住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

￨￨国賠法上の違法性と違憲性の判断基準を中心にしてll

二︑国賠訴訟におげる違法性

一︑はじめに

められ︑そこでは違憲の主張も提起された︒

および夫婦と子を原告とする国家賠償請求訴訟という形で進

しかるに︑東京地裁平成三年五月二三日判決(判例時報一

ここに︑一憲法学者(筑波大学助教授)として︑原告・控

を否定して棄却した︒原告側は控訴した︒

そのこともあって︑本稿では︑一方で︑本件にとって重要な

そこでの主張の繰り返しになるような記述をできるだけ避げ

訴人側の主張を補強するための鑑定意見書(東京高裁第一民
事部宛)を執筆するゆえんであるこ九九二年一二月ニニ日
提出)︒なお︑本稿は︑控訴人側の準備書面をふまえた上で︑

記載とは違えて1 1﹁子﹂と記載すること(以下︑本件記載と
いう)は︑法的に許されるであろうか︒現在︑この点は︑住

ニ七七

るようにしつつ︑表題のテ 1 マに関して書かれるものである︒

民票続柄裁判において争われている︒裁判は︑夫婦両名を原

具体的問題の検討が欠世惜していたり︑他方で︑やや迂遠的な
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告とする行政訴訟(抗告訴訟たる取消訴訟・義務づげ訴訟)︑

別姓の事実婚夫婦の聞に生まれた非嫡出子につき︑住民票
の続柄欄に︑￨￨摘出子についての﹁長女﹂︑﹁ニ男 Lなどの

一︑はじめに

三八二号三頁)は︑行政訴訟につき︑原告適格を否定して

幸

却下するとともに︑国賠訴訟につき本件記載の違憲・違法性

正

一二︑平等領域におげる違憲審査基準
四︑非嫡出子差別と平等原則

野

五︑住民票記載とプライバシーの権利

内

における検察官の起訴︑後に不起訴になった場合における警

あった︒それは︑典型的には︑後に無罪判決が確定した相場合
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基礎理論的考察に一定のスペースがさかれていたりすること

合における裁判官の判決は︑いかなる場合に国賠法上違法と

察官の逮捕や︑後に上訴ないし一再審によって取り消された場

がある︒あらかじめ︑この点を断わっておきたい︒

二︑国語訴訟における違法性

職務上の法的義務の内容に照らして︑その記載の方法に職務

の過失の背無﹂は︑﹁行為の時点において:::通常要求される

述べている︒﹁︹本件︺記載の(法的)適否あるいは被告市長

違背してはじめて国賠法上違法になる︑と論じる︒このよう

かる行為は︑行為時の状況の中で要求される職務上の義務に

対し︑職務行為基準説は︑この命題を否定するとともに︑か

上も違法となる︑という命題を主張するものである︒これに

にみていわば間違っていたことに帰着すれば︑それは国賠法

ている︒ここで︑結果違法説は︑検察官などの行為が結果的

なるか︑という問題についてのこつの説としての意味をもっ

上の義務に違背したと見られる点があるか否かという観点に

原判決は︑国賠誇求の認否の判断基準につき︑次のように

立って ︑判断されるべきである︒

を当初から狭めるような判断枠組がとられていることにな

ものである︒ここでは︑本件記載が違法と判断される可能性

これは︑職務行為基準説かつ違法過失一元論の立場を示す

ることもあった︒そして︑最高裁判例は︑少なくとも︑検察

をも含めた国賠法上の違法性についての一般論の中で諮られ

用され︑さらには︑行政処分などを攻撃する国賠訴訟の場合

間会議員の立法行為の間賠法上の違法性をめぐる議論にも援

な結果違法説・対・職務行為基準説という枠組は︑ときに︑

L

る︒しかし︑このような手法は︑既成の裁判例や行政法学説

と国会議員の場合(後述在宅投票制最判)については︑職務

官の場合(後述在宅投票制最判)日民集四三巻六号六六四頁)

の動向に照らしてみても︑大いに疑問である︒以下︑この点
につき考察しておきたい︒
職務行為基準説をめぐって

違法性などという)の判断基準については︑一つには︑結果

有効性や射程距離についても︑議論がありうる︒まさに︑行

う概念は多義的であり︑また︑このこ説を対置させる枠組の

しかし︑そもそも︑結果違法説および職務行為基準説とい

行為基準説を採用したものとして位置づけられてきた︒

違法説・対・職務行為基準説という枠組で論じられる傾向に

従来︑国家賠償法一条における違法性(以下︑国賠法上の

1

ており︑よって︑すべての場合を同一の枠組で整理すること

為主体が検察官か国会議員かなどによって問題状況が異なっ

によっては︑かかる見方を否定するとともに︑次のような考

観念しうる︑という法秩序観を前提としている︒そこで︑人

の当否が問題になりうるのである︒

え方を示す者も︑いるかもしれない︒それは︑かかる場合に
おける﹁結果 L とは︑裁判所により違法ないし違憲の判決を

受けたことを指す︑という考え方である(なお︑かかる考え

訴訟を提起する場合のみを視野におくものではない︒それ以

すなわち︑まず︑結果違法説は︑いわゆる結果不法説(生
じた損清)からみて違法性を判断する立場)と区別されるべき
ものであるが︑このことを前提としていっても︑﹁結果 Lの捉
え方に関わって︑さらに異なったこ種類の意味をもちうる︒

外の場合については︑国賠訴訟における違法の判断をもって

ならない︒そうだとすると︑この場合は︑結果違法説という

この場合の結果とは︑客観的法秩序への違反ないし国家機関
としてのいわばマクロな規範への違反を意味するものにほか

いう結果とは︑論理的な先後関係におかれているにとどまる︒

行動という行為と︑違法な処分や違憲の法律をもたらしたと

合が︑それに当たる︒ここでは︑行政処分などの実施や立法

結果違法説であり︑通常の行政公務員や国会議員に関わる場

観的法秩序に従うのが原則として職務上の義務であるという

為基準説という一一一一一口葉自体は︑広義に解すれば︑その中に︑(客

クロ規範基準説として捉えるとともできよう︒他方︑職務行

の義務(いわばミクロな行為規範)を基準とするものを意味

は︑当該行為状況の下におげる公務員個人の具体的な職務上

次に︑職務行為基準説についてであるが︑この説は︑通常

しかし︑多くの論者は︑そういう考え方をとっていないであ
ろ
﹀
フ
︒

方は︑行政処分を違法とする抗告訴訟の判決を得てから国賠

る場合について語られる結果違法説が︑それに当たる︒ここ

第一は︑いわば時間的結果違法説であり︑検察官などに関わ

﹁結果﹂と捉えている ) 0そうすると︑ここでも行為と結果と
の間には時間的な先後関係がみられる︑とされることになる︒

では︑検察官などの行為と無罪判決などの結果とが︑時間的

枠組で捉えるよりも︑客観的法秩序(マクロ規範)基準説と

説明の仕方によって)客観的法秩序基準説の主要部分をも含

な先後関係 Vおかれているのである︒第二は︑いわば論理的

小う概念で捉えた方がよかろう︒ただ︑かかる捉え方は︑裁
判所により違法ないし違憲が下されなくても︑国家行為はい

からいえば︑客観的法秩序基準説の主要部分は一種の職務行

ませることのできるものにもなってしまう︒このことは︑裏

している︒それは︑前述のマクロ規範基準説との対比で︑ミ

わば客観的にみて(あるいは裁判外的に)違法ないし違憲と
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為基準説的な発想によっても自らを正当化できる︑というこ

