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はじめに  

令和３年９月１４日口頭弁論期日における裁判官からの原告らへの指

示に対応し、以下原告らの主張を行う。同指示は、令和３年５月１３日付

事務連絡（以下、本書では単に「事務連絡」という。）の内容に沿う形で、

原告らの主張を確認するものであったため、同「事務連絡」に対応する形

で主張する。  

本回答の前提として、原告訴訟代理人の現行法の基本的理解は「別紙 

現行の単独親権制に対する理解」のとおりである。 

本訴訟のような親権制度に関する議論においては、子の利益という抽象

的で曖昧な言葉がむやみに用いられ、時にはそこに各自の主観やイデオロ

ギ―が含まれた議論になりがちである。肝心なのは、親子の養育関係にお

いて親も子もそれぞれ人権または人格的な利益を有しており、同利益を具

体的な制度がどう扱っているかということである。これを理解するために、

法自体の仕組みや立法時の経緯から冷静にその構造を分析していく必要

がある。その中ではじめて、我が国の親子が現実としてどのような状況に

置かれているのか理解が進むはずである。この意味で、被告（国）の現行

法に対する説明は非常に重要であり、ここにご協力いただいたことには感

謝したい。 

 

第１「事務連絡」第１項について（制度を根拠づける条文・規定について） 

 １ ①法律上の婚姻関係にある父母における共同親権を根拠づける条

文・規定について 

民法８１８条１項及び８１８条３項である。  

民法８１８条１項は、「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」   

と規定し、同条３項本文は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同し
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て行う。」と定める。これはつまり、（同条２項の子が養子である場合

を除き）原則親権は「父母」に帰属し、同条３項で「父母の婚姻中は」

親権行使を共同としていることから、婚姻中は原則父母の共同親権な

のである。 

なお、事務連絡においては、「法律上の婚姻関係にある父母におけ

る共同親権制度」（下線は原告代理人）との表現が用いられているが、

後述のとおり原告訴訟代理人としては法律上の婚姻関係にある父母

のみが原則共同親権となることも現行法の単独親権制度の一内容と

して捉えているため、ここでは、「法律上の婚姻関係にある父母にお

ける共同親権を根拠づける条文・規定」と表現した。表現としてはい

ずれも誤りではないが、一つの制度の捉え方として注意すべき表現と

考える。 

 ２ ②非婚の父母の単独親権制度を基礎づける条文・規定について  

   事務連絡第１項②㋐から㋒はすべて法律婚にない「非婚の」父母を

指す（これまでの原告らの主張書面と同様法律婚の関係にないことを

「非婚」という。） 

   非婚の父母がすべて単独親権である根拠条文は、民法８１８条３項

の「父母の婚姻中は」の規定である。 

   民法８１８条１項は、親権が原則として父母に帰属することを規定

しているが（非婚も除外していない）、同条３項において共同で親権

を行使できる場合を「父母の婚姻中は」に限っており、、非婚の父母

は一律単独親権となる。実際の運用上も同規定の結果非婚の父母は一

律単独親権として扱われている。そのため非婚の父母が一律単独親権

であることの直接の根拠規定は、民法８１８条３項の「父母の婚姻中

は、」であると考える。 

   この点、被告は、被告第４準備書面において、非婚の父母が単独親
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権である根拠条文として民法８１９条各項を指摘する。また、内田貴

