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序論 

 

近年、国際結婚が増えるにつれて、国際離婚も増加しており、様々な問題が起こっている。 

それに関連して、2014年 4月 1日に、国際結婚が破綻した際の子どもの取り扱いを定め

たハーグ条約が、日本で発効された。ハーグ条約とは、一方親が他方親の許可を得ず、自分

の出身国や第三国へ子を連れ去った場合、子を元の国へ戻すため、各国間の協力体制を敷く

ものである。 

条約加盟以前に、世間で注目されていた事例の多くは、内国からの連れ去りより内国への

連れ去りであり、日本は、外国からしばしば「連れ去り大国」と称されていた。これは、一

方親が、実際に居住していた国で、正式な離婚手続きを踏まずに、そのまま子を連れて帰国

してしまうことを指している。 

かつて日本は、ハーグ条約の適用範囲外であったため、相手方が争うすべがなかった。条

約が発効された日に、30 人程の米国人男性が、国務省を訪れ、日本人の元配偶者が日本へ

連れ帰った子との面会等を求め、面会申請書を提出したことからも(1)、海外の人々が条約に

期待を寄せていたことが分かる。 

また、ハーグ条約の批准と共に採択されたハーグ条約関連法では、独自に定められた返還

拒否事由がある。その特色は、他方親から家庭内暴力にあっていた子が、元の国に返還され

ることが、果たして子の利益にかなうのかという観点から、返還拒否をできるというもので

ある。このように、日本や海外で、家庭内暴力が深刻な問題となっていることを受け、それ

を防止するための取り組みが数多くなされている。日本で 2011年に、児童虐待防止の観点

から、法改正により新たに定められた親権停止制度もその一つだと言える。 

そして、離婚後の親権制度と面会交流についても多くの課題がある。例えば、渉外結婚が

破綻した際、一方親が無断で、子を連れ去ってしまうと、他方親が面会交流できなくなると

いう親権の問題がある。これは、海外では共同親権制度の国が多く、居所指定権は監護権に

含まれているが、日本では単独親権制度であり、一方の親が居所指定権を含む監護権を有し

ているというように(2)、国によって制度にギャップがあるためである。 

そこで本稿では、第 1章で、ハーグ条約のシステムと子の連れ去り、例外的な返還拒否事

由から問題提起をする。第 2 章では、ハーグ条約の運用の実態と国内外の判例について取

り上げ、今後日本で事例を集積していく上で、どのような受入れ体制が必要か検討する。第

3章では、単独親権制度と共同親権制度を比較し、日本の親権制度の拡張可能性を探る。そ

の上で、条約で問題となった面会交流やその促進のため援助をする第三者機関の取組みに

触れ、離婚後の親子関係をどのように構築していけばいいかについて述べる。第 4章では、

児童虐待の実態と、それに対する国内外の法的措置から、システムにより救済されない子ら

を援助する子どもシェルターについて考える。既存の家族法の予期する家族だけでなく、全

ての事象をそのまま、法的システムへ当てはめることが解決へ繋がるのか、すなわち、シス

テムで救われない人々を関係機関の取組みにより援助している実態をもとに、今後の制度

の運用がどうなされていくべきかといった問題について焦点を当て検討したい。  
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第1章 ハーグ条約と返還拒否事由 

1－1．ハーグ条約の概要と中央当局の役割 

 

ハーグ条約は、一方親が他方親の許可を得ず、自分の出身国や第三国へ子を連れ去った場

合、子を元の国へ戻すため、各国間の協力体制を敷くものである。 

 1980 年 10 月 25 日、ハーグ国際私法会議は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関す

る条約」(以下、「ハーグ条約」という)を採択した。1970年代は、各国間の人の移動や国際

結婚の増加が顕著であった。その状況下、「一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる

国際裁判管轄の問題を解決する必要性」(3)の認識が広がった。その認識を契機に、ハーグ国

際私法会議が検討し、条約作成へ至った経緯がある。 

 

2014月 10月現在、ハーグ条約締約国は、世界 195か国(4)中 93か国(5)だ。条約締約国地

域別内訳は、アジア 5か国、大洋州 3か国、北米 2 か国、中南米 21 か国、欧州 49か国、

中東 3か国、アフリカ 10か国である。北米、中南米、欧州の加盟が進む一方、アジア、ア

フリカは遅れを取っている。なお、日本は、G8 諸国中唯一、ハーグ条約未締結であった。

しかし、2013年 5月 22日、参議院本会議でのハーグ条約承認案可決、承認を受け(6)、同年

6月 12日に条約加盟後の国内手続きを定めた関連法が成立(7)、2014年 4月 1日に発効され

た。 

 

ハーグ条約の適用範囲は、「監護の権利の侵害を伴う(3条)、16歳未満の子の(4条)、国境

を越えた移動」(8)だ。さらに、35条より、「締約国間において、この条約が当該締約国につ

いて効力を生じた後に行われた不法な連れ去り又は留置についてのみ適用する」(9)。すなわ

ち、「監護権の侵害を伴う国境を越えた子の移動について、そのような移動が子の利益に反

するとの考え、及び監護権の所在を決着させるための本案手続は移動前の常居所地国で行

われるべきであるとの考えに基づき、子を常居所地国に戻すための国際協力の仕組み等を

定める」(10)。常居所とは、「人が居所よりは相当長期にわたり常に居住する場所」(11)であり、

詳細な定義はなく、各国の解釈に委ねられる。一般的に、常居所は、子の元の居住国と解さ

れる。 

そこで、子の親は、各国の中央当局を介し、子の返還申立てや情報交換を行い、返還手続

きを円滑に進行する。中央当局の手続きを経た上で、未だに子の任意返還が確保されない場

合、司法手続を開始し、司法当局で返還可否の判断を下す。具体的には、「ハーグ条約のも

とでは、条約の締約国から他の締約国へ子の連れ去り、又は留置がなされた場合、残された

親は、子の返還を求める申立てが中央当局を通じてできることになっている。中央当局は重

要な役割を果たし、子の所在国の中央当局は、子の発見を支援し、返還手続を開始するため

の便宜を与える」(12)。なお、日本の中央当局は、外務大臣である(13)。中央当局の役割は、

不法に連れ去られた子の所在の特定、子に対する不利益防止、子の返還の確保、問題の友好

的解決等(7条 2項)、多岐に渡る。 
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1－2．ハーグ条約と日本独自の返還拒否事由 

 

ハーグ条約は、原則として、子を元の居住国へ返還し、子の利益は考慮しない。その理由

としては、「子の利益は曖昧な概念で法的判断に適さないこと」及び「連れ去られた先の裁

判所が子の利益を判断すると、その国の文化的、社会的価値観を反映した子の利益になり、

連れ去られた元の国の価値観と合わない」ことが挙げられる(14)。 

返還申立て後、申立人が、「子が 16歳未満であること、子が連れ去られ、又は、留置され

る直前に条約の締約国に常居所を有していたこと、子の連れ去り・留置が子の常居所地国の

法令によれば申立人の監護権を侵害すること」(15)の要件を主張立証する。返還要件が、全て

満たされていれば、裁判所が返還命令を出し、子の安全な返還手続段階へと移行する。 

 

ただし、例外として、裁判所は、返還拒否事由に該当する場合、子の返還拒否の判断を下

すことができる。具体的には、次の 6点が挙げられる。(ⅰ) 連れ去りから一年以上経過し、

子が新たな環境に適応している場合。「子の不法な連れ去りの日から一年が経過していない

場合、子の返還を直ちに命ずる」(12条 1項)、「一年が経過した後に手続きを開始した場合

においても、子が新たな環境に適応していることが証明されない限り、子の返還を命ずる」

(同 2 項)の反対解釈による。(ⅱ)「子を監護していた個人が連れ去りの時に現実に監護の権

利を行使していなかったこと」(13 条 1 項 a 号)。(ⅲ)「連れ去りの前にこれに同意してい

た・黙認したこと」(13 条 1 項 a 号)。(ⅳ) 「返還することによって子が身体的若しくは精

神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること」(13

条 1項 b号)。(ⅴ)「子が返還されることを拒み、かつ、その意見を考慮に入れることが適当

である年齢及び成熟度に達していると認める場合」(13 条 2 項)。(ⅵ) 「要請を受けた国に

おける人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められないものである場合」

(20条)。 

 

2014年に施行した「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」

(平成 25年法務省第 48号)(以下、「ハーグ条約実施法」という)、前述のハーグ条約の返還拒

否事由以外に、独自の返還拒否事由を定めていることが特徴である。 

ハーグ条約実施法は、条約の実施に必要な国内手続等を定めたものだ。条約では、「中央

当局は全ての適当な措置をとること、司法当局又は行政当局は子の返還のための手続を迅

速に行うこと等を定めているが、各国における具体的な手続等については各国の制度に委

ねられて」(16)いるためである。 
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実施法の定める返還拒否事由(28条)は、以下のようなものである。 

なお、同条 1項の①から⑥は、ハーグ条約の返還拒否事由を受けた内容である(17)。 

 

1 裁判所は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると

認めるときは、子の返還を命じてはならない。ただし、①から③まで又は⑤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常居所地国に子を返還することが

子の利益に資すると認めるときは、子の返還を命ずることができる。 

① 子の返還の申立てが当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時から一年を経過

した後にされたものであり、かつ、子が新たな環境に適応していること。 

② 申立人が当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に子に対して現実に監護の

権利を行使していなかったこと(当該連れ去り又は留置がなければ申立人が子に対し

て現実に監護の権利を行使していたと認められる場合を除く)。 

③ 申立人が当該連れ去りの前若しくは当該留置の開始の前にこれに同意し、又は当

該連れ去りの後若しくは当該留置の開始の後にこれを承諾したこと。 

④ 常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子

を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること。 

⑤ 子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合

において、子が常居所地国に返還されることを拒んでいること。 

⑥ 常居所地国に子を返還することが日本国における人権及び基本的自由の保護に

関する基本原則により認められないものであること。 

 

2 裁判所は、前項第四号に掲げる事由の有無を判断するに当たっては、次に掲げる

事情その他の一切の事情を考慮するものとする。 

① 常居所地国において子が申立人から身体に対する暴力その他の心身に有害な影

響を及ぼす言動(次号において「暴力等」という)を受けるおそれの有無 

② 相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外

傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無 

③ 申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無 

 

3 裁判所は、日本国において子の監護に関する裁判があったこと又は外国において

された子の監護に関する裁判が日本国で効力を有する可能性があることのみを理由

として、子の返還の申立てを却下する裁判をしてはならない。ただし、これらの子の

監護に関する裁判の理由を子の返還の申立てについての裁判において考慮すること

を妨げない。 

 

独自の返還拒否事由と言われているのが、同条 2 項に定められている、家庭内暴力に関

わる項目である。 

そもそも同条 1 項 4 号の「重大な危険」とは、子を耐えがたい状況に置くこととなる危

険性の程度を示し、その程度が重大である場合のことを指す。ただこの規定は「規範的要素

の強い抽象的な要件であり、その判断においていかなる事情が考慮されるか必ずしも明確
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でないため、実施法では、同条 2項において、裁判規範としての明確性を図り、当事者の予

測可能性を確保する観点から、他の条約締約国における裁判例等を参考にして、その考慮事

情のうち重要なものを例示している」(18)。 

同条 2項は、他方親が子の返還請求をし、子が常居所地国へ返還された場合に、どのよう

な影響が生じるかを念頭に置いた規定であるが、裁判においては、一方親や子が他方親から

受けた暴力の内容や、双方の親の現況が考慮されている。条約自体が、子の利益を配慮して、

元の国への返還を決める制度ではないことが懸念されていたが、仮に子が虐待を受けてい

たとすると、再発の可能性のある環境に戻すことが、果たして子にとって良いのかという点

で問題があることから、この規定を置くに至った(19)。 

 

