
　民法第4編親族第2章婚姻の規定は、性別を同じくする両名については、共同生活を営む目的のために、親密性と排他性ある永続的

な結合関係を成立させていない。この限りにおいて、憲法第22条が保障する人民の婚姻自由および第7条が保障する人民の平等権の

趣旨に反している。関係機関は本解釈公布の日から2年内に、本解釈の趣旨にしたがって関係する法律を改正ないし制定しなければ

ならない。いかなる方式により婚姻自由に対する平等な保護を達成するかについては、立法機関の裁量に委ねる。期限が過ぎても 

関係する法律を改正ないし制定しなかった場合には、性別を同じくする両名につき上述のような永続的結合関係を成立させるため

に、上述の婚姻章の規定にしたがって、二人以上の証人が署名した書面を持参することで、戸政機関において結婚登録をなし得る 

ものとする。
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《解釈理由書》

　本件要請者の一方、台北市政府は戸籍登録業務主管機関（戸籍法第2条参照）であり、管轄する戸政事務所が性別を同じくする

両名による結婚登録の申請業務を扱い、民法第4編親族第2章婚姻（以下、婚姻章と称する）の規定および内政部2012年5月21

日台内字第1010195153号函（以下、係争函と称する。函は法務部から2012年5月14日に転送された法律字10103103830号函）に 

つき、憲法第7条、第22条および第23条の規定と抵触するとの疑義を生じたことから、上級機関である内政部を通じて行政院に

転送され、行政院から本院に解釈の要請があったものである。婚姻章の規定についての解釈要請部分は、司法院大法官審理案

件法（以下、大審法と称する）第5条第1項第1号および第9条の規定に符合するので、これを受理すべきである。もう一方の要

請者、祁家威は戸政事件にかかわって最高行政法院2014年度判字第521号判決（確定終局判決）が適用した民法第972条、第973

条、第980条および第982条の規定が、憲法が保障する人格権、人間の尊厳、家族を形成する自由権を侵害し、憲法第7条、第22

条、第23条および憲法増修条文第10条第6項の規定と抵触する疑義があるとして、解釈の要請を行った。大審法第5条第1項第2号

の規定に符合するので、これを受理すべきである。上述の2件の解釈要請はいずれも婚姻章の規定が憲法に抵触するのではない

かとの疑義であることから、併合して審理する。本院は大審法第13条第1項の規定により、2017年3月24日に口頭弁論を行った。

　要請者、台北市政府は婚姻章の規定は憲法第7条、第22条および第23条の規定部分に抵触していると主張した。その理由を略述

すれば、以下の通りである。性別を同じくする人の間の結婚を禁止し、人民の婚姻自由に含まれる相手を選択する自由を制限

するものである。然るにその目的の重要性、手段と目的の関連性は、いずれも上述の制限を正当化するには足りず、憲法第23条 

の比例原則に符合しない。性的指向による差別的扱いには、厳格な審査基準を採用すべきである。性別を同じくする人同士が

結婚することを禁止することは、重要な公益を達成することと実質的に関連する手段ではなく、婚姻章の関連する規定は人民

の憲法第22条が保障する婚姻の自由および第7条が保障する平等権を侵害するものであるなどとする。

　要請者、祁家威は民法第972条、第973条、第980条および982条の規定は、憲法第7条、第22条、第23条および憲法増修条文 

第10条第6項の規定に抵触すると主張する。その理由を略述すれば、以下の通りである。一、婚姻の自由は人が人格を発展させ、

人間の尊厳を実現するうえでの基本的権利であり、配偶者選択の自由は婚姻自由の核心であり、憲法第22条の保障を受ける。

その制限は憲法第23条の要件に符合していなければならない。然るに同性婚を制限することは、重要な公益的目的を達成する

ことができないだけはなく、目的と手段の間にも実質的正当性を欠き、憲法第22条および第23条の規定に反する。二、憲法 
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第7条でいう「男女」あるいは憲法増修条文第10条第6項でいう「性別」とは、性別、性的自認および性的指向を包括する。 