著「民法 IV[補訂版] 親族・ 相続」２３８ページを指摘し、「法律上

の婚姻関係にない父母から子が出生した場合,その子は,まず 母の単

独親権」に服することについて「明文の規定はないが当然の帰結」と

している。 

   ここで、原告訴訟代理人と被告の理解の相違は、民法８１８条と民

法８１９条の関係性の理解の違いにあると思われる。原告訴訟代理人

は、民法８１８条が親権帰属の基本的なルールを定めており、その結

果単独親権となる父母間の親権の帰属の在り方を民法８１９条各項

で定めていると捉えている（いわば段階的な捉え方）。他方で、被告

は、民法８１８条及び８１９条全体で親権の帰属のルールを定めてい

ると捉えているようである（いわば並列的な捉え方）。以下では、原

告訴訟代理人が段階的な捉え方をしている理由を述べる。 

   まず、民法８１８条全体は、その見出しが「（親権者）」であること

からも、法律婚の父母、非婚の父母、子が養子縁組をしている場合も

含めたすべての親権の帰属の基本的な在り方を規定していると考え

るのが自然である。民法８１８条全体ですべての父母についての親権

帰属の基本的なルールを定めており、この基本的なルールのレベルと

しては同条で完結しているという理解である（仮に、被告のいうよう

に単独親権制が民法８１９条各項によって根拠づけられるのであれ

ば、「（親権）」の規律である民法８１８条の中で、同条３項に続いて、

４項、５項と連なる形で、民法８１９条１項以下の内容が記載される

のではないだろうか。）。 

その上で、次のレベルの問題として、上記のとおり同８１８条３項

の「父母の婚姻中は、」の規定により非婚の父母が単独親権となること

から、単独親権の場合に、父母のどちらに親権を帰属させるかという
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規律が必要となり、これが民法８１９条であると考える。また、被告

が引用する内田前掲書２３８頁の「明文の規定はないが」との記載は、

単独親権の場合において親権が父母のいずれに帰属するか、について

の明文の規定がないという意味であり、非婚の場合単独親権であるこ

と自体についての規定に触れたものではないと考えられる。 

   以上なるべく丁寧に原告訴訟代理人の見解を述べたが、この点につ

いて、現行法は婚姻中の父母は原則共同親権であり、非婚の父母は一

律に単独親権という一つの制度であるという点については、当事者間

にまったく争いはないのであって、根拠条文については、最終的に裁

判所の判断に委ねるとしても、根拠条文の理解の相違は、議論の対象

や違憲性の結論については差がないと考えられる。 

   なお、根拠条文に関しては、大村敦志「民法読解 親族法」におけ

る解説によれば、原告の考え方に親和した読み方が可能である（甲３

２―１）。 

 

第２ 事務連絡第２項について（非婚時単独親権の立法目的等について） 

ここについては、①婚姻中共同親権と②非婚時単独親権に分かれている

が、本書別紙のとおり、現行法は婚姻中の父母は原則共同親権であり、非

婚の父母は必ず単独親権という一つの制度である（この制度を全体として

一般に単独親権制度という。）。そのため、法としての目的、合理性は婚姻

中共同親権と非婚の場合の単独親権は独立して論じることはできず、一つ

の制度として全体で目的と合理性を論じていくことになる（そうであるか

ら被告第４準備書面も、①と②で同様の記載が多くなっていると思われ

る）。しかし、このような形であえて婚姻中共同親権の目的を切り出して、

原告らから求釈明で確認をさせていただき、裁判所の「事務連絡」の形に

なったことは、大きな意義がある。それは、単独親権制という一つの現行
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法の制度の目的や合理性を論じるにあたり、現行法の単独親権制の内容の

一部である現行法の婚姻中共同親権の意義を再確認することが必須であ

るが、この点の具体的な合理性の検証がこれまでの議論では希薄な面があ

った。ここをあらためて確認することで単独親権制度全体の目的と合理性

の問題がより明瞭になるからである。その意味で、最終的には、単独親権

制度の目的と立法の合理性を論じればよいと考える。 

この構造のため、本書では、立法目的と合理性の議論の結論としては、

後述の「２ ②非婚時単独親権」のところで述べ、「１ ①婚姻中共同親

権」の目的等に関する記載は、その足掛かりの指摘として位置付くことに

なる。 

 １ ①婚姻中共同親権  

 （１）（１）及び（２）（立法目的及びその合理性を基礎づける根拠）

について 

被告準備書面４によれば、婚姻中共同親権の目的として、「子の利

益の確保に主たる目的があるが,その背景には,両性の本質的平等と

いう基本原則があり」と述べている。「子の利益の確保」及び「両性

の本質的平等」との目的について以下順に指摘する。 

ア 子の利益の確保   

「子の利益の確保」の具体的な意義について、被告は、「法律上

の婚姻関係にある父母は,共同生活を営むなどして相互に協力扶

助しながら、夫婦間に生まれた子を育てるべき法律関係にあると

ともに,実際上も,夫婦及び子が同居するなど,相互に協力して子

の養育に関与し,慎重熟慮の上,子の養育に関する事項に必要な判

断を適時適切に行うことを期待することができる一般的な状況に

あるものということができ,その双方を親権者とすることは子の

利益に資するといえる。」と述べている（被告第４準備書面４頁）。 
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上記説明について、まず、「婚姻関係を」共同生活を営むなど相

