制度

することである」113 とした。そのことから、「したが

として、婚姻が異性と同性カップルの間の区別を生み

って、私たちの見解では、婚姻のコモン・ロー上の定

出していないということを提示する。『婚姻』という

義が、彼らの性的指向に基づく、異性と同性カップル

語は、事実上普遍的な規範として異なった時代、文化

の間の形式的な区別を創設することは疑いがない。
［憲

および宗教を横断して共通である唯一異性の絆の記述

章：河北］15 条 1 項の探究の最初の段階は、充足して

語である。婚姻は、コモン・ロー上の概念ではない。

いる」114 とした。また、列挙されたあるいは類似する

むしろ、それは、私たちの法的枠組みに先行する歴史

事由に基づく異なった取扱いであることは、Egan 判

的かつ世界的な制度である。カナダのコモン・ローは、

決から明らかであるとし、差別の存在について、Law

婚姻関係に利益と義務を結び付けることによって婚姻

判決における「人間の尊厳」から導き出される前述の
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4 つの状況的要素を審査し、この 4 つの状況的要素を

がって、憲章 15 条 1 項の下での当該カップルの平等

クリアーすることはできないと判断した。

権の侵害が憲章 1 条の下で正当化されないと私たちは

被告である「カナダ法務総裁は、受益・債務関係現

結論付ける。カナダ法務総裁は婚姻から同性カップル

代化法の存在が差別の事実認定を不可能にするという

を排除する目的が差し迫った実質的なものであること

意見を述べる。この法律とともに、［カナダ連邦：河

を論証していない。カナダ法務総裁は、当該目的を達

北］議会は、同性カップルに異性カップルと同様の利

成するための手段が合理的で自由で民主的な社会にお

益と義務を与えるために、68 の連邦制定法を修正し

いて正当化されることも示すことができていない」121

た。カナダ法務総裁は、同様に同性カップルへの利益

とした。

を拡大する州立法への最近の修正も指摘する。結果と

以上から、同性婚を否定することは、憲章 15 条 1

して、同性カップルは、法の下で平等な取扱いを与え

項だけではなく、憲章 1 条においても正当化され得な

られる」

115

と主張したが、これについても、裁判所は

いことを明確に Halpern 控訴判決は判示した。また、

いうことに同意しない。多くの場合において、利益と

Halpern 控訴判決は、救済方法として、コモン・ロー
上の婚姻の定義のうち、「1 人の男性と 1 人の女性」と
いう文言の無効宣言をし、「2 人の人」と再定義する

義務は、同性カップルが時間というある特定の期間の

ことを示し、それが直ちに効力を有すると判示した。

間同棲していて初めて付随する。反対に、結婚したカ

このように、Halpern 控訴判決では、立法改正のため

ップルは、全ての利益と義務への即時のアクセスを持

の猶予期間を設けることなく、即時に婚姻を同性カッ

否定する。「最初に、私たちは、同性カップルが利益
と義務に関して法の下で平等な取扱いを与えられると

つ」

116

とし、「さらに、全ての利益と義務が同棲して

プルにも認めなければならないと判示した。これは、

いるカップルに拡大されたわけではない。･･････ 異

当事者たちを喜ばせるものであった。「一歩また一歩

性カップルは、彼らが結婚することを選択することが

と、その権利獲得のために歩みを進めてきた長い歴史

できるように、この立法へのアクセスを得ることがで

の最後の砦であった『同性婚』」が、Halpern 控訴判

きる。同性カップルは、彼らが結婚することを禁じら

決によって「正式な婚姻届の申請をしていた 6 組の同

「第
れているために、アクセスを否定される」117 とし、

性カップルに結婚許可証が発行され」たのである 122。

二に、カナダ法務総裁の主張は、［憲章：河北］15 条

また、Halpern 控訴判決は、「1982 年の憲章制定以来

1 項の平等保障のあまりに狭い見方を採る。･･････［憲
章：河北］15 条 1 項は、経済的利益への平等なアクセ

の、同性カップルの権利承認をめぐる法廷闘争の頂点

ス以上のものを保障する。それは、個人および集団が

これまでの判例とは違い、婚姻する権利そのものを法

基本的な社会制度から排除されるかどうかをも考慮し

益として認めたことが特徴であり大きな転換点となっ

なければならない」

118

とし、結論として、「この事案

といわれる。婚姻に伴う利益の問題にとどまってきた

た」123 とも評されている。

制度から排除されている。婚姻の社会的意義、そして

Halpern 控訴判決が出た後、2003 年 6 月 17 日、Jean
Chrétien 政権下で、カナダ政府は、ブリティッシュ・

結婚した人たちだけに利用可能な類似の利益は、看過

コロンビア州およびオンタリオ州における裁判につい

において、同性カップルは、婚姻という基本的な社会

することができない。実際、全ての当事者たちは、婚

て上告しないと宣言した。それに代わって、宗教的信

姻がカナダ社会において重要で基本的な制度であると

仰の自由も肯定する一方で、市民的婚姻へのアクセス

いう議論の中にいる。請求者たちがその制度へのアク

「市
を同性カップルに広げる法案を起草した。それが、

セスを持ちたいのは、その理由のためである。排除は、

民婚姻法案」である。そして、2003 年 7 月 16 日、そ

同性関係が異性関係よりも承認に値しないという見方

の法案の合憲性を保障するためにカナダ最高裁にその

を永続させる。そうするとき、それは、同性関係にお

法案を照会した 124・125。この結果、カナダ連邦議会は、

ける人の尊厳を傷つける」119 とした。そして、憲章

2005 年 7 月 20 日、同性婚を法律化する市民婚姻法を

15 条に関する結論として、「前述の分析に基づき、同

制定した。つまり、カナダは同性婚を承認したのであ

性関係における人の尊厳が、婚姻という制度から同性

る 126。

カップルを排除することにより侵害されるというの
が、私たちの見解である。したがって、『全ての他者
を排除して 1 人の男性と 1 人の女性の生活のための自

6. Hendricks 事件②

憲章 15 条 1 項を侵害する」として、「次の段階は、こ

2004 年 3 月 19 日、ケベック州控訴裁判所で出され
た Hendricks 事件（以下、Hendricks 控訴判決）127 は、

の侵害が憲章 1 条の下で正当化され得るかどうかを決

極めてテクニカルな判決であり、カナダ独自の制度を

定することである」とした 120。そうした上で、「した

問題とした訴訟であるため、ここで詳細を取り扱うこ

発的結合』のような婚姻のコモン・ロー上の定義は、
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とは避ける。ただ、
「コ
Hendricks 控訴判決においても、

オンを採用していたケベック州において、Hendricks

モン・ローか連邦法かという、それらの源にかかわら

地裁判決が違憲と判断したことからも分かる。そして、

ず、異議を唱えられた法概念は、カナダの至る所で同

Halpern 控訴判決によって、これは決定的なものとな

じである。つまり、婚姻は、すべての他者を排除して

ったのである。そして、カナダでは同性婚を認めるに

1 人の男性と 1 人の女性の自発的な結合である。憲法

至ったわけである。

的異議の基礎も、カナダの至る所で同じである。つま

日本において、同性婚を導入することが憲法上可能

り、同性の配偶者間の市民的婚姻の排除は、憲章によ

であるとする論者は、さほど多くはないように思われ

って禁止された差別的性質のために、違憲であり効力

る。日本国憲法 24 条が「婚姻は、両性の合意のみに

がないと言われることである」128 ということを受け

基いて」と規定しているため、おそらく「同性間の婚

入れている。これは、これまで見てきた判決の流れを

姻が異性間の婚姻と同程度に保障されると解すること

踏襲するものであり、また、婚姻制度の中に、同性婚

は憲法の文言上困難である」131 と考える論者が多い

を含むことを明確にした。

だろう。そして、同性愛結合を認めるにしても、大抵
が、シヴィル・ユニオン型のような代替案を提示する

Ⅴ . おわりに

にとどまるであろう。しかしながら、これは、日本法
において重大な問題を引き起こす。
性同一性障害者性別取扱特例法（以下、
GID 特例法）

判例における「婚姻」概念について、裁判所は、当

における性別変更の要件に、「現に婚姻をしていない

初、定義的アプローチによって、「異性愛規範」を重

こと」（同法 3 条 2 号）というものがある。これにつ

んじる判決がなされており、これを補強するかのよう

「こ
いて、立法者は、GID 特例法 3 条 2 号については、

に、「生殖」という問題を提起し、定義的アプローチ

の場合にも変更を認めると、同性婚の状態が生じてし

を確固たるものにしようと試みていた。しかし、その

まう」132 と説明する。そのため、たとえシヴィル・

ような中で、機能的アプローチという家族の機能を見

ユニオン型のようなやり方を日本が採用したとして

ることにより、「婚姻」概念を基礎づける流れが誕生

も、現に婚姻をしている GID 当事者たちの性別変更

していた。その流れは、大きな波となり、EGALE 事

はできないのである。しかしながら、私たちの性は多

件、Halpern 事件そして Hendricks 事件という 3 つの下

様であり、性的指向も多様である。「権利および自由

級審判決における「婚姻」概念を基礎づけるものとな

に関するカナダ憲章は、多文化主義とその多様な価値

った。そうした中で、特に Halpern 控訴判決後からの

を承認する」133 ようになった 134。この一つの実践が、

政府の上訴の取り下げにより、古典的な定義的アプロ

同性婚の承認であった。このように考えると、性の多

ーチの「婚姻」概念は消え去り、新たな機能的アプロ

様性を承認するために、同性婚を考えることは、重要

ーチによって「婚姻」概念を見るようになった。その

な意義があるだろう。また、シヴィル・ユニオン型に

ために、Hendricks 控訴判決では、同性婚への実質的

内在する「分離すれども平等」故に差別であるという

な審議を行うことなく、新たな「婚姻」概念を受け入

問題をどのように考えれば良いのだろうか。この点で

れるようになった。その「婚姻」概念とは、「全ての

も、カナダの実践は、多くのことを私たちに示唆して

他者を排除して 2 人の人の自発的な法的結合」である。

いる。

EGALE 地裁判決まで残存していた「生殖」と「婚
姻」を結びつける考えは、Halpern 地裁判決では完
全に消え去り、それに代わって問題は、同性婚を法
律婚の中に含めるのか、それとも法律婚に準じた代
替措置でも良いのかということになった。そして、
「今日の同性結婚をめぐる各法域の制度を概観すると、
（1）伝統的な価値観を維持しようとするアプローチ、
（3）婚姻型アプローチ」
（2）Civil Union 型アプローチ、
129

があるが、「カナダは（1）から（3）へと短期間に

法システムを変更し、かつそれをリードしたのは、
（1）
のみならず（2）も、平等権侵害となるとする一連の
判決であった」130 のであり、法律婚の中に同性婚を

註
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日本の政党制の変容と
野党第一党の機能
川村

Ⅰ . はじめに

一義

続けたのである。それは同時に、自民党政権は確実に
弱体化し続けたが、野党による政権交代までには長期
間を要したということでもある。従って、自民党政権

本稿の目的は、1990 年代後半から始まった国会運

の弱体化には、社会経済情勢の変化といった一時的で

営の変化に注目し、法案審議データの分析によって、

外生的な要因だけではなく、持続的で内生的な要因が

その要因を一連の政治改革に伴う政党制の変容、とり

大きく作用したのではないかと考えられる。実際、こ

わけ与党にとって最大の脅威である野党第一党の戦略

の 20 年間には様々な構造的変化が生じており、日本

変更に求める理論モデルの妥当性を示すことにある。

政治に関する多くの先行研究も分析してきた。しかし

結論として、先行研究が軽視しがちだった政党制（選

ながら、その多くは有権者や官僚機構の変化に関心を

挙制度）と国会運営の関連性が確認される。

向けており、最も開放的・継続的に政党政治が展開さ

1955 年以来、1 年足らずの期間を除いて与党にあ
り続けた自民党は、2009 年衆院選で野党に転落した。

れる国会の変化はあまり分析されていない 2。

野党第一党だった民主党は、獲得議席率が単独政党と

が妨げられているわけではないにもかかわらず、その

して戦後最高となっただけでなく、衆参両院の選挙を

審議は一見すると停滞しているというものであり、先

通じ、単独で過半数議席を獲得した戦後初の野党とな

行研究が提示した理論モデルでは説明が難しいもので

った。この大きな変化は、もちろん直接的には麻生太

ある。そこで、本稿は、野党第一党の行動を中心とし

本稿が注目する国会運営の変化は、政府立法の成立

郎政権に対する民意によって生じたわけだが、そこに

た新しい理論モデルを提示し、1990 年代前半を挟ん

到るまでには既に多くの変化が起きており、決して突

だ国会運営の統一的分析を通じて、その妥当性を主張

発的に生じたものではない。民主党が参議院における

していく。1995 年前後には、55 年体制期の一貫した

比較第一党になった 2007 年参院選は直近の事例だが、

野党第一党だった（日本）社会党が支持を失って凋落

1989 年参院選以来、自民党が衆参横断を回復するこ
とは二度となかった。1993 年衆院選では過半数割れ

し、新たな野党第一党として新進党が結党され、日本

を起こし、短期間ながら野党を経験している。その後、

党が結党されたのも 1996 年である（当時は第三党）。

村山富市政権への参加を経て、橋本龍太郎政権で与党

本稿の分析からは、細川護熙・羽田孜両政権が短命に

に完全復帰したものの、麻生政権まで他党との連立を

終わり、自民党政権が復活する中で、新進党や民主党

強いられた 。

が新たな国会対策を模索・定着させてきた経緯が明ら

1

の政党制は根本的に変容した。今日の与党である民主

こうした約 20 年間の変化を一言で表せば、自民党

かとなる。その背景には、社会党の失敗を意識し、一

の漸進的な弱体化ということになる。佐藤栄作政権に

連の政治改革の帰結も踏まえ、政権交代を目指す本格

次ぐ長期自民党政権となった小泉純一郎政権でさえ、

的な野党第一党への機能変化があった。

2001 年参院選や 2005 年衆院選では勝利したが、2003
年衆院選と 2004 年参院選では敗北している。つまり、

は、たとえば 55 年体制期の主要対立軸だった対外政

自民党は何度か復調したものの、全体的には弱体化し

策の取り扱い方が変化する一方で、今日の民主党政権
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こうした日本の政党制の根本的変容を理解すること

が対外政策をめぐって大きな混乱を抱えている背景を

る。そしてⅥで分析を行い、Ⅶでは結論とともに、選

理解する上でも極めて重要であり、本稿も質的分析と

挙制度と議会政治、議院内閣制と二院制といった論点

して検討している。さらに、本稿の分析結果は、派

について、分析結果を踏まえた示唆を提示したい。

閥が力を持った中選挙区制時代から、連立政権が常
態化した今日まで続く選挙制度と政権安定性の関係、

1990 年代前半と今日における衆参ねじれの質的相違
等、多くの論点の再検討を迫るものでもあり、結論に
おいて今後に向けた示唆を提示したい。
本稿の分析データは、国会での閣法（内閣提出法

Ⅱ . 国会運営の変化と国会論
1. 変化の概要

律案。いわゆる政府立法）審議に関する諸指標であ

図 1 は、閣法の成立に要した日数（提出から参議院

る。与野党対立が現れやすいという意味で、原則的

本会議での採決までの日数。以下、通過日数）、及び

に、次年度の本予算が審議された国会（以下、予算国

その内訳について、立法年ごとの中央値を示したも

会）において新規に提出された、衆議院先議の閣法を

のである 7。ここでは、重要法案の多寡や会期の長短

分析対象とする 3。もっとも、仮説の操作等に支障の

によって偏向するのを防ぐため、平均値ではなく中

ない場合は、非予算国会や参議院先議の閣法も含めて

央値を用いている。一見して明らかな通り、1996 年

おり、その都度明記している。また、年をまたいだ国

を境に審議過程の顕著な変化が起きている。すなわ

会も存在するが、それらは実質的な開催期間に応じて

ち、1996 年以降、通過日数は 55 年体制期の水準に戻

「立法年」として括っている 。時期区分については、

っており、時間的効率性が悪化したように見えるもの

4

1989 年までを 55 年体制期、1995 年までを政権不安定

の、その内訳が大きく異なっている。55 年体制期では、

期、そして今日までを連立政権期と呼称する。本稿が

衆議院の委員会審査日数（以下、審査日数）と通過日

指す「野党第一党」については、第 126 回国会（1993

数が比例しているように、提出された閣法は速やかに

年）までが社会党、第 129 回国会（1994 年）が自民党、

所管委員会へ付託され、与野党の攻防は委員会で展開

第 141 回国会（1997 年）までが新進党、第 171 回国会

されていた 8。ところが、1996 年を境に審査日数は急

（2009 年）までが民主党、それ以降は再び自民党が該

減し、代わりに議院運営委員会（以下、議運）に留め

当する 。
5

置かれる日数（以下、つるし日数）が長くなっている 9。

分析対象期間についてであるが、期間を拡大しすぎ

つまり、提出された閣法は議運に長く留め置かれ、所

ると、最後の多変量分析において外生的要因の変数化

管委員会へ付託された後は速やかに審査・上程される

に困難を来すため、1974 年から 2007 年までを対象と

傾向が見られる。このように、通過日数が 55 年体制

している。1974 年を始点としたのは、前年との差が

期の水準に戻っているとはいえ、その質的相違は明ら

明瞭であるとともに、ここを始点とすると連立政権期
との観察数が近似してバランスが得られるからである

かである。さらに、2000 年代に入ると、通過日数が
55 年体制期より伸長する傾向も現れている。

。また、本論で検討する通り、2008 年以降は文脈が

時間的効率性が再び悪化しているとすれば、与党の

6

特異であり、分析に含めるのは不適切なので、2007

選好に沿うという意味での内容的効率性も悪化してい

年を終点とした。従って、その他の図表については、

ると予測されるが、図 2 から明らかなように、2007 年

公明党が衆議院に進出し、主要 5 党体制が確立した

までに限れば、成立率は政権不安定期と同様に高いま

1967 年以降を対象とし、煩雑化を避けている。

まであるし、修正率も低いままである 10。まず、55 年

まずⅡでは、国会運営の変化を概観し、先行研究の

体制期の閣法成立率については、議院内閣制の当然の

理論モデルではその変化を説明できないことを確認す

帰結として長期的には安定している（増山 2003: 37-

る。そこでⅢでは、一連の政治改革の帰結を検討し、
能変化に着目し、野党第一党の戦略変更という基本仮

41）と結論付けられる一方で、議院内閣制国家として
は低すぎる年（特に 1980 年前後）があるという比較
研究からの主張（Powell 2000: 60）もある 11。自民党

説の妥当性と、野党第一党を考慮した理論モデルの必

の優位体制だったとはいえ、野党の選好を無視した法

要性を強調する。もっとも、量的分析のみでは限界が

案が多ければ、効率性が悪化してもおかしくはない。

新旧の野党勢力が交代したことによる野党第一党の機

あるため、Ⅳでは衆参ねじれが発生した 1989 年から

しかし、そうした傾向は、図 1 と図 2 から読み取れる

今日までの野党の国会対策の変遷を記述し、野党第一

ように、政権不安定期に入ると変化し、時間的にも内

党主導の変化、及び与党の追随的変化という構図を確

容的にも効率性は上がった 12。これは、後述する通り、

認する。その上で、Ⅴでは説明変数を提示し、議運と

自民党政権が野党の選好を織り込んだ法案作成を余儀

付託委員会の機能変化についての操作仮説を提示す

なくされたためである。
日本の政党制の変容と
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閣法審議過程に関する諸指標

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
図2

成立率と修正率

※対象には非予算国会も含んでいる。成立率は新規提出閣法が対象。修正率は、それら成立閣法のうち、
衆議院先議の閣法が衆議院で修正された割合を示している。

つまり、時間的効率性と内容的効率性が比例して

た 2010 年の成立率は 1979 年以来の低さであり、再び

いない連立政権期の傾向は、端的に言えば不自然で

大きな変化を見せている。これは、同じ衆参ねじれと

ある。この疑問は、2008 年以降についても言える。

言っても、かつての政権不安定期と今日では文脈が全

自公連立政権下で再び衆参ねじれが生じた 2008 年と

く異なることを示唆する。最大の相違は、2008 年と

2009 年の成立率はやや悪化し、修正率は 1988 年以来

2009 年において、自公両党の議席が衆議院の 3 分の 2

の高さとなった。さらに、民主党（連立）政権となっ

以上を占め、参議院に対する衆議院の優越が可能だっ
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たことである 13。それにもかかわらず、効率性が上が

歩を行う場合が見られ、国会対策の制度化を促してき

ったわけでもないため、政党の行動様式それ自体が大

たという意味でアリーナ機能も限定的であった 17。そ

きく変化したと推測される 14。

うした新旧機能論のモデルと国会論の系譜を照合する

いずれにせよ、連立政権期の審議過程は、直前の政
権不安定期だけでなく、55 年体制期のそれとも異な

と、政権不安定期の国会をどう理解するかが大きな転
機となっているようである。

る様相を呈している。依然として成立率が高い状況に

旧機能論は、会期制や委員会制度等による時間的制

ついては、野党宥和的議事運営、多数主義的議事運営

約が粘着性を高めるため、与野党伯仲となれば与党は

のいずれと見ても説明できそうだが、なぜ時間を消費

協調的にならざるを得ず、与党の立法を少なからず挫

する必要があるのかは理解できない。従って、連立政

折させることに成功したと主張した 18。ところが、図 1、

権期の国会を理解するためには、先行研究の不備を補

2 で見た通り、衆参ねじれが生じて以降、むしろ立法

った新たな理論モデルが必要であろう。

効率性は高まった。与党のみの支持による立法は不可
能なものの、政府・与党が法案提出の抑制を余儀なく

2. 先行研究の意義と限界
国会に関する政治学的研究の系譜において、当初

され、与野党の事前協議が必須となったことは、野党
が国会で抵抗する理由を失わせたのである。これは、
一見すると古典的な無能論が主張した状況であるが、

は、官僚主導の政策決定や自民党の事前調整を根拠と

新機能論、特に多数主義論は、そうした状況を機能論

し、国会はゴム印にすぎないとする無能論が主流であ

の視点で分析することを可能とした。すなわち、旧機

った（代表として Baerwald 1974）。それに対し、野

能論が重視した与党の譲歩を、不確実性に起因する均

党の影響力は少なくない事後的変換（修正や廃案）を

衡外の瑣末な帰結とし、立法が淡々と行われるのは議

生んでいるとし、国会は世界的にも遜色ない議会機能

院内閣制議会の正常な姿と捉え直すことで、成立の見

を果たしているという反論が提起された（代表として

込みのある法案しか提出されないのは当然とし、政権

粘着性論を提唱した Mochizuki 1982。以下、旧機能
論）15。そして、近年の主流は、分析の前提として議

流動化による立法効率性の高まりを説明したのである
（増山 2003: 第 9 章）。

院内閣制下の議会機能を捉え直し、国会は多数派の選

ところが、前述した連立政権期における国会運営

好を最終的に実現する場として正常に機能してきたと

は、そうした時間的・内容的効率性の比例関係を前提

いう主張である（以下、新機能論）。ただし、新機能

したモデルでは理解が難しいわけである。新旧いずれ

論と言っても、分析対象やモデルに取り込まれるアク

の機能論に基づくにせよ、委員会審査で目立った対立

ターをめぐって多様化しており、統一性があるわけで

もなく、政府・与党の選好を忠実に反映した立法が可

はない 。まず、新機能論の代表として多数主議論が

能ならば、そもそも時間をかける必要はない。それに

ある。多数主義論は、議院内閣制下の議会の主たる機

もかかわらず、全体的な時間消費は増えており、そう

能は多数意思の承認であり、野党の部分的影響力や瑣

した傾向は、小泉政権下で自公連立体制が安定化した

末な事後的変換に重点を置いたモデルを批判する（増

2000 年代に入って強まってさえいる。つまり、1990

16

山 2003, 2006）。それに対し、多数派による国会運営

年代後半、既存の理論モデルでは把握できないアクタ

という議院内閣制の帰結を前提しつつも、野党の行動

ーの行動様式の変化が起きたと推測できよう。行動様

や細部の立法手続の機能にも注意を払う研究（福元

式を変化させる必要があるのは、ルール（制度）が変

2000, 2007; 伊藤 2006b）、あるいは国会中心主義等の
議院内閣制に対する制約も考慮する研究（川人 2005,
2010）等、中間的立場の研究もある。

更され、従前の戦略が合理的とは言えなくなった時で
には、国会運営を制約する諸制度にどのような変更が

ここで重要なのは、野党や立法手続が果たす何らか

あり、そうした変更が与野党というアクターにどんな

の機能、あるいは事後的変換の存在については、無能

戦略変更を強いたのかという検討が不可欠である。次

論を除き、どの国会論も否定していないことである。

節では、そうした検討を行った上で、野党第一党の戦

つまり、機能論が妥当としても、Polsby（1975）が提

略変更という基本仮説の妥当性を主張する。

ある。従って、連立政権期の国会運営を理解するため

示した変換機能とアリーナ機能を基準とした場合、国
会で展開されている立法行動を変換指向と見るかアリ
ーナ指向と見るかでモデルが異なり、多様な国会論を
生み出してきたのである。政府立法の大部分が成立す
るという意味で変換機能は限定的だったものの、表に
現れにくい非公式交渉を通じて与党が野党に一定の譲
日本の政党制の変容と
野党第一党の機能
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Ⅲ . 政治改革の帰結と野党第一党の
戦略変更

小政党が存続できる環境ではなくなり、有権者全員の
選好、すなわち世論を意識して行動し、大規模化する
ことが、影響力行使のほぼ唯一の手段となったのであ
る。

1. 政治改革の帰結
1990 年代は政治改革の時代であり、戦後の日本政
治を構造化してきた重要制度が大きく変更された。日

（2）行政・国会改革
選挙制度改革から始まった政治改革は、最終的に行

本の政治体制の根幹は、改正が極めて難しい憲法によ

政・国会改革で終了した。行政改革の流れは、1961

って規定される議院内閣制であるが、国会と内閣の細

年の第 1 次臨調（臨時行政調査会）設置から、今日の

部にわたる関係は下位制度に規律される。そうした下

民主党政権における行政刷新会議まで続く長いもので

位制度を大幅に見直す一連の改革が政治改革と総称さ

あるが、大きく進んだのは中央省庁再編を実現した橋

れ、本稿が注目する時期に集中的に立案・施行された。

本政権下においてである。行政改革は国会運営と直接

政治改革の帰結を理解することが、新しい理論モデル

的関係を持たないが、内閣の統合機能を強化し、立法

の基礎として重要である。

の主導権を官僚から政治家へ取り戻すという意味では
間接的に作用しただろう。実際、行政改革というルー
ル変更の効果は、官邸主導の定着という形で継続して

（1）選挙制度改革
リクルート事件と、それに伴う衆参ねじれ（1989
年参院選）を契機として強まった政治改革の流れは、

いると言う（待鳥 2008）。
国会運営にとっては、国会改革が最も重要である。

まず中選挙区制への批判から始まった。自民党が与党

小渕政権下の 1999 年に自民党は自由党と連立したが、

であり続けるために不可欠だった同一選挙区での同士

その際に自由党が条件としたのが国会改革の実行であ

討ちが、利益誘導型の金権政治の温床とされたのであ

った。同年に制定された国会審議活性化法は、官僚の

る。小選挙区制を導入する選挙制度改革案は、1991

答弁（政府委員制度）の原則的廃止、副大臣・大臣政

年に閣法として、1993 年には議員立法（自民党改革

務官の設置、党首討論（国家基本政策委員会）の導入

派議員提出案と社会・公明両党提出案）として提出さ

を柱とする。その目的は、行政改革による政治主導

れたが、議席消滅を恐れる与野党双方の議員の反対に

の追求と連動した、国会のアリーナ機能の強化にあ

遭い、自民党政権下では成立しなかった。最終的に、

る 20。同法は自民・民主・公明・自由 4 党による議員

現行の小選挙区比例代表並立制は、非自民の細川政権

立法として提出されたが、社会党の後身である社民党

下で採用が決まった（1994 年 1 月）。現行選挙制度に

が、同法は「議院内閣制の本来の機能を強化するもの

よる最初の総選挙は 1996 年 10 月に実施されたが、同

ではない。それどころか、与党と内閣の一体化による

年 1 月には橋本政権が発足し、自民党が名実ともに与

強権的政治の土壌になる危険性すらある」として反対

党へ復帰していた。また、1994 年 12 月には、小選挙

した点は重要である 21。すなわち、55 年体制期の野党

区制の効果を意識して最大野党の新進党が結党されて

第一党が国会独自の与野党間交渉の衰退を恐れる一方

いた。自民党と大規模化した野党第一党が小選挙区で

で、新しい野党第一党はそうした行動様式を積極的に

議席を争うという構図が確定的となったのが、本稿も

放棄したわけである 22。この帰結は選挙制度改革の帰

注目する 1996 年である。

結とともに重要であり、次節の質的分析で詳しく検討

現行選挙制度の導入は、2 つの重大な効果をもたら
した。第一に、政党組織の集権化を促したことである。

する。
さて、基本仮説の提示に移る前に、議事手続の変更

政党（党首）イメージが候補者イメージよりも重要と

等、より直接的なルール変更はなかったのかという疑

なり、所属政党の公認が議員の再選にとって不可欠の

問に答えておこう。憲法を別とすれば、議事手続を規

資源となったのである（蒲島 2004: 第 14 章）。議員は

定する制度には、国会法と衆参両院の規則、それらの

所属政党への依存を強めざるを得ず、とりわけ派閥抗

隙間を埋める先例がある 23。結論として、これらのル

争に悩まされ続けた自民党においては執行部の求心力

ールに重要な変更はない。1996 年以降、国会法は 10 回、

が相対的に強化された 。つまり、族議員の介入に代

衆議院規則は 6 回、参議院規則は 8 回改正されており、

表される政策過程の分権化が抑制され、政党の選好を

そのうち衆参両院における（決算）行政監視委員会

首相の選好に一致させる体制が整ったのである（川人

の新設（1997 年）、国会審議活性化法制定に伴う改正

2010）。そして第二に、Duverger（1954）の法則通り、

（1999 年）、そして省庁再編に伴う委員会再編（2000 年）

小政党にとっては、影響力の減退どころか存続すら危

等は重要とも言えるが、前述した行政・国会改革に吸

うくなったことである。特定の支持者だけ囲い込めば

収されるものである 24。議事手続に関する先例につい

19
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ては、追録を含む最新版を確認する限り、1996 年以

デルが不可欠である。まず、つるし日数と審査日数の

降に追加されたものはない 25。たとえ確立された慣行

逆転による通過日数の伸長については、与党主導の国

であっても、弾力的な活用を図る等の趣旨から先例と

会運営を許容しつつも、野党は委員会審査の迅速化に

して成文化されず、そのまま運用されることの方が多

同意しており、委員会付託前の時間が何らかの機能を

い（浅野・河野編 2003: 144-5）。結局は、行動様式の

果たすようになっていると解釈できる。次に、政治改

変化という問題と同一ということになる。

革と国会運営の変化の時間差については、一連のルー
ル変更がまず野党の変化を促し、与党はそれに対応し

2. 野党第一党を考慮した基本仮説

つつ変化していったと解釈できる 27。すなわち、1996
年の自民党（連立）政権の復活とともに野党が変化し、

政治改革の経緯から、与野党間競争の変容の構図が

次いで自民党が追随的に変化し、その流れが 2000 年

浮かび上がる。55 年体制を担った旧野党は、存続す

代に入って確定的になったと解釈すれば、図 1 の傾向

ら危うくさせる選挙制度改革や、影響力行使の機会を

とも矛盾しない 28。この解釈から導かれるのは、政権

奪いかねない国会改革に強く反対する一方で、新野党

不安定期に顕著だった総与党化傾向から野党が脱却

はそうした改革を提唱した。最大政党の自民党はどの

し、与野党対立が再燃する一方で、少なくとも新野党

政治改革にも賛成したが、結局は野党に主導される形

は議事の遅延といった 55 年体制期の国会対策を放棄

で追随的に承認したにすぎない。従って、国会運営の

したという基本仮説である。

変化を理解する上で野党を無視することはできない。

本稿と同様に、1990 年代後半からの政治変動に注

以下の通り、野党を無視したまま図 1 と図 2 を整合的

目した伊藤（2006a）は、「1990 年代初頭から、外生

に解釈することは無理である。

的要因として政治経済の国際化、マクロな社会学的要

第一に、通過日数の伸長にのみ着目し、55 年体制

因として都市化や有権者の意識変化など」が一連の政

期のような与党主導の国会運営が復活したという解釈

治改革を促したが、「明文上の制度改革」が「共有さ

があり得る。確かに、橋本政権から麻生政権に到るま

れた予想」として定着するかは別問題とし、媒介変数

で、小渕政権下の一時期を除き、自民党は他党との連

としての「文脈と戦略」の重要性を強調する。文脈と

立によって衆参ねじれも解消しており、法案提出を抑

しては「無党派層の増大、自民党の支持率の低下と支

制する動機が弱まっても不思議ではない。しかし、審

持組織の衰退、自民党を脅かす民主党の伸張、選挙に

査日数の短縮だけに限れば、そうした解釈が成り立つ

おける党首のイメージ効果の増大」を、戦略としては

ものの、なぜつるし日数は増加しているのか、つまり

小泉元首相に代表される「新しい制度的梃子や文脈を

委員会付託を遅らせる必要があるのかは判らないまま

積極的に利用する」ことを挙げる。本稿は、そのうち

である。

の外生的要因、及び「民主党の伸張」を重視する視点

第二に、一連の政治改革の効果とする単純な解釈

を共有する。

もあり得る。確かに、国会運営に直結する国会改革

ただし、本稿が文脈として重視するのは、民主党

は、変換機能ではなくアリーナ機能の強化を目指して

の「伸張」ではなく「戦略変更」であり、伸張を戦略

おり、通過日数の伸長とは何ら矛盾しない。また、選

変更の帰結と見る点で異なる。言い換えれば、初めて

挙制度改革による自民党の集権化は、提出された法案

「新しい制度的梃子や文脈を積極的に利用」したのは、

が成立する可能性を一段と強めたはずであり（不確実

実は与党ではなく野党であると見る。制度が変更され

性の低下）、成立率は高いという現象とも矛盾しない。

ても、アクターの行動様式が直ちに変わるわけではな

しかし、アリーナ機能が重視されるようになったなら

い。最初に行動様式を変える必要があるのは、旧制度

ば、質疑・討論が行われる委員会の審査日数が伸長し

から利益を享受していなかったアクターである。前述

なければおかしい。しかも、政治改革と国会運営の変

した新野党は、まさにそうしたアクターである。そし

化の流れには、かなりの時間差がある。本稿が注目す

て、自民党や社会党のように、旧制度から利益を享受

る変容が始まったのは 1996 年であるが、その時点で

していたアクターは、新制度下で効用最大化を図るた

既に変更されていたのは選挙制度だけであり、国会改

め、既存の行動様式を変える必要があるか否かを見定

革の実施は 1999 年である。さらに、選挙制度改革の

めながら、漸次的に行動様式を変えていく。この予測

帰結としての自民党の集権化、及び行政改革の帰結と

は、制度変化による当事者間の再契約と行動安定化の

しての内閣の統合機能強化は、小泉政権が発足した

漸進性という North（1990: ch.9）の理論モデルにも

2001 年から始まったとされる 。

合致するものである。

26

以上のような矛盾を解消するためには、やはり野党

以上の検討から明らかなように、自民党に危機感を

の存在を考慮し、与野党間の相互作用を捉えた理論モ

抱かせるほどの野党と言えば野党第一党しかなく、と
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りわけ重要なのが社会党に代わる野党第一党となった

ぼしたのかについて、集計データを用いて概観してお

新進党や民主党である。民主党に関しては、たとえば

こう。

政策指向から政権指向への戦略変更により、離党者を
少数に食い止め、議席を増やすことに成功したとする
研究が既に存在する（Kato and Yamamoto 2009。ま
た山本 2010 参照）。こうした野党第一党の大規模化が、
政党制の変容を通じて国会運営にどのような影響を及
図3

3. 野党第一党の大規模化の効果
55 年体制期の政党配置は 1993 年衆院選前に終わり、
1996 年衆院選前には新進党と民主党に野党が合流す

議席率
（a）衆議院

（b）参議院

※衆議院の第一党は第 171 回（2009 年）まで自民党、それ以降は民主党。参議院の第一党は第
166 回（2007 年）まで自民党、それ以降は民主党。衆議院の第二党は、第 129 回（1994 年）
まで社会党、第 141 回（1997 年）まで新進党、第 171 回（2009 年）まで民主党、それ以降は
自民党。参議院の第二党は、第 132 回（1995 年）まで社会党、第 141 回（1997 年）までが新
進党（平成会）、第 166 回（2007 年）までが民主党、それ以降が自民党。
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る傾向が強まった。新進党の敗北後に再び小政党が乱

の政策位置が自民党と隣接する一方、中道政党は徐々

立したものの、その後は 2000 年と 2003 年の衆院選前

に独自行動をとり始め、民主党が総選挙で躍進した

にほとんどの野党が民主党へ合流し、自民・民主の二
示す通り、近年の衆議院においては、自民・民主両党

2000 年から、民主党と自由党が合同する 2003 年にか
けて急増する 31。2004 年以降は民主党を中心とした
野党共闘を意識してか減少するものの、依然 20% 前

が 90% 前後の議席を占めている。参議院ではやや下

後の法案で独自に反対している。先行研究も、社民党

がるものの、近年は一貫して 85% 前後の議席を占め

に代表される中道左派が、連立与党の時から既に革新

大政党が議席の大部分を占めるに到っている。図 3 に

ている。中道政党や共産党の議席率は 55 年体制期に

へ回帰し始め、2000 年前後からその傾向が一層強ま

比べて低下しており、与党にとっての野党第一党の脅

っていることを指摘している（増山 2003: 第 9 章 ; 品

威は格段に増したはずである。

田 2002）。これは、二大政党への収斂が進む中で、中

図 4 は、全政党が対象の場合と、独自行動の多い共

道政党が支持調達のために自民党と民主党の間から抜

産党を除外した場合に分けて、成立法案の全会一致

け出したことを意味する 32。野党第一党と中道政党の

率を示している 29。政権不安定期に全会一致が増え、

平均賛成率を比較すると、それぞれ 55 年体制期には

1996 年前後を境に減少へ転じる傾向は両線に共通で

65.1% と 78.2%、連立政権期には 76.1% と 67.1% とな

あり、やはり通過日数の伸長は与野党対立の再燃を示

り、両者の政策位置は対称的に逆転した。

しているようである。実際、55 年体制期と連立政権

要するに、同じ与野党対立と言っても構図は全く異

期の平均全会一致率を比較すると、それぞれ 40.5% と

なる。多党制下で複数の野党が賛否を示す場合と、二

42.4%（共産党を除いても 64.7% と 61.4%）となり、
数値はほぼ一致する。もっとも、図 5 に示す通り、そ
の実態は 55 年体制期と大きく異なっている。図 5 は、

大政党制に近い状況下で野党第一党が賛否を示す場合

野党第一党、中道政党、そして共産党それぞれの賛成

を強めたからであり、与野党対立が先鋭化したからで

とでは質的に大きく異なる。連立政権期に全会一致が
減ったのは、野党第一党以外の中道政党のみが左派色

率と、野党第一党が賛成する一方で中道政党のみ反対

はない。55 年体制期に比べて議席率を 15% 前後上げ、

した閣法の割合（共産党は除外）を示している 30。55

政策的にも与党と隣接した野党第一党が加える制約は

年体制期には、自民党と野党第一党（社会党）の間に

大きくなったはずである。従って、新しい理論モデル

中道政党が位置するイデオロギー配置が固定されてお

に基づき、国会運営の変化を野党第一党の新しい戦略

り、中道政党の逸脱はほぼ皆無である。ところが、連

の帰結として整合的に解釈できれば良いことになる。

立政権期に入ると全く逆転し、野党第一党（民主党）

この点で、本稿の視点は、立法過程を「与党と野党の

図4

全会一致率

※非予算国会も対象とし、参議院先議の閣法も含めている。
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政党の賛成率

※非予算国会も対象とし、参議院先議の閣法も含めている。

合作」として把握する福元（2007）の視点と同じで

本の国会は部分的な変換機能を営むことでアリーナ機

ある。

能を限定的にしてきた。その要因として自民党の分権

では、具体的には、野党第一党の国会対策はいかな

性や官僚機構の自律性等が主に指摘されてきたことは

る戦略に基づき、どう変化したのだろうか。野党第一

既に触れたが、野党もアクターとして考慮した場合に

党が政策空間上で与党と隣接したことは、二大政党

重要なのは選挙制度である。戦後長く採用されていた

は支持拡大のために政策位置を有権者の中位選好に

中選挙区制は小選挙区制と比例代表制の中間的制度

近付けるというダウンズ・モデルの予測通りである

で、小選挙区制よりは比例性が高く、小規模の野党も

（Downs 1957: ch.8）。しかし、多くの法案を支持せざ
るを得ない反面、あくまで他党との相違を維持しな

一定の議席を持つことが可能であった（see Taagepera
and Shugart 1989; Lijphart 1999）。Strøm（1990）は、

ければ得票を減らす危険性が出てくる（Adams 2001:

選挙（得票率や議席）についての予測が立てやすいほ

ch.7）。野党第一党の戦略が国会対策に反映される過

ど政党は政策位置を変えないという命題と、多党制下

程は、なかなか量的分析のみでは把握が難しい。そこ

では優位政党が伸張するほど他の政党は得票最大化を

で、操作仮説を提示する前に、歴代の野党第一党の国

追求するという命題を導いている。これらの命題は

会対策を検討し、野党第一党の戦略変更と国会運営の

55 年体制期の野党の行動に合致するだろう。自民・
社会・公明・民社・共産の主要 5 党体制は中選挙区制
下の均衡であり（Kohno 1997: ch.7）、野党各党の政
策配置はほぼ固定していた（増山 2003: 第 5 章）。つ

変化の関係を確認しておこう。これは、野党に関する
体系的研究全般が少ない中で、国会研究における野党
第一党の重要性を認識するためにも重要である。

まり、野党各党は選挙についてほぼ確実な予測を立て

Ⅳ . 野党の国会対策の変遷
1. 55 年体制下の野党の行動

られ、政策位置を動かす（新たな支持者を獲得する）
必要はなかった。ただし、自民党の優位性が高まると、
野党各党は選挙協力等を通じて野党陣営の得票最大化
を図り、与野党伯仲等の成功を収めることもあった
（Christensen 2000）。このように、55 年体制期の野党

前述した通り、政府・与党の立法作業の完成を主た

は、中選挙区制の恩恵で臨機応変の国会対策が可能で

る機能とする議院内閣制議会では、部外者である野党

あった。表で反対を強調しつつ裏で妥協を図り、その

は原則的に態度表明に専念することになるものの、日

結果が有権者の中位選好に反するとしても、自党の支
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持者の中位選好に反しない限り再選は保証される。と

