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序章　問題の所在

第１節　本稿の主題

　本稿は、自己の意思に反して日本国籍を剥奪さ
れない憲法上の権利の存在を、樺太先住民の国籍
の検討を通じて明らかにすることを試みる。
　1905年1の日露講和条約発効から1952年の桑港
条約発効まで、サハリン島の北緯50度以南は日本
領「樺太」であった。樺太には元来、樺太アイ
ヌ、ニヴフ、ウイルタ、エベンキ、ウリチ、サハ
の各少数民族が居住する。もっとも日本の法令や
国勢調査では、ニヴフは「ニクブン」、ウイルタ
は「オロッコ」、エベンキは「キーリン」、ウリチ
は「サンダー」、サハは「ヤクート」又は「ヤク
ーツ」と呼ばれた2。本稿は法令等への言及に必要
な場合を除き、現在一般的な民族名を用いる。そ
して、日本領下の樺太で、樺太アイヌ、「ニクブ
ン」、「オロッコ」、「キーリン」、「サンダー」、
「ヤクート」のいずれかの民族に属するとされた
人々及びその子孫を広く「樺太先住民」と呼ぶ。
日本は旧国籍法以来、子が親の国籍を取得する血
統主義をとるため、検討対象を、ある時点で国籍
問題を生ずる一定の集団に属した人々と「その子
孫」という形で定めざるを得ない。したがって、
民族への帰属意識をもたない人も、本稿の「樺太
先住民」の定義に該当し得る。
　樺太先住民の国籍は、歴史的に領土の帰属に伴
って変動した。後述するが、樺太先住民のうち少
なくとも現在日本国内に居住する者は、実務上日
本国籍を有するとされる。しかし、日本は、桑港
条約発効後の樺太の法的な帰属は未定との立場を
とる。このため、樺太先住民の国籍も、法的に不
安定な可能性がある。将来の国籍変動が予想され
るならば、現在日本国籍を有する者の、国籍を剥
奪されない権利の有無が問題となる。

第２節　樺太先住民の国籍をめぐる歴史的経緯

　サハリン島には18世紀末以降和人とロシア人が
進出し、日ロ間の国境問題が発生した。1855年
の日本国魯西亜国通好条約はサハリン島の国境線

を確定せず、その後も日ロ双方が進出を続けた。
そこで、日ロ両国人の雑居状態を解消するため、
1875年、交換条約によりサハリン全島がロシア領
となった3。この際、樺太アイヌ約2000人のうち、
841人が北海道へ移住した4が、半数近くが疫病等
で亡くなった5。
　1905年、日露講和条約によりサハリン島南半が
日本領樺太となった。北海道に移住した樺太アイ
ヌは、1906年頃にはほぼ全員が樺太へ帰還した6。
このため、樺太在住の樺太アイヌには、交換条約
以後も樺太に居住し続けた者と、一旦北海道へ移
住した者とが混在した。北海道に移住した者はそ
の際戸籍に編入されて「有籍アイヌ」と呼ばれ、
樺太に居住し続けた「無籍アイヌ」と区別された7。
樺太には他にニヴフ、ウイルタ、エベンキ、ウリ
チ、サハが少数居住していた。アイヌ、「ニクブ
ン」、「オロッコ」、「キーリン」、「サンダー」
とサハ（国勢調査等では「ヤクート」）は、法令
上「土人」又は「樺太土人」と総称された8。この
うち、有籍アイヌ以外は当初戸籍に編入されず、
土人戸口届出規則9で把握された。1933年に無籍
アイヌも戸籍に編入された10が、他の先住民は終
戦まで無戸籍のまま、土人戸口簿に登載されてい
た。戸籍への登載は日本国籍の保有が要件11のた
め、遅くともこのときには、日本政府が樺太アイ
ヌ全員の日本国籍を認めた。樺太在住の樺太先住
民の人口は、アイヌ1333人（1937年末時点）12、
「オロッコ」287人、「ニクブン」97人、「キーリ
ン」24人、「サンダー」15人、「ヤクーツ」2人
（1941年末時点）13であった。
　1952年4月28日発効の桑港条約2条（c）項は、
「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年
九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲
得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対す
るすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」と
規定した。樺太アイヌはほぼ全員の約1200人が北
海道以南に「引揚げ」た14。アイヌ以外の樺太先
住民は47人から100人弱が「引揚げ」たとみられる
が、約350人以上がソ連施政下のサハリン島に残留
した15。ソ連施政下で先住民は無国籍者と扱われ
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たが、1962年16ないし1970年代17にソ連国籍を認め
られたようである。

第３節　本稿の問題関心及び考察の方法

　このように樺太先住民は日本の国境変動の影響
を3度受けた。後述のように、領土の変更に伴い住
民の国籍も変動する場合がある。ところが、桑港
条約発効後の樺太先住民の国籍については、あま
り議論がない。
　しかし、樺太の放棄をめぐっても国籍変動の問
題は生じ得るのではないか。特に領土変更の影響
を繰り返し受けた樺太先住民の国籍が問題となり
得る。戦後70年以上経ったが、日本が樺太を帰属
未定地とする以上、その帰属確定まで、国籍変動
の問題が生ずる理論的可能性は残る。
　そこで本稿は、朝鮮及び台湾の放棄に伴う国籍
喪失をめぐる判例・学説と対比し、樺太の放棄が
樺太先住民の国籍に及ぼす影響を検討する。朝鮮
及び台湾は、樺太と同じく桑港条約で日本が放棄
した領土であり、国籍喪失についての判例及び学
説も多い。また、朝鮮に関しては1965年に日韓条
約が、台湾に関しては1952年に日華条約、1972年
に日中共同声明が発効した。この点で、日ロ間の
平和条約締結後を予測するにも有益な比較対象で
ある。経時的に見ると、朝鮮及び台湾の放棄に伴
う国籍喪失の判例法理は、将来樺太にも及び得る
と考えられる。
　そして、判例法理に従えば、樺太先住民の一部
は、日ロ間で将来締結される平和条約に反対の規
定がない限り、日本国籍を喪失するとされる可能
性がある。そこで、日本国籍喪失が対象者個人の
権利を侵害しないかも検討する必要がある。朝鮮
及び台湾の場合は主に法律によらない国籍の喪失
として憲法10条に違反しないか論じられた。しか
し、判例上国籍を喪失したとされる朝鮮人及び台
湾人は、本人の意思に反しても一律に国籍を剥奪
された。本人の意思に反する国籍の剥奪が個人の
憲法上の権利を侵害しないかは、法律の有無と別
に検討を要する。
　樺太先住民の将来の国籍変動は、日ロ間の平和

条約締結を想定した仮定的な問題である。このた
め条約の文言解釈にとらわれず、国籍変動による
個人の憲法上の権利の問題の理論的検討にはかえ
って適すると考えられる。現時点で検討すれば、
将来の条約締結時に権利侵害を防げる可能性もあ
る。また、樺太先住民の国籍の検討は、朝鮮人及
び台湾人の国籍喪失を個人の権利保障の観点から
再検討する手がかりとなり得る。さらに、本人の
意思に反する国籍剥奪の許容性の理論的検討は、
領土変更以外の場面における国籍の剥奪ないし取
得制限、国籍選択の強制などの許容性への示唆を
含み得る。

第１章　樺太先住民の国籍検討の前提

第１節　樺太先住民の国籍に関する実務及び学説

　本節では、北海道以南に「引揚げ」た樺太先住
民の国籍に関する、桑港条約発効後の実務及び
通説を確認する。樺太先住民の国籍は、実務上、
「引揚げ」当初の就籍の届出（戸籍法110条）時に
問題とされた。アイヌを除く樺太先住民には終戦
まで戸籍法の適用がなかった。また、桑港条約で
樺太が日本領でなくなり、樺太アイヌを含め樺太
に本籍を有した人は本籍を失った。そのため、樺
太先住民が北海道以南に「引揚げ」ると、戸籍の
記載のために就籍の届出をする。しかし、戸籍の
記載は日本国籍保有が前提のため、戸籍実務上、
樺太先住民の国籍が問題となった。疑義があれ
ば、就籍許可審判で前提問題として国籍の有無が
判断される。

第１款　戸籍実務及び就籍許可審判

　桑港条約発効後、戸籍実務は、樺太先住民が日
本国籍を有するとしている。戸籍実務に強く影響
した民事局長通達（「平和条約の発効に伴う朝鮮
人、台湾人等に関する国籍及び戸籍実務の処理」）18

は、「樺太（中略）に本籍を有する者は条約の発
効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論で
ある。」と述べる。樺太アイヌは終戦前から戸籍法
の適用を受け、樺太に「本籍を有する者」である
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から、民事局長通達に従えば日本国籍を喪失しな
い。しかし、アイヌ以外の樺太先住民への言及は
ない。
　就籍事件に直面した実務者の照会に対し、最高
裁家庭局は「従前、日本の主権に属していた旧樺
太土人は、平和条約（昭和二十七年四月二十八日
条約第五号）発効後もなおその地位を保有し（中
略）広義の意味で日本国籍を有する19」と、法務
省民事局は「旧樺太土人」が原則として日本国籍
を有する前提で就籍可能20と回答した。
　家庭裁判所の就籍許可審判例では、旭川家審が
「旧樺太土人21」の日本国籍保有を認めた。同審
判は次の一般論を述べた。すなわち、アイヌを除
く「旧樺太土人」は、終戦前、土人戸口届出規則
が適用される「広義の日本人22」とされた。しか
し、桑港条約2条（c）項により日本が樺太に対す
るすべての権利、権原及び請求権を放棄した効果
は、条約当事国でないソ連に対する関係でも同様
であるから、「旧樺太土人」が「日本人たる地
位23」を失ったとの疑問を生じる。しかし、ソ連
政府は「旧樺太土人を無国籍の日本人として取り
扱つている24」と窺われ、桑港条約の結果、日本
が「旧樺太土人に対する対人主権をも放棄したも
のと積極的に解する根拠もない25」。したがって、
「旧樺太土人」は特段の事情のない限り「広義の
日本人」としての地位を保有し、現在は「日本民
族たる日本人とひとしく26」戸籍法の適用を受け
る27。
　また、釧路家網走支審は法務省民事局回答を参
照し、「旧樺太土人（オロチヨン人）に属する
者28」が、桑港条約の「発効後は日本人として日
本の国籍法および戸籍法の適用を受けるべき地位
を有する29」と述べた。
　この他、ウイルタの北川源太郎（ゲンダーヌ）
による戦時中の樺太での諜報活動についての恩給
申請30に関し、国会で、ニヴフ及びウイルタが戦
前戦後を通じて日本国籍であると明言された31。
恩給法は兵役法上の招集を受けた「軍人」に適用
され（1946年改正前恩給法19条、21条）、戸籍法の
適用がない者は兵役法の対象外（兵役法23条）の

ため、アイヌ以外の樺太先住民が恩給を受給でき
ずとも日本国籍の保有と矛盾しない。
　このように、戸籍実務は樺太先住民の日本国籍
を前提に就籍を認める。また、就籍後の戸籍上は
樺太先住民か否かの区別はつかず、戸籍実務も樺
太先住民に国籍法を適用する32。

第２款　学説

　桑港条約2条（a）項の朝鮮及び（b）項の台湾
の放棄に関する国籍変更の問題に比べ、（c）項の
樺太の放棄の議論は少ない。
　樺太の放棄を扱う国籍法の体系書では「もちろ
ん、現在においても、これらの地域の住民は日本
国籍を保有している33」し、将来の日ロ間の取決
めで国籍の変更を生ずることもないと予想された34。
樺太先住民については前出の二つの審判例及び法
務省民事局回答を紹介するにとどまる35が、「将
来においても〔南樺太の:引用者〕住民の国籍の問
題はたいして重要度を帯びないであろう。36」とさ
え書かれ、樺太先住民の日本国籍保有にも疑問を
示さない。
　また、西賢は、旭川家審の判例評釈で、樺太先
住民が桑港条約発効後も日本国籍を有するとの判
旨に賛成した。西はまず、桑港条約が「原状回復
の思想」に基づくという前提をとる37。これは、
次章でみる桑港条約2条（a）項及び（b）項に関
する通説同様の解釈である38。「原状回復」を強
調する桑港条約2条の解釈は、朝鮮人及び台湾人の
国籍喪失に関する判例の説明として唱えられる。
樺太の放棄は、桑港条約2条（c）項で、台湾の放
棄を定めた同条（b）項と同じ文言で規定されて
いるから、（b）項と（c）項を同趣旨の規定と解
釈することは自然である。
　西はこの前提に基づき、2条（c）項の「すべて
の権利、権原には住民を含むと解して、もとロシ
ア国臣民およびその子孫は返還されロシア国籍を
回復する、このロシア国臣民に樺太土人が含まれ
るか39」と問う。しかし、ソ連が桑港条約の当事
国でないため同条約2条（c）項は樺太をソ連に帰
属させないとの立場では、桑港条約中に住民の国



北大法政ジャーナル No.26　2019

100

籍を定める特別規定を見出すことは困難である40。
他方、樺太を実効支配するソ連が樺太住民にソ連
国籍を付与せず無国籍者として扱うので、「日本
は領土を放棄したがその住民を譲り受ける国がな
い41」といえ、「日本としては、特別の合意がな
くとも、その地の住民に対してなお自国国籍の主
張をなしうる、そのかぎり、対人主権は放棄して
いない42」。かくして、樺太先住民の日本国籍保持
を導く。
　西が評釈中で、樺太先住民を国家が条約で処分
し得る客体のように記述したことは憲法適合的で
ないと思われる。桑港条約に基づき「返還」ない
し「放棄」すべき「権利、権原」に含まれるかを
問う対象は、対人主権であろう。この読み替えを
したうえであれば、西の上記の条約解釈は、朝鮮
人及び台湾人の国籍喪失に関する判例と整合的な
理解の試みとしては、基本的に妥当と評価できよ
う。
　反対に、太平洋戦争の結果「樺太土人」が日本
国籍を喪失したとの見解もある43。しかし、国籍
を喪失した者の範囲や法的根拠を明示するものは
見当たらない。樺太先住民が日本国籍を「喪失」
したとする説も、戦前の日本国籍取得を前提とす
る。法律又は条約でなく「戦争の結果」喪失した
というだけでは、憲法10条に照らし根拠が乏しい
といわざるを得ない。
　このように、樺太先住民が現在日本国籍を有す
るとの実務は、学説上概ね支持される。その理由
は旭川家審同様、樺太先住民の日本国籍が剥奪さ
れたと解すべき積極的な法律又は条約の根拠がな
いことだろう。さらに、憲法10条は「日本国民た
る要件は、法律でこれを定める。」と規定するが、
この「法律」は形式的意味の法律である44。次節
第2款でみるように、条約による国籍の得喪は必ず
しも禁止されないが、それ以外に国会制定法によ
らない国籍の得喪の規律が許されるとは考えられ
ていない。また、現在国籍法の適用を受けない国
民の種類を認めることは憲法14条1項の法の下の平
等に反する45。したがって、釧路家網走支審の指摘
どおり、樺太先住民は、現在は日本国籍を有し、