性的指向をもって分類の基準とする差別的扱いには、より厳格な審査基準を採用すべきである。同性婚の制限をもって出産を

奨励する手段とすることは、その手段と目的の間に実質的関連性を欠いており、平等権の趣旨に反すると考えるべきである。

三、憲法増修条文第10条第6項は国に対して性別による差別を解消し、両性の地位の実質的平等を積極的に促進する義務を課し

ている。立法者は固より立法によって積極的に同性結婚権を保障すべきであるのに、長期にわたり消極的で不作為のままであり、

すでに立法懈怠となっているなどとする。

　関係機関たる法務部は概ね以下のように述べる。一、司法院大法官がこれまで解釈、承認してきた「婚姻」とは、いずれも

一夫一婦、一男一女の結合である。「性別を同じくする者の間で婚姻を締結する自由」は、憲法第22条が保障する婚姻自由の

範疇にあるとは言いがたい。同性カップルの権利・利益については、立法手続にしたがい、適切な法制化をはかる方法により

保障するのが適当である。二、民法とは私人間の社会的交際を規律する「社会的自律の法」であり、親族法制は実態が先に 

存在するという特色を尊重しなければならない。「婚姻における私的自治」には、立法機関に広い裁量の余地が与えられてい

る。婚姻に関する規定は、立法者が「一夫一婦の婚姻制度の社会秩序」を考慮し、婚姻制度に対する保護にもとづき制定したもの

で、人倫秩序の護持、男女平等および子どもの養育などの社会的機能を有し、かつひいては家族と社会の基礎をなすものであ

る。その目的はまったく正当であり、婚姻制度を護持するという目的の達成と合理的な連関があり、立法者の恣意ではない。 

婚姻章の規定は違憲には当たらないなどとする。

　関係機関たる内政部は概ね以下のように述べる。当該部は戸籍登録業務を主管する機関である。結婚要件の審査は民法主管

機関たる法務部の解釈文書の趣旨にしたがって処理している。婚姻章の規定が違憲かどうかについては、法務部の意見を尊重

するなどとする。

　関係機関たる台北市万華区戸政事務所は概ね以下のように述べる。民法主管機関である法務部の解釈文書によれば、婚姻章

の規定する婚姻は、一男一女の結合関係に限っている。これらの規定が違憲かどうかについては、大法官解釈によるべきで 

あるなどとする。

　本院はすべての弁論の趣旨を斟酌し、要請者の婚姻章の関係規定についての解釈要請につき、本解釈を作成した。理由は 

以下の通りである。

　要請者、祁家威は1986年「迅速な立法によって同性間の婚姻の合法化を望む」ことを理由に、立法院に対して請願を提起した。

当該院司法委員会全体委員会議での討議を経て、司法院の代表の意見（おおよそ以下のように述べる。「…婚姻の結合関係

は、単に情欲を満足させるためだけにあるのではなく、この制度は、この他、常に国のため社会のために新たな人的資源を 

提供するという役割があり、国や社会の生存、発展に関係し、これと情欲を満足させるためだけのものとは異なる…。」）、

法務部の代表の意見（おおよそ以下のように述べる。「同性婚とわが国民法の一男一女の結婚の規定は食い違っており、社会

の善良なる風俗に違背し、わが国情、伝統文化とも符合しないので、議案とする必要はない…。」）をも参酌して、（立法院

は）以下のように審査決議を行った。「本件請願事項は議案とする必要はない…」。また、立法院1986年第77会期第37回会議

で議決されている（立法院1986年6月28日議案関係文書総第527号、人民請願案第201号の330参照）。その後、祁家威は法務部 

および内政部に対しても請願を行ったが、回答は得られなかった。法務部は1994年8月11日に発布した（83）法律決字第17359号

函で以下のように述べている。「わが国民法は結婚の当事者について必ず一男一女でなければならないとしており、直接的な 

明文規定はないものの、わが国の学者は結婚の定義としては、いずれも“終生の共同生活を目的とした一男一女の適法な結合 

関係”と考えており、さらに同性の結合は、わが国民法が言うところの婚姻ではない…。また、わが国民法親族編の多くの規

定も、両性の結合関係を基礎とした概念の上に構築されている…。したがって、わが国現行民法で言う『結婚』とは、必ず 

一男一女の結合関係であり、同性の結合はこれには含まれない」（当該部2012年1月2日法律字第10000043630号函、2012年5月14

日法律字第10103103830号函、2013年5月31日法律字10203506180号函、いずれも同趣旨参照）。祁家威は1998年には台湾台北地

方法院に結婚を公証するよう求めたが、拒否され、司法救済を申し立てなかった。2000年には再度、当該法院に結婚の公証を 

行うよう請求したが、拒否され、審級救済手続を通じて、本院に解釈を要請した。本院は2001年5月、本件要請は法院が裁判

で適用する法律ないし法令が憲法と抵触する点を具体的に明示していないとして、不受理の決定をしている。祁家威は重ねて
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2013年に台北市万華区戸政事務所において結婚登録の申請をなしたが、これを拒まれたため、行政訴訟を提起した。2014年9月、