互に協力する関係を期待できる関係と捉えていることは分かるが、

そのような場合は「父母双方を親権者とすること」が「子の利益

に資する」という説明は、肝心なその間の関係性が飛躍しており、

説明になっていないと思われる。被告自身が「我が国の法制上，

たとえ婚姻中の父母でなくても，父母が同居するなどして父母共

同で子を養育することは何ら妨げられるものではない」と述べて

いるように（被告第１準備書面６頁）、共同親権という法形式によ

って父母同居の上での共同養育を実現しているわけでもない。婚

姻中共同親権が法の仕組みとして具体的にどう機能しているかの

説明には一切なっていないのである。 

唯一、被告が述べる中で、婚姻中共同親権の具体的な機能とし

て主張していると思われるのは、「夫婦及び子が同居するなど,相

互に協力して子の養育に関与し,慎重熟慮の上」という点である。

これは婚姻中の共同親権の意義として考えられていると思われる。

この「慎重熟慮」という言葉は、これまで非婚時単独親権の目的

という捉え方で本訴訟が進行している間は被告から述べられるこ

とはなかったが、今回、原告らの求釈明及び裁判所の事務連絡に

よって婚姻中共同親権の合理性にも目を向けることになり、はじ

めて登場したものである。これはあえて婚姻中を共同親権とした

意義を考える重要な指摘である。 

さて、「慎重熟慮」自体は、原告も子のために重要であると考え

ている。この点、訴状でも「父母間の養育権は、父母が別個の人格

をもつ人間である以上、当然衝突する可能性のあるものであり、

この意見対立は子の養育にとって利益であることもある。」という

記載をしており（訴状３３頁）、子を養育する立場にある父母それ
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ぞれに意見があり、時には相違があることは、子の利益につなが

ると考えている。ただし、「慎重熟慮」による子の利益確保が現行

法の立法目的として正当であるといえるか否かを考えるにあたっ

ては、法が仕組み上「慎重熟慮」を実現する機能を有しているか

どうかを吟味する必要がある。 

この点について結論は明白である。現行法の婚姻中共同親権は、

慎重熟慮が実現するように立法されているとはいえない。本書別

紙のとおり、被告も父母の意見が不一致の場合の解決方法がない

ことは法文上明らかであり被告も認めている。ただ、たとえば、

共同親権によって、仮に、離婚までの一時的なものであっても、

父母の意見の相違によって、子の監護に関する事項の決定ができ

ず、いわゆるフリーズ状態になるのであれば（この状態の是非は

ともかく）一定の慎重熟慮機能はあるといえるだろう（この点に

関し、現行民法改正に携わった我妻榮氏の考えとしても、「子の財

産の管理、法律行為の同意という問題となると、両方の意見が一

致しないと、行為はできないという結果になる。それもよいであ

ろう。」とある（法律時報１９巻１２号「論説 新親族法の解説（上）」

１６頁（甲３３）。）。しかし、実際には、現行法下では、父母の離

婚前においても、一方の親が子を事実上独占してしまうと、他方

の親は親権を有していても何らの実効的な抵抗手段がない。これ

は我が国で子の連れ去りが行われた場合のその後の状況を踏まえ

れば明らかである。このような状況に対して、民法７６６条の類

推などという離婚後（単独親権）を前提にする制度を前倒しにす

るような運用も行われている。つまり、事実上子を養育する環境

を奪われた親権者は、親権喪失も停止もされていないにもかかわ

らず、子の居所や通学先の決定はおろか、時には子の居所や通学
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先を知ることすらできなくなってしまい、親権者としての子に関

