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Ⅰ.	 はじめに

婚外子 2の法定相続分を婚内子の2分の1と定める
民法900条4号ただし書が憲法14条1項に違反するの
ではないかという問題は、法の下の平等に関する大き
な問題点の一つとして今日まで議論されてきた 3。後
述のように、学説の多くはこの規定が憲法14条1項
に違反すると解している。
一方で判例では、平成7年7月5日の最高裁大法廷

決定（以下、平成7年決定とする）がこの規定を合憲
と判断した 4。しかし同時に5人の裁判官がこの規定
を違憲とする反対意見を記していた。また、それ以来
最高裁は合憲の結論を踏襲し続けているが、合憲の立
場を採る裁判官と違憲の立場を採る裁判官の人数は拮
抗し、さらに合憲の側に与する裁判官もその補足意見
において違憲の疑いを示すようになってきている。
そのような中最高裁は平成20年6月4日の大法廷判

決（以下、国籍法違憲判決とする）において、日本人
男性と外国人女性との間に生まれた婚外子で出生後に
認知された者のうち後に両親が婚姻をした準正子に対
してのみ日本国籍の取得を認め、非準正子に対しては
日本国籍の取得を認めていなかった国籍法3条1項（当
時）が憲法14条1項に違反すると判断した 5。そして
この判決がその後の最高裁での民法900条4号ただし
書の合憲性の判断に影響を与える可能性が指摘される
中 6、最高裁第二小法廷は平成21年9月30日の決定（以
下、平成21年決定とする）において、3対1でこれま
でと同様に合憲の結論を下した 7。しかし、民法900
条4号ただし書は違憲の疑いが強いことを指摘する補
足意見と違憲性を認定する反対意見が付された。さら
に、下級審ではあるが東京高裁は平成22年3月10日

の判決で民法900条4号ただし書及び遺留分について
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。
一方で民法900条4号ただし書は日本が締約国とな
っている各人権条約にも違反するのではないかという
問題もあり 9、同規定は各人権条約の委員会の国家報
告手続においても批判され、その是正が勧告されてき
た。加えて、後述のようにこれまでの同規定の合憲性
に関する最高裁の判例において、補足意見や反対意見
が各人権条約及びそれらの委員会の勧告を参照してい
る。さらに、国籍法違憲判決の多数意見はその理由付
けで人権条約を参照している。
そこで本稿は、民法900条4号ただし書に関して各

人権条約の委員会が述べてきた勧告が同規定の合憲性
に関する（主に最高裁の）判例に与えてきた影響につ
いて、判例の流れと各人権条約の委員会の勧告との相
関関係を分析しながら検討したい。
それに当たり、本稿の構成について述べる前に民法

900条4号ただし書の合憲性の問題に関して日本が締
約国となっている人権条約の観点から検討を行うこと
の意義について触れておきたい。
日本では、憲法98条2項に定められた条約及び確

立された国際法規の誠実な遵守義務により批准・公布
された条約は特別の立法措置をしなくとも国内法とし
ての効力を有すると解されている 10。そして国内法と
しての条約を含めた国際法規範を裁判規範として援用
するためには、阿部教授によると「国際法規には直接
適用可能性の要件具備が求められるわけではない。違
反の有無の認定ができるものであればよい」とされて
いる 11。しかし、しばしば指摘されるように日本の裁
判所は人権条約の適用に消極的である 12。岩沢教授に
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
る傾向」、「国際人権法に基づく主張を簡単に退ける
傾向」、そして「国際人権法違反を認定することを躊
躇する傾向」があるという 13。しかし、このような日
本の裁判所の国際人権法に対する消極的な姿勢には問
題があると考えられる。まず、人権条約の定める内容
の観点からは、「人権条約の規定は、その内容や射程
において国内法の人権規定と全く同一のものであるは
ずはなく―仮にそうだとすれば批准・加入する意味は
ない―、多くの場合、憲法を初めとする日本法の規定
ないしそれまでの解釈を超える内容の規定を含んでい
る」14。さらに国際法上の義務の観点からは、「国際
法の視点から見れば、たとえ日本国憲法が保障してい
ない人権であっても、日本が条約上人権保護義務を引
き受けた以上は、条約上の人権を国内的に保障し、そ
の侵害に対して適当な救済措置をとる義務を国際法上
負ったことになる」15。したがって、ある人権の侵害
が内容的に憲法及び人権条約の双方について問題とな
る場合、憲法の規定の内容と人権条約の規定の内容が
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
ついて日本が国際法上負う義務の点から、両者を安易
に同一視せず、憲法の規定とは別個に当該人権条約の
規定を慎重に考察することが必要になると考えられ
る。
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
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
一般的意見や総括所見、そして個人通報制度において
示される見解の中で各人権条約の委員会による条約の
解釈が示される16が、これら自体は法的拘束力を有し
てはいない 17。そして日本の裁判所はこれら各人権条
約の委員会による条約解釈を、法的拘束力のなさを理
由に退けることが多い 18。しかし、このような裁判所
の態度に対しては、憲法98条2項が定める条約を誠
実に遵守する義務から、各人権条約の委員会による条
約解釈や見解を考慮して条約を解釈すべきことを主張
する見解が存在する 19。加えて、日本も当事国となっ
ている条約法条約の中の解釈規則（31条から33条）
20の中でこれら各人権委員会の条約解釈がどのように
位置付けられるのかという問題についての議論もなさ
れている 21。したがって、各人権条約の委員会が出す
条約解釈等に法的拘束力がなくとも、そのこととは別
にそれらが各人権条約の解釈において有する意義は考
慮されなければならないと考えられる 22。
そしてこの問題に関連して、近年の国際司法裁判

所（以下、ICJとする）の判断が注目される。ICJは

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
これに合致する」と述べ 23、自由権規約の解釈に自由
権規約委員会による条約解釈を援用した。加えて ICJ
は2010年11月30日の判決において注目の判断を行
っている。ICJは自由権規約13条の解釈が問題となっ
た2010年のアーマドゥ・サディオ・ディアロ事件本
案判決において、自身の自由権規約の解釈を示した上
で、その解釈が「締約国によるその文書の遵守を確保
するために規約により設立された自由権規約委員会
の先例（jurisprudence）により十分に裏付けられてい
る」と述べた 24。さらに ICJは「自由権規約委員会が
創設されて以来、特に第一選択議定書締約国に関して
同委員会に申し立てられうる個人通報へ応じた認定を
通して、そしてその『一般的意見』の形をとって同委
員会は多数の一連の解釈の判例法（interpretative case 
law）を築き上げてきた」25と指摘した上で次のよう
に述べた。

裁判所はその司法的機能の行使において裁判所
自身の規約の解釈を委員会の解釈に基づいて形
成することを少しも義務付けられていないけれ
ども、裁判所は多大な重みがその条約の適用を
監督するために特に設立されたこの独立の機関
（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

このように ICJは、自身が自由権規約の解釈をする
において、締約国による規約の履行を監督する自由権
規約委員会の解釈に基づく義務は有していないことを
認めつつも、委員会の規約解釈に大きな重要性を認め
たのである。これはパレスティナの「壁」事件よりも
踏み込んだ判断だと考えられる。以上のような ICJの
実行を考慮すると、自由権規約をはじめとする各条約
の委員会の条約解釈や意見は、法的拘束力を有してい
ないけれども各人権条約の解釈において―条約法条約
の解釈規則上の位置付けの問題は残るものの 27―相当
な重みを持つものとして捉えられるべきであり、日本
の国内裁判所での人権条約の解釈においてもそれらの
考慮が強く求められると考えられる 28。
以上を踏まえると、民法900条4号ただし書の合憲
性を論じるに当たっては、憲法14条1項だけではなく、
各人権条約についても各人権条約上の委員会の条約解
釈や意見も考慮しながら検討することが求められると
考えられる。そのためには、判例の展開と各人権条約
の委員会が出す総括所見や一般的意見との間の関係性
を分析することが有意義だと考えられる。なお、本稿
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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
が問われるのではなく、憲法14条1項の合憲性を論
じる中で、「国内法の解釈、適用に国際人権法の内容
を反映させていこうとする」29、国際人権法の間接適
用 30の形で議論がなされていると考えられる 31。
以下、本稿では前提として IIにおいて民法900条4

号ただし書に関する判例の展開（国籍法違憲判決を含
む）及び学説の動向について概観する。それを受けて
IIIでは、各人権条約の委員会の総括所見や一般的意
見と判例の展開との関係についてそれらを時系列に沿
って概観した上で、具体的論点の分析を試みる。

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
これまでの判例の展開と、学説の状況について概観す
る。1では判例の展開について検討し、2では学説の
状況について整理する。その上で今後の展望について
も簡単に言及したい。

1.	判例の状況

ここでは民法900条4号ただし書の合憲性に関する
判例の動向を概観する。まず（1）において、国籍法
違憲判決までの判例の展開について見た上で、（2）で
は、国籍法違憲判決以後の判例の動向を検討する。

