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Ⅰ.	 はじめに

法律はすべての人を平等に扱っていると宣言してい
るが、法律の規定にもかかわらず、現実問題として社
会における様々な原因による差別や抑圧があることは
認めざるを得ない。その中で重大な差別の一つである
と考えられているのが、「女性差別」である。「女性で
ある」ことを理由に受ける差別を撤廃し、認められな
い権利を獲得するために、歴史上数多くの女性が、女
性の権利のために闘ってきた。これらは参政権の獲得
をはじめ、財産権行使の認定、労働における差別撤廃
などの成果を上げた。さらに20世紀以降は、女性が
差別される原因はどこにあるか、それを法体系におい
ていかに説明するかについて、様々なフェミニズム理
論に基づいたフェミニスト法理論が展開された。しか
し、これまでのフェミニスト法理論は、「平等」につ
いて判断するときに、「誰に対する」不平等なのか、
不平等な状況をつくるシステムは何かという問いに、
十分に答えていなかった。また、憲法上の平等規定に
おける従来の議論では、女性の中の差異を反映するこ
とができなかった。
これらの問題に基づき、本論文では、個人のアイデ
ンティティの構成要素の一つである「ジェンダー」概
念を取り上げ、既存のフェミニスト法理論から一歩進
み、「ジェンダー法理論」の構築を試みた。なお、集
団としての女性と男性の平等ではなく、個人ひとりひ
とりが尊重される「ジェンダー平等」を実現するため
に、日本と韓国の憲法におけるその実現可能性を模索
する。従来の日本と韓国の憲法学における男女差別の
解消についての議論は、主に性別による差別を禁ずる
憲法上の条文を中心として展開してきたが、女性が

様々な状況において直面する差別を撤廃するためには
不十分であると思われる。それを克服するためには、
差別禁止を重視する「平等アプローチ」よりも、個人
の尊重を重視する「人権アプローチ」が有効であると
考える。そうすると、日本と韓国の憲法において「人
権アプローチ」の根拠となる条文を検討し、これまで
性別による差別が問題となった事象を「人権アプロー
チ」の観点から再検討する必要がある。そのため、
「人権アプローチ」の観点から、公私二元論の硬直性
と性別役割分業論を批判し、家族内におけるジェンダ
ー差別をなくすためには、個々の家族構成員の人権を
重視するアクセスが必要であって、それを家族法上の
テーマから検討する。