政策を掲げても議席を維持できる中選挙区制に固執す

りわけ、野党第一党としての地位を得ていた社会党に

る社会党は、もはや革新派・改革派ではなく「守旧派」

とっては、政策位置を動かさないことが最適な生存戦

であるとの批判すらあった 37。その後、今後は議論で

略だったのである 33。

対抗するようにしたいが、そのためには国会改革が必

従って、自民党が許容する限り、55 年体制下の野

要であるとし、国会対策を変えられないのは国会制度

党にとって、最初から賛否を明らかにして態度表明に

が変わらないからだという認識を示していた 38。そし

専念するというという選択が最適とは限らなかった。

て、社会党の凋落を決定付けたのが、非自民の細川政

自民党としても、公明党や民社党、あるいは新自由ク

権を離脱し、55 年体制下では宿敵だったはずの自民

ラブといった中道政党が存在することは、それだけ交

党と連立して 1994 年に村山政権を発足させたことで

渉の選択肢が広いことを意味し、政党に応じた臨機応

ある 39。その際には、「これまでの『政敵』を失った

変の懐柔策が可能だったのである。福元（2000）の

ことによって、新しいアイデンティティー（自己存在）

分析は、委員会審査の日数と回数は必ずしも比例せず、

の確立が求められ」、「党にとって『政敵なき時代』は

日数が短くても回数の多い法案、逆に回数は少ないの

初めての体験であり、全党員はあらゆる固定観念、慣

に日数だけは長い法案があることを示した（26-30）。

行から自らを解放し」なければならないと述べ、それ

そして因子分析の結果、討議型・粘着型・標準型（提

までの国会対策が普遍性のないものだったことを露呈

出時期によって早期と晩期がある）という三つの法案

した 40。他の野党は、社会党の政権離脱を非難し、国

審議様式が類型化された（65-74）。委員会審査の日数

会改革の継続を訴えつつも、1994 年時点で具体案を

だけが長い法案は粘着型に当たる。こうした審議様式

示したのは民社党だけであった 41。社会党に代わる野

が可能であったところに野党の国会対策の曖昧さが現

党第一党になった新進党は、前身である改革推進協議

れているが、少なくとも 55 年体制下では野党の最適

会が発表した声明で国会改革の必要性を述べていた

戦略に基づく戦術だったわけである。

が、具体案を示すことはなく、その後の結党宣言や綱
領、重点政策では触れられていない 42。
社会党に代わる野党第一党となった新進党は、政権

2. 政界流動化と野党の試行錯誤

交代可能な野党第一党を目指し、保守中道の第二党と

1989 年に自民党が参議院での過半数議席を失い、

して 1994 年 12 月に結党された。衆議院での議席は自

野党との事前協議を余儀なくされたことは、自民党の

民党に 32 議席差まで迫り、1995 年参院選でも躍進し

国会運営だけではなく、むしろ野党の活動方針にも大

たことから、自民党に未曾有の危機感を抱かせた 43。

きな変化を促した。前述した通り、自民党は予め主要

社会党の失敗を受け、政治家や支持者の間では、次世

野党の賛否を確認した上で法案を提出するため、野党

代の野党第一党は保守系でなければならないという認

は国会で抵抗姿勢を示す根拠を失い、外部には野党が

識が広がっていた 44。

何ら議論をしないままほぼ全ての法案が成立していく

このように期待は大きかったものの、政策によって

ように映るため、野党に対する批判が高まったのであ

は自民党より保守的とも言われた新進党の国会対策は

る 。国会改革の議論はリクルート事件を契機として

定まることがなかった 45。まず、1995 年は阪神大震災

生じ、非自民政権が誕生するまで継続されていた 。

や地下鉄サリン事件といった外生的要因に左右された

もっとも、非自民政権は短命に終わり、選挙制度改革

一年となり、新進党は与党に対して協調的にならざる

の他には政治資金改革が行われるに留まった。国会改

を得なかった 46。1995 年に提出された閣法 119 件のう

革の完結は、前述した 1999 年の国会審議活性化法の

下では、野党第一党を中心として国会対策の変遷を確

ち、新進党が反対したのは 3 件だけである。図 1 と図
2 で確認できる通り、1995 年の閣法成立率は戦後初め
て 100% となり、通過日数も最短になった。しかし、
1996 年になると、年明け直後に自民党政権が復活し、

認しておこう。

衆議院解散が噂されるようになった。そして、通常国

34

35

制定まで待たなくてはならず、それまでの約 9 年間、
野党は国会対策を試行錯誤していくことになった。以

社会党は、1992 年の PKO 協力法案の採決に際して

会では前年から懸案となっていた住専（住宅金融専門

議員総辞職の示唆と牛歩戦術を行使し、党内外から批

会社）処理への公的資金投入が最大の争点となった。

判を浴びた。そもそも、1989 年参院選で大勝したに
もかかわらず、1990 年衆院選や 1992 年参院選では一

新進党は世論の反発を捉え、1 月には議員辞職の示唆、
3 月には 3 週間余りの委員会室封鎖という戦術をとり、

転して伸び悩んだことから、硬直化した階級政党の限

予算成立阻止を訴えた。ところが、支持率はむしろ低

界を示し、政権交代可能な野党第一党にはなれないの

下し、党内の亀裂を深める結果にもなった 47。加えて、

ではないかと言われた 。前述した通り、硬直化した

自民党との「保保連合」を模索するなど戦略が転々と

36
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したことも重なり、10 月の総選挙では敗北した。翌

終的に、それらの失敗を意識した民主党は、法案への

年になると、所属議員による詐欺事件が発覚して党大

賛否を初めから明らかにし、野党第一党として初めて

会を延期するなど混乱が増し、約 2 ヶ月遅れた党大会

内閣機能の強化に言及するなど政策論争を重視する方

では「選挙結果をふまえて政権構想および選挙戦略・

針を打ち出した。民主党が公言する方針から形式的に

戦術を練り上げ（る）」と述べるに留まるなど、明確

推論すれば、国会対策は法案の内容に依存し、国会審

な戦略を打ち出せないまま同年末に解党した 。本稿

議の態様は賛否によって二極分化することになる。も

が注目する変化は 1996 年に始まっており、その意味

ちろん、野党の形式的方針を額面通り受け取ることは

で新進党の国会対策が作用したことは疑いないもの

できないが、本当に行動様式として定着したか否かは

の、それが行動様式として定着していたわけではなか

後に計量的に明らかにされる。

48

ったということになる。もっとも、新進党最後の党首
である小沢一郎の結党した自由党が、小渕政権との連
立の条件として国会審議活性化法制定を挙げたのは前
述の通りであり、新進党の行動原理が今日まで国会運
営に影響している事実は否定できない。
さて、そうした新進党の失敗を意識したのが民主党

3. 与党の追随的変化
いかに野党が国会対策を変更しようと、与党がそれ
に応じない限り変化は生じないわけだが、実際に変化
は生じているので、与党も国会対策を変更したことに

であった 49。民主党においても、当初は国会対策を明

なる。与党も穏便な国会運営を望むのが当然であり、

確化していたわけではなく、自民党と協調しすぎる等

可能な限り野党の要求に応じるのは合理的選択であろ

の批判があった 。ただし、民主党が新進党と決定的

う。その場合、民主党のように初めから賛否を明らか

に異なったのは、しばらくは政権を目指さず、政策論

にして国会対策を二極分化させるとすれば、与党にと

争に徹する一方、反対する理由のない法案には賛成す

っても国会運営コストは 55 年体制期に比べて下がる

るという「政策提言型の建設的野党」を当初から標榜

ことになり、そうした選択をする可能性はより増すと

50

したことだった 。1998 年には新進党から分党した諸

考えられる。実際、1996 年 10 月の総選挙以降、野党

党と合同して野党第一党となるが、同年 4 月 27 日の

各党が法案ごとに与党との政策協議・連合に応じるよ

統一大会で示された「基本政策」においては、「言論

うになったため、与党としては国会運営を行いやすく

の府として議員相互の自由闊達な議論ができるよう、

なったと言う 53。与野党双方の国会対策が変わったの

51

国権の最高機関としての国会運営の仕組みを変える」

か否かを問われた自民党の森喜朗幹事長（当時）は、
「自

とした上で、政府委員制度の廃止の他に内閣の統合機

社さ連立政権が大きな転機だった。共産党を除く政党

能強化といった提言にも踏み込んだ。これは自由党が

がみな政権について、政権運営が大事なことがわかっ

自民党に対して国会審議活性化法制定を求める以前の

てきた」と述べている 54。前述した野党の行動様式と

ことであり、内閣の統合機能強化の提言は、与野党取

同じく、与党の国会運営も定着したものかどうかは後

引を前提とした 55 年体制期の国会対策を自ら放棄し

に解明されるが、少なくとも野党の変化が与党にも感

たことを意味する。これを機に民主党は政権交代を目

じられていたことは確かなようである。

標と明示するに到り、翌年には「次の内閣」を発足さ
せた。

むしろ強調しておきたいのは、そうした与党側の認
識から、最初に国会対策（戦略）を変更したのは野党

民主党の国会対策がより明確化するのは 2000 年総

であり、与党は追随的に変化していったという基本仮

選挙以後である。「2001 年度活動方針」（2001 年 1 月

説の妥当性が裏付けられることである。たとえば、国

20 日）では、「対案・修正案の作成や賛否の方向性の

会審議活性化法制定は、前述した通り自由党が政権参

早期策定など、より鮮明にして、わかりやすい法案、

加の条件としたことだが、自民党内には「なぜ野党に

政策対応を追求」すると初めて記された。この文言は、

有利な改革をしなければいけないのか」という消極論

そのまま 2002 年度（2002 年 1 月 19 日）と 2003 年度（2003

が根強かった 55。つまり、アリーナ機能の強化という

年 1 月 19 日）の「活動方針」にも記された。その後、

国会審議活性化法の効果が 2000 年頃から現れたとし

自由党との合同で大規模化した民主党が、2003 年総

ても、それは既に存在した野党の新しい行動様式を定

選挙以来「マニフェスト政治」を掲げてきたのは周知

着させたにすぎないとともに、与党側には国会対策を

の通りである 。

変えようとする積極的な誘因は存在しなかったのであ

52

以上のように、1990 年代前半の総与党化傾向によ

る。これは、自民党内の政策決定過程の変容は小泉政

って批判を受けた野党勢力は長く国会改革を主張し続

権発足によって始まったという、前述した先行研究の

けたが、実現までには約 9 年を要し、社会党や新進党

指摘とも合致する。

は国会対策を明確化できないまま衰退・消滅した。最
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4. 野党第一党の機能変化の一例：防衛関係 2 法
の審議
ここで、野党第一党の機能が変化した一例として、

はほとんどないという事実にも注意する必要がある。
数少ない紛糾例としては、第 24 回と第 43 回の国会が
ある。前者の内閣委員会（1956 年 3 月 1 日）では、当

55 年体制下で保守・革新対立軸を代表する論点だっ

時の鳩山一郎首相の委員会出席と審査継続を求める動

た安全保障政策について、代表的立法である防衛庁

議が提出されたが否決され、採決に到っている。そし

（省）設置法と自衛隊法（以下、防衛関係 2 法）の審

て後者の内閣委員会（1963 年 6 月 20 日）では、第二

議過程を取り上げ、概観しておこう。これにより、選

次防衛力整備計画に基づく自衛隊員の増員を内容とす

挙制度改革を境として区分される 55 年体制期と連立

る改正案について、会議が全く開けず、わずか 10 分

政権期における、野党第一党の行動様式の相違が明瞭

で終了している（結局廃案となる）。こうした事例が

になる。ここでは、衆議院が先議した新規法案で、提

ありながらも、その他の審議では整然と質疑が進み、

出された国会で成立した法案のみを取り上げる。

多くの場合反対会派の討論をもって採決に到ってい

1964 年以来、社会党が事実上の綱領としてきた「日

る。衆議院での審査回数を見ると、1962 年までは 10

本における社会主義への道」は、自衛隊の解体と日米

回を越えることもあったが、それ以降は 8 回前後で安

安保条約の破棄による非武装中立化を掲げ、前述した
村山政権下の政策大転換に到るまで社会党の行動ルー
ルとなった 56。1984 年の第 48 回党大会（続開）では、
それまでの自衛隊違憲論を微妙に修正し、自衛隊は違
憲だが法的に存在しているという公式見解を議決し、
現実路線への道筋をつけたものの、違憲論は一貫して
変わっていない 57。
そして、新しい野党第一党となった新進党や民主党
は、当然ながら社会党のような安全保障政策を最初か
ら放棄している。新進党結党大会で採択された「重点
政策」では、「わが国およびアジアの平和と安定にと
って、日米安全保障体制は極めて重要な役割を担って
おり、今後ともこれを堅持する」とした上で、「自衛
隊の組織・人員・装備の全般について、効率化、適正
化を進め」、「危機管理能力の向上をはかり」、「防衛計
画の国会承認等を内容とした『安全保障基本法』の制
定を検討する」として、保守色を前面に打ち出してい
た。また、民主党も、統一大会において採択された「基
本政策」で、「日米安全保障条約を引き続きわが国の
安全保障政策の基軸に据える」とともに、有事関連法
制の必要性に言及するなど、やはり社会党とは全く異
なる安全保障政策を鮮明にしている。

1956 年から 2009 年までに、防衛関係 2 法の改正案
（新規）は合計で 76 件提出されているが、そのうち提
出された国会で成立したものは 34 件にすぎない（残
余の 42 件のうち 16 件は後の国会で成立）。成立しな
かった事例は社会党時代に限らず民主党時代にも存在
し、程度の差こそあれ、今も防衛関係 2 法関連法案は
慎重に取り扱われている。
表 1 は、その 34 件について、衆参両院での審査回
数を示したものである。社会党は、1956 年から 1993
年まで、防衛関係 2 法改正案に対しては全て反対し続
けた。前述した通り、「法的存在」論を公式見解とし
て以降も、「違憲」論は村山政権時まで変えていない。
ところが、一方で、議事が進まないほど紛糾した会議

表1

防衛関係 2 法の審査回数

立法年

1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1961
1961
1962
1967
1969
1970
1973
1980
1986
1996
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2009

提出国会 提出番号 衆・審査回数 参・審査回数

24
24
26
26
28
28
31
31
38
38
40
55
61
63
71
93
107
136
136
140
142
145
145
147
151
153
154
156
159
159
162
164
166
171

42
43
26
27
32
33
94
95
27
28
87
12
5
23
7
1
10
30
98
21
24
19
87
18
29
4
13
36
17
104
38
20
28
31

9
9
11
11
10
10
10
10
13
13
8
7
8
6
8
3
4
2
2
2
1
1
1
2
2
6
2
2
2
17
7
3
3
3

9
9
5
5
9
9
2
2
9
9
3
6
4
3
9
5
3
2
2
2
3
2
2
2
2
6
2
2
2
9
4
2
2
2

※非予算国会も含めているが、提出された国会で成立したも
ののみ対象としている。
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定するようになる。つまり、保革対立軸の代表とも言

し、むしろここで強調すべきなのは、そうした野党第

える安全保障分野で、社会党が自民党政権との対立を

一党の中道化と大規模化を促進した政治改革の帰結が

演じたのは確かであるが、有権者一般に向けた争点化

明瞭に現れているということである。前述した通り、

を図ったとは言えない。社会党の非武装中立論は党の

多党化を促す中選挙区制の制約を受けた社会党は、支

行動を強く制約する路線であり、審査を重ねても反対

持者を維持するために政策位置を固定しており、党綱

姿勢が変わるわけではなく、国会で審議される以上は

領に明記された安全保障分野はその典型であった。そ

反対を貫くという態度に終始したのである。

れに対し、小選挙区制の効果を意識した新進党や民主

そして、1995 年以降の新進党・民主党の時代にな

党は大規模化を模索し、有権者の中位選好を包含する

ると、審査回数はほぼ 3 回前後になり、防衛関係 2 法

政策位置まで動いたのである。第 159 回国会での審査

が与野党対立の象徴となるような事態は稀となる。第

回数と修正協議の存在からうかがわれるように、野党

140 回国会に提出された防衛庁設置法等改正案は、即

第一党の国会対策が賛否に応じて二極分化すると同時

応予備自衛官の導入等を内容としており、上述した社

に、与党にとって野党第一党の脅威は格段に増したの

会党時代の紛糾例における内容と類似するが、衆参両

である。本節の質的分析からも、野党第一党を考慮し

院とも委員会審査回数はわずか 2 回であり、反対した

た基本仮説の妥当性が確認できたことになる。

のは共産党だけだった。
民主党時代においても、第 153、159、162 の各回
を除き、審査回数は 2-3 回である。第 153 回国会では、
アメリカ同時多発テロを受けた自衛隊による基地警備
等を可能とする改正案が出され、最終的に民主党も原
案に賛成している。第 162 回国会での改正案は、民主

Ⅴ . 基本仮説の操作と分析モデル
1. 従属変数

党が唯一反対したものである。これは、ミサイル防衛

55 年体制期には、公明党や民社党等の中道政党が

システムの運用開始に伴う組織改編等を目的としてい

自民党と社会党の間に位置し、右から左へどの政党ま

たが、民主党は修正案を提出し、政府原案と与党修正

で賛成したかという量的変数に意味があったが、約

案に反対する対応をとった。つまり、大枠には賛成し

10 年間も公明党が与党化し、民主党が他の小政党を

ていたのであり、民主党は反対討論において、「修正

吸収して大規模化するにつれ、焦点は野党第一党であ

協議が不調に終わった今、問題点を内包する法案に対

る民主党の賛否に集約されてきている。各党の賛否を

し、事実上原案のままで賛成することは、将来、政権

個別にダミー変数化することも可能だが、規模的・政

を担うべき責任政党としてあるべき態度ではないとの

策的に与党から大きく隔たった小政党の動きが与野党

結論に達し」たために反対したと述べている 。それ

交渉の主軸とは考え難いのに加え、本稿の対象期間に
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より以前の第 159 回国会には、いわゆる国民保護法が

おいて存在し続け、かつ一度も与党にならなかったの

提出され、委員会審査回数は衆議院で 17 回、参議院

は共産党だけであること、及び図 5 に示した短期的変

で 9 回に及んだが、最終的に与野党で修正協議がまと

動を制御するのは困難であることから、長期的変化を

まり、民主党も賛成している。賛成討論の中で、民主

一括して分析するには適さない。従って、本稿では特

党は「我が国の緊急事態に際して、我が国が適切かつ

定政党間の競争ではなく、質的に大きく異なる時期を

効果的に対処することができるよう、今後も必要な法

一括して分析するため、与党勢力と野党勢力という構

制、体制の整備などに全力で取り組んでいくことを約

図を前提し、従属変数は野党第一党の賛否（賛成＝ 1、

束」すると宣言している 。野党第一党にとり、安全

反対＝ 0）とし、野党第一党の国会対策が閣法賛否に

保障政策は、もはやイデオロギーに制約された硬直的

どのように帰結しているかを検証する。
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分野ではなくなり、広い政策位置の下で臨機応変に対
応する分野へ変化したと言える。党綱領の強い制約を
受け、審査回数を重ねるだけで反対姿勢を変えなかっ
た社会党とは異なり、新進党や民主党は、賛成方針の

2. 説明変数と操作仮説
基本仮説の操作で焦点になるのは、前節で検討した、

防衛関係 2 法については迅速な通過に同意しているこ

初めから賛否を明らかにして「わかりやすい」国会対

とが判る。

策を目指すとした民主党の国会対策方針がどのように

以上より、今日の野党第一党の機能が根本的に変化

具体化しているかということである。あくまで与党と

し、国会運営の変化に影響している一端を確認できた。

の相違を出す以上、民主党が何の抵抗もなく委員会審

もちろん、安全保障政策であるため、冷戦の終結とい

査の短縮に同意しているとは考え難いし、なぜ委員会

う外生的要因が間接的に作用した側面もあろう。しか

付託が遅れるのかという問題が残る。そうした矛盾し
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かねない要請をどのように解決しているのかというこ

示していたが、55 年体制期におけるつるしはせいぜ

とである。

い数日であり、通過日数のほとんどは審査日数であっ

前述した通り、先行研究は 55 年体制下の野党反対

た。

法案について、委員会審査の不均一性や政党配置の固

図 6 は、本会議で趣旨説明が聴取された割合を示し

定性を指摘してきた。これに対し、本稿の基本仮説が

ている。やはり、1996 年には前年の 3 倍近くの法案に

正しいとすれば、国会対策は法案に対する賛否によ

おいて趣旨説明が聴取されている。とりわけ 2001 年

って二極分化され、少なくとも連立政権期において

から 2007 年までは、55 年体制期よりも高い割合（40%

は 55 年体制期よりも審議の均一性が増していること、

前後）で安定している。従来、本会議で趣旨説明が聴

その時々の外生的要因によって国会対策は変化せず、

取される法案は、与野党対立の火種であった。55 年

定着していることが確認されるはずである。すなわ

体制期の割合が上下し、総与党化した政権不安定期の

ち、政権交代の担い手となるべき野党第一党の国会対

割合は低いことから判るように、対決法案の多寡が趣

策が、自民党との取引を狙った抵抗戦術から政権交代

旨説明の聴取率を直接左右したのであり、つるしは審

を見据えた論争戦術へ移行したことが確認されない限

議引き延ばしの一環にすぎなかった。しかし、連立政

り、前述した方針は形だけということになる 。

権期における割合の増加と安定は、単なる審議引き延
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最大の疑問は通過日数の伸長と、その内訳の変化で

ばしの結果と見るには無理がある。聴取率が、提出法

ある。理事会での全会一致の慣行や会期制による時間

案数に左右されずに安定していることは、それだけ多

的制約を重視した旧機能論は、当然ながら通過日数の

くの法案で趣旨説明が聴取されていると考えるべきだ

長短が法案の成否を左右すると主張したし、多数主義

ろう。

的国会運営を強調する新機能論であっても、委員長が

表 2 は、閣法を本会議趣旨説明の有無によって分け、

野党議員であったりする場合には付託の時機を調整す

それぞれの成立率と野党第一党の賛成率を時期ごとに

るとともに、審議が長引くほど野党の態度は反対に収

示している。55 年体制期においては、趣旨説明を聴

斂すると主張した。つまり、野党の反対する法案の通

取された閣法の成立率が 4% 前後低いのに加え、野党

過日数が一律に長いわけではないが、少なくとも通過

第一党の賛成率も格段に低く、対決法案における趣旨

日数の長い法案は野党の反対が確実な法案ということ

説明が多かったことを表している。それに対し、連立

である。議運でのつるしは、本会議での趣旨説明を聴

政権期においては成立率に大きな差がなく、野党第一

取する法案で起こるのが原則であるものの、実際には

党の賛成率も 50% 以上である。従って、連立政権期

委員会付託の調整を通じた与野党の交渉手段として用

におけるつるしの増加は、直接的には本会議での趣旨

いられてきた。従って、55 年体制期に限れば、長く

説明が増えたためであるとともに、その文脈には与野

つるされるほど与野党対立の激しい法案であることを

党交渉の場が付託委員会から議運へ移ったことがある

図6

本会議趣旨説明の聴取率

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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と考えられる。つまり、本会議は委員会よりも露出度

表2

が高く、与党との相違を明確化するには最適であるこ

 会議趣旨説明の有無に応じた成立率と野党第一党の
本
賛成率

とから、秘密裏の交渉・妥協という 55 年体制期の国

成立率

会対策を放棄した野党第一党の戦略変更の帰結とし
のは与党であるし、趣旨説明は時間的損失であるもの
の、重要な態度表明ないし与野党交渉の材料と考えれ
ば、与党にとってマイナスの行動ではない。もちろん、
背景には野党第一党の大規模化と影響力の増大がある
だろう。

本会議趣旨説明

て、矛盾がないということである。趣旨説明を認める

あり
なし

と標準偏差を示したものである 61。さほど明瞭ではな
いが、連立政権期の標準偏差は大きく、法案ごとに審
査回数が大きく異なっているようである。つまり、55
年体制期のような漫然とした対立ではなく、基本仮説

55 年体制期（1974-89 年）
90.2%
16.5%
94.1%
81.1%
政権不安定期（1990-5 年）

あり
なし

では、委員会審査の機能はどのように変化したのだ
ろうか。図 9 は、衆議院での委員会審査回数の平均値

野党第一党の賛成率

95.2%
99.7%

83.1%
98.8%

連立政権期（1996-2007 年）
あり
なし

98.1%
99.5%

52.3%
90.4%

※予算国会に新規に提出された衆議院先議の閣法が対象。成
立率と賛成率は、ともに閣法を本会議趣旨説明の有無に応
じて分け、それぞれのグループごとに集計している。

通りの二極分化傾向が現れていると言える。この点に
ついて、審査日数を審査回数で割った間隔を示した図

に応じ、審査日数と審査回数の F 検定を行った結果で

10 を見ると、さらに明瞭な傾向がある。平均値が徐々

ある。日数・回数とも全ての時期で 5% 水準の有意性

に下がっているだけでなく、連立政権期になると標準

を持っており、日数・回数の多寡と賛否の関係は明瞭

偏差も大きく収束している。つまり、図 9 と図 10 か

である。政権不安定期においては、賛否との関係が薄

ら読み取れることは、審査日数の短縮が委員会審査の

いという結果が出ており、やはり特異性が現れている。

軽視によるのではなく、短い日数の中で平均的回数の

それに対し、55 年体制期と連立政権期における関係

審査が淡々と進められ、委員会における審議引き延ば

は明瞭であり、とりわけ後者の F 値の高さは、法案ご

しといった抵抗が廃れているということである。そし

との二極分化の傾向を裏付けている。従って、野党第

て、審査回数の多い法案であっても、55 年体制期と

一党の戦略変更と国会運営の変化には関係のあること

違って審査は極めて速い。表 3 は、野党第一党の賛否

が、最終的に確認される。

図9

衆議院審査回数の平均値と標準偏差

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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表3

野党第一党の賛否による F 検定

審査日数

55 年体制期（1974-89 年）
政権不安定期（1990-5 年）
連立政権期（1996-2007 年）

F値
16.611
4.502
46.220

有意確率

0.000
0.034
0.000

審査回数

F値
121.145
6.024
178.727

有意確率

0.000
0.015
0.000

以上をまとめて操作仮説を提示しよう。まず、野党

が導かれなければならない。まず、野党第一党がつる

第一党は、国会対策を抵抗から論争へシフトさせてい

しに意味を見出さなくなったならば、つるしが長引く

るはずである。そうすると、通過日数が伸びていると

ほど反対に収斂するという効果が 55 年体制期より強

しても、それだけ審査が重ねられていなければならな

まるはずはない。次に、与党も本会議趣旨説明を積極

い。すなわち、⒜審査回数が多いほど反対に収斂する、

的に活用するようになったならば、本会議趣旨説明が

という関係は最低限成り立たなければならない。これ

聴取される法案ほど野党は反対するという効果も 55

が実証されれば、通過日数の伸長は抵抗によるもので

年体制期より強まるはずはない。従って、⒞連立政権

はないとともに、委員会審査が軽視されるようになっ

期において、つるしが長引くほど、ないし本会議趣旨

たわけではないことも明らかとなる。さらに、この仮

説明が聴取されるほど賛成率が下がるという傾向は

説⒜は、時期を問わずに一貫して支持されるはずであ

55 年体制期より弱い、という関係が成り立たなけれ

るが、1996 年以降において、より強く支持されなけ

ばならない。

ればならない。すなわち、野党第一党の戦略変更が国

最後に審査日数についてだが、図 9 と表 3 から判る

会運営の変化の最も重要な説明変数であるならば、⒝

通り、この効果は一律に予測できるものではなく、制

審査回数が賛成率と反比例する傾向は 1996 年以降強

御変数として用いる。まず、本稿で用いるのは野党第

まる、という関係が成り立たなければならない。

一党の賛否であるため、他の野党の賛否も考慮した先

そこで問題となるのが、通過日数をかさ上げしてい

行研究とは同列に比較できないからである。さらに、

るつるし日数の解釈である。既に、多くの法案におい

先行研究の多くは、野党の賛成が確実な法案に時間を

て本会議趣旨説明が聴取されるようになった可能性を

費やす必要はないという前提を共有していたが、審査

示唆した。この場合、本稿にとっては次の二つの帰結

日数の大幅な短縮、及びつるし機能の根本的変化を考

図 10

衆議院審査間隔（審査日数／審査回数）の平均値と標準偏差

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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慮すると、もはやその前提の妥当性も危うくなるから

があると見るのは困難である。そもそも、社会経済情

である。確実に言えることは、⒟連立政権期において、

勢が政治体制全体の変化を誘発し、国会運営にも波及

審査日数が伸びるほど野党第一党は反対するという関

したと考えれば、基本仮説の妥当性は何ら損なわれな

係は成り立たないか、少なくとも 55 年体制期より強

い。たとえば、Pempel（1998）は、1995 年以降の数

まるはずはない、ということである。

年間に起きた国際経済システムの変化や日本国内での
金融危機等の外生的要因が日本の政治経済関係の変革

3. 対抗仮説について

を余儀なくさせるとともに、小選挙区制下の初めての
総選挙が 1996 年に行われて政党配置が刷新されるな

本稿の基本仮説に対しては、国会運営の変容はその

どの政治的変化も重なり、日本の「体制移行（regime

時々の外生的要因に左右された一時的現象であり、行

shift）」を促したと言う（ch.5, 6）。つまり、偶然では

動様式として定着したかどうかは疑わしいという見方

あるが、旧野党が諸変化に対応できずに衰退する一方、

があり得る。国会運営の変化が一連の政治改革や野党

新野党が諸変化に対応して支持を拡大し、新たな戦略

第一党の戦略変更と無関係だとする場合、社会経済情

の結果として国会運営も変化したとすれば、たとえ社

勢といった外生的要因が立法需要を生み、その時々の

会経済情勢が要因の一つであるにせよ、政治的変化は

立法過程を一時的に変動させてきたという対抗仮説が

一時的にすぎないという反論は当たらないと考える。

導かれる。そして、この対抗仮説は 55 年体制期でも

とは言え、因果関係が全くないと断じることも当然

あり得る。確かに、図 7 から判る通り、提出数は社会

できない。喫緊を要する法案である場合、野党は世論

経済情勢と関連している。鈴木善幸・中曽根康弘両政

の動向に関心を払わざるを得ず、強硬な反対や抵抗を

権の行政改革が焦点だった 1980 年から 1987 年まで、

示し難くなるかもしれない。また、提出数が増加すれ

湾岸戦争やバブル景気後退等が重なった 1991 年、大

ば負担は重くなり、与党は成立を急ぐ一方、委員会の

震災やテロ事件が重なった 1995 年、金融不況対策及

処理能力には限界がある。こうした予測は、図 1 の諸

び行政改革関連法案が提出された 1999 年、対米軍事

指標と何ら矛盾しない。従って、一連のルール変更に

協力及び道路公団民営化関連法案が提出された 2004

よる与野党双方の行動様式の変化という基本仮説の頑

年等は、前年より提出数が増加している。

健性を高めるため、対抗仮説も考慮する必要がある。

立法需要の増加は 1996 年以前にも見られるのであ
り、1996 年以降の立法過程の変容と直接的因果関係

図7
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新規閣法提出数

想定される説明変数は膨大であるため、最も無難な方
法として、各立法年を示すダミー変数を用いる。

表4

ロジスティック回帰分析の結果

55 年体制期（1974-89 年）
係数
つるし日数
本会議趣旨説明あり
審査日数
審査回数

1974 年
1975 年
1976 年
1977 年
1978 年
1979 年
1980 年
1981 年
1982 年
1983 年
1984 年
1986 年
1987 年
1988 年
1989 年
（定数）

-2 対数尤度
Cox&Snell R2
Nagelkerke R2
観察数

-0.021
（0.006）
-2.548
（0.306）
0.011
（0.004）
-0.187
（0.059）
1.243
（0.414）
1.183
（0.506）
1.559
（0.496）
2.281
（0.501）
1.573
（0.446）
2.190
（0.588）
1.468
（0.454）
1.314
（0.426）
0.170
（0.369）
1.381
（0.484）
0.437
（0.408）
1.370
（0.450）
1.145
（0.471）
2.044
（0.506）
1.024
（0.497）
0.580
（0.346）

連立政権期（1996-2007 年）
オッズ比

係数

***

0.979

つるし日数

***

0.078

本会議趣旨説明あり

*

1.011

審査日数

**

0.829

審査回数

**

3.465

1996 年

*

3.264

1997 年

*

4.756

1998 年

***

9.791

1999 年

***

4.822

2000 年

***

8.932

2001 年

**

4.338

2002 年

**

3.722

2004 年

1.186

2005 年

1.549

2006 年

1.549

2007 年

**

**

3.934

*

3.143

***

7.721

*

2.785
1.787

828.735
0.275
0.397
962

（定数）

-2 対数尤度
Cox&Snell R2
Nagelkerke R2
観察数

0.027
（0.005）
-1.136
（0.189）
0.005
（0.009）
-0.201
（0.041）
1.314
（0.471）
1.509
（0.454）
1.023
（0.415）
0.563
（0.384）
1.339
（0.438）
1.236
（0.444）
1.055
（0.411）
0.584
（0.365）
0.797
（0.436）
0.033
（0.390）
0.223
（0.377）

オッズ比

***

1.027

***

0.321
1.005

***

0.818

*

3.720

**

4.521
2.781
1.757

**

3.816

*

3.443
2.872
1.794
2.219
1.033
1.249

0.846
（0.360）

2.331
781.706
0.228
0.338
906

***：p<0.001、**：p<0.01、*：p<0.05。括弧内は標準誤差。
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Ⅵ . 分析

たことは確認済みであり、野党第一党の交渉力は大き
くなりこそすれ、決して小さくなりはしない。つまり、
議運の機能に根本的変化を促した野党があるとすれ

野党第一党の賛否を従属変数としたロジスティック

ば、それは野党第一党しか考えられない。さらに、議

回帰分析の結果は、表 4 の通りである。立法年のダミ

運を統制するのが与党だとしても、野党の賛成が見込

ー変数については、各時期とも定数と -2 対数尤度が

まれる法案を長くつるす積極的な動機は与党にない。

最も低くなる年を除いて参照基準とした。なお、政権

そもそも、議運が依然として抵抗の場だとすれば、趣

不安定期の特異性は前述した通りだが、分析結果も

旨説明聴取の効果減少と反比例して、つるし日数の説

本会議趣旨説明の効果が 0.1% 水準で有意だった以外、

明力が負の方向へ増加しなければならないのである。

立法年ダミーを含む全ての変数が 10% 水準の有意性

従って、野党第一党が議運を抵抗の場と見なさなくな

も持たないというものだったので、表の煩雑化を避け

ったことは確実であり、与党の意図はどうあれ、野党

るために除いた。

第一党が国会運営の変化を主導・定着させたことは間

まず、審査回数の効果、すなわち仮説⒜と⒝を検証
しよう。委員会審査が重ねられる法案ほど野党第一党

違いないと言えよう。
この推論は、制御変数とした審査日数の効果によっ

は反対しやすいという因果関係は、55 年体制期と連

ても補強される。55 年体制期においては、つるし日

立政権期の双方で成り立つものである。従って、仮説

数の符号とは逆であるものの、少なくとも審査回数と

⒜は問題なく支持される。ただし、効果は連立政権期

審査日数に正の相関は認められず、単なる審議引き延

の方が強い。やはり、抵抗（審議引き延ばし）から論

ばしが多用されていたことを裏付ける 63。それに対し、

争（審議の積み重ね）へという野党第一党の戦略変更

連立政権期になると、審査日数の効果は失われ、前述

が、確実に国会運営の変化を促していることが窺われ

した通り審査回数の効果が強まるのである。従って、

る。よって、仮説⒝も支持される。

仮説⒟も支持された。

次に、つるし日数と本会議趣旨説明聴取の効果、す

最後に、立法年ダミーの効果について確認しておこ

なわち仮説⒞を検証しよう。55 年体制期においては、

う。有意性が高い年は必ずしも立法需要の多い年と重

趣旨説明が聴取される法案、ないし議運で長くつるさ

ならず、その意味で、外生的要因はもっと間接的に作

れる法案ほど野党第一党は反対しやすいという効果が

用しているようである。一つだけ明瞭な傾向を挙げれ

認められ、先行研究の結果と一致する。趣旨説明が聴

ば、2004 年以降、野党第一党の態度は外生的要因の

取される法案は数少ない重要法案であり、社会党はほ

影響を受け難くなっている。これは、民主党が自由党

ぼ確実に反対していたし（表 2 参照）、議運でつるさ

と合併して以降の時期と重なり、大規模化によって自

れるほど野党第一党の反対確率は上がる。つまり、趣

民党の政策位置に一層近付いたことと関係するのかも

旨説明が聴取される法案は稀であり、議運は野党（第

しれない。抵抗から論争へという野党第一党の戦略変

一党）の抵抗の場にすぎなかったわけである。しかし、

更を強調する本稿にとっては、むしろ歓迎すべき結論

連立政権期になると、やはり議運の機能に根本的な変

が得られたことになる。

化が生じたようである。前述した通り、連立政権期に
なると趣旨説明が稀ではなくなる。ひとまず、仮説⒞
は支持されるが、一方で、つるし日数の効果は負から
正へと逆転し、しかも効果が強まった。

Ⅶ . 結論と示唆

つるし日数の符号が逆転したことについては、本稿

本稿は、連立政権期における国会運営の変化が、大

の理論モデルに基づけば、議運が抵抗の場ではなくな

規模化した野党第一党の戦略変更に多く起因するもの

り、むしろ与野党の事前協議の場として活用されるよ

であることを明らかにしてきた。一連の政治改革を主

うになったと推論すべきであろう。審査回数の効果も

導し、その効果を初めて利用したのは野党（第一党）

踏まえて言い換えれば、委員会での態度表明を重視す

であり、与党は追随的に行動様式を変化させてきた。

るようになった野党第一党は、賛成し難い法案ほど早

本稿の結論は、国会運営を主導するのは与党であると

い付託を望むようになり、賛成する方針の法案と完全

いう主張と何ら矛盾しない。すなわち、野党第一党が

に分離した国会対応をするようになったということで

野党勢力の大部分を代表するほど大規模化し、しかも

ある 62。この推論に対しては、本稿が野党第一党の賛

その国会対策が明確化することは、少なくとも 55 年

否のみを扱っている、または議運を統制しているのは

体制期に比べれば国会運営のコストが低いことを意味

与党であるという批判があり得る。しかし、連立政権

し、与党にとっては国会対策を講じる際の情報が増え

期の野党第一党が大規模化し、中道政党がほぼ消滅し

たのである。二大政党制は与野党間競争を政権獲得競
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争に還元させるため、経済情勢や世論等を踏まえた選

会（ウェストミンスター・モデル）であるが、本稿の

挙情勢の見通しを立てやすく、与党の解散時期の選択

分析から明確になったのは、55 年体制期の国会は部

が容易になると言われる（Smith 2004）。日本でもそ

分的な変換機能を営んでおり、態度表明重視という意

うした環境が整いつつあると言えよう。政治改革の効

味でのアリーナ議会ではなかったということである。

果は確実に日本の政治体制を変容させており、もはや

そもそも、国会が厳格な多数主義によって運営される

55 年体制期と連立政権期を同列に論じることはでき

アリーナ議会であったのならば、英国流の党首討論の

なくなった。こうした主張は、選挙研究や行政研究に

導入や内閣機能の強化といった改革を唱える必要はな

おいてほぼ通説化しており、本稿は議会研究の立場か

い。つまり、英国議会と比較した場合の日本の国会の

らそれに賛同するものである。

異質性は、中選挙区制という世界的に特異な選挙制度

そうした主張には、懐疑的な反論も存在する。本稿

の帰結だったのである。

と同じく野党に注目しつつも、懐疑的主張を行った代

中選挙区制は、野党にとって議席の急激な増減がな

表的研究として Scheiner（2006）が挙げられる。彼は

いというメリットがあり、大規模化する動機を弱め、

野党の「失敗」を強調し、その原因を地方における恩

ある野党は自民党と取引を行い、ある野党は物理的に

顧主義的投票行動の残存と財政的中央集権制に求め、

抵抗するなど、様々な抵抗形態を生み出す余地を与え

それゆえ小選挙区制の導入は野党の失敗をむしろ悪化

ていた。加えて、中選挙区制は自民党を派閥の連合体

させたと主張する（135-40）。彼の結論は数多くの推

とし、内閣の基盤すら脆弱化させる効果を持っていた。

論を行った上で導かれた複雑なものであるが、本稿の

つまり、Leiserson（1968）が主張したように、自民

立場からは二つの反論が可能である。第一に、彼は野

党自体が一種の連立政権だったとすれば、むしろ連立

党第一党（新進党・民主党）が得票・議席とも増やし

政権が常態化している大陸欧州諸国の議会に近かった

続けた事実を明示しているにもかかわらず、消極的な

と言える。連立政権諸国の議会は、法案審議を通じて

推論しか行っていない。彼は、中選挙区制の方が野党

連立政権内の不和を抑制し、確実な法案成立を期す機

に有利だったと強調するわけだが（56-9）、野党にと

能を果たしていることが指摘されている（Martin and

って不利なはずの小選挙区制下で、なぜ野党第一党は

Vanberg 2004, 2005; see also Hallerberg 2004）。 こ れ

得票・議席とも増やし続けることができたのだろうか。

は、自民党の一党優位体制だったにもかかわらず、国

第二に、彼は 55 年体制期と連立政権期を区別しない

会運営は容易でなかったという 55 年体制期の現実と

まま、野党勢力を「野党」という同じカテゴリーで括

合致するであろう。川人（2010）が指摘する通り、

っている。彼自身も公約分析や世論調査を引用しつつ

政治改革によって、日本の国会は初めて「世界標準の

明示している通り、かつての社会党と今日の民主党（も

モデル」による把握が可能になったのである。

ちろん新進党も）の政策位置は極めて異なり、それゆ

次に、多党制から二大政党制への変容が、日本の政

え支持も調達しやすいのである。そうした政治改革に

治体制全体に及ぼす影響の大きさがある。かつての社

よる根本的な変化を無視したまま、等しく野党の失敗

会党は、安定した議席を得られる中選挙区制の下で、

と断じることは不公平である。つまり、遅速の別はあ

硬直化した対外政策を長年にわたって維持した。しか

るとしても、政治改革の効果は野党第一党の伸張とい

し、選挙制度改革により、そうした階級政党の生き残

う形で確実に現れたのであり、2009 年衆院選による

りは困難になった。新進党や民主党は、そうした新し

政権交代も突発的に生じた現象ではない。

い政党制を的確に予測して行動したと言える。多党化

最後に、示唆と課題に触れておきたい。まず、政治

傾向を生む比例代表型議院内閣制の方が小選挙区型議

家を最も強く制約する制度は選挙制度であり、立法過

院内閣制よりも安定的な政策形成が可能になるという

程で展開される政党・議員の行動は例外なく選挙を意
識した帰結であるという視点から、日本の国会を捉え

Lijphart（1999）の主張がある一方で、McDonald and
Budge（2005）は、確かに有権者と政権の中位選好の

直す必要性である。本論で触れた新機能論（特に多数

ずれは小選挙区制における方が大きいものの、統計的

主義論）は、自民党が優位だったはずの 55 年体制期

有意性は決して高くないだけでなく、そうしたずれを

における国会運営が連立政権期より困難だったことを

補整する能力は小選挙区制下の政権の方が大きいと言

説明できない。一方で、旧機能論は、55 年体制期に

う（130-5）。その分析結果に対する彼らの推論は、政

限れば的を射ていたものの、連立政権期においても妥

党数が減って幅広い選好を反映せざるを得なくなるほ

当するほどの普遍性は有していなかった。両者の欠点

ど政党の適応能力は高まるというものであり、比例代

は選挙制度の制約を無視したことに起因し、裏を返せ

表制下では政党数を通じて、小選挙区制下では時間を

ば、選挙制度の制約をモデル化することで、両者は矛

通じて政策が平均化されると表現する（120; see also

盾なく統一できる。議院内閣制議会の理念型は英国議

Powell 2000: 127-32）。民主党は、多党制であるにも
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かかわらず西欧諸国のような連立政権が根付かなかっ
た日本において、自民党政権に代わる第二党の行動様
式を合理的に選択したと言えるだろう。
それは同時に、対外政策といったイデオロギー色の
強い分野については政策位置を曖昧にすることも意味
する。伊藤（2008）は、「外交・安全保障や憲法問題
など、国の方向性を決めるような（中略）基本政策に
ついて、民主党は今もはっきりとした結論を出してい
ない。様々な思想、政治的スタンスを持った者の『寄
り合い所帯』ゆえに、党内で（中略）大きな隔たりが
あり、議論を進め、結論を出そうとすれば、党の亀裂
を深める危険性があるため、避け続けているから」だ
と指摘する（136）。つまり、今日の民主党はダウンズ・
モデルの予測通りの第二党となるため、イデオロギー
的政策については一本化を先送りしたのである。最近、
民主党執行部が綱領の策定を模索しているものの、伊
藤が指摘したような対立を恐れて進んでいないと報じ
られている 64。昨今の TPP（環太平洋連携協定）をめ
ぐる混乱にも見られるように、民主党は、自由貿易と

University of Michigan Press.
Adler, E. Scott（2002）Why Congressional Reforms Fail: Reelection
and the House Committee System, Chicago: University of
Chicago Press.
浅野一郎・河野久（編）
（2003）
『新・国会事典 用語による国会法解
説』有斐閣
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Patterns of Parliamentary Behavior: Passage of Legislation

方参政権の関係といった解決困難な矛盾を内包してい

Across Western Europe, Aldershot: Ashgate, pp.11-33.