（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
判断を示したとされる東京高裁平成3年3月29日決定
は、「民法900条4号ただし書の規定をもって憲法に
違反するものということはできず、他に右規定を無効
と解すべき理由はない」と簡潔に述べて同規定が憲法
14条等に違反するとした抗告人の主張を退けた 33。
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
し書による婚内子と婚外子の間の差別的取扱いが合理
的根拠を有するか否かの判断について厳格な合理性の
基準を採用し、民法900条4号ただし書の立法目的と
規制手段との間の実質的関連性の存在を認めず、同規
定が憲法14条1項に違反すると判断した 34。
さらに東京高裁は翌年の平成6年11月30日の判決
においても、民法900条4号ただし書の立法目的が合
理性を欠くとはいえないとしつつも、同規定が立法目
的との関連で合理的とはいえないとして、同規定が憲

法14条1項に違反するとした 35。
このように、民法900条4号ただし書の合憲性につ
いて下級審の判断は分かれていた。そのような状況の
下で、最高裁は平成7年決定において10対5で同規定
を合憲と判断した。多数意見は民法900条4号ただし
書を含む法定相続分規定の補充性を指摘し「相続制度
をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断
にゆだねられているものというほかない」と述べた上
で、「本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間
に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、
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
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
嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、
右立法理由との関連において著しく不合理であり、立
法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたも
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
合理性に対する疑問が呈された。大西裁判官の補足意
見（園部裁判官同調）は、同規定が旧法制定時及び昭
和22年の民法改正当時に合理性を有していたものの
「その後の我が国の社会事情、国民感情等の変化には
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、
現在もなお流動を続けている」こと、自由権規約及び
子どもの権利条約の中の差別を禁止する規定、そして
ヨーロッパ諸国での法改正を挙げ、民法900条4号た
だし書が「制定当時有した合理性は次第に失われつつ
あり、現時点においては、立法府に与えられた合理的
な裁量判断の限界を超えているとまではいえないとし
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
ている37。
同じく補足意見を述べた千種・河合裁判官は「本件
規定も制定以来半世紀を経る間、非嫡出子をめぐる諸
事情に変容が生じ、子の権利をより重視する観点から
その合理性を疑問とする立場の生じていることは、理
解し得るところである。しかしながら、これに対処す
るには、立法によって本件規定を改正する方法による
ことが至当である」としている38。
一方、中島・高橋・尾崎・大野・遠藤裁判官の反対
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意見は、民法900条4号ただし書が憲法14条1項の下
で認められる合理的な区別に該当するかどうかの「判
断は、［……］立法目的自体の合理性及びその手段と
の実質的関連性についてより強い合理性の存否が検討
されるべきである」として、厳格な合理性の基準を採
用する 39。その上で反対意見は「出生について何の責
任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別
することは、婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を
超えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性
は認められず合理的であるということはできない」と
し、加えて「本件規定が相続の分野ではあっても、同
じ被相続人の子供でありながら、非嫡出子の法定相続
分を嫡出子のそれの2分の1と定めていることは、非
嫡出子を嫡出子に比べて劣るものとする観念が社会的
に受容される余地をつくる重要な一原因となっている
と認められる」と指摘する 40。さらに反対意見は法律
の「合憲性を判断するに当たっては、制定当時の立法
目的と共に、その後に生じている立法の基礎をなす事
実の変化や条約の趣旨等をも加えて検討されなければ
ならない」として、民法900条4号ただし書について
の検討を行い、「少なくとも今日の時点において、婚
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
に反し、立法目的と手段との間に実質的関連性を失っ
ているというべき」であると結論する 41。
加えて尾崎裁判官の追加反対意見は「非嫡出子は、

古くから劣位者として扱われてきたが、法律婚が制度
として採用されると、非嫡出子は一層日陰者とみなさ
れ白眼視されるに至った。［……］本件規定の本来の
立法目的が、かかる不当な結果に向けられたものでな
いことはもちろんであるけれども、依然我が国におい
ては、非嫡出子を劣位者であるとみなす感情が強い。
本件規定は、この風潮に追随しているとも、またその
理由付けとして利用されているともみられる」として、
「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。
このように、最高裁は民法900条4号ただし書を合
憲とする判断を下したものの、「五名の裁判官が明確
な違憲判断を示したこともあり、民法改正論議にもは
ずみをつけることになった」43。翌年2月26日に法制
審議会は婚内子と婚外子の法定相続分を平等とする民
法改正要綱を答申している 44。
そして、その後も民法900条4号ただし書の合憲性
に関する最高裁の判断は示されてきた 45。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た 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

した 47。藤井裁判官の補足意見は近年の社会情勢の変
化等に伴い民法900条4号ただし書の合理性を疑う見
解が顕著になってきたとしながらも、違憲判断ではな
く立法府による改正の必要性を指摘する 48。一方、遠
藤裁判官の反対意見は平成7年決定の反対意見の内容
と同じである 49。
その 3年後の最高裁第二小法廷平成 15年 3月 28

日判決は 3対 2の僅差で平成 7年決定の結論を維持
した 50。しかし、梶谷裁判官と滝井裁判官の反対意
見は平成 7年決定の共同反対意見を引用した上で
「家族関係及び相続をめぐる近時の社会状況の変化は、
国内外において著しいものがあり、この傾向は、上記
大法廷決定が出された平成7年以降も、嫡出子と非嫡
出子の区別をなくしていくことを求める方向に進んで
いることが明らかである」と述べ、法制審議会が平成
8年の答申において民法900条4号ただし書の改正の
方向性を示したことや、自由権規約委員会が日本の報
告書の審査において婚外子差別に懸念を示し同規定等
の改正を勧告したこと等を指摘し、同規定の違憲性を
主張する 51。
加えてその直後の最高裁第一小法廷平成15年3月

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
変化を指摘し、「立法した当時に存した本件規定によ
る区別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」こと、そして「非嫡出
子が本件規定によって受ける不利益は、［……］財産
上のものにとどまらず、［……］精神的な不利益も無
視できない」ことを指摘した上で、「少なくとも現時
点においては、本件規定は、明らかに違憲であるとま
ではいえないが、極めて違憲の疑いが濃いものである」
とする53。しかしその一方で補足意見は、違憲判決に
より法的安定性が損なわれることを危惧し、違憲判断
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

号ただし書の相続分差別について「立法目的と手段と
の実質的関連性はなく、差別の合理的理由を認めるこ
とはできない」とする 55。加えて同裁判官は、違憲判
決の効果について同規定を「最高裁判所の違憲判決が
社会的に大きな影響を及ぼすことは、その性質上、避
け難いところであって、違憲判決の結果、新たな対応
をする必要が生じた場合には、関係機関が速やかに適
切な措置をとるべきことは、憲法が最高裁判所に違憲
立法審査権を付与した当然の帰結というべきものであ
り、そのことをもって違憲立法審査権の行使が制約さ
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
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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
いるとは解することができない。［……］一方、嫡出
でない子が被る平等原則、個人としての尊重、個人の
尊厳という憲法理念にかかわる犠牲は重大であり、本
件規定にこの犠牲を正当化する程の強い合理性を見出
すことは困難である」として同規定の違憲性を主張し、
加えてこの問題について立法による解決が望ましいと
しつつも司法による救済の必要性を主張する57。なお
二宮教授によると、第二小法廷は平成15年6月20日
にも平成15年3月28日の判決と同じく民法900条4
号ただし書を合憲とする判断を下し、梶谷裁判官と滝
井裁判官が同じ反対意見を述べている 58。
翌年の平成16年10月14日、最高裁第一小法廷は再
び3対2で平成7年決定を踏襲した 59が、島田裁判官
と泉裁判官がそれぞれ平成15年3月31日の判決に付
した自身の補足意見及び反対意見を引用している 60。
加えて才口裁判官の反対意見は、「非嫡出子であるこ
とは、自分の意思ではどうにもならない出生により取
得する社会的身分である。嫡出子と非嫡出子とを区別
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
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
記の区別を設けること及び上記数値による区別の大き
さについては、十分な合理的根拠が存するものとはい
い難い」として、同規定が憲法14条1項に違反する
と判断する 61。加えて才口裁判官は立法による救済の
必要性を指摘するも「それを待つまでもなく、司法に
おいても救済する必要がある」とする 62。
以上見てきたように、平成7年決定後も最高裁の判
例において民法900条4号ただし書を合憲とする結論
は維持されてきたものの、裁判官の間ではこの問題に
ついての見解は分かれている。この点に関連して松田
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
見と全反対意見は、本件規定の維持に消極的な立法事
実の現状認識（内外の立法動向、人権条約や国連人権
委員会の勧告、家族観の社会学的変質）において酷似
している」とし、加えて最高裁第一小法廷平成15年3
月31日判決の「島田補足意見を見れば、その違いは
もはや紙一重である」と指摘している 63。しかしその
ような状況においても平成7年決定の判例変更は行な
われず、平成8年に法制審議会が答申した民法900条
4号ただし書の改正を含む民法改正要綱に則った法改
正も行なわれてこなかった。そのような中、国籍法違
憲判決が下された。以下では、項目を改めて同判決と
その後の判例の動向を概観する。

（2）国籍法違憲判決及びその後の判例の動向

平成20年6月4日、最高裁大法廷は10対5で当時の
国籍法3条1項が婚姻関係にない日本人父と外国人母
との間に生まれ、生後認知がなされた子どものうち、
準正子のみに届出による国籍取得を認めていることが
憲法14条1項に違反すると判断した 64。
多数意見は、憲法14条1項は「事柄の性質に即応
した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差
別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは、
当裁判所の判例とするところである」とする 65。その
上で、国籍の要件に関する憲法10条について「国籍
の得喪に関する要件」を「どのように定めるかについ
て、立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると
解される」と述べる一方で、「立法府に与えられた上
記のような裁量権を考慮しても、なおそのような区別
をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない
場合、又はその具体的な区別と上記の立法目的との間
に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、
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
66。さらに多数意見は次のように述べる。