に類型化することもできよう︒このうち対私人的義務基準説

は︑在宅投票制訴訟最高裁判決(最判昭和六O年一一月一一一
臼民集三九巻七号一五一二頁)の次のような判旨に示される︒

を含めた対私人的義務基準説と︑法令適正執行義務基準説と

行為をしてはならないという行為規範が当該公務員に課せら

国家賠償責任が成立するのは︑﹁公務員が個別の国民に対して

とを意味するものといえよう︒それは︑さらにいえば︑そも

れていることが必要である︑という命題の成立可能性を示唆

そも︑公務員の行為が国賠法上違法となるためには︑かかる

するものといえよう︒このような形で︑客観的法秩序基準説

き﹂である(なお︑この判旨は︑一般論的文脈で語られてい

負担する職務上の義務に違背して当該国民に損害を加えたと

るが︑かりに妥当だとしても︑せいぜい︑国会議員の立法行

の主要部分は職務行為基準説の一態様として位置づけうる︑
という一般論をとらなくても︑個別の場合に前説と後説が一

人に対する義務という観念は前面に出てこなくなる︒この説

致する場合はありうる(たとえば︑検察官の場合につき︑有

は︑客観法秩序基準説に少し接近してくるが︑それと同じで

ろう)︒これに対し︑法令適正執行義務基準説にあっては︑私

る義務を負う︑とする見方もありうるのであり︑そうすると︑

はない︒たとえば︑法令を行政解釈などにのっとって執行す

為に関わる射程の狭いものとして位置づけ産されるべきであ

この場合の職務行為基準説は︑結果違法説とほとんど変わら

る行為がいわば客観的にみて違法だと考えられる場合︑客観

罪判決を受げることが確実だと判断した事件に限って起訴す

このように非常に広義に解さなくても︑職務上の義務の内容

法秩序基準説によれば︑国賠法上もただちに違法になるが︑

ないものとなろう)︒この点はさておき︑職務行為基準説は︑
をどう捉えるかの違いに応じて︑違法となる範囲の広狭の違

法令適正執行義務基準説によれば︑そうはならない︒

義務など)を公務員が果たさなかったことをもって(過失と

行政上の行為が国賠訴訟で攻撃された場合の違法性判断基︑準

それに準じる(処分性の認否につき議論のありうる)通常の

以上のような点に留意した上で︑私としては︑行政処分や

いなどを伴った種々のものとして現われうる︒また︑見方に

一体化させて)違法と判断する場合についても︑ 116
かかる

につき︑客観的法秩序基準説と職務行為基準説とに大別して

よっては︑私人に損害を与えない義務(注意義務︑結果回避

義務は職務上の義務にほかならないのであるから￨￨職務行

おきたい(このような形で職務行為基準説が語られる場合︑

そこでは︑前述した最広義の用法は斥けられている)︒そして︑

為基準説の一種として位置づけることもできよう︒
より一般的にいえば︑職務行為基準説は︑このような場合

その上で︑国賠訴訟の違法性抑制機能(ないし行政の法律適
合性を担保する機能)を重視する立場から︑客観的法秩序基
準説が採用されるべきである︑と主張しておきたい︒
国家行為の違憲性を攻撃する国賠訴訟における

法律を誠実に執行すべからずという行為規範は︑原則として
課せられていないとみるべきであろ一平このような特殊な場

合︑前述したような職務行為基準説的発想でみると︑法律が

違憲であれば法律を実施した行政公務員の行為もただちに国

賠法上違法になる︑という命題(これは客観的法秩序基準説

から導かれる)は︑不合理なものと感じられよう︒また︑通

常の行政処分などの場合に客観的法秩序基準説をとる一つの
根拠が︑行政の法律適合性の担保にあるのだとすれば︑前述

訟の場合もそれと同じように考えてよい︑とする見方もあり

しかし︑違憲の法律に基づく行政処分は︑抗告訴訟上︑法
律適合的であっても違法と判断されるのであるから︑国賠訴

の特殊な場合には︑かかる根拠論はそのままの形では妥当し
ないことになる︒

当該行為の国賠法上の違法性はどのような基準に基づいて判
いては︑必ずしも明らかにされているとはいえない︒
思うに︑行政上の行為が合憲の法律に適合しているか否か
を争う通常の場合は︑一種の職務行為基準説的な発想をとっ
たとしても︑法律を誠実に執行するのが行政公務員に要求さ
基準説を導き出すことができる︒ところが︑法律の憲法適否

ついても︑いっそう強い理由で客観的法秩序基準説(違憲即

ということになろう︒ただ︑そうすると︑今度は︑違憲の法
律を制定する国会議員の行為が国賠訴訟で攻撃された場合に

違憲の法律を実施する行政公務員の行為が国賠訴訟で攻撃さ
れた場合についても︑客観的法秩序基準説を適用してよい︑

に違憲の疑いがあるとしても︑それが行為時点の有権解釈に

が争われている特殊な場合は︑事情が異なる︒この場合法律
おいて合憲のものとして扱われている以上︑行政公務員には︑
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違法説)が適用されるべきではないか︑ということが問題に
なってこよう v というのは︑後者の場合は︑前者の場合と異

れる職務行為であるという論理を媒介にして︑客観的法秩序

うるであろう︒とくに︑国賠訴訟の抗告訴訟代行機能を重視
しようとする立場からは︑そういう帰結が出てくる︒よって︑

断されるのであろうか︒このような問題は︑既成の学説にお

る場合︑その中でも︑とくに法律そのものが違憲である場合︑

行政上の行為が法律には適合しているが憲法に違反してい

論で処理しきれるかどうかが︑問題になりうる︒

行政処分などを攻撃する国賠訴訟についてのこのような一般

本件国賠訴訟では︑憲法上の争点が絡んでおり︑よって︑

違法性の判断基準

2

で客観的法秩序基準説を板拠づけることもできるからであ

うという論理を媒介にして︑一種の職務行為基準説的な発想

なり︑国会議員は違憲の法律を制制定しない職務上の義務を負

達に従うべからずという行為規範は︑行政公務員に諜せられ

似てくる︒そうすると︑合憲的なものとして扱われてきた通

員の行為も違憲・違法である︑と主張されている場合と少し

の場合と通達違憲の場合を同列に扱うことはできまい︒とい

ているとはいえない︑ということになる︒しかし︑法律違憲

れているわけではないからである︒それとは別に︑本件では︑

同じ意味で︑自治省の通達に従う義務が地方公務員に課せら

うのは︑法律に従う義務が行政公務員に課せられているのと

それでは︑法律そのものは違憲でなく法律の適用の仕方が

いる︑ということに留意する必要があろう︒これらの点にか

んがみると︑本件の場合も︑行政の法律適合性を争う通常の

当該行為の法律(住民台帳基本法﹀適合性も同時に争われて

法律に従うべしという行為規範に加えて︑法律を合憲的に運

きであろう︒

国賠訴訟の場合と同様︑客観的法秩序基準説が適用されるべ

の場合には︑法律が違憲となる前述の場合のような問題は生

て︑行政上の行為の法律適合性が争われているにとどまって

省の通達が違憲であるがゆえにそれに従った行政公務員の行

主張されるにとどまる場合に属する︒ただ︑そこでは︑自治

ている︒よって︑本件は︑法律の適用の仕方が違憲であると

達や︑この通達に従った行政公務員の行為の合憲性が争われ

そのものではなく︑それの運用の仕方についての自治省の通

よって区別するか︑という問題もある(そのいずれであるか

対立についても︑両者を形式的基準︑実質的基準のいずれに

論と過失一一沌論の区別を諮りうる︒また︑一元論と分離論の

違法と過失のうちのいずれに収数させるかにより︑違法一元

別々に判断するいわば分離論とがある︒一元論の内部では︑

係については︑両者を一体化して判断する一元論と︑両者を

国賠訴訟における違法と過失(ないし故意・過失)との関

違法過失一元論にも関連させて

うすると︑法律が違憲であるがゆえにそれに従った行政公務

そこで︑本件の検討に移ろう︒ここでは︑住民基本台帳法

いる場合と同様︑客観的法秩序基準説によることができよう︒

用すべしという行為規範を課せられているにとどまる︒よっ

じてこない︒すなわち︑ここでは︑行政公務員は︑合憲的な

違憲であるにとどまる場合については︑どうであろうか︒こ

であり︑ここでは︑私としては見解を留保しておきたい︒

いずれにせよ︑このような問題は︑議論のありうるところ

る
︒

J
¥
為も違憲・違法である︑という形の主張もなされている︒そ
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一元論のうちのいずれに属させるかが︑変わってくる)︒

