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【司会】山本 真由美（両性の平等に関する委員会委員）
Ⅰ １８：００ 開会挨拶
金澄 道子 （日弁連両性の平等に関する委員会副委員長）

Ⅱ １８：０５ 基調報告
落合 恵子氏（作家，株式会社クレヨンハウス代表取締役）

Ⅲ １８：４５ パネルディスカッション
【パネリスト】
大崎 麻子氏（関西学院大学総合政策学部客員教授）
荻上 チキ氏（評論家，シノドス編集長）
駒崎 弘樹氏（認定非営利活動法人フローレンス代表理事）
【コーディネーター】
道 あゆみ （日弁連両性の平等に関する委員会委員長）

Ⅳ １９：５５ 閉会挨拶
海老原 夕美（日弁連副会長）
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基調講演者・パネリスト略歴

落合 恵子（おちあい けいこ）
作家。株式会社クレヨンハウス代表取締役。
1945 年、栃木県宇都宮市に生まれる。
明治大学英米文学科卒業後、1967 年、株式会社文化放送にアナウンサー
として入社。1971 年には「こんばんは、落合恵子です」がスタート。ゆ
ったりと静かに語りかけるその話術と優しさで、
幅広い年齢層から人気を
得る。1974 年に退職し、作家活動に入る。
執筆活動だけでなく、子どもの本の専門店「クレヨンハウス」と女性の本の専門店「ミズ・クレ
ヨンハウス」を主宰。子どもから文化と教育を考える『月刊クーヨン』の発行人でもある。
1992 年には、東京・大阪のクレヨンハウスに、自然食・有機栽培農産物・無添加食品の店「野菜
市場」と、オーガニックレストラン「広場」を開設。
日本で初めて女性の側から性暴力を告発した小説「ザ・レイプ」を発表する。
家族の問題、社会的な問題、教育問題、環境問題などを、ただ単に批判するだけでなく、誰にと
っても、わかりやすく考えられる「社会に共通な問題」にしていくことに努め、小説の形で表現
し続ける。また、人権問題に取り組んでいる海外の作家やジャーナリストとの交流も多く、女性
問題や子どもの人権問題を世界に共通したテーマとしての視点で講演している。
「安全なものはお
いしい」というテーマで「食」の問題にも取り組んでいる。

大崎 麻子（おおさき あさこ）
関西学院大学総合政策学部客員教授。
ＮＧＯ法人 Gender Action Platform アドボカシー担当。
公益財団法人プラン・ジャパン理事。
上智大学比較文化学部卒業。
コロンビア大学国際公共政策大学院修士課程
修了（国際関係修士：国際人権問題専攻）
。1997 年に国連開発計画(ＵＮ
ＤＰ)ニューヨーク本部資金渉外局に入局。その後、開発政策局にて、Ｕ
ＮＤＰ/日本ＷＩＤ（開発と女性）基金のマネージメントを担当し、世界
各地でジェンダー平等と女性のエンパワーメントに資するプロジェクトに携わる。ＵＮＤＰの重
点分野である貧困削減、民主的ガバナンス、危機予防と復興、環境の各分野において、政策面と
事業面でのジェンダー主流化に従事し、国連会議にも多数出席した。
2005 年より、フリーの専門家として国際機関、開発援助機関、研究機関などで、政策評価・提
言、研修、開発教育などを行っている。国連ＰＫＯ派遣要員や途上国の行政官・実務家のための
ジェンダー研修も多数担当。2011 年にシンクタンク型ＮＧＯ法人 Gender Action Platform を立ち
上げ、ジェンダー平等に関するグローバル・スタンダード（国際基準）を日本国内で推進する活
動に従事。また、ＮＧＯ法人オックスファム・ジャパンのジェンダーアドバイザーとして、東日
本大震災の復興支援にも取り組んでいる。
著書に『女の子のための幸福論 もっと輝く、明日からの生き方』
（講談社）
。
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共著に『ミレニアム開発目標 世界から貧しさをなくす８つの方法』
（第三章 ジェンダー平等と
女性のエンパワーメントを進めよう）
（合同出版）
、
『ジェンダー白書５：女性と経済』
（ジェンダ
ー予算：人間開発とジェンダー平等達成のための政策的手段）ムーブ叢書。

荻上 チキ（おぎうえ ちき）
評論家。シノドス編集長。
1981年生まれ。評論家・編集者。著書に『ネットいじめ』（ＰＨＰ新書）、
『社会的な身体』（講談社現代新書）、『いじめの直し方』（共著、朝日
新聞出版）、『ダメ情報の見分け方』（共著、生活人新書）、『セックス
メディア30年史』（ちくま新書）、『検証 東日本大震災の流言・デマ』
（光文社新書）、編著に『日本を変える「知」』『経済成長って何で必要
なんだろう？』『日本思想という病』（以上、光文社 ＳＹＮＯＤＯＳ Ｒ
ＥＡＤＩＮＧＳ）、『日本経済復活一番かんたんな方法』（光文社新書）など。

駒崎 弘樹（こまざき ひろき）
認定ＮＰＯ法人フローレンス代表理事。
1979年生まれ。1999年慶應義塾大学総合政策学部入学。
同大卒業後「地域の力によって病児保育問題を解決し、育児と仕事を両立
するのが当然の社会をつくれまいか」と考え、フローレンスをスタート。
日本初の「共済型・訪問型」の病児保育サービスとして展開。現在、東京
23区を中心とした首都圏にて働く家庭をサポートしている。
また2010年から待機児童問題の解決のため、空き住戸を使った「おうち保
育園」を展開。政府の待機児童対策政策に採用される。
2010年１月より6月まで内閣府非常勤国家公務員（政策調査員）、2010年6月より厚生労働省「イク
メンプロジェクト」推進委員に任命（2013年6月座長に就任）、2010年10月よりＮＨＫ中央審議会
委員に任命。2010年12月より内閣府「新しい公共」専門調査会推進委員に、2011年2月より内閣官
房「社会保障改革に関する集中検討会議」委員に任命。2013年4月に内閣府「子ども・子育て会議」
委員に就任。
2012年9月、一般財団法人日本病児保育協会設立、理事長就任。同年11月、ＮＰＯ法人全国小規模
保育協議会設立、理事長就任。
2007年7月、ニューズウィーク「世界を変える社会起業家100人」にノミネート、2008年3月、「ハ
ーバードビジネススクール クラブオブジャパン アントレプレナーオブザイヤー2008」にノミネ
ート。2013年4月、日本経済新聞社「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」大賞を受賞。
著書に『「社会を変える」を仕事にする 社会起業家という生き方』(英治出版)、『働き方革命』
（ちくま新書）、『社会を変えるお金の使い方』（英治出版）等。
一男一女の父であり、子どもの誕生時にはそれぞれ2か月の育児休暇を取得。
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女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 （国連女性差別撤廃条約）

子どもの権利条約





に提出することが求められている。

我が国はこれまでに 6 回報告書を提出しており、2009 年 8 月に女子差別撤廃委員会より出された第 6 回報告に対する最終見解において、第 7・８回報告書を 2014 年 7 月まで

４．我が国の条約実施状況報告

1985 年 6 月 24 日第 102 回通常国会において本件条約締結を承認、1985 年 6 月 25 日批准。

1980 年 7 月 17 日署名（デンマークで開催された国連婦人の十年中間世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名）

３．我が国の署名・批准

対する暴力の根絶に関する施策をはじめとする様々な措置が取られてきた。締約国数 187 か国（2013 年 10 月現在）

ける条約実施状況報告を提出することとされており、これらの報告に関する女子差別撤廃委員会による審査を踏まえて、国内で政策・方針決定過程への女性の参画や女性に

採択され、1981 年に発効した。日本が 1985 年に本条約を批准した際には、男女雇用機会均等法の法制定等の措置が取られた。また、条約に基づき、定期的に国連に国内にお

の他のあらゆる分野における女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置をとること等が規定されている。本条約は、1979 年の第 34 回国連総会において

「女子差別撤廃条約」は、男女の平等や女性に対する差別の撤廃に関する基本的かつ包括的な条約であり、条約の締約国は、政治的、経済的、社会的、文化的意、市民的そ

２．条約の概要

１．正式名称 女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約 （Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women）

（以下、内閣府男女共同参画局ＨＰより抜粋）

【女性差別撤廃条約について】

国際人権規約 （自由権規約、社会権規約）



【人権に関する国際規約】

と並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができる

世界人権宣言 （1948 年）： 差別は容認することができないものであるという原則、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であるこ

国際連合憲章 （1945 年）： 基本的人権、人間の尊厳及び価値ならびに男女の権利の平等

【普遍的価値とは？】

「家族法はなぜひつよう？
料
～生きやすい社会をつくるために～」

2014.2.13 シンポジウム
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及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。

（2009 年）

2009 年 9 月 30 日、最高裁判所第二小法廷決定は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の 2 分の１と定めた民法第 900 条第 4

する日本政府コメント（2009 年）

まれていると考えるとの補足意見を述べている。

当該規定は少なくとも現時点においては違憲の疑いが極めて強いものであるとし、立法府が当該規定を改正することが強く望

判官は、当該決定は違憲であるとの反対意見を述べている。さらに、同決定の多数意見を構成した 3 人中 1 人の裁判官は、

号の規定は法の下の平等を定める憲法 14 条 1 項に違反するものではないとした。しかし、同決定において、4 人中 1 人の裁

嫡出でない子の相続分に関する民法の規定についての最高裁判所の決定について

第 6 回女子差別撤廃委員会の最終見解に対

体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。

委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法

さらに、嫡出でない子と母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。

ること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。

パラ 18 委員会は、男女共に婚姻年齢を 18 歳に設定すること、女性のみに課せられている 6 か月の再婚禁止期間を廃止す

を持って留意する。

有する。委員会は、締約国が、差別的法規定の撤廃が進んでいないことを説明するために世論調査を用いていることに懸念

更に、委員会は、戸籍制度及び相続に関する規定によって嫡出でない子が依然として差別を受けていることについて懸念を

パラ 17 委員会は、前回の最終見解における韓国にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、

第６回女子差別撤廃委員会の最終見解

国連女性差別撤廃委員会への条約実施状況報告と審査の流れ
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婚姻年齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入及び女性の再婚禁止期間の短縮等を内容とする民法及び戸籍法の改正

については、政府内及び国民の間に様々な意見があるため、前回の報告後も法律案を提出するには至っていない。

摘事項への各府省における対応状況（2013

年）

嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の 2 分の 1 とする民法（明治 29 年法律第 89 号）の規定が違憲であるとの最高裁判

所の決定（平成 25 年 9 月 4 日）を受けて、先般、国会に提出された民法の一部を改正する法律案は、意見判断が下された同

規定を改正する内容になっている。本年 9 月に女子差別撤廃委員会から上記規定への対応を含む民法改正に係る勧告が履

取組及び同委員会に対する次期定期報告を

準備する際に留意すべき事項について(2013

年)

世論調査を用いていることについて懸念が表明されていることに留意すべきである。

について、引き続き法案の提出に向けて努力する必要がある。その際、最終見解の中で、我が国の本件取組の説明に関し、

度の導入及び再婚禁止期間の短縮に係る民法改正及び出生届の記載事項に係る戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）の改正

行されていないとの評価を受けていることを踏まえれば、今般の措置にとどまらず、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制

男女共同参画会議監視専門調査会

女子差別撤廃委員会の見解への対応に係る

いりたい。

との判断は出されなかったことから、上記改正と同時に改正することは見送られたところであるが、今後、引き続き検討してま

なお、嫡出子又は嫡出子でない子の別を出生届の記載事項としている戸籍法の規定については、最高裁判所において違憲

上、違憲とされた部分を削除する民法改正案を国会に提出した。

子の相続分を嫡出子の相続分の 2 分の 1 とする部分は違憲であると判断した。これを受けて、同年 11 月 12 日、閣議決定の

嫡出子と嫡出でない子の相続分の同等化に関し、平成 25 年 9 月 4 日、最高裁判所大法廷は、民法の規定のうち嫡出でない

法務省

女子差別撤廃委員会の最終見解における指

国際婦人年以降の国内外の動き
国連の動き
国際婦人年（目標：平等、発展、平和）
国際婦人年世界会議（メキシコシティ）
「世界行動計画」採択

日本の動き
1975（昭和50）年
1977（昭和52）年
国連婦人の十年

国連第34 回総会「女子差別撤廃条約」採択
「国連婦人の十年」中間年世界会議（コペンハーゲン）
「国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択