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であ
るとともに、我が国において基本的人権の保障、
公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を
持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻
により嫡出子たる身分を取得するか否かというこ
とは、子にとっては自らの意思や努力によっては
変えることのできない父母の身分行為に係る事柄
である。したがって、このような事柄をもって日
本国籍取得の要件に関して区別を生じさせること
に合理的な理由があるか否かについては、慎重に
検討することが必要である。67

このように多数意見は本件の違憲審査について厳密
な姿勢を見せている。その上で多数意見は、国籍法3
条1項の立法目的自体には合理性があり、立法当時に
おいては同規定における区別と立法目的との間には合
理的関連性があったことを認めるものの、日本におけ
る「社会的・経済的環境等の変化」、諸外国の立法、
日本が批准した自由権規約及び子どもの権利条約等を
挙げた上で、「以上のような我が国を取り巻く国内的、
国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、準正
を出生後における届出による日本国籍取得の要件とし
ておくことについて、前記の立法目的との間に合理的
関連性を見いだすことがもはや難しくなっているとい
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
本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けてい
るものといわざるを得ない」と述べ、結論として「本
件区別は、遅くとも上告人が法務大臣あてに国籍取得
届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を
考慮してもなおその立法目的との間において合理的関
連性を欠くものとなっていたと解される」として、国
籍法3条1項が憲法14条1項に違反すると判断した 69。
本判決における区別の合理性の違憲審査について学
説の多くは合理性の基準よりも厳格な審査基準を採用
したと解している 70。その一方で、審査基準の不明確
性を指摘する見解も存在する 71。しかし、多数意見が
採った違憲判断の審査基準はやや曖昧な点を残すとは
いえ、従来よりも厳密に議論を展開している点は評価
できると考えられる 72。
その上での問題は本判決の射程、即ち、本判決が民
法900条4号ただし書の合憲性の評価に与える影響だ
と考えられる。この点について学説の反応は分かれる。
肯定的な見解として、例えば辻村教授は「国際的な婚
外子の増加などの現状をもとに、婚外子に対する法的
な差別的取扱いを解消する方向性が示されると解する
ことができ」ると指摘している 73。一方、本判決の射
程は不明確だと解する見解として、例えば山元教授は
次のように述べている。

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
指したわけではないから、法律婚の尊重が相続の
場面での嫡出子への相対的に手厚い保護と一体的
だという認識を維持するのであれば、従来の立場
（最大決平成7・7・5民集49巻7号1789頁）から
民法900条4号における非嫡出子の相続分差別問
題について違憲論への判例変更を行なうかどうか
は本判決からは不分明である。74

このように本判決の射程についての学説の立場は分
かれているが、少なくとも市川教授が述べるように「多
数意見に属する裁判官が非嫡出子差別の問題性を認識
していないということでない」75と解することは可能
と考えられる。
翌年の平成21年9月30日、最高裁第二小法廷は民
法900条4号ただし書の合憲性について平成7年決定
を引用して3対1で合憲の判断を下した 76。本決定に
は竹内裁判官の補足意見及び今井裁判官の反対意見が
付された。
竹内裁判官の補足意見は「多数意見は、飽くまでも

本件基準日
4 4 4 4 4

［＝平成12年6月30日］において
4 4 4 4

本件規
定が憲法14条1項に違反しないとするものであって、

本件基準日以降の社会情勢の変動等によりその後本件
規定が違憲の状態に至った可能性を否定するものでは
ないと解される。［……］本件基準日以降も、本件規
定の憲法適合性について判断をするための考慮要素と
なるべき社会情勢、家族生活や親子関係の実態、我が
国を取り巻く国際的環境等は、変化を続けている」［強
調は筆者によるもの］と述べる 77。その上で竹内裁判
官は「本件規定が嫡出子と非嫡出子の相続分に差をも
うけていることを正当化する根拠は失われつつある一
方で、本件規定は非嫡出子が嫡出子より劣位の存在で
あるという印象を与え、非嫡出子が社会から差別的な
目で見られることの重要な原因となっているという問
題点が強く指摘されるに至っているのである。そうす
ると、少なくとも現時点においては

4 4 4 4 4 4 4 4

、本件規定は、違
憲の疑いが極めて強いものであるといわざるを得な
い」［強調は筆者によるもの］と述べている 78。しか
し竹内裁判官は同規定が「相続制度の一部分を構成す
るものとして、国民の生活に不断に機能しているもの
であるから、これを違憲としてその適用を排除するに
は、その効果や関連規定との整合性の問題等について
十分な検討が必要である」として、違憲判断によって
法的安定性が揺らぐことを危惧する 79。その上で竹内
裁判官は「立法府が本件規定を改正することが強く望
まれていると考える」ものの、「立法による解決が望
ましいことを理由に最高裁判所は違憲の判断をするこ
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。
一方今井裁判官の反対意見は、民法900条4号ただ
し書における「法律婚の尊重という立法目的と相続分
の差別との間には、合理的な関連性は認められないと
いわざるを得ない」とした上で、国籍法違憲判決にお
いて旧国籍法3条1項における準正子と非準正子との
間の差別が憲法14条1項に違反すると判断されたこ
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
については「本来立法が望ましいとしても、裁判所が
違憲と判断した規定について、その規定によって権利
を侵害され、その救済を求めている者に対し救済を与
えるのは裁判所の責務であって、国会における立法が
望ましいことを理由として違憲判断をしないことは相
当でない。［原文改行］なお、本件規定を違憲無効と
判断したとしても、そのことによって本件規定を適用
した確定判決や確定審判について再審事由があるとい
うことにはならないし、本件規定が有効に存在するこ
とを前提として成立した遺産分割の調停や遺産分割の
協議の効力が直ちに失われるものではない。［……］
本件規定を違憲と判断することによって、法的安定性
を害するおそれのあることは否定できないが、その程
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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
考える」と述べている 82。加えて今井裁判官は、民法
改正要綱試案に基づく民法改正が見込まれていた平成
7年決定当時とそれから十数年経った現時点とを比較
し、「もはや立法を待つことは許されない時期に至っ
ているというべきである」と主張する 83。
次に、本決定の補足意見及び反対意見について検討
してみたい。竹内裁判官は、本件における多数意見の
判断はあくまでも民法900条4号ただし書が「本件基
準日」である平成12年6月30日において合憲である
ということを述べたもので、その後違憲となったこと
を否定するものではないと解し、加えて現時点におい
ては違憲の疑いが極めて強いということを述べること
によって、「本件基準日」から決定時の平成21年9月
30日までの間に同規定が違憲となった可能性を示唆
しているように思われる 84。このことに国籍法違憲判
決の基準日が平成15年であったことを併せて考慮す
ると、基準日が平成15年以降の民法900条4号ただし
書を違憲だと主張する事件が最高裁に係属した場合は
平成7年決定の判例変更が行なわれる可能性があると
考えられる 85。加えて竹内裁判官が自分の補足意見は
「立法による解決が望ましいという考えであって、立
法による解決が望ましいことを理由に最高裁判所は違
憲の判断をするこ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」と述べていることも
このような可能性を示していると解することができる
かもしれない。
ところで、本決定に関与した古田裁判官、中川裁判
官、竹内裁判官及び今井裁判官のうち、竹内裁判官を
除く3人の裁判官は国籍法違憲判決にも関与している
ため、国籍法違憲判決及び本決定における各裁判官の
立場の相関についても検討してみたい 86。本決定にお
いて裁判長を務めた古田裁判官は国籍法違憲判決では
横尾裁判官及び津野裁判官と共同で反対意見を記して
おり、旧国籍法3条1項が準正子に届出による国籍の
取得を認める一方で非準正子にはこれを認めていない
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
のの、本決定では古田裁判官と同じく平成7年決定を
踏襲する立場を採っている。そして今井裁判官は、国
籍法違憲判決において多数意見に同調しつつ「法律の
規定の一部が違憲である場合の司法救済の在り方」に
ついて補足意見を述べている 88。中川裁判官及び今井
裁判官は、国籍法違憲判決においては憲法14条1項
違反について同様の立場を採っていたと解することが
できるが、民法900条4号ただし書の合憲性に関する

本決定においては両者の結論は反対となった。
本決定における両者の判断を分けたのは何だったの
だろうか。先に見たように国籍法違憲判決において多
数意見は国籍が「重要な法的地位である」こと、そし
て「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否
かということは、子にとっては自らの意思や努力によ
っては変えることのできない父母の身分行為に係る事
柄である」ことを指摘していた 89。一方、多数意見が
同時に指摘する「父母の婚姻によって嫡出子たる身分
を取得するか否かということ」は国籍法違憲判決にお
いても法定相続分の差別に関する本決定においても共
通するところがあるといえる。中川裁判官はいずれの
事件においても個別に意見を執筆してはいないのでこ
れは推測にしかすぎないが、同裁判官は本決定におい
て民法900条4号ただし書については、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
重要性のようなものは存在しないと考えて平成7年決
定を踏襲する立場に賛成したのかもしれない 90。
本決定では平成7年決定の判例変更には至らず、加
えて中川裁判官と今井裁判官は国籍法違憲判決におい
てともに多数意見に与したものの本件での民法900条
4号ただし書の合憲性については互いに反対の結論を
採っていた。しかし竹内裁判官の補足意見及び今井裁
判官の反対意見を考慮すると、国籍法違憲判決は同規
定の合憲性の問題にある程度影響を与えたと評価する
ことは可能と思われる。現に竹内裁判官の補足意見は
極めて違憲判断に近いものであり、最一小判平成15
年3月31日の島田裁判官の補足意見が反対意見と比
べて「その違いはもはや紙一重である」と評された 91