国籍法で国籍の得喪を規律されると解される。

第２節　領土の変更に伴う国籍変更の基準

第１款　国際法上の基準

　国際法上、国籍は国家の国内管轄事項とされ
る46。もっとも、人権などの観点から、国籍に関
する国家政策も無制約ではない。条約による拘束
のほか、一般国際法上、すべての人が必ず唯一の
国籍をもつべきという国籍唯一の原則47と、国籍
の得喪に関し個人の自由意思を尊重すべきという
国籍自由の原則48とが認められる。
　ただし、国籍唯一の原則は、現在は無国籍防止
が重視される49。重国籍の典型的な問題とされる
外交的保護には一般国際法上の実効的国籍原則が
妥当し50、兵役義務も日本にはないほか条約で衝
突を解決する国もある51など、重国籍の不都合の
解決が図られ、国籍唯一の原則によって国家が重
国籍の解消を義務づけられはしない52。
　この他、特に領土の変更の場面における住民の
国籍変動に関する一般国際法上の基準の存否が問
題となる。日本では山下康雄が先駆として、領土
割譲の場合、割譲地住民が当然に譲受国の国籍を
取得するという国際法上の原則、いわば自動変更
原則を重視した53。封建的属地主義の残滓54であ
る自動変更原則を緩和するため、本人の意思に基
づき旧国籍を回復する国籍選択制度55を設ける条
約が存在するが、山下はこれを一般国際法と認め
ず、領土の譲渡国は国籍選択制度を主張できない56

とした。
　しかし、後の大沼保昭の実証によれば、第一次
世界大戦後の中東欧・バルカン諸民族の旧支配
国からの分離・独立に際し、入植者の新国籍取得
の制限や、民族や血統・言語集団を基準とする国
籍選択権の形で自動変更原則が修正され57、原則
の自明性が揺らいだ58。また、戦間期の国際判例
や各国の国内判例に、当事者の意思を重視して国
籍を決定したものがある59。さらに、アルサス・
ロレーヌのフランス復帰では、領域内居住と独立
に、ドイツ支配の「原状回復」の理念に基づいて
国籍を決定した60。
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　そして、第二次世界大戦後のアジア・アフリカ
諸国の独立には、もはや「領土変更に伴う国籍変
更」という枠組み自体が妥当しない。この場合、
民族自決によって新たな国民国家を形成、既存の
国家への合体・復帰をする際に、自決主体である
独立国側の構成員確定に対応して旧支配国側が調
整措置をとる形で国籍変更が生じる61。「居住」
は民族自決の主体たる民族・人民の存在を基礎づ
けるにすぎず、それよりも、民族自決が個々人の
集団的意思決定への参与によって実現されるた
め、個人の主体的意思が国籍決定の主要基準とな
る62。
　さらに、第二次世界大戦の枢軸国による他民族
支配は当初から否定的に評価され、第二次世界
大戦は全体主義からの人間の解放を掲げたことか
ら、戦後処理としての国籍変更では民族自決の枠
組みが一層強く妥当し、個人の主体性の重視など
暗黙に人権保障も引照基準とされる。ここで「居
住」は、ある個人がある領域に居住して生活を営
む実態を尊重する観点から国籍決定の判断要素と
なる63。
　第二次世界大戦後の自動変更原則は、条約又は
当事国の国内法に具体的規定がない場合の補充原
則及び規定の解釈原理にとどまる。もともと自動
変更原則は当事国に住民の国籍変更を義務づけな
い。すなわち、自動変更原則は、国籍を国内管轄
事項とする国際法上の原則を排斥せず、譲受国は
条約のほか自国の国内法で割譲地住民の国籍を定
め得る。もっとも、譲受国と割譲国との双方が割
譲地住民を自国民と主張する場合、自動変更原則
に合致する譲受国の国内法に対抗力が付与され、
割譲国の国籍は排斥される64。

第２款　憲法10条と条約

　国際法上は前述のとおり、領土変更の当事国間
の条約で住民の国籍変更を解決し得る。他方、憲
法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定
める。」と規定するが、これは条約による国籍の
変更を禁止し、国会制定法を要求する趣旨か。
　学説には、国籍の得喪を定めた条約を遵守する

ために国会制定法を設けなければ憲法10条に違反
するとの立場もある65。しかし、後述の判例66は、
憲法10条は領土の変更に伴う国籍の得喪を条約で
定めることを許容すると解し、通説もこれを支持
する67。
　日本国憲法制定時、憲法10条不要説があった。
旧憲法18条は、命令で国籍が定められることを防
ぐため、国籍を法律事項と定めた。しかし、日本
国憲法では国会が唯一の立法機関（憲法41条）で
あり命令で国籍を定め得ない一方、条約や国際慣
習法などで国籍が定まる場合もあり得るため、政
府は憲法10条を不要と考えた68。
　しかし、衆議院の審議で現行憲法10条が挿入さ
れた。その際、字句の議論のみで反対はなく69、
挿入理由は、国民の要件は憲法の基本的な規定と
して必要であるとされた70。また、その後の貴族
院の審議では、条約による国籍変動を想定した問
答もあった71。つまり、憲法10条は、条約で国籍
の得喪を定めることを排斥せず、法律より下位の
法形式で国籍を定めえないことの確認規定と考え
られる。
　さらに、憲法の国際協調主義（憲法98条2項）、
及び、条約締結には国会承認を要し（憲法73条3号
但書）、国会不承認条約は国内法的に無効となるこ
とから、条約は国内法上、法律に優位すると解さ
れる72。以上を踏まえると、憲法10条の趣旨に照
らし、直接適用可能な明確な条約規定で国籍変動
を定めることは許されると考えられる。

第２章　朝鮮及び台湾の放棄に伴う日本国
籍の喪失

第１節　朝鮮の放棄に伴う国籍喪失に関する実務

及び判例

　1952年4月28日発効の桑港条約2条（a）項は、
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、（中略）朝
鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄
する。」と規定するが、朝鮮は当事国でない。1965
年発効の日韓条約には、国籍や領土の明文規定は
ない。
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　国籍実務及び戸籍実務は、前出の民事局長通
達73に依拠した。関係部分を引用する。

第一　朝鮮及び台湾関係
（一）　朝鮮及び台湾は、条約の発効の日か

ら日本国の領土から分離することとな
るので、これに伴い、朝鮮人及び台湾
人は、内地に在住している者を含めて
すべて日本の国籍を喪失する。

（二）　もと朝鮮人又は台湾人であつた者で
も、条約の発効前に内地人との婚姻、
縁組等の身分行為により内地の戸籍に
入籍すべき事由の生じたものは、内地
人であつて、条約発効後も何らの手続
を要することなく、引き続き日本の国
籍を保有する。

（三）　もと内地人であつた者でも、条約の
発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、
養子縁組等の身分行為により内地の戸
籍から除籍せらるべき事由の生じたも
のは、朝鮮人又は台湾人であつて、条
約発効とともに日本の国籍を喪失す
る。（後略）

（四）・（五）　（略）

　上記の民事局長通達は、桑港条約発効に伴い、
「朝鮮人」が、居住地や本人の意思を問わず、
当然に日本国籍を剥奪されるとする。「内地の戸
籍」は戸籍法に基づく戸籍を指し、これに登載さ
れるべき事由のある人は「内地人」と呼ばれる
（第一（二））。これに対し、朝鮮に施行された朝
鮮戸籍令741条は「朝鮮人ノ戸籍ニ関シテハ朝鮮民
事令ノ規定ニ依ルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル」と
規定し、「朝鮮人」は朝鮮戸籍令に基づくいわゆ
る朝鮮戸籍に登載されたとわかる。日本国籍を剥
奪される「朝鮮人」とは、朝鮮戸籍令上の「朝鮮
人」を意味し、朝鮮戸籍に登載されるべき事由の
ある人と解される。
　判例上は、最大判61年が、桑港条約2条（a）項
を根拠とする日本国籍喪失を是認し、「朝鮮戸籍

令の適用を受け、朝鮮戸籍に登載された人」が日
本国籍を喪失すると結論した。
　本判決は、まず、憲法10条が、条約で国籍変更
を定めることを認めると解する。領土変更に伴っ
て国籍変更を生ずることは疑いないが、国際法上
確定した原則がなく、場合毎に条約で明示又は黙
示に定めるのを通例とすることが根拠である75。
そして、朝鮮人の国籍喪失は桑港条約2条（a）項
に定められており憲法10条に違反しないとする。
また、憲法11条、12条、13条違反の主張には、国
籍喪失が「平和条約の規定に基く76」ことのみを理
由に、憲法違反は認められないと結論を述べた。
　こうして問題は、桑港条約2条（a）項が朝鮮人
の日本国籍喪失を規定しているか否かに絞られ
る。本判決によれば、桑港条約2条（a）項は「朝

4

鮮の独立を承認
4 4 4 4 4 4 4

して、朝鮮に属すべき領土に対す
る主権を放棄すること77」（傍点引用者、以下同
じ。）、すなわち、「朝鮮」を独立の国家として承
認することを定めた。それは、「朝鮮がそれに属

4 4 4 4

する人
4 4 4

、領土及び政府をもつことを承認
4 4 4 4 4 4 4 4

する78」
ことであるから、同項で「日本は朝鮮に属すべき

4 4 4 4 4 4 4

人
4

に対する主権を放棄
4 4 4 4 4

した79」。そして、日本国籍
をもつ人は、日本に属する人として日本の主権に
属するから、日本が朝鮮に属すべき人に対する主
権を放棄するということは、「朝鮮に属すべき人

4 4 4 4 4 4 4 4

について、日本の国籍を喪失させる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを意味す
る80」。こうして、対人主権の放棄と国籍剥奪を
同視することにより、桑港条約2条（a）項に「朝
鮮に属すべき人」の日本国籍喪失の規定を読み込
む。
　では、「朝鮮に属すべき人」は誰か。本判決は
相手国の国内法を参照せず、独自の解釈の結果、
「日本の国内法上で、朝鮮人としての法的地位を
もつた人81」具体的には「朝鮮戸籍令の適用を受
け、朝鮮戸籍に登載された人82」と結論した。そ
の根拠は、日韓併合以来の日本国内法上、朝鮮戸
籍に登載された人（「朝鮮人」とも）と「日本人」
（対比すれば「内地戸籍に登載された人」か）と
が属人法を異にし、占領時代も外国人登録令など
で法的な取扱いを異にしたこと83である。本判決
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の「朝鮮に属すべき人」の解釈では、国籍離脱に
対する個人の意思は無視される。
　本判決の国籍存在確認訴訟の原告女性は、出生
時は内地戸籍に登載されたが、朝鮮戸籍に登載さ
れた男性と1935年に婚姻した後、1951年10月以降
は日本に居住した84。つまり、朝鮮の放棄に伴う
国籍変更に関する判例は、出生時の朝鮮戸籍への
登載も桑港条約発効時の朝鮮居住も満たさず、婚
姻により朝鮮戸籍に登載された人の例外事案で形
成された。
　その後、最判65年は、領土変更に伴う国籍変動
について「当該領土に属すべきものは、（中略）
当事国ないし相手国の国内法の規定の如何を問わ
ず、旧国籍の離脱と同時に新国籍を取得する85」
と判示した。同判決は、最大判61年の趣旨に徴し
て、桑港条約に基づく国籍離脱が本人の意思に反
しても、憲法22条2項に違背しないとも述べた86。
最大判61年及び最判65年は、日韓条約発効後も判
例変更されていない。
　日韓条約発効後の判決で最高裁判例と結論同旨
のものに京都地判がある。ただし、その理由は判
例とやや異なり、「日本国内法制上区分されてい
た各戸籍は、日本国籍内部における内地人・朝鮮
人・台湾人と

〔ママ〕

いわば民族集団を区別する識別基準
とみられ、朝鮮人の独立を承認し、新たに形成さ
れるべき国家の構成員となるべき朝鮮人を決定す
るにあたり、（中略）右民族集団の識別基準とみ
るべき戸籍を基準とすることには合理性がある87」
という。朝鮮戸籍に「民族集団」を読み込んだ背
景には、この国籍確認訴訟の原告が、判例と異な
り、日韓併合で日本国籍を取得した朝鮮人を両親
にもつ88ことが影響した可能性がある。

第２節　台湾の放棄に伴う国籍喪失に関する実務

及び判例

　桑港条約2条（b）項は、「日本国は、台湾及び
澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権
を放棄する。」と規定する。同条項は、樺太の放
棄を定めた同条（c）項と同一の規定ぶりで、中国
が桑港条約の当事国でない点は朝鮮とも同様であ

る。
　1952年4月28日、日本国と中華民国との間で日華
条約が締結され、同年8月5日に発効した。領土に
関しては、日華条約2条が、「日本国は、（中略）
日本国との平和条約（中略）第二条に基き、台湾
及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対す
るすべての権利、権原及び請求権を放棄したこと
が承認される。」と規定した。また、国籍に関係し
得る規定に、日華条約10条「この条約の適用上、
中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべて
の住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそ
れらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民
国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて
中国の国籍を有する者を含むものとみなす。（後
略）」がある。
　さらに、1972年、日中共同声明が発出され、日
華条約は失効した。日中共同声明3項は、「中華人
民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の
不可分の一部であることを重ねて表明する。日本
国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分
理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立
場を堅持する。」とした。その後、1978年に日本国
と中華人民共和国との間の平和友好条約が発効し
たが、同条約には領土や国籍の明文規定はない。
このように、台湾の放棄に関しては、朝鮮と比
べ、関連する条約規定が錯綜する。
　戸籍実務は、前節に引用した民事局長通達に依
拠した。民事局長通達にいう「台湾人」とは、本
島人ノ戸籍ニ関スル件89の適用を受け、いわゆる
台湾戸籍に登載されるべき事由のある人を指す。
台湾戸籍を基準とする「台湾人」は、桑港条約の
発効に伴い、「朝鮮人」と同様、居住地や本人の
意思を問わず一律に日本国籍を剥奪されるとされ
た。
　判例上は、最大判62年が、桑港条約でなく、日
華条約の発効とともに国籍の変更が生じる旨判示
した。本判決によれば、最大判61年の法理は「日
本の国内法上台湾人としての法的地位をもつた人
についても、これを異にすべき理由はない90」。
しかし、「台湾が日本国と中華民国との間の平
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和条約によつて、日本国から中華民国に譲渡さ
4 4 4

れた
4 4

91」ことから、「台湾人としての法的地位を
もつた人」は日華条約の発効により日本国籍を喪
失した。ただし、判決文中では、日本国籍喪失の
根拠条文として、日華条約の具体的な条項が特定
されない。なお、刑集の参照法令には、日華条約
「第二条」の見出しの下に日華条約1条の条文が記
載された92ほか、日華条約10条が挙げられた。
　最大判62年は外国人登録法違反被告事件で、被
告人女性は、台湾戸籍に登載されていた男性と終
戦後の1947年に婚姻した。しかし、被告人女性の
氏名は内地戸籍から抹消されず、台湾戸籍に記載
されないまま日華条約発効を迎えた93。この本件
特有の事情を踏まえ、本判決で「台湾人としての
法的地位をもつた人」とは、「台湾の戸籍に登載
された人及び現実には台湾の戸籍に登載されてい
なくとも、法律上（中略）内地戸籍から除かれる
べき人すなわち内地人たる法的地位を失つた人
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を
含む94」とされ、最大判61年の「朝鮮戸籍に登載
された人」よりも文言上拡張された。さらに、傍
論だが「朝鮮人としての法的地位をもつた人」に
も内地戸籍からの除斥事由を生じた人を含むとし
た95。
　また、最判83年は、日中共同声明による日華条
約の失効後も、日華条約発効により「日本の国内
法上台湾人としての法的地位をもつた人」が日本
国籍を喪失したとの解釈に変更がないとした96。

第３節　朝鮮及び台湾の放棄に伴う国籍喪失に関

する判例に対する評価

　以上の、朝鮮については桑港条約2条（a）項、
台湾は日華条約を根拠とする国籍変更が違憲でな
いという一連の判例は整合的に理解できるか。
　従来の通説は、これらの判例を概ね支持する
が、判例相互の関係を整合的に説明しきれない面
があると思われる。これに対し、判例を批判する
学説は、少数ながら有力なものがある。