婦人問題企画推進本部設置
婦人問題企画推進会議開催
「国内行動計画」策定
「国立女性教育会館」設置

1979（昭和54）年
1980（昭和55）年
1981（昭和56）年 「国内行動計画後期重点目標」策定

「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議「婦人の地位向上の
ためのナイロビ将来戦略」採択

「国籍法」の改正
1985（昭和60）年 「男女雇用機会均等法」の公布
「女子差別撤廃条約」批准
1986（昭和61）年
1987（昭和62）年

国連婦人の地位委員会拡大会期
国連経済社会理事会「婦人の地位向上のためのナイロビ将来
戦略に関する第１回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択

「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」策定

1990（平成 2）年
1991（平成 3）年
1994（平成 6）年

第４回世界女性会議−平等、開発、平和のための行動（北京） 1995（平成 7）年
「北京宣言及び行動綱領」採択

国連特別総会「女性 2000 年会議」
（ニューヨーク）

婦人問題企画推進本部拡充：構成を全省庁に拡大
婦人問題企画推進有識者会議開催

「育児休業法」の公布
男女共同参画室・男女共同参画審議会（政令）
・男女共同参画推進本部設置
「育児休業法」の改正（介護休業制度の法制化）

1996（平成 8）年

男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）発足
「男女共同参画 2000 年プラン」策定

1997（平成 9）年

男女共同参画審議会設置（法律）
「男女雇用機会均等法」改正
「介護保険法」公布

1999（平成11）年

「男女共同参画社会基本法」公布、施行
「食料・農業・農村基本法」公布、施行

2000（平成12）年

「男女共同参画基本計画」閣議決定

2001（平成13）年

男女共同参画会議設置
男女共同参画局設置
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行
第１回男女共同参画週間
「仕事と子育ての両立支援策の方針について」閣議決定

2002（平成14）年

アフガニスタンの女性支援に関する懇談会開催

2003（平成15）年

「女性のチャレンジ支援策の推進について」男女共同参画推進本部決定
「少子化社会対策基本法」公布、施行
女子差別撤廃条約実施状況第４回・５回報告審議
「次世代育成支援対策推進法」公布、施行

2004（平成16）年

「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」男女共同参画推進本部決定
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正

2005（平成17）年

「男女共同参画基本計画（第２次）
」閣議決定
「女性の再チャレンジ支援プラン」策定

2006（平成18）年

「国の審議会等における女性委員の登用の促進について」男女共同参画推進本部決定
「男女雇用機会均等法」改正
東アジア男女共同参画担当大臣会合開催
「女性の再チャレンジ支援プラン」改定

2007（平成19）年

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」改正
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略とりまとめ
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定

2008（平成20）年

「女性の参画加速プログラム」男女共同参画推進本部決定
女子差別撤廃条約実施状況第 6 回報告提出

2009（平成21）年

男女共同参画シンボルマーク決定
「育児・介護休業法」改正
女子差別撤廃条約実施状況第６回報告審議

国連「北京＋15」記念会合（ニューヨーク）

2010（平成22）年

APEC 第 15 回女性リーダーズネットワーク（WLN）会合
第８回男女共同参画担当者ネットワーク（GFPN）会合
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」改定
「第３次男女共同参画基本計画」閣議決定

UN Women 正式発足

2011（平成23）年

第56回国連婦人の地位委員会「自然災害における
ジェンダー平等と女性のエンパワ―メント」決議案採択

2012（平成24）年

「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」策定

2013（平成25）年

若者・女性活躍推進フォーラムの開催、提言
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正（平成26年1月施行）

国連「北京＋10」閣僚級会合（ニューヨーク）

出典：内閣府男女共同参画局作成パンフレット
6
「ひとりひとりが幸せな社会のために 男女共同参画社会の実現をめざして 平成２５年度版」
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2014.2.13 シンポジウム

資

「家族法はなぜひつよう？
料
～生きやすい社会をつくるために～」

平成２４年（ク）第９８４号，第９８５号

2

遺産分割審判に対する抗告棄却決定

に対する特別抗告事件
平成２５年９月４日

大法廷決定

主

文

原決定を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理

由

抗告人Ｙ１ の抗告理由第１及び抗告人Ｙ２ の代理人小田原昌行，同鹿田昌，同柳
生由紀子の抗告理由３(2)について
１

事案の概要等

本件は，平成１３年７月▲▲日に死亡したＡの遺産につき，Ａの嫡出である子
（その代襲相続人を含む。）である相手方らが，Ａの嫡出でない子である抗告人ら
に対し，遺産の分割の審判を申し立てた事件である。
原審は，民法９００条４号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子
の相続分の２分の１とする部分（以下，この部分を「本件規定」という。）は憲法
１４条１項に違反しないと判断し，本件規定を適用して算出された相手方ら及び抗
告人らの法定相続分を前提に，Ａの遺産の分割をすべきものとした。
論旨は，本件規定は憲法１４条１項に違反し無効であるというものである。
２

憲法１４条１項適合性の判断基準について

憲法１４条１項は，法の下の平等を定めており，この規定が，事柄の性質に応じ
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のも
の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（最高裁昭和３７
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年（オ）第１４７２号同３９年５月２７日大法廷判決・民集１８巻４号６７６頁，
最高裁昭和４５年（あ）第１３１０号同４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３
号２６５頁等）。
相続制度は，被相続人の財産を誰に，どのように承継させるかを定めるものであ
るが，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
なども考慮されなければならない。さらに，現在の相続制度は，家族というものを
どのように考えるかということと密接に関係しているのであって，その国における
婚姻ないし親子関係に対する規律，国民の意識等を離れてこれを定めることはでき
ない。これらを総合的に考慮した上で，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委ねられているものというべきである。この事件で問われて
いるのは，このようにして定められた相続制度全体のうち，本件規定により嫡出子
と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が，合理的理由のない差別
的取扱いに当たるか否かということであり，立法府に与えられた上記のような裁量
権を考慮しても，そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合に
は，当該区別は，憲法１４条１項に違反するものと解するのが相当である。
３
(1)

本件規定の憲法１４条１項適合性について
憲法２４条１項は，「婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が同

等の権利を有することを基本として，相互の協力により，維持されなければならな
い。」と定め，同条２項は，「配偶者の選択，財産権，相続，住居の選定，離婚並
びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の
本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と定めている。これを受け
て，民法７３９条１項は，「婚姻は，戸籍法（中略）の定めるところにより届け出
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ることによって，その効力を生ずる。」と定め，いわゆる事実婚主義を排して法律
婚主義を採用している。一方，相続制度については，昭和２２年法律第２２２号に
よる民法の一部改正（以下「昭和２２年民法改正」という。）により，「家」制度
を支えてきた家督相続が廃止され，配偶者及び子が相続人となることを基本とする
現在の相続制度が導入されたが，家族の死亡によって開始する遺産相続に関し嫡出
でない子の法定相続分を嫡出子のそれの２分の１とする規定（昭和２２年民法改正
前の民法１００４条ただし書）は，本件規定として現行民法にも引き継がれた。
(2)

最高裁平成３年（ク）第１４３号同７年７月５日大法廷決定・民集４９巻

７号１７８９頁（以下「平成７年大法廷決定」という。）は，本件規定を含む法定
相続分の定めが，法定相続分のとおりに相続が行われなければならないことを定め
たものではなく，遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能
する規定であることをも考慮事情とした上，前記２と同旨の判断基準の下で，嫡出
でない子の法定相続分を嫡出子のそれの２分の１と定めた本件規定につき，「民法
が法律婚主義を採用している以上，法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を
優遇してこれを定めるが，他方，非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護
を図ったものである」とし，その定めが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のであって，憲法１４条１項に反するものと
はいえないと判断した。
しかし，法律婚主義の下においても，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどの
ように定めるかということについては，前記２で説示した事柄を総合的に考慮して
決せられるべきものであり，また，これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあ
るから，その定めの合理性については，個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に
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照らして不断に検討され，吟味されなければならない。
(3)

前記２で説示した事柄のうち重要と思われる事実について，昭和２２年民

法改正以降の変遷等の概要をみると，次のとおりである。
ア

昭和２２年民法改正の経緯をみると，その背景には，「家」制度を支えてき

た家督相続は廃止されたものの，相続財産は嫡出の子孫に承継させたいとする気風
や，法律婚を正当な婚姻とし，これを尊重し，保護する反面，法律婚以外の男女関
係，あるいはその中で生まれた子に対する差別的な国民の意識が作用していたこと
がうかがわれる。また，この改正法案の国会審議においては，本件規定の憲法１４
条１項適合性の根拠として，嫡出でない子には相続分を認めないなど嫡出子と嫡出
でない子の相続分に差異を設けていた当時の諸外国の立法例の存在が繰り返し挙げ
られており，現行民法に本件規定を設けるに当たり，上記諸外国の立法例が影響を
与えていたことが認められる。
しかし，昭和２２年民法改正以降，我が国においては，社会，経済状況の変動に
伴い，婚姻や家族の実態が変化し，その在り方に対する国民の意識の変化も指摘さ
れている。すなわち，地域や職業の種類によって差異のあるところであるが，要約
すれば，戦後の経済の急速な発展の中で，職業生活を支える最小単位として，夫婦
と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに，高齢化の進
展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり，子孫の生活手段としての意
義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じた。昭和５５年法律第５
１号による民法の一部改正により配偶者の法定相続分が引き上げられるなどしたの
は，このような変化を受けたものである。さらに，昭和５０年代前半頃までは減少
傾向にあった嫡出でない子の出生数は，その後現在に至るまで増加傾向が続いてい
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るほか，平成期に入った後においては，いわゆる晩婚化，非婚化，少子化が進み，
これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加して
いるとともに，離婚件数，特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増
加するなどしている。これらのことから，婚姻，家族の形態が著しく多様化してお
り，これに伴い，婚姻，家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んで
いることが指摘されている。
イ

前記アのとおり本件規定の立法に影響を与えた諸外国の状況も，大きく変化

してきている。すなわち，諸外国，特に欧米諸国においては，かつては，宗教上の
理由から嫡出でない子に対する差別の意識が強く，昭和２２年民法改正当時は，多
くの国が嫡出でない子の相続分を制限する傾向にあり，そのことが本件規定の立法
に影響を与えたところである。しかし，１９６０年代後半（昭和４０年代前半）以
降，これらの国の多くで，子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平
等化が進み，相続に関する差別を廃止する立法がされ，平成７年大法廷決定時点で
この差別が残されていた主要国のうち，ドイツにおいては１９９８年（平成１０
年）の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により，フランスにおいては
２００１年（平成１３年） の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規
定の現代化に関する法律」により，嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別が
それぞれ撤廃されるに至っている。現在，我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相
続分に差異を設けている国は，欧米諸国にはなく，世界的にも限られた状況にあ
る。
ウ

我が国は，昭和５４年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（昭和

５４年条約第７号）を，平成６年に「児童の権利に関する条約」（平成６年条約第
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２号）をそれぞれ批准した。これらの条約には，児童が出生によっていかなる差別
も受けない旨の規定が設けられている。また，国際連合の関連組織として，前者の
条約に基づき自由権規約委員会が，後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置さ
れており，これらの委員会は，上記各条約の履行状況等につき，締約国に対し，意
見の表明，勧告等をすることができるものとされている。
我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については，平成５年に
自由権規約委員会が，包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告し，
その後，上記各委員会が，具体的に本件規定を含む国籍，戸籍及び相続における差
別的規定を問題にして，懸念の表明，法改正の勧告等を繰り返してきた。最近で
も，平成２２年に，児童の権利委員会が，本件規定の存在を懸念する旨の見解を改
めて示している。
エ

前記イ及びウのような世界的な状況の推移の中で，我が国における嫡出子と

嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた。すなわち，住民票における世
帯主との続柄の記載をめぐり，昭和６３年に訴訟が提起され，その控訴審係属中で
ある平成６年に，住民基本台帳事務処理要領の一部改正（平成６年１２月１５日自
治振第２３３号）が行われ，世帯主の子は，嫡出子であるか嫡出でない子であるか
を区別することなく，一律に「子」と記載することとされた。また，戸籍における
嫡出でない子の父母との続柄欄の記載をめぐっても，平成１１年に訴訟が提起さ
れ，その第１審判決言渡し後である平成１６年に，戸籍法施行規則の一部改正（平
成１６年法務省令第７６号）が行われ，嫡出子と同様に「長男（長女）」等と記載
することとされ，既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄欄の記載
も，通達（平成１６年１１月１日付け法務省民一第３００８号民事局長通達）によ
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り，当該記載を申出により上記のとおり更正することとされた。さらに，最高裁平
成１８年（行ツ）第１３５号同２０年６月４日大法廷判決・民集６２巻６号１３６
７頁は，嫡出でない子の日本国籍の取得につき嫡出子と異なる取扱いを定めた国籍
法３条１項の規定（平成２０年法律第８８号による改正前のもの）が遅くとも平成
１５年当時において憲法１４条１項に違反していた旨を判示し，同判決を契機とす
る国籍法の上記改正に際しては，同年以前に日本国籍取得の届出をした嫡出でない
子も日本国籍を取得し得ることとされた。
オ

嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等なものにすべきではないかとの問

題についても，かなり早くから意識されており，昭和５４年に法務省民事局参事官
室により法制審議会民法部会身分法小委員会の審議に基づくものとして公表された
「相続に関する民法改正要綱試案」において，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分
を平等とする旨の案が示された。また，平成６年に同じく上記小委員会の審議に基
づくものとして公表された「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」及びこれを更
に検討した上で平成８年に法制審議会が法務大臣に答申した「民法の一部を改正す
る法律案要綱」において，両者の法定相続分を平等とする旨が明記された。さら
に，平成２２年にも国会への提出を目指して上記要綱と同旨の法律案が政府により
準備された。もっとも，いずれも国会提出には至っていない。
カ

前記ウの各委員会から懸念の表明，法改正の勧告等がされた点について同エ

のとおり改正が行われた結果，我が国でも，嫡出子と嫡出でない子の差別的取扱い
はおおむね解消されてきたが，本件規定の改正は現在においても実現されていな
い。その理由について考察すれば，欧米諸国の多くでは，全出生数に占める嫡出で
ない子の割合が著しく高く，中には５０％以上に達している国もあるのとは対照的
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に，我が国においては，嫡出でない子の出生数が年々増加する傾向にあるとはい
え，平成２３年でも２万３０００人余，上記割合としては約２．２％にすぎない
し，婚姻届を提出するかどうかの判断が第１子の妊娠と深く結び付いているとみら
れるなど，全体として嫡出でない子とすることを避けようとする傾向があること，
換言すれば，家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも，法律婚を尊重す
る意識は幅広く浸透しているとみられることが，上記理由の一つではないかと思わ
れる。
しかし，嫡出でない子の法定相続分を嫡出子のそれの２分の１とする本件規定の
合理性は，前記２及び(2)で説示したとおり，種々の要素を総合考慮し，個人の尊
厳と法の下の平等を定める憲法に照らし，嫡出でない子の権利が不当に侵害されて
いるか否かという観点から判断されるべき法的問題であり，法律婚を尊重する意識
が幅広く浸透しているということや，嫡出でない子の出生数の多寡，諸外国と比較
した出生割合の大小は，上記法的問題の結論に直ちに結び付くものとはいえない。
キ

当裁判所は，平成７年大法廷決定以来，結論としては本件規定を合憲とする

判断を示してきたものであるが，平成７年大法廷決定において既に，嫡出でない子
の立場を重視すべきであるとして５名の裁判官が反対意見を述べたほかに，婚姻，
親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化，更には国際的環境の変化を
指摘して，昭和２２年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べ
られ，その後の小法廷判決及び小法廷決定においても，同旨の個別意見が繰り返し
述べられてきた（最高裁平成１１年（オ）第１４５３号同１２年１月２７日第一小
法廷判決・裁判集民事１９６号２５１頁，最高裁平成１４年（オ）第１６３０号同
１５年３月２８日第二小法廷判決・裁判集民事２０９号３４７頁，最高裁平成１４
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年（オ）第１９６３号同１５年３月３１日第一小法廷判決・裁判集民事２０９号３
９７頁，最高裁平成１６年（オ）第９９２号同年１０月１４日第一小法廷判決・裁
判集民事２１５号２５３頁，最高裁平成２０年（ク）第１１９３号同２１年９月３
０日第二小法廷決定・裁判集民事２３１号７５３頁等）。特に，前掲最高裁平成１
５年３月３１日第一小法廷判決以降の当審判例は，その補足意見の内容を考慮すれ
ば，本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
ク

前記キの当審判例の補足意見の中には，本件規定の変更は，相続，婚姻，親

子関係等の関連規定との整合性や親族・相続制度全般に目配りした総合的な判断が
必要であり，また，上記変更の効力発生時期ないし適用範囲の設定も慎重に行うべ
きであるとした上，これらのことは国会の立法作用により適切に行い得る事柄であ
る旨を述べ，あるいは，速やかな立法措置を期待する旨を述べるものもある。
これらの補足意見が付されたのは，前記オで説示したように，昭和５４年以降間
けつ的に本件規定の見直しの動きがあり，平成７年大法廷決定の前後においても法
律案要綱が作成される状況にあったことなどが大きく影響したものとみることもで
きるが，いずれにしても，親族・相続制度のうちどのような事項が嫡出でない子の
法定相続分の差別の見直しと関連するのかということは必ずしも明らかではなく，
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とする内容を含む前記オの要綱及び法律
案においても，上記法定相続分の平等化につき，配偶者相続分の変更その他の関連
する親族・相続制度の改正を行うものとはされていない。そうすると，関連規定と
の整合性を検討することの必要性は，本件規定を当然に維持する理由とはならない
というべきであって，上記補足意見も，裁判において本件規定を違憲と判断するこ
とができないとする趣旨をいうものとは解されない。また，裁判において本件規定
- 9 -

23 / 48

を違憲と判断しても法的安定性の確保との調和を図り得ることは，後記４で説示す
るとおりである。
なお，前記(2)のとおり，平成７年大法廷決定においては，本件規定を含む法定
相続分の定めが遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能す
る規定であることをも考慮事情としている。しかし，本件規定の補充性からすれ
ば，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とすることも何ら不合理ではないと
いえる上，遺言によっても侵害し得ない遺留分については本件規定は明確な法律上
の差別というべきであるとともに，本件規定の存在自体がその出生時から嫡出でな
い子に対する差別意識を生じさせかねないことをも考慮すれば，本件規定が上記の
ように補充的に機能する規定であることは，その合理性判断において重要性を有し
ないというべきである。
(4)

本件規定の合理性に関連する以上のような種々の事柄の変遷等は，その中

のいずれか一つを捉えて，本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定
的な理由とし得るものではない。しかし，昭和２２年民法改正時から現在に至るま
での間の社会の動向，我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の
変化，諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置
された委員会からの指摘，嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化，更
にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば，家
族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか
であるといえる。そして，法律婚という制度自体は我が国に定着しているとして
も，上記のような認識の変化に伴い，上記制度の下で父母が婚姻関係になかったと
いう，子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に
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不利益を及ぼすことは許されず，子を個人として尊重し，その権利を保障すべきで
あるという考えが確立されてきているものということができる。
以上を総合すれば，遅くともＡの相続が開始した平成１３年７月当時において
は，立法府の裁量権を考慮しても，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する
合理的な根拠は失われていたというべきである。
したがって，本件規定は，遅くとも平成１３年７月当時において，憲法１４条１
項に違反していたものというべきである。
４

先例としての事実上の拘束性について

本決定は，本件規定が遅くとも平成１３年７月当時において憲法１４条１項に違
反していたと判断するものであり，平成７年大法廷決定並びに前記３(3)キの小法
廷判決及び小法廷決定が，それより前に相続が開始した事件についてその相続開始
時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。
他方，憲法に違反する法律は原則として無効であり，その法律に基づいてされた
行為の効力も否定されるべきものであることからすると，本件規定は，本決定によ
り遅くとも平成１３年７月当時において憲法１４条１項に違反していたと判断され
る以上，本決定の先例としての事実上の拘束性により，上記当時以降は無効である
こととなり，また，本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されるこ
とになろう。しかしながら，本件規定は，国民生活や身分関係の基本法である民法
の一部を構成し，相続という日常的な現象を規律する規定であって，平成１３年７
月から既に約１２年もの期間が経過していることからすると，その間に，本件規定
の合憲性を前提として，多くの遺産の分割が行われ，更にそれを基に新たな権利関
係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け，本
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決定の違憲判断は，長期にわたる社会状況の変化に照らし，本件規定がその合理性
を失ったことを理由として，その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするもの
である。それにもかかわらず，本決定の違憲判断が，先例としての事実上の拘束性
という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し，いわば解決済みの事案に
も効果が及ぶとすることは，著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は
法に内在する普遍的な要請であり，当裁判所の違憲判断も，その先例としての事実
上の拘束性を限定し，法的安定性の確保との調和を図ることが求められているとい
わなければならず，このことは，裁判において本件規定を違憲と判断することの適
否という点からも問題となり得るところといえる（前記３(3)ク参照）。
以上の観点からすると，既に関係者間において裁判，合意等により確定的なもの
となったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが，関係者間
の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば，本決定により違憲無効
とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当で
あるといえる。そして，相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割さ
れる可分債権又は可分債務については，債務者から支払を受け，又は債権者に弁済
をするに当たり，法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるか
ら，相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたもの
として法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく，その後の関係
者間での裁判の終局，明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用す
る必要がない状態となったといえる場合に初めて，法律関係が確定的なものとなっ
たとみるのが相当である。
したがって，本決定の違憲判断は，Ａの相続の開始時から本決定までの間に開始
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された他の相続につき，本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁
判，遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響
を及ぼすものではないと解するのが相当である。
５

結論

以上によれば，平成１３年７月▲▲日に開始したＡの相続に関しては，本件規定
は，憲法１４条１項に違反し無効でありこれを適用することはできないというべき
である。これに反する原審の前記判断は，同項の解釈を誤るものであって是認する
ことができない。論旨は理由があり，その余の論旨について判断するまでもなく原
決定は破棄を免れない。そして，更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻
すこととする。
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官金築誠
志，同千葉勝美，同岡部喜代子の各補足意見がある。
裁判官金築誠志の補足意見は，次のとおりである。
法廷意見のうち本決定の先例としての事実上の拘束性に関する判示は，これまで
の当審の判例にはなかったもので，将来にわたり一般的意義を有し，種々議論があ
り得ると思われるので，私の理解するところを述べておくこととしたい。
本決定のような考え方が，いかにして可能であるのか。この問題を検討するに当
たっては，我が国の違憲審査制度において確立した原則である，いわゆる付随的違
憲審査制と違憲判断に関する個別的効力説を前提とすべきであろう。
付随的違憲審査制は，当該具体的事案の解決に必要な限りにおいて法令の憲法適
合性判断を行うものであるところ，本件の相続で問題とされているのは，同相続の
開始時に実体的な効力を生じさせている法定相続分の規定であるから，その審査
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は，同相続が開始した時を基準として行うべきである。本決定も，本件の相続が開
始した当時を基準として，本件規定の憲法適合性を判断している。
また，個別的効力説では，違憲判断は当該事件限りのものであって，最高裁判所
の違憲判断といえども，違憲とされた規定を一般的に無効とする効力がないから，
立法により当該規定が削除ないし改正されない限り，他の事件を担当する裁判所
は，当該規定の存在を前提として，改めて憲法判断をしなければならない。個別的
効力説における違憲判断は，他の事件に対しては，先例としての事実上の拘束性し
か有しないのである。とはいえ，遅くとも本件の相続開始当時には本件規定は憲法
１４条１項に違反するに至っていた旨の判断が最高裁判所においてされた以上，法
の平等な適用という観点からは，それ以降の相続開始に係る他の事件を担当する裁
判所は，同判断に従って本件規定を違憲と判断するのが相当であることになる。そ
の意味において，本決定の違憲判断の効果は，遡及するのが原則である。
しかし，先例としての事実上の拘束性は，同種の事件に同一の解決を与えること
により，法の公平・平等な適用という要求に応えるものであるから，憲法１４条１
項の平等原則が合理的な理由による例外を認めるのと同様に，合理的な理由に基づ
く例外が許されてよい。また，先例としての事実上の拘束性は，同種の事件に同一
の解決を与えることによって，法的安定性の実現を図るものでもあるところ，拘束
性を認めることが，かえって法的安定性を害するときは，その役割を後退させるべ
きであろう。本決定の違憲判断により，既に行われた遺産分割等の効力が影響を受
けるものとすることが，著しく法的安定性を害することについては，法廷意見の説
示するとおりであるが，特に，従来の最高裁判例が合憲としてきた法令について違
憲判断を行うという本件のような場合にあっては，従来の判例に依拠して行われて
- 14 -