ことは本決定にも当てはまるといえよう。
そして最後に直近の事例として、被相続人の養子（被
相続人の妹の子。養子縁組をしたため、婚内子ではな
いが嫡出子ではある）が被相続人の全財産を相続する
という遺言を執行した際に、被相続人の婚外子が遺
留分減殺請求をした事件に関する東京高裁平成22年
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
反しないとしたものの、婚外子たる原告（被控訴人）
と養子たる被告（控訴人）との関係について、まず、
養子たる控訴人は被相続人の嫡出子ではあるが婚姻関
係から出生した嫡出子ではなく、本件で民法900条4
号ただし書を準用して被控訴人の遺留分を嫡出子の遺
留分の2分の1とすることは法律婚の尊重に結びつか
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
て婚外子として生まれたという本人の意思や努力では
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
と比べ、同規定及びそれによる区別を正当化する社会
事情や国民感情などは相続発生時である平成7年には
もはや失われたと考えられるような状況にあることを
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。

2.	学説の状況

憲法14条1項の保障する平等については、その違
憲審査基準として学説上、「必要不可欠な公共的利益
（公益）の基準」、「合理的根拠の基準」、そして「実質
的な合理的関連性の基準」の三段階の基準に分類する
見解が有力に主張されている 94。君塚教授によると憲
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）
によるべきであり、「それが優勢」だという 95。一方
芦部教授によれば、憲法14条1項後段に列挙された
信条、性別、社会的身分等に関する差別は「実質的な
合理的関連性の基準」（「中間審査」の基準や、「厳格
な合理性」の基準とも呼ばれる。本稿では以下、厳格
な合理性の基準と呼ぶ）によって審査されることが適
切だという 96。厳格な合理性の基準は、「①立法目的
が重要（important）なものであること、②その目的
と規制手段（具体的な取扱い上の違い）との間に事実
上の実質的関連性（substantial relationship in fact）が
あること、を論証する責任を規制を加える公権力側に
負わせるところに特色がある」97。
また辻村教授によれば、憲法14条1項後段列挙事
由の一つである「社会的身分」について、その意味に
関する三つの説のうち妥当とされる狭義説又は中間説
を採用する場合、民法900条4号ただし書において法
定相続分を婚内子の半分とされている婚外子は「社会
的身分」に該当するとされる 98。その場合には同規定
が憲法14条1項に違反するかどうかの違憲審査基準
として、厳格な合理性の基準が該当することになる。
加えて平成7年決定の共同反対意見もこの立場を採っ
ていると考えられる（一方、多数意見は合理性の基準
を採用しているとされる）99。このような審査基準か
らは、民法900条4号ただし書は違憲と判断される傾
向が強いといえる 100。一方、厳格審査の基準を採用
すると、同規定はなお一層強く違憲と判断されること
になる 101。即ち、いずれの審査基準を採用しても「立
法目的の重要性の点ないし規制手段との実質的関連性
の点から違憲判断が導かれる可能性が強いといえよ

う」102。加えて、違憲説の議論の内容については辻村
教授が次のように述べている。

学説は、むしろ最高裁判決の少数意見や東京高
裁違憲決定を支持する傾向が強く、（ⅰ）法律婚主
義ないし婚姻家族の保護という立法目的自体は尊
重されるべきものとしても、子らの相続分を同
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
よる差別は、不合理な差別にあたること、（ⅲ）
目的と規制手段の実質的関連について、婚外子の
相続分差別という手段によって婚外子の出現抑止
を期待できない以上、婚姻家族の保護という目的
を実現するうえで実質的な関連があるとはいえな
い、などの批判論を提起してきた。103

加えて平成7年決定の反対意見、中でも尾崎裁判官
の追加反対意見が「非嫡出子に対するスティグマを本
件規定がもたらしていることを示した」104ことを受
けて学説もその点を議論しており、「私法秩序におい
て個人の尊重を命じる憲法14条・24条に反するとい
う見解が有力になってきている」105。そのため、「相
続分差別が撤廃された場合、その教育的、象徴的意義
は大きい」といえる 106。
次に民法900条4号ただし書の合憲性に関する学説
の状況について、平成7年決定の調査官解説は「日
本国憲法制定後の学説は、憲法は婚姻を尊重してい
るから本件規定［＝民法900条4号ただし書］はあえ
て憲法14条1項に違反するとはいえないという合憲
説が通説であったが、少数ながら違憲説も存在した。
1980年代後半から違憲説が増え、最近発表される論
稿においては、違憲説を採るものの方が多いのではな
いかと思われる」と述べていた 107。また本山教授は、
民法900条4号ただし書についての「合憲説・違憲説
とも議論は出尽くしている」として、「憲法学説・民
法学説とも、違憲説が優勢であるが［……］相続分
の平等化に慎重な民法学説も存在する」と述べてい
る 108。さらに二宮教授によると、「日本の憲法学説で、
婚外子差別を合憲と判断するものはきわめて少数であ
る」109。一方民法学の文献においても、民法900条4
号ただし書について平成7年決定までの判例を紹介し
た上で、学説について「学説も合憲説と違憲説に分か
れているが、近時は、違憲説が有力となりつつあると
いってよい」と述べられている 110。
以上のように、今日において学説はその多くが民法

900条4項ただし書を違憲と解している状況にあると
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いえる。
その一方、現在も有力な民法学者によって合憲説は
唱えられている。水野教授は次のように述べている。

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
者のみならず婚姻から生じた子に及ぶこともあり
うると考える。自由や平等や人権保障という憲法
的要請の内部にも相互に対立する矛盾はある。民
法は多くの対立矛盾する法益の調整を行う基本法
であるから、相続分差別が子の平等原理と触れる
ことを重視して改正されるべきだとしても、少な
くとも立法によって行われるべきであり、ただち
に違憲無効とはいえないとするのが、合憲説の立
場である。111

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
の安全や家族の生活維持など多様な法益の妥協点を見
い出して家族間の財産配分を行うものであり、民法改
正によって安定的に解決すべきであると判断するにす
ぎない」と述べている 112。しかし、このような議論
に対しては立法を待たずに司法による救済をすること
の必要性が主張されている 113。加えて民法900条4項
ただし書を合憲とする多数意見が法改正に対して持つ
「“冷水効果”」も指摘されている 114。
以上より、現在の学説の状況をまとめると民法900

条4号ただし書を違憲と考える立場も合憲と考える立
場も、法定相続分における婚外子の差別が是正され法
定相続分が平等化されるべきであるという点について
は大筋で一致していると考えられる。焦点は、そのよ
うな差別の是正を立法府による法改正に任せるか、そ
れとも立法を待たずに裁判所が違憲判断を下して当事
者を救済すべきか、ということに絞られてきていると
考えられる。

3.	小括

以上、本節では民法900条4号ただし書の合憲性を
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。

一方学説では、その多くが民法900条4号ただし書
を憲法14条1項に違反するものだと解しており、合
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
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。
以上を考慮すれば、民法900条4号ただし書におけ

る婚外子の差別は近い将来是正される可能性が高いと
考えられる。問題は立法が先か違憲判断が先かであろ
う。平成21年決定が出た後の平成21年10月6日に、
千葉景子元法務大臣は記者会見において、同決定に付
された補足意見及び反対意見を受け止めて民法改正に
取り組む姿勢を見せた 116。千葉元法務大臣はその後も
平成21年11月19日の参議法務委員会 117及び平成22
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
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、
第176回国会に民法900条4号ただし書に関する民法
の改正案は提出されていない 120。
一方、最高裁第三小法廷は平成22年7月7日付で民
法900条4号ただし書の合憲性が問題となった特別抗
告審を大法廷に回付した 121。これにより、平成7年決
定以降の判例が変更される可能性がある。本山教授に
よれば、大法廷の事案は「報道から察するに、適用違
憲とされるような特異な事実関係・事実経過ではなさ
そう」であり、判断は民法900条4号ただし書の法令
違憲の可否となるだろうという 122。もし違憲の判断
がなされる場合、同規定がいつの時点で違憲になって
いたのかが問題となる 123。新聞報道によると、被相
続人が死亡したのは平成14年である 124。もしこの事
件で違憲判断が出されるのであれば、平成7年決定が
下された平成7年7月5日から平成14年の被相続人の
死亡時までの間に民法900条4号ただし書が違憲とな
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
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。

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
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ものであったかについて考察する。1では、時系列に
沿って日本が締約国となっている各人権条約 125及び
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
関連性を概観する。次に2では、1の検討に基づいて
国際人権法の視点から具体的な論点について考察を加
える。なお、取り上げる国家報告書の審査は各人権条
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）」
等を採択するようになったものに限定する。また、そ
れらの中でも二宮教授の論稿 126で紹介されている報
告書審査の詳細はそちらをご参照いただき、本稿では
そちらでは紹介されていない審査報告について詳しく
見ていきたい。