Ⅱ.	 ジェンダー法理論の構築

歴史上、男女差別は長い間にわたって存在してき
た。これに対し、フェミニズムは男女差別による女性
の不利益を指摘し、差別を撤廃するための努力を払っ
てきた。フェミニズムによる批判はこれまで、女性の
法的権利の獲得をはじめ女性の権利保障において重要
な成果を上げてきた。さらに、既存の法は中立性を標
榜しているが女性の権利を十分には保障してこなかっ
たというフェミニズムの観点に基づき、フェミニスト
法理論が登場した。フェミニスト法理論に分類される
諸学説は女性に対する差別解消と権利の確保という目
的は共通であったが、男性と女性の共通点と相違点を
いかに理解するか、法は差別解消のために何に注目す
べきかなどについて、多様な議論がなされている。
これまでのフェミニスト法理論の流れを検討してみ
ると、ⅰ）「等しいものを等しく」という形式的な平
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等を主張する平等待遇モデル、ⅱ）特別待遇男女の差
異を強調し、女性の特性について積極的な法的考慮を
求める特別待遇モデル、そしてⅲ）男／女の固定的な
枠を拒み、各人に与えられているコンテクストの可変
性に注目するポストモダン・フェミニスト方理論と分
類される。これらのモデルはいずれも、法における女
性差別を解消するための理論的根拠を提供していると
いえよう。フェミニズム法理論は、普遍的・抽象的な
人間を想定し、女性が「法」のカテゴリー内において
普遍的な「人間」として扱われていなかったことを批
判し、男性と女性の等しさを主張する平等理論から出
発した。続いて、女性の固有性を再評価しようとした
動きとして、女性固有の特性（とりわけ妊娠や出産を
中心として）を法の中でいかに捉えるべきかについて
の議論がなされた。さらにその後は、「女性」あるい
は「男性」というカテゴリーそのものが、一つの抑圧
の道具となりうるという理論が登場した。しかしこれ
らの理論の中で、ある一つの立場が最も適切なもので
あるとはいえない。むしろ現時点で必要なことは、こ
れらの多様な理論的立場を踏まえた上で、以後ジェン
ダーの視点からみた法理論を展開するにあたり、どの
ような議論を進めるべきかを考えることであろう。
ところで、女性に対する差別をいかに解消するかに
ついて考える際、議論の対象を女性が受ける差別を
「性別」によるものとするならば、男性と女性は「同
じであるか、同じではないか」に関する論争に帰着し
てしまうおそれがある。そして、同じであるかを判断
する基準は、すでに存在していた基準、すなわち権力
のある者の基準となる可能性が高い。さらには、本来
フェミニズムという思想と法体系をいかに結び付ける
かをめぐって適切な接点が必ずしも見つからないとい
う難しさが存在する。そもそもフェミニズムが女性の
みを対象としているのに対し、法とは基本的に（効力
が及ぼす範囲の）すべての人に適用されることを前提
とする。そのため、法を通してフェミニズムの目的を
達成するということに、フェミニスト法理論のジレン
マがある。
そこで、「ジェンダー」という概念を用いるジェン
ダー法理論が論じられている。ジェンダー法理論もフ
ェミニスト法理論と同様に、実際の問題から出発し、
実践的な論証に依存するものである。当事者の具体的
な経験からみて意識させる、ということがジェンダー
法理論における論証の原動力であろう。概念と条文に
基づいたものでなく、経験と現実から出発すること
が、ジェンダー法理論の最も大きな特徴であるといえ
る。
では、フェミニスト法理論とジェンダー法理論は、

どのような差異があるのか。フェミニスト法理論とジ

ェンダー法理論が混用されたり、意味上の分類が不明
確であったりする場合がある。本論文ではそれを踏ま
えた上で、フェミニスト法理論の問題意識を捉えつ
つ、抽象的かつ理性的な人間観から、実際の多様な背
景と経験を持つ人間観に立つ。社会には様々な形の差
別が存在しており、性差別と一言でいっても性別のみ
によるものでなく、力、資源、民族、宗教など様々な
要素によって個人の立場が決まり、常に変化している
ということを前提とする。こうした前提から、「ジェ
ンダー」の観点から法をみるというのは、生物学的、
社会・文化的に構築された性差、性そのもの、個々人
のアイデンティティの中で、「ジェンダー」が占める
割合を把握する作業を必要とする。そして「ジェンダ
ー法理論」とは、法が人間の生において、あるカテゴ
リーでは重要な役割を担うという前提の下に、法の中
に存在するジェンダーバイアスの実体を暴露し、ひい
ては個々人がジェンダーを含めた「自分のアイデンテ
ィティ」を持ち、「自分らしく」生きていける社会の
法システムを構築することを目指すものであるといえ
よう。
ジェンダー法理論は、確かにフェミニスト法理論の
観点を受容してはいるが、その対象を「グループとし
ての女性全体」とはしていない。ジェンダー視点は女
性の多様な立場を反映することができ、いわゆる「女
性問題」の領域で議論されなかったところまでその関
心を拡げ、新たな人権論として位置づけられるという
点が有益なのである。このような立場から、ジェンダ
ー法理論の用件として 1）法を批判的にみること、2）
政治的なエンパワーメントを考慮すること、3）対案
を示すこと、という三つを挙げた。これらの要素が相
互に結合し、ジェンダーに基づく差別を、法を通して
解決する方法を模索することが期待されよう。