注意すべき点は、条約の手続きにより、子が返還されたとしても、親権が相手方に渡って

しまうという意味合いでの決定ではないことだ。あくまでも条約は、両親が親権を争う上で、

不法に子が一方親へ連れ去られるままではないフェアな状態、つまり常居所地国へ迅速に

返還することに重きを置いている。これは、他方親の面会交流の機会を確保するためでもあ

る(20)。面会交流の実態については、後ほど検討する。 

 

 

1－3．国際裁判管轄 

 

 親権者指定の国際裁判管轄については、学説の多数説は、住所地国説とされている。実務

では、離婚の裁判管轄が日本にあれば、子が日本にいなくても、日本の裁判所が子の親権者

指定についても同様に、国際裁判管轄を有するとされている。国際裁判管轄が、日本にある

場合でも、準拠法を外国法とする場合があるが、比較的日本法となる場合が多い。離婚の際、

日本では、親権者を指定しなければならないため、離婚の裁判管轄が日本に認められれば、

当然親権についての管轄も認められるという、引きずり型の判断がなされている。 

 ただし、子が日本にいる場合は、裁判所が子の監護状況を調査できるものの、日本にいな

い場合は、十分な調査ができず、裁判管轄の権限行使をしづらいという問題がある(21)。 

 

一方親によって日本から外国へ子が連れ去られた場合を考えると、次の 3 つのケースが

ある(22)。 

 

 第 1に、日本に残された他方親は、日本には子が居らずとも、連れていった親と子が元気

に生活しているようであれば、最初から一方親の方へ親権者指定を求める。すると、調査等

が行われていなくても、その通りに親権が指定される。 

 

 第 2に、日本に残された他方親が、親権者になりたいと訴えた場合は、子を連れ去った一

方親が返答せず、欠席裁判のようになってしまい、そのまま日本に残された親の方に親権が

指定されることがある。この場合も、前述のケースと同様、子の調査は行われていないが、

一方親が争っていないことになるためである。 

 第 3に、日本に残された他方親が、子の親権を諦められず、離婚をして再婚をしたいが、
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自身が親権者に指定されるかはわからないため、親権者の指定をせず離婚だけを求める場

合や、子の引渡請求をしたいが、離婚するかどうかはまだ考えていないため、子の監護者指

定を得たいものの、子が日本にいないと管轄が認められないため、離婚訴訟を起こす場合が

ある。  

 

 反対に渉外結婚をしていた日本人の親が、母国へ子を連れて帰国した場合はどうなるの

だろうか。その事例として、フランス DV離婚事件(東京地判平成 16年 1月 30日)がある。 

事件の概要は、フランスでフランス人の夫から DVを受けていた日本人妻が、子を連れて

帰国し、日本でフランス在住のフランス人夫を被告として、離婚訴訟を提起した。フランス

人夫側は、フランス裁判所が出した子の返還命令や母子の住所をフランスとみなす命令、フ

ランス警察の日本人妻に対する拘束命令を根拠に、日本には離婚の国際裁判管轄が認めら

れないと主張した(23)。 

 

 日本では、 1964 年(昭和 39 年)の最高裁大法廷判例により、被告の住所が日本にあろう

となかろうと、被告が原告を悪意で遺棄した等の場合、離婚の国際裁判管轄を日本に認める

という基準があった。 

 ただ、この場合には、前述の判例法理が成立するという立場と、疑問を持つ立場に見解が

分かれていた。当事件では、日本に国際裁判管轄が認められた。その理由として、フランス

国内で、日本人妻がフランス人の夫から、度重なる暴行、傷害を受けていたこと、生命、身

体の自由、安全を求める権利は、どこの国でも共通であること等が挙げられる(24)。 

 なお当事件は、日本がハーグ条約に加盟する前の事案であるが、条約加盟後、このような

ケースでは、むやみに子を返還するのではなく、前述のように、関連法に定める独自の返還

拒否事由によって、返還を拒否することができるという選択肢も生まれた。 

 

 また、海外の国際裁判管轄の事例で、EU では、裁判管轄はブラッセルⅡbis 規則、準拠

法についてはローマⅢ規則という、域内統一ルールがあり、EU以外の第三国の市民にも適

用されるようになっている。EUは日本とは異なり、地理的条件として、国と国とが地続き

であるため、国境を越えた子の奪取が頻発しやすい状況にあったため、子の奪取を防ぐべく、

統一ルールが定められたという経緯がある(25)。 

 

 

1－4．ハーグ条約の「連れ去り」 

 

ハーグ条約の「連れ去り」とは、子を常居所地国から離脱させることを目的として、当該

子を常居所地国から出国させること(ハーグ条約実施法 2条 3号)をいう。この条文は、子ど

もの権利条約 11条の「締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外か

ら帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる」との関連が指摘されてい

る。 

 

ハーグ条約を作成した当初、想定されていた連れ去りは、夫が子を連れ去るものだった。 
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しかし、実際の連れ去りは、妻が子を連れ去るケースが多く、制定当初とは、連れ去りの

ケースがずれている。 

従来、日本では、「子連れ別居は普通のこととして社会的に容認され、家族間の問題と捉

えられている」(26)。条約批准前の状況について、コリン・ジョーンズ氏は、次のように述べ

ている。国内ではさほど認識されていないが、日本は、海外で「親による子の誘拐の安全な

避難所」、いわば一種の「拉致大国」としての評価が定着しつつある。外国の法律に違反し

ている場合でも、日本の親によってその子が一度日本に連れ「戻されて」しまえば、日本の

裁判所が「子の利益」等を理由に、そのような行為を承認してしまう場合が少なくない。そ

のため、一見すると、日本の裁判所が、諸外国では犯罪となる行為に手を貸しているように

も評価できる(27)。 

このように、外国の法律では、共同親権制度を元にしていることから、一方の親による子

の連れ去りは犯罪であるとされており、国際的に指名手配されるケースもある。日本と外国

の連れ去りの見方には、かなりの差が生じており、特に家族の考え方の違いが、子の連れ去

り問題を複雑にしていた。 

また海外の子の連れ去りでは、渉外結婚の破綻に伴って親権を失った一方親が、無断で母

国へ連れ去った子を、イタリアの国際的な子の誘拐組織が連れ戻す事例もあった(28)。 

 

さらに、一方の親が、子を連れ去る自力救済は、本当に子供のためかという問題がある。

これについては、「連れ去りしたものが有利になり、自力救済を放置してはならない」とい

う意見や、「子どもへの虐待や DVがある事案で、虐待者から安全を得るために逃れること

は、「自力救済」ではなく「正当行為」や「緊急避難」である」という意見等、様々な見解

がある(29)。  

一方の親が、子を連れ去る理由の多くには、DVや虐待の問題が絡んでいる。確かに、外

国は、日本人にとって、不慣れな環境である。だが、在米国日本国大使館では、ワシントン

首都圏に日本語対応可能なシェルターや NGO 団体を備えており(30)、在ニューヨーク日本

国総領事館では、NPO法人と提携し、邦人女性相談窓口を七州まで拡大している等(31)、外

国であっても、困難な状況にいる日本人を救済する手段はある。 

そういった施設や窓口の存在や条約の内容について知らない、外国在住の日本人に対し

て、ロサンゼルス日本国総領事館等が説明会を主催し、周知に努めている(32)。 

 

前述のように、条約批准前は、日本人の親による母国への子の連れ去り、いわゆる子連れ

里帰りの事案について、それが子の拉致なのか、それとも家庭内暴力からの逃避なのかの認

識か分かれ、国際的な問題となっていた(33)。しかし、条約加盟後、条約自体が連れ去りの抑

止力となり、他方親の同意を得てから帰国するという認識が広がりつつある(34)。 
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1－5．他方親からの子の引渡し請求 

 

ハーグ条約の子の返還手続きで、A国人と婚姻関係にあった日本人の親が、子を日本へ連

れ去った場合、いわゆるインカミングケースで、A国人の親は、どのように子の返還申し立

てを行えばいいのだろうか。 

この場合、次の 3つの方法が考えられる。 

 

第 1 に、直接申立てといい、子を奪取された A 国人の親が、自らあるいはその代理人を

通じて、奪取先の国、つまり日本の裁判所に、子の返還の申立てをする方法だ(ハーグ条約

29条) (35)。ただし、直接申立てをするには、奪取された子が、現在所在している国が、判明

していなければならない(36)。 

 

第 2 に、奪取元の国の中央当局への申請で、子を奪取された A 国人の親が、子が常居所

を有していた国、つまり A国の中央当局に、返還の申請を行う方法だ(同 8条)。返還申立て

があった A 国の中央当局は、日本の中央当局へ、子の返還を嘱託する。また、奪取元の国

の中央当局への申請は、子の現在の所在地が判明していない場合に利用される(37)。 

 

第 3に、奪取先の国の中央当局への申請で、A国人の親は、奪取先、つまり日本の中央当

局にも、返還の申請をすることができる(同 8条)。 

 

奪取元、奪取先の国の中央当局への申請があった場合、日本の中央当局は、申請書類審査

後、子の所在の特定をする(同 7条 2項 a号)。さらに、任意の返還・問題の友好的解決の促

進を図る(同 7条 2項 c号)。この時点で当事者間の合意により、子が任意返還され、問題が

解決する場合もある。しかしそうでない場合は、A国人の親か日本の中央当局が、日本の裁

判所へハーグ返還申立てを行う。その審理において、A国人の親は、監護の権利の侵害を伴

う(同 3条)、16歳未満の子の(同 4条)、国境を越えた移動が行われたことを主張する。これ

に対し日本人の親は、返還拒否事由を抗弁として主張することができる。ただし、日本人の

親側の抗弁が立証されなければ、返還命令により、子の返還が行われるのが原則である(38)。 

なお、「子の返還申立事件の手続きは、公開しないものとする。ただし、裁判所は、相当

と認める者の傍聴を許すことができる」(39)とし、原則として、子の返還手続きは、非公開で

ある。家庭裁判所は、子の返還申立事件手続中、それぞれの親が子を日本国外に出国させる

事態を防ぐため、一方当事者の申立てにより、出国禁止命令を出すことができる(同 122条

1項)。 

 

ハーグ条約における子の返還手続きは、迅速に行われる必要性から、6週間以内に決定を

出す(同 11 条)ことが求められる。従来の日本の実務では、数か月から場合によっては 1 年

以上の期間を要していたが(40)、2014 年 11 月の大阪家庭裁判所による条約に基づく初の子

の返還命令の判断では、5週間で結論を出した。このケースは、スリランカに住んでいた日

本人夫婦のうち、母親が 2014年 6月以降、子を日本へ連れ帰ったまま帰国を拒否し、それ

に対しスリランカ在住の父親が、同年 10月に子の返還を申し立てたものであった。返還を
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命じた根拠は、子がスリランカの学校に通学しており、同国を継続的な居住地であると認め

たためである(41)。ただし、母親側が、同年 12月、大阪家庭裁判所の決定を不服とし、大阪

高等裁判所に即時抗告している(42)。 

前述のように、ハーグ条約の返還手続きでは、「監護権」の侵害があれば返還が原則とさ

れ(同 12 条)、どちらの親による監護が適切か、判断しない。条約の手続の審理上、子の監

護の問題は、「子の最善の利益」の観点から考慮するものではない。親による子の連れ去り

は、もう一方の親の監護権を侵害している状態である。したがって、子の利益に適している

ことを前提として、監護権の侵害状態を、子の常居所地国への返還により解消する。その上

で、別の法手続きによって、常居所地国の裁判所で、「子の最善の利益」の観点から、親権・

監護権等の適法性を判断するのが、適当である。よって、あくまでも、ハーグ条約では、親

の監護権に立ち入らない(43)。 

 

 

1－6．子の手続代理人制度 

 