最高行政法院の判決で請求棄却され、判決が確定したのち、2015年8月に本院に解釈を要請した。このように祁家威が立法、 

行政、司法の責任機関に同性婚姻権を獲得すべく求めてから、すでに30年を経過している。

　さらに、2006年には立法委員、蕭美琴などが立法院に「同性婚姻法」草案を提出したが、多数の立法委員の支持を得られず、

審査に回されることがなかった。ついで2012年および2013年に婚姻平等運動団体が検討した関連する法律改正の提案が、立法

委員、尤美女などおよび鄭麗君などの支持を獲得して、それぞれ民法親族編の一部条文の改正草案、および民法親族、相続編

の一部改正草案として提出され、司法および法制委員会での最初の審査に付された。その後、公聴会が開催されて各方面から

意見が聴取されたものの、最終的には立法委員の任期満了により審議完了には至らなかった。2016年に立法委員、尤美女など

が民法親族編一部条文改正草案を提出し、時代力量政党提案、立法委員、許毓仁、蔡易餘などがそれぞれ異なるバージョンの

草案を提出した。同年12月26日に司法および法制委員会で、これらの草案は初回の審議を通過した。しかし、いつ院会での 

審議手続に入れるかは、見通しが立っていない。立法院で十余年の審議を経ているが、同性婚にかかわる法案の立法手続を 

完成させることができないでいる。

　本件要請は同性に性的指向が向かう者に自主的に結婚する相手を選択する自由があるかどうか、異性に性的指向が向かう者

との間で婚姻自由を平等に保護されるかどうかにかかわり、激しい論争的な社会的、政治的テーマとなっていたもので、民意

機関が本来は民情を踏まえて、全局を考慮し、折衝協調し、適時に立法（ないし法改正）により対応するのが適切である。 

然るに立法（ないし法改正）による決着がいつになるかが見通せず、本件要請者の重要な基本権の保障にかかわることから、

本院は憲法上の職責を尊重し、本院釈字第585号および601号解釈の趣旨を参照し、人民の基本的権利の保障および自由民主憲

政秩序など憲法上の基本的価値の擁護の観点から、適時に拘束力のある司法判断を下すこととした。そこで権力間の相互尊重

の原則にもとづき、果敢に決議を受理し、かつ期日を定めて口頭弁論を開き、上述の憲法上の争点につき本解釈を作成する。

　本院はこれまでも「一夫一婦」「一男一女」に関係する解釈に言及してきたが、その原因事実を見るに、いずれも異性婚の

文脈で行った解釈であったことが分かる。たとえば、釈字第242号、第362号および第552号の解釈は、いずれも民法の重婚の効

力規定に関する例外的場合にかかわるもので、釈字第554号解釈は姦通罪の合憲性にかかわり、釈字第647号解釈は法律上の婚

姻関係が成立していない異性パートナーが配偶者としての租税優遇を受けることができないとするもので、釈字第365号解釈は

父権優先条項に関する解釈である。本院は性別を同じくする両名が結婚できるかどうかについては、いまだ解釈を行ったこと

がない。

　婚姻章第1節婚約の第972条は以下のように規定する。「婚約は、男女の当事者が自らこれを執り行わなければならない」。

婚約が必ず男女の両当事者による将来婚姻関係を成立させようとする自主的な合意にもとづかなければならないと明定している。

第2節結婚第980条から第985条までにおいて、婚姻の実質ないし形式要件については、男女の当事者により自ら締結しなければ

ならないとは重ねて規定していない。然るに第972条が当事者が将来結婚することを内容とする婚約では、一男一女だけが締

結できると限定しているので、結婚当事者にも同様の解釈をすべきということになるのであろう。さらに婚姻章の婚姻当事者

に関する呼称、権利、義務についての「夫妻」に対応する規定を参酌するに、当該章の規定は結婚を異なる性別の男女の結合 

関係に限るとしているのは明らかである。結婚登録業務の中央主管機関である内政部は民法主管機関である法務部の「婚

姻は終生の共同生活を目的とする一男一女の適法な結合関係である」との解釈文書（法務部1994年8月11日（83）法律決字 

第17359号函、2012年1月2日法律字第10000043630号函、2012年5月14日法律字第10103103830号函、2013年5月31日法律字 

第10203506180号函参照）にもとづいて、結婚登録申請の個別事例については形式審査を行うよう、地方の戸政主管機関に通達 

している。地方の戸政主管機関はこのため同じ性別の両名による結婚登録の申請を認めず、同性の両名間では法律上の婚姻 

関係を成立させていない。

　婚姻適齢にある配偶者のいない者は、本来結婚の自由を有しており、それには「結婚するかどうか」と「誰と結婚するか」の

自由が含まれる（本院釈字第362号解釈参照）。この自己決定は人格の健全なる発展および人間の尊厳の護持にかかわり、

重要な基本権（a fundamental right）であり、憲法第22条の保障を受けるべきである。性別を同じくする両名が共同生活を 

営むという目的により、親密性、排他性のある永続的な結合関係を成立させても、性別を異にする両名に婚章第1節から第5節
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の婚約、結婚、婚姻の効力、財産制および離婚などの規定を適用することには影響がないばかりか、異性婚が構築してきた 