28 / 48

きた行為の効力を否定することは，法的安定性を害する程度が更に大きい。
遡及効を制限できるか否かは，裁判所による法の解釈が，正しい法の発見にとど
まるのか，法の創造的機能を持つのかという問題に関連するところが大きいとの見
解がある。確かに，当該事件を離れて，特定の法解釈の適用範囲を決定する行為
は，立法に類するところがあるといわなければならない。裁判所による法解釈は正
しい法の発見にとどまると考えれば，遡及効の制限についても否定的な見解に傾く
ことになろう。そもそも，他の事件に対する法適用の在り方について判示すること
の当否を問題にする向きもあるかもしれない。
しかし，本決定のこの点に関する判示は，予測される混乱を回避する方途を示す
ことなく本件規定を違憲と判断することは相当でないという見地からなされたもの
と解されるのであって，違憲判断と密接に関連しているものであるから，単なる傍
論と評価すべきではない。また，裁判所による法解釈は正しい法の発見にとどまる
という考え方については，法解釈の実態としては，事柄により程度・態様に違いは
あっても，通常，何ほどかの法創造的な側面を伴うことは避け難いと考えられるの
であって，裁判所による法解釈の在り方を上記のように限定することは，相当とは
思われない。コモン・ローの伝統を受け継ぐ米国においても，判例の不遡及的変更
を認めている。
また，判例の不遡及的変更は，憲法判断の場合に限られる問題ではないが，法令
の規定に関する憲法判断の変更において，法的安定性の確保の要請が，より深刻か
つ広範な問題として現出することは，既に述べたとおりである。法令の違憲審査に
ついては，その影響の大きさに鑑み，法令を合憲的に限定解釈するなど，謙抑的な
手法がとられることがあるが，遡及効の制限をするのは，違憲判断の及ぶ範囲を限
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定しようというものであるから，違憲審査権の謙抑的な行使と見ることも可能であ
ろう。
いずれにしても，違憲判断は個別的効力しか有しないのであるから，その判断の
遡及効に関する判示を含めて，先例としての事実上の拘束性を持つ判断として，他
の裁判所等により尊重され，従われることによって効果を持つものである。その意
味でも，立法とは異なるのであるが，実際上も，今後どのような形で関連する紛争
が生ずるかは予測しきれないところがあり，本決定は，違憲判断の効果の及ばない
場合について，網羅的に判示しているわけでもない。各裁判所は，本決定の判示を
指針としつつも，違憲判断の要否等も含めて，事案の妥当な解決のために適切な判
断を行っていく必要があるものと考える。
裁判官千葉勝美の補足意見は，次のとおりである。
私は，法廷意見における本件の違憲判断の遡及効に係る判示と違憲審査権との関
係について，若干の所見を補足しておきたい。
１

法廷意見は，本件規定につき，遅くとも本件の相続が発生した当時において

違憲であり，それ以降は無効であるとしたが，本決定の違憲判断の先例としての事
実上の拘束性の点については，法的安定性を害することのないよう，既に解決した
形となっているものには及ばないとして，その効果の及ぶ範囲を一定程度に制限す
る判示（以下「本件遡及効の判示」という。）をしている。
この判示については，我が国の最高裁判所による違憲審査権の行使が，いわゆる
付随的審査制を採用し，違憲判断の効力については個別的効力説とするのが一般的
な理解である以上，本件の違憲判断についての遡及効の有無，範囲等を，それが先
例としての事実上の拘束性という形であったとしても，対象となる事件の処理とは
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離れて，他の同種事件の今後の処理の在り方に関わるものとしてあらかじめ示すこ
とになる点で異例ともいえるものである。しかし，これは，法令を違憲無効とする
ことは通常はそれを前提に築き上げられてきた多くの法律関係等を覆滅させる危険
を生じさせるため，そのような法的安定性を大きく阻害する事態を避けるための措
置であって，この点の配慮を要する事件において，最高裁判所が法令を違憲無効と
判断する際には，基本的には常に必要不可欠な説示というべきものである。その意
味 で ， 本 件 遡 及 効 の 判 示 は ， い わ ゆ る 傍 論 （ obiter dictum ） で は な く ， 判 旨
（ratio decidendi）として扱うべきものである。
２

次に，違憲無効とされた法令について立法により廃止措置を行う際には，廃

止を定める改正法の施行時期や経過措置について，法的安定性を覆すことの弊害等
を考慮して，改正法の附則の規定によって必要な手当を行うことが想定されるとこ
ろであるが，本件遡及効の判示は，この作用（立法による改正法の附則による手
当）と酷似しており，司法作用として可能かどうか，あるいは適当かどうかが問題
とされるおそれがないわけではない。
憲法が最高裁判所に付与した違憲審査権は，法令をも対象にするため，それが違
憲無効との判断がされると，個別的効力説を前提にしたとしても，先例としての事
実上の拘束性が広く及ぶことになるため，そのままでは法的安定性を損なう事態が
生ずることは当然に予想されるところである。そのことから考えると，このような
事態を避けるため，違憲判断の遡及効の有無，時期，範囲等を一定程度制限すると
いう権能，すなわち，立法が改正法の附則でその施行時期等を定めるのに類した作
用も，違憲審査権の制度の一部として当初から予定されているはずであり，本件遡
及効の判示は，最高裁判所の違憲審査権の行使に性質上内在する，あるいはこれに
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付随する権能ないし制度を支える原理，作用の一部であって，憲法は，これを違憲
審査権行使の司法作用としてあらかじめ承認しているものと考えるべきである。
裁判官岡部喜代子の補足意見は，次のとおりである。
本件の事案に鑑み，本件規定の憲法適合性の問題と我が国における法律婚を尊重
する意識との関係について，若干補足する。
１

平成７年大法廷決定は，民法が法律婚主義を採用した結果婚姻から出生した

嫡出子と嫡出でない子の区別が生じ，親子関係の成立などにつき異なった規律がさ
れてもやむを得ないと述べる。親子の成立要件について，妻が婚姻中に懐胎した子
については何らの手続なくして出生と同時にその夫が父である嫡出子と法律上推定
されるのであり（民法７７２条），この点で，認知により父子関係が成立する嫡出
でない子と異なるところ，その区別は婚姻関係に根拠を置くものであって合理性を
有するといえる。しかし，相続分の定めは親子関係の効果の問題であるところ，婚
姻関係から出生した嫡出子を嫡出でない子より優遇すべきであるとの結論は，上記
親子関係の成立要件における区別に根拠があるというような意味で論理的に当然で
あると説明できるものではない。
婚姻の尊重とは嫡出子を含む婚姻共同体の尊重であり，その尊重は当然に相続分
における尊重を意味するとの見解も存在する。しかし，法廷意見が説示するとお
り，相続制度は様々な事柄を総合考慮して定められるものであり，それらの事柄は
時代と共に変遷するものである以上，仮に民法が婚姻について上記のような見解を
採用し，本件規定もその一つの表れであるとしても，相続における婚姻共同体の尊
重を，被相続人の嫡出でない子との関係で嫡出子の相続分を優遇することによって
貫くことが憲法上許容されるか否かについては，不断に検討されなければならない
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ことである。
２

夫婦及びその間の子を含む婚姻共同体の保護という考え方の実質上の根拠と

して，婚姻期間中に婚姻当事者が得た財産は実質的には婚姻共同体の財産であって
本来その中に在る嫡出子に承継されていくべきものであるという見解が存在する。
確かに，夫婦は婚姻共同体を維持するために働き，婚姻共同体を維持するために協
力するのであり（夫婦については法的な協力扶助義務がある。），その協力は長期
にわたる不断の努力を必要とするものといえる。社会的事実としても，多くの場
合，夫婦は互いに，生計を維持するために働き，家事を負担し，親戚付き合いや近
所付き合いを行うほか様々な雑事をこなし，あるいは，長期間の肉体的，経済的負
担を伴う育児を行い，高齢となった親その他の親族の面倒を見ることになる場合も
ある。嫡出子はこの夫婦の協力により扶養され養育されて成長し，そして子自身も
夫婦間の協力と性質・程度は異なるものの事実上これらに協力するのが通常であろ
う。
これが，基本的に我が国の一つの家族像として考えられてきたものであり，こう
した家族像を基盤として，法律婚を尊重する意識が広く共有されてきたものという
ことができるであろう。平成７年大法廷決定が対象とした相続の開始時点である昭
和６３年当時においては，上記のような家族像が広く浸透し，本件規定の合理性を
支えていたものと思われるが，現在においても，上記のような家族像はなお一定程
度浸透しているものと思われ，そのような状況の下において，婚姻共同体の構成員
が，そこに属さない嫡出でない子の相続分を上記構成員である嫡出子と同等とする
ことに否定的な感情を抱くことも，理解できるところである。
しかし，今日種々の理由によって上記のような家族像に変化が生じていることは
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法廷意見の指摘するとおりである。同時に，嫡出でない子は，生まれながらにして
選択の余地がなく上記のような婚姻共同体の一員となることができない。もちろ
ん，法律婚の形をとらないという両親の意思によって，実態は婚姻共同体とは異な
らないが嫡出子となり得ないという場合もないではないが，多くの場合は，婚姻共
同体に参加したくてもできず，婚姻共同体維持のために努力したくてもできないと
いう地位に生まれながらにして置かれるというのが実態であろう。そして，法廷意
見が述べる昭和２２年民法改正以後の国内外の事情の変化は，子を個人として尊重
すべきであるとの考えを確立させ，婚姻共同体の保護自体には十分理由があるとし
ても，そのために婚姻共同体のみを当然かつ一般的に婚姻外共同体よりも優遇する
ことの合理性，ないし，婚姻共同体の保護を理由としてその構成員である嫡出子の
相続分を非構成員である嫡出でない子の相続分よりも優遇することの合理性を減少
せしめてきたものといえる。
こうした観点からすると，全体として法律婚を尊重する意識が広く浸透している
からといって，嫡出子と嫡出でない子の相続分に差別を設けることはもはや相当で
はないというべきである。
(裁 判 長 裁 判 官
金築誠志

裁判官

岡部喜代子
小貫芳信

竹崎博允

千葉勝美

裁判官

裁判官

裁判官

櫻井龍子

裁判官

裁判官

横田尤孝

大谷剛彦

裁判官

大橋正春

鬼丸かおる

裁判官

木内道祥)

裁判官
裁判官

竹内行夫
白木

裁判官

勇

裁判官

山浦善樹

裁判官
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「家族法はなぜひつよう？
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～生きやすい社会をつくるために～」

3

婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受け
て家族法における差別的規定の改正を求める会長声明
本日，最高裁判所大法廷は，嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の２分
の１とする民法第９００条第４号ただし書前段（以下「本件規定」という。）に
つき，「本件規定の合理性については，個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に
照らし，嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断さ
れるべき法的問題であり」，「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとして
も」，本件規定が設けられた１９４７年の民法改正以降，我が国においては，婚姻や
家族の実態が著しく変化，多様化する中で，
「婚姻，家族の在り方に対する国民の意
識」も変化し，
「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されて
きたことは明らかであ」り，このような認識の変化に伴い，
「父母が婚姻関係になか
ったという，子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてそ
の子に不利益を及ぼすことは許されず，子を個人として尊重し，その権利を保障す
べきであるという考え方が確立されてきているものということができ」，「立法府の
裁量権を考慮しても，嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的根拠は
失われて」いるとして，憲法第１４条第１項に違反して無効であると判示し，本
件規定が合憲であるとの最高裁大法廷１９９５年７月５日決定を変更した。今回
の決定は，当連合会の多年にわたる主張と合致するものであり，極めて妥当なも
のと高く評価する。
これまで，国連の自由権規約委員会，女性差別撤廃委員会，子どもの権利委員
会及び社会権規約委員会は，日本政府に対して，本件規定についての懸念を表明
し，本件規定を廃止することを繰り返し求めてきた。婚外子と婚内子の平等化を
図り差別を撤廃することは国際的潮流であり，相続分につき制限を設けていたド
イツ，フランスにおいても既に相続における平等が実現しており，東アジア諸国
においても婚外子の相続分についての差別はない。
自由権規約，女性差別撤廃条約，子どもの権利条約及び社会権規約を批准して
いる日本政府は，これらの条約に沿うよう国内法を整備する義務がある。国は，
速やかに，本件規定を改正（削除）し，婚外子と婚内子の相続分についての平等
化を実現すべきである。なお，「嫡出でない子」ないし「非嫡出子」という用語
は差別的であるとして，子どもの権利委員会から用語の廃止についても勧告され
ている（第２回日本政府の報告に対する２００４年２月２６日付け子どもの権利
委員会の最終見解）。改正に当たっては，差別的な用語をも改めるべきである。
ところで，日本政府は，自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会から，上記
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婚外子差別のほか，選択的夫婦別姓を認めていないこと，女性のみに６か月の再
婚禁止期間を定めていること，婚姻適齢について男女の差を設けていることにつ
いて，繰り返し懸念を表明され，民法改正のために早急な対策を講じるよう要請
されてきている。しかし，これらに関する民法規定もいまだ改正されていない。
当連合会は，国に対し，婚外子の差別的な法定相続分を定める本件規定の改正
と併せて，夫婦同姓しか認めない民法第７５０条，再婚禁止期間を定める民法第
７３３条，婚姻年齢に男女の差を設ける民法第７３１条など家族法における差別
的規定を，速やかに改正することを強く求める。
２０１３年（平成２５年）９月４日
日本弁護士連合会
会長