る。
最後に、議院内閣制と二院制の関係についてである。
本論では、1989-93 年と 2008 年以降の衆参ねじれが
質的に大きく異なることを指摘した。前者では野党が
与党との取引に応じたのに対し、後者ではそれを拒否
し、与党が再議決を多用したのである。それは、野党
第一党の戦略変更を反映した結果であると同時に、二

原彬久（2000）
『戦後史のなかの日本社会党 その理想主義とは何で
あったか』中央公論新社
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院制は一連の政治改革を経ても克服できない、いわば
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外生的制度であることを示唆している。図 3 で確認し
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「国会審議活性化法制定とその内容」
『議会政治研

た通り、参議院で過半数議席を獲得することは衆議院
以上に難しく、二院制は連立政権の常態化をもたらす
と同時に、野党に抵抗の場を与えることにもなった。
一昨年まで衆参ねじれを活用して自公連立政権を追い
詰めた民主党も、今日では逆に衆参ねじれに苦しんで
いる。
以上より、今後の課題は、中選挙区制時代の国会運
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営や野党の戦略の再検証、あるいは今日の野党第一党

岩井奉信（1988）
『立法過程』東京大学出版会

である自民党の行動様式等、多岐にわたる。本稿では

蒲島郁夫（2004）
『戦後政治の軌跡 自民党システムの形成と変容』

簡明な分析のために除外した時期・現象も多く、むし
ろ本稿の理論モデルの妥当性を検証するためには、そ
うした点も研究していく必要がある。
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参議院での否決を受けた再議決であるが、これは戦後初である。
註

14 これは、議院内閣制と二院制の関係に関わる重要な論点だが、
1 1998 年 5 月に社民党が、翌月には新党さきがけが閣外協力を解
消したため、小渕恵三政権下の翌年 1 月に自由党と連立するま
で、自民党政権は形式的な単独（少数与党）政権であった。
、社会経
2 最近の体系的研究として村松（2010）や斉藤（2010）
済情勢の変化も踏まえた Rosenbluth and Thies（2010）等がある。

3 予算国会の区分は、衆院選直後のため、本予算が審議されなが

本稿の理論モデルの射程外であるため、結論で示唆として触れ
たい。

15 その他、与野党伯仲を機とした協調的国会運営の定着を主張し
た Krauss（1984）もしばしば引用される。また、谷（1995）は
旧機能論に属する最後の体系的研究であろう。旧機能論の体系
化・概観として岩井（1988）
、伊藤（1990）参照。

らも名目上は常会ではなく特別会となった国会があるために必

、国会論モデルの整理
16 新機能論世代の概観として待鳥（2001）

要な操作であり、増山（2003）や Mochizuki（1982）も用いて

として福元（2007: 23-5）
、伊藤（2006b）参照。また、著名な

いる。本稿の対象期間では、第 63 回（1970 年）
、第 71 回（1973

論争として福元（2004）
、増山（2004）参照。

年）
、第 101 回（1984 年）
、第 118 回（1990 年）の各国会が該当

17 たとえば飯尾（2004, 2007: 第 3 章）は、戦後日本の統治システ

する。継続法案については、福元（2000）が「日程値」という

ムを規定した「官僚内閣制」と「与党」の二元体制は、イギリ

操作を行って分析に含めることを試みているものの、
増山（2003）

スと違って国会運営への政府の介入を難しくし、国対政治の発

や川人（2005）は妥当でないとしている。先議院については、

達を生んだとする（川人 2010 も参照）
。また、
川人（2005: 第 4 章）

非対決法案に限って参議院先議とされる傾向が指摘されており

は、戦後国会政治を規定してきた制度として議院内閣制のみで

（谷 1995: 220-1）
、やはり体系的分析には適さない。

4 立法年の正確な割り当てについては、増山（2003: 参考資料）
を参照されたい。

5 新進党が議席を持ったのは、厳密には第 132 回国会（1995 年）

なく国会中心主義も考慮し、政府立法とは対照的に議員立法で
は超党派の合意が得られやすい実態を示している。

18 これは障害物競走モデルとして概念化されている。岩井（1988:
207-12）参照。

からである。ここでは、第 130 回国会における改新、第 131 回

19 待鳥（2005）は小泉長期政権の基盤こそ一連の政治改革だとす

国会における改革を新進党と同一と見なす。同じく、現在の民

る。2005 年総選挙の結果が執行部の統制をさらに強化した経

主党が議席を持ったのも厳密には第 143 回国会（1998 年）から

緯を実証した研究として上川（2007, 2010）
、いわゆる執政中枢

であるが、第 142 回国会における民主友愛太陽国民連合を民主

（core executive）論に基づき、首相・自民党議員と官僚の接触

党と同一と見なしている。

6 通過日数に関して、有意水準を 0.1% に設定した最小有意差検
定を行った結果、1973 年と 1974 年の差が有意かつ最大であっ

構造の変容を明らかにした研究として曽我（2008）参照。

20 国会審議活性化法の趣旨や細部に関する説明として伊藤（1999）
参照。

た（差は 55.34）
。1973 年の第 71 回国会が、田中角栄首相の通

21『衆議院議院運営委員会議録』1999 年 7 月 13 日。旧制度の恩恵

年国会論を反映して 280 日間という異例の会期になったことを

に浴している議員の抵抗で議会改革が進まない実態を分析した

反映している。

7 1966 年までについては、たとえば同じく中央値を用いた増山
（2003: 図 5-1）を参照されたい。なお、つるし日数の中央値は
一貫して 0 である。

8 これは、審査日数がつるし日数より相対的に長いというだけの
意味であり、本論で述べる通り、議運も与野党攻防の場であっ
たことは当然である。

9 主に野党から本会議での趣旨説明を求められた議案は、趣旨説
明が行われるまで、ないし要求が取り下げられるまで「宙吊り」
の状態に置かれるため「つるし」と称されるが、ここでは福元
（2000）や川人（2005）と同様、趣旨説明の有無に関係なく提
出から付託までの日数としている。

10 ここで言う修正には、施行期日を延期する形式修正も含まれる。
形式修正と実質修正については福元（2000: 44-5）参照。

研究として、Adler（2002）がある。

22 川人（2010）は、国会中心主義的制度配置が、少数党への配慮
を促していたことを指摘する。

23 その他に、委員会、調査会、事務局、法制局ごとの組織・事務
を定める各種規程等があるが、立法手続に関わるものではない。
、衆参両院の規則
24 国会法改正の趣旨は『国会制定法審議要録』
改正の趣旨は会議録で確認した。

25 既存の先例に該当する事例が追加的に例示された場合を除く。
26 たとえば竹中（2006）は、この立場を強調して「2001 年体制」
と呼ぶ。

27 そもそも、選挙制度改革に積極的だったのは小沢一郎が率い
た新生党のみであり、日本新党や新党さきがけといった小政
党、あるいは自民党に留まった改革派議員らは、小選挙区制は
大政党やベテランに有利だとして反対していただけでなく、小

11 その要因として、Powell（2000）は中選挙区制時代の自民党の

選挙区制はアメリカ式の利益誘導政治を助長するだけだとい

分権性に注目しており、本稿の理論モデルにとっても極めて重

う、今日の通説とは正反対の事態を想定して批判していた（大

要な論点であるので、結論で触れる。

12 政権不安定期における効率性の高まりについては、増山（2003:
第 9 章）が体系的に分析している。また、成立率については、

嶽 1997）
。こうした 1994 年までの状況は、自民党の追随的変化
という構図、及び新旧の野党第一党の交代とも整合的である。

28 加えて、1996 年の総選挙における公約分析を通じ、結党直後の

川人（2005）も「強いていえば、1990 年代以降の連立政権期に

民主党が全国的な改革指向を最も明確に打ち出す一方、自民党

おいて成立率が一層高くなってきている」と指摘する（117）
。

は依然として個別利益から脱却できなかったとした品田（2002）

13 1956 年以来の憲法第 59 条第 2 項（衆参両院の議決不一致）に

の研究結果とも整合的である。

よる再議決（12 件）
、及び 1952 年以来の同第 4 項（みなし否決）

29 政党の賛否は衆議院本会議での採決結果に基づいており、無所

による再議決（5 件）が行われた。なお、前者のうち 11 件は、

属議員の賛否は考慮しない。また、欠席・退場・棄権した政党
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は反対したものと見なす。従って、
採決に加わらなかった議員
（政
党）以外の全議員が賛成した場合、その法案は全会一致で可決
されたと見なされてしまうが、本稿では採決に加わらなかった
場合を反対と同一とみなし、全会一致とはしていない。その他
の図表も同様である。

30 ここでは、中道政党のうち一党でも反対すれば賛成には含めて
いない。図表の煩雑化を防ぐのが主目的であるが、55 年体制期
と連立政権期の政党配置を対比しやすくするためでもある。ま
た、ここでは与党や野党第一党、共産党以外の政党を便宜的に
「中道」と括っているだけであり、政党の政策位置が厳密に中道
であることを意味しない。

31 翌々年の省庁再編に備えた法案が多数提出された 1999 年だけ

47『朝日新聞』1996 年 1 月 9 日付、10 日付、2 月 10 日付、3 月 9 日付。
また、竹中（2006: 82-8）参照。
（1997 年 4 月 23 日、第 3 回定期全
48 新進党「1997 年度運動方針」
国大会）
。
『朝日新聞』1997 年 2 月 18 日付。

49『朝日新聞』2000 年 10 月 6 日付。
（与党でも野
50『朝日新聞』1997 年 3 月 22 日付。いわゆる「ゆ党」
党でもないという意味）と揶揄された。
（1997 年 3 月 22 日、1997 年
51 民主党「1997 年度重点活動計画」
度定期大会）
。

52 以上の経緯について、関係者の証言も踏まえてまとめたものと
して塩田（2008）参照。

53『朝日新聞』1997 年 1 月 19 日付、同 20 日付、1998 年 1 月 11 日付。

は例外である。この時、社民党と新党さきがけは既に野党だっ

54『朝日新聞』1999 年 2 月 6 日付。

たものの、行政改革は両党が与党だった時代に決定されたため

55『朝日新聞』1999 年 11 月 12 日付。

反対できなかった。逆に民主党は全ての関連法案に反対したた

56 正式な綱領は、1955 年に左派社会党と右派社会党が合同して採

め、両者の賛成率が大きく逆転した。

32 その背景には、旧社会党の支持勢力が民主党支持に回り、社民
党の支持基盤が大きく削がれた事情もある（see Hyde 2009）
。

33 この 仮 説を理 論 的に実 証した数 少ない 体 系的 研 究として、
、新川（1999）
、森（2001）を参照。
Kohno（2001）
、同 23、24 日付（シン
34『朝日新聞』1990 年 6 月 14 日付（社説）
ポジウム）
、同 11 月 29 日付（社説）
、1993 年 5 月 1 日付（社説）
。
「政治改革大綱」
は 1989 年 5 月 19 日、
35 自民党政治改革委員会による
国会改革案は翌年 6 月 6 日に公表された。また、社会党は 1990
年 1 月 4 日、民社・公明・共産の各党も同年 6 月 28 日に国会改
革案を公表している。政治改革の過程を分析的に叙述したもの
として大嶽（1997）参照。
『読売新聞』
36『朝日新聞』1990 年 3 月 30 日付、同 4 月 12 日付、

1992 年 7 月 28 日、同 8 月 2 日付。

択された「日本社会党綱領」
（統一社会党綱領）だが、1959 年
に再び分裂（民社党結党）したため、
事実上の拘束力は弱まった。

57 社会党の対外政策が定まるまでの事情と、その後の現実化路線
への転換が困難だった背景については原（2000）参照。社会党
も自民党と同様の派閥抗争に悩まされていた実態が示されてい
る。

58『衆議院安全保障委員会議録』2005 年 6 月 14 日。
59『衆議院安全保障委員会議録』2004 年 5 月 20 日。
60 実際には、野党議員が国会に求める役割に変化が見られること
を、建林（2006）が既に指摘している。

61 参議院の法案審議は、残された会期日数や夏の参院選の有無に
大きく制約され、傾向も一定しているので除く（図 1 参照）
。審
査回数の中には、公聴会や連合審査会、小委員会の回数も別個
に算入している。また、法案によっては、冒頭の趣旨説明と質

社会党内のそうした「守
37『読売新聞』1992 年 12 月 17 日付。また、

疑開始が切り離される例も多く、福元（2000）は趣旨説明のみ

旧派」は、後に細川政権が提出した政治改革関連法案を参議院

行われた日を除外している。しかしながら、たとえば趣旨説明

で否決する行動に出ている。Kawato（2000）はその行動原理

から採決まで 1 日で終わってしまう法案もあり、そうした法案と

を解明している。

38『朝日新聞』1992 年 6 月 26 日付、同 10 月 17 日付。後述する通り、
新進党や民主党といった新しい野党第一党は、選挙制度改革を
受けて、国会審議活性化法制定以前に行動様式を変化させてい
るため、結果的に社会党の認識は誤っていたことになる。

39 それまで違憲だと主張していた自衛隊と日米安全保障条約を合
憲だとし、日の丸・君が代も容認する政策の大転換を行った。
（1994 年 9 月 3
40 社会党「当面する政局に臨むわが党の基本政策」
日、第 61 回臨時全国大会）
。
（1994 年 6 月 8 日、
第 39 回全国大会）
。
41 民社党「平成 6 年度運動方針」

42 改革推進協議会「責任ある政治を求めて 新党結成への理念」
（1994 年 9 月 5 日）
、新進党「重点政策」
（1994 年 12 月 10 日、結
党大会）
。
『読売新聞』1994 年 12 月 11 日付、
43『朝日新聞』
1995 年 7 月 24 日付。
また、竹中（2006: 30-43）参照。

違って趣旨説明だけ先に済ませることには独自の意味があると
考えられるので、ここでは趣旨説明のみ行われた日も 1 回として
算入している。

62 これは、なぜ野党（第一党）の賛成が見込まれる法案をわざわ
ざ長くつるすのかという問題を派生させる。本稿の射程を越え
る問題だが、可能性は次の二つではないだろうか。まず、委員
会の処理能力には限界があるため、単に順位が劣後した可能性
である。もう一つは、抵抗から論争へという野党の戦略変更が、
いわゆる「まくら（人質）
」としての法案を消滅させた可能性で
ある。

63 野党第一党に限れば、つるし日数と審査日数の符号が逆である
ことは、福元（2000）が示唆したような与野党取引の存在を裏
付ける。それに対して増山（2003）は、提出から時間が経つほ
ど野党の態度は反対に収斂すると主張したが、その効果の大部
分はつるし日数に負っていたことになる。言い換えれば、委員

44『朝日新聞』1990 年 6 月 3 日付、1992 年 12 月 19 日付。

会審査に限った場合、
「時間を要するものもあれば要さないもの

45 Kato and Kannon（2008）の分析によれば、総合的に新進党は

もある」のは、野党（第一党）賛成法案についても同様だった

自民党よりも右翼に位置付けられる。山本（2010: 第 7 章）は、
そうした政策純化路線が、民主党とは異なる運命を辿らせたと

いうことである。

64『産経新聞』2010 年 12 月 10 日付。

する。

46『朝日新聞』1995 年 6 月 18 日付。

日本の政党制の変容と
野党第一党の機能
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生殖補助医療と法的母子関係
―ドイツ法での議論を手掛かりにして―

木村

Ⅰ . はじめに
1. 生殖補助医療の発展と法的母子関係の「揺ら
ぎ」
第二次世界大戦以降、我が国でも実施されるように

隆人

れる法構造を有している 1, 2。
我が国でも、最高裁が 1962 年（昭和 37 年）4 月 27
日付判決 3 で、母と非嫡出子との関係を「母子関係は、
原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当
然に発生する」としたことは、ジェンダー法的な観点
から批判があるにせよ、法的な意味での母子関係の重
要性に由来しているとみることができる。

なった生殖補助医療は、不妊に悩むカップルに福音を

生殖補助医療による遺伝的母と分娩上の母の分離

もたらす一方で、民事法領域でいくつかの検討課題を

は、この原則を動揺せしめるに充分なインパクトがあ

もたらした。とりわけ、1979 年に英国のロバート・G・

り、当該技術の応用と深く結びついた代理母問題の法

エドワーズ教授とパトリック・ステプトー医師により

的・倫理的是非の問題と共に、生殖補助医療により懐

確立された体外受精技術（In vitro fertilisation, IVF）は、

胎・出生した子の法的母子関係を検討する必要を生み

不妊治療に多様な可能性をもたらすと共に、将来、家

だした。又、それと同時に、生殖補助医療による子の

族法領域の法構造に対して、深刻な緊張状態をもたら

法的母子関係と、自然な受胎・分娩過程により誕生し

す危険性を内包したものであった。なぜなら、体外受

た子の法的母子関係をどのようなに位置付けるかの問

精技術は、その受精過程の一部として、被施術者の卵

題も提起することになった。

子を体内から採取する技術と受精後に体内へ注入する

生殖補助医療の進展により発生したこのような新た

技術を前提とするが、その技術的応用は、受精卵を他

な状況では、母となることを望む者、遺伝的母、分娩

の女性へ移植することにより自然な受胎・出産過程で

上の母というアクターが、或るときは、同一人格とし

は生じえない、遺伝的な母と分娩上の母との分離状態

て重なり合い、又、或るときは、それぞれ別個の人格

をも作り出すことも可能としたからである。この事は、

として相対立する立場で行動する。

直ちに認識されることはなかったが、その延長線上に

このような生殖補助医療の進展と、それがもたらす

「母とは、何者なのか」との疑問を生じさせる潜在的

法的・社会的危機が明らかになった 1980 年代の後半

問題提起を内在するものであった。

以降、諸外国では、生殖補助技術への規制立法が制定

かつて、ローマ法には、『母は、常に確定している

される一方で、法的な意味での母を定義する立法がな

（Mater semper certa est）』という著名な法格言があっ

されるなど、生殖補助医療がもたらした課題に対処す

たように、自然な出産過程しか存在しない時代、胎児

る作業が開始された。

の遺伝的形質が由来する遺伝的母と、現世への導き手

我が国でも、諸外国の動向に対して若干の遅れがあ

たる分娩上の母が同一であることは、謂わば、不文の

ったものの、1998 年（平成 10 年）10 月、旧厚生省は、

原則であり、近代家族法も、この母子関係が明確であ

同省の厚生科学審議会先端医療技術評価部会内に「生

ることを基礎に法的母子関係が形成され、そこから法

殖補助医療技術に関する専門委員会（以下「専門委員

的な父子関係を含む、あらゆる親族関係が基礎づけら

会」という）」を設置し、各専門家による、生殖補助

104

医療に関する法的・倫理的問題についての総合的な視

訴されるなど、生殖補助医療の規制や制度設計の必要

点での検討が開始した。同専門員会は、慎重な検討を

性は増大し続けた。そこで、厚生労働大臣及び法務大

積み重ね、その検討結果を 2 年後の 2000 年（平成 12 年）

臣の連名での諮問を受けた日本学術会議は、緊急を要

12 月、『精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療

する 10 項目について提言を取り纏め、2007 年（平成

のあり方についての報告書 4（以下「専門委員会報告」

20 年）4 月、報告書（日本学術会議体外報告：『代理懐

という）』として公表した。

胎を中心とする生殖補助医療の課題−社会的合意に向

専門委員会報告では、代理懐胎（代理母・借り腹）

けて− 7』（以下「学術会議体外報告」という）を公表

の禁止や、精子・卵子提供による体外受精についての

し、それらの点に付いての立法を促した。しかるに、

容認等、我が国の生殖補助技術の利用に関して、一定

2010 年（平成 22 年）10 月現在、生殖補助技術を巡る

の方向性が示されていた。他方、生殖補助技術により

立法化は実現されるに至ってはいない。

懐胎・出産した子の法的母子関係に付いては、従来の

本稿で検討するドイツ法では、従来、我が国と同様

分娩者を法的な意味での母とする「分娩者＝母ルール」

に、出産という客観的に明白な事実に基づき、子を出

が適用されることを表明しており、初めて、当該問題

産した女性を母とする不文の原則が存在したこと、代

への方針が示された重要なものであった 。

理母の是非を含む、生殖医療の急速な発展が、そのよ

5

厚生労働省は、専門委員会報告公表後の 2001 年（平

うな不文の原則に対する疑念と再考の必要性を生じさ

成 13 年）6 月、同委員会報告を踏まえた制度整備を検

せたこと、さらにそうした状況下で、法的母子関係を

討することを目的に、同省の厚生科学審議会に「生殖

形成すべき母とは誰なのかを明確化する立法が求めら

補助医療部会」を新たに設置、生殖補助医療の在り方

れたという点で、我が国の状況と類似性が認められる。

を引き続き検討すると共に、その実施方法等の具体的
な制度設計の検討も開始することとした。

他方、ドイツでは、1998 年施行の親子関係法改正
法（Kindschaftsrechtsreformgesetz 8） を 通 じ て、 民

他方、既に、同年 3 月には、生殖補助技術が民法に

法典（BGB）1591 条に「子の母は、分娩した女性で

及ぼす法的問題の重大性を鑑みて、法務大臣より、法

ある（Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren

制審議会に対して「生殖補助医療技術によって出生し

hat）」とする、法的母子関係の定義規定が導入されて

た子についての民法上の親子関係を規律するための法

おり、この点でそのような立法化がなされていない我

整備について」の諮問がなされ、諮問を受けた法制審

が国とは異なっている。このように、ドイツと我が国

議会は、検討の為に「生殖補助医療関連親子法部会」

では立法の進展状況に於いて著しい差異が存在する

（以下、「親子法部会」という）を新設している。親子

が、その法構造の類似性などから、ドイツ法における

法部会では、生殖補助医療により出生した子を民法上

立法の評価及び、その後の当該規定を巡る議論の状況

どのように位置付けるかが検討されている。

は、今後が予想される我が国の立法や学説の動向を把

2003 年（平成 15 年）、生殖補助医療部会（4 月）及び
親子法部会（7 月）は、相次いで報告書（生殖補助医療

握するうえで有意義であると考える。本稿は、そのよ
うな観点から検討を試みるものである。

部会報告書：『精子・卵子・胚の提供等による生殖補

尚、ドイツ法での議論状況の検討の前に、その予備

助医療制度の整備に関する報告書 』（以下「生殖補助

的考察として、法的母子関係が問題となり得る、生殖

医療部会報告」という）及び、中間試案（親子法部会

補助医療技術の各種技術類型に付いて整理をおこな

中間試案 :『胚の提供等による生殖補助医療により出

う。従来、我が国の生殖補助医療を巡る法的な論議で

生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱

は、生殖補助技術の進展に対応した各施術の定義とそ

中間試案』（以下「親子法部会中間試案」という）を

の用語法が確立されておらず、各論者による様々な用

公表した。

語の使用と、それによる議論の若干の混乱が見られる

6

「生殖補助医療部会報告」や「親子法部会中間試案」

こと 9、及び、生殖補助医療による出産に含まれるも

は、先に公表された「専門委員会報告」と同様、各専

のの、代理母とは異なる卵子提供型非配偶者間人工受

門家の観点から、生殖補助医療の在り方や制度設計に

精についても、生殖補助医療による子の懐胎・出産と

ついての総合的な検討と意見の集約が試みられてお

位置づけて、法的母子関係などの問題を検討する必要

り、充分に国会審議及び立法の為の重要な手掛かりを

があると考えるからである 10。

与えるものであったが、2003 年（平成 15 年）7 月の中
間試案公表後、政治的対立の中で、生殖補助医療部
会報告の具体化や中間試案の立法化の動きは停止し
た。この間、米国での代理母出産により出生した子
を、実子として届け出た夫妻の出生届を巡る紛争が提

2. 考察対象の整理
ここでは、法的母子関係が問題となり得る生殖補助
医療の施術類型を以下の五つに区分する。

生殖補助医療と法的母子関係
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間人工受精（Artiﬁcial Insemination by Donor：AID）
との対比でその是非が論じられている我が国では、卵

⒜ 代理母型代理懐胎
妻以外の女性が夫の精子を受精し、その女性が妊娠・

子提供者の危険の認識が薄く、当該施術が是認される

出産を担う方法で所謂「代理母」の一形態である。受

傾向にある。しかし、精子提供とは対比できない危険

精の方法は人工受精が一般的ではあるが、自然的生殖

を第三者に求めるこの施術に付いては代理母の問題点

や体外受精でも可能である。この場合、遺伝的母と分

と共通の危さがあり慎重な検討が求められる。

4

4

4

4

4

娩上の母は同一であり、分娩の事実を基点とした法的

実際、専門委員会報告 13 及び生殖補助医療部会報

母子関係の枠組みでは、依頼者である妻と出生子との

告 14 でも、その問題点が指摘されたが、結果として、

法的親子関係形成は、通常、養子以外の方法では生じ

両報告では一定の条件のもとで当施術の実施は容認さ

ることはない。しかし、代理母契約を認める米国の一

れたと考えられていた 15。それに対し、「学術会議体

部の州では裁判所の判決により子の出生証明書に依頼

外報告 16」では、卵子提供による生殖補助医療が精子

者の妻を「母」として記載することを認めることから、

提供者死亡後の凍結精子による懐胎をめぐる議論とと

我が国では、当該州の判決効と民法上の規定との衝突

もに、充分な議論が尽くされていないとの指摘がなさ

が国際私法上の観点から提示されることがある。

れており、再度論議の対象となる可能性がある。
4

4

4

尚、生殖補助医療に対して「より謙抑的」であると
評価されるドイツ法 17 では、後述する胚保護法により、

⒝ 借り腹型代理懐胎
妻から採取した卵子と夫の精子を体外で受精させ、

配偶者間以外で使用する目的での卵子採取及び移植を

受精胚を妻以外の女性に移植して、当該女性が妊娠・

禁止しており、その結果、当該施術はドイツ国内で実

出産を担う方法で、この類型も所謂「代理母」の一つ

施できない。仮に我が国が当該施術を容認した場合、

である。分娩を基点に法的な母子関係を決定する枠組

この点で、ドイツ法との明確な差異が生じることにな

みでは、この場合も出生子との法的親子関係は分娩上

る。

の母との間に成立し、妻との間に発生しない。他方、
この類型の場合、依頼者である妻は、子との遺伝的つ

⒠ 胚提供型体外受精

ながりを理由に法的親子関係を認めるべきと主張する

妻以外の卵子提供者の卵子及び夫以外の精子提供者

ことは考えられる。本類型でも、国際私法上の問題が

の精子を体外で受精させた上で、その受精胚を妻に移

生じうることは上記類型と同様である 。

植し、妻が妊娠・出産を担う方法で、この場合、卵子

11

提供型と同様に、妻と出生子間では遺伝子的なつなが
⒞ 借り腹＋卵子提供型代理懐胎

りは存在しない（更に、夫と子との間にも遺伝的つな

妻以外の女性が提供した卵子と夫の精子を体外で受

がりはない）が、分娩の事実を基点とする法的母子関

精させ、受精胚を卵子提供者とは別の女性に移植した

係決定の枠組みでは、この場合も、妻と出生子間には

うえで、当該女性が妊娠・出産を担う方法で、この類

法的な母子関係が認められることとなる。尚、提供さ

型も所謂「代理母」の一つである。この場合、妻と出

れる胚に付いて、専門家委員会報告 18 は、他の夫婦が

生子間には、遺伝的つながりも妊娠・分娩の事実もな

不妊治療の過程で作成した余剰胚の使用を原則としつ

く、分娩を基点とした法的母子関係決定の枠組みでは、

つも、例外的に、提供された卵子・精子の提供による

依頼者である妻と出生子との法的親子関係は生じな

胚作製を容認したが、生殖補助医療部会報告 19 は、移

い。この点では、代理母型代理懐胎と同様である。同

植に使用される胚は余剰胚のみに限定されるべきとの

類型との差異は、分娩者も（出産の事実は存在するが）

見解を表明しており、この点で見解の揺らぎが認めら

出生子との遺伝的つながりをもたないことにある。こ

れる。

の類型も国際私法上の観点から問題を惹起する可能性
があることについては、前二者と同一である 12。

以上の生殖補助医療技術と卵子由来者、妊娠・分娩
者、（依頼者＝）養育者の関係は、以下（表Ⅰ参照）のよ

⒟ 卵子提供型（非配偶者間）体外受精

うにまとめることができる。

妻以外の女性から提供された卵子と夫の精子を体外

表 1 が示すように、五つの生殖補助技術では、卵子

で受精させ、その受精胚を妻に移植した上で、妻が妊

由来者、妊娠・分娩者、養育者の三者が完全には一致

娠・出産を担う方法で、妻と出生子間には遺伝子的つ

することはなく、とりわけ、分娩者に法律上の母子関

ながりはないが、分娩の事実を基点とした法的母子関

係が帰属することを認める「分娩者 = 母ルール」の下

係決定の枠組みでは、子との法的な母子関係が認めら

では、法律上の母子関係帰属が認められない三つの類

れることとなる。一般的に、精子提供による非配偶者

型（代理母型代理懐胎）、懐胎借り腹型代理懐胎、借り
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表1

生殖補助医療技術と卵子由来者、妊娠・分娩者、養育者の関係

卵子由来者

妊娠・分娩者

（遺伝的母） （分娩上の母）

養育者

法的母子関係

養育者が法的母子関係

形

を主張する場合予想さ

成

者

（法律上の母）

れる主張

代理母型代理懐胎

代理懐胎者

代理懐胎者

妻

代理懐胎者

借り腹型代理懐胎

妻

代理懐胎者

妻

代理懐胎者

借り腹＋卵子提供型代理懐胎

卵子提供者

代理懐胎者

妻

代理懐胎者

卵子提供型体外受精

卵子提供者

妻

妻

妻

出産の事実

胚提供者

妻

妻

妻

出産の事実

胚提供型体外受精

親となる意思
親となる意思
遺伝的つながり
親となる意思

※本表は、林かおり氏の「海外における生殖補助医療法の現状－死後生殖、代理懐胎、子どもの出自を知る権利をめぐって－ 20」
掲載の表をもとに、法的母子関係のみに着目して筆者が作成。

腹＋卵子提供型代理懐胎）で、子の養育を望む生殖補

が、同国では、社会一般に、生殖補助医療への消極的

助医療の依頼者が「分娩者＝母ルール」に異議を唱え、

姿勢が存在した為 22、問題の顕在化が遅れたとされて

別の方法での法的母子関係帰属を主張することが当然

いる 23。しかし、1985 年、英国人代理母により誕生

に予想される。

した子の米国への出国が問題となった、「コットン事

次節では、法的母子関係の決定基準として、「分娩

件 24」が報じられると共に、ドイツでも、代理母契約

者＝母ルール」を、生殖補助医療による出生子にも適

により誕生した子の法的地位を巡る事件 25 が提訴され

用することを明らかにした、ドイツ法の議論状況を整

るに及び、生殖補助医療の規制の必要性が一般に認識

理・検討することを試みる。

されるようになった。他方、法律専門家の間では、紛
争の顕在化以前から生殖補助技術の法的規制の問題が

Ⅱ . ドイツにおける生殖補助医療の
位置づけと法的母子関係を巡る
論議
1. ドイツ法における生殖補助医療規制と親子関
係法改正法
（1）生殖補助技術を巡る法的枠組み確定までの経緯 21

提起されていた。そのような背景のもと、
1984 年 5 月、
連邦司法大臣及び連邦研究大臣は、合同で、生殖医療
に関する作業グループ（同作業グループは、通称「ベ
ンダ員会 26」と呼ばれる）を設置し、法規制の在り方
について検討を求めた。同委員会は充分な検討を経て、

1985 年 11 月、最終報告として（『体外受精、遺伝子解析、
遺伝子療法 27』：通称「ベンダ委員会報告」）を公表し
た 28。このベンダ委員会報告では、①代理母・代理懐
胎を全面的に禁止し、②体外受精技術のうち、非配偶
者間体外受精について厳しい制限を求めると共に、③

我が国との対比に於いて、ドイツの生殖補助医療に

クローン、キメラ、ハイブリット等の作製を禁止する

対する法的な枠組みの特徴は、一定の生殖補助医療技

等、後の胚保護法の立法作成過程で重大な影響を与え

術に対して規制が設定され、規制対象となる生殖補助

たものと考えられている。

技術に対して国家意思が示されていることにある。後

1989 年から 1990 年にかけて、連邦政府は、「ベン

にみるように、当該規制の存在は、生殖補助技術によ

ダ委員会報告」の方針に基づいて生殖補助医療に対し

る出生子の法的母子関係の分析に於いても一定の影響

て二つの法整備を実施して、その規制枠組みを設定し

を与えており、法的母子関係の見解を整理する前提と

た。

して、生殖補助技術に対する規制立法の沿革及び特徴

第 一 の 法 整 備 と し て は、 養 子 仲 介 法 の 改 正 が あ

を把握する必要がある。ドイツの生殖補助医療に対す

げ ら れ る。1989 年 12 月 に 改 正 さ れ た 養 子 仲 介 法

る規制立法の沿革及び特徴は以下のようにまとめられ

（Adoptionsvermittlungsgesetz）29 には、新たに、その

る。
半ば頃より開始される。それ以前にも、いくつかの国

13 条 a として代理母に付いての定義規定 30 が導入され
るともに、代理母の斡旋（13 条 c）や代理母募集の広告
（13 条 d）を刑罰によって禁止することが規定され、代

で生殖補助技術を用いた代理懐胎が報告されていた

理母の仲介・斡旋規制の側面から代理母契約が規制さ

ドイツでの生殖補助医療の規制論議は、1980 年代

生殖補助医療と法的母子関係
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5

2011.3

れた 31。

殖医療は、女性が彼女にではなく、他の女性に由来

更に連邦政府は、第二の法整備として、翌 1990 年

する卵子を懐胎する可能性（卵子又は胚提供）を生じ

12 月に胚保護法（Embryonenschutzgesetz） の制定を
おこなった。同法は、その 1 条 1 項及び 2 項として、い

させた。

くつかの生 殖 補 助 技 術 を「 生 殖 技 術 の 濫 用 的 利 用

は、それにより、今日的観点から法の欠陥を明らか

32

（ mißbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungs-

立法当時知り得なかった卵子提供や胚提供現象
にする。それは補充されなければならない。

techniken ）」として、生殖技術の側面から禁止し、関
係者への刑事罰によって、その実効性を確保する手段

草案によれば、子を出産した女性のみが家族法上
の意味での子の母である。

を用いた 33。同法が濫用的利用とする生殖補助技術に

この規定の出発点は、子の利益に於いて、「分離

は、卵子を採取者以外の女性に移植する行為（同法 1

した母子関係（gespalten Mutterschaft）」は認められ

条 1 項 1 号 ）や、代理母への人工受精や胚移植行為（同

るべきでないとの考慮である。一方で、遺伝的な母

法 1 条 1 項 7 号 ）が含まれている。同法が、代理母

子関係か生物学的母子関係かの判断に際しては、以

への人工受精や胚移植のみならず、他人への卵子移植

下の観点が決定的であると言わねばならない。即

行為をも刑罰をもって禁止していること は、後述の

ち、分娩女性のみが、子との間に、妊娠期間中、及

親子関係法改正法によって BGB1591 条に導入された

び、出産前後を通じて、直接に、身体的・心理的結

34

35

36

母の定義と、それに基づく分娩上の母への子の帰属
（Zuordnug）を巡る学説との関連で重要である 。
37
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び つ き（körperliche und psychosoziale Beziehung）を
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持ち、それ故、その女性の母子関係は、（遺伝上の
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母として、卵子提供者の確認を認める目的で、否認

（2）親子関係法改正法による母子関係規定の導入

4

4

により除去しうるような、単なる外観上の母子関係
4 4 4 4 44 4 4 4 444 44 4 4 4 44 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（Scheinmutterschaft）とすべきではない。寧ろ、出

以上のような、ドイツの厳格な生殖医療の規制に

4
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4

4

4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

産女性の母子関係は、最初から不動に確定している。

も か か わ ら ず、 子 を 望 む 人 々 の 願 望 は、 生 殖 補 助

確かに、卵子提供は、公法規定、より正確には 胚

技 術 の 規 制 が 緩 や か な 隣 接 諸 国 へ の「 生 殖 ツ ア ー

保護法 1 条 1 項 1 号（医学的な補助に該当）によっても、

（Fortpﬂanzungstourisums）」や国内での非合法での実

養子仲介法 13 条 c 及び d（代理母の仲介に関係）よ

施への懸念を解消させることはできなった。その結

っても禁止されている。…民事領域での母子関係の

果、このような規制立法に関わらず実施された事案で

或は禁止された国内で）
明確化は、卵子提供が（外国、

の法的母子関係を確定する法整備の必要性が課題とさ

おこなわれている事案を鑑みれば適切であると考え

れるに至った。このような状況の下、
1997 年に成立し、

る。なぜなら、此処では、純粋な規範の衝突が問題

翌年施行された 親子関係法改正法により BGB に法的

となるのであるから。そのことは、…民事法が、公

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な意味での母の定義が導入されることになったのであ

法上禁止された人工受精の方法に同意したり、いわ

る。

んや、実現可能にするように誤解されたりすること

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

はない。
分娩女性が母である場合、子と子が遺伝的に由

（3）BGB1591 条の立法理由について

来する女性との関係は、ZPO640 条 2 項 1 項の意味

親子関係法改正法により導入された BGB1591 条は
「子の母は分娩した女性である」と定義することで、
法的母子関係（Mutterschaft）38 が、唯一、子と分娩女
性との間に成立することを明確にした。

で の 親 子 関 係（Eltern-Kind-Verhältnis）を 形 成 し な
4
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い。草案は、遺伝的出自が卵子提供者の身分訴 訟
4 4 444 4 4 4 44 4 4 4

4

4

4

4

4

4

（Statusklage）の方法で確認が許される可能性を規定
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

しなかった。その理由は、卵子提供又は胚提供の場

このような規定を導入する理由に付いて、親子関係

合は、ZPO256 条の確認訴訟を通じて考慮すること

法改正法（KindRG）草案の立法者は、次のように述

ができるからである。なぜなら、遺伝的出自も、遺

べる。:

伝的な母と子との当該規定の意味での「法的関係

規定は、法的な意味での子の母が、唯一分娩女性
であることを明確にする。

1589 条（筆者注：同条は、子の親族関係規定を記述
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4

4

4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（Rechtsverhältnis）」を基礎づけるものであるからで
ある。
「唯一、分娩女性が子の母である」との原則は、

する）
1 項及び 2 項が内包している出自概念は、遺伝

当然、無制限に、母子間の家族法上の結びつきに適

的な出自の意味で理解される。他方、同 3 項は、明

用される。これに対して、−規範目的により EheG4

確に当時の立法者が子を出産した女性の遺伝的出自

条 39 や StGB173 条の枠内での（遺伝的出自の）様に−

として理解していたことを示す。しかし、現代の生

その法的遺伝的出自が重要である場合、遺伝的出自

以上のような立法理由からは、立法者が法的な意味

は法的に重要なままである（傍点は筆者による）。
（出典：BT-Druck13/4899, 82f. und BR-Druck180/96,

での母の定義規定を導入することにより、目指した法
的母子関係に対する態度が明確に伺われる（例えば、

92f. 40）

分娩者 = 法的母ルールの確立、法律上の母には、法的
更に、上記の政府草案に付いて審議をした連邦議会
法務委員会は、次のような理由を付して、政府草案の

母子関係を否認することを認めないとの立場など）。
それにもかかわらず、次節で述べるように幾つかの
点で論争が行われている。

支持を表明している。：
法務委員会は、一致して、連邦政府の草案で提案
されたように、母子関係の定義を導入することを勧
告する。当該規定は、卵子又は胚提供に関して、法
的な意味での子の母が唯一子を出産した女性である
ことを明確化する規定である。その際、分娩女性の

