
No.7

１．「婚姻適齢の形式的な男女平等化」は慎重を期すべき

２．「再婚禁止期間の廃止」は弊害多い、男女共に「再婚禁止期間」設けよ

３．わが国の家族の伝統を守り、子の保護・育成する立場から、夫婦同氏の
　　民法規定を堅持せよ

４．家族を保護し、強化するための民法改正めざせ

提 言 

政策提言

家族保護のための民法改正への提言
―日本学術会議4分科会のジェンダーの視点に立つ民法改正案の問題点―

平和政策研究所





提言要旨 

 

提  言 

  

  はじめに 

   

  Ⅰ．民法改正論議の背景 

   

    １．婚外子遺産相続規定を違憲とした最高裁判決理由の怪 

    ２．「女子差別撤廃条約」批准を契機に民法改正論議が活発化 

    ３．フェミニズムのイデオロギーが民法改正論議を先導 

  

  Ⅱ．ジェンダーの視点に立つ民法改正案の問題点 

 

    １．婚姻適齢の形式的な男女平等は慎重を期すべき 

  

    ２．再婚禁止期間の短縮ないし廃止には弊害－男女共に再婚禁止期間を設けよ 

     （１）子の福祉のため、民法は血縁関係より法的親子関係を優先 

     （２）民法に込められた道徳・倫理観 

     （３）男性にも再婚禁止期間を 

  

    3．日本の精神的伝統に反する選択的夫婦別氏制度 

     （１）選択的夫婦別氏がもたらす社会的混乱 

     （２）日本の精神的伝統の特徴は家族一体 

     （３）別氏論の最終目的は法律婚の形骸化と戸籍制度の廃止 

 

  Ⅲ．日本民法の特徴と改正の視点 

  

    １．家族と婚姻を保護する現行民法の規定を堅持せよ 

    ２．弱者である子を保護する視点を 

    ３．脱家族から家族を保護し強化する民法改正を目指せ 

 

資料 家族関連法規 

 

参考文献・ヒアリング等 

1 

5 

6 

9 

17 

19 

22 



1 

提言要旨 

 

はじめに 

 

フェミニズムのイデオロギーが民法改正論議を主導 

 

 世界の多くの国の憲法や国連の国際人権規約などには、家族を保護する規定が明記されてい

る。しかし、わが国の憲法には、明文の家族保護条項は存在しない。一方、民法には家族と婚姻

について保護する規定が明記されている。民法（家族法）によって家族の秩序が保たれ、弱者で

ある子や女性が守られてきたと言っても過言ではない。だが、家族を保護している現民法に対し

て、「女子差別撤廃条約」の批准（1985）及び「男女共同参画社会基本法」（1999）制定を契機

に、男女平等や個人尊重の視点から見直しの流れが強まっている。 

 1979年に国連で採択された「女子差別撤廃条約」は、フェミニズムの強い影響の下に制定され

た条約である。第１条には「『女子に対する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制限」とあ

り、「区別」を「差別」とみなす過激なフェミニズム思想が貫かれている。わが国は1985年に

「女子差別撤廃条約」を批准、これを受けて1999年には「男女共同参画社会基本法」が制定され

た。この過程で、男女平等の視点から民法の改正を求める国内議論が本格化した。また、国連の

女子差別撤廃委員会は締結国の日本に対して、「性差別的」な民法の規定を見直すよう強く要請

した。 

 こうした中、民主党政権下における「第3次男女共同参画基本計画」（2010年12月）では、①

婚姻適齢の男女平等化、②再婚禁止期間の廃止、③選択的夫婦別氏制度の導入、④婚外子に対す

る相続差別の撤廃などが、検討課題として盛り込まれた。以上のように、民法改正論議の流れは

フェミニズムのイデオロギーが先導してきたという経緯がある。 

 近年では、2013年9月に最高裁が婚外子に対する遺産相続差別に関して、従来の合憲判断（婚

姻制度と個人の権利のバランスを取ったもの）を翻し、個人の権利をより重視して異例ともいえ

る違憲判断を下した。同年12月には、婚外子遺産相続差別を撤廃する民法改正が行われた。 

 この最高裁判決を受けて、翌2014年6月に日本学術会議の四つのジェンダー分科会（うち二つ

の委員長は上野千鶴子・東京大学名誉教授）は合同で、「男女共同参画社会の形成に向けた民法

改正」の提言（以下、「ジェンダー提言」）を発表した。同提言では「婚姻適齢の男女平等化」

「再婚禁止期間の縮小もしくは廃止」「選択的夫婦別氏制度の導入」を求めている。これらの提

言は、婚姻・家族制度の形骸化を促し、社会を「家族」単位から「個人」単位に変えようとする

フェミニズムのイデオロギー的要請に基づくものといえる。 

 本提言では、日本学術会議が提言したジェンダーの視点に立つ三つの民法改正案の問題点を明

らかにするとともに、日本の婚姻・家族制度を守り家族の保護を強化するための民法改正の視点

を提示したい。 
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（１）「婚姻適齢の形式的な男女平等化」は慎重を期すべき 

 

 健全な家庭生活を営むためには心身ともに一定の成熟が必要である。このことから民法は婚姻

適齢を設け、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」（731

条）と定めている。「ジェンダー提言」は、男女で婚姻適齢に差があることには合理的理由はな

く「性による差別である」として、男女の婚姻適齢を18歳に統一するよう求めている。男女平等

の原則に照らすというより、青少年の健全育成という観点から男女とも高校卒業年齢に当たる18

歳に統一するという考え方は理解できる。 

 しかし、女性の婚姻適齢を18歳に引き上げた場合、これまで以上に若年齢の妊娠中絶や婚外子

が増える可能性がある。厚生労働省の報告書によると、2013年の18歳以下の人工妊娠中絶件数は

12595件、18歳以下の母親による出産（出生）数は6396人に上っている。16～18歳未満で妊娠す

る少女は、恵まれない家庭環境の少女である場合が多く、こうした少女は妊娠して結婚し、母親

になることで立ち直る事例も少なくないという。 

 世界の国を見ると、必ずしも男女の婚姻年齢を形式的に統一している国ばかりではない。画一

的な男女平等原則ではなく、男女の性差、心身の成熟等、様々な事情を考慮し、女性のみならず

男女それぞれに適切な婚姻年齢を検討すべきであろう。妊娠した少女の保護という観点も含め

て、現実的かつ慎重な判断が必要である。 

 

 

（２）「再婚禁止期間の廃止」は弊害多い、男女共に「再婚禁止期間」設けよ 

 

