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  すなわち、母親が「元夫と関わりたくない」との自らの感情を優先したた

め、父親から養育費が支払われず、結果として、そのしわ寄せが子にいき、子

が経済的貧困状態に陥っているケースが数多くあるということである。 

 

これが、「子の利益」に反することは明らかである。 

民法第８２０条において「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び

教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しているように、親権者は、子

の利益のために監護する「義務」を負うのである。 

また、民法第８２６条第１項において「親権を行う父又は母とその子との利

益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を
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選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しているよう

に、子の利益に反する行為をしてはならないとされている。 

したがって、親権を行う父母が、「元配偶者と関わりたくない」との自らの

利益を優先し、もう一方の父母から子の養育費を受け取らないことは、利益相

反行為であり、親権者として適正を欠いていると言わざるを得ない。 

そこで、今般の法改正にあたっては、父母の一方が「元配偶者と関わりたく

ない」と考え養育費の支払いを拒むことだけでなく、養育費の支払いを求める

取り決めを拒むことを禁止することとした。 

具体的には、子の利益の観点から、離婚時に共同監護計画を定めることを父

母双方に課すこととし、共同監護計画を定めることを合理的理由なく拒否する

父母に対しては５万円以下の過料又はこれに併せて民法第８３４条の規定に基

づき「親権の行使が著しく不適当であるとみなし」親権喪失の審判をできるこ

ととした（改正後民法第７６６条第１０項）。 

かかる規定を設ける法改正をすることにより、子は、離婚という自らに全く

責任のない事象により、一方の親との関係を断たれたりすることがないよう法

的に保護されることになり、もって精神的貧困や経済的貧困、児童虐待等の被

害に陥ることを防止できるようになる。 
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このことが、今般、離婚後共同親権制度・共同監護制度を導入する第一の意

義である。 

  

 （参考） 

〇民法第８３４条 

「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著し

く困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その

親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母につい

て、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込み

があるときは、この限りでない。」 

 

２ 子の親権を有し子を監護する親にとっての弊害 

２０２２年１１月１６日、自民党の元政調会長である下村博文国会議員がホ

ームページ上で「共同親権導入を提案する」とのタイトルで、離婚後共同親権

導入についての主張を掲載した。 

その文章においては、離婚後単独親権・単独監護制が、離婚時に親権を獲得

し、子の監護を単独で行う父母（多くは母）にとっても決して良いものではな

いこと及び離婚後共同親権制・共同監護制を導入することが状況を改善し得る

ことが示されている。 

以下、抜粋する。 
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日本のひとり親家庭、特に、母子家庭が貧困に陥る理由の一つに、離婚後、

女性が家事・育児・仕事を全て一人で担わなければならないという問題があ

る。 

日本の母子世帯における母親の就業状況は 8 割を超える（８１.８％）が、う

ち非正規職員（パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等）の職につ

いているものが 3 分の２以上を占める。 

母子家庭の平均年収は２４３万（うち就労収入は２００万円）と極めて低い

が、その理由の一つとして、母子家庭の母親が、収入は低いが短時間労働を認

める非正規職員に多く就いていることが挙げられる。 

離婚後共同親権にすることで、その問題を解決できる可能性が高まる。  

例えばスペインでは、父母の監護割合を半々とすることを推進する法律

（Equal Parenting Time(EPT)）を制定することで、離婚後の女性の就労時間

が増加したとの調査結果がある。  

その理由として、共同監護にすることで、育児のためにとられる時間が少な

くなり、その分、仕事に割く時間を増やすことができるからだと推測できる。 

米国においても、２,７７０人のシングルマザーを対象に調査した結果、「離

婚後、父母で半々の割合で共同監護している母親は、子を単独で監護する（＝

監護を全て担う）母親に比べて、年収が１０万ドル（＝１,３５６万円）となる



25 
 

確率が 3 倍以上（３２５％）」との結果も出ている。その理由として、様々な

要因が考えられるものの、「半々の共同監護をしている母親は、より自らの仕

事に時間を割くことが出来る」こともその一因と考えられる。 

以上の調査を踏まえれば、日本においても、離婚後も共同監護を実践し、父

母が監護を分担することで、母親は、就労時間の短い非正規雇用の職ではな

く、就労時間の長い正規雇用の職に就く、あるいは職を維持し続けられる可能

性が高まると期待できる。 

したがって、離婚後共同監護制への移行は、母親及び子どもの貧困問題の解

消にも一定の効果があるものと考えられる。（以上、抜粋終わり。） 

このように、母子家庭の母にとっても、離婚後単独親権制（監護制）は決し

て良いものではない。 

離婚後単独親権制下において、離婚時に親権を獲得するのは９割が母親であ

る。しかし、親権を獲得した母親は婚姻中に比べて決して生活が楽になっては

いない。 

近年、家事育児を手伝う父親も増えているが、まず、その支援がなくなる。 

父親側の親族の支援もなくなってしまう。金銭的支援だけでなく、物理的支

援もなくなるのである。 

今般の法改正により、そのような問題は解決する。 
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父母は、子の監護を分担し、子の監護に要する費用（＝養育費）も分担する

ことを約束する共同監護計画を定めない限り、離婚できなくなる（改正後民法

第７６６条第２項・第５項）。 

 共同監護計画には、養育費の額についても記載される。そして、この計画は

公正証書化されることから、遵守しない場合に強制執行することが可能であ

る。 

 したがって、理論上、子の養育費は１００％支払われることになる。 

 また、父母の一方が希望する限り、隔週の週末は子に係る家事と育児から完

全に解放されることとなる。 

子の「唯一の親」として、子の監護の責任を１人で背負う必要もなくなる。 

このことが、今般、離婚後共同親権制度・共同監護制度を導入する第二の意

義である。 

 

３ 子の親権を奪われ子との関係を断絶させられる親にとっての弊害 

弊害として、まず挙げられるのが、自らの子を誘拐されることによる精神的

苦痛と、誘拐された子を取り戻そうとすると逆に未成年者誘拐罪（刑法第２２

４条）で逮捕されるため、取り戻すことができないことからくる精神的苦痛で

ある。 
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実の親が一方の親の合意なく子を連れ去る行為は、欧米諸国をはじめ、多く