子の返還申立事件の手続では、裁判所は、子の陳述の聴取、調査官による調査その他の適

切な方法により、子の意思を把握するように努め、終局決定をするに当たり、子の年齢及び

発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない(ハーグ条約実施法 88 条)とされ

ている。 

そこで、その裁判結果により、最も重大な影響を受ける子の利益を考慮し、手続保障の観

点から、子の申出又は職権により、子が手続きに参加することができる(同 48条 1項、2項)。

なお、子は、法定代理人の同意を得ず、法定代理人によらず、自ら手続行為を行うことがで

きる(同 43 条 2 項)。その際、裁判所は必要があると認めるとき、申立て又は職権により、

弁護士を子の手続代理人として選任することができる(同 51条) (44)。 

 この制度に関しては、他の国内法とも関連がある。非訟事件手続法・家事審判法が改正さ

れ、2011 年に家事事件手続法が制定された際に、子の利益を尊重する観点から、子の手続

上の地位に関する新たな規定が設けられた。子の意見表明権(家事事件手続法 65 条)や子自

らが手続行為を行うことができる権利(同 151条 1項 2号、118条)、裁判に利害関係人とし

て参加する権利(同 42条、258条 1項)等がこれに当たる(45)。 

 

 ただし、条約上の子の返還申立事件の手続では、返還を求められている子の兄弟等の参加

については、認められていない。子の兄弟は、裁判により直接法律上の影響を受ける地位に

はなく、子が常居所地国に返還されることによって共に移動せざるを得ない場合があると

しても、事実上の影響を受けるのみである。また、その事実上の影響は、子の返還をすべき

か否かの判断には、関わらないとされている。返還申立事件の手続の費用は、原則として各

自が負担するものとされており(同 55 条 1 項)、子が参加した場合の手続費用も、原則とし

て子自身の負担となることで、子の手続代理人制度の利用がなされないのではと問題視さ

れていたが、事情により、一方又は双方の親に負担させることができる(同条 2項)ことを周

知し、制度利用の促進を図るべきである(46)。 

1－7．子を元の国へ引き渡すまでの流れ 
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実際に、裁判所から、子の返還命令が出された後、どうやって子は、引き渡されているの

か。子の引渡命令が出た後の子の引渡し方法は、実施法に基づくと 2 つの強制執行が定め

られている。これらの方法には、共に子が 16歳に達した場合は執行できないという年齢制

限(ハーグ条約関連法 135条)がある。 

 

第 1に、間接強制執行といい、遅滞日数ごとに損害金が課される(民事執行法 172条 1項)

方法だ。これは、子の返還の強制執行において、間接強制の前置(ハーグ条約実施法 136条)

が前提となっており、通常の民事執行と同様の手続となる(47)。 

 

第 2 に、子の返還の代替執行といい、間接強制執行による決定がなされてから 2 週間が

経過してから行うことができる(民事執行法 171 条 1 項) ものである。これは、子の返還を

命じられた者、いわゆる執行官による子の監護を解く行為と、返還実施者による解放された

子を常居所地国まで返還する行為(ハーグ条約実施法 138条)という 2つに大別される。 

後者の返還実施者は、子を監護し長時間行動を共にする必要があることから、代替執行の

申立ての時点で、その者を特定 (同 137 条)していなければならず、裁判所が、子の利益の

観点から、その者が相当であるか否か判断する(同 139条)行程が設けられている。 

 

条約批准前は、直接強制執行という、子の引渡しに動産の執行(民事執行法 169条)を類推

適用し、子を執行官が義務者から取り上げて権利者に渡す方法も検討されていた。これにつ

いては「生後間もない子であっても物(動産)と同視しうるのか」との批判もあったが、「子自

身の利益を守るためにはやむを得ないもの」との意見もあり、議論の対象となっていた(48)。 

 しかし現在、子の返還の代替執行では、子への配慮がなされている。執行場所については、

原則として、子の返還を命じられた者の住居等で行うこととする。執行官は、子が債務者と

共にいる場合に限り、債務者の自発的な子の解放を促すべく説得をするような、子の監護を

解くために必要な行為をすることができる(ハーグ条約実施法 140条 1項、3項)。その行為

の際、債務者から抵抗を受けたときは、排除のため威力を用いることができる(同条 4 項)。

ただし、子に対しての威力行使はできず、子以外の者に対する威力行使が、子の心身に有害

な影響を及ぼすおそれがある場合も同様である(同条 5項)。 

  

これを受けて最高裁判所は、全国の地方裁判所に対し、「①親が子を抱きしめている場合

は強引に引き離さない。②子どもが拒絶したら無理やり連れていかない。③自宅以外の場所

での執行は避ける」(49)等の注意点を通知した。執行官向けマニュアルも作成され、公道上や

保育園、学校等、人目につき、トラブルが生じやすい場所での引き渡しや早朝や深夜の時間

帯を避ける等の基準が示された。また、2014年 2月に、埼玉県の裁判所職員総合研修所で、

執行官による子の強制引渡しの想定訓練も行われた(50)。 

 このように、子の利益に配慮した執行方法が模索されており、今後事例の集積により、さ

らなる基準が設けられると考えられる。  
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第2章 返還拒否事由の判例と子の利益 

2－1．他のハーグ条約加盟国のハーグ条約運用の実態 

 

では、ハーグ条約の子の返還手続き制度は、どの程度使われているのだろうか。 

2008 年に、条約に基づいて子の返還が申し立てられた件数は、全世界では 1965 件で、

申立て対象となった子は2703人だ(51)。内訳は、①返還を命ずる裁判が出されたものが27％、

②任意の返還がなされたものが 19％、③裁判の申立てを取り下げたものが 18％、④返還を

拒否する裁判が出されたものが 15％、そのうち 12 条(1年以上経過後の申立て等)によるも

のが返還拒否裁判全体の 13％、13 条 1 項 b 号(重大な危険)によるものが 27％、13 条 2 項

(子の異議)によるものが17％、⑤結論の出ていないもの(2010年6月末時点で係争中)が8％、

⑥申立ての却下が 5％、⑦面会交流による対応(裁判または合意)が 3％、⑧その他が 5％で

ある。 

ここで着目すべきは、①裁判によるものと②任意のものを合わせると、子の返還が為され

たものは46％で、他方、④返還拒否の裁判と⑥申立ての却下を合わせた20％のケースでは、

返還しないと結論付けられており、返還を拒否する決定の内訳で、認められづらいと言われ

ていた、重大な危険や子の異議によるものも認められている点である(52)。 

 

 

2－2．海外のハーグ条約加盟国の返還拒否事由の判例と子の利益 

 

前述した日本独自の返還拒否事由について言えば、元々一方親が他方親に暴力を振るう

ことはこれに該当しなかった。親から子への直接の暴力のみが危険事由と認められること

および裁判上 DV の立証が難しいことを受け、外国人夫の DV を受けた日本人妻や子に配

慮して提案された(53)。「外国人妻は、言語能力の格差、友人・知人のネットワークの欠如、

経済的基盤の欠如、さまざまな社会制度・保護制度へのアクセス困難など、実に様々な困難

に直面しており、DV や虐待を受けやすく、そこから抜けにくい状況にある」(54)ためである。 

しかし、ハーグ条約の加盟国では、スイス以外に、このような拒否事由を定めた国がなか

ったため、米英など 6 か国が、日本が DV 被害者に配慮した国内規定を設けることについ

て「子に重大な危険があるかどうかで決めるというハーグ条約の原則に反する」と反発して

いたという経緯があった(55)。 

そこで、ここでは世界に先駆けて独自の返還拒否事由を定めたスイスの事案を取り上げ

たい。 

 

そもそもなぜ、スイスは独自の返還拒否事由を定めたのか。 

スイスでは、1984年からハーグ条約が実施されている。2000年代、いくつかの条約適用

事件の裁判等を通じて、母親が父親の同意を得ずに外国から子を母国に連れ帰る状況、いわ

ゆるインカミングケースにおいて、現行の条約をそのまま適用すると、不適切な結果が生じ

るといった問題が提起された。この問題に対処するため、2007 年 12 月 21 日の法律(子の

国際的奪取並びに子及び成年者の国際的保護に関するハーグ条約に関する連邦法)が制定さ
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れた。特に同 5条は、「許しがたい状況に子をおく重大な危険がある場合、子を返還しなく

ても良い(ハーグ条約 13条 1項 b号)」の解釈規定の形式をとっている(56)。 

 

スイス法 5条の具体的な内容は、「次に掲げる要件のすべてを具備する場合には、この返

還は 1980年ハーグ条約 13条 1項 b号にいう『許し難い状況』に子をおくことにあたるも

のとする。 a 申立てをした親の監護に委ねることが子の最善利益に合致しないことが明

白であること。 b 諸般の事情を勘案すると、奪取をした親が奪取直前の子の常居所地国に

おいて子の監護をできる状況にないか、または奪取をした親に対してそのような監護を求

めることが合理的ではないこと。 c 第三者の監護に委ねることが子の最善利益に合致しな

いことが明白であること」(57)である。 

前述したスイス法の 5条は、「その他許しがたい状況(ハーグ条約 13条 1項 b号)」に対

し、具体的な要件規定を加えることにより、例外的な返還拒否事由に該当し、返還義務がな

いという主張をより強固にする働きをしている。また、母親による子の連れ去りに対して、

保護機能を持っている。明らかに子の最善の利益に合致しない環境であり、母親が、自ら元

の国へ戻り子を養育することができないときには、子を元の国に返還せず、現在の国で養育

を続けることが認められている(58)。 

ただ、「スイスの国内施行法は、間接的に被害親の権利保護を図るにすぎない点で不十分

であり、子の返還実施による被害親の人権への侵害それ自体に着目し、ハーグ条約 20条の

返還拒否の適切な適用を検討すべきである」(59)との批判もある。これを踏まえ、日本では、

条約実施法の返還拒否事由に、さらなる具体的な項目を盛り込んでいる。 

 

このスイス法が想定したケースは、欧州人権裁判所が 2010年 7月 6日に出した、ノイリ

ンガー事件判決で活かされた。 

事件の概要は、「スイスの裁判所が、イスラエルからスイスに子を連れ帰った母親(スイ

スとベルギーの二重国籍)に対して、子のイスラエルへの返還をハーグ条約にもとづいて命

じたところ、この母親および子が、欧州人権条約違反を主張して欧州人権裁判所に救済を求

めた」(60)ものだ。スイスの裁判所の審理過程で、母親側から、重大な危険の抗弁(ハーグ条

約 13条 1項 b号)が主張されたものの、認められず、子の返還を命じられた。そこで、母親

と子が、欧州人権裁判所に対し、子の返還命令は、「私生活及び家族生活が尊重される権利

(欧州人権条約 8条)」に反すると申立てたところ、裁判所は、いったんはその違反はないと

の判決を下した。しかし、母親が「子供に母親を付き添わせずにイスラエルに突然に返還す

ることは重要なトラウマをもたらし深刻な心理的な障害をもたらす」という医師の診断書

と共に、人権裁判所大法廷の再審理を請求したところ、同 8条の権利侵害を認めた(61)。 

この判断について、判決は、「競合するさまざまな利益(子の利益、親の利益、社会の利

益)の間でバランスをとることが必要であるが、最も重要なのは子の最善利益であり、その

ことはハーグ条約それ自体も認めることであるとしたうえで、子の最善利益のためには、父

母双方との結びつきを維持することばかりではなく、子の育成のための健全な環境を確保

することにも配慮しなければならない」(62)とした。 

ただこの事案では、父親が様々な問題を抱えていたこと、子は母親と離され一人でイスラ

エルに戻ることになれば大きな心理的傷を受ける可能性があること、母親はイスラエルに
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戻ると子の奪取を理由とする刑事訴追を受ける可能性があること等の特殊な事情があり、

それが考慮された故の判決である(63)。 

ノイリンガー事件判決で、家族法でなく人権保障という一般条項のレベルで取り扱うこ

とになった原因は、ハーグ条約が、迅速な子の返還を重視し、監護不適格者による濫用的請

求をふるい分ける明確なスクリーニングを組み込んでいないためと考えられている(64)。 

このように、ノイリンガー事件判決は、「子連れ里帰りの場合に、子の最善の利益を考慮

して、ハーグ条約による返還を認めないことがありうるという重要な一例」であると位置づ

けられている(65)。 

 