山

岸

憲

司
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4

婚外子の法定相続分についての民法改正に関する会長声明
本年９月４日，最高裁判所大法廷は，婚外子の法定相続分を婚内子の２分の１と
する民法第９００条第４号ただし書（以下「本件規定」という。）につき，法の下
の平等を定める憲法第１４条第１項に違反して無効であると決定した。
それを受け，本年１２月５日，本件規定を削除する旨の「民法の一部を改正する
法律案」が参議院本会議において可決，成立し，婚外子の法定相続分についての差
別が解消されることとなった。この改正の実現は，最高裁判所の違憲判断に従った
当然のものとはいえ，当連合会が長年にわたって求めてきたものであり，歓迎する。
ところで，上記民法改正に関連して，出生届の際に嫡出か否かの記載を義務付け
る戸籍法第４９条第２項第１号も削除する旨の「戸籍法の一部を改正する法律案」
が議員立法案として参議院に提出された。しかし，同法案は，参議院本会議におい
て１１７対１１８のわずか一票差で否決され，成立に至らなかった。この記載条項
は，婚内子と婚外子の間で相続分等に差が設けられていることから，これを区別し
て記載することに一定の合理性があると説明されてきたものである。したがって，
今般，その前提となる法定相続分についての民法改正がなされる以上，同条項も改
正されるべきであり，当連合会も，婚外子の相続分を差別することについて合理性
はなく，戸籍法第４９条第２項第１号についても改正すべきであると述べてきたと
ころである。戸籍法改正が見送られたことは極めて遺憾である。
さらに，民法には，夫婦同姓しか認めず選択的夫婦別姓を認めていない民法第７
５０条，女性のみに６か月の再婚禁止期間を定めている民法第７３３条，婚姻適齢
に男女の差を設けている民法第７３１条など，いまだ差別的規定が残されている。
これらについて，日本政府は，国連の自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会か
ら，繰り返し懸念を表明され，民法の差別的規定の改正のために早急な対策を講じ
るよう要請されてきているところである。
当連合会は，国に対し，上記のとおり，戸籍法第４９条第２項第１号の改正を求
めるとともに，民法第７５０条，同法７３３条，同法第７３１条などの差別的規定
を速やかに改正することを強く求める。
２０１３年（平成２５年）１２月６日
日本弁護士連合会
会長

山

岸

憲

司
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最高裁判所の婚外子相続分規定の合・違憲性についての判断
合 憲

違 憲

１９９５．７．５

合憲 １０名

違憲 ５名

大法廷決定

●規定が合憲であることを一層徹底

・憲法が個人の尊重を唱え、法の下の平等を定めながら、

・相続分について差等を生ずることがあるのは、法律婚主義の

非嫡出子の精神的成長に悪影響を及ぼす差別的処遇を助

論理的帰結ともいうべき側面をもつ

長、本件規定を存続させることは、余りにも大きい矛盾であ

（可部恒雄裁判官補足意見）

る

●法廷意見の結論に同調しつつもその問題点を指摘

（尾崎行信裁判官の追加意見）

・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（としながら）本件規定が、その立法理由と
の関連において、著しく不合理であるとまで断定できない
（大西勝也裁判官補足意見、園部逸夫裁判官同調）
・国会における立法作業によるべきである
（千種秀夫、河合伸一両裁判官補足意見）
２０００．１．２７

合憲 ４名

第一小法廷判決

・明確な適用基準時を決めて法改正を行うことが最も望ましい

違憲 １名

２００３．３．２８

合憲 ３名

９５年決定の反対意見を引用

（藤井正雄裁判官補足意見）

（遠藤光男裁判官反対意見）
違憲 ２名

第二小法廷判決

９５年決定の反対意見、尾崎行信裁判官追加反対意見と
同旨、さらに補足
（梶谷玄裁判官、滝井繁男裁判官反対意見）

２００３．３．３１

合憲 ３名

違憲 ２名

第一小法廷判決

・極めて違憲の疑いが濃い。立法府の裁量の問題として看過し

・法律婚の尊重・保護という立法目的の枠を超えたもので

得ない非合理的規定

あり、差別の合理的理由は認められない。違憲立法審査
（島田仁郎裁判官補足意見）

権の行使が制約されると考えるのは相当でない
（深澤武久裁判官反対意見）
・立法作用による解決が望ましい。少数グループは代表を
得ることが困難な立場にあり、司法による救済が求められ
ている

２００４．１０．１４

合憲 ３名

第一小法廷判決

上 同

（泉徳治裁判官反対意見）

違憲 ２名
（島田仁郎裁判官補足意見）

上 同

（泉徳治裁判官反対意見）

・できる限り早い時期に法律の改正によって救済すべきで
あるが、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

（才口千晴裁判官反対意見）

２００９．９．３０

合憲 ３名

違憲 １名

第二小法廷決定

・最高裁が特定の日を基準として違憲無効とした場合は、本件

・大法廷決定当時は法制審議会における審理が行われ改

基準日（H12.6.30）において違憲ではないとするものであって、

正が見込まれていた。答申以来十数年が経過したが法改

基準日以降の社会情勢の変動等により違憲の状態に至った可

正は行われておらず、もはや立法を待つことは許されな

能性を否定するものではない。立法府が改正することが強く望

い時期に至っている

まれている

（竹内行夫裁判官補足意見）

２０１３．９．４

違憲 １４名（全員一致）

大法廷決定

①遅くとも平成 13 年 7 月当時において、憲法 14 条 1 項に違反していた

（今井功裁判官反対意見）

決定理由骨子

②本決定の違憲判断は、確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない
（①、②につき補足意見）
・各裁判所は、本決定の判示を指針としつつも、違憲判断の要否等も含めて、事案の妥当な解決のために適切な判断を行っ
ていく必要がある

（金築誠志裁判官補足意見）

・本件遡及効の判示は，最高裁判所の違憲審査権制度の一部であって、憲法は、これを司法作用としてあらかじめ承認して
いるものと考えるべき

（千葉勝美裁判官補足意見）

・全体として法律婚を尊重する意識が広く浸透しているからといって、嫡出子と嫡出でない子の相続分に差別を設けることは
もはや相当ではない

（岡部喜代子裁判官補足意見）

（出典）坂本洋子「最高裁が婚外子差別規定に違憲判断―国会は速やかに法改正を！」『時の法令』1938 号（朝陽会 2013 年）
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◆民法の一部を改正する法律案（議員立法）
衆 議 院
参 議 院
140 回 通常国会

1997 年 3 月 13 日提出（坂上富男君外 4 名)
6 月 11 日提案理由説明・質疑、6 月 13 日参
考人質疑～廃案

142 回 通常国会

1998 年 6 月 8 日提出(枝野幸男君外 8 名)

1997 年 6 月 5 日発議（(照屋寛徳君外 4 名)～廃案
1997 年 6 月 6 日発議(山﨑順子君外 3 名)～廃案

～継続
143 回 臨時国会

継続

144 回 臨時国会

継続

145 回 通常国会

継続～廃案

146 回 臨時国会

1999 年 12 月 10 日提出(北村哲男君外 8 名)
～継続

147 回 通常国会

2000 年 6 月 2 日解散により廃案

150 回 臨時国会

1999 年 12 月 10 日発議(千葉景子君外 9 名)
12 月 15 日提案理由説明～廃案
2000 年 1 月 20 日発議(千葉景子君外 9 名)
3 月 14 日提案理由説明、5 月 25 日質疑～廃案
2000 年 10 月 31 日発議(千葉景子君外 10 名)～廃案

151 回 通常国会

2001 年 5 月 8 日提出(枝野幸男君外 7 名)、
6 月 20 日提出（漆原良夫君外 2 名）～2 案と
も継続

152 回 臨時国会

2 案とも継続

153 回 臨時国会

2 案とも継続

2001 年 11 月 13 日発議(千葉景子君外 9 名)～継続

154 回 通常国会

2 案とも継続

2002 年 7 月 23 日提案理由説明～廃案

155 回 臨時国会

2 案とも継続

156 回 通常国会
157 回 臨時国会
159 回 通常国会

2003 年 7 月 18 日一般質疑で夫婦別姓の参

2001 年 5 月 10 日発議(千葉景子君外 10 名)
6 月 14 日提案理由説明～廃案

2003 年 5 月 27 日発議(千葉景子君外 9 名)～廃案

考人質疑、2 案とも継続
2003 年 10 月 10 日解散により廃案
2004 年 5 月 14 日提出（枝野幸男君外 6 名）

2004 年 5 月 14 日発議(千葉景子君外 9 名）～廃案

～継続

160 回 臨時国会

継続

161 回 臨時国会

継続

162 回 通常国会

2005 年 8 月 8 日解散により廃案

2005 年 3 月 30 日発義(千葉景子君外 7 名）～廃案

164 回 通常国会

2006 年 6 月 8 日提出（枝野幸男君外 7 名）

2006 年 5 月 31 日発義(千葉景子君外 7 名）～廃案

～継続
165 回 臨時国会

継続

166 回 通常国会

継続

167 回 臨時国会

継続

168 回 臨時国会

継続

169 回 通常国会

継続

170 回 臨時国会

継続

171 回 通常国会

2009 年 7 月 21 日解散により廃案

※①2007 年 5 月発議 (西岡武夫君外 4 名）～廃案

2008 年 4 月 22 日発議（千葉景子君外 9 名）～廃案

2009 年 4 月 24 日発議（千葉景子君外 9 名）～廃案

174 回 通常国会
177 回 通常国会
180 回 通常国会
183 回 通常国会

※②2013 年 4 月 26 日発議（前川清成君外 6 名）
※① 再婚禁止期間の短縮のみ ※② 婚外子相続分規定の改正のみ

（坂本洋子作成）
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7

国連人権委員会から日本政府に婚外子への差別撤廃の勧告
年月

条

約

最終見解 （総括所見）

1993年11月 自由権規約第3回報告審査

婚外子に対する差別的な法規定に対して特に懸念を有する。特に、出生届及び戸
籍に関する法規定及び実務慣行は、規約17条及び24条に違反するものである。相続
上の差別は規約26条と矛盾する。

1998年6月

嫡出でない子の相続権が嫡出子の相続権の半分となることを規定している民法第
900条第4項のように、差別を明示的に許容している法律条項、及び、公的文書にお
ける嫡出でない出生の記載について特に懸念する。

子どもの権利条約第1回報告審査

1998年11月 自由権規約第4回報告審査

特に国籍、戸籍及び相続権に関し、婚外子に対する差別について引き続き懸念を
有する。委員会は、規約第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、締約国が民法第900条第4項を含む、法律の改正のために必要
な措置をとることを勧告する。

2001年8月

社会権規約第2回報告審査

婚外子に対する法的、社会的及び制度的差別が存続していることについて、特に
相続及び国籍に関する権利が制限されていることに関し、懸念を有する。
現代社会では受け入れ難い「非嫡出子」という概念を立法及び慣習から取り除き、
婚外子に対するあらゆる差別をなくすための立法上及び行政上の措置を早急にとり、
さらに、損なわれた個人の規約上の権利を回復させることを要求する。

2003年7月

戸籍、相続権に関する法や行政措置における嫡出でない子に対する差別及びその
女性差別撤廃条約第4回・5回報告審査 結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。民法に依然として存在する差別
的な法規定を廃止し、法や行政上の措置を条約に沿ったものとすることを要請する。

2004年2月

子どもの権利条約第2回報告審査

婚外子に対するあらゆる差別、特に相続や市民権、出生登録における差別や「非
嫡出」なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するために法律を改正するよう勧告
する。

2008年10月 自由権規約第5回報告審査

嫡出でない子が国籍の取得、相続権及び出生登録に関し差別されていることに懸
念を再度表明する。国籍法第3条、民法第900条4号及び出生届に「嫡出」であるか否
かを記載しなければならないとする戸籍法第49条1項1を含め、嫡出でない子を差別
する条項を除去すべきである。

2009年8月

女性差別撤廃条約第6回報告審査

戸籍制度及び相続に関する規定によって嫡出でない子が依然として差別を受けて
いることについて懸念を有する。締約国が，差別的法規定の撤廃が進んでいないこと
を説明するために世論調査を用いていることに懸念をもって留意する。 嫡出でない
子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請
する。

2010年6月

子どもの権利条約第3回報告審査

締約国に対し，第2 回政府報告の審査に基づく最終見解の勧告のうち，未だ実施
されていないもの（非差別に関するパラ24），本最終見解において指摘されている懸
念に包括的に対処することを要請する。