 民法733条には「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚を

することができない」と規定されている。これは第一に、妊娠前後に離婚・再婚すれば父子関係

が不明確になる事態が起こり得るため、その混乱を避けるという意図。それとともに、前夫の子

を妊娠している可能性がある状態で再婚するのは好ましくない、という倫理観が背景にある。 

 「ジェンダー提言」は、再婚後に出生した子の父親認定には6カ月は不要であり「期間は短縮

すべきである」。また、婚姻をする権利に男女格差があることは不合理であり、科学技術の進展

（DNA鑑定）を考慮すれば、「再婚禁止期間は廃止すべき」としている。 

 民法には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」「婚姻の成立の日から200日を

経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎し

たものと推定する」（772条）という「嫡出推定制度」がある。 

 これは、法律上の父子関係を早期に確定することによって子の養育環境を安定させる意図があ

る。実際には父子の血縁関係がないケースもあり得るが、子の心身の成長・福祉に配慮して、法

律上の親子関係を血縁関係より重視するというのが、民法の一貫した立場である。最高裁も民法

の「嫡出推定」をDNA鑑定より優先する初の判断を2014年に下している。 

 DNA鑑定は100％絶対ではなく、鑑定で親子関係が否定された場合や、たとえ親子関係が確認さ

れた場合でも夫婦関係の信頼が失われ、家族関係に大きな混乱をもたらす可能性がある。安易な

DNA鑑定は避けるべきであり、フランスでは裁判所の命令以外でDNA鑑定を行うことは法律で禁止

されている。 

 「再婚禁止期間」だけでなく、民法には養子縁組や義理の親子関係を含めた「近親者間の婚姻
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の禁止」規定など、人間の尊厳に関わる道徳・倫理観を背景にした規定がある。「ジェンダー提

言」は民法のもつこうした道徳・倫理的性格を一掃しようとするものである。再婚禁止期間廃止

ではなく、むしろ道徳・倫理観を重視する民法の趣旨、男女平等という観点からみても、男女と

もに再婚禁止期間を設けるのが妥当である。 

 

 

（３） 「選択的夫婦別氏」論は、法律婚の形骸化と戸籍制度廃止を意図 

 

親子・夫婦・家族一体が日本の精神的伝統 

 

 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定

している。「ジェンダー提言」は、「民法750条は、形式的には性中立的な規定であるが、実際

には96.2%が夫の氏を選択しており（2012年）、男女間に著しい不均衡を生じさせている」「氏

名は個人の人格の象徴であり、婚姻で改姓を強制する夫婦同氏制度は人格権の侵害である」とし

て、選択的夫婦別氏制度の導入を主張している。 

 内閣府「家族の法制に関する世論調査」（2012年）によれば、夫婦の名字（姓）が違うと「子

どもにとって好ましくない影響があると思う」との回答が67.1%。選択的夫婦別氏制度が導入さ

れたとき、別氏を希望する者は8%程度に止まっており、ほとんどの国民は「同氏」を望んでいる

ことが分かる。 

 明治の初めに一般庶民が苗字を名乗り始めたころ、政府は「生まれた家の名前を一生名乗り続

けるように」という夫婦別氏の通達（明治9年の太政官指令）を出した。しかし、政府の通達に

もかかわらず、国民の間では別氏にする者はごく少数で、妻が夫の氏を称する夫婦同姓が一般的

慣行となっていた。政府通達への反発もあったという。こうした国民感情にも配慮して、明治民

法（明治31年）で「夫婦同氏」が導入された。このように、日本はもともと親子一体・夫婦一

体・家族一体という精神的伝統を特徴としており、これは今も根強く残っている。現在大多数の

夫婦が夫の氏を選択しているのも、一方の性に不利に働くルールだからではなく、結婚する2人

の合意の上で、どちらかの氏を選択した結果といえる。 

 別氏の場合、子の氏をどうするかという問題もある。しかし「ジェンダー提言」では、この問

題に全く触れていない。婚姻時あるいは子の出生時に決めるにしろ、子の氏を巡って夫婦あるい

は両氏族間で争いに発展する可能性がある。個人が氏を自己決定できるとなれば、子が成人に

なったとき氏の変更をどうするのかという問題もある。 

 別氏夫婦が離婚し、氏が違う親子が子連れ再婚した場合、一人一人氏が違う家族ができる。氏

が違う家族が存在することで、社会や行政の手続きの煩雑さ、複雑さは計り知れない。夫婦同氏

制度によって区別されていた法律婚と事実婚の境界が不明瞭になり、結果として事実婚が増え、

法律婚そのものが破たんしていく可能性もある。 

 

同氏同一戸籍の戸籍制度により家族の一体感と社会秩序は保たれてきた 

 

 「ジェンダー提言」の根底には、夫婦・親子・家族の一体感より個人を何よりも重視する価値

観、社会の基本単位は「家族」ではなく「個人」であり、社会はバラバラな個人の集合体にすぎ
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ないとする考えがある。しかし、憲法のいう「個人の尊厳」の「個人」はアトム化した個人では

決してない。人間は孤立した個人としては存在し得ず、一般的にはある特定の家族の中に生ま

れ、家族に属する一員として存在している。 

 現民法では夫婦は同一の氏を称し、子は親の氏を称する。これに対応して、戸籍法上は、同一

の氏の者が同一戸籍に記載される。子は婚姻によって親の戸籍から外れ、新戸籍をもうける。家

族が同一の氏を称するという意味から言えば、「氏」は「家族」の呼称といえる。「氏名」とは

「家名」と「名前」を合わせたものであり、「個人」を特定すると同時に一定の「家族共同体」

に属する一員であることを表している。 

 日本は同氏同一戸籍という戸籍制度によって、家族の一体感や社会秩序が安定的に保たれてき

た。しかし、夫婦の氏が違えば、家の墓を守り先祖を供養する伝統や、配偶者の老親介護に対す

る責任意識も薄れていく可能性が高い。 

 夫婦別氏の急先鋒・福島瑞穂氏は「核家族は戦前の家の残滓である。核は分解してアトム、即

ち個人個人にならなければならない」「男女平等や個人の尊厳の立場からは、改正により『個人

籍』にするべきだろう」と主張している。夫婦別氏推進派の最終目的は、法律婚の形骸化と戸籍

制度の廃止にあるということだ。わが国の家族の伝統を守り、弱者である子を保護・育成する立

場からも、夫婦同氏の民法規定は堅持すべきである。 

 

 

（４）家族を保護し、強化するための民法改正めざせ 

 

 戦後日本は高度経済成長を遂げるなか、社会の基礎となる家族と地域の紐帯が急速に弱められ

てきた。子供を守るべき家庭基盤が揺らぐなか、児童虐待や片親家庭の増加、子供の貧困など、

子供の問題は深刻さを増している。 

 しかしわが国民法は、戦前は家制度の下で戸主による自治、戦後は夫婦による家族自治を原則

としており、国や行政は家族の問題には基本的に介入できないところに大きな特徴がある。この

ため現実に起こっている家族の問題に対応できず、法的にほころびが生じている。 

 たとえば、命の危険に関わる深刻な児童虐待やDVの被害から、弱者である子供や女性を守るこ

とが難しい状況が生まれている。また、当事者同士による協議離婚の制度、離婚後の扶養義務に

対する罰則規定がないのも日本の大きな特徴で、女性の立場をきわめて弱いものにしている。 

 わが国は家族より個人を尊重する行き過ぎた個人主義が蔓延し、家族からの「解放」を求める

フェミニズムを無批判に受け入れてきた。戦後70年を経た今、日本社会は家庭基盤が弱体化し、

晩婚と非婚化による少子化の危機に直面している。行き過ぎた個人主義を是正し、家族を基盤と

した新しい国家づくりが求められている。 

 それには、自己救済にゆだねる家族依存の法制度はもはや限界にきている。国家や行政が家族

の問題に関与し、弱者である子や女性を保護して家族の立ち直りを支援する新たな制度が必要で

ある。また、人口減少社会に突入した日本が少子化を克服するには、結婚・家族の価値を再評価

し、家族を保護し強化する「家族政策」が必要とされている。 

 家庭は新しい命を育み、次世代を育成する厳粛な場である。家庭のなかで育成される子の生存

と安全は法律婚制度によって守られている。一夫一婦制の婚姻制度を守るとともに、日本の家族

を保護し、強化するための民法の改正が必要である。 



家族保護のための民法改正への提言 
 

― 日本学術会議4分科会のジェンダーの視点に立つ民法改正案の問題点 ― 
      

はじめに 

 