既存の社会秩序を変更することもない。そればかりか異性婚とともに社会を安定させる基盤となりうる。さらに婚姻自由に 

鑑みるに、人格の健全なる発展および人間の尊厳の護持にかかわり、上述の親密で、排他的な永続的結合関係を成立させる 

必要性、能力、意欲、渇望などの生理的、心理的要素について言うなら、その不可欠性は、同性に性指向が向かう人と異性に

性指向が向かう人の間に何ら違いはなく、いずれも憲法第22条の結婚する自由を保障されるべきである。現行婚姻章の規定

は、性別を同じくする両名に共同生活を営むことを目的に、親密性、排他性ある永続的結合関係を成立させておらず、これは

明らかに立法上の重大な瑕疵である。この限りにおいて憲法第22条が保障する人民の婚姻する自由の趣旨と食い違っている。

　憲法第7条は以下のように規定する。「中華民国国民は、男女、宗教、人種、階級、党派の別なく、法律のもとで一律に平等

である」。本条は明文で5種類の差別禁止事由を掲げているが、これは例示に過ぎず、限定列挙ではない。他の事由、例えば 

心身障害、性的指向などを分類の基準として、差別的な扱いをすることも、本条の平等権の規律の範囲内にある。

　現行婚姻章が一男一女の永続的な結合関係だけを規定し、性別を同じくする両名に同様の永続的結合関係を成立させていない

のは、性的指向を分類の基準として、同性に性的指向が向く者の婚姻の自由を相対的に不利にする差別的扱いである。憲法 

第22条の保障する婚姻の自由は人格の自由、人間の尊厳と密接に関連し、重要な基本権にあたる。併せて性的指向とは変更 

しがたい個人的特徴（immutable characteristics）であり、その原因には恐らく生理、心理的要因、生活経験および社会的環境

などを含むであろう［1］。現在、世界保健機構、汎米保健機構（WHOアメリカ事務局）［2］および国内外の重要な医学組織［3］は、 

いずれも同性の性的指向を疾病ではないと認めている。わが国では同性に性的指向が向かう人は、かつては社会的伝統や習

俗に受け入れられず、長い間クローゼットのなかに閉じ込められてきた。さまざまな事実上ないし法律上の排斥に遭い、差

別を受けてきた。また、同性に性的指向が向かう人は人口構造の要因により、社会的に孤立し隔絶された少数派であった。 

さらに、ステレオタイプなイメージの影響により、政治的に弱い立場におかれ、通常の民主的手続を通じてその法律上の劣勢な

地位を回復することを期待するのは難しかった。性的指向を分類の基準としてなされる差別的扱いには、より厳格な審査基準

を適用して、その合憲性を判断すべきである。重要な公共の利益を追求することを目的とするものでなければならないほか、

その手段と目的の間に実質的な関連性がなければ、憲法第7条の保障する平等権の趣旨には符合しないものと言うべきである。

　国の立法が異性婚の場合を規律し、婚姻制度が形成されていることにつき、その考慮要素は多方面にわたる。例えば、婚姻

について後代を延続させる機能があると考えられることがあるが、実はその観点はもとより根拠がない。然るに婚姻章では 

異性の両名が結婚するに、必ず出産する能力があることを要件とはしていない。また、結婚後、子どもを産めない、ないしま

だ子どもを産んでいないことをもって、婚姻無効、婚姻を取消しうる、あるいは離婚判決をする事由とも規定していない。 

後代を延続させることは結婚の不可欠の要素ではない。性別を同じくする両名の間では、自然には子どもをもうけることができ 

