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Ⅰ.	 はじめに

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、
司法府における性的指向への権利の拡大とともに、訪
れたものであった。特に、1995年、カナダ最高裁が
性的指向を平等権の問題として取り扱うことを承認し
たEgan and Nesbit v. Canada（以下、Egan判決）1は、
後に続く性的指向関連の訴訟に大きな影響を与えた。
さらに、1999年、M. v. H. （以下、MH判決）2が「配
偶者」という語の中に同性カップルも含めると判示し
たことは、「婚姻」という概念を変容させるのに、十
分なインパクトがあった。Miriam Smithも指摘する
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」4のである。
しかし、当初、司法府は、Egan判決において、「婚姻」
の中に同性カップルを含めることには消極的であった
し、MH判決においても、法廷意見を述べたCory裁
判官は、「この上告において、同性カップルが結婚で
きるか、あるいは、……結婚していない異性カップル
と同じように取り扱わなければならないかどうかを考
慮する必要性がないことは明らかである」5として、「婚
姻」の概念について考慮しない方向で進んでいた。
しかしながら、憲章15条 6に基づく平等権判例、特

に性的指向に関する平等権判例の流れ 7と司法積極主
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
けの衝撃を与えるものとなった。実際、MH判決以後、
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
て、ついには、カナダ連邦議会が、同性婚を承認する
までに至ったのである 9。
本稿は、カナダの司法府において、「婚姻」概念が
どのように変容してきたのかを考察する。そのため、
まず、伝統的な「婚姻」概念である定義的アプローチ
を見た上で（Ⅱ）、それとは異なるアプローチの登場
を論じた後に（Ⅲ）、カナダの下級審で争われた3つ
の同性婚訴訟について概説し（Ⅳ）、最後に、本稿の
まとめと若干の日本法への示唆を論じたい（Ⅴ）。

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
の貴族院でなされた。そしてここで示された「婚姻」
の定義が、非常に重要なものとなる。Hyde判決によ
れば、「キリスト教国において理解されるように、婚
姻は、この目的のため、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発的結合として定
義される」11とされる。このことからも分かるように、
このコモン・ロー上の婚姻概念では、同性婚は排除さ
れたものとして理解するしかなかった。ただHyde判
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決で問題となっているのは、重婚であり、本質的には、
同性婚とは異なっていた。それを考えると、「キリス
ト教的価値へのふとした言及を通して以外、この定義
にとっての基盤は探究されなかった」12わけである。
しかし、同性婚がまさに問題になった 1970年の

Corbett v. Corbett13（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
として承認した。このことから、同性カップルに関す
る婚姻の判断もまたHyde判決の定義によってなされ
るということが明らかになった。
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
判決に依拠して、同性カップルの婚姻を否定する判
決が1974年に出された。マニトバ郡裁判所における
North v. Matheson（以下、North判決）14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
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
ある問題の決定において、同様に重要である」15と判
示した。そして、Philip裁判官は、登録すべき婚姻で
ないことが「自明（self-evident）」であると結論付け
た 16。Donald G. Casswellによれば、North判決は、「専
ら制定法の解釈判決であったので、現在、裁判所の前
で、憲章に基づく同性婚請求を考慮する時に、手助け
を提示しない」17とされる。
では、1982年に憲章が採用されてからは、どう
であったか。その点で、「婚姻の法的定義の一般社
会の理解の重要性は、Canada （Attorney General） v. 
MossopにおけるLa Forest裁判官の同意意見に影響を
及ぼしていたようにも思える」18と指摘されるように、
カナダ人権法の「家族の地位」という文言について争
った 1993年のCanada （Attorney General） v. Mossop
（以下、Mossop判決）19におけるLa Forest裁判官の言
説は、婚姻概念を考える上でも重要である。Mossop
判決において、La Forest裁判官は、「中には、『家族』
として、そのような関係（＝同性関係：河北）に言及
するかもしれないが、それが、通常の言葉の使用にお
いて、その地位に達しているとは私は考えない」20と
した。Alice Woolleyも指摘するように、「完全には支
配的ではないけれども、受け入れられる法的定義への
依拠（定義的アプローチ the definitional approach）は、
この分野において、憲章以後の判決にも影響を及ぼし
ている」21のである。実際、オンタリオ州で1993年
に出されたLayland v. Ontario （Minister of Consumer 
and Commercial Relations）（以下、Layland判決）22

においても、Southey裁判官が「婚姻の定義故に、同
性の人々の結合は『婚姻』ではない」23と判示し、さ

らに、「異性の諸個人に婚姻をコモン・ロー上で限定
することは、原告に対して、憲章15条違反となる差
別を構成しない」24と判示したように、「男女の結合」
を婚姻は意味するのであり、「同性同士の結合」が婚
姻の枠内にはおさまる事は、コモン・ロー上の法的定
義においてあり得ないという考え方が、裁判所の一般
的な考え方であった。このようなアプローチを定義的
アプローチという。このような定義的アプローチとし
ての重要な要素に、異性愛規範（heteronormativity）
というものがあった。つまり、「この異性愛規範のパ
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、
『女性』にも同様に『男性に対して欲望を抱く』とい
う意味が隠されている。したがって、異性愛規範は異
性愛が好ましいものであり、唯一受け入れられる性的
指向であると考え」るのである 25。

2.	生殖能力

「生殖能力は、分析の中核になる」26と言われるよ
うに、この定義的アプローチをさらに補強する形で主
張されたのが、生殖能力である。この論点は、憲章
採用以前から主張されていた。Corbett判決において、
Ormrod裁判官は、婚姻が「家族を作る制度であり、
自然なヘテロセクシュアルの性交渉のための能力が本
質的な要素にある制度である」27と判示した。
さらに、憲章採用後も、生殖能力は、同性婚の排除
を補強する要素として論じられた。Layland判決にお
いて、Southey裁判官は、「一般的規範として、婚姻
の主要な目的は、ホモセクシュアルの結合において達
成されない。なぜならば、その結合の生物学的制約が
あるためである。異性の諸個人に婚姻を限定すること
が承認されるのは、この現実からである。／幾人かの
結婚したカップルが、子どもを持つことができないあ
るいは持つことを好まないことがあり、子どもを産む
ことができないあるいは産むことを好まないことが、
婚姻への障害あるいは離婚のための理由ではないとい
うことは、真実である。婚姻により子どもを持たない
であろうこれらの境遇にもかかわらず、婚姻という制
度は、子どもの出産を促進するために、国家により、
宗教によりそして社会により、意図される」28と判示
した。また、カナダ最高裁のEgan判決において、La 
Forest裁判官は、「婚姻は、太古の時代から、私たち
の法的伝統の中にしっかりと根を張っており、その司
法的伝統が、それ自体、長い間の哲学的、宗教的伝統
の反映であるということを言うことで十分である。し
かし、真の婚姻の存在理由（raison d’être）は、これ
らすべてを超越しており、ヘテロセクシュアル・カッ
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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
れらの関係の産物であり、一般的に彼らは、その関係
の中で生活する人々によって、世話され、養育される
という生物学的・社会的現実において、しっかりと根
拠を与えられる。この意味において、婚姻は、生来、
ヘテロセクシュアルである。ホモセクシュアル・カッ
プルを含めるように婚姻を法的に定義することは可能
であるだろうが、しかし、これは伝統的な婚姻の基礎
である生物学的・社会的現実を変えないだろう」29と
判示した。
このように、判例の一つ目の「婚姻」理解として、