Ⅲ.	 日韓憲法におけるジェンダー平
等の視点

ジェンダーを構成する要素の中で、最も基本的なも
のである「性別」において、日本と韓国の憲法、すな
わち、日本国憲法14条1項と大韓民国憲法11条1項
は「…性別…によって差別されない」ことを規定して
いる。日韓両国が特に性別を憲法条文の中に明文で規
定し、差別されないことを定めた理由としては、性別
は生来的に決る属性であって、自分の努力では変えら
れないものであることと、長い間女性が法的権利をは
じめ、社会における諸領域で差別されてきた歴史を考
慮したことが挙げられる。
それでは、「性別によって差別されない」というこ
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とは、何を意味するのか。日本と韓国の憲法学説や判
例は、この問いについて憲法上の平等の意味として議
論を展開してきた。日韓憲法上の平等とは、「機会の
平等」を保障し、「等しいものを等しき、等しくない
ものを等しくないように」取扱う「相対的平等」を意
味しているという見解が日本と韓国の憲法学説におけ
る多数説である。まず、形式的平等に関して、これは
「機会の平等」を意味すると解釈されることは一般で
ある。ところが、従来の機会の平等の観念では、長期
間継続されてきた差別構造の解消が不可能であるとい
う問題が提起された。そのため、各自の努力や能力に
よる差異は認めつつ、すべての人が少なくとも「同じ
スタート・ライン」に立てる条件を保障するという意
味として「実質的機会の平等」を保障していると思わ
れる。そうであるならば、女性や少数民族などを対象
とするポジティヴ・アクションは、その具体的な方法
や暫定的適用期間などを審査した上で憲法上の平等に
よって正当化できる。また、「相対的平等」をめぐっ
て、「等しいもの」と「等しくないもの」を判断する
基準は、違憲審査基準論として議論されてきた。性別
による差別のように憲法が特別に強調しているものに
ついては、日本の場合、原則的な基準である「合理性
の基準」ではなく、目的の正当性と目的と手段の関係
にもより厳格な関係を要する「厳格審査基準」に従う
ことが憲法学説の多数説となっている。一方、性別に
よる差別に関して、日本ではアメリカの判例理論を参
考として「中間審査基準」を適用することを主張する
見解もある。韓国の憲法学説では、近年、審査基準の
多元化について多様な議論はなされているが、性別に
よる差別が基本権に重大な侵害を起した場合は、基本
権制限の目的とその手段の間に緊密な関連性を必要と
すると理解されている。韓国憲法裁判所は性別のよう
に憲法上明示されていることについて「厳格審査基
準」に従って判断すべきと判断したこともあるが、ま
だ確立した立場はとっていない。今後とも判例の蓄積
などを通して理論化していくことが要求される。
一方、国際社会における女性の権利への意識は非常
に進み、日本と韓国もその影響を受け、それぞれ「男
女共同参画基本法」「女性発展基本法」を制定した。
これらの法律は、ポジティヴ・アクションの導入、国
や自治体の責務などを規定し、ジェンダーに関わる制
度、政策における基本的な指針を提供するものであ
る。
これまで述べた日本と韓国のジェンダー平等をめぐ
る学説や判例の議論の展開と立法上の成果について、
いくつかの問題が提起される。
第一に、そもそも「平等」の概念は、比較対象を必

要とするものであるため、何を比較基準とするかとい

う問題が生ずる。すなわち、性差別か否かを判断する
際に、この判断の基準設定に「ジェンダー」は考慮さ
れたか否か、単に男性と等しいか否かを判断すること
に過ぎないのではないかという問題である。
第二に、「等しさ」、「同一性」「差異」「差別」など

を判断する基準が明らかではないということである。
前述した違憲審判審査基準論や韓国の電話交換手判例
をみると、差別であるか否かは、判断者の価値観など
に依存することとなる。これまで判断者は権力関係の
優位を占める者が多く、果してマイノリティの観点を
考慮に入れることができるかについては、疑問があ
る。
第三に、憲法の平等条項による「平等アプローチ」

は、性別による差別を禁ずると定めているため、「男
性」「女性」というグループ間の差別として把握する
こととなる。だが、実際に人々は性別以外の要素によ
ってジェンダーアイデンティティを形成しており、ジ
ェンダー差別も場合によって様々である。
このような問題意識に基づき、性別のみでなく様々
な構成要素によるジェンダー平等のためには、これか
らも工夫が必要であろう。本論文におけるジェンダー
平等とは、単純に「性別」による差別をなくすことに
よって実現することではない。個々人が有するジェン
ダーアイデンティティの尊重を求めるためには、既存
の「平等アプローチ」では足りず、新たな観点が求め
られる。