によって︑形の上では分離論をとりつつ実質的︑結果的に一
元論と変わらないような判断手法をとった場合を︑分離論︑

すく︑また︑違法性相対化論(国賠訴訟と抗告訴訟とで違法

による行政の原理の支配する行政過程と国家賠償制度とを整

方といえるであろう︒また︑このように解することが︑法律

れに入らず︑端的に過失の問題として処理するのが素直な見

に論じている︒﹁国家賠償法の違法は︑行政行為のように固に
対する行為規範が明確に存在するときは︑その規範の違反を
意味し︑当該公務員の過失として評価されるべきものは︑こ

性の判断基準は異なるとする立場)につながる︒これに対し︑

ここで︑職務行為基準説は︑違法過失一元論と結びつきゃ

客観的法秩序基準説は︑違法過失分離論に結びつき︑また︑

私としても︑国賠訴訟の違法性抑制機能を重視する立場か

合的に結合し︑国家賠償制度の有する違法行為抑止機能を効
果的に働かすのに適していると思われむ L

違法性一元論(国賠・抗告の両訴訟におげる違法は一致する
とする立場)につながる(なお︑違法性相対化論や違法性一

ついては︑その発動要件の欠如を闇賠法上の違法と解し︑こ

るような場合の一定部分は︑客観的法秩序基準説によりつつ︑
違法ではないが過失があるものとして処理し直すべきなので
ある︒

点だけをみても︑大いに問題である︒同説によれば違法にな

これまでの下級審裁判例の多くは︑客観的法秩序基準説に
基づく違法過失分離論の立場をとってきた︒すなわち︑﹁行政

しかるに︑原判決は︑職務行為基準説をとっており︑この

ら︑本件の場合も含め少なくとも行政処分などの場合は客観
的法秩序基準説および違法過失分離論によるべきである︑と
主張しておきたい︒

元論は行政処分の場合についての立言である)︒

処分のように︑その発動要件が法令で明定されているものに
の意味での違法を認識すべきであったにもかかわらず︑認識
しなかったことを過失と構成するのが一般的傾向であつお一

のみならず︑原判決は︑やや不鮮明ながら︑違法過失二元
論の立場をとっている︒一元論は︑判例上︑国公立の学校事

どに関わる場合には︑通常とられていない︒この点でも︑原

故の場合や︑危険防止などのための権限の不行使に関わる場
合などには︑採用されてきて叫ぶものの︑通常の行政処分な

のである︒また︑その中でも︑抗告訴訟と国賠訴訟が併起さ
れた場合には︑抗告訴訟における違法性を判断した上で︑国
賠訴訟についても︑それに同じという形で処理するのが︑い
わば判決パターンとなってい⁝匁
また︑最近の行政法学説においても︑同様の立場が︑きわ
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めて有力になっている︒たとえば︑塩野宏教授は︑次のよう
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

原判決のとる一元論は︑おそらく︑過失がないのであれば

判決は︑裁判例の動向に反している︒
違法性は認められない︑という立場をとっていることになろ

一一八四

る︑という判決も場合により期待しうることになる︒これは︑

控訴人側からみて︑形式敗訴・実質勝訴の判決である︒

原判決は︑職務行為基準説に立脚しつつ︑次のような形で︑

憲法判断回避をめぐって

能性は少ないのであるから︑違法性の認められる余地をきわ

ている︒‑記載方法について︑行政実務上の取扱いとして広く

違法性の認められる余地が狭くなるような具体的基準を示し

う︒そうだとすると︑本件で被告市長に過失が認められる可
めて狭めていることになる︒かりに︑そういう立場をとって

よって︑本件では︑客観的法秩序基準説をとった上で︑違

が明らかに認められるといった特段の事情がある場合でない

もかかわらずなお︹B︺その取扱いが違法なものであること

それなりの十分な根拠があると考えられる場合には︑それに

採用されている一定の確立した方法があり︑ (A︺その方法に

法過失分離論が採用されるべきであろう︒その場合︑職務行

判決は︑右のA の文脈で︑嫡出子と非嫡出子との民法上の

限りヘ違法あるいは過失は成立しない︒

れなりに十分な根拠がある﹂︑と判示したが︑これは憲法判断

とはいえない︒判決において憲法判断が示されているのは︑

別異扱いや︑それを前提とした住民票記載方法の定めは︑﹁そ

本件では過失が認められないのであるから逮法性の有無を論

かし︑ここでも︑違憲であれば﹁特段の事情﹂があるといえ

B におげる﹁特段の事情 L の有無を諮る文脈にすぎな川 v し

ただ︑分離論をとったとしても︑依然として問題は残る︒

じるまでもなく棄却を免れない︑とする一屑すかし判決を下す

る︑という命題が立論の前提におかれているわけではないよ

なものとさせる論理構造を備えていないことになろう︒かか

るまい︒裁判所としては︑過失がない場合であっても︑違法
そうすると︑本訴訟についていえば︑本件記載は違法であ

るAやB の捉え方いかんはさておくとしても︑裁判所として

うである︒そうだとすると︑判決は︑憲法判断を必要不可欠

るが被告市長の側に過失が認められないので訴えは棄却とな

性の有無につき判断を示すべきであろう︒

ことも不可能ではないからである︒しかし︑それは妥当であ

というのは︑裁判所としては︑過失の有無につき先に判断し︑

いものとして処理することが可能になってくる︒

的法秩序基準説によりつつ︑違法であるが過失が認められな

為基準説によれば違法でないとされる事例であっても︑客観

法となる余地をかなり狭めていることになる︒

いるとはいえないにしても︑判決の一元論は︑本件記載が違

4

は︑少なくとも︑か被告市長に職務上の義務違背が認められな

それは︑種々の場関で語られてきた︒その代表的な場面とし

場合には憲法判断をする必要はない︑とする準則を意味する︒

ることにより憲法判断に踏みこまなくても事件を解決できる

ては︑被告人の行為が犯罪構成要件に該当しないがゆえに無

い以上︑憲法適否の点を含むその余の点を判断するまでもな

罪となるのであれば当該刑罰法規の憲法適否を判断するに及

く︑棄却を免れないヘとすることもできたはずなのである︒
もちろん︑職務行為基準説によった場合でも憲法判断は行わ

ばない︑という場合があげられる︒ただ︑従来︑この法理が

れない傾向にあった︒しかし︑国賠請求が認められるための

語られる場合︑前述したような園賠訴訟上の問題は︑言及さ

れうるが︑それは︑いわば傍論的判断としての性格をもつも
他方︑客観的法秩序基準説によれば︑本件記載方式が抗告

のになろう︒
訴訟的見地からみて違法であり︑ないしはいわば客観的法秩

に踏みこまなくても請求棄却の結論を導くことができるとい

うのは︑まさに︑憲法判断回避の一つの場合にほかならない︒

何らかの実体法的要件が満たされていないがゆえに憲法判断

うと思えば︑本件記載方式の憲法適否につき正面から判断す

序に照らして違憲・違法であれば︑国賠訴訟上もただちに違

ることを原則的に迫られることになる︒ここで寸原則的に﹂

はない︒このような場合であっても︑寸裁判官は︑事件の重大

といっても︑憲法判断を回避しうるということは︑憲法判
断を回避すべきであるということをただちに意味するわげで

法になる︒よって︑ここで国賠法上の違法性につき判断しよ

という留保をつけたのは︑本方式は憲法を持ち出すまでもな

されている権利・自由の性質︑憲法判断による解決と法律解

性︑違憲状態の程度︑その及ぽす影響の範囲︑事件で問題に

く住民基本台帳法の趣旨・目的に照らし違法である︑とする
判断の可能性も理論上残されているからである︒それとは別
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正面から︑憲法判断を含む実体法的判断を下すよう望んでお
きたい︒

このような認識に基づき︑私としては︑裁判所に対して︑

総合的に検討した結果︑十分の理由があると判断した場合に
は︑憲法判断に踏み切ることができ幻一のである︒

釈ないしその他の理由による解決の及ぽす影響の相違など︑

に︑前述したように︑過失の不存在を先に認定して違憲・違
法性の判断を行うことなくすますことも︑不可能ではない︒
このようにして︑客観的法秩序基準説をとった場合でも︑
職務行為基準説をとった場合と同様︑憲法判断回避の問題が
出てくる︒
憲法判断回避の法理は︑広狭様々な意味で語られているが︑
一呂田口でいえば︑典型的には︑裁判所は法律上の争点を処理す
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