第１款　通説

　従来の通説は、朝鮮戸籍・台湾戸籍を指標に国

籍喪失を肯定する判例の立場を、概ね支持する。
桑港条約の趣旨を「原状回復」と解して判例を説
明しようとする説である。
　すなわち、桑港条約2条は、日本が朝鮮及び台
湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄
することを定めた。これらの領域の帰属先は直接
規定せず、現実に支配している国は当事国でない
が、日本の主権放棄に関連し、国籍の変動が問題
となる。桑港条約では相手国の国籍変動は規律さ
れないが、日本国籍の得喪は条約の解釈によって
解決しうる97。また、条約で日本国籍を喪失して
も、憲法10条に反しない98。
　桑港条約は日本の侵略主義の結果を侵略前の状
態に戻す「原状回復」の思想に基づく。すなわ
ち、2条（a）項の趣旨は朝鮮を日本の併合前の状
態に、同条（b）項の趣旨は台湾を日本領有前の
状態に、回復させることにある99。特に、朝鮮の
場合、朝鮮という民族国家を樹立せしめる意味が
含まれる100。そこで、国籍の「原状回復」の意味
は、韓国併合の結果日本国籍を取得させられた朝
鮮人及びその子孫・日清講和条約の結果日本国籍
を取得させられた台湾人及びその子孫が日本国籍
を喪失することを基本とする。ただし、婚姻、養
子縁組等による身分関係の変動による「朝鮮人・
台湾人としての法的地位」の得喪に従って日本国
籍の得喪が影響を受けるという準血統的基準101を
採用する。朝鮮・台湾を異法地域として内地と截
然と区別した戦前の共通法秩序を準国際私法的な
ものとし、日本による領有中も朝鮮・台湾は潜在
的に独立の民族集団をなしていたとする考え方102

に基づく基準だが、形式的には朝鮮戸籍・台湾戸
籍を基準とするに等しい。つまり、学説が形式的
に戸籍を基準とする理由は、最高裁判例と京都地
判の折衷的なものである。
　日華条約に基づく台湾人の国籍喪失も、桑港条
約2条（a）項に基づく朝鮮人の国籍喪失と同様の
論理で正当化される。そのうえで、日華条約は、
将来に向かって履行を請求する条項のみが失効
し、既履行の状態を確定した台湾人の国籍喪失の
効果は残存すると解される103。
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　ただし、学説上は、台湾に関する国籍変更も桑
港条約2条（b）項を根拠とし、1952年4月28日を
基準時として国籍喪失が生じるとの説が有力であ
る。その根拠は、日本は桑港条約2条（b）項によ
り既に台湾に対する主権を放棄しており、日華条
約2条はそれを承認したにすぎないこと104、日華条
約10条の意義は同条約の適用関係に限られ、国籍
変動を直接規定していないこと105などである。
　なお、日本国籍を喪失する者が戸籍を基準に定
められるため、いつまでに行われた身分行為が国
籍変動の原因となるかについては、共通法の失効
時期と関連して学説が区々に分かれる106。
　判例は、1952年2月12日に台湾人男性と婚姻した
内地人女性が日華条約により国籍を喪失した107と
判断したことから、新国籍法の施行時（1950年7月
1日）以後の婚姻でも国籍を変動させる。一方、
1948年6月17日に朝鮮人父により認知された内地人
母の子は桑港条約に基づいて日本国籍を喪失す
る108が、認知が1950年9月8日なら日本国籍を喪失
しない109。したがって、認知の場合は新国籍法施
行時が基準時となる。
　最判04年が国籍喪失を生ぜしめる認知の基準時
を新国籍法施行時とした理由は、共通法3条に基づ
くいわゆる地域籍が国籍に準ずる役割を果たし、
地域籍の得喪が国籍法に準じて定められたとの理
解110に基づく。内地・朝鮮・台湾は相互に戸籍制
度を異にする異法地域を構成しており、日本国籍
者は本籍を有する地域に身分上専属し、地域相互
間の転籍が原則禁止された111。いわゆる地域籍と
は、どの地域の家に入り本籍を有するかの区別で
ある112。異なる地域の家に入るべき身分行為が成
立すると地域籍の得喪が発生するため、各地域の
戸籍に記載されるべき場合を定める異地域間連絡
規則として共通法3条が設けられた113。したがっ
て、戸籍を基準に「朝鮮に属すべき人」を定める
判例の立場では、いつまでに行われた身分行為が
共通法3条に基づく地域籍の得喪の原因となるかが
問題となる114。最判04年は、新国籍法で認知とい
う「自己の意思に基づかない身分行為115」による
日本国籍喪失が否定された結果、国籍法に準ずる

地域籍でも、新国籍法施行日以降の「親の一方的
な意思表示による認知は、もはや地域籍の得喪の
原因とはならな116」いとして、認知により朝鮮人
としての法的地位を取得しなくなったとする。
　しかし、通説に立つ学説からも婚姻と認知との
基準時の区別には批判が強い。婚姻時に国籍喪失
の意思がないことは認知と変わらず117、認知と婚
姻を別扱いする理由はない118というのである。最
判04年は、「朝鮮人としての法的地位」の得喪を
地域籍の得喪と同視した上、地域籍の得喪を国籍
の得喪に準ずるものとみて、新国籍法の趣旨を地
域籍の得喪に押し及ぼすものと考えられる。だ
が、妻や子の意思に基づかない国籍変更は憲法24
条の趣旨に合致しない119との理由で、新国籍法は
身分行為による自動的な国籍の得喪をおよそ認め
ない120。このため、この区別に対する学説の批判
は正当であり、最判04年の趣旨を一貫させると、
婚姻によっても新国籍法施行後は「朝鮮人として
の法的地位」の得喪が発生せず、日本国籍の喪失
の効果も生じないと判例変更されるべきと考えら
れる。

第２款　批判説

　判例の立場を根本的に批判する学説は、主に桑
港条約及び日華条約の解釈を中心に論ずる。しか
し、本人の意思に反する国籍喪失に対する問題意
識も有し、国籍を剥奪されない権利を検討するう
えで参考になる。
　宮崎繁樹は、台湾の放棄に伴う国籍変動は生じ
ていないという。宮崎は、条約解釈により日本国
籍の喪失を肯定する説に、領土主権を根拠とする
説と原状回復を根拠とする説があると指摘し121、
双方を厳しく批判する。
　まず、領土主権説は個人が土地に付属するとい
う考えに基づき、国民主権国家では認められな
い122。加えて、桑港条約では台湾の領土帰属が未
確定で、住民は当然に日本国籍を保持する。ここ
で宮崎が、領土帰属が未定であることもその旧居
住者の国籍についても、樺太と台湾は同じ状態
にあると指摘した123ことは注目に値する。また、
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宮崎は日華条約でも台湾の帰属が明確でないとい
う。その理由は、形式的には桑港条約によって日
本が台湾の処分権を失ったため、実質的には中華
民国以外に権利請求国があったためである124。
　さらに、原状回復説は「あまりにも思い上った
植民地主義的考え方125」と批判する。台湾住民の
生活が「日本化」され、中国の環境も変わり、人
の生没があった。それなのに人間を「原状回復」
することは不可能である。そして、台湾併合を反
省して住民の意思を尊重するのではなく、住民の
意思を無視してただ国籍を剥奪するのでは、日本
国憲法の国民主権の精神に反するという。日本国
憲法発効当時も桑港条約締結当時も、台湾住民が
日本国民だったため、国民主権が問題となる126。
また、宮崎は、仮に桑港条約に台湾住民の意思を
無視してその国籍を剥奪する明文規定があれば、
一般国際法の強行規範としての民族自決原則に抵
触して無効とする127。なお、日華条約は、台湾の
帰属を明確にしなかったため国籍問題にも結論を
出さず、日華条約10条も同条約の適用を超えて国
籍に変動を与え得る規定ではない128。
　大沼保昭は、桑港条約の起草過程及び日本政府
による国籍問題の検討過程の実証に基づき、桑港
条約2条（a）項は朝鮮人の国籍喪失の「黙示の合
意」を含まないという129。すると、条約に国籍条
項がなく、法律もない以上、民事局長通達に依
拠する朝鮮人の日本国籍喪失は、法律によらず国
籍を規律したとして憲法10条に違反し無効であ
る130。もっとも、桑港条約上、日本は独立国（朝
鮮）による自国民確定を尊重する義務を負う131。
そして、大沼は、韓国及び北朝鮮が在日朝鮮人に
自国籍を付与したことから、在日朝鮮人個々人が
自らの意思で朝鮮国籍を選び取る限り、朝鮮国籍
の効果として日本国籍が排斥されると解する132。
また、岩沢雄司は、大沼説を参照しつつ、桑港条
約2条（a）項が国籍問題に関して直接適用可能な
明確性を欠き、民事局長通達は憲法10条（法治主
義）違反の疑いが強いと指摘した133。
　この他、川上太郎も、憲法10条に関して国会制
定法の不存在を問題視するほか134、民事局長通達

及び判例が個々人の国籍留保の意思を顧みないこ
と135を批判し、国籍の権利（世界人権宣言15条）136、
基本的人権の尊重（憲法13条）、国籍を離脱する自
由から導かれる「日本国籍を保持する自由」（憲
法22条）137、特に女性が自己の意思により国籍を決
定する基本的人権（憲法24条参照）138を重視すべき
と主張した。

第３款　私見

　桑港条約及び日華条約の解釈論は本稿の趣旨で
ない。しかし、私見によれば、朝鮮及び台湾の放
棄に伴う国籍変更に関する諸判例の整合的な理解
には、領土の「放棄」と共に住民の国籍喪失を条
約に読み込む従来の通説は十分でない。判例は、
通説のように「原状回復」の思想に依拠しつつ
も、領土の「帰属の確定」が規定された条約に、
相手国への住民の帰属の確定を読み込み、日本国
籍の喪失の根拠としたと考えられる。
　判例は、条約に明文規定がなくとも、桑港条約
が「原状回復」を趣旨とすることから、対人主権
の放棄すなわち国籍の喪失を黙示的に読み込む。
しかし同時に判例は、朝鮮の国内法ではなく桑港
条約2条（a）項の規定により、日本国籍の離脱
と同時に朝鮮国籍を取得すると解する139。すなわ
ち、日本国籍の喪失は、相手国の国籍の取得と表
裏として、相手国をも拘束する形で条約に定めら
れたとの建前である。最大判62年の表現を借りる
と、領土主権と対人主権とを同時に「放棄」する
だけでなく、相手国に「譲渡140」したのである。
すると、領土の帰属先が確定しない間は、日本が
領土主権を放棄しても、日本が対人主権を放棄す
べき者に対して国籍を付与し対人主権を行使すべ
き国が確定せず、いずれの国に対人主権を「譲
渡」したともいえない。そして、無国籍者の発生
防止を考慮し、他の国が対人主権を主張しないな
らば、日本も対人主権は放棄していないと解する
余地がある141。
　桑港条約2条（a）項の、「朝鮮の独立を承認」
するとの文言は、日本が放棄した領土が「朝鮮」
という独立国になるとの含意を含み得る。する
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と、朝鮮の領土の放棄に伴って日本が対人主権を
放棄した「朝鮮人としての法的地位をもった人」
に対しては、桑港条約2条（a）項で承認された独
立国が対人主権を行使することが同項において確
定したと解し得る。判例が「朝鮮人としての法的
地位をもった人」の日本国籍喪失の根拠を桑港条
約2条（a）項としたのはこのためと考えられる。
　これに対し、桑港条約2条（b）項は、日本が領
土主権を放棄した台湾の帰属先を推知させる文言
を含まない。他方、日華条約も領土の帰属を明文
では規定しないが、桑港条約で日本が放棄した領
土のうち台湾などの放棄のみを特に承認した。中
華民国との2国間条約で特定地域の領土主権の放棄
を承認したのは、中華民国に対してそれらの地域
の領土主権を「譲渡142」したと確定するためと解
し得る143。すると、台湾の帰属先は日華条約で確
定したから、日本が対人主権を放棄する「台湾人
としての法的地位をもった人」に対する対人主権
を行使する国は、日華条約で中華民国に定まる。
このように国籍喪失の根拠条約は領土帰属の確定
を基準とするため、台湾に関する国籍変動の根拠
条文は日華条約「10条」でない144。そして、日華
条約の失効は、形式的には確定済みの条項の効果
に影響しないとの理由145から、実質的には日華条
約の発効後の帰化等の法的安定性の見地から、一
旦喪失した日本国籍が遡及的に回復するとの解釈
は採られなかったと考えられる。
　朝鮮と台湾とで根拠条約を異にするなど、一見
不整合を呈する判例を内在的に理解するには、上
記の解釈が最も整合的だと考えられる。

第３章　判例・通説から予想される樺太先
住民の国籍

　桑港条約2条（c）項は、「日本国は、（中略）
樺太（中略）に対するすべての権利、権原及び請
求権を放棄する」と、同条（b）項の台湾と同じ
文言で規定する146。このため、日本が樺太に対す
る領土主権を放棄しても、樺太の帰属先は桑港条
約で確定しない。そして、樺太については、日華

条約のように領土の帰属を確定させる条約がな
い。日ソ共同宣言に樺太の放棄を確認する条項は
なく、領土問題を将来の平和条約に委ねた。そし
て、日ソ間及び日ロ間には、未だ平和条約がな
い。すなわち、現在の樺太の帰属は、桑港条約発
効後、日華条約発効前の台湾と同様の状況にあ
る。
　また、樺太は、日露講和条約でロシアから日本
に割譲された。日露戦争の一因は日本が韓国を
勢力圏に収め満州へ進出しようと試みたことだっ
た147。日露講和条約で日本が獲得した権益は、韓
国併合へ向け日本の大陸政策の基礎となった148。
桑港条約2条（c）項で日本が樺太を放棄した趣旨
が、侵略戦争たる日露戦争の結果の「原状回復」
にあることは否定し難いだろう。この点でも、日
清戦争後の日清講和条約に基づく台湾割譲及び日
韓併合が日本の侵略主義のあらわれとされ、桑港
条約2条で「原状回復」の趣旨で放棄したと解され
ることと共通する。
　前章第3節第3款で述べたように、判例は、領土
の帰属先を確定する条約で国籍変動も黙示的に規
定されると解する。すると、将来、日ロ間で樺太
のロシアへの帰属を確定する平和条約が結ばれた
時点で、改めて樺太の放棄に伴う日本国籍喪失の
問題が生じ得る。もちろん、将来の平和条約の文
言解釈によるが、日露講和条約による侵略主義の
結果を原状に復する、日華条約と同趣旨のものと
なることが予想される。すると、樺太関係の住民
の国籍問題に、台湾人の国籍喪失と同様の判例法
理を適用する前提が整う。この場合、判例法理で
は、領土帰属を確定する条約に国籍の原状回復も
黙示的に規定されると解される。
　このとき、日露講和条約以前の国籍の「原状」
が問題となる。日露講和条約締結後に樺太に移住
した人々は日露講和条約の影響を受けず、国籍が
「原状回復」される余地はない。そこで第1節で樺
太先住民の国籍に対する日露講和条約の影響を確
認し、第2節で「原状回復」の趣旨での国籍変動の
可能性を検討する。
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第１節　樺太先住民の国籍の「原状」