Ⅳ.	 ジェンダー平等における「人権
アプローチ」

ジェンダー平等の実現のために、上記に論じた「平
等アプローチ」の限界を克服することがきる代案とし
て「人権アプローチ」を提示した。
「人権アプローチ」は、ジェンダー平等を個人の権
利保障の観点から解決を図るものである。「人権アプ
ローチ」の特徴は、第一に、「平等アプローチ」が女
性に対する差別、経済的弱者に対する差別において
「集団」に属する人を想定したのに対して、「人権アプ
ローチ」は、現実の社会における差異と多様性を有す
る「一人ひとりの個人」を想定する。これは、第一
に、近代自由思想が想定した「抽象的・理性的人間」
とは異なり、むしろ近代における人間の観点が、社会
の権力関係や不合理な差別に無関心であったことを批
判する立場である。第二に、「人権アプローチ」は、
ジェンダーの概念を可変的なものとして捉える。そし
てジェンダー差別とは性別による差別だけでなく、性
的指向、リプロダクティヴ・ライツ、性別役割分業な
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どによって、個人の権利が侵害されることを問題とす
る。第三に、「平等アプローチ」が平等に「取り扱わ
れる」ことを目指すものであれば、「人権アプローチ」
は能動的に権利を「行使する」ことまで含まれる。
では、「人権アプローチ」を憲法によって保障でき

るとするならば、何を根拠にするかが問題となる。本
論文では、「人権アプローチ」は個人の尊重と生命・
自由および幸福追求権を保障している日本国憲法13
条、そして人間としての尊厳と価値、幸福追求権を保
障している大韓民国憲法10条を根拠条文とした。日
韓憲法の同条文はそれぞれ学説の対立はあるが、本論
文では、同条文は「個人の尊重」「人間としての尊厳
と価値」が幸福追求権と密接な関係にある包括的基本
権として捉える。ここでいう包括的基本権とは、日本
国憲法13条と韓国憲法10条が、他の基本権に理念的
基礎を提供し、憲法に明文の条文がない場合に権利の
根拠規定となるということを意味する。それに基づ
き、ジェンダーに関わる自己決定権、ライフスタイル
に関する権利、プライバシー権（韓国の場合は憲法
17条に明文の規定がある）などが保障されることに
なる。なお、「平等アプローチ」のように、比較対象
に対する平等な取り扱いを求めるのでなく、差別を生
産／再生産する社会構造自体に権利侵害を理由として
問題を提起することができよう。
一方、国際社会においては、女性差別を撤廃するた
めに進めた女性政策が、むしろ女性を「マイナー」あ
るいは「特別な」枠組みに入れる結果となりうるとい
う認識から、新たなジェンダー平等戦略が始まった。
ジェンダー・メインストリーミング（Gender 
Mainstreaming）という戦略は、女性差別撤廃のため
に特別な制度や政策を作るものではなく、あらゆる法
制度・政策の制定・運用・評価のすべての段階に参画
を確保するものである。そのため、この戦略はいわゆ
る「一般」的な制度や政策にこれまでマイノリティに
属していた人々を参加させ、システム自体の変化を図
る。韓国では、ジェンダー・メインストリーミング戦
略に基づいたいくつかの制度が導入されたが、まだ既
存の女性政策との区別がはっきりと行われていないと
思われる。
「人権アプローチ」によって憲法上の個人の尊厳と
幸福追求権を用いてジェンダー平等を論じることは、
憲法構造の面から見ると、すべての個人の多様性を認
めた上でその人権を保障することによって、ジェンダ
ーアイデンティティも憲法上保障することができると
いうメリットがある。すなわち、その人権の保障が平
等に行われるべきであるという意味で、憲法上の差別
禁止理論が働くことが期待されるのである。個人の多
様なアイデンティティの保障が尊厳性保障の意味に含