定義的アプローチというものがあり、これは、異性愛
規範と生殖能力という2つによって特徴づけられるも
のであった。そして、これが、判例における「婚姻」
理解の多数派であった。しかしながら、少数派ではあ
りながらも、定義的アプローチを用いずに、「婚姻」
という概念を理解する見方がある。これについて概観
していくことにしよう。

Ⅲ.	 機能的アプローチ

定義的アプローチが根強かった中、多数派の定義的
アプローチとは異なる形で現れたアプローチが、機能
的アプローチ（the functional approach）である。機
能的アプローチでは、「裁判所あるいは審判所が、最
初、婚姻あるいは家族の基礎をなす諸価値を確認する。
そしてその時に、婚姻関係あるいは家族関係を他者と
区別する特徴を確認するために、［裁判所あるいは審
判所は：河北］それらの諸価値を用いる。機能的アプ
ローチの下で、ある関係が、その時、全部あるいは重
要な一部分において、確認された特徴を持つ場合、そ
れ（＝ある関係：河北）は、婚姻あるいは家族のひと
つであると考慮されるべきである」30とする。

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

カナダ最高裁において、このアプローチが述べら
れた例として、Mossop判決におけるL’Heureux-Dubé
裁判官の反対意見がある。L’Heureux-Dubé裁判官
の前提には、「私たちの社会は、豊かな多様性（rich 
diversity）のひとつである。そして、法律は、コミュ
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、
L’Heureux-Dubé裁判官は、機能的アプローチを採用

して判断を進めていく。
まず、「家族という社会支援の基にある様々な諸価

値がある。国家は、組織化するひとつの社会構造と
して、家族に焦点を合わせる。社会的安定を促進す
る手段として、国家が家族における利益を持つこと
は議論される」32として、Moge v. Moge33における
L’Heureux-Dubé裁判官自身の判決を引用して、以下
のように判示した。「婚姻および家族が、その成員の
感情的、経済的および社会的福利（well-being）を与
えるということを多くの人々は信じる。それは、安全
と快適さの所在であるかもしれないし、その成員たち
が彼らのもっとも親密な人間的触れ合いを持つ場であ
るかもしれない。婚姻および家族は、感情的および経
済的支援システムとしての機能を果たすと同時に、く
つろぎの場（forum for intimacy）としての機能を果
たす。この点で、それは、不可欠な人格的利益に奉仕
するし、『人間性という総合的な感覚（comprehensive 
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
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
私たちの感覚の中核を成すものだと考える諸価値を伝
えるための手段も提供する」34。このように、機能的
アプローチは、定義的アプローチで問題としていた異
性愛規範や生殖能力に焦点を当てるのではなく、婚姻
および家族という空間を機能的に考えるのである。
さらにL’Heureux-Dubé裁判官は、機能的アプロー

チという言葉を用いて、以下のような判断を下す。「機
能的アプローチは、普段、家族のなかに見付かる一連
の変数 （variables）全ての調査を必要とする。これら
の変数は、ある時以来確立され原則として続行しなけ
ればならない関係の存在、家族として一体化する事実、
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
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
口座、生命保険証書の受取人のような他の当事者の指
名を含む」35。そして、L’Heureux-Dubé裁判官は、こ
のアプローチを用いて、長い間の同性関係がカナダ人
権法の下での請求の目的のために「家族の地位」を作
り出すよう考慮されるべきであると判示した。

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
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ーチが行われている。それは、Greer裁判官の反対意
見に現れる。Greer裁判官は、前述したSouthey裁判
官のような、「生物学的差異に焦点を当てることを拒
み、婚姻と家族を促進するときの国家の利益は、形式
（form）ではなく、機能（function）と関連付けるべ
きであるとした」36のである。

Greer裁判官は、コモン・ローについての一般的な
見解を述べることから始める。それによれば、「コモン・
ローの目的は、困難さを解決し、社会的および営利的
生活において関係を調整することである。／……社会
的ニーズに合うためにコモン・ローが広がることは、
新しい概念ではない。……コモン・ローは固定的なま
まではない。それ（＝コモン・ロー：河北） のまさに
本質は、社会のニーズの広がりに合うように発展する
ことができることである」37とされる。この認識から、
コモン・ロー上の「婚姻」概念を拡張する方向へ議論
を進めていくことになる。
また、Greer裁判官は、憲章15条の平等権を考える

ときに、「選択する権利（right to choose）」に重きを
置くことも特徴的である。それは、Greer裁判官が、「憲
章事案は、『選択』が法の利益であると私たちの裁判
所が認定したことを示す。本件において、原告たちは、
誰かと結婚したいと選択する彼らの権利を否定されて
いる。私見では、選択する権利は、基本的権利であり、
私たちの社会において婚姻の状況に適用される。／国
家が個人によってなされた選択を尊重し、国家がこれ
らの選択をあらゆる概念よりも下に置くことを避ける
だろうということは、私たちの社会において基本的な
理論である。……個人の［憲章：河北］15条の保障は、
選択する個人の権利を保護するように意図される。私
たちの裁判所および国家は、法の適用を通して、歴史
的偏見と偏狭を是正することをいつも試みている。私
見では、これは、憲章がそうするよう意図しているの
である」38と判示していることからも明らかである。
このように、Greer裁判官にとって、異性のパート

ナーだけに婚姻を制限することは、憲章15条に反す
る、性的指向に基づく差別を構成するものであった。
Greer裁判官は「彼ら（＝原告たち：河北）の性的指
向に基づいて平等を彼らが否定されている点で、憲章
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
広い解釈ができる。原告たちは、私たちの社会の全体
的な社会的、政治的そして法的な構造におけるひとつ
の集団としてホモセクシュアルたちの場という状況
（context）において考察されなければならない……。
多くの様相において、ホモセクシュアルたちは、……
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