 

2－3．日本のハーグ条約運用の実態と弁護士の対応 

 

ここまで、独自の返還拒否事由を定めるスイスの判例を踏まえ、世界でのハーグ条約運用

の実態について述べた。では、2014年 4月からハーグ条約に加盟した日本では、どのよう

な運用がなされているのだろうか。 

外務省の調査によると、条約発効後に手続きを利用し、実際に子が元の居住国へ返還され

たケースは、これまでに 6件あった。その内訳は、海外の裁判所の命令により、外国にいる

子が日本へ戻されたケースが 4 件、外務省が仲介した話し合い等で、日本にいる子が外国

へ戻されたケースが 2 件あった。その他に、外務省へ子の返還等を求める親からの支援要

請も 30件あった(66)。 

ハーグ条約実施法では、子の返還事件を審理する家庭裁判所を東京と大阪の 2 つに集約

している(同 32 条)。理由は、前述のように、元々子の返還申し立て事件の事件数は、日本

全国で年間数十件程度になると予測されており、事件処理に携わる裁判所を集中させるこ

とで、事例の集積をしつつ、専門的知見やノウハウを獲得、蓄積することが可能となるから

である(67)。 

 

 日本で弁護士がハーグ条約事件を受任するルートは、①日本弁護士連合会(以下、「日弁連」

という)による弁護士紹介制度、②各弁護士会の設置する窓口を経由、③その他の私的ルー

トの 3つがある(68)。子の返還を求める親(LBP＝Left Behind Parent)の場合は、海外に居住

していて直接の面談が困難である(69)。また、子を連れ去った親(TP＝Taking Parent)の場合

は、常居所地国から日本へ帰国しているケースが多いため、日本語でコミュニケーションが

取れる点では国内の民事・家事事件と変わらないものの、相手国の文書を読解する能力が必

要である(70)。 

 2014 年 4 月 1 日時点で、日弁連が条約の手続に対応できる登録弁護士数は約 150 人だ。

地域別の内訳としては、関東 93 人、北海道 11 人、近畿 16人、九州 16 人、東北、中部、

中国・四国は各 6～4人である。このように、地域により偏りがある点や、家族関連の裁判

経験が豊富かつ英語力のある弁護士が少ない点といった問題があり、専門の弁護士の育成

が急がれている(71)。 
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2－4．日本のハーグ条約施行後の判例と子の利益 

 

日本では、2011年の民法改正により、民法 820条に「子の利益のため」という言葉が付

け足され、「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」と子の利益を重んじることが明文化された(72)。 

ハーグ条約の前文でも、「子の監護に関する事項において子の利益が最も重要であること

を深く確信し、不法な連れ去り又は留置によって生ずる有害な影響から子を国際的に保護

する」として、子の利益を重視している。 

 ただ、条約でいう「子の利益」とは、集合として捉えられたものであり、子の迅速な返還

は、子の一般の利益に適合することが多いと考えられている。子の一般の利益とは、父また

は母との法的な結びつきの維持に対する利益を指す。注意したいのは、例えば子が元の居住

国へ返還されると、安定した生活環境を保持されないといった、事実的な利益ではないとい

うことである。仮に、円満な家庭で、一方親の海外転勤のために、両親が子を伴って移動し

た場合でも、子の環境が変化することには変わりがないからである(73)。 

なお、個々の事案での子の利益は、返還拒否事由によって配慮されている。 

 

 では、実際にあった事例のうち、3つのケースを挙げてみたい。 

 

 第 1 に、日本から海外へ子を奪取した日本人の一方親に対し、日本在住の日本人の他方

親が、海外の裁判所へ子の返還請求を行い、子の日本への返還命令が出た事例である。 

 事件の概要は、日本人夫婦が離婚調停をしていたものの、2014 年 3 月に子を連れてイ

ギリスへ渡った母親が、同年 5 月に帰国するという約束を守らなかったとして、父親がロ

ンドンの裁判所に、子の返還を申し立てた。父親は、外務省を通さず、イギリス側に直接

返還を申し立てており、これは条約発効前でも可能な手続であった。裁判所は、同年 7月

22日、母親が父親との約束を破り、同年 5月以降も子をイギリスに滞在させているのは、

ハーグ条約に照らして違法であると認定し、1週間以内に子を帰国させるよう命令を下し

た(74)。 

 この事例では、離婚調停と並行して、親権者指定の裁判も行っており、父親側は、両親

の意見により、子の養育環境を決めるべきだとする一方で、母親側は、子を違法に連れ去

る意図はなく、帰国予定だったと主張しており、双方の意見が食い違っている(75)。 

子を監護している親であっても、離婚調停中に、他方親と交わした取り決めを破ってま

でも、子を海外へ移動させるのは、他方親が子と交流する権利を侵害していると言えるだ

ろう。 

 

 第 2 に、日本から海外へ子を奪取した外国人の一方親に対し、日本在住の日本人の他方

親が、海外の裁判所へ子の返還請求を行い、子の日本への返還命令が出た事例である。 

 事件の概要は、渉外結婚をしたアメリカ人の父親と日本人の母親が、日本で生活をして

いたが、2014 年 4 月に父親が子をスイスへ奪取したため、同年 8 月、母親は外務省に子

の返還援助申請をした。同省がスイスの中央当局に支援を依頼、スイス側が子の居場所を

特定し、母親による裁判手続きを支援した結果、同国の裁判所が、子の日本への返還命令
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を出した。 

 このケースは、第 1の事例とは異なり、ハーグ条約加盟により可能となった、外務省の

支援を利用した初の事案であった(76)。 

 

 第 3 に、渉外結婚をしていた日本人の親が、海外から日本へ子を連れ去り、海外在住の

外国人の親が、子の返還援助申請を行い、子が海外へ返還された事例である。 

 事件の概要は、渉外結婚をしたドイツ人の父親と日本人の母親が、ドイツで生活をして

いたが、2014 年 6 月に母親が父親の同意なしに、子を日本へ奪取したため、父親が外務

省に返還援助を申請し、同省の仲介の下、父親と母親の話し合いが持たれ、子と母親がド

イツに帰国した(77)。 

 

 このように裁判によるものではなく、国の中央当局へ子の返還援助を申請することで、

双方の親が話し合いをし、帰国するケースもある。仮に、一方親の返還援助申請により、

設けられた他方親との話し合いで、合意に至らなかった場合は、一方親が家庭裁判所に返

還申立てをすることになる。外務省では、友好的な解決のため、裁判外紛争解決手続き、

いわゆる ADRを請け負う機関を紹介する制度を設けている。外国在住の外国人の父親が、

国の中央当局を通じて、外務省へ子の返還援助を申請し、同制度を利用して、日本人の母

親側と合意が成立した事案がある(78)。 

 

 

2－5．海外と日本のハーグ条約運用のまとめと検討課題 

 

 ここまで、海外と日本のハーグ条約の運用の実態と判例について述べた。 

スイスの事例では、条約の返還拒否事由だけでなく、独自の返還拒否事由を設けること

で、子の利益に配慮していた。 

しかし、各国により解釈が分かれる返還拒否事由については、あくまでも一方親から子

への暴力を対象にしており、一方親から他方親への暴力は保護されないとの見解がある。

ただし、一方親から他方親への暴力が、子に及び、それが深刻な危険であると判断された

場合は、返還を拒否することができるとされている(79)。 

 

また、双方の親に子と面会交流する機会が保障されるべきとの観点から、監護親だけで

なく、非監護親にも面会交流の援助をする(ハーグ条約 21 条)と定められているが、アボ

ット判決(米国連邦最高裁 2010年 5 月 17日判決)では、監護親が子を奪取した場合に、非

監護親の面会交流権を侵害しているとして子の返還を求めることができるかが問題とな

った。 

判決では、準拠法では、子の居所指定権は共同で決定されるものであり、監護親が非監

護親の許可なしに子を国外へ移動させることは、これに反するため、非監護親の監護権を

侵害しているとした。当初条約は、非監護親が監護親から子を奪取した場合に、子を監護

親へ返還することを想定していたが、逆のパターンにおいて、監護親が、非監護親の居所

指定権や面会交流権等の監護権を侵害しているとして、子が非監護親へ返還されてしまう
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と、非監護親は日常的に子の面倒を見ていないため、引き取ることができず、子を施設へ

入れてしまう可能性もある。そうすると、果たしてそれが子の利益にかなっているのかが

問題となる。 

さらに渉外結婚で、外国から子を母国へ奪取し、ハーグ条約の手続を経て、子が元の居

住国へ返還された後の裁判において、仮に親権を得たとしても、在留資格の問題があるた

め、経済的に困窮し子を監護できなくなる可能性もある。子を母国でなく外国で育てると

いうことは、渉外結婚が破綻した場合のリスクが大きいということも、子の奪取の問題と

共に周知していく必要がある(80)。 

 

一方日本では、まだまだハーグ条約のシステムを利用した子の返還の事例は少ないが、

子の返還申立てではなく、日本の特色でもある ADR 制度での解決がなされていることは

興味深い。ADR の利点は、裁判外の任意的手続であり、当事者間の合意による解決方法

のため、国際裁判管轄の制限を受けずに、子の返還や監護権の帰属、面会交流や養育費等

の様々な事項について、話し合いができることだ。裁判で子の返還可否を争うより、ADR

の方が、子や双方の親、その関係者にとって負担が少ない。条約上でも裁判の実施による

解決が義務付けられていないことから、今後 ADR 制度の充実が図られていくことが期待

される(81)。 

  

しかし、ハーグ条約と各国の家族法との間には、まだまだ問題も残されている。例えば、

条約では、欧米型の家族法をモデルとしたシステムが構築されているため、条約と日本の

家族法や家事手続法との間には、きしみがある。これは、各国ごとに家族法や家事手続法

が異なっているため、日本だけの問題ではない。条約システムを通じ、国際司法協力をす

る上で、解釈だけに頼った解決をするには限界があり、いずれは日本の家族法も改正がな

される可能性がある(82)。 

 そこで、次章では、各国の現在の親権制度を比較し、これからの日本の親権制度がどう

変化していくべきか検討したい。  
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第3章 親権法の比較 

3－1．単独親権制度 

 

日本では、成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法 818条 1項)。具体的には、親

権とは、未成年の子を自立した成人となるよう養育監護する職分であり、子の福祉、子の利

益を守るために親に認められた特殊の法的地位と理解するのが通説とされる(83)。このよう

に、親権の効力には、子の身上に関する権利義務(身上監護権)と、子の財産に関する権利義

務(財産管理権、法定代理権)が含まれる。なお、身上監護権には、子を監護教育する権利義

務(民法 820条)や親権者の居所指定権(同 821条)が含まれる(84)。 

 

まず、日本の親権制度は、単独親権である。婚姻中、父母は共同して親権を行い、父母の

一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(同 818条 3項)が、父母が離婚を

する際には、未成年の子の親権者の指定が要件のひとつとされる(同 819条 1項)。 

また、制度上、親権とは別に、監護権を定めることができる(同 766条)。だが、通常、日

本人間の離婚において、親権者とは別に監護者を決定することは少ない。監護権者は、親権

の内容のうち、子の監護及び教育をする権利義務(同 820条)、子の引渡請求権を有する。た

だ、監護者は戸籍の記載事項ではなく公示されないため、その法的立場は弱い(85)。 

例えば、子の身上管理権を夫婦のいずれか一方が担当し、財産管理権を共同で行使する場

合、父母の一方が、共同の名義で子に代わって法律行為をしたときは、他方親の意思に反す

るとしても有効(民法 825条)となるため、日常生活では、身上監護権を有する親が日常の財

産管理権を行使することは事実上可能となり、単独親権と変わらない(86)。ただし、子が未成

年の場合のパスポート申請には、親権者の同意が必要となる(87)。 

 