　1875年にサハリン島全体をロシア領とした交換
条約中、5款は、住民の国籍は領土交換の影響を受
けず、国籍選択制度も採用しないとの明文規定で
ある。
　しかし、同条約附属公文3款で、「土人ノ義」に
ついては別途附録条款を定めるとされた。これに
基づく同条約附録条款4条で、「土人」とされた樺
太先住民には、居住地の新領有国の国籍への変更
か旧領有国への退去か選ばせる国籍選択制度を採
用した。
　結果的に、1875年頃、841人の樺太アイヌが北海
道へ移住し149、日本国籍を留保した。北海道では
1871年の戸籍法公布を受け、1876年頃にアイヌも
戸籍に編入された150ため、移住した樺太アイヌも
戸籍に登載された。後に樺太に帰還した者が「有
籍アイヌ」と呼ばれる。他方、樺太アイヌ約1100
人（「無籍アイヌ」）とニヴフ、ウイルタなど他の
樺太先住民は、サハリン島に居住し続け151、ロシ
ア国籍を取得した。
　その後1905年の日露講和条約で、サハリン島の
南半分はロシア領から日本領樺太に変更された。
日露講和条約10条では、「露西亜国臣民」の国籍
は領土変更の影響を受けない。しかし、日露講和
条約には、交換条約附録条款4条のような「土人」
の規定はない。このため、日露講和条約10条にい
う「露西亜国臣民」に樺太先住民を含むか解釈上
問題となった152。
　交換条約後サハリン島在住の先住民はロシア国
籍となったから、文理上、日露講和条約10条の
「露西亜国臣民」には有籍アイヌを除く樺太先住
民を含むことが自然である。すると、樺太先住民
の日本国籍取得には、1924年施行153の国籍法及び
戸籍法による帰化を要する。拓務省は1929年頃ま
では、この解釈をとった154。
　ところが、1931年12月22日に拓務省が外務省に
対してした照会155に、外務省は翌1932年1月13日付
で次の回答をした。

　当省ニ於テハ樺太千島交換条約当時ノ事情ヨ

リ推スモ又日露講和条約締結当時ノ事情ヨリ察
スルモ日露講和条約第十条ニ所謂「露西亜国臣
民」ハ樺太土人ヲ含マズ従ツテ右土人ハ領土ノ
割譲ト共ニ当然日本国籍ニ編入セラレタルモノ
ト解スベキモノト思料スル156

　当時、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律157は
樺太に施行する法令を勅令で定めると規定した
が、樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件1581条
1項が「樺太ニ於ケル土人ノ外ニ関係者ナキ民事
ニ関スル事項（中略）ハ従来ノ慣例ニ依ル」と定
めたため、樺太先住民は属人法を異にした。しか
し、「アイヌ人」は1933年1月1日から戸籍法など
内地人と同一の法令の適用を受け159、戸籍に編入
された。このとき、アイヌの定籍は届出により160、
帰化の手続はなかった。ここから、樺太アイヌに
ついては、日露講和条約の発効と同時に当然日本
国籍を取得したとの外務省の解釈に従ったとわか
る。
　さらに、1932年末に拓務省管理局長が講演で、
「アイヌ人以外の土人の民事に関する旧慣161」に
は原始的風習があるが、アイヌは内地化したため
民事法規を適用する旨述べた162。つまり、アイヌ
が戸籍に編入され、他の樺太先住民が終戦まで戸
籍を有しなかったのは、「民事に関する旧慣」の
差異により属人法を異にしたためにすぎない。し
たがって、樺太先住民全員が日本国籍を取得した
と解され、戸籍の有無は国籍の有無による区別で
はなかったとわかる。
　国際法学説上は、菊地駒次が、日露講和条約10
条は交換条約5款を典型とし、交換条約5款にいう
「魯人」には同条約附属公文3款の「土人」との
対比から「樺太島の土着人種」を含まないことが
明らか163だから、日露講和条約10条にいう「露西
亜国臣民」もまた「大陸渡来の露西亜人の意義に
して土着未開人種を包含せ164」ずと主張した。そ
して、日露講和条約では国籍選択権の特別規定が
ない以上「土着人種は領土の割譲と共に当然（中
略）日本国籍に編入165」され、樺太先住民は日露
講和条約発効当時から日本国籍を有する。外務省
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の記録に菊地駒次の記名がある同内容の1931年12
月7日付文書があり166、前記回答にも影響したとみ
られる。
　他に山田三良も同条の解釈を論じ、交換条約の
「原状回復」の論理を挿む167点で菊地説と異なる
が、日露講和条約の発効により樺太先住民が当然
に日本国籍を取得する結論168は一致する。両説と
も政府がアイヌを戸籍に編入した1933年以後の実
務と齟齬せず、有力な批判説はなかった169。
　なおこの間、1921年にソ連で「外国ニ在ル或種
ノ者ノ国籍喪失令」が発布された。これによれ
ば、5年以上継続して外国に在留し、かつ1922年3
月1日までにソヴィエト代表から外国旅券その他の
証明書を受けない者はロシア国籍を喪失する。た
だし、当時ソ連代表が駐在しなかった日本では、
ソ連代表の着任後、旅券の発給期限が1925年11月
1日から1926年4月30日までと定められた170。樺太
先住民がロシア国籍を有するなら、ソ連旅券の交
付を受ける必要がある。拓務省の調査では、期限
内にソ連旅券の交付を受けた樺太先住民はなく、
期限後に国籍付与を願い出た樺太先住民に対して
ソ連大使館が拒否した事例があった171。したがっ
て、遅くとも1926年5月1日以降、樺太先住民はロ
シア国籍を喪失しソ連国籍もない。
　以上、日露講和条約の国籍に対する影響が2点確
認された。第一に、交換条約附録条款4条に基づ
いて北海道に移住した「有籍アイヌ」及び「大陸
渡来のロシア人」の国籍は日露講和条約による領
土変更の影響を受けなかった。第二に、有籍アイ
ヌを除くアイヌ、ニヴフ、ウイルタ、エベンキ、
ウリチ、サハの樺太先住民は、日露講和条約の発
効と同時に、明文規定はないが日本国籍を取得し
た。条約による当然の国籍付与には、国籍自由の
原則に反する疑いが生じ得る。しかし、この解釈
により樺太先住民の日本への帰化が認められなか
った以上、今更樺太先住民が1926年以来無国籍だ
というのは不当である。したがって、条約による
当然の国籍変更という解釈を支持すべきであり、
現在の戸籍実務及び学説もこの解釈に依拠すると
解される。

第２節　「原状回復」の帰結

　以上の日露講和条約解釈を前提に、判例の立場
から、樺太の放棄に伴う国籍変更はどう解される
か。桑港条約2条（a）項及び（b）項並びに日華
条約と同様、日ロ間の平和条約で、日本が樺太を
放棄しロシアに帰属すると確認する条文を設けた
が、住民の国籍の明文規定がない場面を想定する。
　朝鮮及び台湾の場合の判例及び通説に整合的に
考えると、桑港条約2条（c）項で日本が主権を放
棄した樺太につき、ロシアへの帰属を確認する条
約が締結されれば、その条約に国籍の明文規定が
なくとも、日露戦争による侵略の「原状回復」の
趣旨で、相手国たる「ロシアに属すべき人」に対
する主権を日本が放棄することをも黙示的に条約
で定めたと解される。このとき、相手国に属すべ
き人の範囲は、侵略前の「原状」に合わせ、準血
統主義による。そして、樺太の「原状」とは、
「有籍アイヌ」を除くアイヌ、ニヴフ、ウイル
タ、エベンキ、ウリチ、サハの樺太先住民がロシ
ア国籍を有した状態である。
　このうち、アイヌは1933年に内地戸籍に編入さ
れて内地人と同じ法的地位となった。他の樺太先
住民はいわゆる外地戸籍にあたる「土人戸口」に
登載され、内地人と異なる法的地位を有したが、
桑港条約発効後は実務上戸籍法の適用を受け、内
地人と同じ法的地位にある。判例の「内地戸籍か
ら除かれるべき人172」が文字通り属人法を異にし
戸籍に登載されない人を指すなら、現在属人法を
異にする日本国民がいない以上、「ロシアに属す
べき人」は存在しなさそうである。
　しかし、「原状回復」を、侵略で日本国籍に変
更された人々とその子孫を中心とする準血統主義
的な基準で相手国に属すべき人を定めると解する
場合、日露講和条約で日本国籍に変更された樺太
先住民（「有籍アイヌ」を除く）とその子孫が、
「ロシアに属すべき人」として、今後の平和条約
で日本国籍を当然に喪失するはずである。
　ただし、日露講和条約発効時の旧国籍法に代わ
って、1950年7月1日に新国籍法が施行され、そ
の後改正国籍法が1985年1月1日に施行された。ま
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ず、桑港条約発効以前に「土人戸口」に登載され
た樺太先住民は、内地戸籍に記載された者と法律
婚ができず173、内地戸籍に記載されない樺太先住
民たる父と内地人たる母の子は、旧国籍法3条に基
づき母系血統主義により日本国籍を取得174したと
考えられる。次に、新国籍法施行後は、婚姻や生
後認知175等の身分行為による国籍の得喪が生じな
い。前章第3節第1款でみた最判04年の趣旨から、
共通法失効の問題のない内地（共通法1条2項）た
る樺太でも、1950年7月1日新国籍法施行後の身分
行為は「準血統主義」の基準として考慮されない
と考えられる。さらに、改正国籍法は父母両系血
統主義をとる。
　以上を前提に、判例同様の準血統主義的な基準
による「ロシアに属すべき人」の主な類型176は、
現在の日本国籍保持者のうち次のいずれかに該当
する人となる。

①　第1世代
（1）アイヌ（「有籍アイヌ」を除く）、ニヴフ、

ウイルタ、エベンキ、ウリチ、サハの各樺
太先住民族に属する人で、日露講和条約に
より日本国籍を取得した本人。
ただし、1950年6月30日までに内地戸籍に
記載された男性（本文に該当する人及びそ
の直系卑属を除く）と婚姻したアイヌ女
性177を除く。

（2）1933年1月1日以降、1950年6月30日までに、
（1）のうちアイヌで内地戸籍に記載され
た男性と婚姻した女性178。

②　第2世代
（1）①（第1世代）に該当する男性の嫡出子179。

ただし、1985年1月1日以降に①（第1世
代）に該当しない日本国籍の女性の子とし
て出生した人180を除く。

（2）1950年6月30日までに、①に該当する男性
により認知された人181。

（3）1950年7月1日以降1984年12月31日までに、
①に該当する男性により胎児認知された
人182。

（4）①に該当する女性の非嫡出子183。
ただし、1950年6月30日までに内地戸籍に
記載された男性により認知された人184及び
1950年7月1日以降に①に該当しない男性に
より胎児認知された人185を除く186。

（5）①に該当する人と日本国籍を有しない人の
間の子187。

（6）1950年6月30日までに、①に該当する人の
養子となった人188。

③　第3世代
②中の「①（第1世代）」を「①（第1世代）又
は②（第2世代）」と読み替え、②のいずれか
に該当する人。

④　第4世代以降（第（n+1）世代）
②中の「①（第1世代）」を「①から（第1世代
から第n世代まで）」と読み替え、②のいずれ
かに該当する人。

　しかし、上記に該当しても、北海道以南に「引
揚げ」て戸籍も有し、内地出身者と同様に生活す
る人が少なくないはずである。また、北海道以南
に住む樺太先住民は、差別をおそれて出自を隠す
場合も多く189、実は上記に該当するが自ら知らな
い人もいよう190。こうした人々の日本国籍を、一
律に「原状回復」と称して剥奪することが許され
るか。
　朝鮮及び台湾の放棄に伴う国籍喪失の判例・通
説を樺太の場合に類推すると、日露講和条約以来
110年、戦後70年以上にわたる、日本国民として
の地位に基づく権利保障を、本人の意思に反して
も一挙に奪うことになる。しかし、この条約解釈
は、樺太先住民の権利を侵害しないか。また、上
記と同様の「原状回復」を法律で明文化した場
合、その法律は有効か。樺太先住民から日本国籍
を剥奪する帰結が政府にとっても現実的でなく、
不利益を生じない便宜的な条約解釈ないし立法措
置をとるとしても191、便宜上の措置と憲法上の要
請とは別物である。
　前述の朝鮮及び台湾に関する国籍喪失に対する
批判説は、条約解釈が中心であった。確かに、
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判例の条約解釈は問題が多く、それさえ否定でき
れば、原告・被告人の意思に反して日本国籍が否
定される結論は覆せた。しかし、条約又は法律
で、「原状回復」の思想に従い、一定の要件（例
えば、朝鮮戸籍又は台湾戸籍への登載）に該当す
る者は一律に日本国籍を喪失する、と明定すれば
有効か。明文規定があれば、憲法10条との関係で
「法律」の定めがない問題は生じない。しかし、
条約又は法律の明文規定による国籍剥奪措置自体
の違憲性は、法律の定めの有無と別に検討を要す
る。

第４章　意思に反して国籍を剥奪されない
権利

　以下では、日露戦争の「原状回復」の趣旨で、
樺太先住民の国籍を本人の意思を問わず剥奪する
ことが憲法に反しないか検討する。もっともその
前に、樺太先住民に「日本国民」として日本国憲
法の権利保障が及ぶのかが問われ得る。桑港条約
及び日華条約発効前、樺太先住民は、朝鮮人及び
台湾人と共に権利を制限されたからである。そこ
で第1節では、樺太先住民が日本国憲法上の権利を
「日本国民」として享受し得るか検討する。
　樺太先住民に、日本国憲法上「日本国民」とし
て権利保障が及ぶならば、その意思に反する国籍
剥奪が日本国憲法に違反しないかを問い得る。そ
こで、第2節と第3節で意思に反する国籍剥奪の憲
法適合性を検討する。まず、憲法10条は「憲法上
の国民」の存在を想定し、樺太先住民も他の「憲
法上の国民」と共に同条で日本国籍を保持する権
利を保障されないか。また、憲法22条2項は、国籍
離脱の自由と表裏の「国籍を剥奪されない自由」
も保障するのではないか。本人の意思に反して法
律又は条約で国籍を剥奪すると、憲法10条及び22
条2項に反して国籍を剥奪されない権利を侵害しな
いか。

第１節　「日本国民」としての日本国憲法の適用

　前章第1節のとおり、樺太先住民は、1905年日露

講和条約発効と同時に日本国籍を取得した。旧国
籍法以来の血統主義により、樺太先住民の子孫は
原則として日本国籍を取得する。そして、旧憲法
18条及び日本国憲法10条は国籍を法律事項とした
が、樺太先住民の日本国籍を喪失させる法律又は
条約は今までなく、樺太先住民は現在も日本国籍
を有する。
　また、判例上、朝鮮人は1952年4月28日の桑港条
約発効時192、台湾人は1952年8月5日の日華条約発
効時193に日本国籍を喪失した。したがって、朝鮮
人及び台湾人も、1947年5月3日の日本国憲法発効
時には、日本国籍を保有する日本国民であった。
　日本国民は、日本国憲法上の権利を当然に享有
する194。したがって、樺太先住民、朝鮮人及び台
湾人は、日本国籍を有する限り、日本国憲法発効
時以降、日本国民として日本国憲法上の権利を享
有するはずである。そして、日本国籍を剥奪する
立法や行政活動が、仮に対象者の憲法上の権利を
侵害すれば、その立法や行政活動は違憲無効とな
る結果、その者は日本国籍を保有し続ける。
　もっとも、アイヌを除く樺太先住民は一時期、
日本国民としての憲法上の権利を政府に否認され
たようにみえる。衆議院議員選挙法、参議院議員
選挙法、地方自治法及び公職選挙法の各附則によ
り、朝鮮人及び台湾人とともにアイヌを除く樺太
先住民も、選挙権及び被選挙権が停止された。こ
の措置は日本国憲法の発効直前に執られ、桑港条
約発効まで違憲無効とされずに通用した。日本国
憲法上、参政権は日本国民にのみ保障され195、権
利制限の要件は厳格である196。このため、参政
権停止は対象者が日本国憲法の人権規定の適用上
「日本国民」とされないことが前提でないかとの
疑問が生じる。ところが、日本国籍を剥奪されな
い権利は、憲法上の「日本国民」に対する保障で
なければ無意味である。このため、樺太先住民が
日本国憲法の人権規定の適用上、「日本国民」と
して扱われることを確認する必要がある。