まれるときに、ジェンダー平等の根拠として、日韓憲
法における個人の尊厳性や幸福追求権の保障は、その
価値があると思われる。

Ⅴ.	「人権アプローチ」からの「家族」
の再検討

「人権アプローチ」が想定している人間像は、現実
の社会を生きている多様な人々である。本論文は、家
族をそれぞれ人格が保障されている人間の集合体とみ
なし、家族内部における位階秩序や家族構成員の権利
侵害を「人権アプローチ」によって説明した。
家族の定義は様々であろうが、近代リベラリズムに
おける家族は、「私的領域」とみなされ、国家権力は
家族内で発生することについては、干渉しないことが
当然視された。しかしながら、国家が私的自治を保障
する家族の内部をみると、近代リベラリズムによって
市民権が与えられた「家長」を中心に位階秩序があ
り、家族内の差別や人権侵害は放置されたのである。
第二波フェミニズムは、「個人的なものは政治なもの
（Personal is Political）」というスローガンが示してい
るように、「家庭／非家庭」の領域を「私／公」のも
のと分離する公私二元論を批判し、両者は密接な関係
があると主張した。公私二元論に対する批判は第一
に、公的領域と私的領域がはっきりと区別され、相互
に干渉をしてはならないということに対するものであ
る。すなわち、「私的領域」であるとみなされている
家族も法律によってその範囲や家族としての権利や義
務は規定されているし、慣習や個々人の生活様式の変
化は法律の変化ももたらすということにかんがみる
と、公的領域と私的領域とはお互いに影響を及ぼして
いる。第二に、性別における本質論と結合した性別役
割分業の観念に対するものである。男女の役割を分離
して、女性が主に家事や育児などの無償労働に従事す
ることとなり、経済的に男性に従属され、家族内で女
性は劣等な地位におかれているということである。第
三に、近代リベラリズムが想定した「個人」に女性は
含まれていなかったということに対するものである。
このような批判は現在の日本や韓国社会における家
族にも示唆するところが多いと思われる。そうである
ならば、上記に提示した「人権アプローチ」からは、
どのような家族像が導かれるのか。「人権アプローチ」
は「個人」に焦点をあわせる立場であるため、フェミ
ニズムからの批判を、家族内における「個人の権利侵
害」として捉える。そして、家族を共同体の観点より
は、多様性を有するひとりひとりの個人の集合体とみ
て、家族構成員のひとりひとりが尊重されることを目
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指す。なお、「人権アプローチ」は個人が選択するラ
イフスタイルを尊重し、多様化する家族形態に柔軟な
対応ができる。
そうすると、日本と韓国の憲法において、「人権ア
プローチ」に基づいた家族を認める根拠はあるのか、
ということが問題となる。まず日本国憲法をみると、
24条で夫婦間、婚姻や家族生活における個人の尊厳
と両性の平等を規定している。現在の通説はこれを憲
法14条の平等条項を家族関係において適用されるも
のとして理解している。だが、本論文では24条の文
言が個人の尊厳と両性の本質的平等となっているこ
と、そして両性を平等に取扱うためには、個人の尊厳
がその前提となることから、24条は13条の個人の尊
重と14条の平等原則ないし平等権の特別な規定とし
ての性格を有すると解釈した。一方、韓国憲法36条1
項は、婚姻と家族生活における個人の尊厳と両性の平
等を規定している。36条1項について、韓国の憲法学
の多数説と憲法裁判所は、同条が制度的保障と権利保
障の両面的性格をもち、権利としては韓国憲法11条
の平等権の特別規定であるとする。制度的保障に対し
ては憲法が制度として保障する家族とは何を意味して
いるかが不明確であること、そして日本の憲法学説と
同様に、同条が個人の尊厳と両性の平等を基礎とする
ことからすれば、韓国憲法36条1項も、人間として
の尊厳を定める10条と平等を規定している11条の特
別規定であると考えられる。上記に論じたように、日
本国憲法13条と韓国憲法10条は、「人権アプローチ」
の根拠条文であるため、家族の領域においても「人権
アプローチ」は日本憲法24条と韓国憲法36条1項に
よって、憲法上の根拠づけられるといえよう。
では、これまで日本と韓国の家族法において「人権
アプローチ」がいかに適用されてきたのか。日本にお
いては、民法733条の「女性のみ6ヶ月間の再婚禁止
規定」と民法750条の「夫婦同姓原則」について検討
を行った。再婚禁止期間は、民法上の嫡出推定期間と
の関係などからみても6ヶ月という期間が長すぎるこ
となどから、女性の婚姻の自由を侵害するという観点
から議論されることが多かったが、当該女性と婚姻す
る人の婚姻の自由の側面、再婚禁止期間による事実婚
の増加など、多様な角度から見る必要がある。そし
て、民法750条の「夫婦同姓原則」は、条文の文言で
は「夫または妻」の氏といい、中立的な規定とみられ
るが、実際にはほとんどの女性が夫の氏に変更するこ
と、また夫婦の氏はそもそも統一する必要があるかと
いう問題提起があった。同条は形式的には男女平等の
条文であるが、実質的には「家の代表」が男性の夫／
父であることを示している。なお、夫婦の一方は必ず
氏を変更することは、憲法13条に基づいて認められ