なお、親権・監護権の分属は、共同親権や共同監護の代替としてなされる。さらに、日本

法上、離婚後、単独親権であっても、父母間で共同監護を合意することは可能であり、条文

中でも共同監護は否定されていない(88)。 

 2012年の厚生労働省の人口動態統計では、離婚件数 23万 5406組のうち、未成年の子が

いる離婚は 13万 7334組(全体の 58.3％)で、親が離婚した未成年の子の数は 23万 5232人、

未成年の子がいない離婚は 9万 8072組(同 41.7％)となっている。 

離婚後親権を行う者別に見ると、妻が全児の親権を行う母の単独親権は、11 万 5195 組

(未成年の子のいる離婚件数に占める割合は 83.9％)で、その割合は昭和 40年代以降、上昇

傾向にある。次いで夫が全児の親権を行う父の単独親権は、1 万 7201 組(同 12.5％)、夫妻

が分け合って親権を行う共同親権は、4938組(同 3.6％)となっている(89)。 

 

このように、共同監護の同意があったとしても、実際には、主たる監護者は一方のみであ

ることが一般的であり、ほとんどが母による単独親権となっている。なぜなら、離婚後、父

母が別々に生活している場合、子はいずれか一方と同居することになるためである。 

仮に、一方親が子を実家に連れて帰り、そのまま他方親と別居をし、単独で監護を開始し

たとしても、特に罪には問われない(90)。 
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主として非監護親には、子の利益を最優先に考慮しつつ、子と面会交流をする(民法 766

条 1 項)権利があり、面会交流は、親の監護養育権と子の権利の二面性を有している。面会

交流の判断基準として、現在は、明らかに子の福祉を害さない限り認められるべきという明

白基準説が取られている。他にも、子の福祉に積極的に寄与することが明らかな場合にのみ

認めるという説もある(91)。面会交流については、一度も一緒に生活したことがなかったり、

監護親が再婚したりといった事情があったとしても、子にとって、親は親であるため、一方

親にとっての他方親への感情とは、切り離して考えられるべきである。 

また、直接の面会交流が困難な場合には、手紙やメールの交換や通話、写真、動画、通知

票や子の生育状況を伝える文書の送付、援助者を通じた情報交換等の方法で交流する間接

面会交流もある(92)。 

 

父母が協議離婚をする際、前述の子の親権者と監護者の指定の他、面会交流等を定めるこ

とになっている。その際に、合意の内容を、日付と両親の署名・押印をした書面で残してお

くと良いとされている。一方親の不履行に対し、他方親は書面に基づいた履行請求ができ、

さらに、裁判所が合意内容を確認することにより、約束を守らない親へ強制執行ができる。 

加えて、費用はかかるものの、公証人役場にいる公証人に、互いの合意を確認してもらう

ことで、「公正証書」という書面に残すことができる。公正証書に、「約束を守らなければ強

制執行に服する」という内容を盛り込めば、裁判所に、互いの合意を確認してもらうことな

しに、いきなり強制執行をすることができる(93)。 

 

仮に、その協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって決定がなされる(94)。

面会交流事件では、非親権者や非監護親が、親権者や監護親を相手に面会交流を求めること

が多いが、子と同居している親権者や監護親が、非親権者や非監護親に対してする申立ても

ある(95)。ただし、祖父母等の親族は、面会交流の調停・審判を申立てることができず、一般

調停としての申立はできるものの、祖父母との面会を認めた例は、ほとんどない(96)。 

 

申立てがあると、家庭裁判所では、担当裁判官と書記官を決め、調停事件の場合には、加

えて家事調停委員を指定する。申立てをした一方親が、DV等の理由で、他方親から逃げて

いたり、住所を隠していたりする場合は、非開示の申出等の手続が用意されている(97)。 

調停では、調停期日を決め、主として双方の親が参加する。ただし、特別な場合には子も

加わることがある。それを「試行的面会交流」といい、家庭裁判所の部屋で、子と非監護親

との面会交流を実際に行う(98)。 

調停で合意し調停調書に面会交流条項が記載されると、調停成立となるが、反対に話し合

いが決裂すると不成立となる(99)。その場合には、審判手続きに移行し、家庭裁判所が当事者

双方から主張や事情を聞き、調査をした上で、子の福祉を踏まえ裁判官が判断することにな

る。ただし、家事事件手続法では、調停と審判は別個の手続とされているため、調停段階で

の証拠や主張が、そのまま引き継がれるわけではない点は、注意が必要である(100)。 

 

 

調停・審判により決定した面会交流が履行されない場合、家庭裁判所は、非監護親の申立
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により、履行状況を調査し、監護親に面会交流の勧告(家事事件手続法 289条)をしたり、一

定期間内に面会交流の履行を命令し、従わなければ金銭の支払いを命ずる間接強制(同 290

条)をしたりすることができる(101)。 

ただ、最高裁平成 25 年 3 月 28 日決定によると、間接強制をできる基準は、面会交流条

項において、監護親がすべき給付内容や義務が特定されていることである(102)。 

非監護親と監護親との間で、非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書又は

審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等

が具体的に定められていれば、監護親がすべき給付の特定に欠けることがないとし、監護親

に対し、間接強制を命ずることができるとされる(103)。 

 

また、両親の離婚の際に定める監護費用、主として養育費については、親権者から非親権

者に対し、子の監護に関する処分として請求ができるとされており、以前に決めた養育費の

増額や減額についても定めることができる(104)。親の養育費支払義務は、生活保持義務であ

り、例え親の生活に余力がなかったとしても、自らと同じ水準の生活を保障しなければなら

ないという強い義務となっている(105)。 

厚生労働省の 2011年の全国母子世帯等調査結果によると、ひとり親になった母子世帯の

うち、8割が離婚によるものである。ひとり親世帯になる前は、父親は 9割、母親は 7割が

就業している。そのうち、正規の職員・従業員は、父親は 7割なのに対し、母親は 3割に満

たず、パート・アルバイト等が過半数を占めている。なおひとり親世帯になる前に、就業し

ていなかった母親のうち 7 割が、調査時には職を得ている。調査時点では、母親の 8 割は

働いているものの、そのうちの半数はパート・アルバイト等で生計を立てており、平均年間

就労収入は 181 万円と、収入が不安定な状況で生活している。離婚の際の養育費の取決め

については、「取決めをしている」が母子世帯で 4割弱、父子世帯では 2割弱となっている

が、養育費を「現在も受給している」世帯は 2割弱であり、養育費の支払いが十分になされ

ていない状況にある(106)。 

養育費の調停及び審判の流れや審判の進め方は、面会交流の場合とほとんど変わらない。 

加えて、「東京・大阪養育費等研究会」が、父母双方の総収入と基礎収入及び子の数等か

ら、簡易迅速に養育費の目安がわかるよう作成した「養育費の算定表」というものがある。

これは、当事者の個々の事情は異なるものの、経済生活面から見れば共通していることも少

なくないことから、主な目安として作られたものである(107)。 

 

養育費請求事件では、養育費の金額の他、支払時期、支払の始期、終期、支払方法等を、

具体的に定めることで、将来のトラブルを予防することが大切である。養育費は一般的に、

1か月ごとに、一定額を支払う形式であるが、未払や事情変更等の場合にどう取り扱うかに

ついても決定しておく必要がある(108)。 

調停で合意が成立すると、面会交流の場合と同じく、調停調書が作成される(109)。 

日本では、しばしば養育費の支払いが、面会交流の取引の材料になる事態が多いが、養育

費と面会交流は、本来別々の事柄として取り扱われるべきである。しかしながら、法的運用

の上では別々に取り上げられても、非監護親の「養育費を支払っているのに面会交流をさせ

てもらえない」との主張や、監護親の「非監護親から、子と面会交流をさせてもらえないな
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ら、養育費を打ち切ると言われたため、仕方なしに子に会わせる」との主張等、様々な事情

や感情が複雑に絡み合うことから、養育費と面会交流は割り切って考えられていないのが

実情である(110)。 

 

 

3－2．共同親権制度 

 

次に、外国、とりわけハーグ条約締約国のほとんどの親権制度では、共同親権あるいは親

権の共同行使の原則化が進んでいる。外国では、国により家族法の制度が異なるため、日本

でいう親権の概念がなく、監護権しか有さない所もある。つまり、日本の親権と外国の親権

は、意味合いが異なるので、注意が必要である(111)。 

日本における居所指定権を含む身上監護権に対して、外国法では、子とともに住む権利

(身上監護権や居住権と呼ばれる)と、子の居所や教育・医療等、子に関する重要事項の決定

に関する権利とが区別されることが多く、共同親権制の多くの国では、身上監護権を単独で

有していても、居所指定権は共同で、他方親にも留保されていることが多い(112)。 

 

例えばフランスでは、1970年改正法により、「父権」を「親の権威」に名称変更すること

で、婚姻中の親権行使において、父親の優位性は廃止され、男女平等が実現された(113)。 

その後、1987年改正法により、離婚後の親権の共同行使が導入され、1993年改正法によ

り、子が 2 人の親をもつ権利(子どもの権利条約 9 条)を実現すべく、「親であることの共同

性」という言葉が造られ、離別後の親権の共同行使が原則化された。さらに、2002 年改正

法により、子の利益を目的とする親権の強化が図られた。子の人格を尊重し、親権に対する

子の権利を認めるのではなく、家族の調和の中で、子の成長に応じた子の権利を認める(フ

ランス民法 371-1 条 3 項)ことや、両親の役割の重要性に鑑みて、親権そのものを両親の婚

姻や離別から切り離すことで、広い自由裁量を両親に認めた(同 373-2-7条) (114)。 

 

フランスの親権の定義は、子の利益のために、子を安全、健康、精神面において、子を保

護し、子の教育を保障することで子の発達を可能とする(同 371-1条)ものである。 

前述のように、親権は両親の婚姻の存否や離婚の前後に関わらず、両親に帰属し、共同で

行使される。2003年の司法省の統計資料では、共同親権は、離婚の場合は 98％、非婚カッ

プルの離別の場合では 93％と、日本に比べかなり高い割合で取られている。なお、共同親

権が義務付けられているものの、離別後、一方親に親権行使が委ねられ単独親権状態となる

場合もある。単独親権の場合も、非親権行使者の親権自体は失われない(115)。 

 

子の身上に関する親権は、実定法上の規定はないものの、解釈上日常的行為と重要な行為

に区別されている。日常的行為とは、子の将来にとって重大性をもたない行為(116)、例えば

学校の欠席届や身分証書の更新、軽微な手術がこれに当たり(117)、一方親が単独で行使して

も、善意の第三者との関係では、他方親の同意が推定される(同 372-2条) (118)。重要な行為

とは、子の過去を断絶し、子の将来を拘束する行為や子の基本的な権利に関するもので、例

えば教育機関の最初の登録や長期入院等の重大な医療がこれに当たり、双方の親の同意が



23 

 

必要となる(119)。 

 

また離別により両親が別居する場合にも、共同親権がスムーズに実行されるよう、居所指

定権に関連して、交替居所の制度(同 373-2-9条)が導入されている。交替居所とは、離別し

た両親のそれぞれの住所に、子が一定期間ずつ交互に住むことをいう。ただし、交替居所を

実行するには、両親の居所が地理的に密接していることや子の受け入れ態勢を整えること、

子の意思等の様々な条件を揃える必要があり、難しいとされている。なお、交換居所の制度

を選択せず、一方親の元でだけ子が生活することもできる(120)。その場合は非同居親に訪問

権が認められ、子に面会する機会を得ることができるようになっている(121)。同時に、祖父

母の訪問権も認められている。さらに、民間非営利団体による面会場が、民法上の制度とし

て用意されており(122)、子と非同居親との交流が断たれないよう工夫されている。 

訪問権において、同居親が非同居親に対し、子の引渡しを拒否したり、子を転居させた報

告を 1 か月以内にしなかったりした場合には、刑事罰が科される可能性がある(フランス刑

法 227-5 条、227-6 条)。子の引渡しの履行を強制すべく、裁判官から間接強制金いわゆる

アストラントが課される場合があるが、刑事罰と重複することから、あまり用いられていな

い(123)。 

 