 日本民法典の3人の起草者の一人で、「日本民法典の父」と呼ばれた梅謙次郎（1860-1910）は

「家族は国家の基」と言った。またフランス民法典（ナポレオン法典）を起草したポルタリス

（1746-1807）は「家族という小さな祖国を通じて人は大きな祖国に連なる」と述べている。家

族の重要性は世界共通の認識であり、世界の国々は法を規定することで家族制度を守ってきた。 

 ところが、わが国の憲法には、他国の憲法や国連の国際人権規約にみられるような明文の家族

保護条項は存在しない。それに対して、民法には家族と婚姻について保護する規定が明記されて

いる。 

 すなわち、重婚の禁止（732条）、再婚禁止期間（733条）、婚姻の届出義務（739条）、夫婦

同氏制度（750条）、同居、協力及び扶助の義務（752条）、裁判上の離婚＜守操義務＞（770条

1）、嫡出の推定（772条）など、これらの家族と婚姻に関する民法の規定によって、日本の家族

の秩序が保たれ、弱者である子や女性が守られてきたと言っても過言ではない。 

 しかし、家族を保護しているわが国の民法に対して、婚姻・家族制度を女性差別の原因と見な

し、その形骸化と崩壊を意図する過激なフェミニズムの立場から、これまで一貫して批判が加え

られてきた。 

 2014年6月23日には、日本学術会議の四つのジェンダー分科会1（うち2つの分科会委員長は上

野千鶴子・東京大学名誉教授）が合同で「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」の提言

（以下、「ジェンダー提言」）を発表した。 

 これは2013年9月に最高裁が民法の婚外子（非嫡出子）遺産相続に関する規定を憲法違反と判

断し、同年12月に該当規定が削除されたのを受けてのものである。同提言では「婚姻適齢の男女

平等化」「再婚禁止期間の縮小もしくは廃止」「選択的夫婦別氏制度の導入」の3つの民法改正

を要求している。これは、「世帯（家庭）」単位から「個人」単位の社会に変えようというイデ

オロギー的な要請によるものとも言える。 

 日本は先進諸国のなかで、婚姻制度が安定的に保たれている稀有な国であり、少子高齢化が進

むなか、家族の強化はより重要な課題となっている。本提言では、日本社会の幸福と安定を希求

する立場から、日本学術会議の4分科会が提言したジェンダーの視点に立つ3つの民法改正案の問

題点を明らかにするとともに、家族保護のための民法改正の視点を提示したい。 
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1 .法学委員会ジェンダー法分科会、社会学委員会複合領域ジェンダー分科会、社会学委員会ジェンダー研究分科

会、史学委員会歴史学とジェンダーに関する分科会。 



Ⅰ．民法改正論議の背景 

１．婚外子遺産相続規定を違憲とした最高裁判決理由の怪 

 

 2013年9月4日、最高裁大法廷は、婚姻していない男女の間に生まれた婚外子（非嫡出子）の法

定遺産相続分を、婚姻している法律上の夫婦の子（嫡出子）の2分の1と定めた民法の規定（900

条4号但書）は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」として、違憲判断の決定を下し

た。 

 本決定以前、1995年の最高裁大法廷では「法律婚の尊重と婚外子保護の目的があり、不合理と

は言えない」として合憲と判断し、2009年の最高裁小法廷までその判断を踏襲していたのを、

180度方向転換した異例の決定であった。当時から法学者の間からも最高裁の判断に批判的ある

いは懐疑的な意見が表明された。2  最高裁による違憲判決からすでに2年が経過したが、ここで

改めてその問題点を整理しておきたい。 

 まず違憲判断の根拠として、「結婚や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大き

く進んでいる」ことと、諸外国の立法の趨勢を挙げている。 

 しかし「結婚の多様化」を示す具体的根拠は明示されていない。国立社会保障・人口問題研究

所のデータによると、わが国の婚外子の数は1995年に出生数全体の1.2%であったが、2011年に

2.2%になったにすぎない。フランスやスウェーデンをはじめ欧米諸国では婚外子が半数を占める

国が少なくないのに対して、日本は大半が法律婚による嫡出子である。つまり、「結婚の著しい

多様化」「国民意識の多様化」が大きく進んでいるとは全く言えないのである。 

 「家族の多様化」についても同様で、近年単独世帯や高齢者世帯が増加し、夫婦と子という標

準世帯の減少はあるものの、これは世帯構成の変化であって、事実婚など家族の多様化を示すも

のではない。 

 さらに判断理由では「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。…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。」として、これらを総合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と述べている。ところ

が、そのような判断基準を述べながら、日本では非嫡出子の割合が諸外国に比べても圧倒的に低

く、法律婚を尊重している文化があり、それゆえに非嫡出子の法定相続分を平等にする法案が作

成されたが国会提出には至らなかった。このように合憲を基礎づける事情があるにもかかわら

ず、それを重視あるいは十分に考慮することなく、子に原因のない差別だから許されないといっ

た理由で違憲と判断してしまっているのである。 

 規定を合憲とした1995年の判決では、婚外子の相続分を2分の1にすることには合理的な根拠が

あるとし、法律婚を尊重するために必要との判断を下した。法律婚の尊重と婚外子の福祉のバラ

ンスをとる判断であった。 
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2 水野紀子・東北大学教授「家族のあり方と最高裁大法廷」『法の支配』2014年10月，井上薫弁護士・元裁判官

「婚外子違憲判決八つの誤り」『WILL』2013年11月号，他。 



 しかし今回の判断は、最終的に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、婚

姻共同体よりも婚外子個人の福祉を優先し、法律婚の尊重という点からはバランスを欠いたもの

となった。 

 補足意見では、一人の裁判官が「婚姻共同体の意義とそれを保護する必要」に言及している。

婚姻期間中に得た財産は実質的には婚姻共同体の財産であることや、婚姻共同体で生まれた子は

夫婦（両親）の協力によって育てられ、将来的には介護も担うことなどを考慮すれば、婚姻共同

体の内部で生まれた子と外部で生まれた子の相続分を平等にするのが妥当なのかという問題提起

をしている。考慮すべき重要な点だと言えるが、法廷意見では述べられていない。 

 結果的に、違憲とする根拠が十分に示されないまま「種々の事柄の変遷」を根拠として、裁判

官全員一致で違憲判断が下されたのである。 

 