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
由において女性差別撤廃条約及び子どもの権利条約を
挙げていたものの、それらについての判断を行わずに
民法900条4号ただし書が憲法14条1項に違反しない
として退けていた 127。
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。

国際連合による「市民的及び政治的権利に関す
る国際規約」24条1項の規定の精神

4 4

及び我が国に
おいて未だ批准していないものの、近々批准する
ことが予定されている「児童の権利に関する条約」
2条2項の精神

4 4

等にかんがみれば、適法な婚姻に
基づく家族関係の保護という理念と非嫡出子の個
人の尊厳という理念は、その双方が両立する形で
問題の解決が図られなければならないと考える。
［強調は筆者によるもの］128

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。

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

に対する権利の中の差別は規約26条に合致しな
い。131

このように自由権規約委員会は民法900条4号ただ
し書が差別の禁止を定める自由権規約26条に合致し
ていないことを明言した。その上で委員会は次のよう
に述べた。

17.委員会はまた、法律が規約2条、24条及び26
条の規定に一致するようにするために、日本の婚
外子に関する法律が改正されること、そしてその
中の差別的な規定が削除されることを勧告する。
全ての日本に未だに存在する差別的な法及び慣行
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
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
違憲と判断したが、人権条約には言及していない 133。
なお、同じ年の1月に女性差別撤廃条約の日本の第2
回・第3回報告書の審議が行われ、その審議において
女性差別撤廃委員会の委員から婚外子に関する差別的
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
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
約24条及び26条、そして子どもの権利条約2条に言
及している 137。加えて中島・大野・高橋・尾崎・遠
藤裁判官の反対意見は、自由権規約26条及び子ども
の権利条約2条1項もその一つの理由として挙げ、「少
なくとも今日の時点において、婚姻の尊重・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
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。

14. 委員会は法律が条約によって定義された全て
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の分野に関する差別、特に出生、言語及び障害と
の関係における差別から子どもを保護していない
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
900条4号のような、明示的に差別を許容してい
る法律の規定及び公的文書における婚姻外の出生
の言及を懸念する。［……］140

このように子どもの権利委員会は民法900条4号た
だし書を明示的に批判した。加えて同委員会は「現存
する婚外子に対する差別を修正するために立法的措置
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
ように述べていた。

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
る。委員会は、規約26条に従って、全ての子ど
もは平等な保護が与えられるというその立場を再
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
る。142

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
二宮教授は、平成7年決定の後に出された婚内子と婚
外子の法定相続分を等しくした平成8年2月の「民法
の一部を改正する法律案要綱」は平成5年の自由権規
約委員会の「勧告を重く受け止めたものだったといえ
る。しかし、改正は実現しなかったため、日本政府は、
［……］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。

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。

近年における社会情勢の変動、家庭環境、婚姻
傾向、結婚観等の変化はめざましく、これに伴っ
て本件規定［＝民法900条4号ただし書］の合理
性に疑いを向ける意見が徐々に顕著となってき
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

マ

約
マ

や児童の権利に関する条
約の批准といった内外の動向も寄与しているもの
と思われる。このような法律制定後の事情の変化

が、法律の憲法適否の判断に影響を及ぼすことが
あり得ることは、否定し得ない［……］。145

藤井裁判官は民法900条4号ただし書の合理性に関
する国民の意識変化に人権条約も寄与していると分析
し、加えてそれを含めた法律制定後の事情変化が憲法
判断に影響を及ぼしうることを肯定している。しかし、
平成10年の両条約の委員会の総括所見への言及はな
されていない。なお、遠藤裁判官の反対意見は、自由
権規約及び子どもの権利条約に言及した平成7年決定
での反対意見と同じである。そのためやはり二つの平
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
いて次のように述べている。

14.委員会はまた、特に相続及び国籍の権利の抑
制に関する、残存する婚外子に対する法的、社会
的及び制度的差別を懸念する。146

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
ように述べた。

41.委員会は締約国に対して、現代社会におい
ては受け入れられない「非嫡出子（illegimate 
children）」の概念を法律及び慣行から取り除く
こと、婚外子に対するあらゆる形態の差別を撤廃
するために緊急に立法的及び行政的措置を取るこ
と、そしてさらにそのように影響を受けた人々の
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

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
だし書の合憲性に関して相次いで二つの判決を下し
た。最高裁第二小法廷平成15年3月28日判決は3対2
で平成7年決定を踏襲したものの 148、梶谷裁判官及び
滝井裁判官の反対意見は次のように述べている。

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
基づき我が国から提出された第4回報告を検討し
た上で、平成10年11月に同委員会に関する婚外
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子差別について引き続き懸念を有し、同規約26
条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられ
るという立場を再確認し、我が国が民法900条4
号を含む法律改正法のために必要な措置をとるよ
う勧告しているのである。149

梶谷裁判官及び滝井裁判官は、民法900条4号ただ
し書の合憲性の問題について最高裁の裁判官の個別意
見でおそらく初めて人権条約の委員会の見解に言及し
た。しかし、ここで言及されたのは平成10年の自由
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
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

廷判決も、同様に平成7年決定を引用して合憲の判断
を維持した 150。しかし島田裁判官の補足意見は、「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条に基づき我が国から提出された報告に
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。

日本政府は、国際連合人権委員会に対し、市民
的及び政治的権利に関する国際規約40条に基づ
き「嫡出である子と嫡出でない子の法定相続分を
同等化する法改正を検討している。」との報告を
提出したが、同［平成］10年11月、同委員会は、
これに対する最終見解において、日本政府に対し、
民法900条4号を含む法律の改正のために必要な
措置を勧告［……］した。152

このように本判決でも二人の裁判官が自由権規約委
員会の平成10年の総括所見に言及したが、いずれの
裁判官も言及したのは自由権規約委員会の総括所見の
みである。なお、泉裁判官の反対意見は人権条約に言
及していない。
その一方、同年7月の女性差別撤廃条約に関する日

本の第4回・第5回報告書の審議において女性差別撤
廃委員会は総括所見で次のように述べた。

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
られる］及び相続権に関する婚外子に対する差別
及び結果として生じる相当な女性への影響を懸念
する。
372. 委員会は締約国に対して民法に未だ存在す

る差別的な法規定を廃止することそして法律及び
行政慣行を条約に合致させることを要請する。［太
字は原文］153

前回の第3回報告書審査の際の最終コメントとは異
なり、女性差別撤廃委員会は明確に民法900条4号た
だし書に対して懸念を表し、その廃止を求めた。
加えて翌平成16年1月の子どもの権利条約の日本

の第2報告書の審査において子どもの権利委員会はそ
の総括所見において次のように述べた。

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
出子」のような差別的な用語を削除するだけでな
く、特に相続及び国籍（citizenship）に関する権
利、そして出生登録に関する婚外子に対するあら
ゆる差別を撤廃するために法律を改正することを
勧告する。［……］［太字は原文］154

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

き続き民法900条4号ただし書を合憲と判断し、3対2
で平成7年決定の結論を維持した 155。なお、前年の判
決において自由権規約委員会の総括所見に言及した島
田裁判官はここでもその補足意見を引用している 156。
一方、才口裁判官の反対意見は人権条約に言及してい
ないものの、「立法当時に存した本件規定による相続
差別を正当化する理由となった社会事情や国民感情な
どは、大きく変動しており、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こ
とは、前掲第一小法廷判決中の島田仁郎裁判官の補足
意見及び深澤武久裁判官の反対意見で述べられてい
るとおりである」と述べている 157。この点について、
深澤裁判官が自由権規約委員会の総括所見も挙げた上
で日本社会の変化、及び「本件規定の合理性を根拠付
けていた諸要素についての社会の評価も変化して」い
ることを述べていた 158ことを踏まえると、才口裁判
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。

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
生まれ生後認知を受けた子のうち準正子のみに届出に
よる日本国籍の取得を認めていた当時の国籍法3条1
項を憲法14条1項に反すると判断したが、理由で「我
が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規
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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
っていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存す
る」と述べ、このことが「我が国を取り巻く国内的、
国際的な社会的環境等の変化」の一つとして挙げら
れている 160。これまでの平成7年決定及びその後の判
決とは異なり、憲法14条1項違反をいう理由の中で
最高裁の多数意見が明示的に人権条約に言及した 161。
加えて泉裁判官の補足意見は次のように述べている。

　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
与することにあり、「父母の婚姻」はそのための
一条件にすぎないから、その部分が違憲であると
しても、上記主旨はできる限り生かすのが、立法
意思に沿うものというべきである。また、上記の
ような国籍法3条1項の適用は、「すべての児童は、
国籍を取得する権利を有する」ことを規定した市
民的及び政治的権利に関する国際規約24条3項
や児童の権利に関する条約7条1項の趣旨にも適
合するものである。
ただし、上記のような国籍法3条1項の適用は、

国会の立法意思として、「父母の婚姻」の部分を
除いたままでは同項を存続させないであろうとい
うがい然性が明白である場合には、許されないと
解される。国籍法3条1項から「父母の婚姻」の
部分を除くことに代わる選択肢として、まず、同
条全体を廃止することが考えられるが、この選択
肢は、日本国民である父に生後認知された非嫡出
子を現行法以上に差別するものであり、すべての
児童が出生や父母の性別により差別されないこと
を規定した市民的及び政治的権利に関する国際規
約 24条及び児童の権利条約2条を遵守すべき日
本の国会が、この選択肢を採用することは考えら
れない。162