2. ドイツに於ける法的母子関係を巡る論点
（1）法的母子関係を巡る論点の概観

みが、妊娠期間中、並びに、出産前後を通じて、直

1591 条による法的な意味での母の定義導入と、そ

接に、子との間に身体的・精神的結びつきを持つと

れに伴う法的母子関係に付いては、学説上、以下の三
つの領域で見解の相違がみられる。即ち、（a）分娩上

の考え方から出発することになる。

こ の 女 性 の 母 子 関 係 は、 遺 伝 的 母 と し て の

の母に法的母子関係を帰属させる根拠の妥当性に付い

母 子 関 係 確 認 す る こ と を 容 認 す る 為 に、 否 認

て、
（b）分娩上の母へ帰属させた法的母子関係を変更

（Anfechtung）により除去できるような、単なる

不能としたことの妥当性に付いて、（c）自己の「出自

「外観的な母子関係（Scheinmutterschaft）」とす

を知る権利」と法的母子関係との整合性を如何にとる

べきではない。むしろ、分娩女性の母子関係は、
4

4

4

最初から確固たるものとして確認される。この明
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

かという三点である。
このうち、
（a）の根拠規定の妥当性を巡る問題とは、

確な規定は、代理母の抑止にも役立つ（傍点は筆

法的な意味での母の定義によって、分娩上の母に法的

者による）。

母子関係を帰属させる根拠の妥当性を巡る見解の相違

（出典：BT-Rechtsausschuss13/8511,69. ）
41

であり、制度趣旨の理解を巡る問題と置き換えること
もできる。

以上の立法理由からは、政府草案作成者及び法務委

（b）法的母子関係の変更可能性に付いての問題と

員会の審議委員達が、分離した法的母子関係設定が認

は、立法理由の発言（「…（分娩女性の）母子関係

められないことを前提にしたうえで、①法的な意味で

は…否認により除去しえるような、単なる外観上の

の母を唯一分娩者とするとの見解をもっていたこと、

母子関係（Scheinmutterschaft）とすべきではない…

及び、②法的母子関係否認の可能性を明確に否定して

出産女性の母子関係は最初から不動に確定している」）

いたことの二点が指摘できる。政府草案起草者はその

から明らかなように、法的母子関係は、分娩上の母へ

（a）妊娠期間及び分娩前後に形成される
理由として、

の子の帰属と、法的母子関係を否認する手段を認めな

子との身体的・精神的結びつきを指摘し、連邦議会の

いとの立場（= 法的な母子関係には法的な父子関係と

法務委員会は、それに加えて、（b）代理母の抑止効果

は違って、父子関係否認の制度は導入されていない）

もあげている。

で構想されているが、その妥当性を問うものである。

又、政府草案の立法理由には、遺伝的母の探求方法

（c）「自己の出自を知る権利」と法的母子関係との

についての言及が存在することも注目に値する。ドイ

整合性問題とは、1989 年 1 月 31 日付のドイツ連邦憲

ツ法では、1989 年 1 月 31 日付連邦憲法裁判所判決 42

法裁判所判決 44 が子の一般人格権の構成要素として自

以降、自らが遺伝的に由来する父母を探求することは、

己の出自を知る権利」を認めたことにより生じた問題

「出自を知る権利 」として、基本法 1 条 1 項に結び付

であり、上記の憲法所判決に続く、1994 年 4 月 26 日

いた同法 2 条 1 項から導かれる一般人格権の発露とし

付憲法裁判所の判決 45 では、「自己の出自を知る権利」

て位置づけらており、重要な位置づけが認められてい

を理由に、嫡出否認の訴えの出訴期限を否定するに至

る。他方、そのような位置づけにもかかわらず、学説

り、法的父子関係の安定性に広範な影響を与えること

上遺伝的出自
（本稿との関係では遺伝的な母が問題と

となった 46。法的母子関係に付いての多数説は「自己

なる）の探求方法については議論が錯綜している。こ

の出自を知る権利」を理由にした法的母子関係の変更

の点で政府草案が、身分訴訟
（Statusklage）の方法によ

を認めないが、子の「自己の出自を知る権利」を生殖

る捜索を認めず、ZPO256 条の一般的確認訴訟の利用

補助医療により出生した子の法的母子関係との関係で

を想定していたことが確認されることは興味深い。

どのように位置付けるか、或は、そのような自己の出

43
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自を知る権利をどのように確保するかは問題であり続

母の意思表示は問題とはならない 55」と述べる。そ

ける。第三の問題設定は、この問題に関連する。最後

して②から導かれる当然の帰結として、子を望む者

の問題については、関連する諸問題が多岐にわたる為、

（Wunschmutter）の「…母の役割引受への願望から

各々の論者の見解を紹介することを中心として、その

生じる独自の母子関係帰属」が認められないこと 56、

分析は他日の課題としたい。

及び、「母と子との社会的・感情的な結び付き（sozial-

affektive Beziehung57）」も、法的母子関係を「帰属さ
（2）論点 1：分娩上の母に法的母子関係を帰属させる

せる前提ではない」との結論を導いている 58。
ケスター・バルチン教授による見解の特徴は、法的

根拠の妥当性に付いて

母子関係の根拠付けに際して、意思的な要素を極力排
（a）政府草案の見解

除することに見られる。その結果、一方で、意思に基

政府草案が、①妊娠期間及び分娩前後に形成される

づく法的母子関係設定が否定され、他方で、
（立法者の

子との身体的・精神的結びつきを分娩上の母への法的

見解とは異なり）社会的・感情的な結び付きが法的母

母子関係帰属の正当化根拠としたこと、連邦議会法務

子関係を帰属させる前提ではないとの結論が導かれ

委員会が、上記の理由に加えて、②代理母の抑止効果

る。このような傾向は、次に検討するラウシャー教授

も期待していたことに付いては既に述べた 。

の見解と親和的である。

47

（b）クラウス・ザイデル（Klaus Seidel）判事の見解 48
この問題について、最も多様な正当化根拠を主張す
るのは、ザイデル判事の見解である。

（d）トマス・ラウシャー教授（Thomas Rauscher）の
見解
ラウシャー教授は、まず、法的母子関係について、

ザイデル判事は、①「分娩者＝母ルール」が一般的

分娩上の母に帰属させる根拠として主張された様々な

妥当性を有すること 49、②母子関係の公示基準として

理由の妥当性を検討することから開始する。ラウシャ

の分娩が一般的に認められていること 、③新生児に

ー教授が第一に問題とするのは、妊娠及び出産前後の

とって、誕生後、即時に分娩上の母による援助が期待

身体的・精神的結びつきの主張である。ラウシャー教

できること 等を分娩上の母に法的母子関係を帰属さ

授は、そのような主張はその論理的帰結として分娩者

せるべき理由として承認する。
更に、
彼は立法者同様に、

の妊娠中及び出産前後に、分娩者の傍に身近な人（例

50

51

④妊娠・出産から生じる密接な結び付きに付いても「分

えば分娩者の夫）がいる場合、その夫と出産子との父

娩者 = 母ルール」を有利にするものとみている 52。こ

子関係も認められないことになるが、法はそのような

れに加え、⑤ザイデル判事の見解で最も特徴的な見解

結果を認めないとして、妊娠・出産を通じて形成され

として、
（ 代理懐胎等を念頭にした）分娩女性の責任の

た身体的・精神的結びつきの妥当性を問題視する 59。

の肯定も、
引受と、
それに基づく母の義務
（Mutterpﬂicht）

更に、ラウシャー教授は、身体的・精神的結びつきを

分娩者に法的母子関係を帰属させる根拠となり得ると

強調するアプローチは、分娩上の母が法的母子関係を

している 。

否認したいと望むようになった場合には、子との精神

53

以上のザイデル判事の見解では、分娩上の母への法

結び付きの形成に失敗したことを理由に容易に法的母

的母子関係で主張される可能性がある正当化根拠が殆

子関係が否定される可能性があることを指摘し、この

ど網羅されているといえる。他方、それらの正当化根

点から、身体的・精神的結びつきに正当化根拠を求め

拠は、各々の理由は単に並列的に主張され、各々の正

る説に対して、「単独では納得できない」とする 60。

当化根拠の位置づけや生殖補助技術規制のとの関係は

ラウシャー教授が次に問題とするのは、分娩上の母

考慮されていない。この点は、後述するラウシャー教

への法的な母子関係帰属をその簡便性やそれに伴う子

授の見解との対比で、ザイデル判事の見解の特徴とし

の保護や法的安定性の観点からを正当化しようとする

て指摘することができる。

見解である。ラウシャー教授は、そのような正当化根
拠も、分娩上の母に法的母子関係を帰属させるだけで

（c）ダ グ マ ー・ ケ ス タ ー・ バ ル チ ン（Dagmar

Coester-Waltjen）教授の見解

はなく、その否認を許さない現行制度を充分に説明で
きないとする 61。教授は（迅速性や法的安定性が問題

ケスター・バルチン教授は、分娩上の母に法的母

であるならば）、分娩を遺伝的出自の証拠として捉え

子関係を帰属させることの正当化根拠として、①迅

ることで達成可能であるはずだが、「…立法者は疑い

速で、多くの場合に適切な法的母子関係の帰属を可

なく、分娩を証拠としてではなく、修正不能な（子との）

能とする ことにあると指摘した上で、②法的母子

結びつきとして」法的母子関係を位置づけていること

関係帰属の「…決定的な基準は、唯一分娩であり、

を指摘し、この正当化根拠も充分な説得力を持たない

54
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とする。

子保護法のような外部的規範ではなく、「…唯一、身

このように、二つの正当化根拠を不十分なものであ

分法が基礎づけられるべき体系、言い換えると広い意

るとする、ラウシャー教授も、「…第三の観点を加え

味での子の選択（の自由）や憲法上保護される家族の必

ることにより（これらの見解も）初めて受入可能とな

要性」から検討されるべきであるとする。このような

る」とした 62。ラウシャー教授が着目したのは、ドイ

立場に立った場合、立法者が一旦形成された法的母子

ツに於ける生殖補助医療の規制枠組である。ラウシャ

関係を修正可能性をもたないとしたことは、家族法に

ー教授は、この点を「…1591 条は、…望ましくない代

おける法的父子関係との対比に於いて問題があると、

理母や卵子及び胚提供回避の為に…役立つ」と表現し、

判事は主張するのである。

胚保護法が規制するような「生殖技術の濫用的利用」

このような見解に立ち、ザイデル判事は、個々の関

への予防効果を加味することで、分娩上の母への子の

係者（分娩上の母、遺伝的母、出生子）が、分娩上の母

帰属と法的母子関係の否認が認められないことを説明

と子との間に発生している法的母子関係を修正する可

できるとする 。

能性が肯定されるべきか否かをより慎重に検討する。

63

ラウシャー教授の見解は、分娩上の母への法的母子

先ず、遺伝的母が分娩上の母と子との法的母子関係

関係帰属を妊娠や出産前後の身体的・精神的結びつき

を否認する権原がないことに付いては、ザイデル判事

のような内在的要素によって正当化するのではなく、

もこれを正当なものと認める。彼は、その理由として、

胚保護法という生殖技術規制との整合性との関連で位

その時々に存在する身分関係の外にいる人（此処では、

置づけ、規制立法の規範目的推進の観点から法的母子

法的母子関係の外にいる遺伝的母を意味する）は、通

関係の枠組みを正当化する試みとして位置付けること

例、身分関係の否認権者ではないとの原則が適用され

ができる。もっとも、卵子提供型体外受精の場合、こ

るべきことを指摘する。

の正当化根拠は貫徹できないことを鑑みると、少なく

次に、ザイデル判事は、子による分娩上の母との法

とも、この場合には、別の正当化根拠（例えば、分娩

的親子関係を否認可能性を検討する。ザイル判事は、

者 = 母ルールの一般的妥当性）が前面に出てくること

この問題について立法者が「母子関係は否認できない

になると思われる。

ものとすべき」としていたことを確認し、子も法的母
子関係の否認権者ではないことに付いては一応肯定す

（3）論点 2：法的母子関係変更の是非を巡る議論

る 65。

（a）立法者の見解及び多数説

の間の法的母子関係を否認する可能性に付いては、少

これに対して、ザイデル判事は、分娩上の母が子と
立法者は、分娩上の母と子との法的母子関係を否認

なくとも、一定の類型に付いて認められるべきである

により除去し得るような「外観的な母子関係」として

と主張する。彼は、その例として、女性がその意思に

ではなく、不動に確定し否認し得ないものと位置づけ

反して、或いは、その意思なしに、他人の卵子や胚を

ている。多数説は、この明確な立法者意思を尊重し是

移植される場合を挙げる。ザイデル判事の見解では、

認している 。

このような場合、子の利益を考慮したとしても、この

64

ような方法で懐胎した女性に子を引受けることを望む
（b）ザイデル判事の見解
上記の多数説に対して、ザイデル判事は特徴的な見
解を主張する。

のは容認し得ない負担であるとして、このような強姦
と対比し得るような状況では、法的母子関係の否認を
可能にする特別規定が導入されるべきであると説く。

先ず、判事は、立法者が法的母子関係を何人によっ
ても否認できないものとして構想していたことに付い
ては、多数説の見解に同調する。その上で、立法者が

（c）ザイデル判事の見解に対する批判
これに対して、ラウシャー教授は、上記設例自体が、

そのような法的母子関係を構想した背景を問題とす

分娩上の母による法的母子関係否認を認める特別規定

る。ザイデル判事は、立法者が「…胚保護法や養子仲

を求める例として適切ではないことを指摘する。彼の

介法による公法上の禁止規範にもかかわらず、代理母

見解によれば、上記のような設例での強姦による懐胎

が試みられる場合には、（そのような）代理母関係は

との類似性は子と分娩上の母との法的母子関係否認を

阻止されるべきである」との見解に立ち、そのような
生殖技術の濫用的利用を抑制する目的で、否認し得な
い法的母子関係を形成したことを問題視する。

正当化するものではない。ラウシャー教授によれば、
「…確かに、母の判断状況に付いては、強姦事案との
類似性が見られものの、強姦の場合にも女性は、身分

ザイデル判事の見解では、法的母子関係をどのよう

法上、−通常合法な−堕胎によってのみ望まない母子

なものとすべきかの考慮に当たっては、胚保護法や養

関係から解放されるのであり、別個の法的母子関係帰
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属は議論になっていないこと」及び、仮に、設例の事
案で、分娩上の母との法的母子関係の否認を認める場

（b）ディーター・シュワブ（Dieter Schwab）教授の
見解 68

合、子は、一旦は母となる準備をした母なしに、強姦

この問題について、シュワブ教授は、ZPO640 条 2

犯を父として人生のスタートを切ることになる。この

項 1 項の適用可能性に付いて検討し、BGB1591 条が、

ような子の福祉の観点から、容認し得ない状況を強い

例外なしに分娩女性を唯一の母と宣言した以上、単な

ることになることを理由に、分娩上の母による法的母

る遺伝的母との関係は、ZPO640 条 2 項 1 項の親子関

子関係否認を認める特別規定は認められるべきではな

係確認訴訟では確認されえないと指摘する。更に、シ

いとして、ザイデル判事の見解に反論する。

ュワブ教授は、ZPO256 条の一般確認訴訟による遺伝
的出自確認の可能性も検討するが「…ZPO256 条が、

（4）論点 3：
「自己の出自を知る権利」と法的母子関
係との整合性を如何にとるか

法的関係の存在・不存在の確認」する手続であること
を理由に、ZPO256 条による「…遺伝的出自確認を求
める通常の確認の訴えも可能でない」と結論付ける。

生殖補助技術のうち、本稿で取り上げた対象は、遺

加えて、シュワブ教授は、前掲 1994 年 4 月 26 日付

伝的母と分娩上の母の分離が発生する事案である。し

のドイツ連邦憲法裁判所の決定が提案した、「身分

たがって、1989 年 1 月 31 日付の判決以降、自己の「出

法上の効果を伴わない出自確認訴訟（statusfolgenlos

自を知る権利」を憲法上の一般人格権の一つとして位
置付けるドイツ法に於いては、「自己の出自を知る権

Abstammungsfeststellungsklage）」の可能性に付いて
も検討するが、そのような訴訟類型が 1998 年の親子

利」（此処では、遺伝的母に対する情報の確保が問題

関係法改正法の審議で検討されながらも採用されなか

となる）を確保するのか、自己の出自を知る権利と法

ったことを理由に、そのような方法での自己の遺伝的

的母子関係との関係をどのように理解するかは重要な

出自確認もできないとする。

問題となり得るはずである。更に、子に、どの程度の
出自に関する情報が提供されるべきかの問題も子のア

（c）ラウシャー教授の見解

イデンティとの関連で論点となるべきものである。し

ラウシャー教授も、基本的に、シュワブ教授と同様

かし、このような自己の「出自を知る権利」を巡る論

の見解に立つ。即ち、ZPO640 条 2 項 1 号に基づく親

点のうち、注釈書の議論からは、どのような方法で出

子関係確認の訴えに付いては、遺伝的母との間に、訴

自を知る権利を確保するのかという観点でのみ見解の

えに必要な親子関係（Eltrn-Kind-Verhältnis）が存在せ

相違が認められるのであり、その他に付いては必ずし

ず、確認の必要な身分関係ではないとことから、その

も明らかではない。

ような手段での遺伝的出自確認の方法を否定するので

したがって、此処では、自己の「出自を知る権利」
どのような方法で確保するのかについて、各論者の見
解の相違に絞って見解を整理したい。

ある。
更に「身分法上の効果を伴わない出自確認訴訟」
の可能性に付いても、ラウシャー教授は、このよう
な手段での出自確認は認められるべきではないとす

（a）立法者の見解

66, 67

立法者は、生殖補助医療により誕生した子が、その

る。他方、ラウシャー教授は、ZPO256 条の適用可
能性に付いては、より詳細に検討を加え、その可能

遺伝的出自を確認する方法としては、ZPO640 条 2 項

性を探るものの、結局、遺伝的母と子との関係が、

1 項の親子確認訴訟ではなく、ZPO256 条の一般確認

直ちに法的な効力を付与されない関係であることを

訴訟を予定していた。立法者は、その理由を「…子と

理由に、ZPO256 条の意味での法的関係とは認めら

子が遺伝的に由来する女性との関係が、ZPO640 条 2

れ ず、 又、「 … 法 的 関 係 の 先 決 問 題（eine Vorfrage

項 1 項の意味で親子関係（Eltern-Kind-Verhältnis）を形
成しておらず、その結果、同法による親子関係確認が

eines Rechtsverhältnisses） ですらない」 ことを理由
に ZPO256 条による遺伝的出自確認の可能性を断念す

認められない」ことに求めた。他方、立法者はそのよ

る。結局、ラウシャー教授は、子の「…（遺伝的）出

うな場合にも、ZPO256 条の一般確認訴訟によって出

自を知る権利は、別個の遺伝的母子関係を理由に、文

自確認が可能であると考えていた。しかし、この見解

献（学説）上主張された分娩上の母や生殖技術を実施し

に付いては、今日支持する見解は見られない。それは、

た医者への情報請求権（Auskunftsanspruch）」の行使

学説上、遺伝的母と子との関係が ZPO256 条が規定す

によって達成されるべきであるとする。

る意味での法的関係とは認めら得ないとされるためで
ある。

以上のように、憲法上の一般人格権として、自己の
「出自を知る権利」を位置づけたドイツ連邦憲法裁判

112

所の判決や決定にもかかわらず、遺伝的母と分娩上の

ず、学説は各々の点に付いて多様な見解を生み出して

母が異なる生殖補助医療の領域で、それをどのような

いる。ここでは三つの論点に関するドイツ法の議論を

手段で確保するのかといった議論に付いては、ドイツ

鑑み、以下、若干のコメントを加えていきたいと思う。

法では、未だ通説というべきものを見いだすことがで

まず、第一に、分娩上の母を法的な意味での母とす

きない。その結果、近年、紹介されることの多い、ス

ることの正当化の論議に付いては、現在の日本での議

ウェーデンやニュージーランドの法制度との対比で、

論状況同様に、多種多様な正当化根拠が並列的に主張

自己の出自を知る為の公的機関や法律の整備もいまだ

する見解（例えばザイデル判事の見解がそれにあたる）

未整備の状態にあると考えられる。

がある一方で、より体系的思考を重視した見解（例え
ば、ラウシャー教授やケスター・バルチン教授の見解）

Ⅲ . ドイツ法からの示唆

がある。後者のうち、ラウシャー教授の思考は、胚保
護法という生殖補助医療規制との整合性を強く意識し
た見解であると思われる。又、ケスター・バルチン

本稿では、法的な母の定義を導入し、生殖補助医療

教授の見解は、すべての母子関係（自然懐胎だけはな

による出生子に対しても分娩上の母と子との間に法的

く、代理懐胎や卵子提供型体外受精も含まれる）に遍

母子関係が形成されることを明らかにしたドイツ法

く BGB1591 条の母の定義が適用されることを意識し

で、問題となっている論点に付いて検討を加えた。論

た法的安定性を重視した見解であると評価することが

点として検討したのは、（a）分娩上の母に法的母子関

できる。

係を帰属させる根拠の妥当性、
（b）分娩上の母に帰属
させた法的母子関係を変更不能としたことの妥当性、
（c）自己の出自を知る権利をどのように確保するかの
三点である。

両教授の見解に共通しているのは、分娩上の母に法
的母子関係を帰属させるにあたって、できる限り当事
者の意思に左右される要素を排除して、法的意味での
母子関係が一義的に決定されるべく理論構築を目指し

連邦政府が連邦議会へ提出した立法理由、及び、連

ている点である。おそらくは、その延長線上で、（立

邦議会法務委員会での議事録から、それぞれの論点に

法者の見解である）妊娠・出産を経て形成される分娩

ついての立法者の見解は、比較的明確に知ることがで

上の母と子との身体的・精神的つながりへの否定的評

きる。

価が見いだされる。しかし、果たして、分娩上の母と

即ち、第一の論点については、立法者は、①遺伝的
出自の有無にかかわらず、妊娠期間や出産の前後を通

子との身体的・精神的つながりを意思の問題として理
解すべきか否かは疑問を感ぜざるを得ない。

じて形成される身体的・精神的つながりがあることを

第二の論点の検討では、多数説が、立法者の見解と

重視していたこと。更に、連邦議会の委員会審議を通

同様に、法的母子関係の否認を何人に対しても認めな

じて、②代理母の抑止効果も分娩上の母へ法的母子関

いのに対して、ザイデル判事の見解では、父子関係と

係を帰属させる正当化根拠に組み込まれたと考えるこ

の対比に於いて、立法者のこの態度を「過度」であると

ともできることが明らかになった。

して、法的父子関係同様に一定の条件下で法的母子関

第二の論点についての立法者の見解も明確である。

係の否認可能性を探るものであった。ザイデル判事の

即ち、立法者は、分娩の事実により、一旦分娩上の母

見解は、三人の関係者（分娩上の母、遺伝的母、子）のう

に帰属した法的母子関係は、何人によっても否認しな

ち、少なくとも分娩上の母には一定の条件下で法的な

いものとして形成している。その結果、分娩上の母が

母子関係の否認が認められるべきであるとするもので

法的関係を否認することも認められてはいない。した

ある。（ザイデル判事は、そのような否認可能性が必

がって、遺伝的母や、遺伝的つながりも分娩の事実も

要な例として、女性の意思に反して、あるいは、意思

ない子を望む者（Wunschmutter）による分娩上の母

なしに、他人の受精卵移植が実施された場合を挙げた）

と子の法的母子関係否定の可能性も認めていなかった

が、ラウシャー教授により、その設例の妥当性に付い

と考えることができるだろう。

て批判を受けている。

更に、③第三の論点、遺伝的出自確認の方法につい

私見では、この問題についてラウシャー教授の見解

ても、立法者の見解は（誤ってはいたが）明確であった。

がより理論的整合性があると思われる。法的な母子関

立法者は、遺伝的出自を ZPO640 条が適用される親子

係が、父子関係を含む全ての家族法上の関係の基礎で

関係（Eltern-Kind-Verhältnis）ではなく、ZPO256 条が

あることを鑑みると、ドイツでの立法同様に、分娩の

適用される一般確認訴訟で探究できるものと考えてい

事実がある場合には確定的に分娩上の母に法的母子関

たことについては、既に述べた。

係が帰属し、その法的な母子関係を否認し得ないもの

このような立法者の明確な見解があるにもかかわら

として構築することが望ましいと思われる。

生殖補助医療と法的母子関係
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第三の点に付いては、幾つかの文献を分析する限り

に、生殖補助医療により誕生した出生子の「出自を知

では、ドイツでは、子の「自己の出自を知る権利」自

り権利」に付いての考察が、充分に為し得なかったこ

体の理論的重要性は、ドイツ連邦憲法裁判所を中心に

とも本稿の反省点としてあげられる。

強調されつづけているが、既に検討したように、どの

生殖補助医療における出自を知る権利に付いては、

ような手段によって自己の出自を知る権利を確保する

前記の「専門委員会報告」、「生殖補助医療部会報告」

のか（本稿との関連では、それは遺伝的母の探索とな

及び、「学術会議報告」のいずれに於いても、その重

るだろう）に付いては、明確な方針が示されてはいな

要性が強調されているが、生殖補助医療により出生し

い。これは「自己の出自を知る権利」の権利性を否定

た子に対して、開示すべき情報の種類や程度、開示年

するものとはいえないが、当該権利と相対立する利益

齢を含めた制度設計の在り方全体について、未だ充分

（例えば、分娩を通じて形成された家族の安定や遺伝

に審議が詰められておらず、諸外国の立法を含めた広

的父母のプライバシー権）との調整の難しさを示唆し

範な整理と検討の必要性がある。

ている。

以上の点に付いては、今後の検討課題として他日を

勿論、法律により、生殖補助医療により誕生した子

期したい。

の遺伝的由来者（本稿との関係では、遺伝的母）が、家
族法上の責任が課されないとの制度設計をすること自
体は可能であると考えられており、我が国の学説にも、
子の「自己の出自を知る権利」確保の観点から、こう

【追記】

した制度設計を支持する見解もある 。しかし、家族

本稿で言及した ZPO640 以下の親子関係確認訴訟手

69

の関係は完全に法的関係に還元できるものではなく、

続は、2008 年 12 月 17 日に成立し、翌 2009 年 9 月 1 日

その背後に広大な「非法」の領域を有している 70。そ

から施行された「家事事件及び非訟裁判手続を改正

して、自己の出自を知った子がその遺伝的父母に求め

する法律（Gesetz über das Verfahren in Familiensachen

る関係も法的な関係に完全に還元できるものではな
己の出自を知る権利」を確保する手段の整備にあたっ

und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit ＝ FamFG）」の発行により廃止された。
従って、同条項に付いては、全て、ZPO「旧」640 条

ては、子と遺伝的父母との関係の在り方や発生し得る

として読み替える必要がある。

く、「非法」の領域を含んでいることを考えると、「自

尚、本稿で述べたように、従来のいずれの学説でも

軋轢にどのように対処するのかを含めた慎重な検討が

ZPO「旧」640 条以下の親子関係確認訴訟という方法

必要である様に思われる。

で、生殖補助医療により懐胎・出産した子が「自己の
出自」（此処では、遺伝的母を意味する）を知ること

Ⅳ . おわりに

は否定されている。非訟事件となった親子関係確認訴
訟が、今後こうした解釈にどのような影響を与えるか

本稿では、生殖補助医療による遺伝的母と分娩上の

が注目される。

母の分離の問題点について、ドイツでの議論を手掛か
りに、主として法的母子関係のあるべき姿やその正当
化根拠の妥当性の観点からから検討した。そうした検
討方法を採用したことにより、分娩者＝母ルールが、
生殖補助医療による出生子に対しても適用されるべき
であるということに付いては、一定の納得し得る理由
を発見することができたと考える。しかしながら、こ
うした方法での「分娩者＝母ルールの検討だけでは、
限界があり、検討の試みとしては不充分ではなかった

註

1 ド イツ 法 で、こ の ような 認 識 を 示 す も の とし て、Joachim
Gernhuber/Dagmar Coester-Waltjen, Familienrecht, 5. Aufl.,
München 2006, S. 574f.
2 尚、事実的母子関係が直ちに法的母子関係を導くかは、立法に
より異なる。分娩の事実から、直ちに法的母子関係を導くドイ
ツ法に対して、母の「匿名出産」を認めるフランス法では、法
的な母子関係は母の認知により認められることになる。非嫡出
子に母の認知を求める民法 779 条は、沿革上フランス法に由来

かという疑問を持っている。むしろ、現在は「分娩者

するものと考えられているが、学説は早くから出生の事実をも

＝母ルール」の妥当性を補完する意味で、他の法的母

って法的母子関係を認める考え方が主流であり、次注の昭和 37

子関係の帰属候補者（例えば、遺伝上の母や子を望む

判決以降判例も同一の見解であると考えられている。民法 779

者）へ法的母子関係が帰属し得ない理由の検討も試み

条の沿革については、田村五郎「母の認知」
『家族法大系Ⅳ（親

るべきではなかったかと考えている 。
71

又、上記のように、本稿の検討の対象が、分娩者へ
の法的母子関係帰属をめぐる議論に焦点をあてた為
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子）
』
（有斐閣 1960 年）33 頁以下を参照。

3 最判昭和 37 年 4 月 27 日民集 16 巻 7 号 1247 頁参照。
4 専門委員会報告「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療

のあり方についての報告書」は、厚生労働省 HP（http://www1.

（＝安全性に十分
15 専門員委員会報告は、その理由を「この原則

mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1228-1_18.html）で公表されている（最

配慮する）
と卵子を提供する人が負うリスクとの関係については、

終閲覧日 2010 年 11 月 1 日）
。

…多くの議論がなされたところであるが、…第三者が…ボラン

5 テキストについては、前掲注（4）専門委員会報告書 Ⅲ本論 2 規
制方法及び条件整備について（2）
条件整備
（a）
親子関係の確定を
参照。

6 生殖補助医療部会報告「精子・卵子・胚の提供等による生殖
補助医療制度の整備に関する報告書」については、HP（http://

www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html）を参照。
7 日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会体外報告「代
理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題−社会的合意に向け
て−」の内容については、日本学術会議 HP（http://www.scj.
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で卵子の提供を一律に禁止するのは適当ではない」としている
（傍点は筆者による）
。詳細に付いては、
前掲注
（4）Ⅲ 本論の 1. 精
子・卵子・胚等の提供による各種補助医療について （2）各生
殖補助医療の是非について を参照。
（http://www.scj.go.jp/ja/info/
16 学 術 会 議 体 外 報 告については、

（ 最 終 閲 覧日 2010
go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdf）

（最終閲覧日 2010 年 11 月 1 日）
kohyo/pdf/kohyo-20-t56-1.pdf）

年 11 月 1 日）を参照。

を参照。

8 Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts vom16.12.1997 ＝
（BGBl. I S. 2942）
KindRG
.

9 そのような用語の混乱は、とりわけ、代理懐胎についての米国
式分類法のうち、所謂ホストマザー型の紹介に於いてみられる。

17 ドイツの生殖補助医療規制に対する評価については、日本弁
護士会が 2007 年 1 月 19 日に公表した『
「生殖医療技術の利用
に対する法的規制に関する提言」についての補充提言−死後
懐胎と代理懐胎（代理母・借り腹）について−』
（http://www.

従来、一括してホストマザーとされていた代理懐胎の類型には、

（最終閲覧
nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/070119.pdf）

本来、卵子由来者が誰かにより、本稿の用語法に従えば、借り

日 2010 年 11 月 1 日）を参照。

腹型代理懐胎と借り腹 + 卵子提供型代理懐胎の二種に区分され
るはずであるが、その点を自覚的に論議されることは少なかっ
た。しかし、前者の借り腹型代理懐胎の場合、妻が出生子との

18 専門委 員会 報 告（http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1228（最終閲覧日 2010 年 11 月 1 日）を参照。
1_18.html）

19 生 殖 補 助 医 療 部 会 報 告 書（http://www.mhlw.go.jp/

法的親子関係設定を求める場合、その主張
（の一部）
として、遺

（最終閲覧日 2010 年 11 月 1 日）を
shingi/2003/04/s0428-5.html）

伝的つながりを主張することも考えられる以上、後者の借り腹

参照。

+ 卵子提供型代理懐胎とは、定義上明確な区別が必要と思われる。

（10）
20 参照、林前掲論文 前掲注
100 頁。

10 本稿での用語法は、国立国会図書館職員である林かおり氏が

21 生殖補助技術に関する立法及び判例の動向については、井関あ

生殖補助医療に関する技術を分類する中で使用した用語法を

すか氏の論文が簡潔にまとめられている。参照、
井関あすか「代

使用させて頂いた。参照、林かおり「海外における生殖補助医

理母出産における法的母子関係に関する考察」九大法学 93 号

療法の現状−死後生殖、代理懐胎、子どもの出自を知る権利を

（2006）219 頁以下。

めぐって−」
『外国の立法』243 号
（2010）
100 頁。尚、同論文は

22 その原因として、この問題に対するナチス時代の優生学に基

国 立 国 会 図 書 館 HP（http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/

づく政策の影響を指摘する者として、岩志和一郎「人口生

（ 最 終 閲 覧日
legis/243/024304.pdf）からも入 手 可 能である。

殖の比較法研究ドイツ」比較法研究 53 号（1991）35 頁。他

2010 年 11 月 1 日）を参照。

方、宗教的側面に原因を求めるものに市野川容孝「生殖技術に

11 本類型に付いては、既に、代理懐胎を依頼した夫妻の妻を母と
する州裁判所の判決効に対して、我が国裁判所による司法判断
が示されている。最判平成 19 年 3 月 24 日民集 61 巻 2 号 619 頁。

関するドイツ・オーストリア、スイスの対策過程の比較法学」

Studies:life science&society 2 巻（1994）69 頁がある。
23 参照、前掲井関論文 219 頁。

12 最判平成 17 年 11 月 24 日判例集未登載。

24 参照、前掲井関論文 219 頁。

13 専門委員会報告は、卵子提供による体外受精の危険性について

（出生子の名から、通称 マルチナ事件とも呼ばれる）
25 この事件

「…提供卵子による体外受精は、提供卵子の採取のために、卵
子を提供する人に対して排卵誘発剤の投与、経膣採卵法等の方
法による採卵針を用いた卵子の採取を行う必要があり、提供卵
子による体外受精を希望する当事者以外の第三者である卵子を

の詳細に付いては、井関前掲論文 225 頁の注（92）及び、Fam

Z 1985,S1121 が詳しい。
26 同委員会の通称は、委員長エルンスト・ベンダ（Ernst Benda）
氏に由来する。

提供する人に対して排卵誘発剤の投与による卵巣過剰刺激症候

27 D e r B un d e s meis t e r f ü r Fo r sc h un g un d Tec h n o lo gi e

群等の副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等の身体的リス

und der Bundesminister der Justiz（ hrg. ） In - vitro -

クを必然的に負わせる…提供卵子による体外受精は、…提供精

Fertilisation,Genomanalyse und Gentherapie, Bericht der

子による体外受精とは、…本質的に異なるものである。
」として、

gemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundesministers für Forschung

その危険性を強調している。詳細に付いては、専門委員会報告

und Technologie und des Bundesministers der Justiz, münchen

前掲注（4）Ⅲ 本論の 1. 精子・卵子・胚等の提供による各種補
助医療について
（2）
各生殖補助医療の是非について を参照。

14 生殖補助医療部会報告書「精子・卵子・胚の提供等による生殖
補助医療制度の整備に関する報告書」については、HP（http://

www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html）を参照。

1985.
28 以上の経緯については、川口浩一・葛原力三「ドイツにおける
胚子保護法の成立について」奈良法学雑誌 4 巻 2 号（1991）71
頁以下を参照。

29 Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über
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das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern vom27.11.1989 ＝

トビアス・ヘルムス（野沢紀雅・遠藤隆幸訳）
『生物学的出自と

AdVermiG（BGBl. 1989, Ⅰ ,2016）
.

親子法―ドイツ法･フランス法の比較法的考察 』
（中央大学出

30 この養子斡旋法上の代理母定義には、本稿で分類したすべての
代理懐胎の類型（代理母型代理懐胎、借り腹型代理懐胎、卵子
提供型代理懐胎及び借り腹＋卵子提供型代理懐胎）が含まれる。
養子斡旋法の当該条文の邦訳に付いては、前掲川口・葛原論文

88 頁を参照。
31 前掲川口・葛原論文 88 頁を参照。
32 Gesetz zum Schutz von Embryonen vom13.12.1990 = ESchG
（BGBl.I S.1990,2746）
.

33 但書により、実際上、処罰可能性があるのは、生殖技術を実施
した医療関係者及び代理母による代理懐胎を企画した者のみで
ある。

版部 2002）36 頁以下を参照。

47 BT-Drucks13/4899,82 und Rechtsausschuß BT-Drucks
13/8511,69.
48 Münchner Kommentar-Bürgerliche Gesetzbuch,Familienrecht
Ⅱ 5.Auﬂ.München 2008/Klaus Seidel,§1591 BGB, Rn. 7.

49 MünchKomm/Seidel,§1591 BGB, Rn. 10. ザイデル判事は、こ
の事を「…現実の生活に於いて、妻の夫が遺伝的父である場合
より、
はるかに、
分娩者が同時に遺伝的母である（可能性が高い）
」
と表現する。

50 MünchKomm/Seidel,§1591 BGB, Rn. 10.
51 MünchKomm/Seidel,§1591 BGB, Rn. 11.

34 胚保護法 1 条 3 項は、関係者を処罰するとした同条 1 条 1 項 1 号

52 MünchKomm/Seidel,§1591 BGB, Rn. 11.

の例外として、卵子が由来する女性（＝卵子提供者）及び、卵

53 MünchKomm/Seidel,§1591 BGB, Rn. 11.

子が移植された女性を処罰しないとしている。したがって、こ

54 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 575.

の場合に、移植を実施した医療関係者のみが処罰されることに

55 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 575.

なる。

56 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 575.

35 この場合に付いても、胚保護法 1 条 3 項は、関係者を処罰する

57 文意から、立法理由等が正当化根拠として挙げる、妊娠期間及

とした同条 1 条 1 項 7 号の例外として、代理母、及び、代理懐胎

び分娩の前後を通じて形成される分娩上の母と子との身体的・

により出生した子を永続的に引き受けようとした者を処罰しな

精神的結びつきが該当するだろう。

いとしている。したがって、処罰可能性があるのは、医療関係

58 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 575.

者及び、代理母への人工受精又は胚移植を企画した者のみであ

59 Staudinger Kommentar zum Bürgerlicher Ⅳ neubearbeitug Auﬂ.

る。

Berlin 2004/Thomas Rauscher,§1591BGB, Rn. 12. 但し、この

36 非 配 偶 者 間 体 外 受 精に 使 用 する目的 で の 精 子 提 供に 対 す

点についてのラウシャー教授の見解については疑問がある。実

る 規 制 方 法 は、 卵 子 提 供 の 場 合 と 異 な る。 精 子 提 供 に つ

際に妊娠・出産を担う分娩上の母と、母の傍にいる、その夫を

いて、胚 保 護 法 は そ の 規 制 の 対 象とせ ず、ドイツ医 師 会
（

同様に考えてよいのかは疑問視せざるを得ない。

（ドイツ医
Bundesärztekammer）のガイドラインに委ねている。

60 Staudinger/ Rauscher,§1591BGB, Rn. 12.

師会は、精子提供による体外受精を原則禁止としつつ、個別の

61 Staudinger/ Rauscher,§1591BGB, Rn. 12.

事案について審議するとの枠組をとっている）
。

62 Staudinger/ Rauscher,§1591BGB, Rn. 12.

37 尚、刑法学の謙抑性から、胚保護法の刑罰規定への疑問を提示
するものとして、前掲川口・葛原論文 90 頁以下を参照。

38 後に検討するドイツの注釈書や教科書に於いて、遺伝的なつな
がりを含めた事実的な母子関係（Mutter-Kind-Beziehung）と
法的母子関係（Mutterschaft）が書分けられている。

39 das Ehegesetz vom 20. 2 1946（BGBl. III 404-1）
. 同法は、Gesetz
zur Neuordnung des Eheschließungsrechts vom 4.5.1998 ＝

63 Staudinger/ Rauscher,§1591BGB, Rn. 12. 尚、ラウシャー教授は、
分娩上の母への法的母子関係帰属を生殖技術の濫用防止の観点
から説明する自身の見解への批判に付いても言及している。

64 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, S. 576. ; PalandtKommentar, 67. Auﬂ. München 2008/ Uwe Diederichsen,§1591
BGB, Rn.1; Staudinger/ Rauscher,§1591BGB, Rn. 16.
65 ザイデル判事は、立法過程での議論で、子と卵子等の提供者（=

EheschlRG（BGBl.I 1998,833）の施行により効力を失った。

遺伝的母）との関係を主として論じていたことを指摘し、憲法

40 当 該 資 料 は、Bundestag の HP 内 の Dokumentations- und

上保証された遺伝的出自を知る権利を理由に、一応、修正の訴

（http://dip.bundestag.de/）より入 手
Informationssystem（DIP）

えが可能なのかも検討したが、結果としてそのような訴えはで

可能（最終閲覧日 2010 年 11 月 1 日）
。

きないとの見解に達した。

41 当該資料の入手に付いては、前掲注（40）を参照。

66 BT-Druck13/4899.

42 BverfGE79.Bd.S.256ff.

67 Palandt/Diederichsen,§1591 BGB, Rn.2.

43「出自を知る権利」に付いては、様々な分析が公表されているが、

68 Schwab, Familienrecht, S. 219.

差当り、海老原 明夫「自己の出自を知る権利と嫡出否認」法學

69 参照、前掲所論文 71 頁。

協會雜誌 115 巻 3 号（1998）349 頁以下；所 彩子「
『AID 児の自

（有
70 家族法における非法の意味に付いては、大村敦志『家族法』

己の出自を知る権利』について 」法政法学 25 巻
（2003）
,65 頁以
下；春名 麻季「自己の出生をめぐる憲法上の利益について」六

斐閣 1999）25 頁以下を参照。

71 もっとも、分娩者＝母ルールを正当化する根拠は、見方を変え

甲台論集法学政治学篇 49 巻 3 号（2003）19 頁以下；富田 哲「出

れば、他の法的母子関係帰属候補者への帰属が適切でない理由

自を知る権利」法の科学 33 号（2003）136 頁以下が参考となる。

を示唆するものであるから、この点は、本質的問題とはならな

44 BverfGE 79, 256ff.
45 BverfG, NJW1994, 2475.
46 ドイツにおける自己の出自を知る権利の生成と展開については、
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国際人権法の視点からみた
日本における婚外子相続分
差別訴訟に関する一考察
1

堀見

裕樹

の判決で民法 900 条 4 号ただし書及び遺留分について

Ⅰ . はじめに

この規定を準用する民法 1044 条に関して適用違憲の
判断を下した 8。

婚外子 2 の法定相続分を婚内子の 2 分の 1 と定める

一方で民法 900 条 4 号ただし書は日本が締約国とな

民法 900 条 4 号ただし書が憲法 14 条 1 項に違反するの

っている各人権条約にも違反するのではないかという

ではないかという問題は、法の下の平等に関する大き

問題もあり 9、同規定は各人権条約の委員会の国家報

な問題点の一つとして今日まで議論されてきた 。後

告手続においても批判され、その是正が勧告されてき

述のように、学説の多くはこの規定が憲法 14 条 1 項

た。加えて、後述のようにこれまでの同規定の合憲性

に違反すると解している。

に関する最高裁の判例において、補足意見や反対意見

3

一方で判例では、平成 7 年 7 月 5 日の最高裁大法廷

が各人権条約及びそれらの委員会の勧告を参照してい

決定（以下、平成 7 年決定とする）がこの規定を合憲

る。さらに、国籍法違憲判決の多数意見はその理由付

と判断した 。しかし同時に 5 人の裁判官がこの規定

けで人権条約を参照している。

4

を違憲とする反対意見を記していた。また、それ以来

そこで本稿は、民法 900 条 4 号ただし書に関して各

最高裁は合憲の結論を踏襲し続けているが、合憲の立

人権条約の委員会が述べてきた勧告が同規定の合憲性

場を採る裁判官と違憲の立場を採る裁判官の人数は拮

に関する（主に最高裁の）判例に与えてきた影響につ

抗し、さらに合憲の側に与する裁判官もその補足意見

いて、判例の流れと各人権条約の委員会の勧告との相

において違憲の疑いを示すようになってきている。

関関係を分析しながら検討したい。

そのような中最高裁は平成 20 年 6 月 4 日の大法廷判

それに当たり、本稿の構成について述べる前に民法

決（以下、国籍法違憲判決とする）において、日本人

900 条 4 号ただし書の合憲性の問題に関して日本が締

男性と外国人女性との間に生まれた婚外子で出生後に

約国となっている人権条約の観点から検討を行うこと

認知された者のうち後に両親が婚姻をした準正子に対

の意義について触れておきたい。

してのみ日本国籍の取得を認め、非準正子に対しては

日本では、憲法 98 条 2 項に定められた条約及び確

日本国籍の取得を認めていなかった国籍法 3 条 1 項（当

立された国際法規の誠実な遵守義務により批准・公布

時）が憲法 14 条 1 項に違反すると判断した 。そして

された条約は特別の立法措置をしなくとも国内法とし

この判決がその後の最高裁での民法 900 条 4 号ただし

ての効力を有すると解されている 10。そして国内法と

書の合憲性の判断に影響を与える可能性が指摘される

しての条約を含めた国際法規範を裁判規範として援用

中 、最高裁第二小法廷は平成 21 年 9 月 30 日の決定（以

するためには、阿部教授によると「国際法規には直接

5

6

下、平成 21 年決定とする）において、3 対 1 でこれま

適用可能性の要件具備が求められるわけではない。違

でと同様に合憲の結論を下した 7。しかし、民法 900

反の有無の認定ができるものであればよい」とされて

条 4 号ただし書は違憲の疑いが強いことを指摘する補

いる 11。しかし、しばしば指摘されるように日本の裁

足意見と違憲性を認定する反対意見が付された。さら

判所は人権条約の適用に消極的である 12。岩沢教授に

に、下級審ではあるが東京高裁は平成 22 年 3 月 10 日

よると、日本の裁判所の国際人権法に対する消極性と
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して、具体的に「国際人権法に基づく主張を無視す
傾向」、そして「国際人権法違反を認定することを躊

2004 年のいわゆるパレスティナの「壁」事件におい
て、自らの自由権規約 2 条 1 項の解釈を述べた上で「自
由権規約委員会の不断の実行（constant practice）も

躇する傾向」があるという 13。しかし、このような日

これに合致する」と述べ 23、自由権規約の解釈に自由

本の裁判所の国際人権法に対する消極的な姿勢には問

権規約委員会による条約解釈を援用した。加えて ICJ

題があると考えられる。まず、人権条約の定める内容

は 2010 年 11 月 30 日の判決において注目の判断を行

の観点からは、「人権条約の規定は、その内容や射程

っている。ICJ は自由権規約 13 条の解釈が問題となっ

る傾向」、「国際人権法に基づく主張を簡単に退ける

において国内法の人権規定と全く同一のものであるは

た 2010 年のアーマドゥ・サディオ・ディアロ事件本

ずはなく―仮にそうだとすれば批准・加入する意味は

案判決において、自身の自由権規約の解釈を示した上

ない―、多くの場合、憲法を初めとする日本法の規定

で、その解釈が「締約国によるその文書の遵守を確保

ないしそれまでの解釈を超える内容の規定を含んでい

するために規約により設立された自由権規約委員会

る」 。さらに国際法上の義務の観点からは、「国際

の先例（jurisprudence）により十分に裏付けられてい

法の視点から見れば、たとえ日本国憲法が保障してい

る」と述べた 24。さらに ICJ は「自由権規約委員会が

ない人権であっても、日本が条約上人権保護義務を引

創設されて以来、特に第一選択議定書締約国に関して

き受けた以上は、条約上の人権を国内的に保障し、そ

同委員会に申し立てられうる個人通報へ応じた認定を

の侵害に対して適当な救済措置をとる義務を国際法上

通して、そしてその『一般的意見』の形をとって同委

負ったことになる」 。したがって、ある人権の侵害

員会は多数の一連の解釈の判例法（interpretative case

が内容的に憲法及び人権条約の双方について問題とな

law）を築き上げてきた」25 と指摘した上で次のよう

る場合、憲法の規定の内容と人権条約の規定の内容が

に述べた。

14

15

類似したものであっても、憲法の規定と当該人権条約
の規定の保障する内容の相違の点及び当該人権条約に

裁判所はその司法的機能の行使において裁判所

ついて日本が国際法上負う義務の点から、両者を安易

自身の規約の解釈を委員会の解釈に基づいて形

に同一視せず、憲法の規定とは別個に当該人権条約の

成することを少しも義務付けられていないけれ

規定を慎重に考察することが必要になると考えられ

ども、裁判所は多大な重みがその条約の適用を

る。

監督するために特に設立されたこの独立の機関

加えて本稿では、各人権条約の下で設置された、個
人資格の専門家からなる委員会の一般的意見や国家報

（independent body）により採用された解釈に属
すると考えるべきだと信じる。26

告制度において出される総括所見が検討されるが、こ
れらが有する法的意義についても言及したい。これら

このように ICJ は、自身が自由権規約の解釈をする

一般的意見や総括所見、そして個人通報制度において

において、締約国による規約の履行を監督する自由権

示される見解の中で各人権条約の委員会による条約の

規約委員会の解釈に基づく義務は有していないことを

解釈が示される が、これら自体は法的拘束力を有し

認めつつも、委員会の規約解釈に大きな重要性を認め

16

てはいない 。そして日本の裁判所はこれら各人権条

たのである。これはパレスティナの「壁」事件よりも

約の委員会による条約解釈を、法的拘束力のなさを理

踏み込んだ判断だと考えられる。以上のような ICJ の

由に退けることが多い 。しかし、このような裁判所

実行を考慮すると、自由権規約をはじめとする各条約

の態度に対しては、憲法 98 条 2 項が定める条約を誠

の委員会の条約解釈や意見は、法的拘束力を有してい

実に遵守する義務から、各人権条約の委員会による条

ないけれども各人権条約の解釈において―条約法条約

約解釈や見解を考慮して条約を解釈すべきことを主張

の解釈規則上の位置付けの問題は残るものの 27―相当

する見解が存在する 19。加えて、日本も当事国となっ

な重みを持つものとして捉えられるべきであり、日本

ている条約法条約の中の解釈規則（31 条から 33 条）

の国内裁判所での人権条約の解釈においてもそれらの

17

18

20

の中でこれら各人権委員会の条約解釈がどのように

考慮が強く求められると考えられる 28。

位置付けられるのかという問題についての議論もなさ

以上を踏まえると、民法 900 条 4 号ただし書の合憲

れている 。したがって、各人権条約の委員会が出す

性を論じるに当たっては、憲法 14 条 1 項だけではなく、

条約解釈等に法的拘束力がなくとも、そのこととは別

各人権条約についても各人権条約上の委員会の条約解

にそれらが各人権条約の解釈において有する意義は考

釈や意見も考慮しながら検討することが求められると

慮されなければならないと考えられる 。

考えられる。そのためには、判例の展開と各人権条約

21

22

そしてこの問題に関連して、近年の国際司法裁判

の委員会が出す総括所見や一般的意見との間の関係性

所（以下、ICJ とする）の判断が注目される。ICJ は

を分析することが有意義だと考えられる。なお、本稿
国際人権法の視点からみた日本における
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において以下検討される判例では条約それ自体の違反