２．「女子差別撤廃条約」批准を契機に民法改正論議が活発化 

 

 民法改正論議は、1985年にわが国が「女子差別撤廃条約」を批准したのを契機に活発化したと

いう経緯がある。日本学術会議による「ジェンダー提言」も、国連の女子差別撤廃委員会が性差

別規定として日本に要請している民法見直しの規定と一致している。 

 1979年に国連で採択された「女子差別撤廃条約」は、フェミニズムの強い影響の下に制定され

た条約で、その後の世界のフェミニズム運動に大きな影響を与えた。第1条には、「『女子に対

する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、・・・」とあり、「区別」と「差

別」を混同。締結国175カ国中50カ国は自国の文化、習慣と相容れない条文があるとして、一部

の適用を制限、削除、変更することを条件に批准、米国は未だに批准していない。わが国は1980

年に署名、「男女雇用機会均等法」など法整備をした上で、1985年にそのまま批准した。 

 「女子差別撤廃条約」の16条には次の規定がある。「締結国は、婚姻及び家族関係に関わるす

べての事柄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。・・・・(g) 夫及び妻の同一の個人的権利

（姓及び職業を選択する権利を含む）」。 

 下線部分の「(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む）」という

文言により、条約締結以降、欧米のキリスト教圏の国において夫婦同氏の原則が崩れ、夫婦別氏

を認める国が増えていった。 

 こうした背景の下、わが国では夫婦別氏の問題で、1988年国立大の女性教授が旧姓や通称使用

を求めて訴訟を起こした。改氏によって女性だけが社会的な不便・不利益を被るのは不平等とい

う理由からである。 

 1991年1月、法制審議会は民法の性差別規定について「婚姻及び離婚制度全般の見直しのため

の検討作業」を開始。男女平等と女性の社会進出を背景に、96年2月、法制審議会は答申「民法

の一部を改正する法律案要綱」を取りまとめた。この民法改正要綱案に、①婚姻適齢の男女平等

化、②再婚禁止期間の短縮化、③選択的夫婦別氏制度の導入、④5年程度以上の婚姻の本旨に反

する別居を裁判離婚原因とする、⑤婚外子遺産相続分差別の廃止等が盛り込まれた。 
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 民法改正要綱案の選択的夫婦別氏制度の内容は最終的に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに

従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする」（同氏の夫婦につ

いても、1年以内なら配偶者の同意を得て、婚姻前の氏に戻ることができるとなった）とし、別

氏を選択した場合の子の氏については「婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めな

ければならないものとする」と定め、別氏を選択した場合の戸籍の問題については言及されな

かった。しかし同案に対して、家族の絆を弱めるとともに家族制度の否定につながるとの反対論

が強く、国会には上程されなかった。 

 

３．フェミニズムのイデオロギーが民法改正論議を先導 

 

 その後、1999年6月に、「男女共同参画社会基本法」が制定される。「男女共同参画社会基本

法」は、1985年日本政府が批准した国連の女子差別撤廃条約の内容を受けて、区別は差別とする

フェミニズムの思想が入れ込まれた形で誕生した。 

 2001年10月、男女共同参画会議基本問題専門調査会による「選択的夫婦別氏制度に関する審議

の中間まとめ」が公表された。2009年9月、民主党政権が誕生すると、同党の千葉景子議員が法

務大臣、社民党の福島瑞穂議員が男女共同参画大臣に就任する。同年8月、国連の女子差別撤廃

委員会が「総括所見」で性差別的な民法の規定を見直すよう日本に要請している。これを踏ま

え、民主党政権の下、2010年12月「第3次男女共同参画基本計画」に、①婚姻適齢の男女平等

化、②再婚禁止期間の廃止、③選択的夫婦別氏制度の導入、④婚外子に対する相続差別の撤廃な

ど、民法改正案に明記されることとなった。 

 こうした動きに連動して、2011年2月、都内の事実婚の夫婦ら男女5人が「夫婦同姓を強制さ

れ、精神的苦痛を受けた。現民法の規定は男女平等の権利を保障した憲法から違反している」

と、国に600万円の国家賠償を求め東京地裁に提訴した。国を相手に起こした夫婦別姓訴訟に対

して、東京地裁は「別姓の権利を憲法が保障しているとは言えない」として請求を棄却、二審の

東京高裁も棄却した。これについての最高裁の判断が今年（2015年）11月にも下される予定であ

る。 

 また、既に述べたように2013年9月、最高裁が婚外子遺産相続規定について異例の違憲判断を

下し、同年12月には民法900条4号但書の該当規定を削除する改正がされた。 

 今日までの民法改正の経緯を辿れば、1985年の女子差別撤廃条約、1994年の児童の権利条約の

「規定の存在が、選択的夫婦別姓制度の導入や非嫡出子の相続分の平等化を含む1996年の民法改

正要綱を背後から支えていた」（大村敦志著『家族法』P.368）と述べているように、フェミニ

ズムのイデオロギーが民法改正の流れを先導してきたと言える。 
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Ⅱ．ジェンダーの視点に立つ民法改正案の問題点 

 

１．婚姻適齢の形式的な男女平等は慎重を期すべき 

 

女性の婚姻年齢を男性より若くしている国も少なくない 

 

 健全な家庭生活を営むためには心身ともに一定の成熟が必要であることから、民法は婚姻適齢

を設け、「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」（731条）

と定めている。ジェンダー提言は、男女で婚姻適齢に差があることには合理的理由はなく「性に

よる差別である」として、男女の婚姻適齢を18歳に統一するよう求めている。 

 もともと明治期の民法では「男は満17歳、女は満15歳」と規定されていた。これは特に女子が

早期に結婚して子供を出産するという時代背景が想定されていた。戦後、1947年の民法改正で男

女とも1歳ずつ引き上げて現行の婚姻適齢になった。 

 これまでは女子の方が心身の成熟が早く、低年齢の結婚・出産があったことから、男女差が設

けられていた。婚姻によって、男女とも重要な責任を引き受けるわけで、社会的及び経済的成熟

度が重視されるのは当然である。昔と比べると、現在は成熟年齢が高くなっており、高校進学率

がほぼ100%に達していることから、16歳という年齢はまだ教育途上と言える。 

 ちなみに日本以外の国では、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、

ニュージーランド、ブラジル、イラン、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ロシア、モンゴ

ルなどは男女同一年齢だが、アメリカ、スウェーデン、スイス、アルゼンチン、エジプト、中

国、ネパールなどは、女性の婚姻適齢を男性より若い年齢に定めている（アメリカは州によって

異なる）。このように、世界を見ると必ずしも男女の婚姻年齢を形式的に統一している国ばかり

ではない。 

 

若年齢の妊娠中絶や婚外子が増える可能性も 

 