第１款　立法措置

　衆議院議員選挙法等の附則には「戸籍法ノ適用
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ヲ受ケザル者ノ選挙権及被選挙権ハ当分ノ内之ヲ
停止ス197」とのいわゆる戸籍条項が設けられた。
朝鮮人には朝鮮戸籍令、台湾人には台湾戸口規則
が適用され、戸籍法の適用がないことを利用し、
朝鮮人及び台湾人の参政権を「停止」したのであ
る。朝鮮人に選挙権を認めると民族対立や天皇制
批判が強まるとの政治的考慮が背景とされる198。
衆議院議員選挙法の改正案作成及び法案審議の過
程で、戸籍条項は専ら朝鮮人及び台湾人を念頭に
議論された。政府は、講和条約締結まで朝鮮人及
び台湾人が日本国籍を有することを前提に、朝鮮
人及び台湾人も選挙権・被選挙権を有するが、講
和条約の発効時に国籍を喪失すると予想されるた
め選挙に関与させることは不適当で、参政権を当
分停止するとした199。そして、法案審議では樺太
先住民への言及はなかったのに、成立した改正衆
議院議員選挙法の適用上、「戸籍法の適用を受け
さる者即ち朝鮮人、台湾人及樺太土人（アイヌ人
を除く）200」の参政権が停止された201。
　参政権停止の戸籍条項は、朝鮮人及び台湾人が
桑港条約及び日華条約の発効前から外国人並みに
扱われた例とされる202。しかし、戸籍条項が「戸
籍法の適用を受けない者」を憲法上の「日本国
民」でないと規定したとみることは、二つの理由
から困難である。
　第一に、朝鮮人及び台湾人の日本国籍保有を前
提とすることは、改正法案の審議過程の議論から
も、佐藤達夫法制局第二部長（当時）の「帝国臣
民ニ非ズトセバ規定ノ要ナシ203」とのメモからも
明らかである204。しかも法制局は、「戸籍法の適
用を受けない者」が日本国籍を有するため生じ得
る旧憲法上の問題をも意識し、次の想定問答を用
意した。

問　戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者（鮮台人）ノ選
挙権、被選挙権ヲ停止スルハ憲法第三十五条ノ
「公選」及第十九条ノ「均シク」ニ違反セズヤ
答　御尤ナ御疑念デアルガ、之ハ選挙資格、被
選挙資格ノ定メ方ノ問題デアルト考ヘラレルカ
ラ、憲法上許サレル事柄ト考ヘル。

国籍法ニ於テ、帰化人ニ帝国議会ノ議員タル資
格ヲ認メテ居ラヌコト等ハ類似ノ例ト云ヒ得ル
ト思フ。205

　想定質問は、参政権停止が衆議院議員の公選
（旧憲法35条）及び「日本臣民」の公務就任権
（19条）の規定に違反しないかと問う。想定答弁
は、朝鮮人及び台湾人に旧憲法上、「日本臣民」
としての権利保障が及ぶことを頭から否定せず、
旧憲法上許される法律上の制限206とする。そのう
え、想定答弁中で類例とされた旧国籍法上の帰化
者の被選挙権制限は、日本国憲法発効後、憲法14
条に抵触すると指摘された207。この想定問答の論
理では、参政権停止の戸籍条項は、日本国憲法発
効後は違憲にこそなれ、朝鮮人及び台湾人が「日
本国民」としてすべての憲法上の権利を享有する
ことを否定する根拠とはなり得ない。
　第二に、参政権の停止は、あくまで朝鮮人及び
台湾人の国籍が確定するまでの一時的な措置で、
戸籍条項を定めるにあたり将来国籍を喪失する者
の範囲を議論した形跡がない。例えば、衆議院議
員選挙法改正案の審議で、堀切善次郎内務大臣
（当時）は、将来の講和条約締結時に国籍選択制
度が採用され、日本国籍を選択する朝鮮人、台湾
人が多数いると想定したうえ208、「今ノ不安定ノ
状態ノ間209」参政権の行使を停止しておくのが妥
当と述べた。堀切の答弁は、将来国籍選択制度の
下で「戸籍法の適用を受けない者」が日本国籍を
有することが確定すれば、日本国民として参政権
の行使を認められるという意味であろう。つま
り、衆議院議員選挙法改正の段階では、「戸籍法
の適用を受けない者」を一律に「日本国民」でな
くする議論はない。
　さらに、衆議院議員選挙法改正案の審議時期に
近接する1946年1月31日付で外務省政務局が作成
した資料210では、日本側の希望を織り込んだ講和
条約の条項案に、朝鮮・台湾・樺太関係のすべて
で国籍選択制度が含まれる。しかも、条項案中に
記載された「朝鮮人」、「台湾人」、「樺太人」の
定義が、いずれも「戸籍法の適用を受けない者」
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と異なる。特に「日露講和条約発効日前樺太ニ定
住シ露国々籍ヲ有シタル者及其ノ子孫211」という
「樺太人」の定義では、国籍選択制度の対象に無
籍アイヌを含むが、「戸籍法の適用を受けない
者」はアイヌを含まない。また、日本国内に定住
する朝鮮人・台湾人は原則として朝鮮国籍・中国
国籍を選択する権利を有し、国籍選択権を行使し
なければ日本国籍のままである212。つまり、戸籍
条項は、外務省の想定で日本国籍を喪失する者と
は異なる者の参政権の行使を制限した可能性があ
る。しかし、将来日本国籍を喪失すると予想され
る者と、戸籍条項により参政権が停止される者と
の間のずれが検討された形跡はない213。
　もしも、戸籍条項が、該当者を、旧憲法19条の
権利を保障される「日本臣民」又は日本国憲法上
参政権を保障される「日本国民」から除外する重
要な意味をもつ立法ならば、桑港条約締結前の立
法化の是非や「日本国民」からの除外の要件が議
会で議論されて当然である。また、衆議院議員選
挙法改正は外務省も検討した214から、将来日本国
籍を喪失すると予想される者を憲法上の「日本国
民」から除外するならば、対象者を正確に規定す
るため、外務省と内務省や法制局が要件をすり合
わせないはずはない。しかし、将来の日本国籍喪
失自体を議論せず、「戸籍法の適用を受けない
者」という便宜的な要件を定めたのは、戸籍条項
があくまで一時凌ぎだからだろう。したがって、
戸籍条項の制定段階で、将来日本国籍を喪失する
者を、前もって憲法上の「日本国民」から排除し
たとみることには無理がある。
　なお、朝鮮人及び台湾人の場合は、参政権に加
え、外国人登録令11条で内地への「入国」の自由
も制限された215。しかし、これも「この勅令の適
用について」の限りで対象者を「外国人とみな
す」規定であり、朝鮮人及び台湾人が依然日本国
籍を有することが前提で、他の場面には適用され
ない216。また、外国人登録令の適用上外国人とみ
なされた「台湾人のうち内務大臣の定めるもの」
と、後に日華条約により日本国籍を喪失したとさ
れた「台湾に属すべき人」の範囲は異なる（同令

施行規則10条）。したがって、外国人登録令も、戸
籍条項と同様、憲法上の「日本国民」の範囲を限
定する意味は有しないと解される。

第２款　学説

　樺太先住民については、日本国籍の保有が実務
上も学説上も当然視され、日本国憲法上の人権享
有主体性の議論は特段みられない。
　既に日本国籍を喪失したとされる朝鮮人及び台
湾人については、現在は主に外国人の人権の問題
として論じられる217。ただし、松井茂記は、在日
韓国・朝鮮人に国籍選択権を認めるべきだったこ
とを根拠に、日本国籍を有する者と同等の権利を
認めるべきと主張する218。
　桑港条約及び日華条約の発効以前に、朝鮮人及
び台湾人の日本国憲法上の人権享有主体性を論じ
た文献は少ない。
　美濃部達吉は、朝鮮人及び台湾人の国籍につ
き、講和条約の締結までは法的に未確定としつ
つ、日本の領土内に居住する「朝鮮人台湾人」は
日本の統治に服するから日本国民として見るべき
という219。また、憲法11条に関しすべての国民は
地位の如何に拘らず基本的人権を享有すると述
べる220。基本的人権の享有は法的な問題であるか
ら、「朝鮮人台湾人」は、日本国籍の喪失が法的
に確定しない以上、法的には「日本国民」として
基本的人権を享有するのではないか。ところが、
人種差別については「内地に居住する朝鮮人及び
台湾人は既に外国人に準ず221」るとして、憲法14
条の適用を否定する。
　美濃部の一連の記述を整合的に解するには、憲
法11条、14条1項などの「国民」と、日本国籍を
有し日本の統治に服する者としての「国民」とを
区別する必要がある。この理解では、「朝鮮人台
湾人」は日本国籍を有する「国民」であるが、日
本国憲法第3章「国民の権利及び義務」にいう「国
民」ではなく、憲法上の権利を享受しない。しか
し、日本国憲法は、憲法自身が特に予定する天皇
及び皇族222の解釈が分かれる223のを除き、憲法第3
章の適用を受けない「国民」の存在を想定してい
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ないというべきである。
　確かに、旧憲法の下では、「朝鮮人台湾人」は
旧憲法第2章「臣民権利義務」の適用を受けない場
合があった224。しかしそれは、美濃部によれば、
旧憲法中、第2章の規定は「内地」に属地的に適
用され、「植民地」に及ばないからである225。つ
まり、「植民地」では「臣民」も臣民の権利義務
の適用を受けず、「内地」では外国人も原則とし
て日本臣民と同一の憲法原則が適用された226。ま
た、明文なく「内地」と「植民地」が別扱いされ
るのは、旧憲法制定時に植民地の存在が予定され
なかったためである227。これに対し、日本国憲法
制定時、「朝鮮人台湾人」が日本国籍を有してい
たと解するならば、日本国憲法が「植民地」出身
の日本国籍保有者すなわち国民の存在を予定しな
かったとはいえない。
　もっとも、美濃部の別の著書には、領土変更に
伴う国籍変更につき国籍選択権を当然の前提とす
るような記載があり228、憲法14条1項の適用がない
「朝鮮人台湾人」とは、自己の意思に沿って日本
国籍を離脱する人の可能性がある229。すると、意
思に反する国籍剥奪の場合、美濃部説の前提が欠
け、特定の日本国籍保有者に憲法の人権規定が適
用されないと断ずることはできない。
　また、佐々木惣一は、朝鮮人及び台湾人の国籍
に言及しないが、領土変更に伴う国籍の得喪は条
約と別に法律で定める必要があるとの憲法10条解
釈230をとると同時に、憲法11条の解釈としていか
なる国民も憲法の定める基本的人権の享有を否定
されないと述べる231ことから、論理的には朝鮮人
及び台湾人も憲法の定める基本的人権を享有する
ことになる。
　さらに、宮沢俊義は、日本国憲法下での「朝鮮
人・台湾人および樺太土人」という属人法を異に
する「国民の種類」の存在を否定したが、その国
籍には触れない232。もっとも、宮沢はのちに、日
本国憲法下では法の下の平等の徹底を狙って外地
人という国民の種類を認めなくなった旨述べる233。
すると、判例や戸籍実務が旧憲法下で「朝鮮人・
台湾人および樺太土人」とされた人々の日本国籍

を認めるならば、日本国憲法14条1項の保障が及ぶ
と解すべきはずである。
　こうみると、樺太先住民はもちろん、朝鮮人・
台湾人にも、「日本国民」としての日本国憲法上
の人権の享有を否定する説得的な憲法学説は見当
たらない。したがって、本節冒頭の原則どおり、
樺太先住民、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を喪失
するまで「日本国民」として日本国憲法上の権利
を享有し、日本国籍を剥奪する措置の違憲性を問
う余地があると解すべきである。

第２節　憲法上の国民（憲法10条）

　憲法10条は、「日本国民たる要件は、法律でこ
れを定める。」と規定する。第1章第2節第2款で、
条約で国籍の得喪を規定しても本条に違反しない
と確認した。しかし、国籍はそもそも憲法事項で
あり、法律や条約は憲法上の日本国民を確認的に
規定するものではないか。すなわち、日本国民た
る要件を定める法律は、日本国民の範囲を創設的
に自由に定めるのではなく、憲法上想定された日
本国民の範囲を正しく確認することを憲法10条で
義務付けられる。条約も同様に、憲法上想定され
た日本国民の範囲を確認する内容である限り、法
律以上の法形式で国民の範囲を確認するから憲法
10条には反しない。この解釈では、憲法10条は、
憲法上の国民に日本国籍を取得し保持する権利を
認めた人権規定である。法律や条約で、憲法上日
本国民とされる者を日本国民でないと定めれば、
日本国籍を保持する権利の侵害として憲法10条違
反の問題を生じ得る。もちろん、憲法22条2項が国
籍離脱の自由を定めるため、国籍喪失を規定する
法律や条約が本人の意思に合致する場合、憲法10
条にも反しない。しかし、樺太先住民の日本国籍
を本人の意思に反して剥奪すれば、憲法上の日本
国民たる地位を侵害し憲法10条に反しないか。
　判例は、「憲法10条の規定は、国籍は国家の構
成員としての資格であり、国籍の得喪に関する要
件を定めるに当たっては（中略）種々の要因を考
慮する必要があることから、これをどのように定
めるかについて、立法府の裁量判断にゆだねる趣



樺太先住民の日本国籍

115

旨234」とする。また、従来の多くの憲法学説も、
国籍に関する権利創設的な事項につき憲法10条が
立法府の広汎な裁量を認めたと解する235 236。
　これに対し、高橋和之は、憲法10条は、国民の
範囲を立法で自由に定めるのではなく、憲法上の
国民を確認する趣旨の規定だとする237。日本国憲
法は前文で国民主権を採り、建前上、国民が憲
法を制定したから、論理的には憲法制定時に国民
が既に存在する238。また、憲法の下位にある法律
で、憲法上の権利の当然の主体である国民の範囲
を自由に定めることはできない239。憲法10条の趣
旨は、このように憲法以前に想定された憲法上の
国民の範囲を、法律で確認することにある。高橋
は、諸外国の国籍の定め方に血統主義と生地主義
があり、日本国憲法が明示的に選択しない以上、
いずれかにより国民となりうる者を憲法の想定す
る国民とする240。そして、国籍法は、憲法の想定
する国民が潜在的に有する、国籍を取得する権利
を、国籍の抵触を避けるなどの合理的な範囲で制
限する立法と解する241。
　また、松井茂記は、日本国憲法が日本という政
治共同体の不可欠の構成員である「市民」を当然
に国民と想定し、国会はすべての市民に日本国籍
を与える憲法上の義務を負うという242。憲法制定
によって日本国という政治共同体を組織し、政府
の組織を定めて授権した、その権力が由来する国
民を、憲法によって与えられた権限で自由に定義
できては、国民主権原理と矛盾する243。そして、
憲法は国民に憲法改正権（憲法96条）、選挙権（憲
法15条1項）、その他表現の自由など政治参加のプ
ロセスに不可欠な諸権利を保障するが、これらの
権利を国会が認めた者だけに享有させることはで
きない244。こうして、憲法が国会に対し、憲法が
国民と想定する「市民」すべてに日本国籍を付与
する義務を負わせ、国籍を定める国会の権限を制
約した以上、「市民」の国籍を否定・剥奪するこ
とは、「やむにやまれない政府利益を達成するた
めに必要不可欠な場合245」にしか許されない。
　これに対し、憲法以前に日本国民の範囲が定ま
るとの考え方には、血統主義も生地主義も現時