趣旨によるものであるが︑それ以上に︑本件記載につき違憲・

告側が蒙った精神的損害を慰謝料で償ってもらいたいという

そもそも︑本件における国賠訴訟の提起は︑一つには︑原

これは︑大まかな枠組としては︑今日でも妥当するが︑その

という形で諮られる傾向にあった(いわゆる二重の基準論)︒

緩やかな審査基準(合理性の基準)がそれぞれ適用される︑

の規制については厳格な基準︑経済的自由の規制については

違憲審査基準に関しては︑当初は︑主として︑精神的自由
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ものである︑と思われる︒すなわち︑そこでは︑国賠訴訟が

違法という裁判所の判断をかちとりたい︑とする趣旨をもつ

理性の基準(中間的審査基準)を設定すべきことが︑力説さ

れるようになった(この基準は︑消極目的による経済的自由

中にあって︑次第に︑かかる二種の基準の中間に︑厳格な合

とになる場合に備えるという︑いわば抗告訴訟代行機能が国

の規制などの場合に適用されるべきものとされている)︒この

訴訟要件の審査を用意にパスしうるものであることにもかん

賠訴訟に期待されているわけである︒これは︑国賠訴訟の本

ようにして︑厳格審査基準︑厳格な合理性の基準および単な
る合理性の基準という三種の基準という考え方が︑定着して

がみ︑抗告訴訟で不適法却下とされ実体判断が示されないこ

れない︒しかし︑かりに抗告訴訟が機能不全に陥ることがあ

来の姿から少し離脱したものである︑との見方もあるかもし

きた︒

別の側面につきいえば︑場合により︑政治部門(とくに立法

ても例外(合憲的な合理的別異取扱)が認められる︒また︑

規制)が認められるのと同様︑形式的平等要請の原則に対し

た︒表現の自由を始めとする自由の原則に対し例外(合憲的

らず︑憲法一四条一項(平等)の領域でも語られるようになっ

あれ︑その後︑精神的自由や経済的自由などの領域にとどま

かかる審査基準論は︑二種の基準論であれ三穫の基準論で

るとすれば︑それを補う役割が国賠訴訟に期待されてよかろ
う︒といっても︑抗告訴訟のレ i ルにおいて訴訟婆件の審査
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︒

をパスさせた上で本件記載についての憲法判断を含む実体法
的判断が下されることが︑より望ましいのは︑もとよりであ

︑平等領域における違憲審査基準

て例外(違憲可能性)が認められるという点は︑自由と平等

府)による規制措置に対する合憲性の推定という原則に対し

の双方につき共通にいえる︒このような汐原則と例外︒とい

原判決における憲法判断は︑二疋の違憲審査基準(合憲性
とに対する自覚に欠けている︒

審査基準)を設定・適用して目的手段審査を行う︑というこ

との間に事実上の実質的な(相当程度の)関連性がなければ

的が重要なものであり︑かっ︑かかる目的と採択された手段

性の基準とは︑当該別恩(取扱が合憲となるためには︑その目

なければならない︑とする基準である︒第二に︑厳格な合理

異取扱)がかかる目的を達成するために必要不可欠なもので

可欠の公益を追求するものであって︑かつ採択された手段(別

は︑当該別異取扱が合憲となるためには︑その目的が必要不

していえば︑次のように論じうる︒第一に︑厳格審査基準と

そこで︑平等問題に適用される場合の二一穏の基準のそれぞ
れの内容についてであるが︑芦部信喜教授の説船誌を参考に

領域への進出は︑十分うなずけるものである︒

う枠組の適用可能性にかんがみると︑違憲審査基準論の平等

は︑厳格な形で行うと︑手段の正確性の審査を含みうるもの

みた手段の審査(いわば手段関連性審査)である︒この審査

手段審査という場合︑とくに重要なのは︑目的との関連で

では︑この点を留保した上で︑目的と手段という単純な二分
法的枠組によって叙述を進めることにしよう︒

で受けとめるか︑ということも問題になりうる︒ただ︑以下

鎖をなしている︒よって︑手段をどの程度具体的な制度次元

的l
it直接的目的ils抽象的手段l l具体的手段といった連

いっても︑両者の区別は相対的であり︑実際には︑究極的目

手段審査の双方が問題にされている︒ここで︑目的と手段と

格な審査基準とは︑典型的には厳格審資基準を意味する)︒

審査基準が適用される︑ということである(ここで︑より厳

れ以外の事由に基づく別奥取扱の場合に比べて︑より厳格な

このような三種の基準のそれぞれにあっては︑自的審査と

とは︑当該別異取扱が合意となるためには︑目的が一応正当

ならない︑とする基準である︒第三に︑単なる合理性の基準

部で︑事例の類型の違いに応じ二種ないし三種の異なった基

このような三穏の基準の存在を前提として︑一平等領域の内

においては︑甲説と乙説は向じものに帰着しよう︒というの

れる︑とする見方(乙説)もありうる︒ただ︑厳格審査基準

ものを観察して行われる審査(いわば手段独立審査)も含ま

手段審査には︑それだけでなく︑目的と切り離して手段その

であろうか︒そう考える立場(甲説)もありえよう︒しかし︑

準が適用される︑と論じるのが︑最近の学説の傾向である︒

は︑それ自体として相当性を欠いている手段は︑目的達成の

となる︒それでは︑手段審査は︑手段関連性審査につきるの

そこでの内容は︑細部においては違いがみられるが︑次のよ

ために必要不可欠なものとはいえないからである︒両説の違

なものであって手段が目的と合理的に関連していればたり

うに説く点では一致している︒すなわち︑憲法一四条一項後

る︑とする基準である︒

段の列挙事由(﹁人種﹂など)に基づく別巽取扱の場合は︑そ
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方
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くに中間的審査基準)の場合である︒この場合︑乙説によれ

いが実質的な意味をもちうるのは︑より緩やかな審査基準(と

方︑前述の乙説によりつつ︑手段独立審査をも行うのであれ

性審査を行つでも︑妥当な結論が得られると期待される︒他

述の甲説によりつつ︑手段独立審査を行うことなく手段関連

︐
︐しておけば︑前
て事例の類型ごとに異なった審査基準を設定

J

ば︑たとえ手段が目的との聞に相当程度の関連性をもってい

ば︑事前の定型一的比較衡量を経て複数の異なった審査基準を

m
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たとしても︑手段そのものがそれ自体として相当性を欠いて
芦部説は︑額面通り受げとれば︑甲説をとっていることに

いる場合には手段審査にパスしえない︑ということになる︒

通して適用できる単一の審査基準を設定しても︑妥当な結論

を導くことができるであろう︒というのは︑一つには︑別異

設けるかわりに︑一平等違反の関われているすべての事例に共

審査に相当する要件につき︑﹁当該事項につき差別的取扱いの

それ自体を立法目的とするものは︑中間的審査基準を適用し

取扱の中でも一定範鷹の人々(いわば不利者)に対する劣遇

なるが︑乙説も十分成立しうる︒実際︑橋本公亘氏は︑手段

の双方を
L

による限り︑手段独立審査の中で適切な比較衡量を行い︑事

を前提とした中間的審査基準(いわば修正中間的審査基準)

たとしても︑容易に目的違憲となるからである︒また︑乙説

必要性が認められること﹂および﹁差別的取扱いの態様とか
程度が︑社会通念上許容できる範囲内であること
あげているが︑これは︑乙説を示すものといえる︒
そもそも︑ある別奥取扱の憲法適否は︑それのもたらす利

回ゅうに︑平等領域の内部で事例の類型の違いに応じ︑形式

例の違いに応じて違憲もしくは合憲の結論を導くことができ
るからである︒

益(プラスの価値)と不利益(マイナスの価値)とを比較衡
量することによって決められるはずであ郁そして︑事例の
え方は︑事例の類型ごとにあらかじめ比較衡量をかなりの程