さらに、両親が離別した場合、非同居親から同居親へ、子の養育と教育の分担金が、扶養

定期金の形で支払われる(同 373-2-2条 1項)。扶養定期金は、子の利益のための費用の直接

負担(フランス民法 373-2-2条 3項)や、使用及び居住の権利付与(同 373-2-2条 4項)等、様々

な態様があり、その割合を決定することもできる。これらの態様と保証は、両親による約定

を裁判官が認可することで定められる。ただし、両親による約定がなければ、裁判官が定め

ることになる(同 373-2-2-条 2項)。仮に扶養定期金の未払いや不十分があった場合には、第

三債務者からの私的な取立てがなされ、それでも確保できない場合は、国庫の直接税徴収官

による公的な取立てや、家族手当金庫からの家族支援手当の支給が、補充的になされる(124)。 

 

 

3－3．単独と共同親権制度の比較 

 

単独親権制度と共同親権制度の事例を紹介してきたが、ここでは、離婚後の日本と外国の

親権制度の相違を検討する。 

第 1に、日本の親権は、外国の親権より、かなり広い権限を有している。 

第 2 に、離婚後、日本では、父母の一方の単独親権となるが、外国では、共同親権とな

る。ただ、日本でも、共同監護は可能であり、外国でも、父母の一方のみが主たる監護者と

なるのが一般的である。よって一概に、日本は単独親権で、外国では共同親権とは言い切れ

ない面がある。現在、共同親権制度が採用されている国でも、かつては単独親権制度の下、

母親が親権を取得するのが通例で、ハーグ条約の発効後、1980 年代以降、共同親権制度が

採用され始めたという経緯もある(125)。このように親権取得の際のジェンダーバイアスはま

だ根強く残っている。 

第 3に、居所指定権の違いがある。日本では、居所指定権が、親権に含まれているため、
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父母の一方のみが、居所指定権を行使できる。それに対し、外国では、居所指定権は、父母

共同で持つことになっている。「監護の権利」には、子の監護に関する権利、特に、子の居

所を決定する権利を含む(ハーグ条約 5条 a号)とあり、居所指定権は、条約での子の返還を

考える上で重要な論点である。 

例えば、日本では、子の移動に制限がないため、片方の親と音信不通になる場合があるの

に対し、外国では、子の移動に制限が課されているため、片方の親が移動拒否権を行使すれ

ば、子は転居することができない。 

なお、父母と異なる国に居住する児童は、例外を除き、定期的に父母との面会を維持する

権利があるため、児童及びその父母が出入国する権利を認められている (国連子どもの権利

条約 10条 2項)ことも、居所指定権の問題と関連性がある。 

第 4に、面会交流の頻度と期間の違いである。面会交流とは、前述のように、非親権者や

非監護者が、子と会ったり、手紙や電話等で交流したりすることだ。日本では、非監護親の

過度な面会交流の要求を否定する傾向があり、1か月に 1回、数時間が標準である。それに

対し、外国では、子が親と会うことの重要性を強調する傾向があるため、面会交流の頻度や

期間が長い(126)。面会交流については、児童の最善の利益に反する場合を除き、父母の一方

又は双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも面会交流する権利を尊重

する(国連子どもの権利条約 9条 3項)条文とも関連がある。 

第 5に、親権者や監護者の決定基準は、監護の実績・継続性や子の意思等が重視されるこ

とが多いのは、日本も外国も変わりがない(127)。 

 

 

3－4．日本の親権制度の拡張 

  

日本では、単独親権制度ではあるものの、親権者とは別に、監護権者についての規定が

定められているが、現状、離婚後の親子関係を保持するための制度は、うまく機能してい

るとは言いがたい。 

また、日本では、離婚の際、親権者決定はするものの、子の養育計画の提出等は義務に

なっておらず、離婚後、非監護親の子との面会交流がなされない場合や養育費の支払いが

途絶える事例が後を絶たない。そのため、2012年 4月施行の改正民法では、子のいる夫

婦が離婚する際、養育費や面会交流等、離婚後の子どもの養育について取り決めることが

定められ、離婚届に取り決めの有無をチェックする欄が設けられた。しかし、取り決めは

任意であるため、法務省が 2012年 4月から 2013年 9月に調査したデータによると、

「取り決めをしている」にチェックのある離婚届は、全体の 57％に留まっており、依然と

して子の共同養護が進んでいない現状がある(128)。 

そのため、家族法改正議論において、しばしば共同親権制度が提案されるが、世界的に

見ても、離婚後実質的な共同監護をしている親は少ない。しかしながら、海外では法律

上、親の権利構成を廃止し、「親の責任・義務／子の権利」へと構成を変えており、離婚

後の共同親権や監護を制度化していることに意義がある(129)。 

よって、日本も、離婚後の親子関係を保持するために、離婚後にも両親の責任があり、

子の権利があることを踏まえ、単独親権を強制する法制ではなく、離婚後原則的・自動的
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に両親の共同親権とするのが望ましいと考える。共同親権を推進するには、両親の意見が

一致していない場合の取決めや、面会交流を促すための制度等が必要となり、それには公

的な専門機関や民間機関、NPO等の支援や働きかけが不可欠である(130)。 

次項では、現在、様々な機関が行っている面会交流を促進する活動について述べる。 

 

 

3－5．面会交流を支援する機関とその活動 

 

2014年の 2月から 4月にかけて、日弁連が実施した、面会交流についての調査によると、

調停で合意できた人のうち、「まったく面会ができていない」のは 44％、「合意通りの面会

ができている」のは 24％、「合意通りではないが、ほぼ面会できている」のは 32％と、半

数近くの非監護親が、子との面会交流をできていない。また、面会交流の方法としては、「当

事者のみで実施」が 51％、「親族の協力を得ている」が 24％、「第三者機関に関与してもら

っている」は 10％に留まっており、第三者機関による支援は、まだ十分に浸透していると

は言えない(131)。しかしながら、一部の自治体や機関等が、面会交流の支援に乗りだしてい

る。本項では、そのような取組みについて、3点紹介したい。 

 

第 1に、2012年 4月施行の改正民法で、子のいる夫婦が離婚する際、その後の子の養育

について取り決めることが定められたことを機に、厚生労働省は面会交流支援に取り組む

自治体に対し、補助金を出す制度を創設した。補助金を受けた自治体は、民間団体への委託

やスタッフの直接雇用により、当事者の費用を肩代わりし、仲介料無料で、面会日時や場所

の調整等を担当する。補助金を活用した支援を受ける条件は、子が 15 歳未満であること、

同居親が児童扶養手当の支給を受け、別居親も同様の所得水準(365万以下)であること、父

母間で面会交流の取決めと支援を受ける合意があることである。別居親の面会交流促進に

より、子の虐待を見抜くことができる機会が増えるとして、期待されている(132)。 

2014 年 8 月現在、この制度を活用している自治体は、東京都、熊本県、千葉県である。

そのうち、東京都では、初年度から補助金を受け、民間委託により、2012年度に 34件、13

年度に 82 件の支援を行っている(133)。制度を利用している自治体が少ない理由として、面

会交流のノウハウがないことが挙げられる(134)。 

 

第 2に、1993年に設立され、2004年 10月から面会交流の援助を開始した公益法人家庭

問題情報センター(以下、「FPIC」という)では、全国各地に相談室を設け、面会交流援助だ

けでなく、元家庭裁判所調査官や専門家が調停人となり、養育費や離婚協議を行う ADR、

家族へのカウンセリング等、幅広い活動を行っている(135)。 

そのうち面会交流援助では、面会交流条項を盛り込んだ合意文書を作成する前に、父母そ

れぞれへ援助内容を説明することになっており、調停前に面会交流についての学習の場を

提供している。双方の合意が形成され次第、有料で援助を開始する。その際の費用分担は父

母で協働に養育する観点から、事情が許せば応分に分担し合うのが望ましいとしている(136)。 

援助の種類として、別居親に子を会わせることに同居親が強い不安を抱いている場合等

に、面会交流の場に援助者が付き添う付添い型、別居親に子を託すことに問題はないものの、
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父母が顔を合わせられない場合に、子の受渡しを援助する受渡し型、父母が連絡を取り合う

ことが困難な場合、日時、場所等の調整をする連絡調整型、例外的に裁判所内での試行面会

ができない場合や自立の予行演習を援助する短期援助型があり、多様なケースに対応でき

るようになっている(137)。 

 

FPICは、独自の面会交流ルールを定めており、具体的には、子を中心に面会日程を調整

すること、同居親は参加しないこと、日常的にプレゼントを贈るのは控えること、面会中に

撮影した写真等を公表したり、裁判等に利用したりしないこと、録画や録音、通話等をしな

いこと、飲酒や喫煙は控えること、連れ去りやつきまとい、暴力等を振るわないことを挙げ

ている。加えて親の心構えとして、同居親は面会の中身を子に任せること、別居親は子の日

常の様子を根掘り葉掘り聞かず、笑顔で接すること、両親共過去のことや相手の悪口を言わ

ないこととしている(138)。 

 

第 3に、兵庫県明石市が、2014年 4月から「明石市こども養育支援ネットワーク」の運

用を開始し、独自に養育支援活動を行っている。 

2014 年 4 月には、FPIC の相談員による「こども養育専門相談」を毎月 1 回市役所で実

施する相談体制の充実化をはかった。また、離婚前の子の養育計画の取決めを促進するべく、

役所へ離婚届を取りに来たり、相談にきたりした人に対し、養育費の支払日や期間、支払方

法、面会交流の頻度や方法、連絡の取り方等を書き込むことができる合意書を配布し、両親

からそれを公正証書にしたいとの申し出があれば、公証人役場を紹介する参考書式を配布

する等、関係機関との連携を行っている。 

同年 10月には、離婚や別居後の子の日常生活や面会交流等の情報を父母間で共有し、子

の養育に役立てる「こどもと親の交流ノート(養育手帳)」の配布、「親の離婚とこどもの気持

ち」の配布、面会交流の場所として、市立天文科学館を無料で開放する親子交流サポート事

業の開始といった取組みをしている。さらに 2015 年 1 月には、離婚前講座(こども養育ガ

イダンス)を試行的に実施した(139)。 

 

 ここまで、面会交流援助等の子の養育支援活動について述べてきた。父母だけでは、面会

交流が困難な場合、このような第三者機関を使うこともひとつの手段である。しかし、ずっ

と第三者機関に頼り続けるのではなく、援助による面会交流を通じて、ゆくゆくは父母の自

力実施となるのが望ましい。そのためには、父母が感情的対立や不安感を乗り越え、子の心

の発達に関する理解や洞察を深め、子の利益に鑑みた面会交流を積み重ねていくことが重

要である(140)。 

 父母が離婚後の監護について理解を深めるべく、海外では離婚前に父母教育プログラム

を導入している国が多く、面会交流等についての成果が上がったというデータがある(141)。 

日本でも、大阪家庭裁判所の映像視聴やリーフレット配布、鹿児島家庭裁判所の絵本読書、

最高裁判所事務総局家庭局の DVD視聴等、父母教育プログラムの試みがなされている。い

ずれも内容は、両親の離婚が子に与える影響や離婚紛争の狭間におかれた子の心理、両親の

争いに子を巻き込まないための心構え等、子の立場に配慮し、子のために何をすればよいか

を理解するためのものになっている。離婚前の父母教育プログラムの内容を統一し、全国的
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に導入することで、当事者に離婚後の監護の実情を学ぶ機会を与え、自らの感情だけでなく、

子への配慮をはかるような体制作りがなされることを期待したい(142)。  
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第 4章 児童虐待の実態とその施策 

4－1．児童虐待の実態とその影響 

 