点での国民又は領土を前提とし、前憲法的には成
立し得ない246との批判がある247。しかし、仮に憲
法10条が日本国民の範囲を裁量的に定める権能を
立法府に授権したならば、その権能を行使する
には、日本国民の範囲が定まるより先に立法府が
組織される必要がある。ところが、唯一の立法機
関である国会（憲法41条）を構成する衆参両議院
（憲法42条）は、「全国民を代表する選挙された
議員」で組織される（憲法43条）。立法府の組織に
あたり、その正統性の由来する「全国民」が想定
される以上、やはり憲法は立法府の裁量権行使よ
り前に、国民の存在を想定していると解すべきで
ある。
　以上のように、憲法10条が、憲法上の国民の存
在を想定し、国会に対し憲法上の国民の日本国
籍を確認する立法を義務づけたならば、憲法上想
定された日本国民には、日本国籍を取得する権利
が、憲法10条によって保障されると解される。そ
して、日本国憲法の場合、憲法制定時に憲法上想
定された日本国民の範囲の少なくとも一部は、
明らかである。日本国憲法の制定時に、血統主義
の前提となる「現時点での日本国民」の範囲は既
に確定していた。それは、日本国憲法の施行直前
に、旧憲法下で「日本臣民」（旧憲法18条）とし
て、条約を含む「法律」以上の法形式で定められ
ていた人である。
　政府は現行10条が欠落した憲法改正案の審議に
向けた想定問答中に、「現行憲法下において国民
と観念される者が、当然新憲法下でも国民として
引継がれてゐる248」との答弁を用意した。その後
現行10条の挿入にあたり、旧憲法下の国民と日本
国憲法下の国民との関係を変更する趣旨の議論は
ない249。異論なく憲法10条が挿入された理由は、
旧憲法下の「日本臣民」の範囲と、日本国憲法10
条が想定する法律で定められる「日本国民」の範
囲とが異ならないことが当然の前提だったからと
考えるのが自然だろう。
　では、日本国憲法施行直前の旧憲法下における
「日本臣民」とは誰か。旧憲法下でも日本臣民の
範囲は法律事項で、国民の意思に反しては国籍を
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喪失させ得ないとの見解もあった250。実際にも、
日本国憲法の発効までに、日本国籍保有者の国籍
を、日本国憲法の発効とともに喪失させる法律及
び条約はなかった。そして、旧憲法下で成立した
法律や条約は、日本国憲法に反しない限り有効と
解される251。このため、旧国籍法は日本国憲法の
発効後も無効とならず252、日露講和条約、日清講
和条約、日韓併合条約による国籍取得の効果も同
様である。これは第2章でみた朝鮮人及び台湾人の
国籍に関する諸説の当然の前提である。さらに、
前節のとおり、「戸籍法の適用を受けない者」の
参政権停止を定めた際も、その対象者を憲法上
「日本臣民」「日本国民」として扱わないと決定
したとはいえない。したがって、旧憲法下で日本
国籍を有していた人は、樺太先住民並びに朝鮮人
及び台湾人を含めて、憲法上の国民となる253。
　以上と逆に、憲法10条の挿入は、国籍法の適用
のない朝鮮人などを「日本国民」でないと定義し
人権保障の枠外へ追いやる目的だったと推測する
立場もある254。しかし、国籍法の適用の有無と日
本国民の定義を結び付けることは、桑港条約発
効まで朝鮮人を日本国民として日本の法秩序に全
面的に服させた当時の政府方針255と整合しない。
また、結局朝鮮人・台湾人の国籍喪失が「法律」
によるか争われた状況をみると、そもそも憲法10
条の挿入時に「法律」で朝鮮人を「日本国民」で
ないと定める意図があったか疑われる。少なくと
も、日本国憲法発効直前には、朝鮮人及び台湾人
も、法的には日本国籍を有する「日本臣民」だっ
たというべきである。
　こうして、樺太先住民並びに朝鮮人及び台湾人
を含め、日本国憲法施行直前の旧憲法下における
「日本臣民」は、日本国憲法10条によって日本国
籍を取得する権利を保障されたと解される。これ
らの人々は、日本国憲法の発効後も旧国籍法及び
日露講和条約等の条約が無効とされなかったこと
で、現実にも法律以上の法形式により日本国籍を
認められた。
　そのうえで、日本国憲法制定時に明らかに憲法
上の国民とされた人のほか、憲法は「将来の国

民」（憲法11条）も想定するため、一定範囲の人
に日本国籍を新たに付与する必要がある。例え
ば、日本国憲法発効後に出生した人や、帰化を望
む人である。憲法上想定された「将来の国民」
も、憲法10条に基づいて日本国籍を取得する権利
を有すると考えられる256。しかし、新たに日本国
民となる人の範囲には、血統主義か生地主義かを
はじめ複数の定め方があり得る。そして、国籍の
抵触を防ぐなどの合理的な目的のため、実際に日
本国籍を付与する人を一定の方法で限定、すなわ
ち日本国籍を取得する権利を制限する必要があ
る。このような、新たに日本国籍を取得する人の
範囲の定め方は、憲法10条が「法律でこれを定め
る」としており立法府に合理的な裁量権が認めら
れると考えられる。判例及び従来の通説が、専ら
新たに日本国籍を付与する場面を想定したとすれ
ば、立法府の裁量権が強調されたことも首肯でき
る。もっとも、この場合の立法裁量にも、憲法14
条1項などの統制は当然に及ぶ257。
　こうして国籍法をはじめ法律以上の法形式で現
実に日本国籍を付与された人は、国籍取得の根
拠法が憲法10条に適合的であれば、憲法上の国民
であり続ける。したがって、既に法律以上の法形
式で日本国籍を確認された憲法上の国民に対して
は、憲法10条は日本国籍を保持する権利を保障す
ると解される。
　以上と反対に、最大判08年の横尾和子、津野
修、古田佑紀各裁判官反対意見は、国籍の付与が
「国家共同体の最も基本的な作用であり、基本的
な主権作用の一つ258」であるから国籍付与条件の
定め方が広い立法裁量にゆだねられたとし、「特
定の国の国籍付与を権利として請求することは認
められないのが原則259」であるから、人権保障上
の国籍の重要性によって立法裁量は左右されない
と述べる。
　しかし、この見解は、国際法上の原則と憲法上
の原則とを混同していないか。すなわち、国際法
上、国籍は原則として国内管轄事項である。これ
は、国籍付与基準を各国が国内法で裁量的に決定
することを意味する260。つまり、国際法は各国に
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対して、個人に対する国籍の付与を義務づけず261、
個人の側からみれば、国際法上、特定の国の国籍
付与を請求する権利をもたない262。しかし、国籍
が国内管轄事項である以上、ある国が国内法上、
一定範囲の個人に自国の国籍取得を権利として認
めることはできる。憲法10条は、この意味で、憲
法上想定された国民に日本国籍を取得する権利を
認める国内法と解される。
　また、国籍の付与が基本的な主権作用であるこ
とは、国際法上、国籍が国内管轄事項とされる理
由のひとつである263。しかし、国内法上、国籍付
与の条件を憲法が自ら規定せず、国会の広い立法
裁量に委任した理由には直結しない。立法裁量の
広狭は、憲法の委任条項の文言や憲法の価値決定
などを考慮して264、つまり憲法の解釈によって画
定される265。そして、立法裁量権は、憲法が立法
府に裁量権を与えた趣旨に沿って適切に行使され
るべき義務を伴う266。確かに、憲法自身がある事
項を法律で定めると規定する場合、一般に立法裁
量の範囲が広いと解されることが多い。しかしそ
の場合も、ある事項を法律に委任した憲法規定自
体、それが憲法に規定されたことに一定の目的が
あり、立法裁量の限界が導かれる267。覚道豊治は
まさに憲法10条を例に、法律で国籍取得要件をむ
やみに厳格化し、多くの人々を日本国民でなくし
て基本的人権の保障を否定した場合、委任の範囲
を超えた違憲立法となると指摘する268。日本国民
たる要件の規定を法律に委任した憲法10条が、憲
法に規定された目的、立法裁量権を付与した趣旨
とは何か。第1章第2節第2款のとおり、国籍を命令
で定め得ないことは規定せずとも当然である。特
に憲法10条を設けた目的は、逆に、日本国民たる
要件は本来憲法で直接規定すべきである269ためで
はないか。そして、憲法10条が自ら要件を規定せ
ず、国会に立法裁量権を付与したのは、すべての
場合を憲法に書き込むことは困難である270ため、
技術的な規定を法律に委任する趣旨ではないか。
　このように具体的な憲法解釈から立法裁量の範
囲を考えるとき、国籍の付与が最も基本的な主
権作用だからこそ、主権者たる国民が、憲法10条

の制定時に国民の範囲を定めないとは考えにく
い。少なくとも、日本国憲法発効直前の旧憲法下
における「日本臣民」は、日本国憲法上の国民と
して確定され、その限りで国会の国籍立法は憲法
10条によって覊束されていたと解すべきだろう。
すなわち、国会は、日本国憲法発効直前の「日本
臣民」の日本国籍を確認する内容の国籍法を制定
すべき義務を負った。現に新国籍法は旧国籍法上
の日本国籍保有者の国籍を喪失させる内容を含ま
ず、憲法10条の趣旨に沿った立法裁量権の行使が
なされた。
　こうして日本国憲法上の国民であり、かつ、現
に法律により日本国籍を認められた者から、本人
の意思に反して日本国籍を剥奪することは許され
るか。この点は、国籍立法に関するもう一つの規
定である憲法22条2項を踏まえ、次節で検討する。

第３節　国籍を剥奪されない自由（憲法22条2項）

第１款　憲法22条2項の意義

　憲法22条2項は、「国籍を離脱する自由」を保障
する。これを「自由意思による国籍の離脱」の保
障とすると、裏面として、自由意思によらず国籍
の離脱を強制されないこと、すなわち国籍を剥奪
されない自由も保障されると解される。このよう
に憲法22条2項が意思に反して日本国籍を剥奪され
ない自由を保障するとの解釈は、これまでも「日
本国籍を保持する自由271」「国籍を離脱しない自
由272」として提唱され、学説上、一般論としては
支持される273。議論が少ないのは、現行国籍法に
国籍剥奪の規定がないと解された274ためにすぎな
い。
　前節のとおり、国籍立法が憲法10条に適合的な
らば、法律以上の法形式で現に日本国籍を認めら
れた者は、憲法上の国民である。個人の憲法上の
国民の地位は、憲法上の権利の当然の享有主体性
を基礎づける重要な地位である275。このため、憲
法上の国民から、本人の意思に反して憲法上の国
民の地位を剥奪すれば、憲法11条に反し、憲法が
その個人に対して保障を要請する基本的人権の享
有を妨げることになるだろう。また、憲法上の国
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民は、国民主権の主体として、権力の正当性の根
拠となると考えられる276。憲法上の国民である個
人から国籍を剥奪すれば、憲法が定めた権力の正
当性の根拠に包摂される一部の個人から参政権や
憲法改正の国民投票権を奪い、権力の正当性を揺
るがしかねない。このため、憲法10条を憲法上の
国民の存在を想定した規定とすると、通説よりい
っそう、憲法22条2項が本人の意思に反して国籍を
剥奪されない自由を保障すると解すべき要請は強
い。
　憲法上の権利の制約の正当化根拠は、多く基本
的人権相互の調整とされる277。しかし、ある個人
の日本国籍保持が他者の人権を侵害する状況は想
定し難く278、人権相互の調整目的では、国籍を剥
奪されない自由を制約する立法裁量の余地は認め
難い。同じ憲法22条2項に基づく国籍を離脱する自
由は、一切制約を認めない279か、無国籍者の発生
防止という国際法上の原則を根拠に外国国籍の取
得を国籍離脱の要件とすることのみを憲法上許さ
れる制約とする280説が多い。国籍を剥奪されない
自由も、国籍を離脱する自由と表裏の関係にある
から、その制約が許されるのは、国際法上日本が
負う義務の履行に不可欠な場合に限られると解す
べきである。
　もっとも、国際法上の国家の義務には、一般国
際法上の義務と条約上の義務がある。一般国際法
上の義務は、一国の意思で拘束を免れ得ず281、憲
法を含む国内法は国際法上の義務不履行の理由と
ならない282ため、国籍を剥奪されない自由の制約
根拠となり得るだろう。しかし、条約上の義務
は、内閣による条約の締結（憲法73条3号）によっ
て日本が国際法上負担し、国会による条約の承認
（憲法61条）を得て日本国内法上も有効に負担し
得る義務である。ところが、憲法99条は、国務大
臣及び国会議員に、憲法の規定及びその精神を忠
実に守るべき憲法尊重擁護義務283を負わせた。条
約の締結及び承認に際しても、内閣構成員及び国
会議員は、個人の日本国憲法上の権利を制約する
国際法上の義務を負担して個人の日本国憲法上の
権利を侵害しないよう努める義務を負うはずであ

る。したがって、国籍を剥奪されない自由を敢え
て制限する内容の条約を締結、承認することは、
憲法99条によって禁止されると考えられる。結
局、憲法22条2項が保障する国籍を剥奪されない自
由を制約し得るのは、一般国際法上日本国が負う
義務の履行に必要不可欠な場合である。
　「原状回復」として朝鮮人及び台湾人の意思を
問わない国籍剥奪を是認する論者は、桑港条約
又は日華条約で日本が負う義務の内容を、侵略の
結果の除去などと広く解し、侵略時に付与した国
籍を剥奪すれば義務が果たされるというのであろ
う。これが条約上の義務であることは一旦措く。
しかし、宮崎繁樹の指摘284どおり、一旦国籍を付
与した以上、その個人は日本国民として憲法上の
権利を前提に生活しているし、日本が放棄した領
土も、日本の「侵略」以前から環境が変化した。
その中で日本国籍を剥奪しても、個人を「侵略」
がなかった場合の生活状態に戻す「原状回復」に
はなり得ない。国籍のみの形式的な「原状回復」
は、侵略の結果の除去として決して必要十分でな
い。
　もっとも、より実質的に侵略の結果を除去する
義務を平和条約に読み込む可能性もある。このと
き、放棄した領土の住民のうち、被侵略国の国籍
を付与され、日本国籍を拒否する者の日本国籍を
喪失させることは、侵略の結果の除去義務を履行
するために不可欠といえよう。しかし、日本国民
として憲法上の権利を享受することを望む者もい
る。例えば、朝鮮及び台湾の放棄に関する国籍確
認訴訟の原告らである。仮に、日韓併合条約や日
清講和条約の効果として日本国籍が付与されなけ
れば、個人の意思に基づき日本が帰化等により日
本国籍を付与することは国際法上許容された。と
ころが現実には条約に基づく日本国籍があったた
め、朝鮮人及び台湾人で日本国籍の保持を希望す
る者は、日本国内法上帰化を認められなかった。
そのような者の意思に基づいて日本国籍を保持さ
せることは、侵略の結果の除去という義務の履行
を妨げない。つまり、侵略の結果の除去が日本の
国際法上の義務でも、個人の意思に反してまで一
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律に日本国籍を剥奪することは、義務の達成に必
要不可欠な手段ではない。したがって、平和条約
上の義務履行の名目で個人の意思に反して日本国
籍を剥奪することは、憲法10条が想定する憲法上
の日本国民に対して憲法22条2項が保障する国籍を
剥奪されない自由の侵害として、違憲というべき
である。

第２款　憲法22条2項と条約との関係

　桑港条約2条（a）項に基づく朝鮮人の日本国籍
喪失に関する最判65年は、桑港「条約の規定に基
づく日本国籍の離脱が本人の意思に反するもので
あつても憲法二二条二項に違背しないことは、前
示大法廷判決〔最大判61年:引用者〕の趣旨に徴し
て明らかである。285」と判示した。この判例は、意
思に反して国籍を剥奪されない自由が憲法22条2項
によって保障される可能性を否定したのか。
　最判65年は引用部分以外に憲法論の理由を示さ
ない。また、最大判61年は上告人の日本国籍喪
失が桑港条約の規定に基づくもので憲法11条、12
条、13条に反しないとの結論を述べて第2章第1節
の桑港条約解釈を展開し、国籍喪失が憲法に違反
しない具体的な理由を述べない286。
　桑港条約2条（a）項の解釈論と、解釈された条
約の合憲性は、論理的には区別され得る。ところ
が、最判65年は、日本国籍の喪失が桑港条約2条
（a）項に基づくことから直ちに合憲の結論を導
き、憲法22条2項の解釈を展開しない。最大判61年
も同様である。このように憲法の人権規定を解釈
せずに合憲としたのは、桑港条約が日本国憲法に
優位し、同条約の憲法適合性を審査する余地がな
いからか。
　もっとも、判例は条約の違憲審査の余地を認
め287、条約一般が憲法に優位するとの説は採らな
い。学説上、桑港条約が憲法に優位すると解する
説の根拠は分かれる。
　小嶋和司は、「国家の能力の問題288」として条
約優位説によるべき条約を「国際的にのみ定めら
れ、一国の意思のみでは定めえない事項につい
ての条約。降伏や占領統治の承認、領土の変更