法 14 条 1 項に違反するとした 35。

が問われるのではなく、憲法 14 条 1 項の合憲性を論

このように、民法 900 条 4 号ただし書の合憲性につ

じる中で、「国内法の解釈、適用に国際人権法の内容

いて下級審の判断は分かれていた。そのような状況の

を反映させていこうとする」 、国際人権法の間接適

下で、最高裁は平成 7 年決定において 10 対 5 で同規定

用 30 の形で議論がなされていると考えられる 31。

を合憲と判断した。多数意見は民法 900 条 4 号ただし

29

以下、本稿では前提として II において民法 900 条 4

書を含む法定相続分規定の補充性を指摘し「相続制度

号ただし書に関する判例の展開（国籍法違憲判決を含

をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断

む）及び学説の動向について概観する。それを受けて

にゆだねられているものというほかない」と述べた上

III では、各人権条約の委員会の総括所見や一般的意

で、「本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間

見と判例の展開との関係についてそれらを時系列に沿

に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、

って概観した上で、具体的論点の分析を試みる。

被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非
嫡出子に嫡出子の 2 分の 1 の法定相続分を認めること

Ⅱ . 民法 900 条 4 号ただし書の合憲
性をめぐる判例及び学説の状況
本節では民法 900 条 4 項ただし書の合憲性をめぐる

により、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法
律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解
される。［……］現行民法は法律婚主義を採用してい
るのであるから、右のような本件規定の立法理由にも
合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非

これまでの判例の展開と、学説の状況について概観す

嫡出子の法定相続分を嫡出子の 2 分の 1 としたことが、

る。1 では判例の展開について検討し、2 では学説の

右立法理由との関連において著しく不合理であり、立

状況について整理する。その上で今後の展望について

法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたも

も簡単に言及したい。

のということはできない」として同規定が憲法 14 条 1
項に違反しないとした 36。
しかし、多数意見に同調した裁判官からも同規定の

1. 判例の状況

合理性に対する疑問が呈された。大西裁判官の補足意

ここでは民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する

見（園部裁判官同調）は、同規定が旧法制定時及び昭

判例の動向を概観する。まず（1）において、国籍法

和 22 年の民法改正当時に合理性を有していたものの

違憲判決までの判例の展開について見た上で、
（2）で

「その後の我が国の社会事情、国民感情等の変化には

は、国籍法違憲判決以後の判例の動向を検討する。

著しいものがある」として、「相続及び相続と密接な
関連を有する婚姻、親子ないしは家族の形態とこれら
の点についての国民の意識は、激しく変化してきたし、

（1）国籍法違憲判決までの判例の動向 32
民法 900 条 4 号ただし書の合憲性について初めての

現在もなお流動を続けている」こと、自由権規約及び

判断を示したとされる東京高裁平成 3 年 3 月 29 日決定

子どもの権利条約の中の差別を禁止する規定、そして

は、「民法 900 条 4 号ただし書の規定をもって憲法に

ヨーロッパ諸国での法改正を挙げ、民法 900 条 4 号た

違反するものということはできず、他に右規定を無効

だし書が「制定当時有した合理性は次第に失われつつ

と解すべき理由はない」と簡潔に述べて同規定が憲法

あり、現時点においては、立法府に与えられた合理的

14 条等に違反するとした抗告人の主張を退けた 。
しかしその 2 年後の平成 5 年 6 月 23 日、同じ東京高
裁は婚外子という地位が憲法 14 条 1 項後段の「社会
的身分」に該当するとした上で、民法 900 条 4 号ただ

な裁量判断の限界を超えているとまではいえないとし

し書による婚内子と婚外子の間の差別的取扱いが合理

ている 37。

33

ても、本件規定のみに着眼して論ずれば、その立法理
由との関連における合理性は、かなりの程度に疑わし
い状態に立ち至ったものということができる」と述べ

的根拠を有するか否かの判断について厳格な合理性の

同じく補足意見を述べた千種・河合裁判官は「本件

基準を採用し、民法 900 条 4 号ただし書の立法目的と

規定も制定以来半世紀を経る間、非嫡出子をめぐる諸

規制手段との間の実質的関連性の存在を認めず、同規

事情に変容が生じ、子の権利をより重視する観点から

定が憲法 14 条 1 項に違反すると判断した 。

その合理性を疑問とする立場の生じていることは、理

34

さらに東京高裁は翌年の平成 6 年 11 月 30 日の判決

解し得るところである。しかしながら、これに対処す

においても、民法 900 条 4 号ただし書の立法目的が合

るには、立法によって本件規定を改正する方法による

理性を欠くとはいえないとしつつも、同規定が立法目

ことが至当である」としている 38。

的との関連で合理的とはいえないとして、同規定が憲

120

一方、中島・高橋・尾崎・大野・遠藤裁判官の反対

意見は、民法 900 条 4 号ただし書が憲法 14 条 1 項の下

した 47。藤井裁判官の補足意見は近年の社会情勢の変

で認められる合理的な区別に該当するかどうかの「判

化等に伴い民法 900 条 4 号ただし書の合理性を疑う見

断は、［……］立法目的自体の合理性及びその手段と

解が顕著になってきたとしながらも、違憲判断ではな

の実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討

く立法府による改正の必要性を指摘する 48。一方、遠

されるべきである」として、厳格な合理性の基準を採

藤裁判官の反対意見は平成 7 年決定の反対意見の内容

用する 。その上で反対意見は「出生について何の責

と同じである 49。

39

任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別

そ の 3 年 後 の 最 高 裁 第 二 小 法 廷 平 成 15 年 3 月 28

することは、婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を

日判決は 3 対 2 の僅差で平成 7 年決定の結論を維持

超えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性

した 50。しかし、梶谷裁判官と滝井裁判官の反対意

は認められず合理的であるということはできない」と

見は平成 7 年決定の共同反対意見を引用した上で

し、加えて「本件規定が相続の分野ではあっても、同

「家族関係及び相続をめぐる近時の社会状況の変化は、

じ被相続人の子供でありながら、非嫡出子の法定相続

国内外において著しいものがあり、この傾向は、上記

分を嫡出子のそれの 2 分の 1 と定めていることは、非

大法廷決定が出された平成 7 年以降も、嫡出子と非嫡

嫡出子を嫡出子に比べて劣るものとする観念が社会的

出子の区別をなくしていくことを求める方向に進んで

に受容される余地をつくる重要な一原因となっている

いることが明らかである」と述べ、法制審議会が平成

と認められる」と指摘する 40。さらに反対意見は法律

8 年の答申において民法 900 条 4 号ただし書の改正の

の「合憲性を判断するに当たっては、制定当時の立法

方向性を示したことや、自由権規約委員会が日本の報

目的と共に、その後に生じている立法の基礎をなす事

告書の審査において婚外子差別に懸念を示し同規定等

実の変化や条約の趣旨等をも加えて検討されなければ

の改正を勧告したこと等を指摘し、同規定の違憲性を

ならない」として、民法 900 条 4 号ただし書について

主張する 51。

の検討を行い、「少なくとも今日の時点において、婚

加えてその直後の最高裁第一小法廷平成 15 年 3 月

姻の尊重・保護という目的のために、相続において非
嫡出子を差別することは、個人の尊重及び平等の原則

31日判決も、3対2で平成7年決定を踏襲した52。しかし、
島田裁判官の補足意見は平成 7 年決定後の立法事実の

に反し、立法目的と手段との間に実質的関連性を失っ

変化を指摘し、「立法した当時に存した本件規定によ

ているというべき」であると結論する 。

る区別を正当化する理由となった社会事情や国民感情

41

加えて尾崎裁判官の追加反対意見は「非嫡出子は、

などは、現時点ではもはや失われたのではないかとす

古くから劣位者として扱われてきたが、法律婚が制度

ら思われる状況に至っている」こと、そして「非嫡出

として採用されると、非嫡出子は一層日陰者とみなさ

子が本件規定によって受ける不利益は、［……］財産

れ白眼視されるに至った。［……］本件規定の本来の

上のものにとどまらず、［……］精神的な不利益も無

立法目的が、かかる不当な結果に向けられたものでな

視できない」ことを指摘した上で、「少なくとも現時

いことはもちろんであるけれども、依然我が国におい

点においては、本件規定は、明らかに違憲であるとま

ては、非嫡出子を劣位者であるとみなす感情が強い。

ではいえないが、極めて違憲の疑いが濃いものである」

本件規定は、この風潮に追随しているとも、またその

とする 53。しかしその一方で補足意見は、違憲判決に

理由付けとして利用されているともみられる」として、

より法的安定性が損なわれることを危惧し、違憲判断

「こうした差別的風潮が、非嫡出子の人格形成に多大
の影響を与えることは明白である」と述べる 42。

には賛同できないと述べている 54。
深澤裁判官はその反対意見において、民法 900 条 4

このように、最高裁は民法 900 条 4 号ただし書を合

号ただし書の相続分差別について「立法目的と手段と

憲とする判断を下したものの、「五名の裁判官が明確

の実質的関連性はなく、差別の合理的理由を認めるこ

な違憲判断を示したこともあり、民法改正論議にもは

とはできない」とする 55。加えて同裁判官は、違憲判

ずみをつけることになった」43。翌年 2 月 26 日に法制

決の効果について同規定を「最高裁判所の違憲判決が

審議会は婚内子と婚外子の法定相続分を平等とする民

社会的に大きな影響を及ぼすことは、その性質上、避

法改正要綱を答申している 。

け難いところであって、違憲判決の結果、新たな対応

44

そして、その後も民法 900 条 4 号ただし書の合憲性

をする必要が生じた場合には、関係機関が速やかに適

に関する最高裁の判断は示されてきた 。二宮教授に

切な措置をとるべきことは、憲法が最高裁判所に違憲

よると、最高裁第三小法廷平成 8 年 3 月 26 日判決（未

立法審査権を付与した当然の帰結というべきものであ

公表）は、3 対 2 で同規定を合憲と判断した 。

り、そのことをもって違憲立法審査権の行使が制約さ

45

46

それから 4 年後の最高裁第一小法廷平成 12 年 1 月

27 日判決も 4 対 1 で平成 7 年決定の合憲の結論を踏襲

れると考えるのは相当でない」とする 56。
一方泉裁判官の反対意見は、民法 900 条 4 号ただし
国際人権法の視点からみた日本における
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書がその「立法目的達成のため重要な役割を果たして

（2）国籍法違憲判決及びその後の判例の動向

いるとは解することができない。［……］一方、嫡出

平成 20 年 6 月 4 日、最高裁大法廷は 10 対 5 で当時の

でない子が被る平等原則、個人としての尊重、個人の

国籍法 3 条 1 項が婚姻関係にない日本人父と外国人母

尊厳という憲法理念にかかわる犠牲は重大であり、本

との間に生まれ、生後認知がなされた子どものうち、

件規定にこの犠牲を正当化する程の強い合理性を見出

準正子のみに届出による国籍取得を認めていることが

すことは困難である」として同規定の違憲性を主張し、

憲法 14 条 1 項に違反すると判断した 64。

加えてこの問題について立法による解決が望ましいと

多数意見は、憲法 14 条 1 項は「事柄の性質に即応

しつつも司法による救済の必要性を主張する 。なお

した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差

二宮教授によると、第二小法廷は平成 15 年 6 月 20 日

別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは、

にも平成 15 年 3 月 28 日の判決と同じく民法 900 条 4

当裁判所の判例とするところである」とする 65。その

号ただし書を合憲とする判断を下し、梶谷裁判官と滝

上で、国籍の要件に関する憲法 10 条について「国籍

井裁判官が同じ反対意見を述べている 。

の得喪に関する要件」を「どのように定めるかについ

57

58

翌年の平成 16 年 10 月 14 日、最高裁第一小法廷は再

て、立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると

び 3 対 2 で平成 7 年決定を踏襲した が、島田裁判官

解される」と述べる一方で、「立法府に与えられた上

59

と泉裁判官がそれぞれ平成 15 年 3 月 31 日の判決に付

記のような裁量権を考慮しても、なおそのような区別

した自身の補足意見及び反対意見を引用している 60。

をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない

加えて才口裁判官の反対意見は、「非嫡出子であるこ

場合、又はその具体的な区別と上記の立法目的との間

とは、自分の意思ではどうにもならない出生により取

に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、

得する社会的身分である。嫡出子と非嫡出子とを区別

合理的な理由のない差別として、同項［＝憲法 14 条
1 項］に違反するものと解されることになる」とする

し、非嫡出子であることを理由にその相続分を嫡出子
のそれの 2 分の 1 とすることは、その立法目的が、法

66

。さらに多数意見は次のように述べる。

律婚の尊重、保護という、それ自体正当なものである
としても、その目的を実現するための手段として、上

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であ

記の区別を設けること及び上記数値による区別の大き

るとともに、我が国において基本的人権の保障、

さについては、十分な合理的根拠が存するものとはい

公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を

い難い」として、同規定が憲法 14 条 1 項に違反する

持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻

と判断する 61。加えて才口裁判官は立法による救済の

により嫡出子たる身分を取得するか否かというこ

必要性を指摘するも「それを待つまでもなく、司法に

とは、子にとっては自らの意思や努力によっては

おいても救済する必要がある」とする 。

変えることのできない父母の身分行為に係る事柄

62

以上見てきたように、平成 7 年決定後も最高裁の判

である。したがって、このような事柄をもって日

例において民法 900 条 4 号ただし書を合憲とする結論

本国籍取得の要件に関して区別を生じさせること

は維持されてきたものの、裁判官の間ではこの問題に

に合理的な理由があるか否かについては、慎重に

ついての見解は分かれている。この点に関連して松田

検討することが必要である。 67

准教授は、平成 7 年決定及びそれ以降の最高裁判例に
おいて平成 7 年決定の「可部補足意見を除く全補足意

このように多数意見は本件の違憲審査について厳密

見と全反対意見は、本件規定の維持に消極的な立法事

な姿勢を見せている。その上で多数意見は、国籍法 3

実の現状認識（内外の立法動向、人権条約や国連人権

条 1 項の立法目的自体には合理性があり、立法当時に

委員会の勧告、家族観の社会学的変質）において酷似

おいては同規定における区別と立法目的との間には合

している」とし、加えて最高裁第一小法廷平成 15 年 3

理的関連性があったことを認めるものの、日本におけ

月 31 日判決の「島田補足意見を見れば、その違いは

る「社会的・経済的環境等の変化」、諸外国の立法、

もはや紙一重である」と指摘している 63。しかしその

日本が批准した自由権規約及び子どもの権利条約等を

ような状況においても平成 7 年決定の判例変更は行な

挙げた上で、「以上のような我が国を取り巻く国内的、

われず、平成 8 年に法制審議会が答申した民法 900 条

国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、準正

4 号ただし書の改正を含む民法改正要綱に則った法改

を出生後における届出による日本国籍取得の要件とし

正も行なわれてこなかった。そのような中、国籍法違

ておくことについて、前記の立法目的との間に合理的

憲判決が下された。以下では、項目を改めて同判決と

関連性を見いだすことがもはや難しくなっているとい

その後の判例の動向を概観する。

うべきである」と判断する 68。加えて多数意見は国籍
法 3 条 1 項における区別により「日本国民である父か
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ら出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日

本件基準日以降の社会情勢の変動等によりその後本件

本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けてい

規定が違憲の状態に至った可能性を否定するものでは

るものといわざるを得ない」と述べ、結論として「本

ないと解される。［……］本件基準日以降も、本件規

件区別は、遅くとも上告人が法務大臣あてに国籍取得

定の憲法適合性について判断をするための考慮要素と

届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を

なるべき社会情勢、家族生活や親子関係の実態、我が

考慮してもなおその立法目的との間において合理的関

国を取り巻く国際的環境等は、変化を続けている」［強

連性を欠くものとなっていたと解される」として、国

調は筆者によるもの］と述べる 77。その上で竹内裁判

籍法 3 条 1 項が憲法 14 条 1 項に違反すると判断した 69。

官は「本件規定が嫡出子と非嫡出子の相続分に差をも

本判決における区別の合理性の違憲審査について学

うけていることを正当化する根拠は失われつつある一

説の多くは合理性の基準よりも厳格な審査基準を採用

方で、本件規定は非嫡出子が嫡出子より劣位の存在で

したと解している 。その一方で、審査基準の不明確

あるという印象を与え、非嫡出子が社会から差別的な

性を指摘する見解も存在する 。しかし、多数意見が

目で見られることの重要な原因となっているという問

採った違憲判断の審査基準はやや曖昧な点を残すとは

題点が強く指摘されるに至っているのである。そうす

いえ、従来よりも厳密に議論を展開している点は評価

ると、少なくとも現時点においては、本件規定は、違

70

71

できると考えられる 72。

4

4

4

4

4

4

4

4

憲の疑いが極めて強いものであるといわざるを得な

その上での問題は本判決の射程、即ち、本判決が民

い」［強調は筆者によるもの］と述べている 78。しか

法 900 条 4 号ただし書の合憲性の評価に与える影響だ

し竹内裁判官は同規定が「相続制度の一部分を構成す

と考えられる。この点について学説の反応は分かれる。

るものとして、国民の生活に不断に機能しているもの

肯定的な見解として、例えば辻村教授は「国際的な婚

であるから、これを違憲としてその適用を排除するに

外子の増加などの現状をもとに、婚外子に対する法的

は、その効果や関連規定との整合性の問題等について

な差別的取扱いを解消する方向性が示されると解する

十分な検討が必要である」として、違憲判断によって

ことができ」ると指摘している 。一方、本判決の射

法的安定性が揺らぐことを危惧する 79。その上で竹内

程は不明確だと解する見解として、例えば山元教授は

裁判官は「立法府が本件規定を改正することが強く望

次のように述べている。

まれていると考える」ものの、「立法による解決が望

73

ましいことを理由に最高裁判所は違憲の判断をするこ
本判決の射程に関して、最高裁は現行法からの
嫡出子／非嫡出子の区別指標の放逐そのものを目

とを差し控えるべきであるという趣旨でないことはい
うまでもない」と付け加えている 80。

指したわけではないから、法律婚の尊重が相続の

一方今井裁判官の反対意見は、民法 900 条 4 号ただ

場面での嫡出子への相対的に手厚い保護と一体的

し書における「法律婚の尊重という立法目的と相続分

だという認識を維持するのであれば、従来の立場

の差別との間には、合理的な関連性は認められないと

（最大決平成 7・7・5 民集 49 巻 7 号 1789 頁）から

いわざるを得ない」とした上で、国籍法違憲判決にお

民法 900 条 4 号における非嫡出子の相続分差別問

いて旧国籍法 3 条 1 項における準正子と非準正子との

題について違憲論への判例変更を行なうかどうか

間の差別が憲法 14 条 1 項に違反すると判断されたこ

は本判決からは不分明である。74

とが「本件のような相続分の差別についても妥当する
といわなければならない」とする 81。また、違憲判断

このように本判決の射程についての学説の立場は分

については「本来立法が望ましいとしても、裁判所が

「多
かれているが、少なくとも市川教授が述べるように

違憲と判断した規定について、その規定によって権利

数意見に属する裁判官が非嫡出子差別の問題性を認識

を侵害され、その救済を求めている者に対し救済を与

していないということでない」 と解することは可能

えるのは裁判所の責務であって、国会における立法が

と考えられる。

望ましいことを理由として違憲判断をしないことは相

75

翌年の平成 21 年 9 月 30 日、最高裁第二小法廷は民

［原文改行］なお、本件規定を違憲無効と
当でない。

法 900 条 4 号ただし書の合憲性について平成 7 年決定

判断したとしても、そのことによって本件規定を適用

を引用して 3 対 1 で合憲の判断を下した 。本決定に

した確定判決や確定審判について再審事由があるとい

は竹内裁判官の補足意見及び今井裁判官の反対意見が

うことにはならないし、本件規定が有効に存在するこ

付された。

とを前提として成立した遺産分割の調停や遺産分割の

76

竹内裁判官の補足意見は「多数意見は、飽くまでも
4

4

4

4

4

4

4

4

4

協議の効力が直ちに失われるものではない。［……］

本件基準日［＝平成 12 年 6 月 30 日］において 本件規

本件規定を違憲と判断することによって、法的安定性

定が憲法 14 条 1 項に違反しないとするものであって、

を害するおそれのあることは否定できないが、その程
国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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度は補足意見が述べるほど著しいものとはいえないと

本決定においては両者の結論は反対となった。

考える」と述べている 82。加えて今井裁判官は、民法

本決定における両者の判断を分けたのは何だったの

改正要綱試案に基づく民法改正が見込まれていた平成

だろうか。先に見たように国籍法違憲判決において多

7 年決定当時とそれから十数年経った現時点とを比較

数意見は国籍が「重要な法的地位である」こと、そし

し、「もはや立法を待つことは許されない時期に至っ

て「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否

ているというべきである」と主張する 。

かということは、子にとっては自らの意思や努力によ

83

次に、本決定の補足意見及び反対意見について検討

っては変えることのできない父母の身分行為に係る事

してみたい。竹内裁判官は、本件における多数意見の

柄である」ことを指摘していた 89。一方、多数意見が

判断はあくまでも民法 900 条 4 号ただし書が「本件基

同時に指摘する「父母の婚姻によって嫡出子たる身分

準日」である平成 12 年 6 月 30 日において合憲である

を取得するか否かということ」は国籍法違憲判決にお

ということを述べたもので、その後違憲となったこと

いても法定相続分の差別に関する本決定においても共

を否定するものではないと解し、加えて現時点におい

通するところがあるといえる。中川裁判官はいずれの

ては違憲の疑いが極めて強いということを述べること

事件においても個別に意見を執筆してはいないのでこ

によって、「本件基準日」から決定時の平成 21 年 9 月

れは推測にしかすぎないが、同裁判官は本決定におい

30 日までの間に同規定が違憲となった可能性を示唆

て民法 900 条 4 号ただし書については、国籍法違憲判

しているように思われる 84。このことに国籍法違憲判

決の多数意見が指摘していた国籍の法的地位としての

決の基準日が平成 15 年であったことを併せて考慮す

重要性のようなものは存在しないと考えて平成 7 年決

ると、基準日が平成 15 年以降の民法 900 条 4 号ただし

定を踏襲する立場に賛成したのかもしれない 90。

書を違憲だと主張する事件が最高裁に係属した場合は

本決定では平成 7 年決定の判例変更には至らず、加

平成 7 年決定の判例変更が行なわれる可能性があると

えて中川裁判官と今井裁判官は国籍法違憲判決におい

考えられる 85。加えて竹内裁判官が自分の補足意見は

てともに多数意見に与したものの本件での民法 900 条

「立法による解決が望ましいという考えであって、立

4 号ただし書の合憲性については互いに反対の結論を

法による解決が望ましいことを理由に最高裁判所は違

採っていた。しかし竹内裁判官の補足意見及び今井裁

憲の判断をすることを差し控えるべきであるという趣

判官の反対意見を考慮すると、国籍法違憲判決は同規

旨でないことはいうまでもない」と述べていることも

定の合憲性の問題にある程度影響を与えたと評価する

このような可能性を示していると解することができる

ことは可能と思われる。現に竹内裁判官の補足意見は

かもしれない。

極めて違憲判断に近いものであり、最一小判平成 15

ところで、本決定に関与した古田裁判官、中川裁判

年 3 月 31 日の島田裁判官の補足意見が反対意見と比

官、竹内裁判官及び今井裁判官のうち、竹内裁判官を

べて「その違いはもはや紙一重である」と評された 91

除く 3 人の裁判官は国籍法違憲判決にも関与している

ことは本決定にも当てはまるといえよう。

ため、国籍法違憲判決及び本決定における各裁判官の

そして最後に直近の事例として、被相続人の養子（被

立場の相関についても検討してみたい 。本決定にお

相続人の妹の子。養子縁組をしたため、婚内子ではな

いて裁判長を務めた古田裁判官は国籍法違憲判決では

いが嫡出子ではある）が被相続人の全財産を相続する

横尾裁判官及び津野裁判官と共同で反対意見を記して

という遺言を執行した際に、被相続人の婚外子が遺

おり、旧国籍法 3 条 1 項が準正子に届出による国籍の

留分減殺請求をした事件に関する東京高裁平成 22 年

取得を認める一方で非準正子にはこれを認めていない

のの、本決定では古田裁判官と同じく平成 7 年決定を

3 月 10 日判決が挙げられる。その原審である東京地裁
平成 17 年 3 月 3 日判決は民法 900 条 4 号ただし書に合
理的な存在理由が存在しないとして憲法 14 条 1 項に
違反すると判断した 92。しかし東京高裁は平成 7 年決
定に基づき、民法 900 条 4 号ただし書及び遺留分につ
いてこれを準用する民法 1044 条が憲法 14 条 1 項に違

踏襲する立場を採っている。そして今井裁判官は、国

反しないとしたものの、婚外子たる原告（被控訴人）

籍法違憲判決において多数意見に同調しつつ「法律の

と養子たる被告（控訴人）との関係について、まず、

規定の一部が違憲である場合の司法救済の在り方」に

養子たる控訴人は被相続人の嫡出子ではあるが婚姻関

ついて補足意見を述べている 88。中川裁判官及び今井

係から出生した嫡出子ではなく、本件で民法 900 条 4

裁判官は、国籍法違憲判決においては憲法 14 条 1 項

号ただし書を準用して被控訴人の遺留分を嫡出子の遺

86

ことが憲法 14 条 1 項に違反しないという立場を採っ
ている 87。そして本決定においては民法 900 条 4 号た
だし書を合憲とする多数意見の立場にいる。次に中川
裁判官は国籍法違憲判決では多数意見に与しているも

違反について同様の立場を採っていたと解することが

留分の 2 分の 1 とすることは法律婚の尊重に結びつか

できるが、民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する

ないことを指摘する。加えて東京高裁は被控訴人は遺
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留分が 2 分の 1 となる「重大な財産的不利益」に加え

う」102。加えて、違憲説の議論の内容については辻村

て婚外子として生まれたという本人の意思や努力では

教授が次のように述べている。

変えられない事情で差別的取扱いを受けることで大き
な精神的苦痛を受けること、そして同規定は立法当時

学説は、むしろ最高裁判決の少数意見や東京高

と比べ、同規定及びそれによる区別を正当化する社会

裁違憲決定を支持する傾向が強く、（ⅰ）法律婚主

事情や国民感情などは相続発生時である平成 7 年には

義ないし婚姻家族の保護という立法目的自体は尊

もはや失われたと考えられるような状況にあることを

重されるべきものとしても、子らの相続分を同

指摘して、同規定及びそれを準用する民法 1044 条の
適用違憲の判断を導いた 93。

等とした場合でも配偶者の相続分には影響がない
（法律上の配偶者の利益は保護される）こと、
（ⅱ）
婚姻家族の保護と婚外子の尊厳とは同時に考慮す
べきであり、自己の意思に基づかない出生のみに

2. 学説の状況

よる差別は、不合理な差別にあたること、（ⅲ）

憲法 14 条 1 項の保障する平等については、その違

目的と規制手段の実質的関連について、婚外子の

憲審査基準として学説上、「必要不可欠な公共的利益

相続分差別という手段によって婚外子の出現抑止

（公益）の基準」、「合理的根拠の基準」、そして「実質

を期待できない以上、婚姻家族の保護という目的

的な合理的関連性の基準」の三段階の基準に分類する

を実現するうえで実質的な関連があるとはいえな

見解が有力に主張されている 94。君塚教授によると憲

い、などの批判論を提起してきた。 103

法 14 条 1 項後段に列挙された事由については厳格審
査の基準（必要不可欠な公共的利益（公益）の基準）

加えて平成 7 年決定の反対意見、中でも尾崎裁判官

によるべきであり、「それが優勢」だという 95。一方

の追加反対意見が「非嫡出子に対するスティグマを本

芦部教授によれば、憲法 14 条 1 項後段に列挙された

件規定がもたらしていることを示した」104 ことを受

信条、性別、社会的身分等に関する差別は「実質的な

けて学説もその点を議論しており、「私法秩序におい

合理的関連性の基準」（「中間審査」の基準や、「厳格

て個人の尊重を命じる憲法 14 条・24 条に反するとい

な合理性」の基準とも呼ばれる。本稿では以下、厳格

う見解が有力になってきている」105。そのため、「相

な合理性の基準と呼ぶ）によって審査されることが適

続分差別が撤廃された場合、その教育的、象徴的意義

切だという 。厳格な合理性の基準は、「①立法目的

は大きい」といえる 106。

96

が重要（important）なものであること、②その目的

次に民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する学説

と規制手段（具体的な取扱い上の違い）との間に事実

の状況について、平成 7 年決定の調査官解説は「日

上の実質的関連性（substantial relationship in fact）が

本国憲法制定後の学説は、憲法は婚姻を尊重してい

あること、を論証する責任を規制を加える公権力側に

るから本件規定［＝民法 900 条 4 号ただし書］はあえ

負わせるところに特色がある」97。

て憲法 14 条 1 項に違反するとはいえないという合憲

また辻村教授によれば、憲法 14 条 1 項後段列挙事

説が通説であったが、少数ながら違憲説も存在した。

由の一つである「社会的身分」について、その意味に

1980 年代後半から違憲説が増え、最近発表される論

関する三つの説のうち妥当とされる狭義説又は中間説

稿においては、違憲説を採るものの方が多いのではな

を採用する場合、民法 900 条 4 号ただし書において法

いかと思われる」と述べていた 107。また本山教授は、

定相続分を婚内子の半分とされている婚外子は「社会

民法 900 条 4 号ただし書についての「合憲説・違憲説

的身分」に該当するとされる 。その場合には同規定

とも議論は出尽くしている」として、「憲法学説・民

が憲法 14 条 1 項に違反するかどうかの違憲審査基準

法学説とも、違憲説が優勢であるが［……］相続分

として、厳格な合理性の基準が該当することになる。

の平等化に慎重な民法学説も存在する」と述べてい

加えて平成 7 年決定の共同反対意見もこの立場を採っ

「日本の憲法学説で、
る 108。さらに二宮教授によると、

ていると考えられる（一方、多数意見は合理性の基準

婚外子差別を合憲と判断するものはきわめて少数であ

を採用しているとされる） 。このような審査基準か

る」109。一方民法学の文献においても、民法 900 条 4

らは、民法 900 条 4 号ただし書は違憲と判断される傾

号ただし書について平成 7 年決定までの判例を紹介し

。一方、厳格審査の基準を採用

た上で、学説について「学説も合憲説と違憲説に分か

すると、同規定はなお一層強く違憲と判断されること

れているが、近時は、違憲説が有力となりつつあると

98

99

向が強いといえる
になる

101

100

。即ち、いずれの審査基準を採用しても「立

いってよい」と述べられている 110。

法目的の重要性の点ないし規制手段との実質的関連性

以上のように、今日において学説はその多くが民法

の点から違憲判断が導かれる可能性が強いといえよ

900 条 4 項ただし書を違憲と解している状況にあると
国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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いえる。

一方学説では、その多くが民法 900 条 4 号ただし書

その一方、現在も有力な民法学者によって合憲説は

を憲法 14 条 1 項に違反するものだと解しており、合

唱えられている。水野教授は次のように述べている。

憲の立場を採る学説であっても婚内子と婚外子の法定
相続分の差別の是正の必要性は認識している。そのた

合憲説は、婚姻制度による家族保護を重視し、
嫡出推定がそうであるように、制度的保護が配偶

め根本的な対立は違憲判断をすべきか否かという点に
絞られつつあると考えられる。

者のみならず婚姻から生じた子に及ぶこともあり

以上を考慮すれば、民法 900 条 4 号ただし書におけ

うると考える。自由や平等や人権保障という憲法

る婚外子の差別は近い将来是正される可能性が高いと

的要請の内部にも相互に対立する矛盾はある。民

考えられる。問題は立法が先か違憲判断が先かであろ

法は多くの対立矛盾する法益の調整を行う基本法

う。平成 21 年決定が出た後の平成 21 年 10 月 6 日に、

であるから、相続分差別が子の平等原理と触れる

千葉景子元法務大臣は記者会見において、同決定に付

ことを重視して改正されるべきだとしても、少な

された補足意見及び反対意見を受け止めて民法改正に

くとも立法によって行われるべきであり、ただち

取り組む姿勢を見せた 116。千葉元法務大臣はその後も

に違憲無効とはいえないとするのが、合憲説の立

平成 21 年 11 月 19 日の参議法務委員会 117 及び平成 22

場である。 111

年 3 月 30 日の衆議院法務委員会 118 において民法 900
条 4 号ただし書の改正について意欲を示していた。し

その上で水野教授は「合憲説も、もとより非嫡出子
差別を容認するものではない。民法の相続法は、取引

かし、第 174 回国会において民法改正案は提出されな
かった 119。そして平成 22 年 10 月 31 日までの時点で、

の安全や家族の生活維持など多様な法益の妥協点を見

第 176 回国会に民法 900 条 4 号ただし書に関する民法

い出して家族間の財産配分を行うものであり、民法改

の改正案は提出されていない 120。

正によって安定的に解決すべきであると判断するにす

一方、最高裁第三小法廷は平成 22 年 7 月 7 日付で民

。しかし、このような議論

法 900 条 4 号ただし書の合憲性が問題となった特別抗

に対しては立法を待たずに司法による救済をすること

告審を大法廷に回付した 121。これにより、平成 7 年決

の必要性が主張されている 113。加えて民法 900 条 4 項

定以降の判例が変更される可能性がある。本山教授に

ただし書を合憲とする多数意見が法改正に対して持つ

よれば、大法廷の事案は「報道から察するに、適用違

ぎない」と述べている

112

「 冷水効果 」も指摘されている

114

。

憲とされるような特異な事実関係・事実経過ではなさ

以上より、現在の学説の状況をまとめると民法 900

そう」であり、判断は民法 900 条 4 号ただし書の法令

条 4 号ただし書を違憲と考える立場も合憲と考える立

違憲の可否となるだろうという 122。もし違憲の判断

場も、法定相続分における婚外子の差別が是正され法

がなされる場合、同規定がいつの時点で違憲になって

定相続分が平等化されるべきであるという点について

いたのかが問題となる 123。新聞報道によると、被相

は大筋で一致していると考えられる。焦点は、そのよ

続人が死亡したのは平成 14 年である 124。もしこの事

うな差別の是正を立法府による法改正に任せるか、そ

件で違憲判断が出されるのであれば、平成 7 年決定が

れとも立法を待たずに裁判所が違憲判断を下して当事

下された平成 7 年 7 月 5 日から平成 14 年の被相続人の

者を救済すべきか、ということに絞られてきていると

死亡時までの間に民法 900 条 4 号ただし書が違憲とな

考えられる。

ったということになるといえる。さらに合憲が維持さ
れた平成 21 年決定の基準時は平成 12 年 6 月 30 日だと

3. 小括
以上、本節では民法 900 条 4 号ただし書の合憲性を

いう竹内裁判官の補足意見を併せて考慮すると、違憲
になったのは平成 12 年 7 月 1 日から平成 14 年 12 月 31
日までの間ということになるのかもしれない。

めぐる判例の展開と学説の状況について見てきた。判
例では結論としては平成 7 年決定が維持され続けては
いるものの、僅差での合憲判断であり、反対意見に加
え多数意見に与する裁判官からも違憲性を疑うような
補足意見が出され続け、加えてそれらの「理由づけの
深まり」が指摘されている 115。さらに、国籍法違憲判
決は多少なりともその後の平成 21 年決定に影響を与
えていると考えられ、加えて同決定は今後の判例変更
の可能性を示唆するものだと評価できる。

126

Ⅲ . 国際人権法の視点からみた民法
900 条 4 号ただし書の合憲性を
めぐる判例
本節では、国際人権法が民法 900 条 4 号ただし書の
合憲性をめぐる判例にどのような影響を与えてきたか
（又は与えてこなかったか）、そしてそれはどのような

ものであったかについて考察する。1 では、時系列に

に対する権利の中の差別は規約 26 条に合致しな

沿って日本が締約国となっている各人権条約 125 及び

い。131

それらの国家報告制度の下での審査の結果と民法 900
条 4 号ただし書の合憲性が問題となった判例との間の

このように自由権規約委員会は民法 900 条 4 号ただ

関連性を概観する。次に 2 では、1 の検討に基づいて

し書が差別の禁止を定める自由権規約 26 条に合致し

国際人権法の視点から具体的な論点について考察を加

ていないことを明言した。その上で委員会は次のよう

える。なお、取り上げる国家報告書の審査は各人権条

に述べた。

約の委員会が報告審査ごとに、
「総括所見（concluding
observations）」や「最終コメント（ﬁnal comments）」

17. 委員会はまた、法律が規約 2 条、24 条及び 26

等を採択するようになったものに限定する。また、そ

条の規定に一致するようにするために、日本の婚

で紹介されている報

外子に関する法律が改正されること、そしてその

れらの中でも二宮教授の論稿

126

告書審査の詳細はそちらをご参照いただき、本稿では

中の差別的な規定が削除されることを勧告する。

そちらでは紹介されていない審査報告について詳しく

全ての日本に未だに存在する差別的な法及び慣行

見ていきたい。

は規約 2 条、3 条及び 26 条と一致するように廃止
されるべきである。日本政府はこの点に関して世

1. 人権条約及びその委員会の勧告と判例の関係
の概観
東京高裁平成 3 年 3 月 29 日決定は、抗告人が抗告理

論に影響を与えるように努力すべきである。132
その翌年の東京高裁平成 6 年 11 月 30 日判決は平成 5
年の東京高裁決定と同様に民法 900 条 4 号ただし書を

由において女性差別撤廃条約及び子どもの権利条約を

違憲と判断したが、人権条約には言及していない 133。

挙げていたものの、それらについての判断を行わずに

なお、同じ年の 1 月に女性差別撤廃条約の日本の第 2

民法 900 条 4 号ただし書が憲法 14 条 1 項に違反しない

回・第 3 回報告書の審議が行われ、その審議において

として退けていた 127。

女性差別撤廃委員会の委員から婚外子に関する差別的

一方それから 2 年後、民法 900 条 4 号ただし書が憲
法 14 条 1 項に違反するとした東京高裁平成 5 年 6 月 23
日決定は次のように述べている。

慣行について言及されたが 134、最終コメントでは婚
外子に関する言及はない 135。
翌年の平成 7 年決定の多数意見は人権条約には一切
言及していない 136。しかし、大西裁判官の補足意見（園

国際連合による「市民的及び政治的権利に関す
4

4

る国際規約」24 条 1 項の規定の精神及び我が国に

部裁判官同調）は「我が国を取り巻く国際的な環境の
変化もまた見逃すことはできない」として、自由権規

おいて未だ批准していないものの、近々批准する

約 24 条及び 26 条、そして子どもの権利条約 2 条に言

ことが予定されている「児童の権利に関する条約」

及している 137。加えて中島・大野・高橋・尾崎・遠

4

4

2 条 2 項の精神 等にかんがみれば、適法な婚姻に

藤裁判官の反対意見は、自由権規約 26 条及び子ども

基づく家族関係の保護という理念と非嫡出子の個

「少
の権利条約 2 条 1 項もその一つの理由として挙げ、

人の尊厳という理念は、その双方が両立する形で

なくとも今日の時点において、婚姻の尊重・保護とい

問題の解決が図られなければならないと考える。

う目的のために、相続において非嫡出子を差別するこ

［強調は筆者によるもの］

128

とは、個人の尊重及び平等の原則に反し、立法目的と
手段との間に実質的関連性を失っている」という結論

ここでは自由権規約及び子どもの権利条約の「精神」
に鑑みることが述べられ、人権条約の間接適用が行わ
れたと評価できる

129

。なお、本件では自由権規約委

員会の一般的意見 17 は参照されなかった 130。
同じ年の 11 月 5 日、自由権規約委員会は日本の第 3
回報告書の審査を行い、コメントを公表した。その第

11 項において自由権規約委員会は次のように述べて
いる。

を導いている 138。ただし、いずれの意見も各人権条
約の委員会の見解には言及していない。また二宮教授
によると、最高裁第三小法廷平成 8 年 3 月 26 日判決（未
公表）は 3 対 2 で同規定を合憲と判断しているが 139、
国際人権法に関する議論の有無及びその内容はわから
ない。
それから 3 年後の平成 10 年、子どもの権利条約に
ついての日本の第 1 回報告書審査の総括所見におい
て、子どもの権利委員会は次のように述べた。

11. 委員会は特に、婚外子に関する差別的な法
律の規定を懸念している。［……］婚外子の相続

14. 委員会は法律が条約によって定義された全て
国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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の分野に関する差別、特に出生、言語及び障害と

が、法律の憲法適否の判断に影響を及ぼすことが

の関係における差別から子どもを保護していない

あり得ることは、否定し得ない［……］。145

ことを懸念する。委員会は特に婚外子の相続権は
婚内子の相続権の半分であることを定める民法

藤井裁判官は民法 900 条 4 号ただし書の合理性に関

900 条 4 号のような、明示的に差別を許容してい

する国民の意識変化に人権条約も寄与していると分析

る法律の規定及び公的文書における婚姻外の出生

し、加えてそれを含めた法律制定後の事情変化が憲法

の言及を懸念する。［……］

判断に影響を及ぼしうることを肯定している。しかし、

140

平成 10 年の両条約の委員会の総括所見への言及はな
このように子どもの権利委員会は民法 900 条 4 号た

されていない。なお、遠藤裁判官の反対意見は、自由

だし書を明示的に批判した。加えて同委員会は「現存

権規約及び子どもの権利条約に言及した平成 7 年決定

する婚外子に対する差別を修正するために立法的措置

での反対意見と同じである。そのためやはり二つの平

が導入されるべきである」と述べている

141

。

同年、自由権規約の日本の第 4 回報告書の審査にお
いて自由権規約委員会は、その総括所見において次の

成 10 年の総括所見への言及はされていないことにな
る。
翌平成 13 年、社会権規約の日本の第 2 回報告書の
審査が行われ、社会権規約委員会はその総括所見にお

ように述べていた。

いて次のように述べている。

12. 委員会は、特に国籍、戸籍及び相続権の問題
に関する婚外子に対する差別を懸念し続けてい

14. 委員会はまた、特に相続及び国籍の権利の抑

る。委員会は、規約 26 条に従って、全ての子ど

制に関する、残存する婚外子に対する法的、社会

もは平等な保護が与えられるというその立場を再

的及び制度的差別を懸念する。146

確認し、そして締約国が民法 900 条 4 号を含む法
律の改正のために必要な措置をとることを勧告す

このように社会権規約委員会もまた民法 900 条 4 号
ただし書の存在を問題視した。その上で委員会は次の

る。142

ように述べた。
このように、自由権規約委員会は再び民法 900 条 4
号ただし書の改正を日本に迫った。その背景について

41. 委員会は締約国に対して、現代社会におい

二宮教授は、平成 7 年決定の後に出された婚内子と婚

て は 受 け 入 れ ら れ な い「 非 嫡 出 子（illegimate

外子の法定相続分を等しくした平成 8 年 2 月の「民法

children）」の概念を法律及び慣行から取り除く

の一部を改正する法律案要綱」は平成 5 年の自由権規

こと、婚外子に対するあらゆる形態の差別を撤廃

約委員会の「勧告を重く受け止めたものだったといえ

するために緊急に立法的及び行政的措置を取るこ

る。しかし、改正は実現しなかったため、日本政府は、

と、そしてさらにそのように影響を受けた人々の

［……］第四回報告書審査において、規約人権委員会
から再び改善勧告を受けることとなった」と分析して
いる

143

規約上の権利（2 条 1 項及び 10 条）を回復するこ
とを求める。147

。

2 年後の平成 12 年 1 月 27 日、最高裁第一小法廷は
民法 900 条 4 号ただし書について、4 対 1 で平成 7 年決
定を引用してその合憲性を肯定した