に婚姻証明書を与えることを否定する衝撃は、差別的
である。同性の個人たちと結婚したい原告たちや他者
について、それは厄介なことである。彼らが受け取る
メッセージは、確かに、彼らが私たちの社会において
劣等な人々であるという理解を彼らに与えるはずであ
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
用して、「婚姻と『伝統的家族』は、社会制度を支え
るが、それらは、他者について差別や不利益を課すよ
うな手段として用いられるべきではない。伝統的家族
のための支援、婚姻制度のための支援は、他の家族形
態の排除と不利益を引き起こすべきではない」42と判
示した。
さらに、Greer裁判官は、その差別が権利・自由の
制約規定である憲章1条 43の下で正当化され得ないと
判示する。「本件において、全ての家族関係を助長し、
彼らがヘテロセクシュアルあるいは同性関係であるこ
とは、確実に国家利益のなかにあるということである。
憲章問題についての近年のカナダ最高裁の分析から明
らかであるが、ゲイとレズビアンである人々は、私た
ちの裁判所が保護する権利を持っている。国家が伝統
的なヘテロセクシュアル家族だけを保護しなければな
らないというのは、差別的であり、彼らが法において
与えられる平等な利益と保護に反する。差別的目的を
伴った規範は、［憲章：河北］1条の下で正当化され
てはいけない。さらに、そのようなあらゆる正当化は、
Oakesテスト 44の比例の部分が欠けているだろう。婚
姻からゲイやレズビアンを排除することは、結婚する
ことからヘテロセクシュアルたちを保護することでは
ないだろう。それゆえに、ヘテロセクシュアルたちは、
結婚する権利をゲイとレズビアンたちに拡張すること
によって、取り囲まれないし、あるいは、あらゆる方
法において、制限されないだろう。／さらに、ヘテロ
セクシュアル家族を支援することと結婚する権利をホ
モセクシュアルに否定することの間の合理的関連性が
ないという原告の弁護団［の主張：河北］に私は同意
する。それは、非論理的で、その目的への有益な影響
がない。結婚する権利を彼ら（＝ホモセクシュアル：
河北）に否定することは、彼らの関係の完全な否認お
よび彼らの憲法上の権利の否認である」45と判示した。
このようにGreer裁判官は、同性婚を否定すること

は、憲章15条にも反し、憲章1条によっても正当化
されないことを判示した。ここでGreer裁判官は、異
性愛規範にも生殖能力にも言及することなく、機能的
側面を重視して、婚姻概念に同性カップルが含まれる
ことを判示した。
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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

では、定義的アプローチと機能的アプローチにおけ
る「婚姻」について、若干分析を加えることにしよう。
まず、定義的アプローチにおける異性愛規範は、マ
ジョリティにおいて、通常受け入れられているあるい
は通常の意味において用いられている語の意味に依拠
している。このことをつきつめれば、権利要求という
ものは、多数派によって受け入れられるものでない限
り、権利ではないということになる。
しかし、この見方は、果たして妥当なのか。この点
で興味深いのが、信教の自由を問題にした1985年のR. 
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
いは彼らの要請で行動する国家にとって良いものであ
り真実であると見えてくるかもしれないことは、宗教
的理由のため、反する見解を採る市民たちに課されて
はいけない。憲章は、宗教的マイノリティたちを『マ
ジョリティの圧制』の脅威から保護する」47と判示し
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
思われる「権利」の見方は、以下のように言える。つ
まり、「権利は、その性質からして、反多数者主義で
ある。それゆえに、マジョリティの見方で、ある権利
が存在するかあるいは承認されるべきかを決定するこ
とはできない」48のである。このような観点からすれ
ば、「婚姻」概念を異性愛規範というマジョリティの
見方によって決定するという手法は、憲章上の権利を
保護する際に有効ではなく、むしろ前述のカナダ最高
裁のBig M Drug Mart判決からも明らかなように、こ
のような手法は、否定されるべきものであると考える
のが妥当であろう 49。このことから、定義的アプロー
チの第一の核である異性愛規範は、「婚姻」概念を決
定するのに決定的な要素であるとは言い難い。
また、定義的アプローチの第二の核である生殖能力
に関してもまた、「婚姻」概念を決定するのに妥当な
見方ではない。Woolleyが指摘するように、「生殖は、
婚姻なしに発生し得るし発生するものであり、多くの
人々が出産をすることができない人々あるいはそうす
る意思のない人々と婚姻することに鑑みて、婚姻のた
めの制度的基盤が生殖であるということを受け入れる
ことは困難である」50と考える方が妥当である。
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
定義的アプローチは、問題を解決するということには
至っておらず、むしろ、問題解決から逃避した見方で

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
思われる。しかし、Woolleyも指摘するように、機能
的アプローチは、婚姻の「基礎となる」諸価値を考慮
し、それに基づく一方で、定義的アプローチよりむし
ろ婚姻と関連があるような一連の諸価値を同定するた
めの理由を全く提示せず、そのような所見は、家族の
近代的理解の複雑性をマジョリティが捉えていないと
いうことを論証する限りで役には立つが、機能的アプ
ローチは、観察された一定の社会的および歴史的時
点の諸価値に依拠するために、不確かである（being 
contingent）という難点を持つ 51。そのために、機能
的アプローチにも問題がないわけではない。しかしな
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
るを得ないということも事実ではないだろうか。そし
て、カナダでは、裁判所の少数派であったはずの機能
的アプローチが、MH判決後に出現する下級審におけ
る同性婚訴訟でしばしば用いられるようになったので
ある。

4.	MH判決の影響

1995年のEgan判決においては、「配偶者」という
言葉が問題となったが、同性事実婚カップルにはそれ
が適用されないと判示されていた。しかし、1999年
のMH判決は、同性カップルも「配偶者」に含めると
いう判断を行った。これにはどのような意味があった
のだろうか。

MH判決で、Cory裁判官は、「この上告において、
同性カップルが結婚できるか、あるいは、……結婚し
ていない異性カップルと同じように取り扱わなければ
ならないかどうかを考慮する必要性がないことは明ら
かである」52として、婚姻との結びつきで、「配偶者」
という語を考えてはいなかったことは明らかであっ
た。
また、「MH判決における最高裁の決定から数年に
おいて、州、準州および連邦政府は、それらの制定法
体制を修正するために急いで進んだ」53わけであるが、
しかし、そのなかで、「そのような立法の制定がもっ
とも保守的であったのは、連邦の領域においてであっ
た」54とされる。実際、1999年まで、立法者の多くは、
改革党によって提示された「拘束力のない解決（non-
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
に、多くの連邦法と規則を広範囲に修正するものであ
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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
法的に結婚したカップルと同じように取り扱われない
領域はほとんどなかった。しかしながら、この法律は、
この法律が婚姻の定義に影響を及ぼさないということ
を明確にする解釈条項 （interpretive clause）を設けて
いた。つまり、同性婚は否認されていたわけである。
そのために、「政府は、裁判所にゲイの権利問題とい
う難題（hot potato）を渡し、それら（＝政府：河北）
が［ゲイの権利問題という難題に：河北］向かうこと
を恐れる場合、裁判所が［ゲイの権利問題という難題
に：河北］踏み込むことを許した」55わけである。