ないが、これは性別を異にする両名が客観的に子どもを産めないか、主観的に子どもを産まないことと結果は同じなのである。 

故に後代を延続させることができないことももって、性別を同じくする両名に結婚させないというのは、明らかに非合理な差

別的扱いである。もし婚姻を基本的倫理秩序の護持、例えば、婚姻適齢、単一配偶者、近親婚の禁止、貞操義務および扶養義

務などの護持のためにあると考えても、そうした考慮は正当なものであろう。もし性別を同じくする両名に婚姻章の実質的、

形式的要件の規定にしたがい、法律上の婚姻関係を成立させ、婚姻関係存続期間中および終了後の双方の権利義務規定を遵守

することを求めても、現行の異性婚制度が構築した基本的倫理秩序になんら影響するものではない。基本的倫理秩序を護持 

することを理由に、性別を異にする両名に結婚を認めないとすれば、明らかに不合理な差別的扱いとなる。このことは憲法第7条

が保障する平等権の趣旨と符合しない。

　本件の複雑性および論争性、ないし立法での審議が比較的長らく続いていることを踏まえると、立法がさらに延びて、規範

欠如の違憲状態が無期限に続いてしまうことを避けるため、関係機関は本解釈公布の日より2年以内に、本解釈の趣旨にそっ

て関係する法律の修正ないし制定を完成させなければならない。いかなる種類の形式（例えば、婚姻章の改正、民法親族編に 

別に章を設ける、特別法を制定する、ないし他の方法）により、性別を同じくする両名が、共同生活を営むことを目的として、

親密性、排他性のある永続的結合関係を成立させ、婚姻自由の平等な保護を達成するかは、立法機関の裁量の範囲内にある。

期限を越えても、法律の修正ないし改正が完了しない場合、性別を同じくする両名は共同生活を営むことを目的として、親密性、
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翻訳　鈴木　賢（明治大学法学部教授、北海道大学名誉教授）

排他性のある永続的結合関係を成立させるために、婚姻章の規定にもとづき、２人以上の証人が署名した書面を持参し、戸政

機関において結婚登録をすることができるものとする。両名の間に法律上の配偶者としての効力を発生させ、配偶者としての

権利を行使し、配偶者として義務を負担するよう登録する。

　現行婚姻章の異性婚制度についての当事者の身分および関係する権利、義務関係は、本解釈によって変更を生じない。 

また、本件は婚姻章の規定について、性別を同じくする両名に、共同生活を営むため目的のために、親密性、排他性のある 

永続的結合関係を成立させていないことが、憲法第22条が保障する婚姻自由および第７条が保障する平等権に反しないかどうか

について解釈を行うのみで、他の部分には及ぶものでないことを、ここに明らかにする。

　要請者、台北市政府が別に係争函により違憲の疑義ありとして解釈を要請している部分については、当該文書が内政部から

台北市政府が受理した性別を同じくする両名の申請した結婚登録を認めるべきかどうかにかかる個別案件の回答文書であり、

これは命令ではないので、法にもとづけば憲法解釈要請の客体とはなり得ないものである。大審法第5条第2項の規定にも 

とづき、これを受理すべきではないことを、申し添える。

［1］　例えば、世界精神医学会（World Psychiatric Association; 略称WPA）が2016年に発した「性自認と同性への性的指向、関心および行為に関する立場の声明」（WPA 