の国で誘拐罪に該当する。例えば、カナダであれば、実子誘拐は１０年以下の

禁錮刑、スペインであれば、２～４年の禁錮刑及び４～１０年の親権剥奪処分

である。 

２０２１年８月、英国放送協会（BBC）が『日本人妻に「連れ去られた」子

供に会いたい…仏男性が東京でハンガーストライキ』とのタイトルで、日本の

実子誘拐について報道した。その中で、フランスの司法当局が、日本国内にお

いて、フランス人との夫との間に生まれた子を連れ去ったとして、日本人の妻

に対し、国際逮捕状を発行したことに言及している。 

このように、諸外国では、子の連れ去りは実の親であろうと誘拐罪に該当す

る重罪とされている。しかし、日本においては、夫婦が同居中に一方の親が子

を連れて出ていく行為は犯罪行為とは認められずに来た。 

むしろ、離婚後単独親権制を採用する日本において、実子誘拐は、離婚後に

親権を獲得するために極めて有利になる行為として、弁護士らにより積極的に

推奨されてきた。 

例えば、ある弁護士は、女性誌の離婚特集において、「親権争いは最初の対

応が肝心。家を出る場合は必ず子を連れて出ること」と実子誘拐を教唆してい

る。 
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日弁連法務研究財団の『子どもの福祉と共同親権』という本の冒頭には「弁

護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識と言ってよい認識が

ある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず子どもを依頼者のもと

に確保するということである」との記述がある。 

なぜ、このような誘拐教唆を弁護士がするかと言えば、子を先に連れ去り、

子の身柄を確実に確保することで、裁判においては、「継続性の原則（子の現

状を尊重し、特別な事情がない限り、これまでに子が育ってきた環境を今後も

継続した方がいいという考え方）」に基づき親権が与えられる判決が出るから

である。 

そのような日本の法制度の欠陥と司法運用が世界中に知られつつある。 

先の英国放送協会（BBC）の報道では、レポーターが「（日本人による実子

誘拐について）残念ながらここ日本では珍しくありません。これはこの国のい

わゆる単独親権と関係しています。結婚生活が破綻した場合、片方の親だけが

子供全員の単独親権を得ることができるというものです。ほかに選択肢はあり

ません。そのため、自分の子供を連れ去り、住民票を移す親もいます。こうな

ってしまうと、もう一方の親が状況を逆転させるのはほぼ不可能です。私にこ

う言う日本の弁護士もいます。『先に連れ去った親が勝つ』と」と日本の実態

を解説している。 
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２０２２年１０月、『日本における拉致問題：物議を醸す日本の単独親権制

度』とのタイトルで、オーストラリア人の母親が、日本国内において、日本人

の夫に子を誘拐された事件がオーストラリアの公共放送（SBS）でなされた。

その放送の中で、オーストラリア人の母親が、家に帰ってくると、夫と子がい

なくなっていた実情について取材に答えている。その母親が見せた写真には、

子に関係するものがなくなり空き家のようになった子ども部屋が写されてい

る。 

その番組の中で、日本人の弁護士が、取材に対して下記のとおり答えてい

る。 

「離婚後に一人の親しか親権者になれないということは、日本の家制度、文

化という伝統に関係していることになります。日本のシステムは子供の福祉に

適っていないと強く感じます。日本は、昔は家制度というものがあって、家の

トップは父親でした。それがそのまま残っている。…離婚している夫婦は喧嘩

をしていて仲が悪い状態です。そのような仲の悪い夫婦が、子供のために話し

合って必要な時に必要なことを決めることができないと（離婚後単独親権制度

維持派は）考えているのです。このシステムを子供の福祉に適うようなシステ

ムに変えていかないといけないと強く思います。…私は今二つの集団訴訟の共

同代理人になっています。一つは、日本が子の連れ去りを違法とする法律を作
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っていないこと、それが憲法に違反するという訴訟です。もう一つは、離婚後

に離れて暮らす親と子供がちゃんと会える面会交流のための制度が作られてい

ないこと、これが憲法に反する（という訴訟です）」 

自分の配偶者による誘拐行為により、子との日常生活がある日突然終了し、

それ以降、何年にもわたり子と会うことができなくなる、このような日本の実

態が離婚後単独親権制度の欠陥とともに、世界中に知られるようになってい

る。 

子を誘拐された親の喪失感がどれ程のものかは、そのオーストラリア人の母

親の立場に身を置き換えて想像すれば容易に理解できるはずである。 

子を誘拐された親の精神的苦痛に追い打ちをかけるのが、誘拐された子を取

り戻そうとすると、未成年者誘拐罪で逮捕されるという事実である。 

子の連れ去り行為は、子を連れ去った親にとって、離婚時に親権をもう一方

の親から奪うために有利に働く。一方で、一方の親に連れ去られた子をもう一

方の親が連れ戻そうとすると、連れ戻そうとした親が逮捕される。この不条理

な仕組みを知り、子を連れ去られた親の多くはさらに精神的に追い込まれるこ

とになる。 

なぜならば、子を誘拐された親は、誘拐された子を取り戻したいという感情

をかかえつつ、その子を取り戻そうとすると警察に逮捕されることから、取り
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戻したいのに取り戻せない状況に置かれるからである。目の前に欲しいものが

あるにもかかわらず、それに触ろうとすると目の前から消えてしまい二度と手

に入らなくなる仕掛けの中に閉じ込められたと考えれば、その精神的葛藤がど

れ程のものか理解できるはずである。目の前にぶら下げられているものが、最

愛の子であればなおさらである。 

そのような状況に置かれた父母の多くは憔悴し精神的に不調を訴えることに

なる。多くの親は鬱状態に陥り、場合により自殺に至る。 

子を誘拐された親が自殺する事件について、メディアで報道されることは少

ない。 

しかし、わずかに報道される事件を知るだけでも、子を誘拐された親の精神

状態がどのようなものであるか垣間見ることができる。 

ある雑誌記事では、親権を求めて離婚調停中であった防衛技官が、子に会え

ず自殺した事件が掲載されている。 

その防衛技官の妹は、記事中で「調停がうまくいっていなかった兄は、子供

の親権を奪われた上に、このまま子供たちの養育費だけをうまいように取られ

て苦労するくらいなら、いっそ自分が死んで財産分与をしたい、と考えていた

ようです。」と答えている。 
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２０１６年、焼身自殺を図った父親の新聞記事が掲載された。記事による