144

。しかし藤井

裁判官は補足意見で次のように述べている。

このように社会権規約委員会は「非嫡出子」の概念
を法律及び慣行から除去することを始めとする具体的
な勧告を日本に対して行った。当然ここには民法 900
条 4 号ただし書の改正も含まれているといえる。

2 年後の平成 15 年 3 月、最高裁は民法 900 条 4 号た
近年における社会情勢の変動、家庭環境、婚姻

だし書の合憲性に関して相次いで二つの判決を下し

傾向、結婚観等の変化はめざましく、これに伴っ

た。最高裁第二小法廷平成 15 年 3 月 28 日判決は 3 対 2

て本件規定［＝民法 900 条 4 号ただし書］の合理

で平成 7 年決定を踏襲したものの 148、梶谷裁判官及び

性に疑いを向ける意見が徐々に顕著となってき

滝井裁判官の反対意見は次のように述べている。

た。こうした国民の意識の変化は、諸外国におけ
る立法のすう勢、我が国における市民的及び政治
的権利に関する国際条約や児童の権利に関する条

128

国際社会においては、国際連合の人権委員会が、
市民的及び政治的権利に関する国際規約 40 条に

約の批准といった内外の動向も寄与しているもの

基づき我が国から提出された第 4 回報告を検討し

と思われる。このような法律制定後の事情の変化

た上で、平成 10 年 11 月に同委員会に関する婚外

子差別について引き続き懸念を有し、同規約 26

る差別的な法規定を廃止することそして法律及び

条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられ

行政慣行を条約に合致させることを要請する。
［太

るという立場を再確認し、我が国が民法 900 条 4

字は原文］153

号を含む法律改正法のために必要な措置をとるよ
前回の第 3 回報告書審査の際の最終コメントとは異

う勧告しているのである。149

なり、女性差別撤廃委員会は明確に民法 900 条 4 号た
梶谷裁判官及び滝井裁判官は、民法 900 条 4 号ただ

だし書に対して懸念を表し、その廃止を求めた。

し書の合憲性の問題について最高裁の裁判官の個別意

加えて翌平成 16 年 1 月の子どもの権利条約の日本

見でおそらく初めて人権条約の委員会の見解に言及し

の第 2 報告書の審査において子どもの権利委員会はそ

た。しかし、ここで言及されたのは平成 10 年の自由

の総括所見において次のように述べた。

権規約委員会の総括所見のみであり、それと同じ年に
出された子どもの権利委員会の総括所見及び本判決の

2 年前に公表された社会権規約委員会の総括所見には

24. 委員会は法律が婚外子を差別していること
［……］を懸念する。

25. 委員会は締約国が、法律及び規則から「非嫡

触れていない。
続いて本判決から 3 日後に下された最高裁第一小法

出子」のような差別的な用語を削除するだけでな

廷判決も、同様に平成 7 年決定を引用して合憲の判断

く、特に相続及び国籍（citizenship）に関する権

を維持した 150。しかし島田裁判官の補足意見は、「国

利、そして出生登録に関する婚外子に対するあら

際連合の人権委員会が市民的及び政治的権利に関する

ゆる差別を撤廃するために法律を改正することを

国際規約 40 条に基づき我が国から提出された報告に

勧告する。［……］［太字は原文］154

対して示した最終見解においても、相続分の同等化を
強く勧告していること」等を挙げ、相続分を同等にす
る法改正がなされることを希望している

151

。加えて

深澤裁判官の反対意見は次のように述べている。

前年の女性差別撤廃委員会に続き、子どもの権利委
員会は第 1 回報告の審査時と同様に民法 900 条 4 号の
改正を日本政府に迫ったのである。
同じ年の 10 月 14 日、最高裁第一小法廷は前年に引

日本政府は、国際連合人権委員会に対し、市民

き続き民法 900 条 4 号ただし書を合憲と判断し、3 対 2

的及び政治的権利に関する国際規約 40 条に基づ

で平成 7 年決定の結論を維持した 155。なお、前年の判

き「嫡出である子と嫡出でない子の法定相続分を

決において自由権規約委員会の総括所見に言及した島

同等化する法改正を検討している。」との報告を

田裁判官はここでもその補足意見を引用している 156。

提出したが、同［平成］10 年 11 月、同委員会は、

一方、才口裁判官の反対意見は人権条約に言及してい

これに対する最終見解において、日本政府に対し、

ないものの、「立法当時に存した本件規定による相続

民法 900 条 4 号を含む法律の改正のために必要な

差別を正当化する理由となった社会事情や国民感情な

措置を勧告［……］した。

どは、大きく変動しており、現時点では、もはや失わ

152

れたのではないかとすら思われる状況に至っているこ
このように本判決でも二人の裁判官が自由権規約委

とは、前掲第一小法廷判決中の島田仁郎裁判官の補足

員会の平成 10 年の総括所見に言及したが、いずれの

意見及び深澤武久裁判官の反対意見で述べられてい

裁判官も言及したのは自由権規約委員会の総括所見の

るとおりである」と述べている 157。この点について、

みである。なお、泉裁判官の反対意見は人権条約に言

深澤裁判官が自由権規約委員会の総括所見も挙げた上

及していない。

で日本社会の変化、及び「本件規定の合理性を根拠付

その一方、同年 7 月の女性差別撤廃条約に関する日

けていた諸要素についての社会の評価も変化して」い

本の第 4 回・第 5 回報告書の審議において女性差別撤

ることを述べていた 158 ことを踏まえると、才口裁判

廃委員会は総括所見で次のように述べた。

官が間接的に自由権規約委員会の総括所見に言及して
いると捉えることも可能かもしれない 159。

371.［……］委員会はまた法及び行政慣行におけ
る登録（registration）［日本の戸籍を指すと考え

4 年後の平成 20 年 6 月 4 日、最高裁大法廷は 10 対 5
で婚姻関係にない日本人の父親と外国人の母親の間に

られる］及び相続権に関する婚外子に対する差別

生まれ生後認知を受けた子のうち準正子のみに届出に

及び結果として生じる相当な女性への影響を懸念

よる日本国籍の取得を認めていた当時の国籍法 3 条 1

する。

項を憲法 14 条 1 項に反すると判断したが、理由で「我

372. 委員会は締約国に対して民法に未だ存在す

が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規
国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によ

わゆる間接適用」だと評価している 165。そして早川教

っていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存す

授は「国際的な社会的環境の変化を示す一資料とし

る」と述べ、このことが「我が国を取り巻く国内的、

て挙げているにとどまるが、国際人権法が間接的にせ

国際的な社会的環境等の変化」の一つとして挙げら

よ参照されていることは注目に値する」と述べている

れている 160。これまでの平成 7 年決定及びその後の判

166

決とは異なり、憲法 14 条 1 項違反をいう理由の中で

権条約の援用を評価し、またこれを国際法の間接適用

最高裁の多数意見が明示的に人権条約に言及した

161

。

。このように一方では本判決での多数意見による人

だと解する傾向が見受けられる 167。

加えて泉裁判官の補足意見は次のように述べている。

肯定的な評価の一方で、多数意見が人権条約に言及
したことについて、「『我が国を取り巻く』『国際的な

国籍法 3 条 1 項の主旨は日本国民の子で同法 2
条の適用対象とならないものに対し日本国籍を付

社会的環境』の変化の論証のために挙げるにすぎない」
168

、「その直接的な適用が問題とされているわけでは

与することにあり、「父母の婚姻」はそのための

なく、合理的な関連性を判断する要素の 1 つとされて

一条件にすぎないから、その部分が違憲であると

いるにすぎない」169、「あくまで内外の社会的環境等

しても、上記主旨はできる限り生かすのが、立法

に関する一つの事情として考慮されている」170、「傍

意思に沿うものというべきである。また、上記の

証として挙げられる」171、といった評価もなされてい

「すべての児童は、
ような国籍法 3 条 1 項の適用は、

る 172。

国籍を取得する権利を有する」ことを規定した市

しかし今井教授が述べるように、国籍法違憲判決に

民的及び政治的権利に関する国際規約 24 条 3 項

おける人権条約の参照は「判決の論理を左右する要因

や児童の権利に関する条約 7 条 1 項の趣旨にも適

となったとまではいえず、結論を補強するために便宜

合するものである。

的に人権条約を参照したという感がある」ということ

ただし、上記のような国籍法 3 条 1 項の適用は、

は否めないが、「下級審ではなく、最高裁が違憲判断

国会の立法意思として、「父母の婚姻」の部分を

において国際人権法を補強材料として用いたことの意

除いたままでは同項を存続させないであろうとい

義は決して小さくはない」173。加えて平成 7 年決定及

うがい然性が明白である場合には、許されないと

びその後の民法 900 条 4 号ただし書に関する最高裁判

解される。国籍法 3 条 1 項から「父母の婚姻」の

例の多数意見が人権条約に言及してこなかったという

部分を除くことに代わる選択肢として、まず、同

点を考慮すれば、これは前進と評価できる。本判決は

条全体を廃止することが考えられるが、この選択

「最高裁といえども、事案によっては国際人権法を考

肢は、日本国民である父に生後認知された非嫡出

慮せざるをえない状況が確実に形成されつつあること

子を現行法以上に差別するものであり、すべての

を示す判決」174 と評価することができるだろう。

児童が出生や父母の性別により差別されないこと

同年 12 月、自由権規約委員会は日本の第 5 回報告

を規定した市民的及び政治的権利に関する国際規

書の審査を行なった。報告書の中の自由権規約 26 条

約 24 条及び児童の権利条約 2 条を遵守すべき日

に関する部分において民法 900 条 4 項ただし書につい

本の国会が、この選択肢を採用することは考えら

て述べられている。

れない。162

的な条文に言及している。このように、国籍法違憲判

370. 婚外子の相続における法定相続分は婚内子
の法定相続分の 2 分の 1 だと定めている日本民法
の規定（900 条 4 号ただし書）は婚姻している夫

決においてはこれまでとは異なり補足意見に加え多数

と妻、そしてその子どもからなる家族の保護の目

意見が明示的に人権条約に言及した。しかし、人権条

的をもって創設された合理的な規定である。しか

約の委員会の総括所見等には触れなかった。

しながら、第 4 定期報告書において述べられてい

泉裁判官は自由権規約及び子どもの権利条約の具体

このような多数意見による人権条約への言及の意義

るように［……］、相続に影響を与える、変化す

について学説の評価は分かれている。肯定的に評価す

る社会情勢に従った制度の再検討に取り掛かるこ

る見解

163

としては、岩沢教授が「条約違反は上告理

とが必要である。175

由にならないこともあり、本件の最高裁大法廷判決は、
条約をめぐる論点を正面から検討していません」とし

このように日本政府の提出した報告書では、平成 7

つつも、「人権条約の規定を考慮に入れて、憲法 14 条

年決定と同様に民法 900 条 4 項ただし書を合理的な規

違反という結論を導いたということができ、大変注目

定だとしながらも、変動する社会情勢に従った制度の

されます」と評価している 164。また、奥田教授は「い

再検討の必要性は一応認めている。
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これに対して自由権規約委員会は、報告書審議に先
立って日本政府に送付した質問リストの中で「締約国

17.［……］委員会はさらに婚外子が戸籍制度を

が、特に国籍及び相続権に関して［……］、婚外子に

通して、そして相続に関する規定において差別さ

対するいかなる差別をも撤廃する目的でその法律を改

れ続けていることを懸念する。委員会は締約国に

正し、そして法律及び慣行から『非嫡出子（illegitimate

よる差別的な法律の廃止における進展の欠如を説

children）』の概念を取り除こうとしているかどうか」

明するための世論調査の使用に懸念を持って留意

を示すことを求めた

176

。

する。

これに対して日本政府はその返答において、婚外子

18.［……］さらに委員会は締約国に対して婚外

の法定相続分を婚内子と同一とした、法制審議会が平

子及びその母を差別している民法及び戸籍法の中

成 8 年に答申した民法改正要綱案に言及した上で「こ

の差別的な規定を廃止することを求める。委員会

れらの民法改正の問題は、社会の全ての段階を横断し、

は批准に基づいて締約国によって条約の下で約束

そして全ての関係当事者の間でなされた様々な議論を

される義務は単に世論調査の結果によるべきでは

伴う、婚姻制度、そしてどのように家族はあるべきか、

なく、条約は締約国の国内法制度の一部であるた

ということに関連する重要な事項であり、ゆえに現在

め、国内法を条約の規定と一致して調整させる義

国民の間の意見の趨勢に対して注意が払われてきた」

務によるべきである、ということを指摘する。［太

と述べる一方、民法 900 条 4 号ただし書が法律婚の保

字は原文］ 185

護と婚外子の保護のバランスをとろうとしたものだと
いう、平成 7 年決定と同様の理由を述べている 177。
報告書の審議において、日本政府代表団の一人は「婚
姻しているカップルの下に生まれた子どもの相続の権

このように女性差別撤廃委員会は再び民法 900 条 4
号ただし書の下での非嫡出子に対する相続分の差別の
撤廃を求めた。
それからすぐ後の平成 21 年 9 月 30 日、最高裁第二

利と婚外子の相続の権利の間の違いは、［……］法律
婚に対して尊重を与えることに関する事項である。し

小法廷は民法 900 条 4 号ただし書の合憲性について 3

かし、さらなる検討がその事項に対して与えられてい

対 1 で平成 7 年決定を踏襲し合憲と判断した 186。一方

る」と述べていた 178。そして自由権規約委員会は総

竹内裁判官の補足意見は「我が国に対し、国際連合の

括所見において、次のように述べている。

自由権規約委員会や児童の権利委員会から嫡出子と非
嫡出子の相続分を平等化するように勧告がされている

28. 委員会は、婚外子が国籍の取得、相続の権利

こと」を「我が国を取り巻く国際的環境の変化を示す

そして出生登録に関して差別されているという懸

もの」の一つとして挙げている 187。なお、今井裁判

念を繰り返す（2 条 1 項、24 条及び 26 条）。

官の反対意見は人権条約には言及していない。

締約国は［……］民法 900 条 4 号［……］を含む、

翌平成 22 年 3 月 10 日の東京高裁判決は、民法 900

婚外子を差別するあらゆる規定を法律から取り除

条 4 号ただし書及びそれを準用した民法 1044 条につ

くべきである。［太字は原文］179

いて適用違憲の判断を下したが、その理由付けにお
いて子どもの権利条約 2 条 1 項の条文 188 を引用してい

このように自由権規約委員会は再度民法 900 条 4 号

る 189。

ただし書の改正を要求した 180。
加えて翌平成 21 年 7 月、女性差別撤廃条約の日本
の第 6 回報告書

181

の審査が行われた。なお、日本政府

同年 5 月、子どもの権利条約の日本の第 3 回報告書
190

の審議が行われた。それに先立ち子どもの権利委

員会から日本政府に向けられた質問リストには、「婚

は委員会からの質問リスト 182 を受けて返答を提出し、

外子［……］に対する継続する差別に対処するために

その中で女性差別撤廃条約について触れられた裁判例

締約国はどのような手段を取ってきたか」という質

。一方報告書の審議では、日本政

問が存在していた 191。それに対する日本政府の返答

が紹介されている

183

府代表団が「婚姻したカップルによる苗字の選択の導

では、法務省の人権機関（the Human Rights Organs）

入、婚姻年齢の 18 歳への引き上げ、そして婚姻外で

が「人権相談を通した適切なアドバイスの提供及び適

生まれた人々及び婚姻したカップルに生まれた人々に

切な機関の紹介によって、婚外子［……］に対する差

対する平等な相続権の提供は議論されている。改正に

別のような人権問題に取り組んでいる」と述べられて

関する意見は相容れない要素が混ざったものであり、

いる 192。そして委員会は総括所見において次のよう

政府は世論の傾向に慎重に注意を払っている」と述べ

に述べた。

ていた

184

。そして総括所見において女性差別撤廃委

員会は次のように述べている。

33. 委員会は、いくつかの立法的措置にもかかわ
国際人権法の視点からみた日本における
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らず、無遺言相続を規律する法の下で婚外子が未

みられることはなかった。しかし、国籍法違憲判決で

だに婚内子と同じ権利を享受していないことを懸

は多数意見が明示的に自由権規約及び子どもの権利

念する。［……］

条約を参照した上で旧国籍法 3 条 1 項の違憲判断を導

34. 委員会は締約国に対して以下のことを勧告す

いた。加えて泉裁判官の補足意見でもこれらの条約は

る。

言及された。しかし、ここでも多数意見において人権

（a）包括的反差別法を制定し、そしてあらゆる

条約の委員会の勧告が参照されることはなかった。そ

根拠に基づく子どもを差別する全ての法律を廃

の翌年の平成 21 年決定では、最高裁はまたもや平成 7

止すること。［……］［太字は原文］

年決定の結論を維持したものの、竹内裁判官の補足意

193

見において自由権規約委員会に加えて初めて子どもの
こうして子どもの権利委員会はまたも民法 900 条 4

権利委員会の総括所見が参照された。なお、東京高判

号ただし書において婚外子が受ける差別を懸念し、そ

平成 22 年 3 月 10 日では、子どもの権利条約 2 条が参

の廃止を勧告した。

照されたのみである。

以上、ここでは民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に

以上からどのようなことがいえるであろうか。これ

関する判例と日本が締約国となっている人権条約の報

まで、日本の最高裁は国際人権法に対して冷淡な態度

告書審査との関係を時系列順に見てきた。以下では項

を取ってきたといわれている 194。確かに、本稿で見

目を改めて、二つの具体的な論点について検討を試み

てきた民法 900 条 4 号ただし書に関する判例において

る。

最高裁の多数意見が人権条約、さらには条約の委員会
の総括所見等を参照したものは存在しない。しかし、

2. 人権条約及びその委員会の勧告と判例の関係
の考察
（1）人権条約及びその委員会の勧告の判例での参照

既に平成 7 年決定において補足意見及び反対意見が自
由権規約及び子どもの権利条約を参照していた。そし
て、民法 900 条 4 号ただし書についての判例ではない
が、国籍法違憲判決において最高裁は明示的に違憲判

民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関して、III-1 に

断の理由付けにおいて自由権規約及び子どもの権利条

おいて取り上げた判例で人権条約への言及が初めてな

約を参照した。これは―若干の疑問点は残るものの―

されたのは東京高決平成 5 年 6 月 23 日である。その 2

前進といえるだろう。一方、人権条約が補足意見及び

年後の平成 7 年決定においては大西裁判官の補足意見

反対意見で参照されるようになっても各人権条約の

及び 5 人の裁判官の共同反対意見において自由権規約

委員会の勧告は中々言及されなかったが、平成 15 年

及び子どもの権利条約の条文が参照され、その 5 年後

3 月の二つの判決中の補足意見及び反対意見以降、自

の最一小判平成 12 年 1 月 27 日の藤井裁判官の補足意

由権規約委員会の総括所見は参照されてきたのであり

見においても自由権規約及び子どもの権利条約が参照

195

された。しかし、自由権規約委員会の総括所見が初め

んで子どもの権利委員会の総括所見も参照されるに至

て最高裁の裁判官の意見において参照されるのはそれ

った。ここから、少しずつではあるものの、確実に最

、平成 21 年決定においては自由権規約委員会と並

から 3 年後の平成 15 年 3 月 28 日判決の梶谷裁判官・

高裁の裁判官の中に国際人権法への理解が浸透しつつ

滝井裁判官の反対意見においてであった。その 3 日後

あることを読み取ることは不可能とはいえないと思わ

の判決においても島田裁判官の補足意見及び深澤裁判

れる 196。そして、国籍法違憲判決について立松准教

官の反対意見において自由権規約委員会の総括所見が

授が「人権条約の委員会による違反の指摘や一般的意

参照されている。さらに翌年の判決においても、島田

見の積み重ねが、本件判決の違憲の根拠のひとつとな

裁判官は前年の補足意見を引用しており、加えて、間

ったと推察できる」と述べていること 197 は、民法 900

接的ではあるが才口裁判官も島田裁判官の補足意見及

条 4 号ただし書の合憲性の問題にも当てはまりうると

び深澤裁判官の反対意見に言及している。このように、

考えられ、本稿でこれまで見てきた各委員会の勧告が

平成 12 年までは最高裁の裁判官の個別意見において

後の事件―具体的には平成 22 年 7 月に大法廷に回付

は、人権条約の参照はあったものの各人権条約の委員

された事件―で最高裁による違憲判断を下支えする可

会の勧告は言及されずにいた。しかし、平成 15 年の

能性はあるといえるのではないだろうか 198。

二つの判決を嚆矢として最高裁の裁判官の個別意見に
おいて自由権規約委員会の総括所見が参照されるよう
になったと評価できる。

（2）女性差別撤廃条約の「不在」
しかし一方で注目すべきは、女性差別撤廃条約につ

だが、その一方でこの問題に関する最高裁の判例の

いて、平成 10 年の第 4 回・第 5 回報告書審査及び平成

多数意見において人権条約及びその委員会の勧告が顧

21 年の第 6 回報告書審査の 2 回の審査において女性差
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別撤廃委員会がその総括所見の中で民法 900 条 4 号た

言及しつつ、16 条（d）が婚外子の問題に関わること

だし書に懸念を表明しその改正を勧告しているにもか

が述べられている 203。加えて二宮教授は次のように

かわらず、これまで条約それ自体も女性差別撤廃委員

述べている。

会の勧告も最高裁の多数意見、補足意見及び反対意見
はおろか下級審判例においても言及されていない、と

婚外子に対する法的、社会的差別は、婚外子を

いうことである。自由権規約及び子どもの権利条約が

出産した女性に対する差別と表裏一体であり、親

平成 7 年決定以降最高裁の判例の補足意見や反対意見

としての権利行使において婚姻法上の地位に関わ

において参照され、加えて平成 15 年の判決以降は自

りなく平等に扱われるためには、前提として婚外

由権規約委員会の総括所見が、そして平成 21 年決定

子差別が廃止されている必要がある。したがって、

においては子どもの権利委員会の総括所見も参照され

婚外子差別の廃止それ自体が、d 号で要請されて

ているのと比べると、この言及のされなさは顕著だと

いると解釈することができる。204

いえる

199

。

この点に関連して榊原弁護士は「相続分差別訴訟や

このように、女性差別撤廃条約 16 条（d）は婚外子

住民票続柄訴訟等の婚外子差別に関する訴訟におい

に対する差別を取り扱っていると考えられる。女性差

て、女性差別撤廃条約よりも B 規約や子どもの権利条

別撤廃委員会も日本の第 4 回・第 5 回報告書の審査の

約の適用が先行してきた」とする 200。加えて同弁護

総括所見において、「委員会は［……］登録及び相続

士は自由権規約に対する「判例の態度」には 6 つの類

権に関する婚外子に対する差別及び結果として生じる

型があることを指摘し、その上で女性差別撤廃条約に

相当な女性への影響を懸念する」［強調は筆者による

ついては、積極的なものである「国際的な環境の変化、

もの］と述べている 205。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

立法事実として条約成立や委員会見解を指摘し、違憲

このように、自由権規約及び子どもの権利条約と同

の疑い濃厚とするも改正論にとどめる」というもの以

様に女性差別撤廃条約も婚外子に対する相続分の差別

降のものはなく、「実質的にも裁判規範として機能し

の是正を締約国に義務付けていると捉えられる 206 も

たと評価できる判例は残念ながらまだない」と指摘し

のの、女性差別撤廃条約及び女性差別撤廃委員会の勧

。そしてこれまでの分析から、榊原弁護士

告は最高裁裁判官の補足意見又は反対意見においても

ている

201

の評価は現在も当てはまり続けているといえる。

言及されたことがないのである。確かに、女性差別撤

その要因は何なのであろうか。確かに自由権規約が

廃条約の「引用判決数の少ないことの背景には、そも

差別一般（2 条及び 26 条）、そして子どもの差別（24 条）

そも条約違背を主張する裁判が少ないということもあ

についての規定を有し、子どもの権利条約が子どもに

る」という指摘 207 は正鵠かもしれない。しかしこの

対する差別一般の禁止に関する条文（2 条）を有する

点に関連して、中島弁護士は労働分野の判例について

のと比べ、女性差別撤廃条約は女性に対する差別一般

ではあるが、次のように述べている。

を扱う条約であり、明示的に婚外子に対する差別等の
出生や社会的地位による差別を取り扱ってはいない。
しかし、同条約 16 条 1 項（d）は次のように規定する。

1990 年代以降、少ないとはいえ刑事手続や人
種差別に関し自由権規約および人種差別撤廃条約
に基づく判決が出されているにもかかわらず、性

1

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

差別に関しては女性差別撤廃条約あるいは自由権
規約等に基づく判決は皆無である。この事実は、

めのすべての適当な措置をとるものとし、特に、

人権の中でもジェンダー平等が周縁化されている

男女の平等を基礎として次のことを確保する。

ことを表しており、とくに裁判官のジェンダー・

［……］

バイアスが大きく影響していると思われる。208

（d）子に関する事項についての親（婚姻をしてい
るかいないかを問わない。）としての同一の権

このように中島弁護士は、性差別について女性差別

利及び責任。あらゆる場合において、子の利益

撤廃条約に基づく判決が存在しないことが人権の中で

は至上である。

もジェンダーを周縁化させていること 209 を表してい

［……］

ると指摘し、それに影響を与える原因として裁判官の
ジェンダー・バイアス 210 の影響を指摘する。加えて

本条について、元女性差別撤廃委員であるイリッチ

中島弁護士は「司法機関の裁判官たちが国際人権法に

とコルティが執筆した「人権報告マニュアル」の女性

関し行政機関や立法機関に比べても特段に認識を欠如

差別撤廃条約に関する部分では、一般的勧告 21 200 に

している」こと、「裁判官たちは国内法至上主義の狭
国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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い視点で裁判を行っている」こと、そして「閉鎖的な

子と婚外子の法定相続分を平等とすべきことについて

世界でジェンダー・バイアスの意識は根深く、女性差

の考えは概ね一致しており、対立点は違憲判断へ踏み

別撤廃条約を知ろうともしない」ことを挙げた上で、

込むか、それとも違憲判断に踏み込まずに立法府によ

「裁判官たちのこの『無知』と『無恥』が、これまで

る法改正に任せるか、ということに絞られつつあると

女性差別撤廃条約を適用した判決が皆無という状況を

いえる。そのような中、平成 22 年 7 月に最高裁大法

。このような指摘

廷に民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する事件が

が今なお、本節において見てきた民法 900 条 4 号ただ

回付されたことは最高裁による同規定についての違憲

し書の合憲性に関する判例についても妥当していると

判断の可能性を仄めかすものであると考えられる。

生み出している」と批判している

211

解することは必ずしも不可能ではないと考えられる。

一方、民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する判
例（国籍法違憲判決含む）と、人権条約及び各人権条

3. 小括

約の委員会による勧告との関係については、次第に補
足意見及び反対意見において人権条約に加え、人権条

以上本節では民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関

約の委員会の見解も参照されるようになり、国籍法違

する判例における人権条約及び各委員会の勧告の参照

憲判決においては多数意見が自由権規約及び子どもの

について検討してきた。最高裁判例の補足意見及び反

権利条約を参照した。加えて翌年の平成 21 年決定の

対意見において次第に人権条約それ自体に加えて、各

補足意見では自由権規約委員会に加え子どもの権利委

委員会の総括所見も参照されるようになってきたと同

員会の勧告も参照されるに至った。ここから、最高裁

時に、国籍法違憲判決では多数意見が人権条約を参照

判所の中での国際人権条約及びその委員会の見解への

しており、そこに少しずつではあるが最高裁の裁判官

理解の浸透を認めることが可能と考えられ、さらにこ

に国際人権法に対する理解が醸成されてきたことを汲

のことが平成 22 年 7 月に最高裁大法廷に回付された

み取ることは必ずしも不可能ではないと考えられる。

民法 900 条 4 号ただし書の合憲性に関する判断に影響

しかしその一方で、女性差別撤廃条約及び女性差別撤

を与える可能性もある。しかし一方で、女性差別撤廃

廃委員会の勧告については最高裁判例の多数意見、補

条約及び女性差別撤廃委員会の勧告についてはこれま

足意見そして反対意見に加えて下級審でも参照された

での同規定の合憲性に関する判例の補足意見及び反対

ことはなく、ここにも司法におけるジェンダー・バイ

意見においても一度も参照されたことがなく、今後の

アスの一端を垣間見ることができる。このような女性

判例においても自由権規約及び子どもの権利条約のよ

差別撤廃条約に関する司法におけるジェンダー・バイ

うに参照されるかは不透明である。

アスを如何にして取り除いていくのかも今後の重要な
課題ではないかと思われる。

最後に、平成 22 年 7 月 7 日に婚外子に対する民法

900 条 4 号ただし書の合憲性に関する事件が最高裁大
法廷に回付されたことついて少しだけ触れておきた

Ⅳ . おわりに
以上本稿では、民法 900 条 4 号ただし書の合憲性を

い。寺谷准教授は、国籍法違憲判決の後に国籍法が改
正されたことについて次のように述べている。
この事件では、立法機関が司法判断に追随して、

めぐる判例及び学説の展開、そして同規定の合憲性に

国籍法を改正するに至った。もともと、上記に検

関する判例と国際人権法の関係について検討をしてき

討した人権条約からすれば、司法機関が立法機関

た。

に先立って国際義務を果たしていくことが要請さ

判例が民法 900 条 4 号ただし書の合憲性を認めた平

れているが、他方、三権分立の具体的実現自体は

成 7 年決定の結論を維持し続けている一方で、その後

国内に任されている。その上で、日本は、国際的

の反対意見に加え補足意見による同規定の違憲性の疑

に可能で場合によっては要請されている幅におい

いの指摘が高まる中、最高裁大法廷による国籍法違憲

て、このような仕方の解決策を選びつつあると思

判決が下され、加えて翌年の平成 21 年決定は合憲判

われる。 212

断を維持したものの今後の違憲判断の可能性を示唆す
る。さらに平成 22 年 3 月 10 日の東京高裁判決は民法
900 条 4 号ただし書及び 1044 条の適用違憲の判断を下

高裁大法廷に同規定の合憲性に関する事件が回付され

しており、最高裁による違憲判断が行われる環境は少

たことは、この問題についても違憲判決を受けた後で

しずつではあるが整いつつあると考えられる。

立法府が法改正を行うことを予感させるものだと考え

学説においては、違憲・合憲の立場に関わらず婚内

134

民法 900 条 4 号ただし書の改正作業が進まない中最

られる 213。

そして最高裁大法廷が判断を下した際には、私達は
民法 900 条 4 号ただし書の合憲性の判断に加え、その
中で国際人権条約とその委員会の勧告、そしてこれま
で触れられずにきた女性差別撤廃条約と女性差別撤廃
委員会の勧告に最高裁大法廷がどのように向き合うの
かについても注目すべきであろう。

14 申惠丰「国際人権法の国内規範性とその影響―『国際人権の
論理と国内人権の論理』批判―」中川淳司・寺谷広司［編］
『国際法学の地平―歴史、理論、実証』409 頁、422 頁（東信
堂、2008 年）
。詳しくは薬師寺＝小畑＝村上＝坂元・前掲註 2・
。なお、憲法学からの議論として横
11-17 頁［薬師寺公夫執筆］
田耕一「憲法学はどう応えるのか」
『ジェンダーと法』1 号 122 頁、

125-126 頁（2004 年）も参照。
。
15 薬師寺＝小畑＝村上＝坂元・前掲註 2・4 頁［薬師寺公夫執筆］
薬師寺教授はここで「当事国は、条約の不履行を正当化する根

註

拠として自国の国内法を援用することができない」と定める条

1 本稿は平成 22 年 5 月 15 日の東北大学公法判例研究会での筆者
による後述の最二小決平成 21 年 9 月 30 日の報告を元に加筆・修

約法条約 27 条を引用している。

16 例えば、自由権規約について、坂元茂樹「条約実施機関の解釈

正をして再構成されたものである。報告の機会をいただき、貴

権能―自由権規約 2 条 1 項の解釈をめぐって」坂元茂樹［編］
『国

重なご質問・ご意見を下さった同研究会の皆様に感謝申し上げ

際立法の最前線』137 頁、158 頁（有信堂、2009 年）
。

る。
（非嫡出子）とされているが、
「嫡出」
2 条文上は「嫡出でない子」
という語は「正統な」という意味を含んでいるため（薬師寺公
夫＝小畑郁＝村上正直＝坂元茂樹『法科大学院ケースブック 国
際人権法』249 頁（日本評論社、2006 年）
［小畑郁執筆］
。二宮
周平「婚外子の相続分差別と婚姻の尊重」半田正夫（刊行委員
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AND POLITICAL
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RIGHTS 151-52

（Oxford U.P., Paperback ed., 1994）
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『世界法
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年報』29 号 50 頁、56 頁（2010 年）
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『現代判例民法学の理論と展望―森泉章先生古稀祝賀論

19 例えば、阿部＝今井＝藤井・前掲註 12・51 頁、齊藤正彰「国際
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、判例等の
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『国
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際人権』11 号 34 頁、36 頁（2000 年）
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『平成 15 年度重要判
3 𠮷田仁美「非嫡出子相続格差と平等原則」

20 See generally ULF LINDERFALK, ON THE INTERPRETATION OF TREATIES:

例解説（ジュリスト 1296 号）
』14 頁、15 頁（2004 年）
。一方で、

THE MODERN INTERNATIONAL LAW AS EXPRESSED IN THE 1969 VIENNA

この規定は憲法 24 条との関連でも問題となるが本稿では立ち入

CONVENTION

らない。この問題については、
君塚正臣
「日本国憲法二四条
『家族』
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『法律時報』70 巻
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おいて筆者が本決定の判例評釈を報告した際に佐々木弘通教授

『法学教室』276 号 85 頁、
108 本山敦「非嫡出子相続分差別の違憲性」

からいただいた質問から示唆を得たものである。記して感謝申
し上げる。

87 最大判平成 20 年 6 月 4 日・前掲註 5・1398-1403 頁。
88 同上 1383-1388 頁。
89 同上 1372 頁。

87 頁（2003 年）
109 二宮周平「婚外子の相続分差別は許されるのか（1）―立法趣
旨とその後の経過―」
『戸籍時報』614 号 32 頁、32 頁（2007 年）
。
『民法 X〔相続〕
』154-156 頁（青林書院、
110 泉久雄＝野田愛子（編）
［岩井俊執筆］
。なお、合憲説に対しては、例えば米
1995 年）

90 この点に関連して小山教授は、平成 7 年決定と国籍法違憲判決

倉教授が詳細な批判を展開している。米倉明「非嫡出子相続分

の間の合憲・違憲の差異についてではあるが、国籍法違憲判決

差別是認論における本気と浮気」米倉明『家族法の研究』260

の多数意見を挙げて、
「実体的基本権の行使を著しく妨げる場

頁（新青出版、1999 年）
［初出、1994 年］
、
「非嫡出子相続分差

合」
、そして「区別事由が一四条一項後段列挙事由に該当する」

別是認論における本気と浮気（続）
」米倉・前掲書・283 頁［初

ために「慎重な検討が要請された」としている。山野目章夫＝

出、1995 年］
、
「非嫡出子の法定相続分の平等化について―合憲

国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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説の論じ方を中心に―」米倉・前掲書・306 頁［初出、1996 年］
。

123 本山・前掲註 113・1 頁。

棚村政行「嫡出子と非嫡出子の平等化」
『ジュリスト』1336 号

124 読売新聞平成 22 年 7 月 10 日 1 面。

26 頁、36 頁（2007 年）も参照。

125 本節において取り上げる条約は自由権規約、社会権規約、子ど

111 水野・前掲註 84・5 頁。

もの権利条約及び女性差別撤廃条約である。

112 水野・前掲註 84・5 頁。なお水野紀子「子どもの平等権―非

なお、これら人権条約の批准に際して、条約と民法 900 条

嫡出子問題を中心に―」
『家族＜社会と法＞』155 頁、169-173

4 号ただし書との関係が問題となったにも関わらず、実際には

頁（1994 年）
、大村敦志『家族法［第 3 版］
』196-199 頁（有斐

同規定は改正されてこなかったということに留意すべきである。

閣、2010 年）も参照。また、水野教授の議論に対する批判として、

例えば 1985 年の女性差別撤廃条約の批准における参議院外務

君塚・前掲註 95・537 頁。

委員会の審議では、婚外子の法定相続分が婚内子の 2 分の 1 と

113 二宮・前掲註 8・12-14 頁。二宮教授は違憲判断が行われた場

なっていることと同条約 16 条との関係について質問がなされた

合について、
「民法には、遡及無効とした場合に対応できる方法

際、説明員は「これは、男女の差別ではなく、もっと違った観

が用意されているのだから、論者が危惧するほど実際の影響が

点からの差別の問題ではないかと考える」という旨の答弁をし

大きいとはいえない」とする（同 14 頁）
。詳しくは二宮周平「婚

ていた。山下泰子「参議院における女性差別撤廃条約承認審議」

外子の相続分差別は許されるのか（4・完）―相続分差別規定

山下泰子『女性差別撤廃条約の展開』190 頁、220 頁（勁草書房、

の違憲性（その二）―」
『戸籍時報』621 号 12 頁、
16-23 頁（2007

［初出、
。加えて、
子どもの権利条約については、
2006 年）
1998 年］

年）を参照。渡邉康彦「非嫡出子の法定相続分差別―民法の立

民法 900 条 4 号ただし書が同条約 2 条 2 項に定める差別に該当

場から」
『速報判例解説』6 号 109 頁、111-112 頁（2010 年）も

する可能性が指摘され、民法 900 条 4 号ただし書を含む「非嫡

参照。しかし、本山教授はこのような議論について「それほど

出子法の改革」の必要性が指摘されていた（石川稔「親子法の

簡単とも思われない」
と評している。本山敦
「大法廷回付の波紋」
『金融・商事判例』1349 号 1 頁、1 頁（2010 年）
。また、違憲の

課題―子どもの権利条約からみた課題を中心として―」川井健
ほか編『講座・現代家族法

第 3 巻』3 頁、15-16 頁（日本評論

「判断は、婚姻法改正要綱による民法改正と同様の結果をもたら

社、1992 年）
）
。しかし、外務省による「児童の権利に関する条

すだけ」だとする見解もある。許末恵「
『家族法改正』をめぐる

約の説明書」では同条約の締結による新たな立法措置は不要と

議論の課題」
『法律時報』82 巻 4 号 4 頁、8 頁（2010 年）
。

され（
『家庭裁判月報』46 巻 5 号 130 頁（1994 年）を参照）
、加

『法学協会雑誌』
114 石川健治＝大村敦志「最高裁判所民事判例研究」

えて同条約の審議においても民法 900 条 4 号ただし書と同条約 2

［石川健治執筆］
。同評
114 巻 12 号 1533 頁、1544 頁（1997 年）

条の抵触が問題となったにもかかわらず、政府はこのことを否

釈を引用する松田・前掲註 63・123 頁も参照。

定する立場を採っていた（この点について、小川秀樹「児童の

115 二宮・前掲註 32・23 頁。

権利に関する条約と民事法」
『家庭裁判月報』46 巻 11 号 95 頁、

116 法務省ホームページ「法務大臣閣議後記者会見の概要（平成 21

）
。
98-99 頁（1994 年）

年 10 月 6 日）
」
（平成 22 年 5 月 13 日閲覧）
、http://www.moj.go.jp/

hisho/kouhou/kaiken_point_sp091006-01.html.
117 千葉景子法務大臣答弁・平成 21 年 11 月 19 日・第 173 回国会参
議院法務委員会会議録 2 号 14 頁及び 15 頁。

118 千葉景子法務大臣答弁・平成 22 年 3 月 30 日・第 174 回国会衆議
院法務委員会会議録 6 号 4 頁。

119 法務省は民法改正要綱に沿った法案を提出する予定だったが、
「与党内から反対論が出て調整がつかず、結局、政府案の提出
は見送られた」という。内田亜也子「家族法改正をめぐる議論

126 二宮・前掲註 32・2-6 頁。加えて、女性差別撤廃条約の報告
書審議について、二宮周平「第 16 条

婚姻・家族関係におけ

る差別撤廃」国際女性の地位協会編『コンメンタール女性差
別撤廃条約』328 頁、333-335 頁（尚学社、2010 年）も参照。

1990 年代の自由権規約の報告書審議と国内判例について、see
YUJI IWASAWA, INTERNATIONAL LAW, HUMAN RIGHTS
LAW: THE IMPACT

OF INTERNATIONAL

LAW

ON

AND

JAPANESE

JAPANESE LAW 236-38

（Oxford U.P., 1998）
.

127 東京高決平成 3 年 3 月 29 日・前掲註 33・134 頁。なお、抗告理

の対立〜選択的夫婦別氏制度の導入・婚外子相続分の同等化問

由の条約に関する部分は同 135-137 頁を参照。加えて、1989 年

題〜」
『立法と調査』306 号 61 頁、61 頁（2010 年）
。

に自由権規約委員会は自由権規約 24 条に関する一般的意見 17 に

（平成 22 年
120 衆議院ホームページ「第 176 回国会 議案の一覧」

おいて「締約国による報告は、保護措置が特に、例えば国民で

、http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_
11 月 1 日閲覧）

ある子どもと外国人である子どもの間の、又は嫡出子と非嫡出

（平成 22 年 11 月
gian.htm、参議院ホームページ「議案情報」

子との間の相続を含むあらゆる分野における全ての差別を除去

、http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/
1日 閲 覧 ）

することを目指すことをどのように法と実行が確保するかについ

gian/176/gian.htm.

て示すべきである」と述べていたが（HRC, General Comment

一方、平成 22 年 12 月 17 日に政府は第 3 次男女共同参画基本

No. 17: Article 24（Rights of Child）, para.5, COMPILATION

OF

計画を閣議決定し、その中で「具体的施策」として「夫婦や家

GENERAL COMMENTS

BY

族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、

HUMAN RIGHTS TREATY BODIES［hereinafter, COMPILATION］VOL.

婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正

（2008）
、その
.）
I, at 194, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9（Vol. I）

AND

GENERAL RECOMMENDATIONS ADOPTED

について、引き続き検討を進める」と述べられている。
『第 3 次

点についても言及はない。自由権規約 24 条と婚外子差別に関

男女共同参画基本計画』16 頁（2010 年）
（2011 年 1 月 9 日閲覧）
、

し て、see SARAH JESEPH, JENNY SCHLTZ & MELISSA CASTASN, THE

http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-26.pdf.

INTERNATIONAL COVENANT

ON

CIVIL

AND

POLITICAL RIGHTS: CASES,

121 読売新聞平成 22 年 7 月 10 日 1 面。

MATERIALS

122 本山・前掲註 113・1 頁。

規約 26 条と婚外子について、see id. at 691.