する監護事項の判断から完全に除外されてしまうのである。 

上記事態は、裁判所の運用の問題だけの問題ではなくまさに現

行法の仕組みの問題である。そもそも、現行の共同親権制度は父

母双方の意見が一致しないときについて、何らの手当ても行わず、

一方の親の独断で事を進めてしまうことを許容しているのである。

これは、法律時報３１巻１１号記載の現行法の立法当時の「座談

会」（甲３４）において、明確に議論されている。すなわち、現行

法に父母の意見が一致しないときの規定が用意されていないこと

について、「司令部自体も、その規定がなくてもすむというのが、

非常にふしぎそうな様子」であり「それでいいのかという」との

意見を示していたようである。この点について我妻氏の発言は「そ

れはそれですまないというのがほんとうだろうが、日本の場合は

すんでいるのだね。」「多くの場合、父親のいうことにきまるだろ

うということじゃないですか。」などと述べており、現行法は意見

不一致の場合の規定がないことから、一方の親の事実上の単独判

断で解決することが想定されていることが分かる（同文献（甲３

４）８４頁）。現状起こっている共同親権状態でも一方の親が子に

関する決定を独占する状況は、まさに立法当時許容されていたの

である。前記のとおり、「慎重熟慮」という言葉は、婚姻中共同親

権の意義に目を向けることになり、今になって登場した言葉と思

われるが、このような慎重熟慮機能を現行法は法の仕組みとして

備えておらず、立法段階でもそのような機能がないことは自覚さ

れていたのである。 

以上述べたとおり、「慎重熟慮」という目的は、現行法共同親権

の機能としてまったく果たしていない上に、そもそも立法自体も
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同機能を期待したものとはいえないから、正当な目的となりえな

い。 

そうすると、被告のいうところの「子の利益の確保」は、正当な

目的とはいえない。 

イ 両性の本質的平等   

被告は婚姻中共同親権の背景には、両性の本質的平等という基

本原則があると述べており、その説明として、「昭和２２年法律第

２２２号による改正前の民法（以下「明治民法」という。）８７７

条本文は，「子ハ其家ニ在ル父ノ親権二服ス」と規定しており，父

母の婚姻中であっても父の単独親権に服することが原則とされて

いたが,戦後の同改正より,両性の本質的平等という基本原則に基

づき,父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行使することと定め

られた(民法８１８条３項)。」（被告第４準備書面４頁から５頁）

とある。経緯としてはそのとおりであろう。 

両性の本質的平等は「基本原則」なのであるから、婚姻中に限

らないという点は後述の②単独親権合理性の記載で述べるとして、

ここでの問題は、現行法の立法の機能として父母の平等を実現で

きる仕組みがあるか、である。この点、前述の座談会（甲３４）及

び本書別紙のとおり、立法時の想定としても父母の力関係による

事実上の決定が想定されていたことである。言うまでもないが、

両性の本質的平等とはほど遠い。ここはあくまでも、父の単独親

権から婚姻中共同親権に変更したことは、方向性としては両性の

本質的平等を目指していたということに過ぎない。その意味でも

現行の婚姻中共同親権の目的が両性の本質的平等であると捉える

ことは適切ではない。この点に関して最も妥当で適切な捉え方は、

現行法に限らず、親権制度等子の養育に関する制度の在り方にお
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いては両性の本質的平等という基本原則が守られなければならな