泉裁判官は自由権規約及び子どもの権利条約の具体
的な条文に言及している。このように、国籍法違憲判
決においてはこれまでとは異なり補足意見に加え多数
意見が明示的に人権条約に言及した。しかし、人権条
約の委員会の総括所見等には触れなかった。
このような多数意見による人権条約への言及の意義
について学説の評価は分かれている。肯定的に評価す
る見解 163としては、岩沢教授が「条約違反は上告理
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
つつも、「人権条約の規定を考慮に入れて、憲法14条
違反という結論を導いたということができ、大変注目
されます」と評価している 164。また、奥田教授は「い

わゆる間接適用」だと評価している 165。そして早川教
授は「国際的な社会的環境の変化を示す一資料とし
て挙げているにとどまるが、国際人権法が間接的にせ
よ参照されていることは注目に値する」と述べている
166。このように一方では本判決での多数意見による人
権条約の援用を評価し、またこれを国際法の間接適用
だと解する傾向が見受けられる 167。
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
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
なく、合理的な関連性を判断する要素の1つとされて
いるにすぎない」169、「あくまで内外の社会的環境等
に関する一つの事情として考慮されている」170、「傍
証として挙げられる」171、といった評価もなされてい
る 172。
しかし今井教授が述べるように、国籍法違憲判決に
おける人権条約の参照は「判決の論理を左右する要因
となったとまではいえず、結論を補強するために便宜
的に人権条約を参照したという感がある」ということ
は否めないが、「下級審ではなく、最高裁が違憲判断
において国際人権法を補強材料として用いたことの意
義は決して小さくはない」173。加えて平成7年決定及
びその後の民法900条4号ただし書に関する最高裁判
例の多数意見が人権条約に言及してこなかったという
点を考慮すれば、これは前進と評価できる。本判決は
「最高裁といえども、事案によっては国際人権法を考
慮せざるをえない状況が確実に形成されつつあること
を示す判決」174と評価することができるだろう。
同年12月、自由権規約委員会は日本の第5回報告

書の審査を行なった。報告書の中の自由権規約26条
に関する部分において民法900条4項ただし書につい
て述べられている。

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
と妻、そしてその子どもからなる家族の保護の目
的をもって創設された合理的な規定である。しか
しながら、第4定期報告書において述べられてい
るように［……］、相続に影響を与える、変化す
る社会情勢に従った制度の再検討に取り掛かるこ
とが必要である。175

このように日本政府の提出した報告書では、平成7
年決定と同様に民法900条4項ただし書を合理的な規
定だとしながらも、変動する社会情勢に従った制度の
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
が、特に国籍及び相続権に関して［……］、婚外子に
対するいかなる差別をも撤廃する目的でその法律を改
正し、そして法律及び慣行から『非嫡出子（illegitimate 
children）』の概念を取り除こうとしているかどうか」
を示すことを求めた 176。
これに対して日本政府はその返答において、婚外子
の法定相続分を婚内子と同一とした、法制審議会が平
成8年に答申した民法改正要綱案に言及した上で「こ
れらの民法改正の問題は、社会の全ての段階を横断し、
そして全ての関係当事者の間でなされた様々な議論を
伴う、婚姻制度、そしてどのように家族はあるべきか、
ということに関連する重要な事項であり、ゆえに現在
国民の間の意見の趨勢に対して注意が払われてきた」
と述べる一方、民法900条4号ただし書が法律婚の保
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
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
かし、さらなる検討がその事項に対して与えられてい
る」と述べていた 178。そして自由権規約委員会は総
括所見において、次のように述べている。

28. 委員会は、婚外子が国籍の取得、相続の権利
そして出生登録に関して差別されているという懸
念を繰り返す（2条1項、24条及び26条）。
締約国は［……］民法900条4号［……］を含む、
婚外子を差別するあらゆる規定を法律から取り除
くべきである。［太字は原文］179

このように自由権規約委員会は再度民法900条4号
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
は委員会からの質問リスト 182を受けて返答を提出し、
その中で女性差別撤廃条約について触れられた裁判例
が紹介されている 183。一方報告書の審議では、日本政
府代表団が「婚姻したカップルによる苗字の選択の導
入、婚姻年齢の18歳への引き上げ、そして婚姻外で
生まれた人々及び婚姻したカップルに生まれた人々に
対する平等な相続権の提供は議論されている。改正に
関する意見は相容れない要素が混ざったものであり、
政府は世論の傾向に慎重に注意を払っている」と述べ
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。

17. ［……］委員会はさらに婚外子が戸籍制度を
通して、そして相続に関する規定において差別さ
れ続けていることを懸念する。委員会は締約国に
よる差別的な法律の廃止における進展の欠如を説
明するための世論調査の使用に懸念を持って留意
する。
18. ［……］さらに委員会は締約国に対して婚外
子及びその母を差別している民法及び戸籍法の中
の差別的な規定を廃止することを求める。委員会
は批准に基づいて締約国によって条約の下で約束
される義務は単に世論調査の結果によるべきでは
なく、条約は締約国の国内法制度の一部であるた
め、国内法を条約の規定と一致して調整させる義
務によるべきである、ということを指摘する。［太
字は原文］185

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

小法廷は民法900条4号ただし書の合憲性について3
対1で平成7年決定を踏襲し合憲と判断した 186。一方
竹内裁判官の補足意見は「我が国に対し、国際連合の
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
こと」を「我が国を取り巻く国際的環境の変化を示す
もの」の一つとして挙げている 187。なお、今井裁判
官の反対意見は人権条約には言及していない。
翌平成22年3月10日の東京高裁判決は、民法900

条4号ただし書及びそれを準用した民法1044条につ
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
る 189。
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
外子［……］に対する継続する差別に対処するために
締約国はどのような手段を取ってきたか」という質
問が存在していた 191。それに対する日本政府の返答
では、法務省の人権機関（the Human Rights Organs）
が「人権相談を通した適切なアドバイスの提供及び適
切な機関の紹介によって、婚外子［……］に対する差
別のような人権問題に取り組んでいる」と述べられて
いる 192。そして委員会は総括所見において次のよう
に述べた。

33. 委員会は、いくつかの立法的措置にもかかわ
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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
だに婚内子と同じ権利を享受していないことを懸
念する。［……］
34. 委員会は締約国に対して以下のことを勧告す
る。
（a） 包括的反差別法を制定し、そしてあらゆる
根拠に基づく子どもを差別する全ての法律を廃
止すること。［……］［太字は原文］193

こうして子どもの権利委員会はまたも民法900条4
号ただし書において婚外子が受ける差別を懸念し、そ
の廃止を勧告した。
以上、ここでは民法900条4号ただし書の合憲性に

関する判例と日本が締約国となっている人権条約の報
告書審査との関係を時系列順に見てきた。以下では項
目を改めて、二つの具体的な論点について検討を試み
る。

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

民法900条4号ただし書の合憲性に関して、III-1に
おいて取り上げた判例で人権条約への言及が初めてな
されたのは東京高決平成5年6月23日である。その2
年後の平成7年決定においては大西裁判官の補足意見
及び5人の裁判官の共同反対意見において自由権規約
及び子どもの権利条約の条文が参照され、その5年後
の最一小判平成12年1月27日の藤井裁判官の補足意
見においても自由権規約及び子どもの権利条約が参照
された。しかし、自由権規約委員会の総括所見が初め
て最高裁の裁判官の意見において参照されるのはそれ
から3年後の平成15年3月28日判決の梶谷裁判官・
滝井裁判官の反対意見においてであった。その3日後
の判決においても島田裁判官の補足意見及び深澤裁判
官の反対意見において自由権規約委員会の総括所見が
参照されている。さらに翌年の判決においても、島田
裁判官は前年の補足意見を引用しており、加えて、間
接的ではあるが才口裁判官も島田裁判官の補足意見及
び深澤裁判官の反対意見に言及している。このように、
平成12年までは最高裁の裁判官の個別意見において
は、人権条約の参照はあったものの各人権条約の委員
会の勧告は言及されずにいた。しかし、平成15年の
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。
だが、その一方でこの問題に関する最高裁の判例の
多数意見において人権条約及びその委員会の勧告が顧

みられることはなかった。しかし、国籍法違憲判決で
は多数意見が明示的に自由権規約及び子どもの権利
条約を参照した上で旧国籍法3条1項の違憲判断を導
いた。加えて泉裁判官の補足意見でもこれらの条約は
言及された。しかし、ここでも多数意見において人権
条約の委員会の勧告が参照されることはなかった。そ
の翌年の平成21年決定では、最高裁はまたもや平成7
年決定の結論を維持したものの、竹内裁判官の補足意
見において自由権規約委員会に加えて初めて子どもの
権利委員会の総括所見が参照された。なお、東京高判
平成22年3月10日では、子どもの権利条約2条が参
照されたのみである。
以上からどのようなことがいえるであろうか。これ