138

AND

COMMENTARY 632（Oxford U.P., 2d ed., 2004）
.同

128 東京高決平成 5 年 6 月 23 日・前掲註 34・124 頁。本決定では子
どもの権利条約 2 条 2 項の「精神」が考慮された。石川教授は

147 Id. para. 41.
148 最二小判平成 15 年 3 月 28 日・前掲註 50・88 頁。

「本条第 1 項によって相続分の差別を条約違反とすることはでき

149 同上 88 頁。なお、両裁判官は最二小判平成 15 年 6 月 20 日判例

ないであろう」としつつも、
「本条第 2 項の『父母の地位』に基

集未登載においても同じ反対意見を述べているという。二宮・

づく差別には該当しそうである。父母の非婚姻という地位から

前掲註 32・20 頁。

非嫡出子は差別されるものだからである」とする。石川稔「非

150 最一小判平成 15 年 3 月 31 日・前掲註 52・89 頁。

嫡出子の平等保護―［2 条］
」石川稔・森田明編『児童の権利条

151 同上 89 頁。

約―その内容・課題と対応―』133 頁、145 頁（一粒社、1995

152 同上 90 頁。

年）
。しかし波多野教授は、第 2 項の「地位」は「父母が特定の

153 Report of the CEDAW, 29th Sess., 58 U.N. GAOR Supp.（No.

政党や NGO のメンバーであるというような『政治的・社会的地

［hereinafter,
38）, paras. 371-72, U.N. Doc. A/58/38（2003）

位』を意味すると解すべきであり、父母が『正当な婚姻関係に
あるか否か』といった『身分（親族）的地位』を指すと解する
のは、いささか無理」だとするものの、第 1 項との関係で、
「本

Report of CEDAW2003］.
154 CRC, Concluding Observations: Japan, paras. 24-25, U.N. Doc.
.
CRC/C/15/Add.231（2004）

条約を批准した以上、日本政府としては、嫡出子と嫡出でない

155 最一小判平成 16 年 10 月 14 日・前掲註 59・181 頁。

子との差別を撤廃しなければならない」という。波多野里望『逐

156 同上 182 頁。

条解説児童の権利条約［改訂版］
』25-26 頁（有斐閣、2005 年）
。

157 同上 182 頁。

129 寺谷・前掲註 29・172 頁及び 179 頁。

158 最一小判平成 15 年 3 月 28 日・前掲註 50・90 頁。

130 しかし、岩沢教授は一般的意見の影響を指摘する。IWASAWA,

159 一方島田裁判官は「立法した当時に存した本件規定による区別

supra note 126, at 120.
131 HRC, Comments of the Human Rights Committee: Japan, para.
.
11, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.28（1993）

を正当化する理由となった社会事情や国民感情などは、現時点
ではもはや失われたのではないかとすら思われる状況に至って
いる」と述べた後で、民法改正要綱案と自由権規約委員会の総

132 Id. para. 17.

括所見を挙げて、立法府による法改正の必要性を述べている。

133 東京高判平成 6 年 11 月 30 日・前掲註 35・297-298 頁。

同上 89 頁。

134 Report of the CEDAW, 13th Sess., 49 U.N. GAOR Supp.（No.
.
38）, para. 606, U.N. Doc. A/49/38（1994）
135 See Report of the CEDAW, 14th Sess., 50 U.N. GAOR Supp.
（No. 38）
, paras. 626-36, U.N. Doc. A/50/38（1996）
. 二宮教授に
よると、
「民法改正の中間報告が行われ、意見照会を参考に検
討が進んでいることから、
委員会（第 14 会期）の最終コメントは、

160 最大判平成 20 年 6 月 4 日・前掲註 5・1374 頁。
161 山下教授は「ここに、最高裁がはじめて、国際人権条約を判決
理由に採用した」として評価する。山下泰子「国籍法違憲最高
裁判決〔2008 年〕に想う」山下泰子『女性差別撤廃条約と日本』
［初出、2008 年］
。
318 頁、318 頁（尚学社、2010 年）

162 最大判平成 20 年 6 月 4 日・前掲註 5・1382 頁。なお、泉裁判官

16 条については付されなかった」とされている。二宮・前掲註

は最一小判平成 15 年 3 月 31 日の反対意見では人権条約に言及

126・333-334 頁。

していない。

136 最大決平成 7 年 7 月 5 日・前掲註 4・1790-1796 頁を参照。一方

163 以下で挙げるものの他に、例えば、近藤博徳「国籍法違憲判決・

薬師寺教授は、多数意見が「相続制度を定めるに当たっては、

報告―最高裁大法廷 2008
（平成 20）
年 6 月 4 日判決―」
『国際人権』

それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情など」を考慮すべき

、金・前掲註 73・85 頁。
20 号 81 頁、84 頁（2009 年）

であり、さらには相続制度と家族観との間の密接的な関係を考

・前掲註 6・73 頁［岩沢雄司発言］
。高橋教授も、
「本件
164〔鼎談〕

慮すべきと述べていたことについて、
「自由権規約委員会総括

の背景として国際人権法からのインパクトがあったことは疑い

的所見を相当意識しているという印象を受ける」と述べている。

ない」とする。同 73 頁［高橋和之発言］
。

薬師寺公夫「国際法学からみた自由権規約の国内実施」芹田健
太郎・棟居快行・薬師寺公夫・坂元茂樹編集代表『国際人権法
と憲法』43 頁、84 頁（信山社、2006 年）
。

137 最大決平成 7 年 7 月 5 日・前掲註 4・1801-1802 頁。
138 同上 1808 頁。

165 奥田・前掲註 70・2 頁。ただし、奥田教授は「間接適用に留ま
った点」を残念だとする。同 2 頁。
『国際人権』20 号 109 頁、111 頁
166 早川眞一郎「国籍法違憲判決」
（2009 年）
。
『季刊教育法』
167 今井直「国籍法違憲訴訟最高裁判決と国際人権法」

139 二宮・前掲註 32・19 頁。

、立松美也子「婚外子と国際人権
159 号 74 頁、78 頁（2008 年）

140 CRC, 18th Sess., Concluding Observations of the CRC, para. 14,

法―国籍取得」
『平成 20 年度重要判例解説（ジュリスト 1376 号）
』

.
U.N. Doc. CRC/C/15/Add.90（1998）
141 Id. para. 35.
142 HRC, 64th Sess., Concluding Observations of the HRC: Japan,
.
para. 12, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.102（1998）
143 二宮・前掲註 32・4 頁。

。
319 頁、319-320 頁（2009 年）

168 原田央「最高裁平成 20 年 6 月 4 日大法廷判決をめぐって―国際
私法の観点から」
『法学教室』341 号 6 頁、18 頁（2009 年）
。
『ジュリスト』1366
169 佐野寛「国籍法違憲判決と国籍法の課題」
号 85 頁、89 頁（2008 年）
。

144 最一小判平成 12 年 1 月 27 日・前掲註 47・90 頁。

170 森・前掲註 70・1987-1988 頁。

145 同上 91-92 頁。

171 石川健治「国籍法違憲大法廷判決をめぐって―憲法の観点から

146 CESCR, 26th（extraordinary）Sess., Concluding Observations of
.
the CESCR: Japan, para. 14, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.67（2001）

（3・完）
」
『法学教室』346 号 7 頁、12 頁（2009 年）
。

172 人権条約には明示的に言及してはいないが、山元・前掲註 70・

国際人権法の視点からみた日本における
婚外子相続分差別訴訟に関する一考察
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14 頁も参照。
173 今井・前掲註 167・78 頁。ただし今井教授は「最高裁判決が人

the Third periodic Report of Japan（CRC/C/JPN/3）, at 2, U.N.
.
Doc. CRC/C/JPN/Q/3（2010）

権条約に言及した文脈が適当であったかどうかについては疑問

192 CRC, Written Replies by the Government of Japan to the List

もある」とする。同論文 78 頁。加えて、寺谷・前掲註 29・177

of Issues（CRC/C/JPN/Q/3）Related to the Consideration of the

頁も参照。

174 阿部・今井・藤井・前掲註 12・48 頁。
175 HRC, Fifth Periodic Reports of States Parties due in 2002: Japan,
.
para. 370, U.N. Doc. CCPR/C/JPN/5（2007）
176 HRC, List of Issues to Be Taken up in Connection with the
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ドイツ企業買収法における
経営管理者の
中立義務と例外規定
牧

Ⅰ . はじめに

真理子

いて公開買付を行う場合に限り全部買付けが義務づけ
られるとして全部買付義務を限定に課す一方で、株主
意思を確認したうえで取締役会が防衛措置を講じるこ

わが国では、敵対的企業買収の防衛措置に関する裁

とを認めており、現在のところアメリカ型と EU・イ

判例が蓄積され、それを受けて企業買収に関する法規

ギリス型の中間にあると考えられる。そこで、企業買

制の整備が進められている。2005 年 5 月 27 日に経済

収の局面において、経営管理者に求められる行為基準

産業省と法務省が共同で策定した「企業価値・株主共

が問題となりうるのである。

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する

ところで、ドイツは、2001 年に「有価証券の取得

指針」が公表され、企業価値研究会により同日「企業

及び買付けに関する法律（Wertpapierwerbs- und Übe-

価値報告書〜公正な企業社会のルール形成に向けた提

rnahmegesetz: WpÜG）」（以下、「ドイツ企業買収法」

案〜」、そして 2008 年 6 月 30 日には「近時の諸環境の

という。）を制定した 1。これは、ドイツに本拠を置く

変化を踏まえた買収防衛策の在り方」という報告書が

株式会社又は株式合資会社の株式が、ドイツ国内証券

公表されるに至っている。一連の流れのなかで、会社

取引所における公的市場、規制市場、またはヨーロッ

支配権争奪にかかる意思決定の権限をターゲット会社

パ経済域内の他国において組織された市場での取引を

の取締役会に分配する場合、取締役の行為基準、そし

認められている場合に、それらの会社がターゲット会

てターゲット会社の取締役が株主利益最大化を図りつ

社となる場合の公開買付を規制するものである。ドイ

つ労働者に代表されるステークホルダーの利益に配慮

ツ企業買収法は、規制する公開買付を、ターゲット会

しうるかということが問題となりうる。そこで、企業

社の支配権の獲得、すなわち 30 ％以上の議決権株式

買収の局面で取締役会が様々な利害を調整しうるなら

の取得を目指す支配権取得公開買付、既に支配権を取

ば、その条件や基準を探るという作業が有益であると

得している場合に他の株主全員に対して義務として行

考えられる。

わなければならない義務的公開買付、そして前二者に

敵対的企業買収にかかる防衛措置構築の権限分配の

該当しない 30 ％未満の議決権株式の取得を目指す一

類型は、取締役会に権限を付与するか否かという点で、

般公開買付の 3 つに分類している。ドイツ企業買収法

権限を付与するアメリカ型と権限を付与しない EU・

は、その立法過程でイギリスのシティコードを範とし

イギリス型に分けられる。EU・イギリス型はターゲ

た EU 公開買付指令の制定に向けての議論に配慮して、

ット会社の取締役会に中立義務を課し、公開買付にお

取締役の中立性を規定しつつ、経済界、労働組合そし

ける意思決定を株主に分配するとともに、公開買付者

て政党等さまざまな利害関係者からの働きかけを受け

には全部買付義務を課す。アメリカ型は、取締役会に

て中立義務の例外規定を盛り込んでおり興味深い 2。

中立義務を課さず、ターゲット会社が比較的自由な防

ドイツ企業買収法制定以前の株式法上の支配的見解

衛措置を採りうるが、公開買付者にも全部買付義務を

は、取締役は、会社支配争奪の局面で中立義務を課さ

課さず攻撃を認める。日本の企業買収ルールは、強制

れ、公開買付の意思決定が公表された後は、防衛措置

的公開買付制度に関して、3 分の 2 を越える株式につ

を講じる裁量はないとしていた 3。取締役が望ましく
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ないと考える企業買収を防御することは、ごく少数の

同意を得て防衛措置を講じることができるとする例外

例外のみが許容されおり、Hopt によると、企業の存

が除かれていること、株主総会から取締役への防衛措

在や安寧が直接危険に晒されている場合には防衛措置

置にかかる権限付与の期間が定められていないことが

を採ることが認められる。そして、取締役は買付申込

特徴的である。ターゲット会社は、定款により 33 条 a

の内容を検査する義務を負っており、取締役は当該買

の適用を選択することが可能とされているが、実際に

付申込がほとんど株主の利益とならないと結論づけた

は適用を選択している会社はほとんどないようである

場合は、買付申込を拒絶できると解されている 。ド

10

イツ企業買収法施行前から、取締役は会社及び株主の

かる議論に基づき検討を行う。

4

。それゆえ、本稿では 2001 年ドイツ企業買収法にか

利益を保護する義務を負うことを根拠として、株主に
対して買付申込に関する意見表明を行い情報を提供す
る権限、そして競争申込者を探す権限を有すると解さ
れていた 。
5

取締役の中立義務は、ドイツ企業買収法 33 条 1 項 1
文で規定されているが、33 条 1 項 2 文 3 例及び同条 2
項にその例外規定が存在する 6。取締役は、例外規定

Ⅱ . 株式法上の中立義務
1. 議論の萌芽
中立義務を最初に唱えたのは Mestmäcker である。

の防衛措置を講じることによって、株主のほか労働者、

彼は、経営管理者（Verwaltung）、すなわち取締役及

債権者、一般公衆等ステークホルダー利益を保護する

び監査役会が、株主構成に影響を与えることを認めな

ことが可能となる。しかし同時に、買収防衛措置の構

い。そのような権限を認めると、経営管理者が株主の

築に際して経営管理者が自己保身を図るなどの利益相

影響力に左右されない地位を得て自由な裁量権を手に

反問題が生じる。また、ドイツ企業買収法の規定内容

することになり、業務執行上の措置について株主によ

から、ドイツは自国の企業が他国の企業から買収され

る事後的な審査がされなくなるおそれがあるという。

ることを阻害する意図があるのではないかとも推測さ

また、競争会社や敵対するコンツェルン、外資による

れうる。

乗っ取り（Überfremdung）が行われる前に、企業の

ドイツ企業は、EU 域内で協調的でありながら、且

経済的独立性を保護するために株主構成に影響を与え

つ競争しなければならないという状況にあり、日本と

ることの正当性が十分に示されていないこと、資本会

ドイツが置かれている状況は異なる。しかし、日本も

社としての株式会社の構造から株主に当然与えられる

国際的競争力を高め企業利益を守りつつ、グローバル

べき権限を経営管理者が自己の意のままにすることは

な経済共同体の一員であるための法制を必要としてい

正当化されないこと、会社法上の手段を利用して自己

る。私見は、わが国の今後の企業買収法制がどのよう

の地位を保持するための権限は経営管理者としての取

な方向をめざすべきかを検討するに際し、ドイツ企業

締役の地位と矛盾することを根拠に挙げている 11, 12。

買収法の分析を行うことは意義があると考える。ドイ

Mestmäcker は、取締役が会社の乗っ取り防止のた

ツ法における取締役の中立義務に関する先行研究は存

めに会社法上の手段を利用することは株主の社員権を

在するが 、その議論を深化させたうえで、ドイツ企

侵害することになるので、権限分配の秩序から、取

業買収法の制定過程で、経営管理者の中立義務という

締役は防衛措置を講じる権限を与えられていないと

建前と例外規定がどのように議論されたかを明らかに

唱えた。Mestmäcker 以降も、取締役は中立義務を課

することは有益であると考える 。ドイツ企業買収法

されているとする学説が圧倒的多数である。例えば、

が独特の例外規定を設置する背景となった利害関係者

Hopt や Lutter は、会社支配の争奪について選択権を

からの働きかけの経緯については、別稿で論じる予定

有するのはあくまで株主総会であって、取締役は公開

である。本稿は、その準備作業として、ドイツ企業買

買付の成功に何らかの積極的な影響を与えることにな

収法 33 条に規定された中立義務及びその例外規定に

る対抗措置を講じることはできないと唱えている 13。

関するリサーチを行うものである。

また、Krause は、会社支配権争奪により株主構成が

7

8

なお、2004 年 5 月 20 日、EU 域内における統一的な
公開買付ルールの策定を目指す EU 公開買付指令が施
行された。この EU 公開買付指令の内容が 2006 年に国

変化することは市場の常であって、これに影響を及ぼ
すことは取締役の任務に属さないと述べている 14。
これに対し、取締役に中立義務を課す必要はなく、

内法化されたことに伴い、中立義務に関して（ドイツ

取締役が会社支配権争奪の対抗措置を採ることを全面

企業買収法）に新たに 33 条 a 9 が挿入された。33 条 a

的に認める学説も少数ながら存在する 15。Martens は、

は、取締役及び監査役会の中立義務とその例外を規定

株式会社の経営管理者が株主集団の構成に影響を与え

しているが、33 条とは異なり、取締役が監査役会の

ることが禁止されることについて、次のように述べて
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いる。具体的な株主構成は、会社にとって少なからず

等性が株式法 53 条 a に抵触すると説明されている 26。

影響がある。取締役は、会社にとって最善の株主構成

この見解に対して、Hopt は、株式法上の平等取扱い

となるように監査役会と協議し、措置を講じ、株主構

は現存の株主を念頭に置いているので、未だ株主では

成を維持するという義務を負っているのであり 、取

ない買付者に平等取扱原則は及ばないとして、一般的

締役と監査役会は、個々の事例に応じて持分関係に変

な中立義務は、株式法上の平等取扱原則から導かれる

更を加え、もしくはそのような変更を防止する義務を

ものではないと批判する。そして、実務上も買付者が

負う 。株主構成に影響を与えることは、株式会社に

買収に先立ちターゲット会社の株式を取得することは

16

17

おける法律上の権限分配秩序に反するものではない。

容易であるため、買付者と既存の株主との取扱いの相

確かに、取締役の指揮権は、会社の目的、組織、業務

違を問題とすることは、中立義務の根拠としては不十

執行の基礎、組織された企業の行動政策を把握するの

分であると指摘している 27。

だが、株主構成が会社の組織や行為政策にとって意味
をもつのだという 。

次に、買収防衛策を講じる権限は取締役ではなく株
主総会にあるとして、取締役の中立義務を主張する見

18

実際、株式会社が外国の株式市場に上場する場合や

解がある。Mülbert は、ホルツミュラー判決 28 から生

外国の資本市場で増資をする際に、新株引受権を排除

成された「ホルツミュラー基準」をその根拠に掲げて

して機関投資家に割り当てたり、私的に割り当てたり

いる 29。「ホルツミュラー基準」とは、株主の社員権

する場合が認められている 。取締役独自の任務であ

及び財産権を深く侵害する基本的決定については、取

る業務執行の決定が会社の市場価値に影響を与え、市

締役は株主総会を関与させる義務が生ずるというもの

場の発展が投資家の投資行動の決定に影響を与える

である 30。Mülbert は、防衛措置の決定は会社の目的

。そして、取締役の行動が投資家の行動に影響を及

にかかる決定であるとして、株主総会に権限を付与す

ぼし、同時に株主構成にも影響を及ぼすことになる

べきであると説いている。Mülbert は、公開買付の成

19

20

21

。

功は事実上の従属会社になるということへ導くという

更に Martens は、企業の経済的存立を保護法益であ

前提から出発し、事実上の従属会社になることを阻止

るとしている。そして、取締役は企業の利益を指向す

する防衛措置の決定は、会社の目的に関する決定にあ

る義務を負っているため、企業買収の局面でも企業家

たるという。そして、株主総会が会社目的の変更を決

の裁量権を有するのであり、中立義務は取締役の任務

定するのであり、取締役は規定された会社目的を遂行

の放棄を助長することになるという 。取締役は企業

する権限を有するのみであると述べる 31。

22

の利益の防衛について責務を負うのであって、取締役

しかし、この説に対して、ホルツミュラー基準が想

の指揮力は、条文に定めがなく、根拠や基礎が曖昧な

定している措置は株主の社員権が深く侵害されるよう

中立義務により制限されるものではないと唱える 。

な内部的な問題に関する措置であるところ、会社支配

23

しかし、Martens は、前述のように一般的な取締役の

権市場における多数派持分を取得するという事例は外

業務執行が結果として株主構成に影響することを認め

部的なものであり、ホルツミュラー基準を用いること

るが、そのような一般的なレベルの議論を買収防衛策

が適切であるか疑問を唱える見解がある 32。また、防

にまで議論を進めて当てはめるための前提については

衛措置を講じることが会社の目的を遂行するための取

述べていない。

締役の行為であるとするならば、当該措置について株
主総会の承認は必要はないと思われるが、Mülbert は
この点について特に触れていない。また、防衛措置を

2. 学説の展開

講じることの決定が会社目的の変更にあたるという前

買収防衛策の議論に伴い、中立義務は厳格な中立義

提の妥当性についても述べられていない 33。

務から例外を含んだ中立義務へと変形が加えられてい

そして、中立義務の根拠を会社支配権市場の機能か

った。基礎的な部分では Mestmäcker の見解が維持さ

ら導く見解がある 34。Hopt によると、会社支配権市

れていくのだが、経営管理者に中立義務を課し、防衛

場は、会社内で使われていない資源を再分配する役割

措置を講じる権限を株主（総会）へと導くための様々

を担い、経営の構造変革を促し、支配権争奪に脅かさ

な理論的根拠が蓄積されていった。

れている会社の経営管理者を、市場におけるより多く

まず、中立義務を株式法 53 条 a が定める株主の平

の競争へと導く。経営管理者は市場競争によって監督

等取扱原則から基礎づけるという見解がある 25。ここ

されるため、最善の業務執行を行うことになる。防衛

では、防衛措置を講じると、公開買付申込みの受領者

措置構築の権限を取締役へ分配すると、そのような規

（Angebotsempfänger）である既存の株主と比較して、

律的な圧力がかからない。取締役には会社関係者の

買付者が不利に取り扱われる可能性があり、その不平

様々な利益を保護する義務が課されているが、買収の

24
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局面では他者の利益よりも現職経営者の自己保身を追

法制から企業の利益に基づき行為することを義務づけ

求し、最善の業務執行が指向されず、経営が緩慢にな

られていると主張し、取締役の行為基準についてアメ

る危険性や蓋然性が高まる。取締役が防衛措置を講じ

リカのビジネスジャッジメントルールを引き合いに出

るならば、それは将来の株主を排除する権限を行使し

し、取締役は企業の利益に沿う防衛措置を制限された

ていることになるが、株主総会の意思決定に影響を与

方法で講じることができるとして、条件付きのビジネ

えることは、取締役の業務指揮権の裁量の範囲外であ

スジャッジメントルールを提唱する 41。そして、条件

る 35。経済学的にも法的にも、取締役が会社支配権市

付ビジネスジャッジメントルールは、ターゲット会社

場に利己的、独断的に介入すること、そして支配権変

の取締役が防衛措置を講じる際に、株主及びステーク

更を阻害することは許されず、防衛措置を講じること

ホルダーの利益を考慮しているか否かを検証できる利

は認められないと述べる 。

点があるという 42。なお、買付期間は短いが、株主総

36

Hopt は、取締役は、労働者及び債権者の利益とな

会の開催準備には長期間を要するため、買付申込のあ

るように株主構成に影響を及ぼすことは株主から委任

った後に株主総会を開催することが実際上困難である

されておらず、それらに対する具体的に差し迫った危

ことも中立義務に反対する根拠として挙げられている

難を避けるために中立義務の原則を破ることを正当と

43

。しかし、企業買収への対抗措置を全面的に認める

していない 。しかし、この見解を貫くと、企業買収

には利益相反への手当てが併せて必要であるが、この

によって準備金の取り崩し、不動産の譲渡、リスクテ

見解では利益相反について十分な議論が行われていな

イキングな企業政策による債権者利益の侵害があると

い。

37

しても、中立義務では特別な取扱いがされないことに

もっとも、Hopt は、企業や株主にとってより良い

なる 。そこで、Hopt は、利益相反の局面にあっても

選択肢の出現を期待することやホワイトナイトを探す

取締役が保護すべき他者の利益を侵害することのない

ことは、抽象的な中立義務と相反しないという。株主

メカニズムを用意し、且つ中立義務という法秩序を維

が株式を有利に譲渡することができるような措置を取

持する必要があるとして、中立義務を「抽象的な中立

締役が講じることを認め、競合買付者を探すことも

義務」と「具体的な中立義務」に分けて評価している。

会社支配権市場を活性化するので望ましいとする 44。

そして、「具体的な中立義務」とは取締役に原則的な

Mertens も、当該会社が害される具体的なおそれが存

行為禁止を課すのではなく、具体的な事案において、

在する場合には、ごく例外的に、株主に帰属すべき組

取締役の行為が利己的なものではないとの立証責任を

織変更や投下資本回収の権限の範囲を超えて取締役に

取締役に負わせるものであるとし、「抽象的な中立義

対して買収防衛の権限を与える必要性を認識してい

務」とは公開買付の滞りない遂行を擁護するものであ

る 45。持分の獲得者により会社利益が害される危険が

り、取締役が株主構成に影響力を行使することを禁じ、

明らかで、その根拠が存在する場合、例えば買付者が

事前に取締役が自己の利益を追求する危険を排除する

ターゲット会社の市場における地位を傷つけると認め

「具体的な中立義務」
ものであるという39。この見解は、

られる場合 46 や、ターゲット会社を殲滅させる意図を

により取締役が自己の地位を保持するために公開買付

持っている場合には、そのような買付者を阻止するた

を阻止するおそれを減らすが、取締役は「抽象的な中

めの防衛措置の行使は、一定の有効性が認められうる

立義務」により買収防衛が必要な場合に身動きができ

という 47。

38

ず、ターゲット会社の利益に鑑みて企業買収の経済的

以上のように、株式法から演繹的に株主主権を導き

意義を最も良く評価しうる取締役が公開買付に対して

取締役に中立義務を課すといった Mestmäcker から派

何ら措置を講じられないという問題を残していると思

生した見解は、理論的根拠について一部疑問も存在す

われる。

るが、理念としては支持されていた。取締役には原則

中立義務の支持者は買収防衛策にかかる決議を株主

として株主構成に影響を及ぼすような行為をする権限

総会に分配することを導く。これに対し、Kirchner は

はなく、買付申込は会社所有者たる株主に向けられて

ターゲット会社の取締役に対して株主から明示的に権

いるため、買付申込を承認するか否かの判断は株主に

限授与された場合でなくとも、取締役の行為裁量の範

委ねられなければならず 48、株主総会の決議を経ずに

囲内で買収防衛策を講じる権限を付与すべきであると

防衛措置を講じることはできないと解されていた 49。

主張して、中立義務に反対する 。Kirchner は、敵対

Hopt は、公開買付がされる資本市場の中で、株主の

的買収の局面でも株主、労働者、債権者及び公衆の利

自由意思が尊重されるべく取締役は中立義務を負い、

益が考慮されるべきであるが、取締役に中立義務を課

防御が必要な場合には例外的に防衛措置を講じると

すと、それらステークホルダー利益の考慮が脇へ追い

し、取締役の公開買付に対する意思表明、競合買付者

やられることを強調する。そして、取締役は企業買収

の探索、そして買付価格上昇に貢献する措置を取るこ

40
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とを認めている。

事前承認を得て防衛措置を講じることができるとする

この株式法上の中立義務は、資本市場法としてのド

だけでは敵対的買収に十分に対応できない可能性があ

イツ企業買収法へと受け継がれ、ドイツ企業買収法

るとして、経営者団体等の圧力によって連邦議会の

33 条 1 項 1 文において明文化されるに至った。しかし、
同条同項 2 文及び同条 2 項に広範な例外規定が置かれ

る 55。株主総会を通さずに監査役会の同意を担保とし

ているため、中立義務はいとも簡単に覆されている。

て取締役による防衛措置を採ることを認めたことは、

以下では、33 条の規定内容について検討する。

ド イ ツ が 1998 年 KonTraG 法（Gesetz zur Kontrolle

財務委員会での審議終了間際に加えられたものであ

und Transparenz im Unternehmensbereich ： 企 業 の 監

Ⅲ . 企業買収法上の中立義務
1. 原則－ 33 条 1 項 1 文
ドイツ企業買収法 33 条 1 項 1 文は、ターゲット会社

督と透明性に関する法律）により上場株式会社の最高
議決権、複数議決権株式及び議決権制限株式を廃止し
た一方で、EU 域内の他の加盟国やアメリカの企業が
ドイツの企業よりも容易に防衛措置を講じることがで
きることとの均衡、そして自国の企業を他国の買収者
から守るべきだと考えられたことによる 56。ゆえに、

の取締役は、公開買付の意思決定が公表された後から

ドイツ企業買収法の立法者は厳格な中立義務を採用し

23 条 1 項 1 文 2 号に基づく結果の公表までの間は、買

なかったと評価されている 57。

付申込の成功を阻止しうる全ての行為をすることがで
きないと規定する。取締役の中立義務は、公開買付の
申込みを受け入れる否かの判断をする機会を株主か

2. 例外規定

ら奪ってはならないことが根拠となっている 50。ドイ

（1） 監査役会による同意付与－ 33 条 1 項 2 文 3 例

ツ企業買収法の中立義務は、EU 公開買付指令案（EU

（a） 立法経緯

公開買付指令は 2004 年 4 月 21 日に採択された。）9 条
が、取締役は買収防衛措置を講じることを原則禁止さ

ドイツ企業買収法 33 条 1 項 1 文は取締役の中立義務

れ、公開買付を妨害する可能性はあるものの買付が公

を規定するが、同項 2 文 3 例は、取締役は事前に監査

表される前に決定し既に実行されているものや、公開

役会の同意を得ることにより、株主総会の関与なく防

買付期間中に競争的買付申込を探す以外の防衛措置

衛措置を講じることが可能であると規定する 58。

は、取締役は株主総会の同意を得ない限り実行できな

ドイツ企業買収法案は、2000 年 6 月 29 日財務省試

いこと、平時に買収防衛策を導入していても有事の際

案が公表され、2001 年 3 月 12 日参事官草案、7 月 11

に株主総会の承認又は確認が必要であるとしていたこ

日に政府草案と続き、9 月 27 日に連邦参議院、10 月

とを背景に規定された 。
51

ドイツ企業買収法の政府草案では、33 条 1 項 1 文の

11 日に連邦議会、同月 18 日に公開聴聞会が招集され
たが、監査役会による事前の同意付与を得た防衛措置

規定を通して、公開買付の名宛人である株主自身が判

の構築に関する議論はされてこなかった。当該規定は、

断できるようにすべきこと、取締役もしくは監査役
会の判断により公開買付の成功を阻止しうるならば株

11 月 15 日の連邦議会においてドイツ企業買収法案が
成立する前日である 11 月 14 日開催の財務委員会で議

主の判断の自由が制限されるであろうこと、買付申込

論され、法案に組み入れられたのであった。

の成功を妨害しうるような取締役及び監査役会の行為
れていた 52。政府草案 33 条 1 項 1 文は、株主の判断の

11 月 14 日の財務委員会では、当時の与党であった
社会民主党（SPD）と 90 年連合・緑の党（BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN）の連立政権が、EU 加盟国及びアメ

自由を原則とすることを確認していた 53。

リカの企業はドイツの企業よりも企業買収に対する防

は、原則的に株主総会の授権を必要とすることが示さ

しかし、ドイツ企業買収法は、立法過程の最終段階

衛措置の構築が容易であることを認識する必要がある

で Vodafone/ Mannesmann 事件 54 を経験したことから

と主張した。労働者利益は、買付者の情報提供義務に

取締役の中立義務を修正して 33 条 1 項 2 文 3 例及び同

より保持されること、そして監査役会には労働者の企

条 2 項に中立義務の例外規定を置き、国際的に見て特

業買収に対する要望が反映されうるとして、監査役会

異な性質をもつことになった。特に注目すべき点は、

の同意付与を得た防衛措置の構築を認める規定によっ

後述するように、33 条 1 項 2 文 3 例が、取締役は監査

ても保持されると主張した。連立政権は、この提案は

役会の同意があれば防衛措置を講じることができる

企業買収や公開買付に関する公平な規定であり、株主

と規定していることである。この規定は、Vodafone/

総会の権限を侵害するものではないと唱えた。キリス

Mannesmann 事件が発端となり、取締役が株主総会の

ト教民主・キリスト教社会同盟（CDU/CSU）は、企
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業買収により構造変更が可能となる自由主義的な資本

この見解は、特に監査役会が株主意思を反映する構造

市場を支持する立場にあるが、ドイツがアメリカと競

を採っている場合は、33 条 1 項 2 文 3 例は許容される

争するための同等の条件を備えておらず、アメリカ企

と唱える 68。この点と関連して、取締役及び監査役会

業によるドイツ企業の買収がその逆の場合よりも容易

の行為基準として、ドイツ企業買収法 3 条 3 項が「タ

にされうることを懸念し、企業買収法の制定は必須で

ーゲット会社の利益」の保護を求めていることが問題

あるとしていた。しかし、連立政権が提案した当該措

になると思われる。なお、自己が利益相反の状態にな

置については、取締役がなしうる行為範囲が過大にな

りうる監査役会が、監督機関としての役割を担うこと

り、企業買収を過剰に阻害することになるとした。中

の正当性は、明らかにされているとはいえない。

道自由主義政党の自由民主党（FDP）は、ヨーロッパ
の統一的な金融市場の中で EU 公開買付指令の議論に

（b） 取締役の行為基準

沿わないドイツ企業買収法の性質を根本的に批判して
いた。旧東ドイツの独裁政党であったドイツ社会主義

33 条 1 項 2 文 3 例では、取締役の行為裁量の幅が問

統一党を前身とする左派党である民主社会党（PDS）

題となる。支配的見解は、33 条 1 項 2 文 3 例により取

は、労働者の利益に焦点を当てる傾向にあるが、当該

締役の中立義務の例外が幅広く認められることを制限

措置については批判的であった。財務委員会は、当該

しようとしている 69。

措置について連立政権が賛成、CDU/CSU 及び FDP が

ドイツでは、株式会社の取締役が会社に対する損

反対、PDS が意思表明を棄権したのだが、これを法

害賠償責任を追及される事例は少なかったが、1997

案に組み入れることを勧告した 。なお、CDU/CSU は、

年、連邦通常裁判所は取締役の裁量範囲についてアメ

59

11 月 15 日の連邦議会において、企業買収法の最優先

リカ法に倣って経営判断原則を導入し、取締役が企

課題は企業買収の局面で株主の権利を保護することで

業家決定を行う際に、その意思決定の自由を過度に

あり、株主総会に全ての決議権限を委譲することが有

制限することのないよう裁量の余地を認める判決を

効であるが、株主総会は相対的に鈍重な機関であるた

下した。これがアラーグ・ガルメンベック（ARAG/

め、取締役並びに監査役会が株主の意思に沿ってコン

Garmenbeck）判決 70 であり、ここから発展した原則

トロール機能を執行すると意見表明するに至っていた

がアラーグ原則である。アラーグ原則は、①決定前に

60

。

十分に情報を得たこと、②取締役の措置が会社利益と

以上の経緯により、政府草案では取締役は株主総会

利益相反関係にないこと、③会社の最良の利益に沿う

の権限をもってのみ中立義務を免れるとされていた

ものであること、④企業家リスクを負担する覚悟が無

が、政府草案の規定では不十分であり、取締役が防衛

責任な態様で度を超えたものとなっていないこと、⑤

措置を講じることを容易にすべきであるとして、現行

取締役の行為がその他の理由から義務違反となってい

のとおり規定されたのであった

61, 62

。

ない場合には、注意義務違反にならないというもの

33 条 1 項 2 文 3 例は、連邦憲法裁判所の共同決定法
判決 63 と類似の問題意識から、基本法 14 条との整合

ジネスジャッジメントルールを継受するものとして、

性が懸念されることがある 。監査役会の労働者代表

2005 年に株式法 93 条 1 項 2 文 72 に明文で規定された。

が防衛措置の構築に参加することは、公開買付の成功

企業買収の局面では、取締役は明白な利益相反の状

を阻止し、株主の利益となる株式譲渡の機会を妨害

態にあるため、アラーグ原則を修正する見解が多い。

する決定を労働者代表に認めることになり、憲法上

Steinmeyer は、株主利益に比して残余のステークホル

64

である 71。なお、アラーグ原則は、アメリカ法上のビ

の理解を変更すると批判する見解である 。また、33

ダー利益を重要視している場合には、取締役が防衛策

条 1 項 2 文 3 例は基本法 14 条が保護する株主の財産権

を講じることは違法ではないとして、アラーグ原則の

を労働者側から侵害し、共同決定法判決が許容する範

修正適用を唱える 73。Hirte は、取締役は企業の利益 74

囲を超えているという見解も存在する 66。しかし、共

と株主利益とを比較検討しなければならず、企業の利

同決定法事件では会社指揮管理権が論点とされたが、

益のほうが重要である場合には、取締役は防衛措置を

33 条 1 項 2 文 3 例では株主の株式譲渡権が問題であ

講じることができると述べる 75。Winter/ Harbarth は、

り、これらの批判が直接妥当するか疑問があると考え

ターゲット会社の取締役が地位を失う前に退任する場

67

る 。

合や、取締役がターゲット会社の株式を保有しており、

また、33 条 1 項 2 文 3 例は、公開買付の公表後に取

企業買収の成功により経済的利益を受けうる場合は利

締役及び監査役会が防衛措置を講じることを可能と

益相反関係になくアラーグ原則が適用されるが、原則

し、株式譲渡権の侵害を受ける株主に質問の機会を与

的にはアラーグ原則は適用されないという 76。以上の

えないことを認めるものであるとの批判も存在する。

ように解すると、企業買収の局面では取締役がほとん

65

ドイツ企業買収法における経営管理者の
中立義務と例外規定
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ど防衛措置を採りえなくなるが、立法者は、取締役が

拠に防衛措置を講じることは、株主が株式譲渡により

監査役会の同意を得ることにより、取締役の利益相反

譲渡益を得る権利を阻害しうる。実際の運用は、今後

を緩和する意図を有していたと思われる。

の実務と裁判例の積み重ねを待つほかない。なお、企

取締役の行為基準は、一般原則であるドイツ企業買

業の利益が株主利益に勝っている場合は、取締役は防

収法 3 条 3 項 77 に定めがある。取締役は 3 条 3 項により

衛措置を講じることができるが、その防衛措置が容認

株主利益及びステークホルダー利益を勘案することが

できるものか否か疑義があるときは、取締役は株主

求められ、企業の利益を根拠として買収防衛を行う場

総会の同意を求めることが推奨されると解されてい

合は利益相反にはあたらないと解されうる。企業の利

る 83。

益の内容が問題となるが、政府草案は、「ターゲット
会社の利益（Interesse der Zielgesellschaft）」は株主、

（c） 監査役会の行為基準

労働者及び会社の利益をまとめたものであるとしてい
る 78。

33 条 1 項 2 文 3 例では、監査役会 84 の同意付与が要

「会社の利益」について、支配的見解は、会社の継

求されている 85。ドイツ企業買収法施行前は、中立義

続（Fortbestand） 及 び 永 続 的 な 収 益 力（dauerhafte

務は取締役のみならず監査役会にも課されると解され

Rentabilität）の追求を意味すると解している 。取締

ていた。監査役会は監督機関として参画し、敵対的買

役は会社利益の最大化を唯一の目的として課されるの

収に対する防衛措置が株主構成に影響を与える場合

ではなく、その他の利益を考慮するうえで広い裁量権

には、取締役の会社指揮に異議を述べる役割を担う。

が認められると解されている 。圧倒的多数の学説が

33 条 1 項 1 文が取締役にのみ中立義務を課しているの

企業の利益の概念を認めるのは、1976 年共同決定法

は、財務委員会の勧告により、監査役会が監督機関と

に基づく実際上の監査役会の行為基準が必要となった

して働き、33 条 1 項 2 文 3 例による監査役会の同意付

ことを発端にしている 。企業の利益は、その内容の

与を得た取締役の行為が、妨害行為に該当しないよう

不明確さにも拘わらず、実際上の必要性や政策的要求

にするためである 86, 87。防衛措置が取締役の業務権限

が強いことから、法的拘束力を持たない取締役及び監

の範囲内で監査役会と協力して講じられなければなら

査役会の行為基準としての性質を与えられている 。

ないとする特性は、株式法 111 条 4 項 2 文の「同意留

企業買収は企業の長期的存続を問題とする場面では

保（Zustimmungsvorbehalt）」が監査役会の同意を必

ないと思われるが、この見解によると、ドイツでは基

要とする特定の取締役の行為について、監査役会が取

本的に敵対的買収は会社の経済的効果を妨げるのであ

締役の行為を正当化できないと判断した場合には同意

79

80

81

82

り、現存する会社の経営状態が維持され互いにシナジ

を留保することと同様のものであると説明されている

ーが発生するもの以外の企業買収は、永続的な収益力

88, 89

。

が認められず、ターゲット会社の利益に反するため認

33 条 1 項 2 文 3 例の監査役会の同意について、監査

められないとの帰結が導かれると推測される。「ター

役会にどの程度の裁量が認められるのであろうか 90。

ゲット会社の利益」は、企業買収法の制定過程で議会

アラーグ判決は、その理由中、基本的に監査役会には

や実務界からの要望、つまり防衛措置の構築を容易に

企業家の裁量の余地を認めていないが、例外として、

し、防衛措置を講じる際の経営者の役割を強力にする

取締役の選解任や株式法 111 条 4 項 2 文の監査役会の

という目的と合致するものと思われる。「ターゲット

同意留保を挙げている。監査役会が防衛措置に対して

会社の利益」を保護するため、ターゲット会社の取締

同意を付与することは、監査役会が取締役の行為に予

役及び監査役会は、ターゲット会社の維持ないし目的

防的監視の意味で関与する場合に該当する。そして、

の成功を阻害する買収を阻止しようと尽力し、それら

監査役会は企業家の自由裁量により決定を下すのであ

を確保、改善する形の買収については買収者と交渉を

り、監査役会の構成員が利益相反に陥っておらず、専

重ねるという行為方針が導かれると考えられる。公開

ら企業の利益を指向するのであれば、アラーグ原則に

買付手続きに入った場合、取締役は株主利益の考慮を

よるとされている 91。立法者は、監査役会は 33 条 1 項

優先せねばならないが、3 条 3 項は、防衛措置を講じ

2 文 3 例により中立義務を課されていないので、3 条 3

る余地に配慮したとものと思われる。

項のみから制約を受けると考えているようである 92。

企業の価値を保護する名目で、経営者が自己の利益

Hopt は、監査役会の同意について、取締役と監査

を図るおそれが問題となるが、ドイツ企業買収法は、

役会は利害を同じくしているため無意味であるとい

取締役が行為権限及び判断権限を有していることにつ

う 93。また、敵対的買収が成功した場合には、監査役

いて解決策を提示しておらず、中立義務を当てはめて

会構成員は解任される可能性が高く、彼ら自身も利益

対処するようである。また、企業の長期的な成功を根

相反の状況にあるといえる。ドイツに独特の企業と銀

148

行の結びつきも問題となりうるが、ドイツ企業買収法

株主総会の事前承認は、買付者や買付内容が明らか

は手当てを行っていない 94。監査役会構成員に利益相

ではない時点で決議され、その後現実に買付申込がさ

反があるときや、リスクの高い業務事項について監査

れた時点の株主意思を反映するものではないため、公

役会の裁量が認められない場合には、監査役会は同意

開買付の承認又は拒否に関する株主の判断が制限され

権を留保しなければならず、取締役は監査役会の同意

ることになる。このことに対応して、33 条 2 項は、株

に代えて二次的に株主総会へ同意の決議を求めること

主総会の決議要件を資本の 4 分の 3 の賛成に加重し、

になる。

取締役が事前承認を受けた事項を実際に行使する際

監査役会は、自己の利益を追求せず「企業の利益」
を行為基準とすると解されるが、労働者代表が監査役

には、同項 4 文の監査役会の同意を要すると規定され
た 98。

会の独立性を十分に担っているとは断言できない。株

決議要件について、連邦参議院は、潜在的買付者も

主にとって最善のことと労働者にとって望ましいこと

しくは潜在的買付者に同調する機関投資家がターゲッ

が乖離している場合には、労働者は内在的な利益衝突

ト会社の株式を 25 ％以上保有している場合には、政

に直面するといえるし、取締役の選任手続きは労働者

府草案の決議要件を満たし得ないとして、単純多数決

代表を含めた監査役会の決議によるため、経営者から

とすることを提案していた。そして、CDU/CSU は、

の完全な独立性が担保されているとはいえない。更に、

財務委員会において決議要件を定款で変更できるとい

監査役会における労働者代表者の理念として、労働者

う規定を置くことを提案したが、これは連立政権及び

利益を代表することや監査役会の独立性に寄与するこ

求するおそれも生じうると考えられる。以上から、ド

FDP の反対と PDS の棄権により拒否された 99。
また、連邦参議院は、授権期間を 18 ヶ月から延長
することが望ましいとしていた。CDU/CSU は、財務
委員会において、18 ヶ月の授権期間では取締役は毎

イツでは基本的に敵対的買収は排除され、望ましいと

年事前承認のための株主総会決議が必要になることを

とが考えられるが、労働者代表者も監査役という機関
の役員となった後は労働者利益ではなく自己利益を追

思われる敵対的買収までも排除してしまうのではない

理由として、36 ヶ月に変更することが望ましいと提

かと考えられる。

案した。しかし、連立政権は、事前承認の効力を過大
に評価してはならず、提案された承認は株価の動向等

（2） 株主総会の事前承認－ 33 条 2 項

に関して企業に好ましくない影響をもたらすであろう
し、期間を 36 ヶ月とする必要性もほとんどないとし

ドイツ企業買収法 33 条 2 項は、取締役の行為への

て反対し、最終的に 18 ヶ月とされた 100。

株主総会の事前承認を規定している。取締役は、公開

株主総会が取締役に権限を授与する防衛措置の方法

買付の意思決定が公表された後から 23 条 1 項 1 文 2 号

（der Art nach）について、政府草案の段階では、防衛

に基づく結果の公表までの間に公開買付成功を妨げる

措置を講じる権限を取締役に授権する場合には、授権

措置を採る権限を株主総会から授与された場合は、株

内容は個別具体的に（im Einzelnen）規定するとされ

主総会の同意の範囲内で防衛措置を講じることができ

ていた 101。連邦参議院は、企業買収がどのように仕

る。取締役は、事前に株主総会から承認を得ること

掛けられるか不明確であるとして、防衛措置の方法を

で、あらゆる措置を講じることが可能となる。この規

規定することで足りると提案した。加えて、詳細に規

定は、会社支配権争奪戦に入り、取締役がアドホック

定すると買付者が防衛措置の存在について予測しう

な株主総会により防衛措置を講じる権限を授与される

るので、抽象的な記述のほうが都合がよいとした 102。

のならば、取締役は権限の授与を受けられるか否か不

これに関して、財務委員会では FDP は反対、PDS は

安定な立場に置かれると危惧されたことにより規定さ

棄権したのであるが、「授権の方法により規定するこ

れた 。取締役が株主総会に対して防衛措置を構築す

と」という現行法の形に変更され 103、取締役が具体

るために 33 条 2 項を通じて認可資本 96 の付与を要請す

的な企業買収の局面で防衛策を決定をすることとされ

ることは、同じ趣旨で取締役が通常の 5 年の認可資本

た 104。なお、防衛措置を白紙委任することは、33 条 2

を使用することが可能であるならば 33 条 2 項の意義

項 1 文より認められていない 105。公開買付の成功阻止

が明確ではないように思われる。しかし、取締役が通

の内容について、政府草案からは明らかではない。財

常の認可資本を買収防衛策として利用することは設定

務委員会は、取締役が株主総会から会社法上の株主総

目的の範囲外となり、責任を追及される可能性があり

会の権限に属する措置を授権された場合には、その実

避けられるべきであることから、33 条 2 項は、「防衛

行が可能になるとしている。

95

措置のための資本」の調達を行う意義を有すると解さ
れる 97。

33 条 2 項 4 文は、同項 1 文による授権に基づき取締
役が行為するには、監査役会の同意が必要であると定
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める。監査役会の同意は、取締役が措置を講じる前に