いということである。立法の目的やその合理性は、人権の制約（本

件でいえば養育権、平等権）との枠組みの中で設定されるもので

ある。この意味で両性の本質的平等を養育権侵害との関係で現行

法の「目的」として位置付けるのは枠組みとしてはおかしい。両

性の平等は、本件の場合、法の目的や仕組みの手段を判断するも

のさし（評価基準）なのであって、これを目的に据えてしまうと、

構造上、立法目的に関する議論が空洞化するか、あるいは、循環

論法的な議論になってしまう。 

今後も本訴訟の現行法の違憲性の判断において両性の本質的平

等という重要なものさしが用いられることになる。 

では、親権制度等子の養育に関する制度の在り方においては両

性の本質的平等という基本原則が守られなければならないという

ものさしから現行法をみるとどうだろうか。この点は②非婚時単

独親権のところで述べる。 

 （２） 立法目的との関連で,共同親権制度が合理性を有することになる

根拠について 

     上記のとおり、被告の説明は、そもそも現行の婚姻中共同親権制の

目的として説明が困難なものである。それは、法の仕組みとしての機

能面の問題に因る。そのため、現行法は立法目的との関係で合理性を

有するはずがない。 

   なお、立法目的の審査を「子の利益の確保」「両性の本質的平等」な

どとごく抽象的にとらえれば、上記指摘は目的と現行法の関連性の問

題に置き換えることができるが、そもそも法として目的のための機能

を欠いている場合は、目的の正当性の不存在と捉えることが適切であ

る。 
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 ２ ②非婚時単独親権  

 （１）（１）及び（２）(立法目的及びその合理性を基礎づける根拠)に

ついて 

    被告は、「前記(1) ア (ｱ) で述べたとおり,民法において,親権制

度が子の利益の確保を重視していることからすれば,法律上の婚姻

関係にない父母のうち婚姻を経ていない場合(以下「非婚の父母」

という。)について単独親権制度を定める前記 ２(2)アの立法目的

も,子の利益を確保することにあると解される。」「また,非嫡出子に

対する親権行使について,明治民法では，父が認知すれば原則とし

て当然に子は父の家に入り（明治民法７３３条），父の親権に服す

る（明治民法８７７条）とされていた。これに対し，民法では，家

制度を廃止するとともに，両性の本質的平等に基づき，当然に父の

親権に服するのではなく,父母の協議又は協議に代わる審判によっ

て子の親権者を定めることとしたものである(民法８１９条４項及

び５項)。」「以上のとおり,非婚の父母について単独親権制度を定め

る民法の立法目的は,前記(1) ア (ｳ) と同様の意味で,子の利益の

確保及び両性の本質的平等にあると解され,また,その立法目的に

合理性が認められることは明らかである。」と述べる（被告第４準

備書面５頁）。 

    ここでも、「子の利益の確保」「両性の本質的平等」と述べている。 

  ア 子の利益の確保について  

     まず、「子の利益の確保」について、ここでいう子の利益とは

何であるのか、被告は立法目的論としてはこれ以上説明をしてい

ないが、立法の合理性に関する記載の中で具体的な見解を述べて

いる。これは以下のとおりである。長くなるが重要な主張である

ため引用する。 
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     「前記(ｱ)のとおり,民法において,親権制度は子の利益の確保

を重視している。 

この点,非婚の父母の関係は,事実婚の関係から単に子をもうけ

たにすぎない男女まで多様であるが,どのような関係であっても,

法律上の婚姻関係にない以上,父母が婚姻中の場合と異なり,同居

して共同生活を営むなどして互いに協力扶助しながら子を育てる

義務を負うべきとされる法律関係にない。これに加えて,上記のと

おりその関係性も多様であることからすると,一般的に,父母双方

が同居するなどして良好な関係を保ちつつ協力して子の養育に関

与し,慎重熟慮の上,子の養育に関する事項に必要な判断を適時適

切に行うことを期待することができるという状況にあるとはいえ

ない。 

このような非婚の父母の関係に鑑みると,一律に父母双方が共

同で親権を行使することとすると,父母間で子に関する事項につ

いて適時に適切な合意を形成することが困難となる結果,かえっ

て子の利益が害されるおそれがある。 

なお,仮に非婚の父母について一定の場合(例えば長年にわたり

事実婚の状態である場合など)に共同親権とするとした場合,父母

間の関係性が多様である上,外部からその関係性が明確でないこ

となども踏まえれば,どのような関係の場合に共同親権とするこ

とが相当か, 共同親権とする基準として明確か,また,共同親権と

した場合に子の利益が害されるおそれがないかといった問題も生

じると考えられる。 

そこで,民法は,非婚の父母について,原則として母の単独親権

としつつ,一定の場合に父母の協議によりそれを変更することを

認め,仮にその協議が調わないときは,裁判所が後見的な立場から
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親権者としての適格性を吟味し,その一方を親権者と定めること

としている(民法８１９条４項及び５項）。このように，父母の一

方を単独親権者とすることにより，前記のおそれを防ぎ,子の監護

に関わる事項について,適時に適切な決定がされることとなり,子

の利益を確保することにつながるものである。 

すなわち,親権の有無にかかわらず,法律上,親子であることに

は変わりがなく,親は子に対する扶養義務を負い,子は扶養を受け

得るものであり,また,親権を有しない親と子が何らかの関係を有

することが法律上禁止されるものでも,親権を有しない親と親権

を有する親が事実上相互に協力し合って養育に関与することが否

定されるものでもないから,父母に良好な関係があり,いずれも子

の養育に協力的であれば,非婚の父母の一方に親権を認めないこ

とによっても子の利益を害することはない一方で,そのような関

係が望めない場合には、父母の一方が子の養育に対して非協力的

であることなどにより,親権行使に関する合意が適時適切に得ら

れないおそれがあり,子の利益の確保に重大な支障が生じること

が想定されるものである。」（被告第４準備書面６頁から８頁）。 

以上の被告の説明ついては以下の様々な観点からその立法目的

の正当性に疑問がもたれる。 

    （ア） まず、被告の言う子の利益の確保とは、結論として、「親

権行使に関する合意が適時適切に得られないおそれ」を避け

ることを言っているものである。ただ、これが単独親権制の

目的としては甚だ疑問である。子を養育する対等な立場にあ

る父母の意見が一致しないことは、父母の関係性を問わず

様々ありうる。そして、婚姻中であるか非婚であるかにかか

わらず、父母が協議によって速やかに方針を一致させること
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ができる場合もあるが、当然そうでない場合もあり得る。こ