 日本においては平等の原則に照らすというより、青少年の健全育成という観点から男女とも高

校卒業年齢に当たる18歳に統一するという考え方は理解できる。 

 ただ、弊害がないわけではない。例えば、画一的な男女平等則で女性の婚姻適齢を男性と同じ

18歳に引き上げた場合、若年齢の妊娠中絶や婚外子が現在よりも増える可能性がある。 

 厚生労働省の報告書によると、10代の人工妊娠中絶件数は2013年に19,359件で、このうち18歳

以下は12,595件を占める。10代の母親の出産（出生）数12,964人のうち、6,396人が18歳以下の母

親から生まれている。16～18歳未満で妊娠する少女は、恵まれない家庭環境の少女である場合が

多い。しかし、こうした少女が妊娠して結婚し、母親になることで立ち直る事例もあるという。

このように平等原則を機械的に適用してしまうと、若年齢で妊娠してしまった少女たちが、結婚

して幸せな家庭を築く機会を奪うことになる。 

 無論、心身が未熟な10代での結婚は慎重に考えばければならない。機械的な男女平等原則では
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なく、男女の性差、心身の成熟等、様々な事情を考慮し、女性のみならず男女それぞれに適切な

婚姻年齢を検討すべきであろう。妊娠した少女の保護という観点も含めて、現実的かつ慎重な判

断が必要である。 

 

２．再婚禁止期間の短縮ないし廃止には弊害－男女共に再婚禁止期間を設けよ 

 

（１）子の福祉のため、民法は血縁関係より法的親子関係を優先 

 

親子関係を早期に確定するための「嫡出推定制度」 

 

 民法733条には「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚を

することができない」と規定されている。これは妊娠前後に離婚・再婚すれば父子関係が不明確

になる事態が起こり得ることから、それによる混乱を避けるという意味がある。 

 これに対してジェンダー提言は、「再婚後に出生した子の父が前婚の夫か、後婚の夫かわから

なくなることを回避するためには6箇月は不要であり、期間は短縮すべきである」「離婚・再婚

が増加している現在、婚姻をする権利に男女格差があることの不合理性と科学技術の進展を考慮

すれば、再婚禁止期間は廃止すべきである」と主張している。 

 「科学技術の進展」に関しては、現在のDNA鑑定技術であれば、確かに高い確率で生物学上の

父子関係を明らかにすることは可能である。ただし、ここで重要なのは「法律（民法）は血縁上

の親子関係を絶対視するわけではない」ということである。ここには、子の親を早期に確定し、

子の福祉を守るという意味がある。 

 民法には733条と同様の規定として、772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」

「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生

まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定がある。 

 これらの、いわゆる「嫡出推定制度」は、法律上の父子関係を早期に確定することによって養

育環境を安定させるという意味が込められている。仮に「親子」として生活を共にしてきた者た

ちが、突然、血縁上の関係がないことを理由に父子関係を否定されることになると、子の心身、

福祉に重大な影響を及ぼす。ゆえに血縁上の関係がない場合でも、子の心身の成長、福祉に配慮

して法律上の親子関係を重視するというのが、民法の一貫した立場である。 

 法務省は嫡出推定制度を「子の福祉を図るために合理的で必要な制度だ」と説明している（法

務省サイト「民法772条（嫡出推定制度）及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続き等につい

て」）。 

 水野紀子東北大学教授（家族法）は「嫡出推定の制度は、『父親を特定するのが難しい』とい

う理由だけで設けられたのではない。『夫に妻が産んだ子どもを育てる権利と義務を与える』と

いう意味もある。結果、子どもの養育環境が早期に安定することにつながる」（読売新聞2014年

7月25日）と、立法趣旨を述べている。 

 逆にこうした規定がなく、法律上の父子関係が安定していなければ、例えば父親が死亡して相



続問題が生じた際に、他の相続人から父子関係を否定されるといった事態も起こりえる。 

 このため、嫡出否認の訴えを提起することができるのは父と推定される者のみで、その期間も

子の出生を知ってから1年以内に限られている。その後は誰も法律上の父子関係を否定すること

はできない。これによって家庭のプライバシーを守り、家庭の平和を尊重して子の福祉を図るの

である。 

 実際、2014年7月、DNA鑑定で血縁関係が否定され、原告が法律上の父子関係を取り消すよう

求めていた3件の裁判で、最高裁は父子関係を取り消すことはできないとする初めての判断を下

した。3件のうち2件は妻側が、1件は元夫側が父子関係の取り消しを求めていたが、血縁関係が

ないことが明らかでも、子の身分の法的安定を重視し、民法の定める「嫡出推定」をDNA鑑定よ

り優先する判断を下した。 

 中には嫡出推定が及ばないケースもあるとされるが、最高裁は「妻が子を懐胎すべき時期に、

既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係

を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」としており、一般的には

事実上婚姻の実態がない場合と解釈されている。 

 中には、嫡出推定の日数の規定では前夫の子か現在の夫の子か分からなくなるケースが出てく

る可能性があるが、再婚禁止期間によってそうした事態を防ぐことができるという。 

 ところで、子の民法上の父と子の血縁上の父が異なる場合、母が出生届を出さないことによっ

て、子が無戸籍となる無戸籍児の問題が起こっている。これは「届出をしないこと」への対応が

必要なのであって、再婚禁止期間や嫡出推定の規定を廃止する理由にはならない。結果的に、無

戸籍となってしまった子を保護する取り組みが必要なのである。 

 いずれにしても、再婚禁止期間と嫡出推定は、子供の福祉を守るための重要な意味を持ってい

るわけである。 

 

安易なDNA鑑定は問題が多く、避けるべき 

 

 また、ジェンダー提言はDNA鑑定の技術向上を理由に再婚禁止期間廃止を求めているが、これ

には問題がある。 

 日本では年間で推定2000件のDNA鑑定が行われているとも言われ、民間企業の参入で件数が増

えているという。 

こうした鑑定で親子関係を否定されるケースが一定数ある。たとえ親子関係が確認された場合で

も、かえって夫婦間の信頼関係が損なわれ、離婚に至るケースさえあるという。つまりDNA鑑定

が広がれば、結果に関わらず社会的にも大きな混乱をもたらす可能性があるということだ。 

 フランスでは、裁判所の命令以外でDNA鑑定を行うことは法律で禁止され、違反すれば刑事罰

が課される。個人はもちろん、親子、家族に関わる問題だけに、極めて慎重な扱いを求めている

のである。日本は業者の自主規制にとどまっているが、DNA鑑定を安易に導入することは避ける

べきである。 
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（２）民法に込められた道徳・倫理観 

 

 再婚禁止期間が設けられているのは、法的に親子関係を確定するためだけではない。もう一つ

の理由として、道徳・倫理的な背景がある。前夫の子を妊娠している可能性がある状態で再婚す

るのは好ましくないという倫理観である。 

 例えば民法734条では「近親者間の婚姻の禁止」が規定されている。この規定により、叔父と

姪、叔母と甥は結婚できない。また養子縁組で親子関係を結んだ場合、仮に将来、関係を解消し

ても婚姻できない。義理の親子関係となった場合も、元夫の父、元妻の母とは法律上の関係を解

消しても婚姻は認められない。法律は一時期でも親子関係にあったことを重視するのであり、明

らかに道徳・倫理観を背景としている。 

 「人権」または「自己決定」の論理に従えば、養子縁組を解消した相手との婚姻は、第3者に

不利益を及ぼすわけではなく、その限りではこれを禁止することは婚姻の自由を妨げることにな

る。しかし、社会的にはたとえ第3者に不利益を及ぼすことはなくても、人間の尊厳に関わる道

徳・倫理観に照らして判断すべきことがある。国と社会の安定を保つ家族規範、社会規範である

とも言えるだろう。 

 ジェンダー提言は、親族法が持つこうした道徳的性格を一掃しようとするものである。「当事

者間の問題は全て当事者に決定権がある」という論理に立てば、離婚、再婚、さらに不倫も追認

されることになる。「再婚禁止期間の短縮または廃止」は、社会的混乱を招く危険性が高い。 

 