MH判決における「配偶者」という語に同性カップ
ルを含めるという解釈は、司法積極主義というカナダ
の裁判所の姿勢も影響して、定義的アプローチから機
能的アプローチへの裁判所の移行への大きな要因とな
ったと思われる。同性婚の法的承認のためには、「配
偶者」の制限的な定義を修正することが必要であっ
た 56。そのような中で、MH判決において、「配偶者」
の中に同性カップルも含まれるとしたことにより、同
性婚訴訟に大きく影響を与えることは、容易に想像さ
れることであった。実際、下級審レベルでは、定義的
アプローチではなく、むしろ機能的アプローチが示し
たように、異性愛規範や生殖能力によって「婚姻」を
限定するような解釈を採用しない判決が出されるよう
になる。以下では、ブリティッシュ・コロンビア州、
オンタリオ州そしてケベック州でそれぞれ出された同
性婚訴訟の判決を見ていくことにしたい。

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。

1.	 EGALE事件①

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
する直接的な差別であるが、しかしながら、それは憲
章1条の下で正当化され得ると判示した。

憲章15条の平等権について、Pitfield裁判官は、次
のように述べて、婚姻から同性カップルを排除すると
いうコモン・ロー上の規範が憲章上の平等権保障を侵
害すると判示する。
「自由への個人の権利は、親密なさらに婚姻の仲間
の中で生活を過ごす人々とともに選択する権利を含
む。いくつかの関係が婚姻として正式なものとされる
かもしれないという事実は、他者から彼らを区別しか
つ他者から彼らを引き離す」58。そして、「異性カッ
プルたちの中には、婚姻という契約によって、彼らの
関係を正式なものとすることを選択する。他の献身
的な異性カップルたちは、婚姻の関係、非婚の関係
のなかで一緒に生活することを選択するが、しかし、
彼らは婚姻すべきかどうかを選択する権利を享受す
る」59。しかし、「同性カップルたちは、彼らの性的
指向が婚姻に必須な条件を満たしていないために、異
性カップルたちに利用可能な選択肢を持たない」60。
つまり、「婚姻する異性カップルたちは、即座の社会
的是認と法的権利および義務を……獲得する。同性カ
ップルたちは、その選択肢を否定され、私見では、彼
らは［憲章：河北］15条1項の意味内の法の平等な利
益を否定される」61のである。
また、Pitfield裁判官は、Egan判決において、性

的指向に基づく別異取扱いは、憲章15条の類似す
る事由に当たることを指摘した後、1999年のLaw v. 
Canada（以下、Law判決）62を引きつつ、「Law判
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 
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
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
るかの4つである」63とし、Law判決において誕生し
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
を受け入れる。社会に同性結合の価値と現実を認め
させるためにゲイとレズビアンのコミュニティに必
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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
関係と同性関係の間の区別は、かなりの重要性があ
る社会的および法的制度から、後者（＝同性関係：
河北）を排除し、ゲイとレズビアンに対する固定概念
的でしばしば批判的なコミュニティの見方を永続さ
せる傾向がある」64とした。そしてPitfield裁判官は、
「婚姻の法的性質に影響を与えないままである一方で、
結婚するあるいは結婚していない異性カップルと同性
カップルの間の歴史的、法的、経済的および社会的差
異の多くを取り除く［カナダ連邦：河北］議会とブリ
ティッシュ・コロンビア州、多くの他の州における立
法の変化は、婚姻が異性パートナーのために留保され
る関係であるという事実への焦点をはっきりさせてい
る。社会変化は、いくつかの程度で、婚姻の重要性を
減じている。考案された代替的手段の発達（Advances 
in alternative means of conception）は、生殖の目的の
ために必要とされる異性関係として、婚姻に依拠する
ことを減じている。子どもたちは、異性の、結婚して
ないカップルによって、もうけられ、産まれ、養われ
る。彼ら（＝子どもたち：河北）は、同性カップルに
よっても、養子にされ、養われる」65とし、「立法の
変化と社会および文化的進化のコンテクストにおいて
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
位のいくつかの形式を提示することへの不作為は、同
性関係が異性関係ほど重要で価値があるものではない
という固定概念的見方を減じるというよりむしろ促進
する。……異性カップルと同性カップルの間の区別が
保持し得るあるいは保持するべきかという問題は、憲
章1条の下でより良く考慮される」66とした。このため、
憲章1条の分析がなされることになる。
憲章1条について、Pitfield裁判官は、「この事案に

おいて明らかなことは、実際カナダと類似する社会に
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
進、そして人間という種の保持と生殖を含む婚姻の歴
史的起源ための多くの説明がある」67とし、「ここ最近、
同性カップルは、結婚したカップルのために以前保有
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
が……種を繁殖させそれゆえに人類を永続させるとい
う生物学的現実である。同性カップルにはそうするこ
とができない」68とし、「同時に、たとえ他の側面に
当てはまるどんな見方があろうとも、婚姻が、私たち
の社会において人類がそれ自体を繁殖させる根本的な
手段であり続けることは、否定され得ない」69とした。
そのため、Pitfield裁判官は、「婚姻における国家利益