類型の違いに応じて異なった審査基準が適用されるという考
度まで済ませておく︑という意味をもっている︒すなわち︑

外の認められる余地が狭くなったり広くなったりする)こと

やかになったりする(別言すれば︑かかる原則に対する例

れ以外の別異取扱とは違えて︑あらかじめ違憲の側に傾きや

は︑確かである︒しかし︑このことは︑違憲審査基準が厳格

的平等ないし別異取扱禁止の原則の要請が厳しくなったり緩

すいような比較衡量を施しておき︑きわめて強い正当化事由

たとえば︑﹁人種﹂などの事由に基づく別異取扱の場合は︑そ

があってはじめて合憲となる︑という扱いをする︑というこ

になったり緩やかになったりすることとll大体において一
致するもののilI‑苅全に同じではない︑とみるべきであろう︒

とになる︒このようにして︑事前の定型的比較衡量をふまえ

すべての場合につき修正中間的審査慕準を適用しても︑たと
きた︒

などの屈辱的な熔印を押されてきたこと︑などがあげられて

ような命題こそ主張されるべきであろう︒それは︑不利者劣

ある︒むしろ︑かかる命題と並んで︑いやそれ以上に︑次の

しく禁止される︑という命題を過度に強調するのは︑問題で

ただ︑私見によれば︑列挙事由に基づく別異取扱はより厳

えば人種差別は年齢差別より厳しく禁止される︑という結論
などと言うとき︑それは︑かかる了解に基づい

を導くことができるのである︒以下で︑ J厳しく(緩やかに)
L

前述したように︑種々の別異取扱の中でも︑少なくとも列

禁止される
ている︒

る︑という命題である︒以下︑この命題に注釈をつけておこ

う︒ここで不利者とは︑差別や偏見にさらされてきた一定範

遇型別異取扱は不利者優遇型別異取扱より厳しく禁止され

拠としては︑憲法一四条一項後段が明文で一定の列挙事由を

的に不利な立場の人々も含まれる︒劣遇とは︑全体的にみて

挙事由に基づく別異取扱は︑より厳しく禁止される︑と説く

掲げたことを生かす解釈であるということのほかに︑次の点
があげられ引 F そもそも︑様々の別墜(取扱の中でも︑本人の

点では︑最近の憲法学説は一致している︒このように説く根

努力によってはいかんともしがたいような事也︑とくに生ま

異取扱を意味する︒他方︑不利者優遇型とは︑実質的平等を

何らかの精神的もしくは物質的な不利益をもたらすような別

実現する(結果の平等に近づける)ための別異取扱を指し︑

騰の人︿マイノリテイ)を中心とするが︑そのほかに︑経済

れによって決まってしまうような事由に基づく場合は︑それ
以外の場合に比べて︑個人の尊厳の原則に照らしての非合理

アブァ 1 マティブ・アクションなどが含まれる︒なお︑不利

者劣遇刑事と優遇型といっても︑すべての別異取扱がこの二つ

そこには︑一定の社会保障給付対象者の低所得者への限定や

は︑立憲民主主義の根幹に関わる重要な価値であっ

性が顕著である︒まさに︑一四条の列挙事由は︑﹁信条﹂を別
﹁信条

にすれば︑このような種類の事由に当たるのである︒他方︑

の型のいずれかに属する︑という趣旨ではない(別異取扱に

L

て︑それに基づく別異取扱は厳しく禁止される︑という趣旨

準が適用される︑という形で説かれている︒しかし︑かかる

命題は︑実際には︑学説上︑かかる別奥取扱には厳格審査基

列挙事由に基づく別巽取扱はより厳しく禁止されるという

は︑そのほかに︑特権者優遇却なども考えられる)︒

厳しく禁止される根拠として︑かかる事由が先天的に決まり

また︑アメリカでも︑人種などの事由に基づく別臭取扱が

で︑列挙事由に含められたものと解される︒

本人の努力で変更しえないものであること︑歴史的に劣等性
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方
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四︑非嫡出子差別と平等原則

ニ九O
説き方は︑ーーかりにそれが不利者優遇型を眼中におかない
ものであったとしても 1 1問題である︒この点は︑厳格審査

この問題についての原判決の判旨は︑以下のようなものに

い基準(それを適用すれば審査対象が大部分の場合違憲と

しかし︑かかる判旨は︑大いに疑問である︒ここで︑相続

ちろんのこと︑それに対応した本件記載(方式)も同条違反
とはならない︒

男﹂などのかわりに﹁女﹂︑﹁男﹂などと記載する方式)はも

L

法一四条に違反しない︒かかる差異設定が合理的なものであ
る以上︑戸籍の続柄における非嫡出子記載方式︿﹁長女 ︑ J 一

ぞれは︑寸法律上の婚姻によって成立した家族の利益の保護を
第一義に考えるという観点をその根拠とするものであり﹂︑憲

帰着しよう︒民法は︑嫡出子か非嫡出子かによって﹁その相
︑
続法上あるいは親族法上の権利義務に差異を設けている Lが

基準という一言葉の下で何を考えているのかにも関わってい
る︒この言葉は︑典型的には︑ほとんど致命的な非常に厳し
なってしまうような基準)を指す︒かかる意味での厳格審査
基準を一律に適用すると︑違憲審査が硬直化してしまい︑場
合によって実質的妥当性をもたない違憲論が導かれるおそれ
があろう︒他方︑厳格審査基準として︑そこまで極端に厳し
い基準がイメージされているのでないとすれば︑それは︑言

場合は厳格審査基準が適用される︑という主張にはくみしえ

葉の使い方として誤解を招きやすいというべきであろう︒
いずれにせよ︑私としては︑列挙事由に基づく別異取扱の
ない︒むしろ︑かかる別異取扱の場合は修正中間的審査基準

扱とは︑父子関係確定法(七七二条︑七七九条などて子の氏

法上の別異取扱とは︑非嫡出子の相続分についての民法九O
O条四号但書にかかるものであり︑また︑親族法上の別異取

が適用される︑と説いた方がよかろう︒いや︑さらにいえば︑
すべての別異取扱を通じて修正中間的審査基準が適用され︑

(七九O条など)や親権(八一八条三項︑八一九条四項)に
かかるものを指すと思われる︒しかし︑そもそも︑かかるこ

その中で列挙事由に基づく不利者劣遇型別異取扱の場合は︑
︾
フ
︒

手段独立審査にパスしにくくなる︑と論じられるべきであろ

種の別異取扱をいっしょくたにしてその合理性を語るのは︑

であるが︑親族法上の別異取扱については︑いちがいにはそ

問題である︒相続法上の別異取扱は︑非嫡出子に対する劣遇

適用される︑と論じる学説は少なくないが︑この学説を機械

一方で︑憲法一四条の列挙事由に関しては厳格審査基準が

とになる︒

るように︑憲法一四条違反と解すべきであるが︑後者につい

うはいいきれないのである︒私見によれば︑前者は︑後述す
ては︑立法政策的に批判の余地はあるとしても︑全面的に違

的に適用すると︑非嫡出子に対する別異取扱については厳格

家制度の復活を平等保障の観点から組止しようとした趣旨を

J 四条一項後段が司社会的身分﹄や﹃門地﹄を挙げるのは︑

審査基準が妥当する︑とされることになる︒それとは別に︑

憲であるとはいえないように思われる︒
また︑相続法上および親族法上の別異取扱の合理性・合憲

含むと解することも出来よう﹂としつつ︑厳格審査基準の採

性から︑いとも簡単に本件記載(方式)の合理性・合憲性を
は︑私見の立場からは︑次のように反論されるべきことにな

導き出そうとする判決の論法も︑大いに問題である︒この点

用を強く示唆する学説も存する︒

的審査基準が︑それぞれ妥当する︑と説く見解が︑最近︑有

厳格審資基準︑寸信条︑性別︑社会的身分等 Lに関しては中間

他方で︑憲法一四条の列挙事由のうち︑﹁人種﹂に関しては

る︒第一に︑相続法上の別異取扱自体違憲であり︑よって︑
たとされる本件記載方式も︑その根拠を失い違憲になる︒第

力な形で提示されている︒この見解を機械的に適用すると︑

それを前提とする戸籍の記載方式︑およびこの方式に対応し
二に︑親族法上の別異取扱は合憲であるとしても︑このこと

非嫡出子に関しては中間的審査基準が妥当する︑という帰結

{加)