と、男性は離婚した妻と子の親権を巡る調停のため、近くの家庭裁判所を訪れ

ていたという。 

親の自殺は、子の利益も損なう。自分の親権を巡り、自分の親がもう一方

の親を自殺に追い込んだと知った子がどれ程心に大きな傷を負うかは、言うま

でもない。 

ある雑誌の記事に、子の引き渡しを命ずる裁判所の決定を受けた日に自殺

した父親について書かれている。その男性は妻が子を連れ去ってから 3 か月余

りで、一番下の幼児を除く、小学生だった男の子２人を取り戻した。しかし、

裁判所は上の２人の子を妻の元に戻すよう法的措置を命じ、男性が末の子に会

うことも認めなかった。その決定が下った時、男性は自らの命を絶った。 

当時小学生だった長男は父親の棺に「大好きなパパへ」と書いた手紙を入

れた。横書きのカードに、幼い字で問うている。「パパ大好き。でもなぜ死ん

だの？」。父の死を信じられず、こう言っている。「じさつなんてなんかのまち

がえでしょ」。思いの丈を込めて書いている。「パパ大好き大大大大好き」。少

年は叫んでいる。「パパに会いたい。生き返って!!」。そして懇願した。「ゆうれ

いでもいいからでてきて」。 
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こういった光景が、日々、日本国内において繰り広げられている。今般の法

改正は、このような悲劇がこの国で二度と起こらないようにするためのもので

ある。 

上記の報道から明らかな通り、多くの親が子をもう一方の親に誘拐され自殺

に追い込まれる原因に離婚後の単独親権制がある。 

前述のとおり、実子誘拐は、離婚時に一方の親から親権を獲得するために有

利であるから行われる。 

したがって、離婚後共同親権制にし、実子誘拐をしなくても親権を奪われる

ことがないとなれば、実子誘拐をしようとのインセンティブは生まれない。 

また、離婚後単独親権制度は、これまで父母２人に与えられていた親権を離

婚時にどちらか一方から強制的に剥奪する仕組みであり、父母がともに子を責

任をもって育てたいと考えた場合、その１つの親権をめぐり、いかに配偶者が

父母として不適格であるか、お互いに罵り合うことを強要する仕組みとなって

いる。 

アメリカが、１９７０年代より共同親権・共同監護制度に移行した理由とし

て、子に対する責任の共有のほか、父母間に勝敗を作らない監護体制への変更

があったという。 
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親権者を父母どちらか一方のみ認める、あるいは、監護権を有する監護者を

父母どちらか一方のみ認めるという制度設計をすれば、必然的に夫婦が高葛藤

になることは、４０年以上前のアメリカにおいても、２０２０年代の日本にお

いても変わらない。 

そこで、今般の法改正にあたっては、父母が高葛藤の状況に陥らないよう配

慮した規定としている。具体的には、子のある父母は、離婚をする際に、親権

等を奪い合うことをなくさせるとともに（改正後民法第８１９条）、ADR（裁

判外紛争解決手続）を利用し、協議を通じて共同監護計画を作成することを義

務付けている（改正後民法第７６６条）。 

欧米諸国や台湾などの国の法制度では、「フレンドリーペアレント・ルール

（友好親原則）」と呼ばれるものが法律の中に含められている。これは、子の

利益のために、自らの感情や葛藤を抑え、父母間で友好的に協議を進める親を

有利に、自らの感情を優先し子の利益を損なう行動をとる親に不利益を与える

仕組みである。 

今般の法改正においても、このフレンドリーペアレント・ルールを採用して

いる。具体的には、前述のとおり、共同監護計画を定めること及び遵守するこ

とを合理的理由なく拒否する父母に対しては５万円以下の過料又はこれに併せ
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て民法第８３４条の規定に基づき「親権の行使が著しく不適当であるとみな

し」親権喪失の審判をできることとした（改正後民法第７６６条第１０項）。 

また、子の連れ去りについても規制することとした。子を連れて別居するこ

と自体は許すものの、かかる行為をする場合においては、急迫の事情がある場

合を除き、もう一方の親の同意又は裁判所の許可を必要とすると規定した（改

正後民法第７５２条第２項）。また、子の連れ去りを契機として、子と一方の

親が会えなくなることがないよう、別居後、請求があれば直ちに暫定共同監護

計画を定めることを義務付けた（改正後民法第７５２条第３項及び第４項）。

これにより、親子の関係が断絶することはなくなる。 

なお、親権者や監護者を父母どちらか一方にのみ認める仕組みを採用しない

別のメリットとして、父母や子の人生に全く責任を持たない第三者が、父母や

子の人生に介入する余地を与えない点が挙げられる。 

これまでは、民法第８１９条第１項で「父母が協議上の離婚をするときは、

その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定し、同条第

３項で「第一項…の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき

は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることが

できる。」と規定していたため、裁判官という第三者に、他人の親子の人生を

決定する権力を与えていた。 
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しかも、同条第１項では、離婚時に親権者を父母のどちらか一方に決定する