まで、日本の最高裁は国際人権法に対して冷淡な態度
を取ってきたといわれている 194。確かに、本稿で見
てきた民法900条4号ただし書に関する判例において
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、
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
断の理由付けにおいて自由権規約及び子どもの権利条
約を参照した。これは―若干の疑問点は残るものの―
前進といえるだろう。一方、人権条約が補足意見及び
反対意見で参照されるようになっても各人権条約の
委員会の勧告は中々言及されなかったが、平成15年
3月の二つの判決中の補足意見及び反対意見以降、自
由権規約委員会の総括所見は参照されてきたのであり
195、平成21年決定においては自由権規約委員会と並
んで子どもの権利委員会の総括所見も参照されるに至
った。ここから、少しずつではあるものの、確実に最
高裁の裁判官の中に国際人権法への理解が浸透しつつ
あることを読み取ることは不可能とはいえないと思わ
れる 196。そして、国籍法違憲判決について立松准教
授が「人権条約の委員会による違反の指摘や一般的意
見の積み重ねが、本件判決の違憲の根拠のひとつとな
ったと推察できる」と述べていること 197は、民法900
条4号ただし書の合憲性の問題にも当てはまりうると
考えられ、本稿でこれまで見てきた各委員会の勧告が
後の事件―具体的には平成22年7月に大法廷に回付
された事件―で最高裁による違憲判断を下支えする可
能性はあるといえるのではないだろうか 198。

（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
いて、平成10年の第4回・第5回報告書審査及び平成
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
だし書に懸念を表明しその改正を勧告しているにもか
かわらず、これまで条約それ自体も女性差別撤廃委員
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
いうことである。自由権規約及び子どもの権利条約が
平成7年決定以降最高裁の判例の補足意見や反対意見
において参照され、加えて平成15年の判決以降は自
由権規約委員会の総括所見が、そして平成21年決定
においては子どもの権利委員会の総括所見も参照され
ているのと比べると、この言及のされなさは顕著だと
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

住民票続柄訴訟等の婚外子差別に関する訴訟におい
て、女性差別撤廃条約よりもB規約や子どもの権利条
約の適用が先行してきた」とする 200。加えて同弁護
士は自由権規約に対する「判例の態度」には6つの類
型があることを指摘し、その上で女性差別撤廃条約に
ついては、積極的なものである「国際的な環境の変化、
立法事実として条約成立や委員会見解を指摘し、違憲
の疑い濃厚とするも改正論にとどめる」というもの以
降のものはなく、「実質的にも裁判規範として機能し
たと評価できる判例は残念ながらまだない」と指摘し
ている 201。そしてこれまでの分析から、榊原弁護士
の評価は現在も当てはまり続けているといえる。
その要因は何なのであろうか。確かに自由権規約が
差別一般（2条及び26条）、そして子どもの差別（24条）
についての規定を有し、子どもの権利条約が子どもに
対する差別一般の禁止に関する条文（2条）を有する
のと比べ、女性差別撤廃条約は女性に対する差別一般
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。

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
めのすべての適当な措置をとるものとし、特に、
男女の平等を基礎として次のことを確保する。
［……］

（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
利及び責任。あらゆる場合において、子の利益
は至上である。
［……］

本条について、元女性差別撤廃委員であるイリッチ
とコルティが執筆した「人権報告マニュアル」の女性
差別撤廃条約に関する部分では、一般的勧告21 200に

言及しつつ、16条（d）が婚外子の問題に関わること
が述べられている 203。加えて二宮教授は次のように
述べている。

婚外子に対する法的、社会的差別は、婚外子を
出産した女性に対する差別と表裏一体であり、親
としての権利行使において婚姻法上の地位に関わ
りなく平等に扱われるためには、前提として婚外
子差別が廃止されている必要がある。したがって、
婚外子差別の廃止それ自体が、d号で要請されて
いると解釈することができる。204

このように、女性差別撤廃条約16条（d）は婚外子
に対する差別を取り扱っていると考えられる。女性差
別撤廃委員会も日本の第4回・第5回報告書の審査の
総括所見において、「委員会は［……］登録及び相続
権に関する婚外子に対する差別及び結果として生じる

4 4 4 4 4 4 4 4

相当な女性への影響
4 4 4 4 4 4 4 4 4

を懸念する」［強調は筆者による
もの］と述べている 205。
このように、自由権規約及び子どもの権利条約と同
様に女性差別撤廃条約も婚外子に対する相続分の差別
の是正を締約国に義務付けていると捉えられる 206も
のの、女性差別撤廃条約及び女性差別撤廃委員会の勧
告は最高裁裁判官の補足意見又は反対意見においても
言及されたことがないのである。確かに、女性差別撤
廃条約の「引用判決数の少ないことの背景には、そも
そも条約違背を主張する裁判が少ないということもあ
る」という指摘 207は正鵠かもしれない。しかしこの
点に関連して、中島弁護士は労働分野の判例について
ではあるが、次のように述べている。

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
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、
人権の中でもジェンダー平等が周縁化されている
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

このように中島弁護士は、性差別について女性差別
撤廃条約に基づく判決が存在しないことが人権の中で
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
中島弁護士は「司法機関の裁判官たちが国際人権法に
関し行政機関や立法機関に比べても特段に認識を欠如
している」こと、「裁判官たちは国内法至上主義の狭
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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
世界でジェンダー・バイアスの意識は根深く、女性差
別撤廃条約を知ろうともしない」ことを挙げた上で、
「裁判官たちのこの『無知』と『無恥』が、これまで
女性差別撤廃条約を適用した判決が皆無という状況を
生み出している」と批判している 211。このような指摘
が今なお、本節において見てきた民法900条4号ただ
し書の合憲性に関する判例についても妥当していると
解することは必ずしも不可能ではないと考えられる。

3.	小括

以上本節では民法900条4号ただし書の合憲性に関
する判例における人権条約及び各委員会の勧告の参照
について検討してきた。最高裁判例の補足意見及び反
対意見において次第に人権条約それ自体に加えて、各
委員会の総括所見も参照されるようになってきたと同
時に、国籍法違憲判決では多数意見が人権条約を参照
しており、そこに少しずつではあるが最高裁の裁判官
に国際人権法に対する理解が醸成されてきたことを汲
み取ることは必ずしも不可能ではないと考えられる。
しかしその一方で、女性差別撤廃条約及び女性差別撤
廃委員会の勧告については最高裁判例の多数意見、補
足意見そして反対意見に加えて下級審でも参照された
ことはなく、ここにも司法におけるジェンダー・バイ
アスの一端を垣間見ることができる。このような女性
差別撤廃条約に関する司法におけるジェンダー・バイ
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。

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
めぐる判例及び学説の展開、そして同規定の合憲性に
関する判例と国際人権法の関係について検討をしてき
た。
判例が民法900条4号ただし書の合憲性を認めた平

成7年決定の結論を維持し続けている一方で、その後
の反対意見に加え補足意見による同規定の違憲性の疑
いの指摘が高まる中、最高裁大法廷による国籍法違憲
判決が下され、加えて翌年の平成21年決定は合憲判
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
しており、最高裁による違憲判断が行われる環境は少
しずつではあるが整いつつあると考えられる。
学説においては、違憲・合憲の立場に関わらず婚内

子と婚外子の法定相続分を平等とすべきことについて
の考えは概ね一致しており、対立点は違憲判断へ踏み
込むか、それとも違憲判断に踏み込まずに立法府によ
る法改正に任せるか、ということに絞られつつあると
いえる。そのような中、平成22年7月に最高裁大法
廷に民法900条4号ただし書の合憲性に関する事件が
回付されたことは最高裁による同規定についての違憲
判断の可能性を仄めかすものであると考えられる。
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
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
約の委員会の見解も参照されるようになり、国籍法違
憲判決においては多数意見が自由権規約及び子どもの
権利条約を参照した。加えて翌年の平成21年決定の
補足意見では自由権規約委員会に加え子どもの権利委
員会の勧告も参照されるに至った。ここから、最高裁
判所の中での国際人権条約及びその委員会の見解への
理解の浸透を認めることが可能と考えられ、さらにこ
のことが平成22年7月に最高裁大法廷に回付された
民法900条4号ただし書の合憲性に関する判断に影響
を与える可能性もある。しかし一方で、女性差別撤廃
条約及び女性差別撤廃委員会の勧告についてはこれま
での同規定の合憲性に関する判例の補足意見及び反対
意見においても一度も参照されたことがなく、今後の
判例においても自由権規約及び子どもの権利条約のよ
うに参照されるかは不透明である。
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
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、
国籍法を改正するに至った。もともと、上記に検
討した人権条約からすれば、司法機関が立法機関
に先立って国際義務を果たしていくことが要請さ
れているが、他方、三権分立の具体的実現自体は
国内に任されている。その上で、日本は、国際的
に可能で場合によっては要請されている幅におい
て、このような仕方の解決策を選びつつあると思
われる。212

民法900条4号ただし書の改正作業が進まない中最
高裁大法廷に同規定の合憲性に関する事件が回付され
たことは、この問題についても違憲判決を受けた後で
立法府が法改正を行うことを予感させるものだと考え
られる 213。



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 135

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。
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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
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
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」
ために「慎重な検討が要請された」としている。山野目章夫＝

小山剛「民法学からの問題提起と憲法学からの応答」『法律時報』
81巻5号4頁、14頁（2009年）［小山剛執筆］。加えて小山教授は、
山野目教授との対談において、平成7年決定と国籍法違憲判決
との違憲審査の違いについて「相続は、民法だということに加え、
悪い言い方をすると、本人の努力とは無関係に、たなぼたで財
産を得るという面がある。他方、国籍は極めて重要な法的地位
であり、かつ、国籍法三条一項の定める要件は本人の努力では
いかんともしがたい。そこの違いが最高裁の目から見ると決定
的だったということでしょうか」と述べている。同論文17頁［小
山剛発言］。