のとして違憲となる︒ただ︑以下では︑これらの点を全面的

とは無関係に︑本件記載(方式)は合理性や必要性を欠くも

が導かれることになる︒

実際︑アメリカ合衆国の連邦最高裁では︑非嫡出子への別

に論じる余裕はない︒そのかわりに︑非嫡出子に対する劣遇

ついて検討してみよう︒なお︑検討に探しては︑既成の学説

として︑非嫡出子に対する別異取扱に適用される審査基準に

所定の﹁社会的身分﹂に当たると解される︒このことを前提

が法律婚という制度をとっているために生じる地位であり︑

非嫡出子たる地位は︑人種等の自然的属性とは異なり︑国家

たものであるとの点から︑合理性テストが用いられず︑他方︑

が存する︒﹁非嫡出子たる地位は出生によって個人に付与され

このことを指摘した上で以下のように説く学説(米沢広一説)

異取扱につき中間的審査基準がとられているが︑日本にも︑

の場合と同様︑主として︑非嫡出子の相続分についての民法

非嫡出子たる地位についてであるが︑それは︑憲法一四条

の憲法適否の問題に焦点を当てることにしよう︒

九OO条四号但警の憲法適否の問題が︑視野に収められるこ
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方
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法律婚の維持という立法目的の正当性をそう簡単に否定しえ
ないとの点から︑厳格な審査テストが用いられず︑結局︑両

L

﹁非嫡出子に対する﹃差別﹄については︑

者の中間に位置する厳格な合理性テストが用いられるように
なったと思われる︒
厳格な合理性のテストにより︑立法目的が重要であり︑立法
目的と手段との間に実質的な関連性が存することが必要とさ
(幻)

ニ九二

非嫡出子の相続分差別につき︑東京高裁平成三年三月二九

いくことにしよう︒

日決定(判例タイムズ七六四号二三ニ頁)は︑憲法一四条な
どに違反しないとした︒
{お)

この問題につき︑憲法学説は︑合憲・違憲の両説に分かれ
ている︒

説を引用しうる︒﹁これは︑﹃個人の尊厳﹄あるいは法の一﹁の

のであり︑その代表的なものとしては︑次のような宮沢俊義

合憲説は︑従来から︑きわめて有力な形で説かれてきたも

前述した私見の立場からはもちろんのこと︑このような学

OL

説の動向にかんがみても︑非嫡出子に対する別異取扱につい

をおいている点から見て︑おそらく憲法の容認するところと

平等の原則に反するようにおもわれるが︑憲法が婚姻に重き

れよう

ては(修正)中間的審査基準が適用される︑と考えるべきで

L

条四号による相続分差別だけでなく︑本件記載(方式)など

ば︑ここで不利者(非嫡出子)劣遇という場合︑民法九OO

査をパスしにくくなる︑というべきであろう︒念のためいえ

されやすいものである︑ということにかんがみ︑手段独立審

意識などの問題もあるが︑非嫡出子の平等化への位界的傾向

わしい︒嫡正家族の協力関係の保護の必要︑嫡出重視の社会

続分を不利に扱うことに合理性があるかどうかはきわめて疑

まったくの偶然的事情であることを考えれば︑非嫡出子の相

子にとって非嫡出たることは本人の責に帰せしめられない

あたり︑次のような戸波江二説を引用しておきたい︒﹁非嫡出

違憲説は︑最近になって台頭しつつある︒ここでは︑さし

見るべきであろう︒

あろう︒そして︑非嫡出子というマイノリティに対する不利
者劣遇型別異取扱については︑非嫡出子たる地位が生まれに

も含んでいる︒というのは︑非嫡出子に限って﹁子﹂と記載

よって決まってしまうものであり︑かっ差別と偏見の対象と

するのは︑それ自体として本人などに精神的不利益をもたら

をも踏まえるならば︑むしろ民法九OO条四号は︑憲法一四

v

すとともに社会的差別の原因を与えるものであるからであ

条︑二四条に反すると解すべきであお ﹂
また︑中間的審査基準の適用を主張する前述した米沢説は︑

以下︑現行制度上の非嫡出子差別の憲法適否につき︑みて

る
︒

次のような形で違憲論を説いている︒同﹁法律婚制度の維持
を重要な立法目的とみなしうるが︑相続分をニ分の一にする
という手段と上述の立法目的との間には実質的な関連性をみ
いだしえない L
︒伺﹁非嫡出子になったことに資任を有さず︑
かっその属性を自ら変えることのできない非嫡出子に負担を
転化することによって立法自的を達成しようとする予段は︑
正当とはいえな一円︒
ただ︑ここで︑制は川刊の根拠として述べられているが︑見
方によっては︑刊を手段関連性審査についての立言︑州門を手
段独立審査についての立一一一口として︑それぞれ捉え直すことも
できよう︒いずれにせよ︑非嫡出子への相続分差別は︑かか
る二種類の手段審査のいずれによったとしても違憲となる︑
とみるべきであろう︒
同様のことは︑非嫡出子差別一般という︑より広い文脈に
おいても︑次のように説かれている︒寸仮に︑﹃法律婚の尊重﹄
という法目的それ自体は妥当なものだとしても︑親が正規の
は︑どこにあるのであろうか?それはまさに司親の因果が

婚姻をしているかどうかで︑子供を区別し︑差別する必要性
子に報い﹄式の仕打ちであると言わねばならない︒しかも︑
具体的な場面におりる﹃非嫡出子に対する不利な取扱い﹄と
いう手段と︑司法律婚の尊重よという目的との聞の合理的な関

住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方
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ここにも示されているように︑これまでの非嫡出子差別違

憲論は︑どちらかというと︑目的と手段の関連性が乏しい(手

段関連性審査をパスしえないてという主張に力点がおかれて

きた︒また︑本件訴訟との関連でも︑かりに法律婚制度の維持・

尊重という目的は正当だとしても︑本件記載(方式)という

てきた︒私としても︑このような主張にことさらに異を唱え

手段は︑目的との聞の関連性が弱い︑といった主張がなされ

るつもりはない︒ただ︑本稿では︑この種の主張を改めて展

開するのは︑差し控えることにしたい︒そのかわりに︑非嫡

る︑という命題を強調しておきたい︒ぞれとともに︑非嫡出

出子差別は手段独立審査をパスしえないがゆえに違憲にな

子業別は︑場合により目的審査の段階で違憲になる︑という

国ゅうに︑問題を検討するに際しては︑目的と手段のそれぞ

ことを指摘しておきたい︒

ついていえば︑それは︑婚姻届を出すことの奨励︑重婚的内

れをより細分化ないし具体化しておく必要があろう︒目的に

縁の防止︑などの下位目的に分解することができよう︒また︑
手段についても︑相続分差別︑社会保障や税制における差鵬

﹀叶ノ︒

一夫一婦制の法律婚制度一般の維持・尊重

一戸籍や住民票の記載上の差別︑などに分解することができよ
私見によれば︑

二九三

九
という目的は︑妥当なものである︒よって︑夫婦の一方が配

今日的事実婚に関し何ら抑止的効果をもっていないのと異な

多かったのです︒﹂このことは︑非嫡出子への相続分差別が

子どもが生まれると︑子どものために婚姻届をするケ iスは
(初)

う下位目的も︑妥当なものである︒しかし︑夫婦問姓義務の

義を抱いたことにより事実婚の道を選んだのであり︑そのよ

件原告(控訴人)は︑かかる現行上の法律婚制度に対して疑

止という目的は︑今日的事実婚に関する限り妥当性を欠いて

目的と手段の関連性の審査をパスしうる)︒しかし︑事実婚抑

があるともいえる(やや緩やかな違憲審査基準を設定すれば︑

載(方式)の採択という手段との間には︑ある程度の関連性

そうだとすると︑事実婚を抑止しようという目的と本件記

司令︒

うないわば今日的事実婚の夫婦やその間に生まれた子の数

いるのであり︑また︑前述したように︑本件記載(方式)は︑

(却)