やこれにともなう住民の国籍変更がその例289」と
する。しかし、国籍変更を含めた理由は明確でな
い。国際法上、国籍は原則として国内管轄事項で
あり、一国の国内法で定め得る。さらに、大沼保
昭は、第二次大戦後の植民地独立の際も、国籍の
国内管轄原則のあらわれとして、国籍問題が条約
によらず独立国・旧支配国双方の国内法で解決さ
れたと指摘する290。旧支配国は、独立国の自国民
確定を尊重しつつ、自国民の確定に支障を来さな
いように自国の国籍法改正などで対処した。しか
も、独立国の自国民確定の尊重とは、独立国の国
籍を取得した者の旧支配国国籍を一律に喪失させ
る措置に限らない。英国、フランス、西ドイツな
どでは、自国と一定のきずなをもつ者に、独立国
の国籍の付与如何を問わず自国の国籍保持を認
め、事実上の国籍選択権を保障した291。国内法に
よる国籍問題の解決が国際法上許容される以上、
領土の変更に伴う住民の国籍変更が国際的にしか
定めえないとの理由では、憲法に反する内容の条
約による国籍問題の解決は正当化できない。
　他方、桑港条約が国家存立の基礎を形成するこ
とから、憲法に優越するとも考えられる292。政府
も「降伏文書あるいは平和条約というような一国
の安危にかかわる293」問題では条約が憲法に優先
するという。この理由で憲法に優位する条約の範
囲は論者により異なる294が、桑港条約の全条項を
含める立場も十分考えられる295。
　では、判例は、国籍変更以外にも桑港条約の全
条項が憲法に優位すると解するのか。参考となる
のが、在外資産の放棄（桑港条約14条（a）項2）
や戦争請求権の放棄（桑港条約19条）につき国に
対する補償請求がされた一連の訴訟である。この
うち、最大判68年は、在外資産の喪失についての
憲法29条3項に基づく補償請求である。本判決は憲
法29条3項の適用を否定したが、大きく二つの理由
を挙げた。第一に、桑港条約は、「当時未だ連合
軍総司令部の完全な支配下にあつて、わが国の主
権が回復されるかどうかが正に同条約の成否にか
かつていたという特殊異例の状態296」で締結され
た。すなわち、当時の日本政府は連合国政府と実
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質的に対等の立場になかったため「やむを得ない
場合には憲法の枠外で問題の解決を図ることも避
けがた297」く、在外資産の賠償への充当も、以上
の特殊な経緯で締結された桑港条約に基づく。第
二に、戦中・占領期の国の存亡にかかわる非常事
態に、国民すべてが生命・身体・財産の犠牲を余
儀なくされたことは「戦争損害として、国民のひ
としく受忍しなければならなかったところ298」で
あり、この戦争損害に対する補償は「憲法の全く
予想しないところ299」とされた。そして、桑港条
約14条（a）項2（Ⅰ）は日本が国民の在外資産を
放棄する処分をしたのではなく、外交保護権の放
棄にすぎないとの解釈を前提に、国民が被った在
外資産の喪失は一種の戦争損害とされた。
　このうち、第二の、桑港条約14条（a）項2（I）
が外交保護権の放棄のみを定めたとする点は、同
項による在外資産の喪失が、憲法29条3項の補償を
要する「公用収用」にあたらないことを示唆す
る300。また、戦争損害を「国民のひとしく受忍」
すべきものとした点は、特別犠牲でないから補償
を不要とする趣旨に読める301。したがって、最大
判68年は、在外資産の喪失につき、桑港条約に基
づくから直ちに憲法29条3項を適用しないのではな
く、同項の要件該当性を考慮して適用を否定した
と考えられる。判決は、「所論の憲法二九条三項
の意義・性質等について判断するまでもなく302」
上告を棄却したが、上告理由は直接補償請求権
に限られ303、「公用収用」該当性や国の補償義務
の存否も判断していないとは即断し難い304。つま
り、判例は、桑港条約全体の違憲審査が問題とな
りえないとの立場を採っていないと思われる。
　さらに、第一の理由、桑港条約の締結の経緯か
ら「やむを得ない場合には憲法の枠外で問題の解
決を図ることも避けがたい305」との判示は、桑港
条約が合憲性の審査を経ずに有効とされる可能性
を示唆したとも読める。しかし、「やむを得ない
場合には」という限定があり、憲法の枠外でもや
むを得ないのは、主権が制限された状態で締結さ
れた条約306だからである。つまり、戦争状態を終
結させる講和条約でも直ちに憲法に優位せず、む

しろ、主権回復後に締結した条約は、政府が憲法
遵守義務を負う以上、憲法適合性が審査されると
いえる。
　では、終戦処理の一環たる他の条約等について
の判例はどうか。実は、日華条約に基づく台湾人
の日本国籍喪失についての最高裁判決は、憲法22
条2項違反が上告理由でない。憲法10条、13条及び
14条違反が主張された最判83年は先例を引用する
のみ307で、その先例も、憲法判断に一切触れず台
湾人の国籍喪失を是認した最大判62年と、朝鮮人
の国籍喪失の憲法10条ないし13条適合性を簡単に
認めた最大判61年である。最判83年の上告理由は
未収録だが、憲法10条違反の主張内容は国籍喪失
を規定する「法律」の不存在のみとみられる308。
　請求権放棄の憲法29条3項に基づく補償請求に
は、日ソ共同宣言についての最判97年がある。本
判決は、最大判68年と同様に上告人らの損害を
「戦争損害」として、憲法29条3項に基づく補償を
否定した。戦争損害は「国民のひとしく受忍しな
ければならなかったところ309」とし、一般犠牲と
みたようである310。戦争損害該当性は、敗戦に伴
う抑留に起因することや、日ソ共同宣言の規定内
容すなわち外交保護権の放棄であることを考慮し
て決せられる。つまり、本判決は、憲法29条3項の
適用がないことを、日ソ共同宣言が「終戦処理の
一環として（中略）正常な外交関係を回復するた
めに合意されたもの311」であることから直ちには
導かない。
　さらに、最判97年が、日ソ共同宣言6項後段が憲
法29条3項に優位する余地を認めたとしても、そ
れまでには同項の規定が「やむを得ない」か慎重
に判断された。すなわち、日ソ共同宣言の当時、
日本は主権を回復していたが、ソ連との戦争状態
の解消のため合意された日ソ共同宣言の性質上、
「連合国との間の平和条約と異なる合意をするこ
とは事実上不可能312」であった。そしてその「連
合国との間の平和条約」は、日本が主権を制限さ
れた状態で締結した。だからこそ桑港条約同様、
日ソ共同宣言6項後段で請求権放棄を合意したこと
は「誠にやむを得ないところ313」とされた。した
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がって、日ソ共同宣言が憲法に優位し得るとして
も、それはその内容が主権を制限された状態で規
定されたからと考えられる。
　こうみると、最判65年が憲法22条2項の解釈論
を展開せずに桑港条約2条（a）項に基づく日本国
籍喪失の有効性を認めたのは、日本国籍喪失の根
拠が、まさに主権が制限された状態で締結された
桑港条約2条（a）項だからだといえる。したがっ
て、最判65年は、一般的に憲法22条2項が意思に反
して国籍を剥奪されない自由を保障することを否
定するものではない。
　判例をこう理解すると、判例変更をまたず、憲
法22条2項に基づいて意思に反して国籍を剥奪され
ない自由が保障されると解することができる。し
たがって、本人の意思を問わない国籍の一律剥奪
を通常の法律で規定すれば、憲法22条2項に違反す
る。
　また、本人の意思を問わない日本国籍の剥奪
を、今後条約で規定する場合、日本は完全な主権
を回復しており、当然に条約が憲法に優位すると
はいえない。意思に反して国籍を剥奪されない自
由を侵害する内容の条約を締結して憲法の適用を
否定するには、主権の制限に匹敵するやむを得な
い事情を要する。しかも、日ロ間では既に国交
が正常化され、日本政府がロシア政府と対等に交
渉する条件が日ソ共同宣言の場合以上に整ってい
る。さらに、樺太の帰属確定に伴い国籍を規定す
る場合に、本人の意思に反してまで日本国籍を剥
奪することがやむを得ないというには、本人が望
む場合に日本国籍を留保し得る条約案をロシアが
拒絶する事情が必要である。しかし、ロシア連邦
憲法62条1項はロシア国民に二重国籍の権利を認め
る314。したがって、ロシアが樺太先住民のロシア
国籍を主張することと、そのうち希望する者に日
本国籍を維持させることは矛盾せず、ロシア国民
のロシア連邦憲法上の権利でさえある。二重国籍
の権利を保障する内容の条約は、ロシア連邦憲法
が明文で許容しており、ロシアが必ず拒絶すると
はいえないだろう。そうすると、樺太先住民の国
籍を、本人の意思に反してまで剥奪する内容の条

約を締結することに、やむを得ない事情があると
はいい難い。したがって、本人の意思に反する日
本国籍の剥奪を定める将来の条約は、憲法に優位
する理由がなく、憲法22条2項違反となると考えら
れる。

終章　結論と残された課題

　桑港条約による樺太の放棄に関しては、現在ま
で住民の国籍変動が生じなかった。しかし、朝鮮
及び台湾の放棄に伴う国籍喪失に関する判例法理
の射程は、樺太の場合にも及び得る。つまり、侵
略戦争の「原状回復」の趣旨で放棄した領土の帰
属先を確定する条約が発効した場合、その条約に
明文規定がない限り、放棄した領土に「属すべき
人」に対する主権をも相手国に「譲渡」したと解
され、日本国籍喪失の効果が発生する。そして、
「原状回復」の趣旨で日本国籍を喪失する人の範
囲は、本人の意思を問わず、準血統主義的な基準
で定まる。このため、将来、日ロ間の平和条約で
樺太のロシアへの帰属が確定し、国籍の明文規定
が条約にない場合、判例法理に従えば、その条約
の解釈として、樺太先住民の一部が日本国籍を喪
失する。
　しかし、日本国憲法の発効時、樺太先住民は、
憲法10条が想定する憲法上の日本国民であった。
また、その子孫で現在日本国籍を有する樺太先住
民も、憲法上の日本国民である。憲法上の日本国
民は、憲法10条で日本国籍を取得し保持する権利
を保障される。さらに憲法22条2項が、一旦取得し
た日本国籍を意思に反して剥奪されない自由も保
障する。憲法10条が想定する憲法上の日本国民に
対して憲法22条2項が保障する、意思に反して国
籍を剥奪されない自由は、一般国際法上日本が負
う義務の履行に不可欠な場合以外、制約が許され
ないと考えられる。そして、樺太先住民の日本国
籍を本人の意思に反して剥奪することが、国際法
上の義務履行に不可欠とは想定し難い。したがっ
て、樺太の領土帰属が条約で確定しても、樺太先
住民の日本国籍を本人の意思に反して剥奪するこ
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とは、憲法上許されない。
　樺太先住民の日本国籍の剥奪は、将来起こり得
る仮定的な問題である。日本国籍を剥奪されない
権利の侵害を防ぐには、将来の日ロ間の平和条約
の規定内容が重要である。具体的には、国籍選択
権を定める、条約では国籍が変動しないと明示し
ロシア国籍の取得はロシア国内法に委ねるなどで
ある。国籍規定が不明瞭な場合、個人の意思に反
した国籍喪失は発生しないとの憲法適合的解釈を
要する。
　ただし万一、個人の意思を問わない国籍変動が
条約や法律で規定されれば、その効力が問題とな
る。国籍変動の対象者の多くが自らの日本国籍を
否認するなどの立法事実があれば315、国籍剥奪が
本人の意思に反する場合のみ適用違憲の余地もあ
り得る。しかし原則は、意思に反して国籍を剥奪
されない権利を侵害する内容の法律は憲法10条、
22条2項に違反して無効と考えられる。解決には国
籍法上の国籍離脱制度が利用されよう。条約の場
合、内容的に憲法に違反する条約の効力の問題と
なる。検討を要するが、条約の国内的効力が無効
となり、国籍剥奪の対象者が重国籍となっても、
条約の国際法的効力には影響しない316ため日本国
籍の対抗力が否定されるのではないか。
　また、憲法10条及び22条2項に基づく意思に反し
て国籍を剥奪されない権利の侵害は、朝鮮人及び
台湾人の国籍喪失の場合にも、同様に問題となり
得ただろう。もっとも、桑港条約2条及び日華条約
の解釈に関わるうえ、両条約と日本国憲法との国
内的序列の問題も残る。
　さらに、本稿が「樺太先住民」の一部と呼んだ
ように、樺太の放棄に伴う国籍変動が問題となる
人は少数民族に帰属する人々と重なり得る。少数
民族に属する人の国籍を本人の意思にかかわらず
剥奪する場合、国籍剥奪の対象者がいわゆる「日
本人」の多数派の民族集団317に属することに疑問
を持たない場合とは異なる問題をも生じないか。
紙幅の都合で割愛したが、二風谷ダム判決318を参
照し、憲法13条の保障する少数民族に属する個人
の文化享有権や、その前提となるはずの民族への

帰属を尊重される権利を、国籍剥奪が侵害しない
か、検討を要する。
　最後に、本稿は領土の放棄の場合に限って国籍
を剥奪されない権利を検討した。このため、他の
場面への適用は今後の検討課題である。具体的に
は、憲法10条に基づく日本国籍を取得する権利が
出生による国籍取得の場面でいかなる制限を受け
るか、憲法22条2項に基づく国籍を剥奪されない自
由の制約として、重国籍解消措置が正当化しうる
かといった点が考えられる。
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46 江川ほか・前掲注33）16-17頁、小寺彰ほか編
『講義国際法〔第2版〕』（有斐閣、2010）329頁
〔河野真理子〕。

47 江川ほか・前掲注33）18-19頁。
48 江川ほか・前掲注33）20-21頁。
49 小寺ほか編・前掲注46）332頁〔河野真理子〕。
50 芹田健太郎「国籍単一の原則に対する疑問」国

際83巻3号（1984）1-43頁、32-35頁。
51 芹田・前掲注50）39-42頁、木棚・前掲注11）18

頁。
52 永田誠「いわゆる『国籍唯一の原則』は存在す



北大法政ジャーナル No.26　2019

124

77 最大判1961年4月5日前掲注66）658頁。
78 最大判1961年4月5日前掲注66）659頁。
79 最大判1961年4月5日前掲注66）659頁。
80 最大判1961年4月5日前掲注66）659頁。
81 最大判1961年4月5日前掲注66）659頁。
82 最大判1961年4月5日前掲注66）659頁。
83 最大判1961年4月5日前掲注66）659-661頁。
84 最大判1961年4月5日前掲注66）677-678頁。
85 最判1965年6月4日民集19巻4号898頁、900頁。
86 最判1965年6月4日前掲注85）900頁。
87 京都地判1980年5月6日判タ431号142頁、146頁。
88 京都地判1980年5月6日前掲注87）143-144頁。
89 昭和7年律令第2号、昭和8年台湾総督府令第8号。
90 最大判1962年12月5日刑集16巻12号1661頁、1663