のような時の解決について現行法は婚姻中共同親権の場合

も何らの解決方法を用意していないのである。そうであれば、

被告のいう適時適切な合意ができずその結果子が不利益を

被ることがあるとすれば、その原因はまさに父母の意見が不

一致の場合の規律を用意していない立法が原因なのであっ

て、親権が父母双方に帰属していることが原因ではないはず

である。その上で、父母の意見不一致の場合に対して、現行

法は、結局単独親権への移行又は事実上の父母の一方の独断

によって一応の「解決」を図っているだけである。これはつ

まり、父母の養育権衝突の問題を最初から一方の父母の養育

権を否定することで解決しているということなのであるか

ら、当初より（訴状から）原告が訴えているとおり、単独親

権制の目的としての適時適切な合意ができないことによる

子の不利益の確保は、まさに背理なのである。 

（イ） 次に、前述の婚姻時共同親権状態においても、「慎重熟慮」

機能を法が有していないことは説明済みであるが、このこと

をおくとしても、これは婚姻時共同親権のメリットを説明し

ているのであり、法的にも一方の親だけで決定が可能な単独

親権状態は、論理必然の関係として、慎重熟慮の要請が大き

く後退するはずである。このこととの関係で、「適時の決定」

の要請は慎重熟慮機能を後退させてでも得るべき目的なので

あろうか。 

この点、真に慎重熟慮機能が要請される状況は、父母の婚 

姻中や、父母の関係が良好である場合に限られないことは言

うまでもない。むしろ、父母の関係が良好で協力が期待できる
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関係の場合よりも、父母がそれぞれの方針に疑問を有してい

る場合の方が一般に互いの監督により子によってリスクのあ

る判断を回避する要請が強くなるであろう。たとえば、その最

たる場面が代諾養子縁組であるが、当該場合には、非親権者は、

原則同意権すらもたず、また、代諾養子縁組がなされると親権

者変更すらも不可となってしまうことは争いのない事実であ

る。この場面で民法８１８条 1 項の「父母」親権のパターンか

ら、同条２項の養親親権のパターンに基本的な枠組みが移行

する重大な局面であるが、父母の一方はこの重大な局面に何

の関与もできないのである。この点については、改正養子法の

解説（乙８）の中でも「実際上多くの割合を占める連れ子養子

縁組」の都合のみに重きが置かれ、非親権者である者の「親」

という地位あるいは子からみれば「親子」の地位という利益に

正面から向き合っていない姿勢が分かる（同文献１７２頁）。

また、後述のとおり、現行法が憲法施行を受けて家制度の脱却

を目指したものの、結局この理念を家単位の意識が残る実態

に追従させて施行されたこととも整合する。つまり、現行法は

憲法の理念に基づき家制度から脱却し個人単位の考え方をと

る方向性で検討されたが、氏と親子関係を切り離すことはＧ

ＨＱの介入の結果実現したものの、結局、全体として結局家単

位の現状を追従する後退をみせた。かつての「家」とは形が異

なるかもしれないが、親子という個人の関係よりも、家庭とい

う単位を優先する意識は根強く残っており、このことが親子

と再婚養子縁組家庭との関係にも反映されているともいえる

（戦後の民法改正の経緯・実情について詳しく研究している、

青山学院大学許末恵教授著「親権と監護―民法第７６６条、第
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８１８条及び第８１９条の成立―」（甲３５）においても、実