よう規定しつつ、どのような基準で決定すれば良いのか全く規定していなかっ

た。 

そのため、裁判官は、「子の利益のため」と称すれば、自らの思いのままに

親権（その一部である監護権を含む。）を一方の親に付与したり剥奪できたり

することができた。 

その結果、子の親権や監護権を得たいと考える父母は、裁判官に対し、親権

者・監護者に自らを指定するよう嘆願し、裁判官の慈悲にすがらなければなら

ないようになってしまっていた。 

「法の支配」に代わり「人の支配」が行われる空間において、支配者となっ

た人間がどのような態度をとるかは、『実子誘拐ビジネスの闇』に取り上げら

れた以下の例が参考になる。 

それはある子の監護者を指定する審判を担当した裁判官の例である。２０１

２年、離婚時の監護に関する取り決めについて規定する民法第７６６条の改正

法が施行された。この審判において、子を連れ去られ、子に会うことのできな

い父親が、監護者指定の担当裁判官に対し、民法改正の国会審議に沿った適切

な対応をするようお願いした。 
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その国会審議において、法務大臣は「継続性の原則があるから連れ去った方

が得だと、そういうことがあってはいけない」、「裁判所は親子の面会交流がで

きるように努めることがこの法律の意図するところ」などと答弁し、この民法

第７６６条の改正趣旨を説明していた。 

そうしたところ、その裁判官は「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。

国会の審議など参考にしたことは一度もない」と言い放ったという。 

このことが最高裁に伝わったからか、「国会の審議録を回覧するように」と

の異例の通知が全裁判所に出され、その裁判官の発言は国内外のメディアに実

名入りでとりあげられる事態にまでなった。 

にもかかわらず、その裁判官は、「継続性の原則」に基づき、子を連れ去

り、子を父親に会わせない母親を監護者に指定する審判を下した。そして、そ

の審判書に、「蛇足ながら」と前置きし、「（今回の民法第７６６条の改正は）

従前から（裁判実務で）認められていたことに明文が一部追いついたもの」

「今回の法改正を大きくとりあげて『これまでとは違う』と強調することは相

当とは言えない」と独自の「解釈」を記載した。 

なお、改正された民法の規定を「解釈」と称して黙殺したこの裁判官は、退

官後、この母親の代理人の弁護士事務所に天下っている。 
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これが、離婚後単独親権制を採用した上で、子の親権者や監護者の指定とい

う重要な決定を、何らの法的基準も設けず、裁判官の自由裁量によりできるこ

とと規定した論理的帰結である。 

このように法改正を無視し、法から逸脱する行為を働く裁判官は、決して例

外的存在ではない。 

この裁判官に限らず、この民法第７６６条の改正は、裁判官の間では「なか

った」ことにされているようである。 

２０１２年の民法第７６６条の改正法の施行前後で、裁判所の親権者指定等

における運用は一切変わることがなかった。 

運用が変わる兆しはあった。それは、改正後の民法第７６６条の規定に従い

親権者を指定したことで知られる家裁判決（いわゆる「松戸判決」）が出た時

である。これも『実子誘拐ビジネスの闇』に詳細な記述がある。 

一審の家裁では、「親権を得たら、長女を年間１００日程度、母親と面会交

流させる」と提案した父親を、「長女は両親の愛情を多く受けられ、健全に成

長できる」と評価し、親権者に指定した。 

しかし、控訴審において、担当裁判官は「親子の面会の重要性は高くない。

年間１００日の面会は近所の友達との交流に支障が生ずるおそれがあり、子の

利益になるとは限らない」と判示し、母親を親権者に指定した。 
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そして、一審と控訴審の判断が分かれたにもかかわらず、最高裁は、父親の

上告を「不受理」とした。 

この事件から明らかなとおり、裁判官は、「法解釈」と称して、脱法行為を

働くおそれがある。 

以上の経緯を踏まえ、今回の法改正は、裁判官らが脱法行為を働く前提で、

これに対処した制度設計とした。 

まず、児童虐待等に基づく親権喪失等の事案を除き、裁判官から、父母の親

権について審査をする権限を取り上げることとした。 

今後、裁判官は、親権（その一部である監護権を含む。）という父母及び子

にとって極めて重要な権利及び義務に一切影響を与えることはできなくなる。 

離婚後も子の監護を行いたいと願う父母は、もう、裁判官の慈悲を請う必要

はなくなる。弁護士も、裁判官の天下りを受け入れ便宜を図ってもらう必要性

はなくなる。 

法改正後、父母の離婚時に、親権に関し、裁判官の関与が許されるのは、父

母の一方が親権を辞任したいと申し出た場合に、それが「やむを得ない事由」

である場合に「許可」する行為のみである（改正後民法第８１９条）。 

しかし、裁判官から父母の親権を剥奪する権限をとりあげるだけでは、父母

及び子の権利保護の観点からは不十分である。 
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そこで、今般の法改正においては、多義的な解釈を許す条文や法の欠缺がで

きるだけないよう配慮して規定を作成した。 

例えば、特殊なケースについて対応するための規定（改正後民法第８３７条

の２）では、想定されるケースについてできるだけ詳細に規定し、更に細かい

点については、法務省令で規定するとした。 

これにより、裁判官が「解釈」と称して法の立法趣旨から逸脱した判決等を

出すことを防止できると期待できる。 

法改正後においては、仮に法の欠缺があり問題が生じた場合、裁判官の「解

釈」に委ねるのではなく、法務省令を変更することで対応することが可能とな

る。 

この法整備により、「母子の交流を積極的に認めることは、近所の友達との

交流に支障が生ずるので子の利益に適うとは言えない」などという珍解釈を裁

判官が披露することはできなくなる。 

憲法第７６条第３項に「すべて裁判官は、この憲法及び法律にのみ拘束され

る。」と規定されているが、以上のとおり、少なくとも家族法分野についてい

えば、裁判官が憲法にも法律にも拘束されていないことは明らかである。 

しかし、今後は、この法改正に基づき、裁判官も民法の規定に拘束されるこ

ととなることから、国民の権利が保護されることが期待できる。 
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なお、裁判官が恣意的に公権力を行使できる制度設計にすると、裁判官がお