 91 松田・前掲註63・123頁。
 92 東京地判平成17年3月3日判例集未登載（二宮・前掲註8・3-4
頁にその一部が掲載されている）。

 93 東京高判平成22年3月10日・前掲註8・223-224頁。「適用違憲
の可能性」については青柳教授が指摘していた。青柳幸一「嫡
出性の有無による法定相続分差別」高橋和之＝長谷部恭男＝
石川健治編『憲法判例百選Ⅰ［第5版］』64頁、65頁（有斐閣、
2007年）。

 94 芦部信喜『憲法学Ⅲ 人権各論（1）［増補版］』27-30頁（有斐閣、
2000年）。

 95 君塚正臣「民法九〇〇条四号但書前段（非嫡出子の相続分）の
合憲性」『民商法雑誌』141巻4・5号533頁、536頁（2010年）。

 96 芦部・前掲註94・30頁。
 97 芦部・前掲註94・30頁。
 98 辻村みよ子『憲法［第3版］』189-190頁（日本評論社、2008年）。
また、二宮周平「『非嫡出子』の相続分差別撤廃へ向けて（一）」
『立命館法学』223・224号581頁、587-589頁（1992年）も参照。

 99 青柳・前掲註93・64-65頁。
100 君塚・前掲註95・536頁。
101 君塚・前掲註95・536頁も参照。詳細な検討として、二宮・前
掲註98・589-608頁。

102 辻村・前掲註43・248頁（註は省略した）。
103 辻村・前掲註98・196頁。
104 太田裕之「民法900条4号ただし書と憲法14条」『平成21年度
重要判例解説（ジュリスト1398号）』12頁、13頁（2010年）。

105 太田・前掲註104・13頁及びそこで挙げられている諸文献を参照。
106 西希代子「嫡出子と非嫡出子」『法学教室』358号12頁、15頁（2010
年）。

107 野山宏「民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項」『最
高裁判所判例解説 民事編平成七年度（下）』633頁、662頁（法
曹会、1998年）なお、平成7年決定の評釈についても、違憲の
立場の反対意見を支持するものが多い。青柳・前掲註93・64頁。

108 本山敦「非嫡出子相続分差別の違憲性」『法学教室』276号85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）。

110 泉久雄＝野田愛子（編）『民法X〔相続〕』154-156頁（青林書院、
1995年）［岩井俊執筆］。なお、合憲説に対しては、例えば米
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
差別是認論における本気と浮気」米倉明『家族法の研究』260
頁（新青出版、1999年）［初出、1994年］、「非嫡出子相続分差
別是認論における本気と浮気（続）」米倉・前掲書・283頁［初
出、1995年］、「非嫡出子の法定相続分の平等化について―合憲
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説の論じ方を中心に―」米倉・前掲書・306頁［初出、1996年］。
棚村政行「嫡出子と非嫡出子の平等化」『ジュリスト』1336号
26頁、36頁（2007年）も参照。

111 水野・前掲註84・5頁。
112 水野・前掲註84・5頁。なお水野紀子「子どもの平等権―非
嫡出子問題を中心に―」『家族＜社会と法＞』155頁、169-173
頁（1994年）、大村敦志『家族法［第3版］』196-199頁（有斐
閣、2010年）も参照。また、水野教授の議論に対する批判として、
君塚・前掲註95・537頁。

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
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
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
大きいとはいえない」とする（同14頁）。詳しくは二宮周平「婚
外子の相続分差別は許されるのか（4・完）―相続分差別規定
の違憲性（その二）―」『戸籍時報』621号12頁、16-23頁（2007
年）を参照。渡邉康彦「非嫡出子の法定相続分差別―民法の立
場から」『速報判例解説』6号109頁、111-112頁（2010年）も
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
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
「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
すだけ」だとする見解もある。許末恵「『家族法改正』をめぐる
議論の課題」『法律時報』82巻4号4頁、8頁（2010年）。

114 石川健治＝大村敦志「最高裁判所民事判例研究」『法学協会雑誌』
114巻12号1533頁、1544頁（1997年）［石川健治執筆］。同評
釈を引用する松田・前掲註63・123頁も参照。

115 二宮・前掲註32・23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
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
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
題～」『立法と調査』306号61頁、61頁（2010年）。

120 衆議院ホームページ「第176回国会　議案の一覧」（平成22年
11月1日閲覧）、http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_
gian.htm、参議院ホームページ「議案情報」（平成22年11月
1 日 閲 覧 ）、http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/
gian/176/gian.htm.

 　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
計画を閣議決定し、その中で「具体的施策」として「夫婦や家
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、
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
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
男女共同参画基本計画』16頁（2010年）（2011年1月9日閲覧）、
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-26.pdf.

121 読売新聞平成22年7月10日1面。
122 本山・前掲註113・1頁。

123 本山・前掲註113・1頁。
124 読売新聞平成22年7月10日1面。
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
もの権利条約及び女性差別撤廃条約である。

 　なお、これら人権条約の批准に際して、条約と民法900条
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
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。
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
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
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
際、説明員は「これは、男女の差別ではなく、もっと違った観
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
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」
山下泰子『女性差別撤廃条約の展開』190頁、220頁（勁草書房、
2006年）［初出、1998年］。加えて、子どもの権利条約については、
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
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
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
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
社、1992年））。しかし、外務省による「児童の権利に関する条
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
され（『家庭裁判月報』46巻5号130頁（1994年）を参照）、加
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
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
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
権利に関する条約と民事法」『家庭裁判月報』46巻11号95頁、
98-99頁（1994年））。

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 AND JAPANESE 
LAW: THE IMPACT OF INTERNATIONAL LAW ON 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
由の条約に関する部分は同135-137頁を参照。加えて、1989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
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
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
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
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
て示すべきである」と述べていたが（HRC, General Comment 
No. 17: Article 24 （Rights of Child）, para.5, COMPILATION OF 
GENERAL COMMENTS AND GENERAL RECOMMENDATIONS ADOPTED BY 
HUMAN RIGHTS TREATY BODIES ［hereinafter, COMPILATION］ VOL. 
I, at 194, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 （Vol. I） （2008）.）、その
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
して、see SARAH JESEPH, JENNY SCHLTZ & MELISSA CASTASN, THE 
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CASES, 
MATERIALS AND COMMENTARY 632 （Oxford U.P., 2d ed., 2004）. 同
規約26条と婚外子について、see id. at 691. 
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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
「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
ないであろう」としつつも、「本条第2項の『父母の地位』に基
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
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
嫡出子の平等保護―［2条］」石川稔・森田明編『児童の権利条
約―その内容・課題と対応―』133頁、145頁（一粒社、1995
年）。しかし波多野教授は、第2項の「地位」は「父母が特定の
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
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
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
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
条解説児童の権利条約［改訂版］』25-26頁（有斐閣、2005年）。

129 寺谷・前掲註29・172頁及び179頁。
130 しかし、岩沢教授は一般的意見の影響を指摘する。IWASAWA, 

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）.
132 Id. para. 17.
133 東京高判平成6年11月30日・前掲註35・297-298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、
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
126・333-334頁。

136 最大決平成7年7月5日・前掲註4・1790-1796頁を参照。一方
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、
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
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
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
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。
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。
139 二宮・前掲註32・19頁。
140 CRC, 18th Sess., Concluding Observations of the CRC, para. 14, 

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。
144 最一小判平成12年1月27日・前掲註47・90頁。
145 同上91-92頁。
146 CESCR, 26th （extraordinary） Sess., Concluding Observations of 

the CESCR: Japan, para. 14, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.67 （2001）.

147 Id. para. 41.
148 最二小判平成15年3月28日・前掲註50・88頁。
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
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・
前掲註32・20頁。

150 最一小判平成15年3月31日・前掲註52・89頁。
151 同上89頁。
152 同上90頁。
153 Report of the CEDAW, 29th Sess., 58 U.N. GAOR Supp. （No. 

38）, paras. 371-72, U.N. Doc. A/58/38 （2003） ［hereinafter, 
Report of CEDAW2003］.

154 CRC, Concluding Observations: Japan, paras. 24-25, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.231 （2004）.

155 最一小判平成16年10月14日・前掲註59・181頁。
156 同上182頁。
157 同上182頁。
158 最一小判平成15年3月28日・前掲註50・90頁。
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
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
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。
同上89頁。

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』
318頁、318頁（尚学社、2010年）［初出、2008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
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
していない。

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・
報告―最高裁大法廷2008（平成20）年6月4日判決―」『国際人権』
20号81頁、84頁（2009年）、金・前掲註73・85頁。

164 〔鼎談〕・前掲註6・73頁［岩沢雄司発言］。高橋教授も、「本件
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
ない」とする。同73頁［高橋和之発言］。

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。

166 早川眞一郎「国籍法違憲判決」『国際人権』20号109頁、111頁
（2009年）。

167 今井直「国籍法違憲訴訟最高裁判決と国際人権法」『季刊教育法』
159号74頁、78頁（2008年）、立松美也子「婚外子と国際人権
法―国籍取得」『平成20年度重要判例解説（ジュリスト1376号）』
319頁、319-320頁（2009年）。
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