2011年11月 女性差別撤廃条約フォローアップ審査

戸籍及び戸籍法の一部を改正する法律案は内閣でまだ採択されていない。1年以
内に以下の追加的情報を提供するよう、勧告する。
嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法
案の採択について講じた措置

2013年5月

社会権規約第3回報告審査

女性、非嫡出子及び同性のカップルに対する差別的規定が締約国の法制度に存
在し続けていることに懸念をもって留意する。これらの人々を本規約の権利の行使及
び享受に関連して直接的又は間接的に差別をしないことを確保するため、関連する
法律を包括的に検討し、必要な場合には、改正することを要求する。

2013年9月

女性差別撤廃条約フォローアップ審査

勧告が履行されていないものと判断する。次回の定期報告において、以下の講じた
措置に関する追加的情報を提供するよう、勧告する。
嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法
案を採択すること。

（出典）坂本洋子「最高裁が婚外子差別規定に違憲判断―国会は速やかに法改正を！」『時の法令』1938号（朝陽会2013年）
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諸外国の婚外子割合
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夫が死亡した際の選藤相続
で︑正式に結婚している喪の
権利そ手厚くすることそ目指
す有識者会議が法務省に殻盤
され︑訪日に非公開で初会合
があった︒最高識が昨年9
丹︑﹁婚外子﹂(結婚してい
ない男女間の子)への相擁護
別を選態と断じたのに対し︑
自民党の保守派から﹁家族制
度を崩壊させる﹂と批判が相
次ぎ︑喪そ保護する方競を帯
える掛として設けられた︒

会議は﹁栢締法制検討ワ
ーキングチ!ム﹂ c大村敬
意東京大教授を鑑長に︑家
族法の研兜者らは人から成
る︒安倍費一一首椙のブレー
ンとされる八木秀次高塘経
済大教授など︑保守色もに
ひむ人選だ︒最高裁の選態
判断に批判的だった水野組
子東北大教授も入った c
遺産相続をめぐっては︑
最高裁が昨年9月︑婚外子
の相続分を婚内子の2分の
ーとする民法の規定を﹁法
の下の平等そ定めた癒法に
違反する﹂と判断︒年末の
臨時国会で規定撤揮の民法
改正築が可決︑成立した︒
だが︑自民党内で﹁家族
制度が崩壊する﹂﹁正繋や
婚内子の権利が擾害され
る﹂と異論が続出︒民法改
るれかけな)
ざらるだ法分
せけずれガ間関
却統諜どる滋
据み保にす︿
を従うど翻分

家にどな分り

が宅上護九百取
袈自律介護の
で︑法や遺夜
鶴ぎを務てか低
分防利家じる綾
擦を槻仰が応めのか
滋態る柄数に定穫す

ま︑殺す︑かで遺際

点ゑーに後た伯仲の兇
論演出う死し法上う
なのえよの献う法ど
寝中︿序回る夫讃ど毘を

5・

UR

(商山健耀)

正案の了意と引き換えに︑
配偶者の橋利保護を中舟と
した相続のあり方そ議論す
る識の故橋忠信法務省に求め
た c間省幹部措﹁安密政権
の下では保守の論客も入れ
ないといけない︒先一手を打
って慌補者をそろえた﹂︒
会議では︑夫の宛亡後︑
繋が漕麗分割のために自宅
そ施却し︑住む揚所を失わ
ないよう︑饗の居住権を法
棒上保識する官#mV介護や
腎児︑家事への饗の貿献に
応
遺産分割を実現する
方策マ遺産相続の際の最偏
限の取り分︿遺留分)の制
度見躍しll疫機諭する︒
ほほ月1躍の間隔で金合
を開き︑来年1月をめどに
結舗を出す︒法相の諮問機
関の法制審議会でも議論す
るため︑法案提出は早くて
も再来年になりそうだ︒法
改正となれば︑記偶者の法
定相続分が引き上げられた
1980年以来となる︒
欄村政行・串稲田大教授
(家朕法)は﹁形骸佑した
法律婚もあれば︑長倖安定
した関係を築いた事実一婚も
ある︒議論を法律婚の配偶
者保畿に絞るのは︑家族の
あり方が多様佑している状
視にそぐわない﹂と話す︒

圃

法務雀で関かれた有識者会議の
日、東京都千代田区
初 会 合=28
大村数百5・東京大教授(家族法)出産護
水野紹子・東北大教授(悶)
荷
額回充見・神戸大教授(悶)
こ
西希代子・慶応大准教授(問〉
の
v
;
;
)
:
和 波 宏 典 ・ 最 高 波 家 庭 局 第 2課 長
か
山田揚子・弁護士
法
八木努次・蕗務経務大教授(掻法)
~嘉
村上一博・明治大教授(法秘史〉
静
米村千代・千葉大教授(社会学)
中
郷蹴矯・諮亮新潤論説委員
え

麗 ELclip2
1月 29日 6:21

2014年

f
日弁連(弁護士・朝刊)原去っきj

【配信番号 6229火
7/30 P] No. 5
勝好の桶揺割自説廃受け夫の遺産 f
樹首した棄に厚く J 有識者会議、傑守色にじむ
C潮 日 菊 澗 伊d
l
T
D 2014年 01月 29日 朝 刊 。 5面
※無断複製転載熱t
護軍有識者会議のメンパー

夫の遺産「結婚した妻に厚く

有識者会議、保守色にじむ
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夫
婦
別
氏
に
つ
い
て
の
設
問
と
回
答

(20.3) 別姓を認める
(62.1) 別姓を認めな
い

現在の法律では，結
婚した夫婦は同じ姓
（みょうじ）を名のるこ
とになっていますが，
多くの場合女性の方
が姓（みょうじ）をかえ
ています。働く婦人の
中には，「姓（みょう
じ）をかえると仕事を
する上で不便なの
で，夫婦が別々の姓
（みょうじ）を名のるこ
とを認めてほしい」と
いう意見をもつ人もい
ます。あなたは，夫婦
が別々の姓（みょう
じ）を名のることを認
めた方がよいと思い
ますか，それとも現在
のように別々の姓
（みょうじ）は認めない
方がよいと思います
か。

(1) 有効回収数(率)
4,134人（82.7％）
回収
結果 (2) 調査不能数(率)
866人（17.3％）

方法

1976年8月18日～
1976年8月24日

(1) 有効回収数(率)
2,379人（79.3％）
(2) 調査不能数(率)
621人（20.7％）

1979年3月2日～
1979年3月8日

(1) 母集団
全国20歳以上の男女
(2) 標本数 3,000人
(3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1) 母集団
全国20歳以上の女性
(2) 標本数 5,000人
対象 (3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

時期

(1)夫婦財産性
(2)妻の相続
(3)子の相続
(4)代襲相続
(5)遺言書

(1)社会参加
(2)婚姻と姓
(3)教育
(4)経済的安定
項目
(5)健康管理
(6)育児
(7)一般的問題

(1) 有効回収数(率)
8,031人（80.3％）
(2) 不能数(率)
1,969人（19.7％）

1984年5月14日～
1984年5月23日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 10,000人
(3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)結婚
(2)家族・家庭
(3)地位，職業，その
他

婦人に関する意識の
現状と推移を把握
し，婦人関係諸施策
立案のための基礎資
料とする。

婦人に関する世論
調査

婦人に関する世論調 相続に関する世論
査
調査

国民の相続に関する
意識を調査し，今後
の施策の参考とす
る。

1984(昭和59）

1979(昭和54）

1976(昭和51）

婦人の地位，社会参
加等についての婦人
の意識を調査して今
後の婦人問題に関す
目的 る諸施策の参考とす
る。

調査名

調査年

(1) 有効回収数(率)
3,751人（75.0％）
(2) 調査不能数(率)
1,249人（25.0％）

1990年9月13日～
1990年9月23日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 5,000人
(3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)女性の地位
(2)結婚・家庭
(3)社会活動・学習
(4)政治

女性に関する意識の
現状と推移を調査
し，今後の施策の参
考とする。

女性に関する世論
調査

1990(平成2）

婚姻の際，現在は夫
婦が同じ姓を名のる
ことになっています
が，夫婦が同じ姓を
名のるか，別々の姓
を名のるかを，法的
に選択できるように
する方がよいと思い
(13.0) 認める方がよ ますか，それともそう
い
は思いませんか。
(66.2) 認めない方が
よい
(29.8) そう思う
(52.1) そうは思わな
い

あなたは，夫婦が
別々の姓を名のるこ
とを認める方がよい
と思いますか，それと
も現在のように別々
の姓は認めない方が
よいと思いますか。

(1) 有効回収数(率)
3,783人（75.7％）
(2) 調査不能数(率)
1,217人（24.3％）

1987年3月5日～
1987年3月11日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 5,000人
(3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)職場における変化
(2)女性の職場進出
(3)勤労観
(4)家庭観
(5)政治観

雇用機会均等法が
施行されて１年が経
過したが，職場にお
ける変化や女性の職
場進出，勤労観に対
する意識を探り，行
政の参考とする。

女性に関する世論
調査

1987(昭和62）
家族法に関する世論調査

1996(平成8）
選択的夫婦別氏制度に関す
る世論調査

2001(平成13）
家族の法制に関する世論調
査

2006(平成18)

家族の法制に関する世論調
査

2012(平成24）

(27.4) そう思う
(53.4) そうは思わない

我が国の法律（民法）では，
現在，婚姻の際，夫婦が同
じ名字（姓）を名乗ることが
義務付けられていますが，
当人たちが希望する場合に
は，夫婦が別々の名字（姓）
を名乗ることができるよう
に，法律を変える方がよい
と思いますか，それともそう
は思いませんか。

(1) 有効回収数(率)
2,113人（70.4％）
(2) 調査不能数(率)
887人（29.6％）

1994年9月1日～
1994年9月11日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 3,000人
(3) 抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)死刑制度の存廃
(2)懲役刑と禁錮刑のあり方
(3)罰金刑のあり方
(4)選択的夫婦別姓
(5)有責者からの離婚請求
(6)非嫡出子の相続分

(29.9)婚姻をする以上，夫婦は
必ず同じ名字（姓）を名乗るべ
きであり，現在の法律を改める
必要はない
(42.1) 夫婦が婚姻前の名字
（姓）を名乗ることを希望してい
る場合には，夫婦がそれぞれ
婚姻前の名字（姓）を名乗るこ
とができるように法律を改めて
もかまわない

（39.8） 婚姻をする以上，夫婦
は必ず同じ名字（姓）を名乗る
べきであり，現在の法律を改め
る必要はない
（32.5）夫婦が婚姻前の名字
（姓）を名乗ることを希望してい
る場合には，夫婦がそれぞれ
婚姻前の名字（姓）を名乗るこ
とができるように法律を改めて
もかまわない

（36.6）夫婦が婚姻前の名字
（姓）を名乗ることを希望してい
る場合には，夫婦がそれぞれ
婚姻前の名字（姓）を名乗るこ
とができるように法律を改めて
もかまわない

（35.0） 婚姻をする以上，夫婦
は必ず同じ名字（姓）を名乗る
べきであり，現在の法律を改め
る必要はない

現在は、夫婦は必ず同じ名字
（姓）を名乗らなければならない
ことになっていますが「現行制
度と同じように夫婦が同じ名字
（姓）を名乗ることのほか、夫婦
が希望する場合には、同じ名
字（姓）ではなく、それぞれの婚
姻前の名字（姓）を名乗ること
ができるように法律を改めた方
がよい。」という意見がありま
す。このような意見について、
あなたはどのように思います
か。

（1） 有効回収数（率）
2,766人（55.3％）
（2） 調査不能数（率）
2,234人（44.7％）

調査員による個別面接聴取

2006年11月23日～
2006年12月10日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 5,000人
(3)抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)家族の役割
(2)女性の婚姻適齢
(3)選択的夫婦別氏制度
(4)裁判上の離婚原因
(5)嫡出でない子

（35.5）夫婦が婚姻前の名字
（姓）を名乗ることを希望してい
る場合には，夫婦がそれぞれ
婚姻前の名字（姓）を名乗るこ
とができるように法律を改めて
もかまわない

（36.4）婚姻をする以上，夫婦は
必ず同じ名字（姓）を名乗るべ
きであり，現在の法律を改める
必要はない

現在は，夫婦は必ず同じ名字
（姓）を名乗らなければならない
ことになっていますが，「現行制
度と同じように夫婦が同じ名字
（姓）を名乗ることのほか，夫婦
が希望する場合には，同じ名
字（姓）ではなく，それぞれの婚
姻前の名字（姓）を名乗ること
ができるように法律を改めた方
がよい。」という意見がありま
す。このような意見について，
あなたはどのように思います
か。