かしくなるだけでなく、その周辺にいる者達までが狂ってくる。 

ロシアの格言にあるように、魚は頭から腐るのである。 

ある日突然子を誘拐された親が、その後、司法プロセスを経て裁判所の判決

により親としての権利を剥奪されるまで、どのような環境に置かれるかは、次

の２つのブログから想像することができる。 

１つは、裁判所職員のブログの記載である。これは国会でも取り上げられ、

『実子誘拐ビジネスの闇』でも引用されたものである。 

その裁判所職員は、子を奪われた父親らについて「キチガイ率は異常に高

い」「お前のイカレ話を聞いていると他の仕事が全部ストップしちまうから、

さっさと消えろ」と言い、更には、「自分の要望が通らないからと言って自殺

を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない＝裁判所が相手の味方をしてい

ると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑

だ。裁判所でやられると後始末が大変だから止めてくれ。ああ、敷地の外な

ら、いつでもどうぞ www」とブログに書き込んでいる。 

もう１つは、ある弁護士夫妻のブログで、タイトルは「死ぬ死ぬ詐欺」とい

うものである。 
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そのブログでは、弁護士が、「あるモラ（モラルハラスメントの略）被害者

が、『死ぬ死ぬ』と騙して同情を引き出すモラ夫たちは『死ぬ死ぬ詐欺』だと

言ったそうです。なんと的を射た名言！」、「モラ夫が本当に亡くなったなら

ば、離婚問題は全てが全て一挙解決です。親権はもちろん、慰謝料だ財産分与

だ婚費だとメンドウなことも全部、あなたと子どもさんが相続して解決。内

心、『そうなったらなったで問題ないわ』くらいの余裕をもって対応してくだ

さい。」、「モラ夫の９９％以上の人は、自殺なんかしません。自己愛の塊のよ

うな彼らが、自己愛の最たる対象である自らの命を、そうそう粗末にするはず

がありません。そして不幸にも（？）、その１％にあたってしまった方は、『離

婚紛争のエネルギーと費用を省けてよかった』くらいに思っていたらよろしい

と思います。」などと綴っている。 

従来、子を連れ去られた後に裁判所から呼び出されると、そこで、このよう

な裁判所職員や弁護士らと接しなければならなかった。 

そのようなことがないよう、今般の法改正においては、できる限り裁判所の

敷地内に入ることがないよう制度設計している。 

例えば、離婚時に面会交流や養育費の取り決めをするにあたっては、裁判所

に行く必要はない。代わりに ADR（裁判外紛争解決手続）を認証事業者によ

る立ち合いの下、行うこととする（改正後民法第７６６条第４項）。認証事業
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者は、父母それぞれの事情を聞き、それに対応した共同監護計画を作成する支

援をする。その認証事業者が気に食わなければ、別の事業者にお願いすれば良

い。父母の意思に反して、事業者の意見を押し付けることは許されない。 

ただし、父母が合理的理由なく共同監護計画を作成しない場合や、計画を作

成するための協議を積極的に行わない場合には、裁判所に出向かなければなら

ない仕組みとしている（改正後民法第７６６条第８項～第１０項）。 

 その場合、裁判官をはじめとする裁判所職員や相手側の弁護士から生きる希

望を失わせるような言葉を数多く浴びせられるおそれがある。それが嫌であれ

ば、ADR を利用し、定められた期間内に共同監護計画を定めなければならな

い。 

 以上をまとめると、今般の法改正により、１つしかない親権を巡り父母の間

で罵り合う必要もなくなり、子を誘拐する必要もなくなり、子と会えなくなる

こともなくなり、そして、人間性の欠如した裁判官をはじめとする裁判所職員

や弁護士らと接することもなくなるということである。 

このことが、今般、離婚後共同親権制度・共同監護制度を導入する第三の意

義である。 

 

４ 配偶者暴力（DV）などの特殊事案についての対応 
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今般の法改正では、離婚後共同親権制導入に併せ、DV の問題などについて

も「法の支配」が及ぶよう規定を整備した。 

従来、親権を一方の親から奪うために、配偶者暴力（DV）を捏造するケー

スが横行して来た。DV を捏造される被害者の多くは父親である。 

DV の捏造件数について、ある弁護士がテレビで「毎年、３千人から４千人

の女性が、夫から『暴力を受けていた』と嘘をついている可能性がある」旨の

発言をしている。しかし、実態は不明である。 

なぜならば、政府が虚偽 DV の実態について、これまで一度も調査を行って

いないからである。なお、仮に調査を行ったとしても「私は DV を捏造しまし

た」などと正直に答える者がいるとは思えない以上、いずれにせよ、実態を正

確に把握することは困難である。 

子を奪われ、子と会うこともできないまま、養育費や婚姻費用だけ払わされ

ている「被害者」の父親が、いわれのない DV を捏造され、「加害者」として

仕立て上げられ社会的信用まで失うことになる。このような理不尽なケースが

これまで数多く報告されている。 

多くの弁護士や女性団体は、共同親権制導入に反対する理由として「共同親

権制を導入すると DV 夫から逃れられなくなる」と異口同音に主張する。 

そして、「DV の捏造など存在しない」と豪語する。 
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しかし、ここに動かぬ証拠がある。 

ある記事の中で、弁護士事務所の代表が語ったと言われる DV の捏造教唆の

内容が取り上げられている。 

この内容は録音されており、ツイッター上で聞くことも可能である。 

例えば、離婚時に親権を得たいと主張する女性の相談に対し、下記のような

教唆をしている。 

 「（離婚原因を）わざと作る女の人は結構いるよ。喧嘩をふっかけて、彼を

怒らせる。それを録音しておくとか。声が大きくなったところで、わざと階段

から転げ落ちてみるとか。彼に手をあげさせるくらいなシチュエーションに持

っていたとこで、警察に通報してみるとか。そうやって彼を暴力夫に仕立て上

げて離婚する」 

そもそも、離婚後に共同して父母が親権を行使するにあたり、DV が問題と

なるケースは、「例外的」ケースであるといえる。 

法務省「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」（２０２１年）にお

いて、「離婚原因」として、性格の不一致が７３．７％と圧倒的である一方、

身体的な暴力（身体的な暴力への脅迫も含む）が５．４％、精神的な暴力が１

６．４％、児童虐待が４．１％となっている。 
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すなわち、身体的な暴力のみならず、精神的な暴力を含めたとしても、調査