Position Statement on Gender Identity and Same-Sex Orientation, Attraction, and Behaviours）では、性的指向をもって生まれたものと認識し、生物、心理、発展的社会

要因などによって決定されるとしている（innate and determined by biological, psychological, developmental, and social factors）（以下、参照http://www.wpanet.org/

detail.php?section_id=7&content_id=1807、最終訪問日2017/5/24）。アメリカ連邦最高裁は、Obergefell v. Hodges, 576 U.S. __ (2015), 135 S. Ct. 2584, 2596(2015)　事

件において、近年の精神科医師およびその他の専門家が、性的指向を人間の正常な性的表現であり、かつそれは変更が難しいことを認めている（Only in more recent years 

have psychiatrists and others recognized that sexual orientation is both a normal expression of human sexuality and immutable.）（当該判決全文は以下、参照）。

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf，最終閲覧日2017/5/24）。

［2］　世界保健機構が1992年に出版した「疾病および健康問題に関する国際統計分類」第10版 The Tenth Revision of the International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems, ICD-10）2016年の修正版第5章ではなお「FF66性の発展と性的指向に関連する心理および行為異常」（Psychological and 

behavioural disorders associated with sexual development and orientation）という疾病分類を残しているが、ここで明確に「性的指向自体は異常と見なすべきではない」

（Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder.）（参照http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F66，最終閲覧日2017/5/24）と

指摘している。汎アメリカ保健機構（世界保健機構アメリカ事務局）（Pan American Health Organization, Regional Office of the WHO）が発布した「存在しない疾病に対す

る治療」（“CURES” FOR AN ILLNESS THAT DOES NOT EXIST）という文書には、明確に「現在の専門家の共通認識では、同性愛は人類の性行為のうちの自然かつ、異な

るタイプのものに過ぎない」（There is a professional consensus that homosexuality represents a natural variation of human sexuality…）と記し、かつ同性愛のいかなる

個別的表象も異常ないし疾病を構成するものではなく、治療の必要性もない（当該文書は以下参照。http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_

view&gid=17703&Itemid=2057、最終閲覧日2017/5/24）。

［3］　外国の医学組織については、前掲註１に挙げた世界精神医学会が発布した「性自認と同性への性的指向、関心および行為に関する立場の声明」のほか、アメリカ心理学会

（American Psychological Association）が2004年に発布し、2010年に再確認した「性的指向と婚姻」（Sexual Orientation and Marriage）は、1975年以来、心理学者、精神医

学者がいずれも同性への性的指向を精神疾患とはせず、精神疾患の症状とは見ていない（当該文書については以下参照。http://www.apa.org/about/policy/marriage.aspx、

最終閲覧日2017/5/24）。

　国内の医学組織では、台湾精神医学会が2016年12月に発表した「性別／性的指向グループの権利・利益の平等と同性婚姻平等化を支持する立場表明」で、非異性愛の性的

指向、性行為、性自認およびパートナーシップは、精神疾患ではないし、人格発展の欠陥でもないどころか、人間発展の多様性の正常な表れであり、同性への性的指向自身は心理

機能に障害をもたらすものではなく、治療の必要もないとする（http://www.sop.org.tw/Official/official_27.asp、最終閲覧日2017/5/24）。台湾児童青少年精神医学会は2017年

1月に「性別平等に関する立場表明」において、いかなる性的指向もすべて正常であり、病態でも偏りでもないとしている（本文書については以下参照。http://www.tscap.org.tw/

TW/News2/ugC_News_Detail.asp?hidNewsCatID=8&hidNewsID=131、最終閲覧日2017/5/24）。
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