る「氏名権」の侵害であると主張した。
一方、韓国においては、2005年憲法裁判所から違

憲判決が下された戸主制と父姓承継原則について述べ
た。戸主制は戸主承継順位が男性優位になっているこ
となど、男女差別の面から違憲の疑いが問われたが、
より根本的な問題は、家族構成員を強制的に戸主を中
心とした「家」に位置づけることから、家族生活にお
ける個人の自由意思が侵害されることであろう。ま
た、父姓承継原則における問題に関して、憲法裁判所
の多数意見は父の氏を原則的に従うことは問題でな
く、ただ例外的な場合の範囲が狭すぎることによっ
て、基本権を侵害する余地があると述べた。しかし問
題は、父の氏に原則的に「強制」することであり、こ
れは個人の尊厳と両性の平等に関わるものである。
以上の例からみると、これまで男女差別として論じ
られた問題が、性別による差別だけでなく、基底には
個人の尊厳、個人の権利の問題に関わる問題ではない
かを考える必要があることが明らかになった。「人権
アプローチ」を用いて、家族をめぐる問題を考察する
ことは、家族構成員ひとりひとりの人権を重視するこ
とでその意義があると考える。

Ⅵ.	 おわりに

本論文は、フェミニスト法理論が女性差別を撤廃す
るために、意義のある議論を展開してきたが、女性が
置かれている多様な状況を反映するためには、既存の
男女差別理論を越えて、「ジェンダー法理論」が必要
であると論じた。そして、日本と韓国の憲法上の議論
を中心として、性別による差別を禁ずる条文のほか
に、個人の尊重を明示している日本国憲法13条と大
韓民国憲法10条も単なる憲法上の基本原理ではなく、
平等原則とともにジェンダー平等の根拠条文として位
置づけられるべきであると主張した。ここでいう個人
とは、多様性をもつ現実世界に存在している個人であ
り、個人の尊重及び差別禁止の両条文からジェンダー
平等が保障されると考えた。このような観点から、日
本と韓国の憲法がともに婚姻と家族生活における個人
の尊厳と両性の本質的な平等について定めていること
を注目した。そして、その条文が問題となる例とし
て、日本民法の夫婦同姓原則および韓国（改正前）民
法の父姓承継原則の違憲性と改正方向について論じ
た。
これまで男女差別の観点から認識されてきた諸問題
を、個々人の人権侵害の問題として捉えなおすことに
よって、差別の実態と構造自体の問題、そして解決方
向が新たに考えられる。このことから「人権アプロー



日本と韓国の憲法におけるジェンダー平等の実現 053

チ」は、ジェンダー平等の実現において、平等を論じ
る以前のより根本的な「権利」という前提を扱う観点
であるといえる。法はあくまでも個々人の行動様式を
一般化して規定しなければならないという限界がある
ため、差異と多様性を有する個々人のすべての観点を
反映することはできない。しかし、硬直したカテゴリ
ーや集団の序列化を、「人権アプローチ」を通して批
判し、個々人のジェンダー・アイデンティティの形
成、そしてジェンダーによって差別されない権利は、
やはり生きている規範としての憲法によって保障され
るべきであろう。