対象の２割程度しか該当しないということになる。しかも、これは父母が自ら

主張する離婚原因であり、実際にあったかどうかの検証は一切されていない。 

したがって、DV の問題があるということをもって、離婚後の共同親権制導

入に反対する論法は、正当防衛できなくなるから殺人罪を廃止しろと主張する

ようなものであり、極めて乱暴なものと言える。 

とはいえ、数は少数であったとしても、そのような DV 案件を無視すること

は許されない。 

そこで、今般の法改正では、DV について、大きく３つの類型に分けて、そ

れぞれの DV の性格にふさわしい対処方法を規定している。 

まず、第１の類型であるが、これは、日常的に DV 行為を子の目の前で配偶

者（元配偶者を含む。以下同じ）に対し働いているような場合である。かかる

行為は、児童虐待防止法に規定する児童虐待に該当する。そうした場合、民法

第８３４条に基づき親権を剥奪される（DV が相対的に軽度の場合は、民法第

８３４条の２に基づき親権を停止される）。 

そして、その場合において、その DV を働いていた親と子とを面会交流させ

ると子の生命身体に重大な危険が発生するおそれがあるときは、裁判所が、児
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童相談所の職員による監視付き面会交流を命ずることとなる（改正後民法第８

３７条の２第３項）。 

第２の類型の場合とは、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫がある場合である。その場合において、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律に規定する保護命令の申立てを被害者がした場合、そ

の申立ての時から、婦人相談所等の支援を受けることができる（改正後民法第

８３７条の３）。その支援とは、父母間の連絡調整や子の受渡しなどであり、

これにより、父母間が直接会話することも、会うこともなく、子と加害者とさ

れる親が会うことが可能となる。 

この方法であれば、DV の被害者である親の住んでいる場所なども DV 加害

者とされる親から秘匿することができ、その親の安全を確保することが可能と

なる。 

第３の類型の場合とは、上記の調査でいうところの精神的な暴力（モラルハ

ラスメントや威圧的支配（経済的に支配され、議論も十分にできないほど精神

的に支配されている状態）なども含む。）がある場合である。 

精神的暴力には、前述の弁護士がブログに記載したような内容を発する言葉

の暴力も含まれる。あのような人格を否定するような言葉を配偶者が日常的に

発する場合、その配偶者との別居や離婚を認めるべきである。 
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したがって、精神的暴力がある場合、裁判による離婚が認められる事由の一

つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るようにする必要がある

（ただし、これは裁判所の法解釈の問題であり法改正は不要である）。 

また、今般の改正により、一方の親が子を連れて別居を開始する場合に、他

方の親の同意が必要又は裁判所の許可が必要とされるようになるが（改正後民

法第７５２条第２項）、その裁判所の許可を得る事由の一つとして認めるべき

である。 

ただし、精神的暴力があることを理由として、子に対する配偶者の親権を剥

奪したり、子とその配偶者が交流することを制限することは許されない。 

「あなたが自殺してくれれば、私も子どももあなたの財産を相続できて幸せ

だ」など人格を傷つける発言を配偶者がしたとしても、そのことを理由に、そ

の配偶者と子とを会わせないこととすることはできない。 

なぜならば、それはあくまで（元）夫婦間の問題であり、子の利益を損ねて

いる訳ではなく、また、子の身体に危険が及んでいる訳ではないからである。

同様に、子に対する親権をその配偶者からとりあげる理由にもならない。 

また、そのような精神的暴力を日常的にはたらく配偶者に対して「二度と関

わりたくない」との気持ちが芽生えることは自然なことであるとしても、子の
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ために、その感情を抑え、その配偶者と共同監護をすることを、離婚後共同親

権・共同監護制度は求めているのである。 

かかる（元）夫婦間の問題は、あくまでも慰謝料等で対応すべき問題であ

る。 

なお、今般の制度設計にあたっては、虚偽 DV を防止するために、DV につ

いての事実認定の強化を規定する条文を新設するなどの措置は講じていない。 

なぜならば、DV の事実認定方法をいくら厳格なものとしても、「夫に喧嘩を

ふっかけて怒らせ、声が大きくなったところで、わざと階段から転げ落ちてみ

たり、彼に手をあげさせる」などの弁護士の教唆に基づき巧妙に作り上げられ

た「証拠」が裁判所に提出されれば、裁判官も、訴えられた配偶者を DV 加害

者と認定し保護命令等を出さざるを得ないからである。 

そこで、今般の改正では、真に DV 被害に遭っている父母は救済される一方

で、虚偽の DV 被害を主張しても得をしない仕組みを構築することで、虚偽の

DV をそもそも主張するインセンティブをなくすことを意図し制度設計した。 

虚偽 DV を捏造する動機の際たるものは、親権を得られるところにある。 

従来、離婚し親権を獲得するために、DV を捏造することが非常に有効であ

った。 
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離婚し親権を獲得するために、DV を捏造する手法が有効である理由は、大

きく分けて２点ある。 

第 1 は、配偶者を有責者にできる点である。 

日本において、裁判離婚をする場合、有責主義を採用している（民法第７７

０条）。すなわち、夫婦が離婚に合意しない限り（協議離婚）、夫婦のいずれか

に責任がない限り離婚はできない。 

しかし、配偶者が DV を働いていることにすれば、「婚姻を継続し難い重大

な事由」に該当することとなり、配偶者に責任を負わせ離婚をすることが可能

となる。 

また、離婚時には、「DV を働くような配偶者は、子に対しても暴力を振るう

おそれがあり、親権者として不適格である」と主張することも可能となる。 

このような形で DV が利用されるため、皮肉にも、浮気もせず、子育てに熱

心な親ほど虚偽の DV で訴えられることとなる。なぜならば、子育てに熱心な

親は、親権を奪われたくないことから、離婚の提案があっても拒否するからで

ある。その場合、提案を拒否された親は、残る手段として、裁判離婚をし、配

偶者から親権を奪うしか方法はなくなり、DV の捏造に手を染めることになる

のである。 

第２は、子の連れ去りを正当化できる点である。 
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夫婦には同居義務があり（民法第７５２条）、一方の合意なく別居すること