（1） 有効回収数（率）
3,041人（60.8％）
（2） 調査不能数（率）
1,959人（39.2％）

調査員による個別面接聴取法

2012年12月6日～
2012年12月23日

（1）母集団
全国20歳以上の日本国籍を有す
る者
（2）標本数 5,000人
（3）抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)家族の役割
(2)女性の婚姻適齢
(3)選択的夫婦別氏制度
(4)裁判上の離婚
(5)嫡出でない子

（出典）坂本洋子「『世論』は、本当に選択的夫婦別氏制度に反対なのか」『時の法令』1928号（朝陽会2013年）より

現在は，夫婦は必ず同じ名字
（姓）を名乗らなければならない
ことになっていますが，「現行制
度と同じように夫婦が同じ名字
（姓）を名乗ることのほか，夫婦
が希望する場合には，同じ名
字（姓）ではなく，それぞれの婚
姻前の名字（姓）を名乗ること
ができるように法律を改めた方
がよい。」という意見がありま
す。このような意見について，
あなたはどのように思います
か。

(1) 有効回収数(率)
3,468人（69.4％）
(2) 調査不能数(率)
1,532人（30.6％）

調査員による個別面接聴取

2001年5月17日～
2001年5月27日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 5,000人
(3)抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)家族と名字（姓）に関する意
識
(2)仕事と婚姻による名字（姓）
の変更
(3) 婚姻と実家の名字（姓）の
存続
(4) 選択的夫婦別氏制度

現在は，夫婦は必ず同じ名字
（姓）を名乗らなければならない
ことになっていますが，「現行制
度と同じように夫婦が同じ名字
（姓）を名乗ることのほか，夫婦
が希望する場合には，同じ名
字（姓）ではなく，それぞれの婚
姻前の名字（姓）を名乗ること
ができるように法律を改めた方
がよい。」という意見がありま
す。このような意見について，
あなたはどのように思います
か。

(1) 有効回収数（率）
2,157人（71.9％）
(2) 調査不能数（率）
843人（28.1％）

調査員による面接聴取

1996年6月27日～
1996年7月7日

(1) 母集団
全国20歳以上の者
(2) 標本数 3,000人
(3)抽出方法
層化2段無作為抽出法

(1)選択的夫婦別氏制
（2)裁判上の離婚原因
（3)女性の婚姻適齢
（4)嫡出でない子の相続分

死刑制度の存廃，懲役刑と 家族に関する法制度について 選択的夫婦別氏制度に対する 家族や家族に関する法制度に 家族や家族に関する法制度に
禁錮刑のあり方，罰金刑の の国民の意識を調査し，今後 国民の意識を把握し，今後の ついての国民の意識を調査し， ついての国民の意識を把握し，
あり方，選択的夫婦別姓， の施策の参考とする。
施策の参考とする。
今後の施策の参考とする。
今後の施策の参考とする。
有責者からの離婚請求，非
嫡出子の相続分などの刑
罰や家族のあり方に関する
国民の意識を調査し，今後
の施策の参考とする。

基本的法制度に関する世
論調査

1994(平成6）

政 府 の 世 論 調 査の概 要

資
料
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選択的夫婦別氏制度に関する政府の世論調査(性別・年代別賛否)
2012（H24）年 「家族の法制に関する世論調査」
性・年齢

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

29.5%
28.3%
27.2%
29.4%
47.0%
58.1%
39.7%

39.0%
39.6%
43.4%
41.2%
34.6%
23.2%
35.5%

27.6%
30.2%
28.1%
26.9%
15.9%
12.4%
21.6%

2006（H18）年 「家族の法制に関する世論調査」
別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

性・年齢

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

26.0%
22.8%
27.6%
35.3%
49.3%
59.8%
39.1%

42.0%
46.2%
41.4%
42.3%
32.2%
23.0%
37.0%

30.0%
28.8%
27.6%
19.5%
17.1%
15.8%
21.7%

別姓に反対36.4% 容認35.5% 通称に賛成24.0%
性・年齢

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

16.1%
16.2%
18.0%
23.2%
39.9%
58.5%
33.7%

53.3%
48.1%
44.2%
39.0%
33.3%
17.9%
35.5%

29.9%
35.2%
36.3%
34.4%
19.8%
14.2%
27.9%

別姓に反対35.0% 容認36.6% 通称に賛成25.1%
性・年齢

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

17.6%
15.9%
18.9%
31.3%
45.2%
56.8%
31.7%

46.4%
40.2%
43.6%
40.6%
29.7%
18.0%
36.2%

33.6%
41.1%
35.1%
23.4%
22.1%
15.3%
27.9%

2001（H13）年 「選択的夫婦別氏制度に関する世論調査」 別姓に反対29.9% 容認42.1% 通称に賛成23.0%
別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

性・年齢

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

15.8%
17.3%
25.3%
35.9%
47.5%
61.1%
33.7%

51.4%
52.7%
46.7%
38.7%
33.6%
21.2%
40.9%

28.7%
26.7%
25.7%
18.2%
14.8%
12.1%
20.9%

1996（H8）年 「家族法に関する世論調査」
性・年齢

性・年齢

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

11.7%
9.4%
17.4%
28.9%
42.9%
52.8%
26.5%

52.1%
52.9%
47.6%
45.7%
35.8%
18.8%
43.2%

32.3%
33.7%
30.9%
20.9%
15.7%
16.5%
24.9%

別姓に反対39.8% 容認32.5% 通称に賛成22.5%

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

性・年齢

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60歳以上

22.7%
20.8%
32.3%
51.4%
71.3%

47.7%
43.1%
41.5%
29.5%
15.1%

20.3%
31.9%
21.8%
17.5%
11.3%

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60歳以上

19.0%
14.8%
32.2%
45.4%
59.6%

43.0%
45.4%
36.6%
25.9%
17.5%

36.7%
38.0%
24.5%
22.7%
11.1%

計

43.8%

32.9%

19.4%

計

36.7%

32.2%

25.0%

（出典）坂本洋子「『世論』は、本当に選択的夫婦別氏制度に反対なのか」『時の法令』1928号（朝陽会2013年）より
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選択的夫婦別氏制度に関する政府の世論調査（標本数、回収数、回収率）
2012（H24）年 「家族の法制に関する世論調査」
性・年齢

標本数

回収数

回収率

性・年齢

標本数

回収数

回収率

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

289
361
424
389
485
455
2,403

105
159
228
238
321
315
1,366

36.3%
44.0%
53.8%
61.2%
66.2%
69.2%
56.8%

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

306
375
434
337
504
641
2,597

137
210
278
241
378
431
1,675

44.8%
56.0%
64.1%
71.5%
75.0%
67.2%
64.5%

2006（H18）年 「家族の法制に関する世論調査」
性・年齢

標本数

回収数

回収率

性・年齢

標本数

回収数

回収率

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

331
418
389
519
468
315
2,420

100
184
181
272
304
209
1,250

32.2%
44.0%
46.5%
52.4%
65.0%
66.3%
51.7%

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

302
435
452
554
455
382
2,580

125
246
291
342
290
222
1,516

41.4%
56.6%
64.4%
61.7%
63.7%
58.1%
58.8%

2001（H13）年 「選択的夫婦別氏制度に関する世論調査」
性・年齢

標本数

回収数

回収率

性・年齢

標本数

回収数

回収率

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

425
421
429
545
447
272
2,539

247
243
261
351
318
198
1,618

58.1%
57.7%
60.8%
64.4%
71.1%
72.8%
63.7%

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

437
398
418
508
423
277
2,461

282
297
317
398
338
218
1,850

64.5%
74.6%
75.8%
78.3%
79.9%
78.7%
75.2%

1996（H8）年 「家族法に関する世論調査」
性・年齢

標本数

回収数

回収率

性・年齢

標本数

回収数

回収率

20～29歳
30～39歳
男
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

232
232
342
294
252
110
1,462

128
144
229
183
179
86
949

55.2%
62.1%
67.0%
62.2%
71.0%
78.2%
64.9%

20～29歳
30～39歳
女
40～49歳
性 50～59歳
60～69歳
70歳以上
計

245
291
359
308
228
107
1,538

158
229
273
251
205
92
1,208

64.5%
78.7%
76.0%
81.5%
89.9%
86.0%
78.5%

（出典）坂本洋子「『世論』は、本当に選択的夫婦別氏制度に反対なのか」『時の法令』1928号（朝陽会2013年）より
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資

「家族法はなぜひつよう？
料
～生きやすい社会をつくるために～」

13
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⋤ᶒ

㻌

ଏࣱ۟ڡỉẐૼڿὉڿỉ̅ဇẑỆ᧙ẴỦܱ७ᛦ௹ᴾ

㻌

㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛾 㻞㻠㻚㻠䠂䛿⫋ሙ䛷ᪧጣ䜢⏝䟿㻌
㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛾 㻠㻞㻚㻜䠂䛿 㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛷ᪧጣ䜢⏝䟿㻌



㻌

ᴾ

㻌㻌㻌

㻌

⤖፧䜢䛩䜛䛸䚸ዪᛶ䛾ྡᏐ䛜ኚ䜟䜛䛾䛿䚸᪥ᮏ䛷䛿୍⯡ⓗ䚹䛧䛛䛧⫋ሙ䛺䛹䛷䛿䚸⤖፧䛧䛯ᚋ䜒䚸ᪧጣ䛷䜀䜜䛶䛔䜛
ே䜢┠䛻䛩䜛䚹䜎䛯䚸᭱㏆䛷䛿 㻿㻺㻿 䛻䛚䛔䛶䜒䚸᪂ጣ䛷䛿䛺䛟ᪧጣ䛷Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛ே䜒䛔䜛䚹䛔䛳䛯䛔᪤፧ዪᛶ䛾䛺䛛䛷䚸
䛹䜜䛟䜙䛔䛾ே䛜ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹㻌

㻌 㻌 䛇㻌

ᅇ䚸䜸䜴䝏䞊䝜⥲◊䠄ᰴᘧ♫䜸䜴䝏䞊䝜䠋ᮏ♫䠖ᮾி㒔 ༊䠋௦⾲䠖➃⣧୍䠅䛿䚸㻞㻜䡚㻡㻥 ṓ䛾᪤፧⏨ዪ 㻝㻘㻝㻜㻠 ே
䛻䛂᪤፧ዪᛶ䛾䛄᪂ጣ䞉ᪧጣ䛾⏝䛅䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛃䜢⾜䛳䛯䚹⤖ᯝ䚸㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛾 㻞㻠㻚㻠䠂䛿䚸⤖፧䛧䛶ྡ
Ꮠ䛜ኚ䜟䛳䛶䜒⫋ሙ䛷ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᮏྡ䛷 㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䜢⏝䛧䛶䛔䜛 㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛾䛖䛱䚸
㻠㻞㻚㻜䠂䛿ᪧጣ䚸䜒䛧䛟䛿ᪧጣ䛸᪂ጣ䛾୧᪉䛷Ⓩ㘓䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌
㻌 䕔ㄪᰝᴫせ㻌
㻌 ᭷ຠᅇ⟅㻌 㻞㻜䡚㻡㻥 ṓ䛾᪤፧⏨ዪ 㻝㻘㻝㻜㻠 ྡ㻌
ㄪᰝ᪉ἲ㻌 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䜘䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ㻌
㻌 ㄪᰝᮇ㛫㻌 㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻥 ᭶ 㻞㻜 ᪥䠄㔠䠅䡚㻥 ᭶ 㻞㻠 ᪥䠄ⅆ䠅㻌

ᵏᵌ ᵐᵎ ˊଏࣱ۟ڡỉኖ ᵒ ʴỆ ᵏ ʴỊᎰئỂڿử̅ဇὲᴾ
㻞㻜䡚㻡㻥 ṓ䛾᪤፧ዪᛶ䛻䚸⫋ሙ䛷᪂ጣ䛸ᪧጣ䛾䛹䛱䜙䜢⏝䛧䛶䛔䜛
䛛㉁ၥ䛧䛯䚹⤖ᯝ䚸య䛷䛿 㻝㻠㻚㻣䠂䚸ᖺ௦ู䛻䜏䜛䛸䚸㻞㻜 ௦䛿 㻞㻠㻚㻠䠂䚸