の制度については︑憲法一三条やニ四条に違反するのではな

手段ぞれ自体としての相当性を欠いている︑とみるべきであ

行上の法律婚制度を前提とした場合︑事実婚の道を選ぶ自由

最後に︑本件記載(方式)の憲法一四条違反を問題にする

れまで非嫡出子差別は︑婚姻屈の間接的強制カを大いに発揮

進学︑就職︑結婚などでの差別への道を開いてきました︒こ

における非嫡出子に対する︺異なった記載が発端となって︑

は︑次のようにも指摘されている︒﹁(戸籍や住民票の続柄欄

由に対して︑二疋の抑止的効果をもちうる︒この点について

ともに︑今日的事実婚夫婦が事実婚を維持しつつ子を産む自

しかるに︑本件記載(方式)は︑戸籍における記載などと

効果をもつものの︑住民票に﹁長女 L等ではなく﹁子﹂と記

も︑似たような問題が出てくる︒しかも︑住民票記載は法的

ある意味では国家の表現に属する本件住民票記載について

条違反の﹁差別 Lを構成することはありえない︒そうすると︑

が公人として悪質な差別発言をしたとしても︑それ自体が同

て︑そこには差別的表現は含まれない︒たとえば︑国務大臣

ていえば︑同条違反の﹁差別しとは︑差別的取扱の意味であっ

のか︑という問題を吟味しておく必要があろう︒一般論とし

に際しては︑そもそも一定の記載・自体が同条違反になりうる

してきました︒夫婦で別姓を名乗るために事実婚であっても︑

して︑高度に尊重される必要がある︒

も︑憲法一一ニ条の保障する自己決定機の一内容をなすものと

ヲ令︒

いかという点が︑問題にされている︒よって︑少なくとも現

は︑年々増加している︒また︑法的にみても︑夫婦問姓義務

尊重という目的が妥当といえるかは︑問題である︒実際︑本

制度(民法七五O条)を伴った現行上の法律婚制度の維持・

偶者以外の異性との開に子をもうけることを防止する︑とい

四

ては︑次の二つが考えられる︒第一は︑住民票に﹁子﹂と記

本件に関してプライバシー権の侵害が語られうる局面とし

権の侵害の有無が関われる必要がある︒

なる表現につきるものではない︒それは︑住民票という法的

る︒第二は︑住民票の写しを交付してもらったり︑各種の手

載し︑それを地方公共団体に保管しておく︑という局面であ

ら︑この点はますます然りである︒しかし︑本件記載は︑単

載したこと自体は固有の法的効果をもっていないのであるか

とした愛別的取扱を構成するものである︒このことは︑本件

局面である︒本件訴訟では︑直接的には︑第一の局面が攻撃

たくない第三者に非嫡出子情報が知られてしまった︑という

続のために住民票一の写しを提出したりなどする際に︑知られ

制度の中に組み込まれ間着化された表現物であって︑れっき
記載の処分性の有無にかかわらず妥当することである︒
五︑住民票記載とプライバシーの権利

表されない権利として捉えられてきた︒このようないわば私

プライバシー権は︑従来から︑私生活をみだりに公開・公

されているといえる︒
イバシーの権利(プライバシー権)を侵害するものではない

イバシー権侵害といえるが︑第一の局面についてもそういえ

生活非公表説を前提とすると︑前述した第この局面は︑プラ

本件記載については︑憲法一一二条によって保障されるプラ
か︑ということが問題になる︒というのも︑住民票の記載内

おそれが︑より少なくなったといえる︒しかし︑にもかかわ

れるなどしており︑改正前と比べれば︑プライバシー侵害の

権侵害として位置づけることは︑可能であろうか︒この点は︑

る汐被害 8を伝統的な私生活非公表説によりつつプライバシー

かもしれないという不安感であるといえる︒はたして︑かか

あるとともに︑本件記載を通じて今後第二の局面が発生する

る︒もっとも︑一九八五年の住民基本台帳法一部改正によっ

容は︑戸籍と比較しても︑第三者の目にふれやすいからであ

ら︑ず︑業務上の理由により第三者の住民禁の写しの交付を請

の砂被害 e は︑本件記載それ自体(第一の局面)の不快性で

求できる者や︑地方公共団体の住民票担当の職員などに対し

議論の余地がある︒というのは︑本件記載は︑広い意味では

るか︑ということが問題になりうる︒本件における控訴人側

てはもちろん︑本人が交付してもらった住民票を提出する各

る公表には揺さないからである︒実際︑裁判例においてプラ

公表として性格づけうるかもしれないが︑厳密な意味におけ

て︑第三者の住民票の写しの交付請求に大幅な制限が設りら

種の手続を処理する相手方に対しても︑住民票一の記載内容は

二九五

簡単に知れてしまう︒その意味で︑依然として︑プライバシー
住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

イパシ!の公表が語られる場合︑そこでの公表は︑マスコミ︑

に関わる権利という観点から絞りをかげられるべきであり︑

と︑プライバシー権は︑個人の﹁人格﹂ないし﹁道徳の自律﹂

っけないB説の対立がある︒ A説をとる佐藤幸治教授による

二九六

は︑不特定かっ多数の人々の目や耳に容易に入ってしまうよ

それは︑一次的には︑自己情報一般ではなく︑高度に秘密な

出版物︑映画などによる公表を指していた︒すなわち︑それ
うな態様の公表である︒しかるに︑本件記載は︑このような

か精神過程にかかわる情報︑思想・良心の基本にかかわる情
報﹂があげられてい一切しかし︑かかる捉え方では狭きに失

そして固有情報の内容としては︑﹁人の内部的な身体的特徴と

情報(プライバシー固有情報)について成立する︑とされる︒

本件記載をプライバシー権侵害として攻撃するためには︑

意味での公表とは性格を異にする︒

ロール権説によって定義した方が︑有効である︒この説は︑

プライバシー権を私生活非公表説ではなく自己情報コント

しよう︒﹁総ての個人情報についてプライヴアシ!の権利の可
能性を認めても良吋一︑というべきであろい初そもそも︑プ

最近の懲法学界において有力になっているものであるが︑そ
れによると︑プライバシー権は︑自己に関する情報の収集・

私生活非公表説より広く捉えた時点で︑相当程度の合憲的制

る︒そうだとすると︑自己情報の範囲についても限定をつけ

バシー権の制約についての違憲審査基準を観念しうるのであ

ライバシー権は︑それを自己情報コントロール権という形で

伝播・保存・利用などの過程をコントロールする権利として
捉えられることにな引 v また︑裁判例の中にも︑この立場に

約を予想した概念となっている︒まさに︑ここでも︑プライ

権侵害の要件とされていたが︑自己情報コントロール権説に

不成立の場合については合憲的制約論の場面で処理した方が

ずに広く捉えた上で︑そこから生じうるプライバシー権侵害

伝統的な私生活非公表説においては︑公表がプライバシー

立つものがみられ引 v

おいては︑公表が伴っていなくても︑自己情報の収集・伝播・

そこで︑非嫡出子という情報についてであるが︑ A説の一

よかろう︒

保存・利用などが不当な仕方で行われていれば︑プライバシー
権の侵害は成立しうる︒まさに︑本件記載は︑公表以外の局

では︑プライバシー固有情報の一内容として︑よ Cわめて不当

とされる可能性がある︒ただ︑佐藤教授自身は︑あるところ

般論によると︑それはプライバシー固有情報に含まれない︑

ただ︑自己情報コントロール権という場合の自己情報の範

が問題になりうる事例として位置づけられるべきであろう︒

面におけるプライバシー権I自己情報コントロール権の侵害

囲をめぐっては︑それに一定の限定をつけるA説と︑限定を

な社会的差別の原因となる情報 Lをあげていりそうすると︑
かかる情報の中には非嫡出子という情報も入ってくる可能性
がある︒いずれにせよ︑非嫡出子情報につきプライバシー権
は成立しうるかにつき︑ A説によると積極・消極の両説が出
てきうるが︑ B説による限り積極に答えられるべきことにな
本件記載(方式)につきいえば︑それは︑一次的には︑次
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(3) そうだとすると︑拙稿﹁立法行為・司法行為と閤家賠償責任﹂