は、その義務に違反する。その義務に違反すると、場合により、「悪意の遺

棄」に該当するとして離婚事由となる（民法第７７０条）。そのような形で離

婚した場合、子の親権が相手に行ってしまうおそれがある。 

しかし、「配偶者の DV により、子を連れて別居を開始した」と主張すれ

ば、「悪意の遺棄」に該当しなくなり、子の連れ去っての別居開始も合法的な

ものとみなされることとなる。 

そして、子の身柄を確保し、「DV を働くような配偶者とは接触できない」と

主張し、配偶者を子の監護から徹底的に排除することで、配偶者抜きの監護の

実績が積みあがることとなる。 

数年間、別居状態が続くと、離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事

由」に該当すると裁判所に認定されることとなる。 

そして、裁判所は、親権について、それまでの単独監護の実績をもとに「継

続性の原則」を適用し、配偶者の DV を主張し子を連れ去った親を親権者とし

て指定する。 

この２つの点で、DV の捏造は離婚時の親権獲得に非常に有利に働くのであ

る。 
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そこで、今回の法改正にあたっては、離婚後共同親権制を導入することで、

父母の一方の親権を剥奪しなくても、自らの親権を維持できるようにした（改

正後民法第８１９条）。 

親権は、離婚後も２つ用意されている。したがって、１つの親権を巡り父母

で争う必要はもはやなくなったのである。親権を獲得するために、階段から転

げ落ちる危険を冒す必要も今後はなくなる。 

DV を理由とした親権剥奪は、DV が児童虐待に該当する場合に限定してい

る。自らの親権が保障される中で、敢えて配偶者を児童虐待で訴える場合、そ

れは真摯に扱うべきであろう。 

また、虚偽 DV を捏造する別の動機として、「相手と関わりたくない」との

気持ちから捏造することも考えられる。 

子を連れ去った上で、DV の申立てをし、配偶者に対し裁判所から、自分と

子への接近を禁止する命令（保護命令）を出させることに成功すれば、法律に

基づき、堂々と「相手と関わることがない」状態を作り出すことができる。 

このようなやり方をとってでも、配偶者と関わりたくないとの気持ちになる

ことは仕方がないとしても、かかる父母間の争いに子を巻き込むことは子の利

益を損ねる行為であり、認めてはならないことは、前述のとおりである。 
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本当に救済しなければならない DV 被害者と「配偶者と関わり合いたくな

い」との動機に基づき DV を捏造する者とを峻別するためには、後者に該当す

る者にとって、DV を捏造するメリットがなくなる制度設計とすれば良い。 

そこで、裁判所から保護命令が出されているか否かに関係なく、配偶者と

は、子が成人するまで「関わり続けなければならない」仕組みとした。 

つまり、たとえ配偶者に対して保護命令が出された場合でも、共同監護計画

を協議して定めることを法律上義務付けることとした（改正後民法第７６６

条）。 

父母の間に子が生まれた以上、その子が健やかに育つための責任・義務は父

母双方にあるのであり、その責務は「配偶者と関わりたくない」との理由で免

除されるものではない。 

世界中で離婚後も元夫婦が共同監護を実施している。先進国で、これを認め

ていないのは日本だけである。 

諸外国においても、離婚をするくらいであるから、当然、元夫婦は、お互い

に「関わりたくない」との気持ちを有している場合が大半である。 

それでも、元夫婦が共同監護をしているのは、「子のために自らの元配偶者

に対する忌避感情を抑える必要がある」と理解し行動しているからである（あ

るいは、それを理解できない親は罰せられるからである）。 
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諸外国の父母ができて日本に住む父母だけができないという理屈は成立しな

い。 

なお、今般の改正では、父母のどちらか一方が親権を喪失した場合、面会交

流養育費計画を定めることが義務付けられている（改正後民法第８３７条の

２）。したがって、配偶者の親権がたとえ喪失したとしても、未成年の子がい

る限り、その配偶者との関係が切れることはない。 

であるから、配偶者との関係を切ることを目的として、その配偶者の親権喪

失の請求を裁判所に申し立てるインセンティブは、この法改正で失われること

となる。 

以上の２点の法的措置を講じることで、DV の捏造は、相当数低下するもの

と期待できる。 

一方で、本当に DV を受けている場合の被害者保護は必要である。また、ス

トーカーのように、居所のまわりを徘徊することなどは防止しなければならな

い。 

そこで、前述のとおり、保護命令の申立てを被害者がした場合、その申立て

の時から、婦人相談所等の支援を受けることができることとした（改正後民法

第８３７条の３）。 
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その支援とは、父母間の連絡調整や子の受渡しなどであり、これにより、父

母間が直接会話することも、会うこともなく、子と加害者とされる親が会うこ

とが可能となる。 

この方法であれば、DV の被害者である親の住んでいる場所なども DV 加害

者とされる親から秘匿することができ、その親の安全を確保することが可能と

なる。 

この制度を導入することで、本当に DV を受けている被害者を保護しつつ、

「相手と関わりたくない」との動機で DV を捏造する者が出ることを防止する

ことができる。 

したがって、上記のような DV の捏造を弁護士が父母に対して教唆するよう

なことも、それをやる利益がないことから、必然的になくなることが期待され

る。 

以上の法改正措置を一体として実施することで、真に DV 被害に遭っている

父母を救済しつつ、親子の関係を断絶することがなくなり、子の利益を確保す

ることが可能になると考える。 
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二 本法制定の経緯 

戦後、日本国憲法を制定し、その第２４条第２項に「離婚並びに婚姻及び家

族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等

に立脚して、制定されなければならない。」と規定した。 

これに伴い、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律（以下

「応急措置法」という。）を制定し、共同親権制度を採用した。 

アメリカのカリフォルニア州が共同親権法を導入する３０年以上も前のこと

である。 

１９４７年に施行された応急措置法の第１条は「この法律は、日本国憲法の

施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的

措置を講ずることを目的とする。」と規定している。 

そして、応急措置法第６条第１項において「親権は、父母が共同してこれを

行う。」と規定し、婚姻中か否かにかかわらず、すなわち離婚後であっても、

父母が共同して親権を行使できる仕組み（共同親権制）を採用した。 

この規定が離婚後共同親権制を可能とした規定であることは、応急措置法が

失効し、その後、民法が施行される際、「新法施行の際、現に、婚姻中でない

父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後

も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と
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定めることができる。」（民法の一部を改正する法律（昭和２２年法律第２２２