 

（３）男性にも再婚禁止期間を 

 

 民法は夫に対しては再婚禁止期間をもうけていない。言うまでもなく、子の身分を揺るがすよ

うな事態は妻（女性）だけが起こすわけではない。夫が婚姻を継続している期間に妻以外の女性

と性関係を持つことは、家族関係を歪めることになり、道徳・倫理的にも決して好ましい行為で

はない。仮に妻との離婚を前提にしていたとしても、相手の女性が既婚者で妊娠した場合、生ま

れてくる子の身分を揺るがすことになるのは妻の場合と同様である。こうした行為は、性倫理の

乱れを容認し、社会的秩序を脅かすことになりかねない。 

 実際、民法770条には「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚の訴えを提起できると定め

られている。これも家族を守るための規定である。 

 ジェンダー提言は「婚姻をする権利に男女格差があることの不合理性」から再婚禁止期間の廃

止を主張しているが、廃止ではなく、むしろ男女共に同様の禁止期間をもうけるべきである。そ

れが道徳・倫理観を重視する民法の趣旨に適い、「男女格差」を解消するための妥当な方法であ

る。 
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３．日本の精神的伝統に反する選択的夫婦別氏制度 

 

（１）選択的夫婦別氏がもたらす社会的混乱 

 

子の氏を巡って夫婦あるいは両氏族間で争いに発展する可能性も 

 

 現行の民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」

と規定している。ジェンダー提言では「民法750条は、形式的には性中立的な規定であるが、実

際には96.2%が夫の氏を選択しており（2012年）、男女間に著しい不均衡を生じさせている」と

指摘。ジェンダーの視点から選択的に夫婦別氏を導入すべきだと主張している。 

 しかし、2012年に内閣府が行った「家族の法制に関する世論調査」によると、選択的夫婦別氏

制度の導入を容認するのは35.5%で、6割以上は反対または問題があれば通称使用で改善できると

答えている。しかも、夫婦の名字（姓）が違うと「子どもにとって好ましくない影響があると思

う」との回答が67.1%に上っている。 

 最も難しい問題は子の氏をどうするかという問題である。婚姻時に子の氏を決めるにしろ、子

の出生時に決めるにしろ、子の氏を巡って夫婦あるいは両氏族間で争いに発展する可能性があ

る。そのほか、子が成人になったとき氏の変更をどうするか。親の氏の変更に伴う子の氏の変更

など、定めなければならない事項が少なくない。しかし、ジェンダー提言では子の氏の問題につ

いて一切触れていない。さらに戸籍法の夫婦及び同氏の子同一戸籍の原則により、別氏夫婦では

子は一方の親と別戸籍になるが、戸籍の問題についても言及を避けている。 

 別氏夫婦で親子の氏が違えば、当然家族の一体感は薄れてくる。今以上に離婚が増えることは

明らかであり、離婚によってもっとも犠牲を被るのは子供である。 

 

同氏同一戸籍という戸籍制度も変質 

 

 同氏夫婦と別氏夫婦を識別するのは困難であるため、行政上、生活上の事務手続きの煩雑さが

増えてくる。また同氏によって区別されていた法律婚と事実婚の境界がなくなることで、法的手

続きを取らない事実婚が確実に増える。 

 法律婚制度が事実上破たんしている北欧諸国は、離婚率、婚外子率、犯罪率いずれも高い割合

にあり、10代妊娠、児童虐待など、家族崩壊による社会問題は深刻である。日本は同氏同一戸籍

という戸籍制度によって、家族と社会の秩序が安定的に保たれてきた。夫婦の氏が違えば、家の

墓を守るとか、先祖供養をするという伝統は間違いなく薄れていく。また、配偶者の老親介護に

対する責任意識も失われていく。 

 ジェンダー提言は、「人格権という個人の権利を保護するために、選択的夫婦別氏制度を導入

すべきである」と主張する。その主張には弱者である子を保護・育成するという視点が見られな

い。自己中心の人権主義の行きつく先は、婚姻と家族制度の否定であり、親の氏が違う家庭の中

で育つ子供が最も犠牲を被る。 
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（２）日本の精神的伝統の特徴は家族一体 

 

夫婦同氏は人格権の侵害か 

 

 夫婦別姓推進派の根底には、社会はバラバラな個人の集合体であり、夫婦、親子、家族の一体

感より、何よりも個人を重視する考え方がある。社会の基本単位は「家庭」ではなく「個人」と

捉え、夫婦同氏は基本的人権の侵害であるとみなす。 

 ジェンダー提言では「氏名が個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するのだから、

人格にかかわることとして、何よりも本人の意思が尊重されなければならない。したがって、婚

姻に際して、改姓を望んでいない者にも改姓を強制する夫婦同氏強制制度（民法750条）は、人

格権を侵害する制度である」と主張する。 

 八木秀次・麗澤大学教授は、こうした主張は「『ライフスタイルにおける自己決定権』の主張

が姓名の次元に現れたものである」と述べ、同氏か別氏かを選択するのは個人の自由、自己決定

権に属すると言う考え方は、憲法の「個人の尊厳」の「個人」をアトム化した個人と誤解釈して

いると、指摘している（『反「人権宣言」』ちくま新書．2001年）。 

 そもそも、氏名が人格権の一内容を構成するとしても、「氏名」と「人格」は同一ではない。

また憲法13条（「すべて国民は、個人として尊重される」）、憲法24条（「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」）にある「個人」とは、他とのつ

ながりを持たないアトム（原子）的存在を意味するのではない。人間は、他から切り離された孤

立した個人としては存在し得ず、一般にある特定の家族の中に生まれ、家族に属する個人として

存在する。 

 

ファミリーネームは「個人」の呼称ではない 

 

 そもそも「氏」とは何か。氏名は、家名と名前を示している。氏名は個人を特定すると同時

に、一定の家族共同体に属する一員であることを表している。氏は親から受け継いだもので、個

人が選択したものではなく、与えられたものである。民法上、夫婦は同一の氏を称し、子は親の

氏を称する。これに対応して、戸籍法上は、同一の氏の者が同一戸籍に記載される。子は婚姻に

よって親の戸籍から外れ、新戸籍をもうける。家族が同一の氏を称するという意味から言えば、

「氏」は「家族」の呼称である。 

 もし個人が氏を自己決定できるとなれば、子も自分の氏を選択する自由がなければならない。

別氏夫婦が離婚し、氏が違う親子が子連れ再婚した場合、一人一人氏が違う家族ができる。氏が

違う家族が存在することで、社会や行政の手続きの煩雑さ、複雑さは計り知れない。 

 前述の内閣府「家族の法制に関する世論調査」（2012年）によると、選択的夫婦別氏制度が導

入されたとき、別氏を希望する人は有効回答数（3,041人）全体の8%程度に止まっており、大多

数は同氏を望んでいる。結婚後も「旧姓」使用を希望する人には、企業や職場などさまざまな場

で「通称使用」できるよう政府がいっそう社会環境を整えていく必要があろう。 

 また、一人っ子の場合は家名相続が困難になるため、家名を存続させるために夫婦別氏を希望
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するケースがある。しかし、家名存続の問題は別氏によって解決できる問題ではない。たとえ別