 ハーグ条約で、子の返還拒否事由として、児童虐待や家庭内暴力が関わる事案が問題とな

っていたが、日本国内でも、虐待死等が深刻な社会問題となっている。 

 厚生労働省のまとめによると、2013年度、全国に 207か所ある児童相談所が、児童虐待

の相談や通報を受けて対応した件数は、73,765件であり、1990年度に統計を取始めて以来、

過去最多の件数となった(143)。 

 

 児童虐待の定義として、児童に対する保護者による、身体的な暴行、わいせつな行為、養

育の放棄及び同居人による虐待の放置、著しい暴言又は拒絶的な対応、児童が同居する家庭

における配偶者に対する暴力が挙げられる(児童虐待の防止等に関する法律 2条) (144)。 

また、虐待を受けた子に兄弟がいた場合、兄弟についても、心理的虐待として対応するこ

とや、親が子の目の前で配偶者に暴力を振るう面前 DVも、心理的虐待として取り扱われて

いる(145)。 

 

 保護者からの虐待やネグレクトにより、子が受ける心理的、精神的影響としては、未就学

期の外傷後ストレス障害(以下、「PTSD」という)や発達トラウマ障害といったものが挙げら

れる。 

PTSDは、3つの症状群から構成されている(146)。 

 

第 1 に、侵入性の症状、虐待等の強いショックを受けた体験が、本人の意識とは関係な

く、急に思い出されてしまい、心理的な苦痛を感じる侵入性惹起や、大人から叱られるとい

う経験が引き金となり、過去の虐待体験がよみがえり、今まさに虐待を受けているかのよう

な激しい反応が生じるフラッシュバック等がこれに当たる。 

 

第 2に、回避・麻痺性の症状、トラウマとなった体験を思い出させるような事柄を避けた

り、記憶があいまいになったり、感情が分からなくなったりするものである。 

 

第 3に、過覚醒症状、神経が過敏になり、睡眠障害や注意集中困難、些細な刺激に過敏に

なる驚愕反応等が挙げられる。被虐待経験は、子の発達に大きな影響を及ぼし、発達トラウ

マ障害では、感情調節や生理的調節等の自己調節の困難、注意及び行動の調節障害、自己及

び関係性の調節障害等の症状が起こる場合がある。 
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4－2．日本の児童虐待に対する法的措置 

 

1990年代、児童虐待に対する社会的な関心が高まり、法的対応が本格化した。2000年の

児童虐待防止法制定以降も、虐待問題は収まらず、2012 年に民法改正が行われている。児

童虐待には、複数の法分野が関連しており、その中核には、児童福祉法と児童虐待防止法が

ある。虐待の図式としては、親権者・監護権者から被虐待児童へ虐待行為が行われるもので

ある(147)。 

その対応策としては、次のような法的措置が用意されている。親権者・監護権者へ向けて

は、親権者への対応(児童福祉法 27 条 1 項 2 号、児童虐待防止法 11 条)と親権者権限への

介入(民法 834 条、835 条)がなされる。虐待行為に対しては、直接介入と子の保護(児童福

祉法 33条、27条 1項 3号、28条)と暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強姦罪、保護責任

者遺棄罪等の刑事罰による対応がなされ(148)、被虐待児童に対しては、被虐待児童の自立支

援(児童虐待防止法 13条の 2)がなされる。 

 

児童虐待が生じた場合、子の救済が最優先となる。児童相談所は、保護者等からの相談や

虐待を発見した者、例えば児童福祉に関係の深い職務にある者や一般市民等の通告(児童福

祉法 25条)により、虐待の事実を把握し、調査を開始して子や保護者を指導する(同 26条)。

必要があれば、一時保護といって、児童相談所に併設する施設や適切な者に、子を最長 2か

月間預ける措置(同 33 条)を講ずることがある。なおこの措置は、親権者の意思に反してい

ても行うことができるが、延長については、児童福祉審議会の意見を聞くことが必要となる。 

その上で、子を親の下に置いたまま保護する在宅保護が妥当な場合には、児童相談所が、

保護者を訓戒する、誓約書を提出させる等の指導を継続(同 27 条)し、親子を分離する必要

がある場合には、親権者の同意を得、里親への養育委託や監護施設、児童自立支援施設等の

施設への入所を行うことができる(同 27条 1項 3号、4項)。 

なお、親権者の同意がなくとも、児童相談所長は家庭裁判所の承認を得ることで、里親へ

の養育委託や施設への入所の実行が可能だが、親権者に虐待や著しい監護の怠りがあり、子

の福祉を害する場合に限られる(同 28 条 1 項)。ただし、その措置期間は、一時保護と同じ

く 2 年が上限とされており、期間を延長する場合は、再び家庭裁判所の承認を得る必要が

ある(同 28 条 2 項)。期間更新を考慮する際の基準として、保護者の受入態勢、子の心身の

状況や子の意向、親子関係修復の可能性、児童相談所の指導に従ったかどうか等が挙げられ

る(149)。なおこのような児童相談所長からの家庭裁判所への承認申立ては、300 件弱程度に

とどまっている(150)。 

 

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、親

権喪失の審判を行うことができる(民法 834 条)。親権の行使が著しく困難である事情には、

親権者の落ち度は問われず、精神上の障害により子を養育することが困難な場合等がこれ

に当たる(151)。 

ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときや、父又は母による親権の行使

が困難又は不適当なときは、親権喪失制度ではなく、親権停止制度(同 834の 2条)で対応す
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ることになっている。これは、親から一切の権限を剥奪し、戸籍にも記載される親権喪失制

度よりも(152)、要件を緩和することにより、必要に応じて速やかな利用ができるようにとい

う要請からである。親権停止の期間は、最長で 2年だが、停止期間の満了前であっても、原

因が消滅した場合には、停止の審判を取り消すことができ(同 836条)、逆に停止期間後も原

因が存在する場合には、再度、親権停止の審判を申し立てることができる(153)。仮に、親権

停止制度が利用できない状況にあれば、父母以外の第三者を監護権者に指定することもで

きる(同 766条) (154)。 

さらに、父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を害

するときは、家庭裁判所は、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる

(同 835条)。 

 親権喪失及び親権停止、管理権喪失の申立権者は、子、その親族、未成年後見人、未成年

後見監督人、検察官(同 834 条、834 条の 2)及び児童相談所長(児童福祉法 33 条の 7)であ

る。 

  

 未成年後見人とは、親権喪失や制限がなされた場合等に、制限された権限について、親権

者の代わりに担う存在のことであり(同 838条)、未成年後見の執行機関として必置されてい

る。父又は母は、親権喪失・停止又は管理権喪失等の審判があった場合、新たに未成年後見

人の選任を請求する義務がある(同 840条)。実際には、親族や知人等身近にいる人が、世話

をすることが多いが(155)、複数人が共同で権限を行使することや児童養護施設を運営する社

会福祉法人等の法人が担うことも可能である(同 840 条 2 項、3 項)。その選任については、

未成年者に対して、最後に親権を行い、管理権を有する者が、遺言により指定する(同 839

条 1 項)方式や、未成年後見人の指定がなされなかったとき又は欠けたときに、未成年被後

見人やその親族、その他利害関係人の請求により、家庭裁判所が指定する(同 840条)方式等

がある。選任の手続は、家庭裁判所の審判により行われ、選任された者は拒むことができな

い。ただし、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができる(同

844条)。 

一方で、未成年後見監督人は、任意の設置機関で、未成年後見人の職務遂行について、家

庭裁判所と共に監督する(同 863条)役割を担っている。 

 

 親権の制限に関連した問題として、非親権者や非監護者による子へのつきまといや連れ

去りを防止するために、面会・通信の全部又は一部の制限(児童虐待防止法 12 条 1 項)や接

近禁止命令(同 12条の 4)がある。この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は 100万

円以下の罰金といった罰則が科される(同 17条)。 

 また懲戒権及び懲戒場についての規定(民法 822条)は、自己のした児童虐待を正当化する

親がいることや、現在懲戒場が存在しないことから、削除すべきなのではないかという議論

がしばしば起こっている。しかし懲戒権はあくまでも、子の利益のために行われる親権と同

じく子の監護教育に必要な範囲でのみ認められるものであり、決して児童虐待を肯定する

ものではない。この規定を削除したとしても、監護教育権(同 822条)により子に対する必要

なしつけがなされるため、親権の内容自体を変更するものではないとされる(156)。 

しかし当初の虐待は、懲戒権に起因しているため、これを廃止すべきであり、「子の利益



31 

 

のため」とは言っても、その定義は親権者の恣意的に主張しうるため、親権の概念自体をな

くし子の権利をさらに強固なものにしなければ虐待はなくならないとの意見もある(157)。懲

戒権の「懲戒」という言葉の響きの強さから、暴力や制裁のイメージを連想させたり、条文

を文言解釈し、虐待をしてもいいという根拠に捉えられたりといった誤解が生じるようで

あれば、懲戒権の条項をなくしてもいいと考える。実質的に、しつけをする権利が監護教育

権に含まれ、親権の性質に影響を及ぼさないとしても、懲戒権の条項をなくすという決定が、

社会にもたらすインパクトは大きいであろう。 

 

 ここまで、児童虐待に対する法的措置について述べてきたが、特に注目すべきは、2011

年に創設された親権停止制度だ。親権喪失制度と異なり、親子関係を完全に断絶するもので

はないため、関係の再構築をはかることができる可能性が残されている。 

 ただし、2012 年 4 月から 12 月までに、審判が終了した事件のうち、親権停止が認めら

れたのは 20％、取り下げ 64％、却下 10％等となっており、認可件数は決して多いとは言

えない。一方、親権喪失制度では、2013 年に読売新聞が、児童相談所を置く都道府県と政

令市、中核市の計 69自治体に対し行った調査によると、17自治体が 25件の申立てを行い、

審判が終了した 13件全てで停止が認められているようである(158)。 

現状、親権停止は、虐待を防止するための措置として、児童相談所からの申立て医療ネグ

レクトや心理的虐待の改善が見られない等の事例で認められているが、離婚する際の夫婦

間の感情的対立等で利用するのではなく、あくまでも子の福祉に鑑みて用いられるべきで

ある。加えて、単独親権の項目で述べたように、日本では親権の範囲が広く、その権利の領

域が明確に分かれていないため、親権を停止する際に、実際の個別具体的なケースと権利領

域が連動していないことが、親権停止制度等の法的措置の利用促進を妨げているとも考え

られるのではないだろうか。 

 

 

4－3．海外の虐待における法的措置 

 

 前項では、日本の児童虐待に対する法的措置として親権停止制度等について述べてきた。

本項では、海外の親権制限として、フランスの事例を取り上げたい。 

 フランス法では、原則として、両親の離別と親権行使とが切り離されて考えられているが、

離別後の親権の単独行使や育成扶助制度、親権の委譲・取り上げや父母以外の者の訪問権、

転居を知らされる権利、国境を越えた転居の制限等の制度により、親権が制限される場合が

ある。父母以外の者の訪問権、転居を知らされる権利、国境を越えた転居の制限については、

前述したため、ここでは、離別後の親権の単独行使、育成扶助制度、親権の委譲・取り上げ

の 3点について扱う(159)。 

 

第 1 に、離別後の親権の単独行使は、親が親権者としての資質を欠く場合等に、裁判官

が、子の利益のために、命じることができるものである(フランス民法 373-2-1条 1項)。た

だ、この場合でも、非親権行使親には、重大な事由がない限り、訪問権及び宿泊させる権利

が認められている(同条2項)。訪問権の実行が困難な場合は、面会場を利用することができ、
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その際の子の引渡しは、第三者の援助に頼ることもできる。 

通常は、両親の共同親権であるが、離別後に単独親権となった場合には、非親権行使親に

は、親権者による子の養育及び教育を監督する権利と義務、子の生活に関する重大な選択を

通知される権利が認められることになる(同条 3項)(160)。 

 