号）附則第１４条）とし、応急措置法に基づき、離婚後も共同で親権を行使し

ていた父母に対する経過措置規定が設けられていたことからも明らかである。 

この応急措置法が失効し、それに代わり１９４８年に施行されたのが、今般

の法改正前まで７４年間、維持されてきた民法である。 

この民法改正により、憲法の要請に基づき制定された応急措置法により採用

された離婚後共同親権制は、再び戦前の単独親権制へと戻されてしまったので

ある。 

戦前は、旧民法において、家長の父親が、婚姻中及び離婚後も、親権を行使

すると規定していた（「子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス」（旧民法第８７７

条））。 

この規定を部分的に復活させたのである（改正前民法第８１８条第３項「親

権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」） 

すなわち、婚姻中は共同親権制を適用しつつ、離婚後は戦前採用していた単

独親権制を適用することとしたのである。しかも、戦前の旧民法と異なり、父

母のどちらが親権者となるかの規定もなく、どちらを親権者とすべきかの調整

規定も定めなかった。 
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この制度の欠陥が、その後、７４年にわたり、父母が離婚時に熾烈な親権争

いをすることとなった原因である。 

なお、応急措置法で採用した離婚後共同親権制を廃止し離婚後単独親権制を

復活させた理由は「離婚した父母に親権の円満な共同行使を要求するのは困難

なので、離婚に当たって、父母の一方を親権者と定める―いいかえれば他方の

親権を失わせる―ことが必要になった」からであるとされる（我妻栄・有泉亨

著『民法三 親族法・相続法第三版』）。 

憲法上の要請であった離婚後共同親権制を廃止する理由としては、極めて根

拠が薄弱と言える。 

そして、違憲状態のまま、７４年間、民法の当該条文は改正されることなく

放置されてきた。 

その７４年の間に、諸外国の親権制度は大きく変わったが、日本のみ全く変

わることがなかった。 

前述の下村議員の提案には、その間の経緯がまとめられていることから、以

下、該当部分を引用する。 

（離婚後共同親権制は）米国カリフォルニア州共同親権法が１９７９年に成

立したのを皮切りに、全州で立法化された。同様に、欧州においても全ての国

が共同親権を採用するに至っている。 
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欧米諸国以外においても、１９８９年に「親子の不分離」及び「児童が定期

的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」を保障する

児童の権利条約が採択され、１９９０年に発効されたことにより、同条約の批

准に伴い、共同親権制に移行する国が増加した。 

そのような状況下において、日本が共同親権制を導入することは、国内上の

要請のみならず、国際的にも要請されている。 

例えば、令和元年 2 月国連子どもの権利委員会は、「共同親権を認めるため

に、離婚後の親子関係に関する法律を改正すること」などを日本政府に対して

勧告した。 

また、令和 2 年 7 月、EU 議会において、日本における子の連れ去りに関す

る決議が圧倒的多数（賛成６８６，反対１，棄権８）で採択されたが、その決

議には、「日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促すと

ともに、自らが批准した児童の権利条約へのコミットメントを守ることを求め

る」とある。 

本年１０月１４日においても、国連人権理事会の対日審査においても、日本

の親子引き離しの問題が取り上げられている。（以上、抜粋終わり。） 

７５年前に、世界に先駆け離婚後共同親権制を採用した日本が、離婚後単独

親権制に戻し７４年間放置している間、日本以外の諸外国が離婚後共同親権制
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を採用し、その諸外国から「日本は離婚後単独親権制を維持する前近代国家」

と非難されている。これは非常に皮肉なことである。 

この７４年間、多くの人々の「個人の尊厳」が汚されてきた。離婚後単独親

権制により、親権を巡り元夫婦が罵り合い、虚偽の配偶者暴力を捏造して攻撃

し、子ども想いの親が自殺に追い込まれ、片親に会えない子が継父らに虐待で

殺害され、若者が将来に希望を失い、そして、シングルマザーが貧困状態から

抜け出せない状態に置かれて来た。 

これらは、７４年前に、戦前の離婚後単独親権制度を杜撰な形で復活させた

ことに起因する。 

そこで、今般、７４年前の過ちを是正し、違憲状態にあった民法の親権制度

を改め、憲法の要請に従い、応急措置法第６条第１項の規定を復活させること

とした。 

具体的には、民法第８１８条第３項の「親権は、父母の婚姻中は、父母が共

同して行う。」とする規定を「親権は、父母が共同して行う。」と改正してい

る。これは、応急措置法第６条第１項の規定と全く同じ文言である。 

今般の改正は、離婚後単独親権制を復活させた理由であるところの「離婚し

た父母に親権の円満な共同行使を要求するのは困難」との主張を踏まえ、離婚

時に共同監護計画を作成することを義務付け、離婚した父母であっても親権の
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円満な共同行使を行えるよう法制度を整備した上で（改正後民法第７６６条

等）、７４年前に戦前の民法規定に一部戻すことにより違憲状態となった民法

を、７５年前に憲法に基づき制定された民法の規定に再び戻したのだと言って

良い。 

であるから、今般の法改正は、応急措置法第１条に定める応急措置法の目的

と同じ目的で制定されている。 

すなわち、本法は、「民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚

する措置を講じること」を目的とするものである。 

これが今般改正する法律の制定意義である。 

 
（参考） 

〇日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律（昭和２２年法律第７４号） 

 

第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本

質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。 

 

第六条 親権は、父母が共同してこれを行う。 

 

附 則 

１ この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 

２ この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。 

 
〇日本国憲法第２４条第２項 

 

「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。」 
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