の正当性は、疑う余地がない。科学的証明の必要性が
ない。カナダ社会への婚姻の本質的特徴の重要性は、
常識の問題である」70とした。さらに、Pitfield裁判官は、
「同性と異性の関係は、彼らの中核において、明らか
に異なる。彼らは、カナダ社会が発展させかつ発展さ
せ続ける根強い社会的および法的関係を変えることに
よること以外は、同等とみなされ得ない。カナダのコ
ンテクストにおける婚姻の重要性のため、過去および
現在、その異性という核心の保持と関係する有益な効
果は、婚姻の範疇の下で同性関係に法的地位を与える
ことを拒絶することから生じる有害な効果にはるかに
勝る。最近の立法の変化の実践的効果が日常生活に関
して関係の間の差異を、可能であれば、取り除きある
いは最小化するようにしていることに鑑みれば、それ
は特にそうである」71とした。
このように、「Pitfield裁判官は、原告の平等権の侵
害が正当化されるために、救済を要求する憲法上の侵
害はない」72と考えた。そして、EGALE地裁判決に
おけるPitfield裁判官の見解は、前述したEgan判決に
おけるLa Forest裁判官の見解と同様に、生殖という
問題を軸に同性婚を承認できないという見解を構成し
ていると見ることができる。
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
おける婚姻の意味の範囲に入らないと私は確信する。
同性関係がカナダの平和、秩序そして良き統治の問題
であるといういかなる主張にも基礎が欠けている。そ
れらは、ブリティッシュ・コロンビア州内の人々の私
権（civil rights）の問題である。……それ（＝州：河
北）がそうすることを望むべきであるなら、州立法府
は彼らの正式化と承認を与えるかもしれない」73と判
示している。これはどういうことか。1867年カナダ
憲法91条にはカナダ連邦議会の権限について、同法
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
では「婚姻および離婚」をカナダ連邦議会の権限とし
ており、同法92条では「州における財産および私権」
を州立法府の専属的権限としている。このような権
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
についての憲法上の権限の分析は、伝統的な権限配
分として述べられるけれども、それは伝統的ではな
い。Pitfield裁判官は、2つのことについて明らかにす
る。つまり、［カナダ連邦：河北］議会は同性婚を合
法化することができないが、しかし、州立法府は同性
関係を正式なものとし承認することもあるということ
である」74とされる。つまり、Egan判決で問題にな
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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
と捉えれば、承認されても良いというようにPitfield
裁判官は考えているのではないだろうか。その点で、
Egan判決におけるLa Forest裁判官とは異なると見な
ければならないだろう。
少なくともPitfield裁判官は、婚姻という枠には同
性カップルを包含することはできないが、その他の私
権については、異性カップルと同様に保護されなけれ
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
ローチによって婚姻を解釈するという手法を用いたこ
とは、確認されなければならない。

2.	 Halpern事件①

次の波は、オンタリオ州で起こった。2002年のオ
ンタリオ州地方裁判所（合議法廷）におけるHalpern
事件（以下、Halpern地裁判決）75である。ここでも
結論を先取りすれば、Halpern地裁判決の合議法廷は、
意見は異にするものの、全員一致で、異性パートナー
に婚姻を制限するコモン・ロー上の規範は、憲章によ
って保障される同性パートナーの平等権を侵害し、そ
の侵害は自由で民主的な社会において平等権の合理的
制約として正当化され得ないと判示した。ここでは、
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。 

（1）La Forme裁判官

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
付ける。
まず、La Forme裁判官は、カナダ法務総裁の「婚
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
る言葉以上のものであるとし、婚姻は、「一つの結合に、
もっとも価値が高いものとして、その関係の承諾と是
認という深い社会的印（stamp）を与える制度」であ
るとした 77。
また、La Forme裁判官は、「婚姻制度を通して与え
られる諸利益が同棲するカップルに諸利益を与えると
いう立法に修正されることによって救済され得るとい
うカナダ法務総裁の主張も私は退ける。私見では、そ
の主張は、差別的法のための正当化としてカナダにお
いて拒絶されて以来久しい『分離すれども平等』の議
論に等しい」78とし、「同性カップルが『ドメスティ
ック・パートナー』のような他の立法措置を通して
結婚したカップルが持つ全ての利益を持つし持つだ
ろうということを原告たちに単純に言うことは、原

告たちの関心への答えになっていないということを
私は認定する」79とし、カナダで最初の平等権に関す
る最高裁判決であるAndrews v. Law Society of British 
Columbia80において、「分離すれども平等」のような
考えは採用しておらず、「レズビアンとゲイは、彼ら
が婚姻という社会制度に参加する権利を否定される時
に、ヘテロセクシュアルとは異なった取扱いをされて
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
化できるのか。結論を先取りすれば、La Forme裁判
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

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
に達する。それらの事案において、カナダの裁判所
は、婚姻が『親密な交わり（companionship）』の目
的のためにあると理解され、それゆえに［婚姻は：河
北］正当で無効にできないという裁定を絶えず下して
いる」82とし、「要するに、生殖目的が同性婚に対す
る制限を支持する基盤であるということを、私は受け
入れない。むしろ、それが、原告によってなされたよ
うに、レズビアンとゲイに対する差別を正当化するた
めに用いられた単なる弁解であると思われることは、
合理的に示され得る」83とした。
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
して同性婚を無理矢理に祝わせないだろうし、あらゆ
る宗派の全ての宗教者は、彼らの信念を保持し支持す
る自由を享受し続ける。このように、同性婚に対する
制限のために生じるレズビアンとゲイの平等権のあら
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、

「『全ての他者を排除して１人の男性と１人の女性の法
的結合であるとして婚姻を定義するコモン・ロー上の
規範』が違憲であり、再定式化しなければならないと
いう判決によって達成されると私は認定した。さらに、
このコモン・ロー上の定義は、婚姻が『全ての他者を
排除して2人の人の法的結合』であるという状態に再
定式化されるべき権利であるということを認定する」
85とした。

La Forme裁判官の指摘の重要なことは、婚姻から
同性カップルを排除することが、平等権を規定する憲
章15条に反し、また憲章1条によっても正当化され
得ないことを明確に打ち出すとともに、婚姻以外の制
度を同性カップルに設けること自体が、「分離すれど
も平等」故に違憲なのであって、現在、婚姻に同性カ
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、
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
いることも注目に値する。さらに、同性婚を承認する
ことで信教の自由が害されることはないと判示してい
ることも注目すべき点であろう。
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、
適切な救済に関して、意見を異にしたのが、Blair裁
判官とSmith裁判官である。ここからは、Blair裁判
官とSmith裁判官の判断を概観することにしたい。

（2）Blair裁判官

Blair裁判官が、La Forme裁判官と異なったのは、
①議会がどのように憲法上の侵害を救済するべきかを
考慮する機会を与えられるべきだと考え、②同性パー
トナー次第で婚姻以外の立法的代替措置が憲法上の侵
害を救済するかもしれないという意見であったことで
ある。
まず、Blair裁判官は、「憲章上の吟味に耐えるだろ

う解決策を生み出すことは、［カナダ連邦：河北］議
会（適用可能である場合、州立法府）の義務だけでは
なく役割である」86とし、さらに、Blair裁判官は、「『1
人の男性と1人の女性の結合』という概念を『2人の
人の結合』という概念に取って代わるために市民的婚
姻という概念を再定式化することは、法を憲章がもつ
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
い」87とし、Blair裁判官は、「La Forme裁判官のように、
憲章の必要条件に適合するための登録ドメスティッ
ク・パートナーシップ体制の妥当性についていくつか
の懸念を持つ。利益と保護の平等は、完全かつ平等な
承認と同じ事柄であるということは必ずしもない」88