᪤፧ዪᛶࡢ⫋ሙ࡛ࡢࡤࢀ᪉

100%
90%
䜢⏝䛧䛶䛔䛯䚹㻌
80%
⤖፧䛧䛶ྡᏐ䛜ኚ䜟䛳䛶䜒䚸ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛⌮⏤䜢⪺䛔䛶䜏䜛䛸䚸 70%
60%
䛂ᾐ㏱䛧䛶䛔䜛ྡ๓䛷䜢⥆䛡䜛䛣䛸䛜䚸♫ෆእ䛻䛸䛳䛶ᴦ䛰䛸ᛮ䛳
50%
䛯䛛䜙䛃䠄㻟㻠 ṓ䠋⤖፧ 㻠 ᖺ┠䠅䚸䛂᪂ጣ䛿䜀䜜䛺䜜䛶䛔䛺䛔䛛䜙䛃䠄㻞㻡
40%
30%
ṓ䠋⤖፧ 㻥 䜹᭶┠䠅䛺䛹䚸䜀䜜័䜜䛶䛔䜛ᪧጣ䛾᪉䛜㒔ྜ䛜Ⰻ䛔
20%
䛸䛔䛖⌮⏤䛜᭱䜒ከ䛛䛳䛯䚹ḟ䛻䚸䛂ኚ᭦䜢ゝ䛳䛶ᅇ䜛䛾䛜㠃ಽ䛃䠄㻟㻤
10%
ṓ䠋⤖፧ 㻣 ᖺ 㻟 䜹᭶┠䠅䚸䛂ྡ่䜢᪂䛧䛟䛩䜛䛾䛜㠃ಽ䛃䠄㻞㻥 ṓ䠋⤖፧
0%

㻟㻜 ௦䛿 㻝㻥㻚㻜䠂䚸㻠㻜 ௦䛿 㻝㻜㻚㻟䠂䚸㻡㻜 ௦䛿 㻡㻚㻥䠂䛜⫋ሙ䛻䛚䛔䛶䚸ᪧጣ

㻢 䜹᭶┠䠅䛺䛹䚸᪂ጣ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶⏕䛨䜛ᵝ䚻䛺ኚ᭦䜢㑊䛡

ᪧጣ
᪂ጣ

20௦ 30௦ 40௦ 50௦

䜛䛯䜑䚸䛸䛔䛖ே䛜ከ䛔䚹㻌
୍᪉䚸ᅇ䛾ㄪᰝ䛷䛿ᖺ௦䛜ⱝ䛟䛺䜛䜋䛹䚸⫋ሙ䛷ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛ྜ䛜ቑ䛘䛶䛚䜚䚸㻠㻜 ௦௨ୖ䛷᪂ጣ䜢⏝䛧䛶
䛔䜛ே䛛䜙䛿䛂⤖፧䛧䛯䛿䚸᪂ጣ䛛ᪧጣ䛛䜢㑅䜆䜘䛖䛺௦䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛃䠄㻠㻤 ṓ䠋⤖፧ 㻞㻡 ᖺ 㻟 䜹᭶┠䠅䚸䛂᫇䛿ᙜ䛯
䜚๓䛰䛳䛯䛛䜙䛃䠄㻡㻤 ṓ䠋㻟㻞 ᖺ 㻡 䜹᭶䠅䛸䛔䛳䛯ពぢ䜒⪺䛛䜜䛯䚹ᐇ㝿䚸᪂ጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛⌮⏤䛸䛧䛶䚸䛂᪂ጣ䛻ኚ䛘䜛

䕔䛣䛾䝸䝸䞊䝇䛻㛵䛩䜛䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䜔ྲྀᮦ䚸㈨ᩱ䛤ᕼᮃ䛾᪉䛿ୗグ䜎䛷䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹䕔㻌
ᰴᘧ♫㻌 䜸䜴䝏䞊䝜㻔䜸䜴䝏䞊䝜⥲◊䠋ΎỈ㻕㻌 㻌 䛈㻝㻜㻡㻙㻜㻜㻝㻞㻌 ᮾி㒔 ༊Ⱚ㛛 㻞㻙㻥㻙㻝㻢㻌
ᾋᵲᵣᵪᾉᵎᵑίᵓᵕᵕᵔὸᵏᵕᵒᵔᴾ ᴾ ᵤᵟᵶᾉᵎᵑίᵓᵕᵕᵔὸᵏᵕᵒᵕᴾ ᴾ ᵣᵋᵫᵟᵧᵪᾉᶑᶍᶉᶃᶌᵞᶍᵋᶓᶁᶁᶇᶌᶍᵌᶈᶎᾍᴾ
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䛾䛜ᙜ↛䛰䛸ᛮ䛳䛯䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯䛾䛜䚸㻞㻜 ௦ 㻞㻡㻚㻜䠂䚸㻟㻜 ௦ 㻞㻥㻚㻜䠂䚸㻠㻜 ௦ 㻟㻞㻚㻤䠂䚸㻡㻜 ௦ 㻠㻟㻚㻞䠂䛸ᖺ௦䛜ୖ䛜䜛䛤䛸䛻ቑ䛘
䛶䛚䜚䚸ᙜ䛾♫䛾㢼₻䜢ᫎ䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛰䚹㻌
䜎䛯䚸᪂ጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛ዪᛶ䛾 㻞㻠㻚㻠䠂䛿䛂⤖፧䛧䛶䛛䜙䛾⫋ሙ䛻ධ䛳䛯䛾䛷䛃䠄㻡㻝 ṓ䠋⤖፧ 㻞㻠 ᖺ 㻞 䜹᭶┠䠅䛸ᅇ⟅䛧
䛶䛔䜛㏻䜚䚸ዪᛶ䛿䚸⤖፧䜔ฟ⏘䛺䛹䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷⫋䜢ኚ䜟䜛ே䜒ከ䛔䚹≉䛻ⱝ䛔ᖺ௦䛷⌧ᅾᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛ே
䛾䛺䛛䛻䛿䚸㌿⫋䞉㏥⫋䜢ぢ㉺䛧䛶䚸ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛ே䜒ᑡ䛺䛛䜙䛪䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌

ᵐᵌ ဏࣱỊ ᵕᵔᵌᵑήầଏࣱ۟ڡỉ̅ڿဇửܾᛐẇᴾ ᴾ
୍᪉䚸᪤፧⏨ᛶ䛿᪤፧ዪᛶ䛜ᪧጣ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䚸䛹䛖ᛮ䛳
᪤፧ዪᛶࡀ⫋ሙ࡛ᪧጣࢆ
࠺ࡇᑐࡋࠊ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ㸽

䛶䛔䜛䛛⪺䛔䛯䚹⤖ᯝ䛿䚸య䛷 㻣㻢㻚㻟䠂䛜䛂≉䛻ၥ㢟䛺䛔䛸ᛮ䛖䛃䛸
ᅇ⟅䚹㻞㻜 ௦䛷 㻤㻞㻚㻜䠂䚸㻟㻜 ௦䛷 㻣㻤㻚㻤䠂䚸㻠㻜 ௦䛷 㻣㻠㻚㻡䠂䚸㻡㻜 ௦䛷 㻢㻥㻚㻠䠂

100%

䛸䚸ᖺ௦䛜ⱝ䛟䛺䜛䛤䛸䛻䛭䛾ྜ䛿ቑ䛘䛶䛔䛳䛯䚹㻌
䛭䛾⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸䛂䛷ྡᏐ䜢ኚ䛘䜛䛸䚸䛔䜝䛔䜝䛺ᡭ⥆䛝䛜ᚲ
せ䛸䛺䜛䛃䠄㻡㻣 ṓ䠅䚸䛂࿘ᅖ䜒័䜜䛶䛔䜛䛾䛷Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖䛃䠄㻟㻥 ṓ䠅䛺䛹䚸
ྡᏐ䛜ኚ䜟䜛䛣䛸䛻䜘䜛ᨭ㞀䜢⪃䛘䜛䛸䚸ᪧጣ䛾䜎䜎䛷Ⰻ䛔䛸䛔䛖

80%
60%

᪂ጣࢆ࠺ࡁ
࡛ࡁࢀࡤ᪂ጣ

40%

ᅇ⟅䛜 㻞㻟㻚㻟䠂䛰䛳䛯䚹䛻䛿䚸䛂ಶே䛾⮬⏤䛃䠄㻞㻤 ṓ䠅䚸䛂Ẽ䛻䛺䜙䛺
䛔䛃䠄㻠㻢 ṓ䠅䛸䛔䛖ᅇ⟅䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻌
᪤፧ዪᛶ䛾ᪧጣ⏝䜢ᐜㄆ䛩䜛ே䛿䚸ୖ䛾౽ᐅ䛻㛵䛩䜛⌮

ၥ㢟࡞࠸

20%
0%
20௦ 30௦ 40௦ 50௦

⏤䛜ከ䛔୍᪉䚸䛂䛷䛝䜜䜀᪂ጣ䜢⏝䛧䛶䜋䛧䛔䛃䛂᪂ጣ䜢䛖䜉䛝䛃
䛸⪃䛘䜛ே䛿䚸䛂⤖፧䛧䛶᪂䛧䛔ᐙᗞ䜢ᣢ䛳䛯䛾䛰䛛䜙䚸᪂ጣ䜢䛖

䜉䛝䛰䛸ᛮ䛖䛃䠄㻞㻣 ṓ䠅䚸䛂⊂㌟䛷䛿䛺䛟䛺䛳䛯䛣䛸䛜䚸♫䛾䛺䛛䛷ᾐ㏱䛩䜛䛸ᛮ䛖䛾䛷䛃䠄㻟㻤 ṓ䠅䚸䛂⤖፧䛧䛯䛸䛔䛖ᐇឤ䛜
䜟䛟䛸ᛮ䛖䛛䜙䛃䠄㻞㻟 ṓ䠅䚸䛂䛭䛾ᐙ䛻᎑䛔䛰䛾䛰䛛䜙䛃䠄㻟㻤 ṓ䠅䛺䛹䛾ពぢ䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌

ᵑᵌ ᵐᵎ ˊଏࣱ۟ڡỉ ᵒᵐᵌᵎήỊ ᵤᵿᶁᶃᶀᶍᶍᶉ Ểڿử̅ဇᴾ
᭱ᚋ䛻䚸㻿㻺㻿 䛷䛾᪂ጣ䠋ᪧጣ䛾⏝䛻䛴䛔䛶䚸㉁ၥ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸
㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛾䛖䛱䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛻ᮏྡ䛷Ⓩ㘓䛧䛶䛔䜛ே䛾䛺䛛䛷䚸
㻞㻞㻚㻢䠂䛜ᪧጣ䛷Ⓩ㘓䚸㻝㻥㻚㻠䠂䛜ᪧጣ䛸᪂ጣ䛾୧᪉䛷Ⓩ㘓䜢䛧䛶䛚䜚䚸ྜ
ィ䛩䜛䛸 㻠㻞㻚㻜䠂䛿 㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛷ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹
䛾ᖺ௦䛾䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛻䛚䛡䜛ᪧጣ⏝⋡䛿䚸㻟㻜 ௦䛜 㻞㻣㻚㻡䠂䚸㻠㻜 ௦䛜
㻞㻢㻚㻞䠂䚸㻡㻜 ௦䛜 㻝㻟㻚㻟䠂䛰䛳䛯䚹㻌
㻞㻜 ௦䛿䚸䛾 㻿㻺㻿 䛻䛚䛔䛶䜒䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞 䛷 㻟㻠㻚㻡䠂䚸㻸㻵㻺㻱 䛷 㻟㻟㻚㻟䠂䛸䚸㻟
ே䛻 㻝 ே௨ୖ䛿ᪧጣ䜢⏝䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻞㻜 ௦᪤፧ዪᛶ䛜 㻿㻺㻿 䛷ᪧጣ䜢⏝䛩䜛⌮⏤䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛿䚸䜎
䛪䚸⤖፧䛩䜛๓䛛䜙 㻿㻺㻿 䛜୍⯡ⓗ䛻䜟䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸⤖፧๓䛻Ⓩ
㘓䛧䛯ᪧጣ䛾䜎䜎䛷⏝䛧䛶䛔䜛ே䛜ከ䛔䛣䛸䚹䛭䛧䛶䜒䛖୍Ⅼ䛿䚸≉

Facebook࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿྡᏐ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

୧᪉
ᪧጣ
᪂ጣ

20௦ 30௦ 40௦ 50௦

䕔䛣䛾䝸䝸䞊䝇䛻㛵䛩䜛䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䜔ྲྀᮦ䚸㈨ᩱ䛤ᕼᮃ䛾᪉䛿ୗグ䜎䛷䛤㐃⤡䛟䛰䛥䛔䚹䕔㻌
ᰴᘧ♫㻌 䜸䜴䝏䞊䝜㻔䜸䜴䝏䞊䝜⥲◊䠋ΎỈ㻕㻌 㻌 䛈㻝㻜㻡㻙㻜㻜㻝㻞㻌 ᮾி㒔 ༊Ⱚ㛛 㻞㻙㻥㻙㻝㻢㻌
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