氏が実現したとしても、子が家名を継がなければ家名存続は難しいであろうし、子が生まれなけ

ればいずれ途絶えるわけである。 

 現在のところ家名を残すには、婿を取るか、孫を養子にする「養子縁組」という方法が考えら

れる。家名存続という理由で、婚姻制度を変えるというのは、本末転倒といえよう。 

 

日本の精神的伝統の特徴は親子一体・夫婦一体・家族一体 

 

 またジェンダー提言は、夫婦別氏導入の根拠として「比較法的にみると、日本のように夫婦同

氏を強制する国はない。しかし、それらの国々で家族が崩壊しているといった実例は報告されて

いない」と主張する。 

 まず夫婦同氏か夫婦別氏かはそれぞれの文化伝統、慣習に根差したものであり、比較すること

に意味はない。日本は東アジアの儒教文化圏にあるが、中国・朝鮮とは基本的な親族構造が異な

る。中国・朝鮮は父系社会で、結婚後もそれぞれの宗族の姓を名乗るため、夫婦別姓という形を

取る。朝鮮にはもともと姓が約300と少なく、同じ姓を持つ男女の結婚は法律で禁止されてい

た。 

 中国・朝鮮は夫婦別氏の形を取っているが、欧米の夫婦別氏とはまったく成りたちが違ってい

る。上野千鶴子氏が「家父長制のもとで、夫婦別姓が抑圧的に働くことがある。父系集団に嫁入

りした女は、姓の同じ集団の中で一人だけちがう姓をなのりつづけることで、終生その集団に

とってヨソモノであるという記号を背負う。」（『近代家族の成立と終焉』岩波書店）と書いて

いるが、夫婦別氏だから男女平等とかジェンダー平等とは言えないのである。儒教文化圏の夫婦

別氏の伝統は、夫の家系には妻は入れないというものだった。 

 一方、キリスト教圏の国では結婚は神によって結ばれた夫婦が人格的に一体となるというキリ

スト教の教えから言えば原則「夫婦同氏」が伝統である。欧米が夫婦別氏を導入した背景には、

キリスト教の伝統、価値観への反発から生まれたフェミニズムの思想的影響が大きい。 

 ジェンダー提言では、「歴史的にみれば、夫婦同氏は日本の伝統文化ではなく、明治民法にお

いて家制度が確立した結果生じたものである」と、日本はもともと夫婦別氏だったと主張してい

るが、これは明らかに事実誤認している。 

 日本はもともと親子一体・夫婦一体・家族一体という精神的伝統を特徴とする。江戸時代の武

家社会では儒教の影響により嫁が生家の氏を名乗る夫婦別氏という形をとる慣習があったが、そ

れも国民の6パーセントにすぎず、庶民は氏を持たなかった。 

 明治の始めに一般庶民が苗字を名乗り始めたころ、国が明治9年に「生まれた家の名前を一生

名乗り続けるように」という、夫婦別氏の通達（太政官指令）を出す。しかし、政府の通達にも

かかわらず、国民の間では別氏にする者はごく少数で、妻が夫の氏を称する夫婦同姓が一般的慣

行となっていた。政府通達への反発もあったという。そのため、明治民法（明治31年）を制定す

る際に条項が入れられた。わが国の国民感情に基づいて夫婦同氏を採用してきたのである。 

 このときの明治民法はフランスのナポレオン法典の立場を導入して作られたもので、「夫婦同

姓は前近代の遺物」どころか、「夫婦別姓こそ前世紀の遺物」と加地伸行氏は述べている。

（「夫婦別姓こそ前世紀の遺物」『諸君』1996年7月号）。 
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 氏と姓：今日の日本においては、一般にはこの2つの言葉は十分に区別されていない。しか

し、明治民法の下では「氏」はもともと家の呼称であった（現行民法の下では夫婦の呼称となっ

た）。これに対して、「姓」は血統の呼称であるとする理解がありうる。戦前の朝鮮における創

氏改名は、「朝鮮には姓はあって氏がな（い）」という前提で行われた。夫婦双方が血統に従っ

て旧姓を称する制度が「夫婦別姓」と呼ばれるのは、上記の用語法に適ったものであること、言

い換えれば、そこには個人主義とともに血統主義が伏在する。 

（大村敦志『家族法 第3版』） 

 

（３）別氏論の最終目的は法律婚の形骸化と戸籍制度の廃止 

 

一方の「性」に不利に働くルールとはなっていない 

 

 ジェンダー提言が夫婦別氏を主張する根拠として「夫の氏を選択する夫婦が96.2%、妻の氏を

選択する夫婦が3.8%という現実（2012年）の下では、・・・・妻の氏を夫婦の氏にしたくても、

結婚相手や家族の了解を得ることに困難を極め、結局あきらめてしまう事態もある」とし、「一

方の性に不利に働くルールは、性に対して中立的ではない」と主張する。 

 これは男女共同参画社会基本法（社会における制度又は慣行についての配慮）第4条「社会に

おける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的な

ものとするように配慮されなければならない」とする中立規定を根拠としている。 

 ほとんどの夫婦が夫の氏を選択するのは、一方の性に不利に働くルールだからではない。憲法

24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、・・・・相互の協力により、維持されなけれ

ばならない」という規定の通り、結婚する2人が話し合い、2人の合意の上でどちらかの氏を選択

した結果である。 

 ジェンダーという視点でつくられた男女共同参画社会基本法の根底には、家族の価値を否定し

個人を何よりも優先する、家族破壊の思想が潜んでいる。個人の選択に「中立的」であるべき

と、あたかも「価値中立」を装っているが、その実態は「家族の価値」を否定し、「個人」単位

社会を志向したものである。 

 

家族と子の保護という視点を欠いた別氏論 

 

 夫婦別氏の急先鋒・福島瑞穂氏は「核家族は戦前の家の残滓である。核は分解してアトム、即

ち個人個人にならなければならない」「男女平等や個人の尊厳の立場からは、改正により『個人

籍』にするべきだろう」と主張している。つまり、家は個人を抑圧し縛るもので、戸籍制度をな

くして個人登録制にしなければならない。自分の望む氏を使用できて初めて男女平等が実現でき

ると考える。 

 民法改正派の狙いは、選択的夫婦別氏制度に止まらず、最終的に婚姻制度の形骸化と戸籍制度

の廃止により、家族制度をなくしてバラバラな個人に解体することにあると見なすことができ

る。 
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 日本国憲法24条1項は、「婚姻における両性の自由と平等」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」と謳っている。結婚は男女の自由意思による結びつきであると