ことを認めつつも、La Forme裁判官とは異なって、
代替案を認めるという選択肢を残しているのである。
結論としてBlair裁判官は、適用可能である場合は

州立法府とともに、カナダ連邦議会が、憲章審査に適
合するように婚姻法を再定式化することを24ヶ月以
内に行わない場合、La Forme裁判官と同様に、婚姻
のコモン・ロー上の定義が、「1人の男性と1人の女性」
という語から「2人の人」という語に取って代わる
ことによって再定式化させるという判断を下した 89。
Blair裁判官は、立法府に対して24ヶ月という期間を
与えることにより、婚姻概念の変更をするのかあるい
は代替案を採用するのかという選択を立法府に委ね
た。この点で、La Forme裁判官とは異なる。

（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
の猶予を与えることには同意したが、憲法上の侵害を
改善する方法についてのあらゆる忠告を議会に与え
ることを特に拒否し、さらに、「懈怠の救済（default 
remedy）」を課すこと、つまり条件付きの基本原理に
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。

Smith裁判官は、「婚姻のコモン・ロー上の規範の
憲法上の正当性がないという宣言が与えられると、［カ
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
ように、法律制定をする機会を与えられなければなら
ない。この理由のために、この目標を達成するための
立法部門にとっての適切な手段について批評すること
を拒否する。私が思うに、そうすることは、立法部門
の役割を誤って強奪するだろうし、同様に･･････『司
法部門と立法部門の間の適切なバランス』に干渉する
だろう」90とした。しかも、Smith裁判官は、「立法部
門が、憲章違反を救済するのに十分な行動をしていな
いあるいは行動しないために、裁判所にとって婚姻の
コモン・ロー上の定義に適合させるプロセスに従事す
ることは必要になるかもしれない」91可能性を認識し
ながらも、裁判所によって、立法府に何かしらの立法
作成のための助言をすることを拒絶するのである。

（4）小括

Daniel Cereによれば、Halpern地裁判決は、「3つ
の可能な救済策を提示した。つまり、（a）2人の人
の結合として婚姻を再定義する、（b）同性カップル
のために法的承認を与えるためにドメスティック・
パートナーシップを確立する、（c）法における一カ
テゴリーとして婚姻を廃止し、ある種の中立的な登
録システムを設ける、の3つである」92とされる。つ
まり、La Forme裁判官の見解では、（a）のみが採用
されることになり、Blair裁判官の見解では、（a）と
（b）を採用することになり、Smith裁判官の見解では、
（c）という選択肢も採用可能であったということであ
る。Halpern地裁判決では、EGALE地裁判決まで続
いていた「生殖」というキーワードが、完全に消滅
し、定義的アプローチは採用されなくなった。つまり、
Douglas Farrowの言葉を借りれば、Halpern地裁判決
は、「婚姻を生殖から離婚するよう決意した」93ので
ある。そのため、Halpern地裁判決では、一切、定義
的アプローチが採用されていない。それに代わって、
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。

3.	 Hendricks事件①

第三の波は、ケベック州で起こった。2002年のケ
ベック州地方裁判所におけるHendricks事件（以下、
Hendricks地裁判決）94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
た。ここで重要なのは、ケベック州においては、「シ
ヴィル・ユニオン」制度を導入していたにもかかわ
らず、裁判所が違憲と判断したことである。つまり、
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
段を設けること自体が、「分離すれども平等」になり、
違憲であるということを明確に表明したことである。
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
は、かなり踏み込んだ判断をしていると言えよう。た
だ24ヶ月間の猶予を与えたという点では、Halpern地
裁判決のBlair裁判官とSmith裁判官と同じである。

4.	 EGALE事件②

憲章15条についての判断だけを見れば画期的であ
ったEGALE地裁判決は、コモン・ローと憲章1条の
解釈については、極めて保守的な判決であった。そ
のため、Douglas ElliottがEGALE地裁判決を「保守
的司法積極主義がカナダに来る」95と形容したこと
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
は考え難い状況であった。こうしたなかで判断され
たのが、2003年にブリティッシュ・コロンビア州控
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
照して、「同性婚へのコモン・ロー上の障害があると
私は結論付ける。しかし、それは憲章15条に反し、
憲章1条の下で正当化され得ない。私は……婚姻のコ
モン・ロー上の定義を『全ての他者を排除して2人の
人の法的結合』を意味するように再定式化するだろう。
私は、専ら連邦と州政府にこの判決と一致するよう立
法を再検討し改正するために、これらの救済を2004
年7月まで延期するだろう」97と判示した。ここで
見られる結論から分かるのは、基本的には、Halpern
地裁判決のLa Forme裁判官の意見に賛同しつつも、
Halpern地裁判決のBlair裁判官が主張した期限付きの

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
ついての判断を概観することにしたい。

EGALE地裁判決で重要であったのは、「生殖」と
いう問題であった。そのため、生殖が最も重要な差し
迫った実質的な関心であるか否かを分析しなければな
らない。この点につき、Prowse裁判官は、「結婚した
カップルの中には子どもを持たないことを選択するこ
ともある、カップルの中には子どもを持つことができ
ないこともある。繁殖（fertility）という証拠は、婚
姻に不可欠のものではない。そして、ホモセクシュア
ルのカップルたちは、生殖医療という手段によって、
そして養子を通じて、今、子どもを持つかもしれな
い」98とし、「彼ら（＝同性カップル：河北）が『彼
ら自身の間で』生殖することができないので結婚する
権利を同性カップルに否定することは、［憲章：河北］
1条の……十分に差し迫った実質的な目的ではないと
私は確信する」99とした。このように、Prowse裁判官は、
EGALE地裁判決のPitfield裁判官とは異なって、生殖
という問題が同性婚の障害になるとは考えないという
ことを明確に示した。

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
用除外条項を用いない限り同性婚を承認しないことは
違憲であるというProwse裁判官の意見が、そのこと
を如実に表していると思われる。

5.	 Halpern事件②

同性婚の承認において、最も影響力を与えたのが、
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
るが、全員一致の判決であったために、個別意見がな
い。以下では、Halpern控訴判決について見ていくこ
とにしたい。
まず、婚姻に関するコモン・ロー上の規範について、