頁。
91 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
92 最大判1962年12月5日前掲注90）1662頁。
93 最大判1962年12月5日前掲注90）1663-1664頁。
94 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
95 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
96 最判1983年11月25日訟月30巻5号826頁、827頁。
97 池川良正「朝鮮の独立とその国籍」民研276号

（1980）1-12頁、4頁、江川ほか・前掲注33）
204-205頁。

98 江川ほか・前掲注33）221頁。
99 江川英文=桑田三郎「領土変更と妻の国籍」新

報62巻1号（1955）1-28頁、25頁、沢木敬郎「判
批」ジュリ179号（1959）55-56頁、56頁、溜池
良夫「平和条約発効前に台湾人の養子となっ
た内地人の国籍」論叢94巻5・6号（1974）1-42
頁、7-8頁、江川ほか・前掲注33）213頁、231-
232頁。

100 江川=桑田・前掲注99）5頁。
101 江川ほか・前掲注33）213頁。
102 江川=桑田・前掲注99）26頁。
103 大平善梧「領土の移転と住民の国籍」亜大11巻

1号（1976）32-55頁、40頁、山本敬三「国籍の
喪失に関する一考察」広法4巻3・4号（1981）
31-58頁、56-57頁。

104 溜池・前掲注99）8-9頁、江川ほか・前掲注33）

るか」日法51巻4号（1986）92-128頁、95-116
頁。

53 山下康雄『領土割譲の主要問題』（有斐閣、1949）
1頁、69頁。

54 山下・前掲注53）5-6頁。
55 山下・前掲注53）2頁、13-14頁、20頁、58-62頁。
56 山下・前掲注53）2頁。
57 大沼保昭『在日韓国・朝鮮人の国籍と人権』

（東信堂、2004）76-79頁。
58 大沼・前掲注57）83-84頁。
59 大沼・前掲注57）84-87頁。
60 大沼・前掲注57）79-81頁。
61 大沼・前掲注57）164-168頁。
62 大沼・前掲注57）167-168頁。
63 大沼・前掲注57）168-171頁、174-176頁。
64 大沼・前掲注57）261-263頁。
65 佐々木惣一『日本国憲法論』（有斐閣、1949）

481-482頁。
66 最大判1961年4月5日民集15巻4号657頁。
67 法学協会編『註解日本国憲法上巻（2）』（有斐

閣、1953）314頁、江川ほか・前掲注33）185
頁。

68 佐藤達夫（佐藤功補訂）『日本国憲法成立史第三
巻』（有斐閣、1994）395-396頁、470-471頁、清
水伸編著『逐条日本国憲法審議録第二巻』（原書
房、1976）231頁〔金森徳次郎発言〕、232-233頁
〔金森徳次郎発言〕。

69 『第九十回帝国議会衆議院帝国憲法改正案委員
小委員会速記録（復刻版）』（現代史料出版、
2005）91-92頁。

70 清水編著・前掲注68）231頁〔芦田均発言〕、
238-239頁〔金森徳次郎発言〕。

71 清水編著・前掲注68）236頁〔山田三良発言、金
森徳次郎発言〕。

72 芹沢斉ほか編『新基本法コンメンタール憲法』
別冊法セ210号（2011）514頁〔江島晶子〕。

73 参照、田代・前掲注18）34-36頁。
74 大正11年朝鮮総督府令第154号。
75 最大判1961年4月5日前掲注66）658頁。
76 最大判1961年4月5日前掲注66）658頁。
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232頁。
105 溜池・前掲注99）5-6頁。
106 川神裕「判解」法曹会編『最高裁判所判例解説

民事篇平成10年度（上）（1月〜5月分）』（法曹
会、2001）253-289頁、268-270頁。

107 最判1963年4月5日訟月9巻6号728頁。
108 最判1998年3月12日民集52巻2号342頁。
109 最判2004年7月8日民集58巻5号1328頁。
110 参照、田代・前掲注18）800頁。
111 実方正雄「共通法」田岡良一ほか『新法学全

集第二十七巻 国際法Ⅲ』（日本評論社、1938）
51-52頁、田代・前掲注18）790-792頁。

112 田代・前掲注18）789-790頁。
113 実方・前掲注111）47-49頁、田代・前掲注18）

800-814頁。
114 林俊之「判解」法曹会編『最高裁判所判例解説

民事篇平成16年度（下）（7月〜12月分）』（法曹
会、2007）442-461頁、450-451頁。

115 最判2004年7月8日前掲注109）1331頁。
116 最判2004年7月8日前掲注109）1332頁。
117 野村美明「判批」リマークス31号（2005）130-

133頁、133頁、織田有基子「判批」ジュリ1304
号（2006）202-205頁、204頁。

118 南敏文「判批」判タ1184号（2005）264-265頁、
265頁、西谷祐子「判批」櫻田嘉章=道垣内正人
『国際私法判例百選［第2版］』別冊ジュリ210号
（2012）250-251頁、251頁。

119 平賀健太『国籍法 上巻』（帝国判例法規出版
社、1950）118頁、121頁、143-144頁。

120 江川ほか・前掲注33）57頁。
121 宮崎繁樹「放棄された領土と住民の国籍」法論

51巻1号（1978）37-70頁、58頁。
122 宮崎・前掲注121）58頁。
123 宮崎・前掲注121）59頁。
124 宮崎・前掲注121）62頁。
125 宮崎・前掲注121）60頁。
126 宮崎・前掲注121）59-60頁。
127 宮崎・前掲注121）60-61頁。
128 宮崎・前掲注121）62-63頁。
129 大沼・前掲注57）235-242頁。

130 大沼・前掲注57）312-313頁。
131 大沼・前掲注57）305-306頁。
132 大沼・前掲注57）314-317頁。
133 岩沢雄司『条約の国内適用可能性』（有斐閣、

1985）34-38頁。
134 川上太郎「領土変更と国籍の得喪」国際76巻1

号（1977）1-20頁、6-7頁。
135 川上・前掲注134）19-20頁。
136 川上・前掲注134）5-6頁。
137 川上太郎「朝鮮人の属人法問題」八幡大学論集

19巻1・2号（1968）1-15頁、5頁。
138 川上・前掲注134）9-10頁。
139 最判1965年6月4日前掲注85）900頁。
140 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
141 参照、西・前掲注22）149頁。
142 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
143 大平・前掲注103）36頁。
144 最大判1962年12月5日前掲注90）。
145 大平・前掲注103）40頁、山本・前掲注103）

56-57頁。
146 西・前掲注22）149頁、宮崎・前掲注121）59頁。
147 伊藤之雄『立憲国家と日露戦争』（木鐸社、

2000）。
148 蓑原俊洋「日露戦争の時代」五百旗頭真ほか編

『日ロ関係史』（東京大学出版会、2015）93-112
頁、106-110頁。

149 高倉新一郎『アイヌ政策史』（日本評論社、1942）
449頁、樺太アイヌ史研究会編・前掲注4）79-83
頁。

150 高倉・前掲注149）418-419頁。
151 田村・前掲注14）213頁。
152 参照、加藤絢子「樺太先住民の国籍」北海道・

東北史研究8号（2012）57-67頁。
153 大正13年勅令第88号。
154 「外国人本邦国籍取得及喪失関係雑件」外務省

外交史料館所蔵、K.1.1.0.5。
155 外務省外交史料館所蔵・前掲注154）。
156 外務省外交史料館所蔵・前掲注154）。
157 明治40年法律第25号。
158 大正9年勅令第124号。
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159 昭和7年勅令第373号。
160 昭和7年司法省令第47号。
161 「内台人共婚問題と樺太土人戸籍問題」拓務時

報22号（1933）1-19頁、19頁。
162 「内台人共婚問題と樺太土人戸籍問題」・前掲

注161）18-19頁。
163 菊地駒次「ポーツマス条約第十条の規定の解

釈に就て」外交時報657号（1932）87-105頁、93
頁。

164 菊地・前掲注163）94頁。
165 菊地・前掲注163）94頁。
166 外務省外交史料館所蔵・前掲注154）。
167 山田三良「ポーツマス条約第十条と樺太土人の

国籍問題」田中耕太郎編『法学協会五十周年記
念論文集第一部』（法学協会、1933）3-34頁、
21-22頁、28-29頁。

168 山田・前掲注167）29頁。
169 実方正雄「国籍法」田岡良一ほか『新法学全

集第二十七巻 国際法Ⅲ』（日本評論社、1938）
44-45頁。

170 外務省外交史料館所蔵・前掲注154）。
171 外務省外交史料館所蔵・前掲注154）。
172 最大判1962年12月5日前掲注90）1663頁。
173 「内台人共婚問題と樺太土人戸籍問題」・前掲

注161）18-19頁。
174 実方・前掲注169）14頁。
175 最判1997年10月17日民集51巻9号3925頁、田

代・前掲注18）155-160頁、江川ほか・前掲注
33）66-68頁、木棚・前掲注11）119-120頁。

176 離婚や離縁、入夫婚姻等を考慮しない。これら
の場合を含む地域籍の得喪につき参照、田代・
前掲注18）800-822頁。なお、旧国籍法下での認
知は田代・前掲注18）811-812頁に従ったが、異
なる解釈もあり得る。

177 共通法3条、旧民法788条、旧国籍法5条1号に準
ずる。

178ⅰ旧国籍法5条1号、ⅱ共通法3条、旧民法788
条、旧国籍法18条に準ずる。

179 旧国籍法1条、新国籍法又は改正国籍法2条1号
若しくは同条2号。

180 改正国籍法2条1号。
181ⅰ旧国籍法1条、ⅱ旧国籍法5条3号、ⅲ共通法3

条、国籍法5条3号に準ずる。
182 新国籍法2条1号、2号。
183 旧国籍法3条、新国籍法2条3号、改正国籍法2条

1号。
184ⅰ旧国籍法1条、ⅱ共通法3条、旧国籍法5条3号

に準ずる。
185 新国籍法又は改正国籍法2条1号若しくは2号。
186 改正国籍法3条により、1985年1月1日以降、日

本国民である父から認知された20歳未満の者
は、届出により日本国籍を取得できる（ただし
2008年国籍法改正施行前の同年12月31日までは
父母の婚姻による準正も要件。）。このため、①
に該当する女性の非嫡出子として出生時に日本
国籍を取得した人のうち、①に該当しない日本
国籍保有者の男性の子として届出による日本国
籍取得の要件を満たし得た人は「ロシアに属す
べき人」から除く余地もある。

187ⅰ改正国籍法2条1号、2号、ⅱ改正国籍法3条、
ⅲ旧国籍法3条、新国籍法2条3号、ⅳ改正国籍法
附則5条。

188ⅰ旧国籍法5条4号、ⅱ共通法3条、旧民法861
条、旧国籍法5条4号に準ずる。

189 田村・前掲注14）222頁、田村将人「樺太アイ
ヌの〈引揚げ〉」蘭信三編著『日本帝国をめぐる
人口移動の国際社会学』（不二出版、2008）463-
502頁、471-472頁。

190 参照、田中=ゲンダーヌ・前掲注30）163頁、ア
イヌ政策推進会議「北海道外アイヌの生活実態
調査」作業部会「『北海道外アイヌの生活実態調
査』作業部会報告書」（2011）26頁、46頁問34 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/
dai3/siryou3_3.pdf（2019年9月23日最終閲覧）。

191 参照、遠藤正敬『戸籍と国籍の近現代史』（明
石書店、2013）257-258頁。

192 最大判1961年4月5日前掲注66）。
193 最大判1962年12月5日前掲注90）。
194 樋口陽一ほか『注解法律学全集1 憲法Ⅰ〔前

文・第1条〜第20条〕』（青林書院、1994）182頁
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〔佐藤幸治〕、芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法 
第六版』（岩波書店、2015）87頁など。

195 芦部・前掲注194）92-94頁。最判1993年2月26日
判時1452号37頁、最判1998年3月13日裁時1215号
5頁、最判1995年2月28日民集49巻2号639頁。

196 参照、最大判2005年9月14日民集59巻7号2087
頁。

197 衆議院議員選挙法附則。参議院議員選挙法附則
9条、地方自治法附則20条1項、公職選挙法附則2
項も同旨。

198 水野直樹「在日朝鮮人・台湾人参政権『停止』
条項の成立」世界人権問題研究センター研究紀
要1号（1996）43-65頁、46-50、54-55頁。

199 水野・前掲注198）50-60頁。
200 選挙制度研究会編『選挙関係実例判例集（昭和

二十五年）』（帝国地方行政学会、1950）51頁。
201 水野・前掲注198）60頁。
202 江川ほか・前掲注33）208頁。
203 国立国会図書館憲政資料室所蔵「佐藤達夫文

書」1274「選挙法関係答弁資料」。
204 水野・前掲注198）50-59頁。
205 国会図書館憲政資料室所蔵・前掲注203）。
206 美濃部達吉『憲法撮要改訂第五版』（有斐閣、

1932）163頁。
207 美濃部達吉『新憲法逐条解説』（日本評論社、

1947）49頁。
208 『帝国議会衆議院委員会議録158昭和編』（東京

大学出版会、2000）34頁。
209 『帝国議会衆議院委員会議録158昭和編』・前掲

注208）34頁。
210 「15 国籍問題と平和条約」外務省編『日本外

交文書 サンフランシスコ平和条約 準備対策』
（外務省、2006）52-59頁。

211 外務省編・前掲注210）56頁。
212 外務省編・前掲注210）54-55頁。
213 参照、水野・前掲注198）。
214 水野直樹「在日朝鮮人・台湾人参政権『停止』

条項の成立（続）」世界人権問題研究センター研
究紀要2号（1997）59-82頁、65頁。

215 参照、大沼保昭「出入国管理法制の成立過程」

寺沢一ほか編『国際法学の再構築 下』（東京大
学出版会、1978）257-328頁、284-289頁。

216 大沼・前掲注215）295-296頁。
217 小林孝輔=芹沢斉編『基本法コンメンタール

［第五版］憲法』別冊法セ189号（2006）69頁
〔戸波江二〕、芦部・前掲注194）94頁。

218 松井茂記『日本国憲法〈第3版〉』（有斐閣、2007）
139-140頁。

219 美濃部達吉『日本国憲法原論』（有斐閣、1948）
151頁。

220 美濃部・前掲注219）163頁。
221 美濃部・前掲注219）170頁。
222 宮沢・前掲注45）306頁。
223 参照、佐藤幸治『憲法〔第三版〕』（青林書院、

1995）415-417頁、高橋和之『立憲主義と日本
国憲法 第4版』（有斐閣、2017）89頁、法学協会
編・前掲注67）298頁、宮沢・前掲注45）243-245
頁、306-314頁、芦部・前掲注194）88-89頁など。

224 美濃部・前掲注206）183-184頁。
225 美濃部・前掲注206）183頁、192-198頁。
226 美濃部・前掲注206）182-183頁。
227 美濃部・前掲注206）192頁。
228 美濃部・前掲注207）42-43頁。
229 参照、美濃部・前掲注207）48頁。
230 佐々木・前掲注65）480-482頁。
231 佐々木・前掲注65）385頁。
232 宮沢俊義『憲法大意』（有斐閣、1949）108頁。
233 宮沢・前掲注45）306頁。
234 最大判2008年6月4日民集62巻6号1367頁、1371

頁。
235 坂本昌成『憲法理論Ⅱ』（成文堂、1993）179-

180頁、青柳幸一「差別の直接的救済と司法の使
命」筑波ロー・ジャーナル5号（2009）1-28頁、
20頁、長谷部恭男「国籍法違憲判決の思考様式」
『憲法の境界』（鳥羽書店、2009）63頁、木下
智史=只野雅人編『新・コンメンタール 憲法』
（日本評論社、2015）133頁〔木下智史〕。
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