 第 2に、育成扶助制度は、子が危険な状態にある場合、児童裁判官が、一定の権限を行使

し、子の保護措置をとることができる(同 375条-375-9条)。この制度は、懲戒権を廃した代

わりに設けられており、児童虐待に対する法的措置として機能している。 

 児童裁判官は、育成扶助の措置実行において、子を親の下に置いたままか、子を第三者に

委ねるか選択する。 

 効果としては、親権者は、親権の帰属・行使をそのまま保持する代わりに、親権の制限を

受け、通信権、訪問権、宿泊させる権利のみ認められている。そのうち訪問権については、

子が委ねられた施設が指定した第三者の立会いの下でのみ、裁判官による実行命令が出さ

れる。なお、子の利益に鑑みて、危険がある場合等に、裁判官は、子の受入場所の秘匿をす

ることもできる(161)。 

 

第 3に、親権の委譲、取上げは、親権を帰属と行使において制限し、前述の育児扶助措置

と合わせて、児童虐待の場面で用いられている。 

委譲は、親権の行使を、第三者に全部または一部委譲するものであり、両親の申立てによ

る任意的委譲と、親の子に対する明白な無関心や、親権の全部又は一部の行使が不可能な場

合に、第三者の申立てにより行われる強制的委譲がある。また、子の教育の必要性から、親

権行使に第三者を参加させる分担委譲もあり、すべての親権行使親の同意の上、判決により

生じる(同 377条)が、親権者が帰属・行使を失うものではない。 

取上げは、親権の帰属自体が喪失し、全部又は一部が取上げられる。刑事判決による場合

は、性的虐待を理由とする場合には、必ず親権の取上げがなされるが、民事判決による場合

は、児童虐待により、子に急迫の危険があるような深刻なケースで、取上げがなされる(同

378-1条)。これら以外の児童虐待の場合は、前述の育成扶助措置が適用された後、子が第三

者に委ねられているうちに、子への明白な無関心や親権行使の不可能性があれば、強制委譲

措置が行われる。その期間中、子への明白な無関心が 1年以上継続した場合は、親権の帰属

喪失、親が通信権、訪問権、宿泊させる権利を 2年以上行使しない場合は、親権の取上げが

なされる(162)。 
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4－4．日本と海外の虐待に対する法的措置の比較 

 

 ここまで、日本とフランスの児童虐待に対する法的措置について述べてきた。 

両国の法的措置の相違については、日本で削除が議論されている懲戒権が、フランスでは、

代わりに育成扶助制度となっていることや、児童虐待が、日本でもフランスでも共に刑事罰

に問われること等が挙げられる。 

ただし、フランスでは、親権の取上げが、刑事判決により決定する場合があること、性的

虐待を理由とする場合は、必ず親権が取上げられることに特色がある。 

 

日本では、親権停止制度が、虐待を防止するための措置として、注目されているが、フラ

ンスと違い、両親の離別と親権行使を切り離した法制度ではないこと、親の責任・義務と子

の権利というように、領域が明確に分かれていないことから、離婚する際の夫婦間の感情的

対立等で利用されてしまうケースが起こるのだと考えられる。あくまでも、子の福祉に鑑み

て用いられるべきと再三言われているものの、日本の法制度では、子の権利が親の権利に対

して弱く、親の事情が優先されがちなのではないだろうか。また、「子の利益」という言葉

は、立場によって解釈が分かれ、権利領域を曖昧にするものであるため、親の責任・義務と

子の権利を明確にする基準や制度設計が、今後必要となってくると考えられる。 

 

 

4－5．子どもシェルター 

 

 前項では、虐待に対する法的措置について述べたが、児童相談所の保護を受けられなかっ

たり、児童養護施設内で虐待をされたりといった事案により、救済されない子らも多く存在

する。その救済のために、国と地方公共団体からの委託費により、児童自立生活援助事業の

一環として、「子どもシェルター」という緊急避難場所を運営している組織がある。 

 その運営組織のひとつに、社会福祉法人カリヨン子どもセンター(以下、「カリヨン子ども

センター」という)がある。カリヨン子どもセンターでは、15 歳から 19 歳までの子らに対

し、スタッフや弁護士が相談を受け、衣住食を提供し、児童相談所や医療機関等の様々な機

関と連携することで、家庭復帰や児童福祉施設入居、就労、進学等、次のステップへの準備

をすべく、短期集中的な支援を行っている。子の生命、身体に対する緊急の危険から子を守

るため、子本人の自発的な入居意思を確認することで、親権者の意思に反していても、子を

保護することができる。ただし、子が 18歳以下の場合は、児童相談所へ虐待通告をし、調

査を受け、一時保護を決定し、運営している法人に一時保護委託を受けることで、児童福祉

法上の根拠をもって子を保護している。 

 カリヨン子どもセンターでは、子に弁護士を選任しているものの、親権者の合意が必要な

事項の承認と引換えに、親権者が執拗な面会請求や嫌がらせをしてくる事案もあり、ここで

も親権の問題が大きく絡んでくる(163)。 

 

 

また、一方親が他方親の暴力に悩んでいる場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
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護に関する法律(通称、「DV防止法」という)3条により、各都道府県に設置されている、配

偶者暴力相談支援センターに、被害相談や心理学的・医学的判定・指導等を依頼することが

できる。同センターでは、シェルターを有しており、DVにあっている親と子の一時的な居

住場所の提供も行っている(164)。 

 

 このように、子どもシェルター等の施設が増え、法的措置では救済できない子を第三者機

関等が援助する仕組みが、構築されつつある。しかし、自らが親から受けている暴力を、虐

待だと認識していない場合や、相談機関の存在自体を知らない場合、第三者機関の利用後、

家庭に戻った際に、ますます親からの暴力が激化することを恐れている場合等、様々な状況

に置かれている子がいる中で、本当に援助が必要な子へ届いていない現状がある。今後は、

被虐待児に気付いた周りの人たちが、虐待通告をするだけではなく、その子を相談等ができ

る第三者機関へ誘導していく仕組みを作っていくことが重要である。  
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結論 

 

ここまで、条約等のメインの法的システムに、そのまま当てはめるだけでは不十分であり、

メインのシステムで救済されない者に対し、第三者機関等のシステムが働いているものの、

なお潜在的に掬いきれない人々が存在することを述べてきた。 

 

ハーグ条約における子の連れ去りを防止するための子の返還手続は、国ごとに異なる法

律システムや家族観を有している上で、国際司法協力をするための統一のルールであり、一

見すべての子らに該当するように項目が削ぎ落とされているように思えるシステムである。 

しかしながら、スイスで、インカミングケースにおいて、現行の条約をそのまま適用する

と、子の最善の利益が考慮されず、不適切な結果が生じるという観点から、独自の返還拒否

事由が設けられているように、条約は各国の事情に基づいて解釈されている。 

それによって、条約システムでは救済しきれない子の存在が明らかとなり、中央当局を通

して紹介された、面会交流や ADR等を推進する第三者機関の援助を受けるという、複数の

システムを利用することにより、やっと救われる子がいる。 

  

そういったハーグ条約のシステムの問題は、国内の法的システムにも影響を及ぼす。 

条約の独自の返還拒否事由で問題となった「子の利益」は、日本の家族法の単独親権制度

というシステムを共同親権のものへと改正しようという動きを生み出した。法的なシステ

ムを知らない人へ伝えていくシステムも同時に育てていく必要があり、子を母国でなく外

国で育てると、渉外結婚が破綻した場合のリスクが大きいことや、離婚前に子の養育計画に

ついて定め、双方の親が子と面会交流をしていくこと、養育費の支払と面会交流は、本来

別々の事柄として取り扱われるべきであること等を周知していくことが望ましい。 

 すぐにフランスの交替居所制度のような進んだものを導入するのは難しいが、こういっ

た身近な事柄を父母へしっかり伝えることができるよう、離婚前に裁判所等で、子の利益に

ついての父母学習プログラムを全国的に導入するべきだと考える。 

また、実質的に一方親の単独親権となってしまうのであれば、親権と監護権を分属させる

ことを共同親権や共同監護の代替とするよりも、「親の責任・義務／子の権利」へと法シス

テムを拡張させることが有用である。 

 

さらに法的なシステムだけでなく、法律で救済されない人々への子どもシェルター等の

援助システム、そしてゆくゆくは、人々が構成する家族というシステムを、草の根からでも

変革していく必要がある。父母だけで、面会交流が困難な場合、第三者機関の援助システム

を通じ、家族システムを再構築し、ゆくゆくは自力実施ができるように、親として自立して

いくべきである。そのためには、前述した離婚前の父母学習プログラム等のシステムを利用

し、父母が感情的対立や不安感を乗り越え、子の心の発達に関する理解や洞察を深め、子の

利益に鑑みた面会交流を積み重ねていくことが重要である。 
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家族だけの密室的な環境で起こる虐待という悪しきシステムは、家族法システムの監護

権条項の削除により、すぐに崩されるというような簡単な問題ではないが、システムの歯車

が動く一つのきっかけになると考える。虐待を断ち、新たな選択をするために親権停止制度

等のシステムに頼るのも手である。 

 

このように、すべて別個のものと捉えられている複数のシステムは、実際は全て連続した

システムの集合体であり、ひとつのシステムを修正すると、やがては全体へ浸透していく。 

よりよいシステムの構築のためには、海外の「双方の親に子と面会交流する機会が保障さ

れるべき」といった根本の考えや判例等を、自国の法的システムに導入することも大切だが、

本来持っている ADR等のシステムを、渉外結婚が破綻した際にどこの国にいても、相談等

のサービスが受けられるように強化することも大切である。 

それら複数のシステムの修正が、うまく循環し、協働していくことで、初めて離婚後の親

子関係の構築がなされていくと考える。今後は、社会的弱者の保護を念頭に、様々な家族観

を受け容れるシステム構築がなされ、日本と海外の間の様々な認識の隔たりを埋めていく

ことが鍵となるであろう。 
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あとがき 

 

 当研究のきっかけは、大学入学時までさかのぼる。 

2011 年、明治学院大学法学部法律学科に進学し、はじめのうちは、民法の分野に関心を

抱いていたが、学科の専門科目や他学部の科目を受けているなかで、全ての科目に関連性が

あり、それらがひとつのまとまりに収束していく面白さを知った。 

 

 そこで、法学分野の垣根を越えて、新たな視点で物事を捉えることができる法哲学ゼミに

所属し、どういった切り口から研究すべきか迷っていた時、所属ゼミの指導教官である高橋

文彦先生が、ハーグ条約について紹介してくださった。ハーグ条約の国際的な子の奪い合い

について調べていくうちに、面会交流等が果たされない等の離婚後の親子関係の構築がう

まく進んでいない点、伝統的家族観だけでなく新たな家族形態を選択しようとしている

人々が等しく法的サービスを受けることができていない点等、様々な疑問点を抱いた。 

  

根底には、大学在学中に、自身の過去ときちんと向き合って、その結果を何らかの形にし

たいという想いがあった。長年自分の中で考えてきた問題を、感情的にではなく、学問とし

て客観的に見てみたら、どのように映るのかにも関心があった。そこで卒業論文で、あえて

離婚や親権、虐待といったテーマを取り上げることにした。自身が経験している事柄を、主

観ではなく客観的に捉えることができるかどうか自信がなかったこと、思い入れが強く盛

り込みたい要素が絞り切れなかったことから、構成を形にするのに時間を要した。論文中で

は、明らかにできていない点が多々あるものの、その思考過程は自身の糧になった。 

世の中では家族問題は、踏み込んではいけないセンシティブな領域との暗黙の認識があ

り、法的にもその領域には干渉しないとされ、まだまだ新たな家族形態を受容する仕組みが

十分に整っているとは言えないが、社会を構成する一人一人が自身の家族観と向き合い、今

後の法改正や各機関の支援体制の拡充により、少しずつでも変化していくことを期待して

いる。 

 

最後に、スープの冷めない距離で見守り指導してくださった高橋文彦先生、励ましてくだ

さった周りの方々に対し、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

(39,487字) 
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