Hyde判決およびCorbett判決における婚姻のコモン・
ロー上の規範に妥当性があること、つまり婚姻が異性
に限定されるということに言及した後に、1867年カ
ナダ憲法91条（26）「婚姻および離婚」というカナダ
連邦議会の権限の規定と同法92条（12）「州における
結婚式」という州立法府の専属的権限の規定を問題に
する。というのも、ある訴訟参加人が、婚姻の法的定
義を「1人の男性と1人の女性の結合」であると主張
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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
この定義は、形式的な憲法上の修正手続を通してのみ
修正され得る。結果として、裁判所も議会も婚姻の意
味を再定式化するための管轄を持っていない」102と主
張したからである。これについて、「1867年に意味を
持った何ものかに婚姻の定義を凍結することは、進歩
的憲法解釈（progressive constitutional interpretation）
というこの国の判決に反する」103としたのである。
ここで「進歩的憲法解釈」という聞き慣れない言葉
が出てきたが、これは、1930年のEdwards v. A. G. 
Canada104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
がカナダ社会における変化に順応することを可能とし
た手段の一つである。この法理が要求することは、（権
限の項目あるいは）対象の種類を描写するために用い
られた一般的文言が1867年に用いられた意味におい
て凍結されないことである」106とされる。つまり、進
歩的憲法解釈によって、「婚姻」という文言も、1867
年当時の用法とは異なるということを示唆したわけで
ある。そして、「進歩的解釈の法理の下では、前もっ
て含まれていなかった、諸活動は、1867年憲法の91
条と92条の下で含まれている」107と判示した。そう
した上で、「私たちの見解では、『婚姻』は、憲法的に
固定した意味を持たない。……1867年憲法91条（26）
において用いられる『婚姻』という文言は、憲法上の
修正手続という手段の必要なしに、カナダ社会の変化
する現実に適合するのに必要な憲法上の柔軟性を持
つ」108とした。
また、信教の自由について、Halpern控訴判決は、「私
たちの見解では、この事案は、宗教上の権利および自
由を要しない。婚姻は、宗教的社会的制度と同様に、
法的制度である。この事案は、婚姻の法的制度につい
てのみである。それは、婚姻の様々な形式の宗教的な
妥当性あるいは非妥当性についてではない。私たちは、
婚姻の宗教的制度を扱いあるいはそれを妨げるものと
してこの事案を決してみなさない」109とした。
ここで重要になるのが、憲章15条1項の問題である。
これについて、被告である「カナダ法務総裁は、制度
として、婚姻が異性と同性カップルの間の区別を生み
出していないということを提示する。『婚姻』という
語は、事実上普遍的な規範として異なった時代、文化
および宗教を横断して共通である唯一異性の絆の記述
語である。婚姻は、コモン・ロー上の概念ではない。
むしろ、それは、私たちの法的枠組みに先行する歴史
的かつ世界的な制度である。カナダのコモン・ローは、
婚姻関係に利益と義務を結び付けることによって婚姻

の定義を捉える。したがって、異なった取扱いの出所
は、婚姻それ自体の定義ではない。むしろ、政府の利
益と義務の分配のための権威を提供する立法の個々の
要素が、異なった取扱いの出所である。さらに、受益・
債務関係現代化法の制定以来、同性カップルは、実質
的に連邦法の平等な利益および保護を受け取る」と主
張する。しかしながら、Halpern控訴判決は、これに
反対する意見を述べる。まず「最初に、［憲章：河北］
15条1項の分析のこの段階において決定されるべき唯
一の問題は、区別がなされるかどうかである。コモ
ン・ローが、婚姻の異性的特色を、案出したというよ
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
は、婚姻という制度をめぐって無数の権利および義務
を築いた。州立法府は、異性カップルの婚姻が法によ
って形式的に承認され得るように、許可および登録体
制を与える。同性カップルは、それらの許可および登
録体制へのアクセスを否定される。この否定は、異性
と同性カップルの間の形式的な区別を構成する」111と
し、「第三に、形式的な区別が定義それ自体の一部で
あるのかあるいはいくつかの他の源泉に由来するのか
は、区別がなされているという事実を変更するもので
はない。婚姻が『プロテスタント信仰の1人の男性と
1人の女性の間の結合』として定義された場合、確か
にその定義は、プロテスタントとその他の全ての者と
の形式的な区別を引いているだろう。他の宗教の者と
非宗教的な関係をもった者は、排除されるだろう。同
様に、婚姻が『白人の2人の間の結合』として定義さ
れた場合、白人と他の全ての人種集団の間の区別があ
るだろう。この点で、人種に基づく区別であるために
……違憲と宣言された反－異人種間結婚に関する諸法
と類似の状態を作り出すことがある」112とし、「第四
に、婚姻が、『まさに』そうであるために、ヘテロセ
クシュアルであるという議論は、循環論法に等しい。
それは、あらゆる［憲章：河北］15条1項の分析を避
ける。……その適切なアプローチは、異性的制度とし
て婚姻を定義することが差別的であるかどうかを決定
するために、同性カップルへの異性資格の影響を審査
することである」113とした。そのことから、「したが
って、私たちの見解では、婚姻のコモン・ロー上の定
義が、彼らの性的指向に基づく、異性と同性カップル
の間の形式的な区別を創設することは疑いがない。［憲
章：河北］15条1項の探究の最初の段階は、充足して
いる」114とした。また、列挙されたあるいは類似する
事由に基づく異なった取扱いであることは、Egan判
決から明らかであるとし、差別の存在について、Law
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
クリアーすることはできないと判断した。
被告である「カナダ法務総裁は、受益・債務関係現

代化法の存在が差別の事実認定を不可能にするという
意見を述べる。この法律とともに、［カナダ連邦：河
北］議会は、同性カップルに異性カップルと同様の利
益と義務を与えるために、68の連邦制定法を修正し
た。カナダ法務総裁は、同様に同性カップルへの利益
を拡大する州立法への最近の修正も指摘する。結果と
して、同性カップルは、法の下で平等な取扱いを与え
られる」115と主張したが、これについても、裁判所は
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
いうことに同意しない。多くの場合において、利益と
義務は、同性カップルが時間というある特定の期間の
間同棲していて初めて付随する。反対に、結婚したカ
ップルは、全ての利益と義務への即時のアクセスを持
つ」116とし、「さらに、全ての利益と義務が同棲して
いるカップルに拡大されたわけではない。･･････異
性カップルは、彼らが結婚することを選択することが
できるように、この立法へのアクセスを得ることがで
きる。同性カップルは、彼らが結婚することを禁じら
れているために、アクセスを否定される」117とし、「第
二に、カナダ法務総裁の主張は、［憲章：河北］15条
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
ス以上のものを保障する。それは、個人および集団が
基本的な社会制度から排除されるかどうかをも考慮し
なければならない」118とし、結論として、「この事案
において、同性カップルは、婚姻という基本的な社会
制度から排除されている。婚姻の社会的意義、そして
結婚した人たちだけに利用可能な類似の利益は、看過
することができない。実際、全ての当事者たちは、婚
姻がカナダ社会において重要で基本的な制度であると
いう議論の中にいる。請求者たちがその制度へのアク
セスを持ちたいのは、その理由のためである。排除は、
同性関係が異性関係よりも承認に値しないという見方
を永続させる。そうするとき、それは、同性関係にお
ける人の尊厳を傷つける」119とした。そして、憲章
15条に関する結論として、「前述の分析に基づき、同
性関係における人の尊厳が、婚姻という制度から同性
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
発的結合』のような婚姻のコモン・ロー上の定義は、
憲章15条1項を侵害する」として、「次の段階は、こ
の侵害が憲章1条の下で正当化され得るかどうかを決
定することである」とした 120。そうした上で、「した