な保護を保証するものではないとされている 112。更

付与されねばならない。監査役会の同意の意義と目的

に、取締役への権限授与を事前に承認する株主総会に

は、監査役会の同意が、取締役が措置を講じることに

対しては、株主総会決議の取消訴訟が提起されうるこ

ついて事前の監査を可能とすべきことにあり、この

とも考慮せねばならないとされている 113。株主総会決

ことは株式法 111 条 4 項 2 文により下支えされている。

議取消の訴えが提起されるおそれがある限り、取締役

政府草案では、株主総会決議は具体的な買付を知った

は 33 条 2 項の権限を利用しないと考えられている 114。

うえで行われるのではないため、それに代えて、具体

33 条 2 項は、株主自身が取締役から提供された十分な

的な買収局面における取締役の行為を監査役会の同意

情報を元に公開買付に応じるか否か自由に決定する公

を通じて監視することが必要であると説明されてい

開買付の構造と矛盾しているという指摘もある 115。結

る 106。

果として、手続きも便宜的な 33 条 1 項 2 文 3 例の監査

33 条 2 項の株主総会はどの程度まで取締役に権限を

役会の同意を得た防衛措置の利用が多くなるという帰

授与することが可能であるか、株主総会の権限を定

結が導かれそうである。しかし、33 条 2 項の事前承認

める 119 条 1 項の範囲を超えて防衛措置に関する権限

が利用されず影のような存在となるとはいいきれない

を付与しうるかという問題が生じる。この点につい

ため、今後の実務上の運用を観察する必要がある 116。

て、株主総会は自己の権限に属する行為全てを授権す
るのではなく、自己の権限の範囲にある特定の行為に
ついて授権するとして懐疑的な意見を述べる見解があ
る 107。株式法上の権限授与のみを可能とするならば、

33 条 2 項の適用範囲は相当限られたものとなる。財務
委員会は、取締役が 33 条 2 項により採りうる防衛措
置は同条 1 項 2 文が規定する行為に限定されないとし
た。加えて、株式法 202 条の認可資本の使用や 71 条 1
項 8 号 1 文の自己株式取得に依拠する取締役の防衛措
置は、33 条 1 項 2 文の要件を満たす限りにおいて、買

Ⅳ . おわりに
以上の検討から、ドイツ企業が買収防衛措置を講じ
る場合のドイツ企業買収法上の規定及び経営管理者の
行為基準を概観した。ドイツ企業買収法は、その制定
過程で耳目を集めた企業買収事例の影響を受け、取締
役の中立義務の例外として監査役会の同意付与を得た
取締役による防衛措置の構築を規定した。ドイツ企業

。

買収法が労働者、債権者等の利益を保護しうる権限を

財務委員会で、専ら 33 条 1 項について議論されたため、

取締役に簡単に与える例外規定を置くことは、あたか

本件に関してはそれ以上に広範な議論は展開されなか

も自国の企業が他国の企業から買収されることを阻害

った。

する意図があるかのようでもある。しかし、一般にス

33 条 2 項による株主総会による事前承認と 33 条 1
項 2 文 3 例の監査役会による同意付与の関係について、
Winter/Harbarth は、もともと株主総会の権限の範囲

テークホルダー利益の保護を重視すると評価できるド

に属する防衛措置には前者が適用され、取締役の権限

定のレベルにとどまっている 117。

付申込期間中も実行することが可能であるとした

108

イツにあっても、敵対的買収の局面における条文上の
ステークホルダー利益の保護は、現在のところ当該規

の範囲に属する防衛措置には後者が適用されると分類

ドイツでは、公開買付はほとんどが友好的なもの

する 109。しかし、この分類が 33 条 1 項 2 文 3 例の適用

であり、近年の敵対的公開買付は 2008 年 Schaefﬂer/

範囲の基準について示唆を与えることはないし、同規

Continental 事件等ごく少数である。連邦金融監督庁
（Die Bundesangestalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
BaFin）によると、ドイツにおける 2009 年の公開買付
数は一般公開買付が 3 件、支配権取得公開買付が 8 件、
義務的公開買付が 7 件であり、近年の平均数を大幅に

定が元来取締役の権限であるものに適用されると分類
して考えることにも十分な説明は加えられていない
110

。
実務では、33 条 2 項の存在意義は重要視されていな

いようである。株主総会は、事前承認を通じて取締役

下回った。加えて、金融市場が発展しないことや企業

に効果的な防御権限を授与しうるが、事前承認をする

買収の資金調達が困難であることが企業買収市場に顕

ことによって、ターゲット会社自体が潜在的な買収候

著に現れたと分析されている 118。このような状況の中

補となっていることを了解していると資本市場に向け

で、ドイツ企業買収法の実務上の運用を観察すること

てシグナルを送ることになると解されている 。また、

は難しい。

111

戦略的な計画を立てる買付者は、拒否権行使最低数と

しかし、EU 域内における今後のドイツの企業買収

なる株式を適時に取得することで、現存の事前承認が

市場の発達と、経営管理者の行為基準に関する議論の

任意に期間延長されることを阻止することができるた

変遷、買収防衛措置にかかる権限分配、更に経営管理

め、株主総会の事前承認は買収の危険性からの継続的

者の行為基準の形成に影響を及ぼしうる利害関係人に
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よる働きかけを引き続き観察することは、近年、企業

取締役の中立義務については、様々な角度から詳細な研究が行

買収をめぐる法状況が大きく変化してゆくなかで、依

われてきた（森本滋「新株の発行と株主の地位」法学論叢 104

然として敵対的買収数が少なく、また実際上、長期雇
用慣行を背景に労働者利益をも重視する企業経営が行
われてきたわが国において、取締役会がステークホル
ダー利益及び株主利益の利害調整機構として機能しう
るか否か、その条件及び基準を検討するうえで、理論
上、そして実際上も有益であると考える。

巻 2 号（1978 年）1 頁、川濱昇「株式会社の支配争奪と取締役
の行動の規制（1）
（2）
（3・完）
」民商法雑誌 95 巻 2 号（1986 年）

169 頁、95 巻 4 号（1986 年）41 頁、95 巻 4 号（1986 年）483 頁
等参照）
。

8 ドイツ企業買収法の中立義務と例外について簡潔に紹介した文
献として、早川勝「M ＆ A における取締役の義務と責任」同志
社大学日本会社法制研究センター編『日本会社法制への提言』
（2008 年 商事法務）169 頁がある。

9（33 条 a）
1 項 対象会社の定款をもって、33 条の不適用を定めることが

註

1 1990 年頃まで、ドイツでは敵対的企業買収の数が少なかった

できる。この場合は、次項の規定を適用する。

ため、公開買付制度を整えるという発想が存在せず、企業買収

2 項 対象会社の取締役と監査役会は、買付申込の表明に関す

法制自体があまり議論されなかった。敵対的買収の事例として、

る決定を公表したときから 23 条 1 項 1 文 2 号に基づく結果の公

1985 年 Veba/Feldmühle Nobel 事件、1990 年 Pirelli/Continental

表までの間は、買付申込の成功を阻止しうる行為をすることが

事件、1991 年 Krupp/Hoesch 事件、1997 年 Krupp/Thyssen 事件、

できない。これは、次の行為については適用しない。

2000 年 Vodafone/Mannesmann 事件がある。

1 号 株主総会が買付申込の表明に関する決定を公表した後に

2 ドイツ法では取締役会制度が存在しない。また、取締役は自
然人に限られている。本稿では、株式法 76 条が機関としての

取締役または監査役会へ授権した行為

2 号 通常の事業活動の範囲内の行為

取 締 役を Vorstand、機 関を構 成 する自然 人を Mitglieder des

3 号 通常の事業活動外の行為であるが、買付申込の表明に関

Vorstands としていることに従い、Vorstand の訳を「取締役会」

する決定を公表する前にされ、かつ一部が実施されている、決

とはせず「取締役」とし、Mitglieder des Vorstands を「取締役

定の実行に役立つ行為

構成員」と表記する。

3 Klaus J. Hopt, Verhaltenspflic hten des Vorstands der
Zielgesellschaft bei feindlichen Übernahmen -Zur aktien- und

4 号 競争的買付申込を探す行為
3 項 （略）
10 EU 域内におけるドイツの公開買付制度の特質を紹介した最近

übernahmerechtlichen Rechtslage in Deutschland und Europa-,

の日本語文献として、公益財団法人日本証券経済研究所「ヨ

Festschrift für Marcus Lutter zum 70. Geburtstag,2000, S.1375f.

ーロッパ M ＆ A 制度研究会報告書」
（2010 年 9 月 13 日）があ

4 Hopt, a.a.O.（Fn.3）, S.1379f.

る。その他、ドイツの公開買付制度を概観するものとして、村

5 Klaus J. Hopt, Aktionärskreis und Vorstandsneutralität, ZGR

上康司「企業買収における取締役の賠償責任（3・完）
」立命館

1993, S.556f.
6（33 条）

法学 323 号（2009 年）190 頁、佐藤文彦「ドイツ改正有価証券
取得及び支配獲得法上の敵対的企業買収阻止措置規制− EU 支

1 項 対象会社の取締役は、買付申込の表明に関する決定を公

配獲得指令の移植−」獨協ロー・ジャーナル 3 号（2008 年）21

表したときから 23 条 1 項 1 文 2 号に基づく結果の公表までの間は、

頁、佐藤文彦「ドイツ有価証券取得及び支配獲得法（WpÜG）

買付申込の成功を阻止しうる行為をすることができない。これ

と敵対的企業買収における将来の局外株主の利益保護」獨協法

は、公開買付の申込がされていない会社の通常かつ誠実な業務
執行者も行ったであろう行為、競争的買付申込を探すこと、並
びに対象会社の監査役会が同意した行為については適用しない。

学 58 号（2002 年）69 頁がある。

11 Ernst-Joachim Mestmäcker, Verwaltung, Konzerngewalt und
Rechte der Aktionäre, 1958, S.146f.

2 項 株主総会が、前項 1 文に規定された期間の前に、公開買

12 一 定 の 場 合 に 中 立 義 務 に 介 入 す ることを 認 め た 判 例とし

付申込の成功を阻止するために株主総会の権限に属する行為を

て、Minimax 第二事件判決（BGH, Urt.v.6.10.1960, BGHZ 33,

取締役に授権する場合は、この行為は、授権の方法において規

S.175.）がある。本件は、競争会社による乗っ取りの対象とな

定されねばならない。授権は、最大 18 ヶ月間付与することがで

っている会社の取締役が、乗っ取りを回避するため株主の新株

きる。株主総会の決議は、少なくとも決議において代表された

引受権を排除し、自己及びその関係者に新株引受権を割り当て

資本の 4 分の 3 の多数が必要であり、また定款で要件を加重し、

たという事案である。連邦通常裁判所は、競争会社がターゲッ

もしくは別の要件を定めることができる。1 文の規定による授権

ト会社を殲滅する意図をもっていたとして、当該増資を適法で

に基づき取締役が行為するには、監査役会の同意が必要である

あると判断した。本件は新株引受権の事例であったが、その後

（ドイツ企業買収法にかかる訳文は、早川勝「資料Ⅰ ドイツ有

の裁判に影響を与えており、会社支配争奪の防衛策を正当化す

価証券取得法と公開買付法（試訳）
」同志社法学 59 巻 4 号（2007

るための一つの拠り所とされてきた（福島・前掲（注 7）399 頁

年）175 頁以下を参照した）
。

7 主に 1990 年代前半までのドイツの議論を分析したものとして、
福島洋尚「会社支配の争奪とドイツ株式会社法−取締役の中立
義務をめぐって」南山法学 20 巻 3・4 号（1997 年）405 頁がある。

以下）
。

13 Hopt, a.a.O.（Fn.3）, S.1376; ders., a.a.O.（Fn.5）, S.550; Marcus
Lutter, Kölner Kommentar zum AktG, § 186 Rn.71,1989, S.215
14 Hartmut Krause, Der revidierte Vorschlag einer TakeoverRichtlinie（1996）, AG 1996, S.214.
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15 K l a u s P. M a r t e n s , D e r E i n f l u ß v o n Vo r s t a n d u n d

30 ホルツミュラー基準は、ドイツ法の代表的判例として長い間君

Aufsichtsrat auf Kompetenzen und Struktur der Aktionäre-

臨し、実務上も運用された。大部分の学説はホルツミュラー判

Unternehemnsverantwortung cotra Neutralitätspflicht,

決の結論に賛成していたが、株主総会の権限を株式法 119 条 2

Festschrift für Karl Beusch zum 68. Geburtststag am 31.

項から類推適用する点については多くの批判が提起されていた。

Oktober 1993, 1993, S.529; Winfried Werner, Probleme

なお、2004 年ジェラティーニ判決（BGH, Urt. v. 26.4.2004- Ⅱ

,,feindlicher Übernahmenangebote im Aktienrecht, 1989, S.16;

ZR 155/ 02,（OLG Karlsruhe）, NJW 2004, 1860）により、株主

Gerd Krieger, Das neue Übernahmegesetz: Preisfindung beim

総会が関与するのは取締役の措置が極端に株主の財産的利益を

Übernahmeangebot und Neutralitätspflicht des Vorstands der

侵害する場合に限るとされ、ホルツミュラー基準よりも狭く解

Zielgesellschaft, Gesellschaftsrecht 2001, RWS- Forum; 20,

されることになった（高橋英治「ドイツ法における株主総会の

S.303f; Christian Kirchner, Neutralitäts- und Stillhaltepﬂicht des

不文の権限−ジェラティーニ判決とコンツェルン法の将来像−」

Vorstands der Zielgesellschaft im Übernahmerecht, AG 1999,

『ドイツと日本における株式会社法の改革』
（2007 年 商事法務）

S.481.

。
143 頁以下）

16 Martens, a.a.O.（Fn.15）, S.543.

31 Mülbert, a.a.O.（Fn.29）, S.88.

17 Martens, a.a.O.（Fn.15）, S.546.

32 Hartmut Krause, Zur

Pool- und Frontenbildun g ʼʼ im

18 Martens, a.a.O.（Fn.15）, S.544

Übernahmekampf und zur Organzuständi gkeit für

19 BGH, Urt. v. 7. 3. 1994, BGHZ 125, 239, 242ff.; Lutter, a.a.O.

Abwehrmaßnahmen gegen feindlicheʼʼ Übernahmenangebote,

（Fn.13）
, § 186, Rn.72, S216

AG 2000, S.220f.

20 Andreas W. Dimke/ Kristian J. Heiser, Neutralitätspflicht,

33 また、Mülbert が取締役の中立義務と株主総会の決議を直結さ

Übernahmegesetz und Richtlinienvorschlag 2000, NZG 2001,

せて検討を行っていることにも疑問が残る。ゆえに、Mülbert の

S.243.

見解は首肯し難いと考える。

21 Christian Kirchner, Managementpflichten bei feindlichenʼʼ
Übernahmeangeboten, WM 2000, S. 1825.
22 Martens, a.a.O.（Fn.15）, S.551ff. その他の中立義務に反対する
論者も、取締役がターゲット会社のステークホルダー利益を考

34 Hopt, a.a.O.（Fn.3）, S.1374.; ders., a.a.O.（Fn.5）, S.543ff.
35 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.549f.
36 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.545.
37 Mertens も、企業買収の局面では労働者利益を考慮する必要が

慮すべきことを強調している（Vgl. Werner, a.a.O.（Fn.15）
, S.16;

ないこと、中立義務は企業利益に向かうものであると述べてい

。
Kirchner, a.a.O.（Fn.15）, S.484.）

る。Mertens は、会社所有者たる株主の権限が、企業の利益の

23 Martens, a.a.O.（Fn.15）, S.556; Werner, a,a,O.（Fn.15）, S.16.
24（株式法 53 条 a）株主は、平等の基準のもとで平等に取り扱われ
なければならない。

25 Hanno Merkt, Verhaltenspflic hten des Vorstands der

追求よりも上位に位置しているとし、取締役は原則的に株主構
成に影響を与える権利も義務も有していないという。このこと
は、企業買収その他の会社支配権争奪の形態にもあてはまると
唱える（Mertens, a.a.O.（Fn.26）
。
, § 76 Rn.26, S.28f.）

Zielgesellschaft bei feindlichen Übernahmen, ZHR 165, 2001,

38 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.552.

S.234.

39 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.546f.

26 Carsten T. Ebenroth/ Thomas Daum, Die Kompetenzen des

40 Kirchner, a.a.O.（ Fn.15 ）, S.488; Michael Kort, Rechte

Vorstands einer Aktiengesellschaft bei der Durchführung und

und Pflic hten des Vorstands der Ziel gesellsc haft bei

Abwehr unkoordinierter Übernahmen（ Teil Ⅱ）, DB 1991,

Übernahmeversuchen, Festschrift für Marcus Lutter zum 70.

S.1158; Hans- Joachim Mertens, Kölner Kommentar, 1988, §

Geburtstag, 2000, S. 1434. Krieger は、公開買付申込の局面で

76 Rn.18, S.26.

はなく取締役が注意義務と誠実義務により講じる業務執行上の

27 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.545f. 私見でも、この見解は取締役に課す
中立義務の程度が明確になっていない点が不十分であると考え
る。

全ての措置を行うことができると解している（Krieger, a.a.O.
（Fn.15）
。
, S.308f.）

41 Kirchner, a.a.O.（Fn.15）, S.491f.

28 ホ ル ツ ミュ ラ ー 事 件（BGH, Urt． v． 25．2．1982 −Ⅱ ZR

42 Kirchner, a.a.O.（Fn.15）, S.489.

）は、ある会社が、長年基幹事業で
174/ 80, BGHZ 83, 122ff．

43 Kirchner, a.a.O.（Fn.15）, S.486.

あったものの今後の発展が望めない事業と、今後の発展が有望

44 Hopt, a.a.O.（Fn.5）, S.557.

視される事業を有しており、前者を新たに設立した 100％子会

45 Mertens, a.a.O.（Fn.26）, § 76 Rn.26, S.29; ders., Förderung von,

社に分離したところ、当該会社の少数株主が、主位的請求とし

Schutz vor, Zwang zu Übernahmeangeboten?, AG 1990, S.258f.

て事業分離の無効を、予備的請求として重要財産を分離するに

46 Mertens は、買付申込者がマフィア組織や政治的に危険な外国

は当該会社の株主総会の同意が必要であることの確認を求めた

であり、それらにより会社の取引先の相当な経済的反発をひき

という事案である。判旨は、株式法 119 条 2 項の類推適用により、

おこす場合や、会社の市場機会が損害を受けるであろう場合な

株主の社員権及び財産権を深く侵害する基本的決定については、
株主総会を関与させる義務が取締役に生じることを示した。

29 Peter Mülbert, Die Zielgesellschaft im Vorschlag 1997 einer
Takeover-Richtlinie - zwei folgenreiche Eingriffe ins deutsche
Aktienrecht, IStR 1999, S.88.
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どを事例として挙げている。

47 しかし、以上の事例は買付者の違法行為や人的属性が問題とな
っており、純粋な企業買収法上の問題とはいえない。

48 取締役は株主構成に影響を及ぼすべき権利も義務も有していな
い。Vgl. Ebenroth/ Daum, a.a.O.（Fn.26）
, S.1158f.

49 Hopt, a.a.O.（Fn.3）, S.1379f.
50 A n d r e a s S c h w e n n i c k e , We r t p a p i e r e r w e r b s - u n d
Übernahmegesetz , Stephan Geibel/ Rainer Süßmann（Hrsg.）,
2008, §33 Rn.19, S.581.
51 EU 公開買付指令の概要を紹介するものとして、野田輝久「株

56 Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, BTDrucks.14/ 7477, S.50f.
57 Ronald Steinmeyer, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
Kommentar, 2007, §33 Rn.6. S.593.
58 ここではあらゆる買収防衛措置を講じることができ、株式法上、

式公開買付規制の方向性− EU 第 13 指令を素材として−」神戸

株主総会の権限に属さないような防衛措置を採ることも可能

学院法学 35 巻 1 号（2005 年）1 頁、早川勝「株式公開買付に関

であるといわれている（Vgl. Hirte, a.a.O.（Fn.53）
, §33 Rn.79,

する EU 第 13 指令における企業買収対抗措置について」ワール

S.964; Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）, §33 Rn.26, S.603; Michael

ドワイド・ビジネスレビュー7 巻 1 号
（2005 年）
北村雅史
「EU
20 頁、

Schlitt, Münchener Kommentar AktG, 2004, §33 Rn. 165,

における公開買付規制」商事法務 1732 号（2005 年）4 頁、末岡

。
S.449.）

晶子「EU 企業買収指令における敵対的買収防衛策の位置づけ

59 BT- Drucks 14/ 7477, S.50.

と TOB 規制」商事法務 1733 号（2005 年）34 頁等がある。

60 Deutshcer Bundestag Stenographischer Bericht, 201. Sitzung,

52 Re gierun gsentwurf eines Gesetzes zur Re gelun g von

15.11.2001, Plenarprotokoll 14/ 201, S.19830f.

öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von

61 BT- Drucks 14/ 7477, S.53.

Unternehmensübernahmen v. 11.7.2001, BT-Drucks 14/7034,

「税率の引き下げおよび企業課税の改革に関
62 2007 年 7 月 14 日、

S.57.

する法律（Gesetz zur Senkung der Steurasätze und zur Reform

53 企業買収法施行前は、監査役会も取締役と同じく株式法上の中

」が、株
der Unternehmensbesteuerung: Steuresenkungsgesetz）

立義務が課されると解されていた（Hopt, a.a.O.（Fn.5）
, S.565,

式譲渡を非課税として、法人税法の構造改革によるドイツ経済

（Fn.29）
。企業買収法では、監査役会は
, S.89.）
Mülbert, a.a.O.

の競争力改善を目的に成立した。資本会社は、保有する持分を

妨害禁止規定の名宛人から外れている。これは、監査役会が

売却した時、その持分が売却の時点で少なくとも一年間継続し

監督機関として働き、33 条 1 項 2 文 3 例の規定する取締役の行

て事業財産に属していた場合、売却益には課税されない（法人

為に同意を与えることで、取締役の行為が妨害行為に該当し

税法 8 条 b 2 項）
。このような買収を促進する対策を打ったにも

ないようにする役割を担っていることによる（Heribert Hirte,

かかわらず、33 条 1 項 2 文 3 例の適用が問題となるような企業

Kölner Kommentar zum WpÜG, 2003, §33 Rn. 49, S.948;

買収事件が生じていないため、当該規定の実務上の評価は明ら

Hartmut Krause/ Thorsten Pötzsch, Wertpapiererwerbs- und

かではない。

。
Übernahmegesetz Kommentar, 2005, §33 Rn. 78, S.1018.）

63 Urt. v. 1.3.79 - 1 BvR 5 32/ 77 ua - BVerfGE 50, 290.

54 イギリスの Vodafone Airtouch 社 が、ドイツの Mannesmann 社

64 1976 年共同決定法の下では、監査役会は株主総会と労働者各々

に敵対的公開買付を仕掛け買収した事件である。Mannnesmann

同数の代表者で構成され、取締役は監査役会の構成員の 3 分の

社は、ヨーロッパ内に携帯事業を拡大することとし、1999 年 10

2 以上の賛成をもって選任されるが、決定に至らなかった時は、

月 22 日イギリスの携帯電話会社 Orange 社を買収した。Orange

過半数の投票を行い、この投票で決まらない時は監査役会会長

社と競争関係にあった Vodafone 社は、これを自己に対する挑

（これは株主総会代表から選出される）がキャスティングボート

戦と捉 え、同 年 11 月 14 日、Mannesmann 社に 対 する買 収 提

を握る（共同決定法 31 条）とされている。共同決定法は株主の

案を公表した。Mannesmann 社の取締役は公開買付申込を拒

持分所有権を侵害し、基本法 14 条に抵触するのではないか争わ

否し、労働者も当該買収に反対を表明した。2000 年 1 月 11 日、

れた。連邦憲法裁判所は、
「共同決定によっても、労働者は企

Mannesmann 社はフランスのメディア Vivendi 社と合併交渉に

業に投下された資本について全持分所有者の意思に反して決定

入ったが、Vivendi 社は Vodafone 社が Mannesmann 社の株式を

するようなことはなく、かつ共同決定によっても持分所有者は

過半数取得すれば、Vodafone 社との協力関係を築くとの意思を

企業の指揮者選任に関するコントロールを失わず持分所有者に

表明したこと、Mannesmann 社の最大株主であった Hutchison

は最終決定権が委ねられているとき、立法者は許された内容と

Whampoa 社の取締役から買収提案に同意するよう迫られたこ

制限の決定の限界から逸脱していないといえるが、既に示した

とにより、同年 4 月 12 日、Vodafone 社による Mannesmann 社の

ように、共同決定法はそのようにされている」と示した。

買収が成功したという事案である。Vodafone 社は、合併の結

65 Martin Winter/ Stephan Harbarth, Verhaltenspflichten von

果大量解雇をしないこと、現在の雇用上の権利は完全に維持さ

Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft bei feindlichen

れることを条件に提示していたたが、買収後、Vodafone 社側
は、Mannesmann 社の労働者に対して約束していたことを何一
つ履行しなかった。機械及び自動車部品製造部門は、Bosch −

Siemens 企業連合へ、鋼管部門は Salzgitter Gruppe へ、イタリ

Übernahmeangeboten nach dem WpÜG, ZIP 2002, S.8.
66 Christian Zschocke, Europapolitische Mission: Das neue
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, DB 2002, S.82f.
67 ドイツ憲法裁判所は、所有権を保障するという観点から株主の

アの遠距離通信事業会社はイタリアのエネルギーコンツェルン

所有権の侵害が憲法上の財産権の侵害に該当するか否か問題に

Enel へ各々売却された（事件の概要について、正井章筰「企業

されることが多く、裁判例の蓄積がある。日本では抽象的に法

買収における経営者への功労金の支払い−マンネスマン訴訟に

令等の違憲審査が行われる可能性や必要性はないと思われるし、

見るドイツのコーポレート・ガバナンスと刑事司法制度−」早

株主の権利が所有権から議論される素地はないと考える。

稲田法学 82 巻 3 号（2007 年）59 頁も詳しい）
。

55 Hirte, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn. 78, S.964; Krause/ Pötzsch, a.a.O.
（Fn.53）
, §33 Rn. 172 S.1065.

68 Winter/ Harbarth, a.a.O（Fn.65）, S.8.
69 Hirte, a.a.O.（ Fn.53 ）, § 33 Rn.83, S 966; Steinmeyer,
（Fn.57）
, §33 Rn.28, S.604.
a.a.O.
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70 BGH v. 21. 4. 1997- Ⅱ ZR 175/ 95, BGHZ 135, 244. 取締役がし
た信用取引につき、これを注意義務違反であると判断した監査

ならず、企業内の利益関係で労働者利益にかかる紛争を抱えて
いたとしても公平な態度を取らねばならない。

役会構成員が、取締役の責任を追及しようと監査役会決議に諮

82 従前の議論は、正井章筰「企業機関構成員の行動基準としての

ったが、監査役会構成員の多数派が責任のある取締役構成員を

『企業の利益』の概念について」
『西ドイツ企業法の基本問題』
（成

守り、責任追及が否決されたため、この監査役会決議の無効確

文堂 1989 年）が詳しい。

認を裁判所に求めた事案である。特に問題となったのは、監査

83 Hirte, a.a.O.（ Fn.53 ）, § 33 Rn.83, S 966; Steinmeyer,

役会が取締役の責任を追及する法的義務があるかということで

a.a.O.（ Fn.57 ）, §33 Rn.31, S.606; Winter/ Harbarth,a.

あった（高橋・前掲書（注 30）220 頁以下）
。

71 Hartwi g Henze, Prüfun gs- und Kontrollauf gaben des
Aufsichtsrates in der Aktiengesellschaft, NJW 1998, S.3309.
72（株式法 93 条 1 項 2 文）

（Fn.65）
, S.10.
a.O.

84 監査役会は監査委員会を通じて単純多数決で決議をすること
ができる（株式法 108 条 1 項）
。監査役会は委員会に決議権限
を委譲し、
「防衛委員会（Verteidigunugsausschuss）
」を設置す

取締役構成員は、企業家としての決定に際し、適切な情報に基

ることもでき（§株式法 107 条 3 項）
、実際に公開買付申込が

づいて会社の利益のために行為していると合理的に認められる

ある前に準備的に設置することができる。そして、防衛委員会

場合は、義務違反とはならない。

73 Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）,§33 Rn.29, S.604f.; Schlitt, a.a.O.
（Fn.58）
, §33 Rn.171, S.451.

が防衛策に同意するには従業員の利益が顧慮されるであろうか
ら、労働者代表が防衛委員会の委員に任じられるべきであろう
とされている（Hirte, a.a.O.（Fn.53）
, §33 Rn.87 S.968; Krause/

74 ドイツの学説や判例では、企業の利益に該当する語は Ges-

Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.182, S.1069.Schlitt, a.a.O.

ellschaftsinteresse、Unternehemsninteresse、Belangen、Gesell-

（Fn.58）
。もっとも、防衛委員会に労働者
,§33 Rn.176, S.452.）

schaftswohl 等さまざまなものが用いられている。株式法におけ

代表を任用することは、株式法 171 条 2 項 2 文後段と関係があ

る企業利益にかかる条文として、株式法 121 条 1 項、131 条 3 項

る。株式法 171 条が規定する監査役会の株主総会への報告義

1 号 等 が ある。 個 々の 具 体 的 な 差 異 は 明ら か で は な い が、

務は、投資者へ情報を提供するものであるが、同条 2 項 2 文後

Gesellschaftsinteresse とは株式会社の目的の範囲をはっきりと

段により労働者代表を加えない限りにおいて監査役会は防衛委

定めるものであり、団体の目的から団体の存続、機能性、業務

員会に関する報告義務を免れることができるため（Hirte, a.a.O.

履行を容易ならしめ、保証するものであると説明される（Vgl.

（Fn.53）
, §33 Rn.87 S.968; Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33

Peter O. Mülbert, Shareholder Value aus rechtlicher Sicht, ZGR

、労働者代表は重要な位置を占めているようで
Rn.182, S.1069.）

。株式法の規準としての Gesellschaftsinteresse は
1997, S.140ff.）

ある。

狭く解するのが望ましいとされ、Unternehmensinteresse により

85 監査役会の同意に関する一般規定は、株式法 111 条 4 項にあり、

補 完 さ れ ると 説 明 さ れ ること が あ る（Vgl. Thomas Raiser/

監査役会の同意を得るべき業務の範囲は、定款又は監査役会の

Rüdiger Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, 3.Aufl., 2001,

決議により拡大することが可能である。監査役会が同意留保権

。また、Unternehmensinteresse と Gesellschaftsinteresse
S.23ff.）

を有していることが、事前監査として一定の効果があると思わ

は等しい意味 で 使われていると分 析 する見 解もある（Vgl.

れ る（Marucus Lutter/ Gerd Krieger, Rechte und Pﬂichten des

Christian Sc hmidt- Leithoff, Die Verantwortun g der

。しかし、株式法は
Aufsichtsrats, 2008, 5. Auﬂ., Rn.115, S.50.）

。
Unternehmensleitung, 1989, S.57ff.）

監査役会が会社業務へ積極的に加担することは認めていないの

75 Heribert Hirte, Verteidigung gegen Übernahmeangebote und

で、監査役会の同意権は、拒否権を有するにすぎないともいえる。

Rechtsschutz des Aktionärs gegen die Verteidigung, ZGR 2002,

逆に、監査役会にこのような拒否権を与えると、業務執行に対

S. 642.

する影響力を与え、取締役と監査役会の業務と権限の境界を曖

（Fn.65）
, S9.
76 Winter/ Harbarth, a.a.O.

77（3 条 3 項）

昧にするという危惧もある（正井・前掲書（注 82）177 頁参照）
。
監査役会への同意権授与を認める根拠について、ドイツ法の

ターゲット会社の取締役及び監査役会は、ターゲット会社の利

文献は明確に答えていない。同意権を監査役会へ授与すること

益のために行為しなければならない。

は、株式法 204 条 1 項 2 文が「取締役の判断は、203 条 2 項によ

78 Hirte, a.a.O.（Fn.75）, S. 643; Klaus J. Hopt, Grundsatz und

る新株引受権の排除に関する取締役の判断と同様に、監査役会

Praxisproblem nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernah-

の同意を必要とする。
」規定しているように、数十年来何ら異議

megesetz, ZHR 166, 2002, S.400; Kort, a.a.O.（Fn.40）, S.1435.

を唱えられることなく立法的に実務が行われているし、監査役

なお、これに反対する見解として Oliver Lange, Das Unterneh-

会の決定権が、株主が自身の株式を譲渡する可能性と関係して

mensinteresse der Zielgesellschaft und sein Einfluss auf die

いるいうことから問題とならないといわれている（Hirte, a.a.O.

Rechtsstellung der die Übernahme fördernden Aufsichtsrats-

（Fn.53）
。監査役会が取締役の選解任権を
, §33 Rn.84, S.966f.）

mitglieder, WM 2002, S.1742. がある。
79 Mertens, a.a.O.（Fn.26）, § 76 Rn.10 u 17, S.22ff.; Uwe Hüffer,
Aktiengesetz Kommentar, 7., Auﬂ. , 2006, § 76 Rn. 13, S.387.
80 Hopt は、会社の存続（Bestand）に関する決定は株主の権限の
範囲内であるとして、会社の利益から会社存続の利益を除外す
る（Hopt, a.a.O.（Fn.5）
。
, S.538f.）

81 監査役会の労働者代表は、労働者の局部的な利益を追求しては
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有している（株式法 84 条 1 項・3 項、108 条 1 項）ことも大きな
要因と思われる。

86 Winter/ Harbarth, a.a.O.（Fn.65）, S.11; Hirte, a.a.O.（Fn.53）, §
（Fn.53）
33 Rn.51, S.949; Krause/ Pötzsch, a.a.O.
, §33 Rn.184,

S.1069f.
87 2006 年に EU 公開買付指令が国内法化されたことに伴い加えら
れた 33 条 a は、中立義務を取締役及び監査役会の双方に課し

ている（Steinmeyer, a.a.O.
（Fn.57）
。監査役
, §33 Rn.8, S.638.）
会が新企業買収法で妨害禁止の際にどのような地位を占める

106 BT- Drucks. 14/ 7034, S.58; Hüffer, a.a.O.（Fn.79）, §111 Rn.19,
S.577.

のかが問題となる。定款で 33 条の適用除外を定めることによ

107 Hirte, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.97ff. u. 107, S.974ff. u. S.977.

り 33 条 a の適用を選択した会社の監査役会は、公開買付の成

108 BT- Drucks. 14/ 7477, S.53

功を妨げる可能性のある一切の行為をしてはならない。この禁

（Fn.65）
, S.9.
109 Winter/ Harbarth, a.a.O.

止は、監査役会が経営機関としてのみならず監督機関としての

110 H a r t m u t K r a u s e , P r o p h y l a x e g e g e n f e i n d l i c h e

行為にも該当する。しかし、33 条 a では 33 条 1 項 2 文 3 例の権

Übernahmeangebote, AG 2002, S.137.

限が付与されていないので、影響はない。監査役会の同意留保

111 Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.203, S.1078f.

は、33 条 a 2 項 2 文 1 号により株主総会から事前に権限授与さ

112 Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）, §33 Rn.54, S.615.

れることで中立義務に該当せずにすむとされている（Markus

113 Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.203, S.1078.

J. Friedl, Die Stellung des Aufsichtsrats der Zielgesellschaft bei

114 Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）, §33 Rn.54, S.615.

Abgabe eines Übernahmeangebots nach neuem Übernahmerecht

（Fn.25）
, S.252; Peter O. Mülbert/ Max Birke, Das
115 Merkt, a.a.O.

unter Berücksichtigung des Regierungsentwurfs zum Übernah-

übernahmerechtliche Behinderungsverbot - die angemessene

。
merichtlinie- Umsetzungsgesetz, NZG 2006, S.422f.）

Rolle der Verwaltung einer Zielgesellschaft in einer feindlichen

88 33 条 2 項に関する説明であるが、白地や包括的権限授与は、効

Übernahme, WM 2001.

果 的な 監 視 が 難しくなるため 認 められ ていない（Vgl. BT-

（Fn.65）
, S.12.
116 Winter/ Harbarth, a.a.O.

Drucks 14/ 7034, S.58; Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33

117 そのほか、ドイツ企業買収法 27 条により、経営管理者による買

。
Rn.180, S.1068.）

89 同意留保で監査役会が承諾した内容は、株主に公表することが

付者に関する情報開示及び意見表明が規定されている。

118 BaFin, Jahresbericht ʼ09, S.201ff.

要求されている。Vgl. Hirte, a.a.O.
（Fn.53）
, §33 Rn.86, S.968;

Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.180, S.1068f.
90 Hirte, a.a.O.（Fn.75）, S.642f; Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）, §33
Rn.28ff, S.604ff.; Uwe H. Schneider, Die Zielgesellschaft nach
Abgabe eines Übernahme- oder- Pflichtangebots, AG 2002,
S.129; Winter/ Harbarth, a.a.O.（Fn.65）, S.9.
91 Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.185, S.1070; Winter/
Harbarth, a.a.O.（Fn.65）, S.11.
92 Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.185, S.1070. 政府案に
関する記述であるが、BT- Drucks 14/ 7034, S.35.

93 Hopt, a.a.O.（Fn.3）, S. 1382.
94 例えば、ターゲット会社の監査役会構成員に銀行からの代表者
が存在し、当該銀行が買収を財政的、組織的に支援しているよ
うな場合、買収会社の監査役会における銀行代表者が、ター
ゲット会社のメインバンクからの代表者である場合、銀行代表

,

（出所）BaFin, Jahresbericht 09 S 202

者がターゲット会社及び買収会社双方の監査役会の構成員とな
っている場合である（Lutter/ Krieger, a.a.O.（Fn.85）
, Rn. 925,
。
S.356f.）

95 Krause/ Pötzsch, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.201, S.1077.
96 ドイツでは、資本増加の決定権限は一次的には株主総会が有し
ている。株主総会が「認可資本」を取締役に付与することにより、
株式会社又は株式合資会社の取締役は、定款による授権に基づ
き、会社の登記後 5 年間の期限付きで払込みと引き換えに新株
を発行することにより、資本を一定額まで増額することができ
るようになる（株式法 202 条）
。
（Fn.65）
97 Winter/ Harbarth, a.a.O.
, S.12.

98 BT-Drucks 14/ 7034, S.58.
99 BT-Drucks 14/ 7477, S.51.
100 BT-Drucks 14/ 7477, S.50f.
101 BT-Drucks 14/ 7034, S.58.
102 Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drucks.14/ 7034, S.85.
103 BT-Drucks 14/ 7477, S.51.
104 Steinmeyer, a.a.O.（Fn.57）, §33 Rn.37, S.608.
105 Hirte, a.a.O.（Fn.53）, §33 Rn.118, S.981f.

ドイツ企業買収法における経営管理者の
中立義務と例外規定
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属

名

前

東北大学国際高等研究教育機構助教

李

善

姫

東北大学大学院法学研究科教授

樺

島

博

志

立正大学心理学部教授

上

瀬

由美子

日本学術振興会外国人特別研究員

スティール若希

日本学術振興会特別研究員

河

北

洋

介

東北大学大学院法学研究科博士後期課程

川

村

一

義

東北大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学

木

村

隆

人

東北大学大学院法学研究科 GCOE フェロー

堀

見

裕

樹

東北大学大学院法学研究科博士後期課程

牧

真理子

GEMC journal

投稿規定と執筆要領

学術雑誌「GEMC journal」
（以下、本誌といいます）

の評価者は、査読委員会および編集委員会委員長

は、東北大学グローバル COE プログラム「グローバル時

以外には、匿名とされます。

代の男女共同参画と多文化共生」
（以下、本 GCOE とい

５． 査読結果に異議があるときは、投稿者は編集委員会

います）の一環として刊行されるものです（本 GCOE の

の定める期間内にそれを編集委員会に申し立てるこ

趣旨や活動については、ホームページ http://www.law.

とができます。異議申し立てがあったときは、編集

tohoku.ac.jp/gcoe/ をごらんください）。本誌は、第一部「寄

委員長は速やかに編集委員会を開催して審議し、審

稿論文」と第二部「自由投稿論文」からなります。寄稿

議の結果、再審査をすることがあります。

論文とは、本 GCOE が主催・共催する行事における発表
等から、編集委員会が本誌に掲載するに値すると判断し
た内容の報告者、また、編集委員会が本 GCOE の趣旨
に沿って企画した本誌のテーマ趣旨にふさわしい著者に、

Ⅱ

執筆要領

１． 原稿執筆における使用言語は原則として日本語また

編集委員会が執筆を依頼した論文で、編集委員会が閲読

は英語とします。日本語／英語以外の言語による投

して掲載を決定したものです。これに対して、自由投稿

稿に関しては、編集委員会において検討してお認め

論文とは、本 GCOE のテーマ趣旨と関係する論文で、一

する可能性があります。

般公募により投稿され、査読を通じて一定の学術的価値

２． 論文は、Microsoft Word もしくは一太 郎等のワー

を有すると認められたものを言います。以下には、自由投

プロソフトデータで作成してください。原則として

稿論文について、投稿の手続きと本誌の執筆要領をお知

30000 字（脚注・参考文献等を含み、図表、見出し

らせします。

も文字数に換算）を上限としますが、多少の増加は
お認めすることがあります。なお、本誌文字数は 1 ペ

Ⅰ

投稿規定

１． どなたでも投稿できます。投稿にあたっては、投稿

ージあたり本文 2256 字（24 字× 47 行× 2 段）となっ
ており、タイトル部分として 768 字分が使われます。
３． 本誌は横書き 2 段組の体裁となるため、二桁以上

者の所属機関及び所属機関外から各 1 名以上の教

の漢数字は使用せず、半角英数を使用してください。

授・准教授（これらに相当すると認められる研究者

また、英文についても半角英数を使用することとしま

等を含みます）による推薦を付してください。ただし、

す。

本 GCOE の事業推進担当者の推薦がある場合には、
これに代えることができます。
２． 本誌に掲載される論文は、本 GCOE のテーマ趣旨

４． 表 が入 る 場 合 は、 そ の 基 となる 数 値 の入った

Microsoft Excel 等の表計算ソフトのデータを添付、
もしくはリンクをしてください。

に沿った学術的研究に寄与する内容のもので、投稿

５． 論文には、論文と同じ言語で、タイトル、執筆者名

する原稿は未発表の初出原稿で完成原稿に限られま

を記載してください。日本語論文には、欧文で、タイ

す。
３． 投稿された論文は、編集委員会が任命する査読委
員会が行う厳正な査読の結果に基づいて、編集委員

トル、執筆者名、論文の要約を、別添でお送りくだ
さい。
６． 書き出しは大見出し「Ⅰ．はじめに」からとし、以下、

会が掲載を決定します。また、掲載可能性のある論

中見出し「1．○○○○」、小見出し「（1）○○○○」

文の著者には、本 GCOE が主催・共催する行事に

と続くものとします。

おける発表を依頼することがあります。
４． 査読委員会は、投稿された各論文につき相当する専
門領域の研究者を選定して評価を依頼し、その結果

７． 註については、ワープロソフトの脚注を使用し、対
象ワードの右肩付け（句読点前）で、連続したアラビ
ア数字の文末脚注としてください。

を基に審査を行うことにより、査読結果を決定します。
査読結果は、決定後速やかに編集委員会から本人
に通知されます。その場合、原論文の加筆・修正等
を掲載の条件とすることがあります。なお、各論文
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嵩
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不破麻紀子

助教
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浩
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