司国家補償法大系2﹄(日本一静論社︑一九八七ご頁以下︑八1九頁
で示した私見の立場も︑再検討を迫られることになろう︒
(4) 違法性相対化論への批判としては︑とくに︑阿部泰隆﹁抗告訴

訟判決の国家賠償訴訟に対する既判カ﹂判例タイムズ五二五号一五
頁以下ご九八四)参照︒

F (一九九二)︑一五六頁︒

(5) 字賀・前掲論文六二頁︒この点を一示す裁判例については︑同・
六三頁注(日)参照︒
(6) 秋山義昭﹁抗告訴訟との関係 Lジュリスト九九三見守一五三賞以

説として︑たとえば字賀・前掲論文六七真︑金井恵里可寸非嫡出子

(7) 塩野宏コ行政法H﹄(有斐筒︑一九九二二四二頁︒向趣旨の学

のような内容の権利を侵生一目するものとして捉えられるべきで
つ社会的差別の原因となるような鼠己情報を︑嫡出子と違え

二九七

(2))

(
M
) 橋本公一日一﹃日本国憲法︹改訂版︺﹄(有斐閣︑ 一九八八)

i二八七頁参照︒

を避けてきたが︑その理由については︑前掲拙著(注

二八六

(日)本文の叙述では︑﹁論証(証明)する責任しといった一言葉の使用

(ロ)芦部信寄﹁憲法一四条一項の構造と違憲審査基準﹂法学教室一
一二九号一一貝以下ご九九二)︒

(口)芦部信事﹃演習憲法︹新版︺﹄(有斐関︑一九八八)二九八頁︒

(MM)

大体向田自の位置づけとして︑小林武﹁本件第一審判決評釈﹂判
例評論三九四号一七頁︒以下︑一九真︒

ω

の住民票続柄記載取消請求事件︹武蔵野市 ) L判例地方自治九二号四
七頁以下(一九九二)四八1 四九頁︒
(8) 塩野・前掴向者百二三五1 二三六頁参照︒
(9) 村重慶一寸国家賠償訴訟 L ﹃実務民事訴訟講座 ﹄(日本評論社︑
一九七O
) 三O三頁以下︑三一一一一員︒

あろう︒すなわち︑それは︑それ自体として不快であり︑か
た形で記載しないよう求めることを内容とする自己情報コン
トロール様である︒
なお︑本件記載(方式)によるプライバシー侵害は︑現行
法上の非嫡山山子別異取扱の憲法適否のいかんにかかわりなく
妥当する事柄である︒
(
1
) 字賀克也﹁国家賠償の課題li違法性論を中心としてしジュリ
スト一 OO号六O頁以下ご九九二)︒そこでは︑﹁国賠法上の違法
概念についての諸説は︑行為不法説︑結果不法説︑相関関係説に大
別されるほか︑行為不法説の中に結果違法説と臓務行為基準説の対
立が存在する﹂(六八頁てという整理が一水されている︒この点も含
め︑本稿のこの叙述は︑字賀論文から多くの示唆を得ている︒
頁参照︒

(
2
) 拙著﹃憲法解釈の論理と体系﹄(日本評論社︑一九九ここO八

住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

九
七

頁
︒

二九八

︹一戸波江二︺︒また︑一戸波江二ほか﹃憲法ω￨￨人後﹄(有斐閥︑一

(お)和田英夫一編著﹃慾法一 O O誘い(学陽書‑殿︑一九八一一一)一一ニ七頁

の発生について何らの資任も有しないにもかかわらず︑非嫡出子に

九九‑一)一 O五頁︹安念滴司)は︑﹁非嫡出子自身は︑婚外の性関係

なお︑平等保護原則における比較衡島県法については︑戸松秀典

﹃平等原則と司法審査﹄(有斐閣︑一九九O
) 一一一一五頁以下参照︒

(MM)

(日)浦部法制糊﹃憲法学教室I﹄(日本評論社︑一九八八)一三五頁な

(お)米沢・前掲書二八三賞︒

?ある︑という批判が強いし︑と述べている︒

不利援を課すことによって家族制度を保護しようとするのは不合理

二八日守二七頁以下(一九八二三一 1三一一真︑性別につき︑世相塚正

ど参照︒
nzo‑
(口)人種などにつき︑阪本日回成吋優先処遇と平等原則﹄ Fm耳m

(幻)長尾英彦﹁非嫡山山子記載取消請求事件判決についてし中京法学

一 九 九 二 六 六1六七頁参照︒

(泌)一一宮周平吋結婚印刷・出す理由と︑山山さない自由﹄(毎日新聞社︑

一六巻=了間号一頁以下(一九九二)一一一1 一
三
一
員
︒

臣﹁性差別の審査基準の根拠についてし阪大法学問二巻一号一一一五
衰以下(一九九二)参照︒
成﹄(信山社︑一九九二)一五六百一の末尾の叙述内川を参照︒

(日)かかる私見と大体同様の学説として︑棟賠快行﹃人権論の新構

の視点﹄(明石書庖︑一九九二)一三五頁以下参照︒本件との関連で

(刊日)さしあたり︑拙著﹃人権のオモテとウラ￨￨不利な立場の人々

︒
夫婦問姓義務を問題にするものとしては︑官民尾・前掲論文一 O貰

棟居快行﹁非嫡出子の相続分を定めた民法九OO条四号似警の

(mm)

頁
︒

合慾性﹂可平成三年度翼安判例解説﹄二二夏以下二九九二)︑二三

一己二O七頁︹金城︺︒なお︑二宮・前掲審七O頁によると︑﹁非嫡

(ぬ)辻村みよ子i金城清子守女性の権利の歴史﹄(岩波書倍︑一九九

から婚姻届をするという実態があるし︑とされる︒

出子の出生率が低い背景には︑妊娠中絶の多さとともに︑妊娠した

(幻)アメリカ法の状況については︑とくに釜田泰介﹁嫡出・非嫡出

(初)芦部・前掲論文九一一一1九四資︒
による区分と法の平等保護付1日﹂同志社法学コ一二巻一一一・四号︑五

(幻)拙著﹃差別的表現﹄(有斐潟︑一九九O
) 一六二頁︒

) 参照︒
号︑一一一三巻一号(一九八O
(勾)米沢広一吋子ども・家族・憲法﹄(有斐閣︑一九九二)二八三頁︒

は︑松井茂記﹁プライヴァシiの権利について﹂法律のひろば四一

(辺)その代表的論者は︑佐藤幸治教授であるが︑その所説について

4

世戸部信審ほか編﹃拍慣習臼憲法﹄(車円林 普段︑
藤宰治︺︒

(MA)

真
)
︒

一九八四)二OO頁︹佐

(お)東京地判平成二年八月二九日判例時報一三八二号九二夏︹九七

号二七資以下(一九八八)︑一ニ二1一二四頁参照︒

(お)ここでは︑民法学説には立ち入る余裕はない︒西原道雄﹁非嫡
L

型(法律時報

出子の相続分を定めた民法九OO条閉号但書の合議性
4

姻の尊重と非嫡出子の差別は必然的なものか﹂法学セミナー四五四

別冊)私法判例リマ!クス一九九 二下)﹄九六頁以下︑二世間関平﹁婚
号八一一良以下ご九九二)など参照︒
宮沢俊義1芦部信貰完全訂日本国憲法﹄(日本評論社︑一九七八)

二六四一員︒

(
μ
)

以下(一九八六)︑四八一員第一段後半参照︒

(お)松井・前掲論文コ一八頁︒
(お)仙山一橋寸指紋押捺強制と定住外悶人 Lジュリスト八七O号問中ハ頁

八資以下(一九八四)︑ご五頁︒

(幻)佐藤幸治﹁プライバシーと知る権利﹂法学セミナー一一一五九号一

住民票非嫡出子記載に対する法的判断のあり方

九
九