がって、憲章15条1項の下での当該カップルの平等
権の侵害が憲章1条の下で正当化されないと私たちは
結論付ける。カナダ法務総裁は婚姻から同性カップル
を排除する目的が差し迫った実質的なものであること
を論証していない。カナダ法務総裁は、当該目的を達
成するための手段が合理的で自由で民主的な社会にお
いて正当化されることも示すことができていない」121

とした。
以上から、同性婚を否定することは、憲章15条1

項だけではなく、憲章1条においても正当化され得な
いことを明確にHalpern控訴判決は判示した。また、
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
ことを示し、それが直ちに効力を有すると判示した。
このように、Halpern控訴判決では、立法改正のため
の猶予期間を設けることなく、即時に婚姻を同性カッ
プルにも認めなければならないと判示した。これは、
当事者たちを喜ばせるものであった。「一歩また一歩
と、その権利獲得のために歩みを進めてきた長い歴史
の最後の砦であった『同性婚』」が、Halpern控訴判
決によって「正式な婚姻届の申請をしていた6組の同
性カップルに結婚許可証が発行され」たのである 122。
また、Halpern控訴判決は、「1982年の憲章制定以来
の、同性カップルの権利承認をめぐる法廷闘争の頂点
といわれる。婚姻に伴う利益の問題にとどまってきた
これまでの判例とは違い、婚姻する権利そのものを法
益として認めたことが特徴であり大きな転換点となっ
た」123とも評されている。

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・
コロンビア州およびオンタリオ州における裁判につい
て上告しないと宣言した。それに代わって、宗教的信
仰の自由も肯定する一方で、市民的婚姻へのアクセス
を同性カップルに広げる法案を起草した。それが、「市
民婚姻法案」である。そして、2003年7月16日、そ
の法案の合憲性を保障するためにカナダ最高裁にその
法案を照会した 124・ 125。この結果、カナダ連邦議会は、
2005年7月20日、同性婚を法律化する市民婚姻法を
制定した。つまり、カナダは同性婚を承認したのであ
る 126。

6.	 Hendricks事件②

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、
極めてテクニカルな判決であり、カナダ独自の制度を
問題とした訴訟であるため、ここで詳細を取り扱うこ
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とは避ける。ただ、Hendricks控訴判決においても、「コ
モン・ローか連邦法かという、それらの源にかかわら
ず、異議を唱えられた法概念は、カナダの至る所で同
じである。つまり、婚姻は、すべての他者を排除して
1人の男性と1人の女性の自発的な結合である。憲法
的異議の基礎も、カナダの至る所で同じである。つま
り、同性の配偶者間の市民的婚姻の排除は、憲章によ
って禁止された差別的性質のために、違憲であり効力
がないと言われることである」128ということを受け
入れている。これは、これまで見てきた判決の流れを
踏襲するものであり、また、婚姻制度の中に、同性婚
を含むことを明確にした。

Ⅴ.	 おわりに

判例における「婚姻」概念について、裁判所は、当
初、定義的アプローチによって、「異性愛規範」を重
んじる判決がなされており、これを補強するかのよう
に、「生殖」という問題を提起し、定義的アプローチ
を確固たるものにしようと試みていた。しかし、その
ような中で、機能的アプローチという家族の機能を見
ることにより、「婚姻」概念を基礎づける流れが誕生
していた。その流れは、大きな波となり、EGALE事
件、Halpern事件そしてHendricks事件という3つの下
級審判決における「婚姻」概念を基礎づけるものとな
った。そうした中で、特にHalpern控訴判決後からの
政府の上訴の取り下げにより、古典的な定義的アプロ
ーチの「婚姻」概念は消え去り、新たな機能的アプロ
ーチによって「婚姻」概念を見るようになった。その
ために、Hendricks控訴判決では、同性婚への実質的
な審議を行うことなく、新たな「婚姻」概念を受け入
れるようになった。その「婚姻」概念とは、「全ての
他者を排除して2人の人の自発的な法的結合」である。

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、
（2）Civil Union型アプローチ、（3）婚姻型アプローチ」

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
含めないで代替措置を採ることが、「分離すれども平
等」になり違憲であることは、実際、シヴィル・ユニ

オンを採用していたケベック州において、Hendricks
地裁判決が違憲と判断したことからも分かる。そして、
Halpern控訴判決によって、これは決定的なものとな
ったのである。そして、カナダでは同性婚を認めるに
至ったわけである。
日本において、同性婚を導入することが憲法上可能
であるとする論者は、さほど多くはないように思われ
る。日本国憲法24条が「婚姻は、両性の合意のみに
基いて」と規定しているため、おそらく「同性間の婚
姻が異性間の婚姻と同程度に保障されると解すること
は憲法の文言上困難である」131と考える論者が多い
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
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）

における性別変更の要件に、「現に婚姻をしていない
こと」（同法3条2号）というものがある。これにつ
いて、立法者は、GID特例法3条2号については、「こ
の場合にも変更を認めると、同性婚の状態が生じてし
まう」132と説明する。そのため、たとえシヴィル・
ユニオン型のようなやり方を日本が採用したとして
も、現に婚姻をしているGID当事者たちの性別変更
はできないのである。しかしながら、私たちの性は多
様であり、性的指向も多様である。「権利および自由
に関するカナダ憲章は、多文化主義とその多様な価値
を承認する」133ようになった 134。この一つの実践が、
同性婚の承認であった。このように考えると、性の多
様性を承認するために、同性婚を考えることは、重要
な意義があるだろう。また、シヴィル・ユニオン型に
内在する「分離すれども平等」故に差別であるという
問題をどのように考えれば良いのだろうか。この点で
も、カナダの実践は、多くのことを私たちに示唆して
いる。
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