ともに、家族を形成することである。個人的なものであると同時に社会的な意味合いを持つ。 

 国連の女子差別撤廃条約と男女共同参画社会基本法という2つを論拠に、個人の権利の保護と

画一的な男女平等を全面に打ち出したジェンダー提言は、家族と子の保護という視点を欠いた偏

りがある内容と言わざるをえない。 

 

 

Ⅲ．日本民法の特徴と改正の視点 

 

１．家族と婚姻を保護する現行民法の規定を堅持せよ 

 

  日本国憲法は自由と平等の原則を特徴とする。他国の憲法や国際人権規約にみられるよう

な、明文化された家族保護条項を持っていない。既に述べたように、日本国憲法が持つ不備を補

完する法として、民法には家族と婚姻について保護する規定が明記されている。 

 日本国民は親子一体、夫婦一体、家族一体を特徴とする家族主義の伝統を大事に守ってきた。

家族の崩壊につながりかねない、民法改悪を決して望んではいない。家族と婚姻を保護する民法

規定については、基本的に現行の規定を堅持すべきである。 

 

２．弱者である子を保護する視点を 
 

 日本国憲法の自由と平等の原則に即し、改正された戦後民法は、当時、世界のなかでも最も平

等というものを徹底したものだった。一方、わが国民法は、戦前は家制度の下で戸主による自

治、戦後は夫婦による家族自治を原則としており、戦前戦後を通じて、国や行政は家族の問題に

は基本的に介入できないところに大きな特徴がある。その意味では特殊な民法であると専門家は

指摘する。 

 戦後民法の制定から70年、社会構造の変化、家族の変化のなかで、現実に起こっている家族の

問題に対応できず、法的にもほころびが生じているのも確かである。 

 例えば、日本のような当事者同士による協議離婚、離婚後の扶養義務に対する罰則規定がない

のは、今日女性の立場をきわめて弱いものにしている。 

 また、家庭の中で虐待が起こった場合、国や行政が介入しにくい状況にある。そのため、命の

危険に関わる深刻な児童虐待やDVの被害から弱者である子供や女性を守ることが難しい状況が

ある。 

 日本が1979年に批准した国際人権規約には「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然か

つ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育に

ついて責任を有する間に、与えられるべきである」（A規約10条1）と定められている。 

 戦後日本は高度経済成長を遂げるなか、社会の基礎となる家族と地域の紐帯が急速に弱められ
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てきた。子供を守るべき家庭基盤が揺らぐなか、児童虐待や片親家庭の増加、子供の貧困など、

子供の問題は深刻さを増している。2013年全国の児童相談所が対応した虐待相談件数は23年連続

増の約74,000件、虐待の疑いで警察が児童相談所に通告された子供は前年比34%増の29,000人

（2014年）と過去最多を更新し続けている。また両親の離婚を経験する未成年の子供は年間24万

人に上る。 

 家族の崩壊の危機にあるなか、自己救済にゆだねる家族依存の法制度では限界にきている。国

家、公的機関である行政が家族の問題に関与し、弱者である子や女性を保護して家族の立ち直り

を支援するような制度の見直しが必要であろう。 

 

 

３．脱家族から家族を保護し強化する民法改正を目指せ 

 

 1990年以降、世界102ヵ国で新たな憲法が制定されたが、このうち85ヵ国、つまり約85%の憲

法に、家族を保護する規定が明記されている。3  戦後の占領政策のなかで作られた日本国憲法

は、男女平等と個人の尊厳を特徴とする一方、家族や国家、宗教的なものは軽視されてきた。 

 また、わが国は欧米の価値観、すなわち家族より個人を尊重する個人主義、家族からの解放を

求めるフェミニズムを無批判に受け入れてきた。戦後70年を経たいま、日本社会は家庭基盤が弱

体化し、晩婚と非婚化による少子化の危機に直面している。 

 一方、近年とくに3.11東日本大震災以降、3世代や拡大家族を志向する再家族化の動きが見られ

る。人口減少社会に突入した日本が少子化を克服するためには、結婚・家族の価値を再評価し、

家族を保護し強化する「家族政策」が必要とされている。 

 日本学術会議の4分科会がまとめた民法改正案の趣旨は、家族単位から個人単位の社会に変え

ようというイデオロギー上の要請によるものである。ジェンダー提言をとりまとめた委員の中に

は上野千鶴子氏ら過激なフェミニズムを標榜する家族破壊論者と言わざるを得ないメンバーもい

る。その狙いは、人権尊重と平等という正義を掲げながら、国民世論を誘導し、最終的に日本の

婚姻・家族制度を解体し、戸籍制度をなくすところにある。 

 しかし、夫婦別氏について言えば、既に述べたように選択的夫婦別氏制度が導入された場合、

別氏を希望すると回答したのは全体の8%程度である（2012年の内閣府「家族の法制に関する世

論調査」）。国民の多くは家族を価値あるものと考え、家族が同じ氏を名乗ることで家族の一体

感を感じているのである。 

 家庭は新しい命を育み、次世代を育成する厳粛な場である。そして家庭のなかで育成される子

の生存と安全は法律婚制度によって守られている。人口減少の危機に直面しているわが国は、行

き過ぎた個人主義を是正し、家族主義に立脚した国家づくりを考えていかなければ再生の道はな

い。そのために社会の発展の基礎となる家族を保護することに対して、政府、自治体そして国民

全体が危機意識を共有する必要があるだろう。一夫一婦制による法律婚制度を守るという確固た

る意志を持ち、日本の家族の伝統と子供を守るための民法の改正・強化が必要である。 
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3 西修・駒澤大学名誉教授の調査による。 



 

 

日本国憲法 

第二十四条 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。 

2 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。 

 

民法 

（婚姻適齢） 

第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 

 

（重婚の禁止） 

第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 

 

（再婚禁止期間） 

第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚を

することができない。 

2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を

適用しない。 

 

（近親者間の婚姻の禁止） 

第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただ

し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 

 

（直系姻族間の婚姻の禁止） 

第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十

七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 

 

（養親子等の間の婚姻の禁止） 

第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はそ

の直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をするこ

とができない。 

 

（夫婦の氏） 

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 
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【資料 家族関連法規】 
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（同居、協力及び扶助の義務） 

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 

 

（裁判上の離婚） 

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 

 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 

 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 

 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 

 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 

 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考

慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 

 

（嫡出の推定） 

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内

に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 

 

（父を定めることを目的とする訴え） 

第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合におい

て、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 

 

（嫡出の否認） 

第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することが

できる。 

 

（嫡出否認の訴え） 

第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えに

よって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならな

い。 

 

（嫡出の承認） 

第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認

権を失う。 

 

（嫡出否認の訴えの出訴期間） 

第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければな

らない。 
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（子の氏） 

第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したとき

は、離婚の際における父母の氏を称する。 

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 

 

世界人権宣言（1948年） 

第十六条 

1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ

家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利

を有する。 

2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有す

る。 

 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（A規約）（1966年） 

第十条 

 この規約の締約国は、次のことを認める。 

1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、

家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべき

である。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。 

 

市民的及び政治的権利に関する国際規約（B規約）（1966年） 

第二十三条 

1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有す

る。 
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