質的に氏と親子が切り離されていないという指摘がある。）。

実親の配慮による慎重熟慮機能を否定し、新しい縁組家庭の

形成を優先したのである。今、再婚養子縁組をした家庭での子

の虐待ケースが多発していることは悲惨な具体的事件を持ち

出すまでもなく公知の事実である。このように、親子の地位及

び子生活にとって重大な局面で父母双方による慎重熟慮機能

を奪うことは親の地位をないがしろにするばかりでなく、子

にとっても明らかに実害が大きい。それにもかかわらず、この

ような慎重熟慮の機能を捨てて、あえて「適時決定」を優先さ

せることが目的として正当とは到底いえない。 

    （ウ） また、前記（ア）でも「適時決定」の問題は父母に親権

が帰属することの問題ではなく、適切な調整機能を欠いている

ことの問題であると述べたが、常葉大学大森貴弘准教授の意見

書（甲３６）では、まさに諸外国は適切に父母間の養育権を調

整する仕組みを用意していることを指摘している。同意見書に

は、「国側の「第４準備書面」は、非婚時あるいは離婚後にも共

同親権が継続するなら、「父母間で子に関する事項について適

示に適切な合意を形成することが困難となる結果，かえって子

の利益が害されるおそれがある」という。父母間の対立が生じ

て決定に至らないという事態を防止するためだと言われる。し

かし、諸外国の立法例を見ると、日本以外の先進国（ここでは

Ｇ７を念頭に置く）は非婚時も離婚後も共同親権を法制化して

いる。そこでは、子が父の監護下にある場合は監護に関する日

常的事項は父が決定でき、子が母の監護にある場合は監護に関

する日常的事項は母が決定できる、とすることで合意の形成を
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原則的に不要としている。例外として長期にわたる子どもの治

療法や進学先の学校の決定といった重要事項について合意が

必要となるが、この場合には家庭裁判所の審判や親権停止・剥

奪制度、緊急時には子の意思を尊重する等と定めることで、養

育方針を一義的に決定しうることは諸外国の立法例を見ても

明らかである。」「非婚時あるいは離婚後共同親権に関して、「父

母間で子に関する事項について適示に適切な合意を形成する

ことが困難となる結果，かえって子の利益が害されるおそれが

ある」というのであれば、なぜ、日本以外の先進国では全て非

婚時あるいは離婚後共同親権が採用されているのかと反問し

なければならない。わが国の非婚時（離婚後を含む）単独親権

制度こそが、非婚時・離婚後の別居親と子どもとの生き別れを

助長しており、子どもの情緒の安定や自己肯定感の育成、出自

を知りアイデンティティの形成する子どもの利益に真っ向か

ら反するものであると言うことができる。」とある（意見書９

頁）。 

      上記のとおり、意見書が指摘する諸外国の実例により、まさ

に適時適切な決定は、前記（ア）で述べた父母の養育権の調整

の仕組みの問題なのであって、親権が父母に帰属していること

自体の弊害ではないことが分かる。 

イ 両性の本質的平等について  

   まず、被告のいう「非嫡出子に対する親権行使について,明治民法

では,父が認知すれば原則として当然に子は父の家に入り（明治民

法７３３条），父の親権に服する（明治民法８７７条）とされていた。

これに対し,民法では,家制度を廃止するとともに,両性の本質的平

等に基づき,当然に父の親権に服するのではなく,父母の協議又は
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協議に代わる審判によって子の親権者を定めることとしたもので

ある(民法８１９条４項及び５項）」（被告第４準備書面６頁）との立

法過程はそのとおりであろう。 

その上で、両性の本質的平等は現行法の立法目的として捉えるこ

とは適切ではなく、親権制度等子の養育に関する制度の在り方にお

いては両性の本質的平等という基本原則が守られなければならない

というものさしであると考える。 

   この点、被告の論理は、現行法の立法過程を挙げることで、巧妙

に対立利益をすり替えてしまっているといえる。上記基本原則をも

のさしとして捉えたとき、本件の利益構造が理解できる。あまりに

も単純な話であるが議論を混同しないために、次のＡとＢの問題を

区別していただきたい。 

Ａ 単独親権制の中では、当然に父が親権者か、父母の協議又は審

判で父か母の一方を親権者と定める制度（現行法）のどちらが両

性の本質的平等に適うか。 

Ｂ 非婚の父母は一律単独親権とする現行の単独親権制度は両性の

本質的平等に適うか。 

被告が述べているのはＡである。Ａの議論としては、現行法は明

治民法の制度よりは、両性の本質的平等というものさしでみると、

その方向性に向かったとはいえる（ただし、明らかに道半ばで未完

成である）。本訴訟で問題にすべき構造は言うまでもなくＢである。

このように整理した時、本来養育権を有している父母の一方が、特

に親としての能力や資質をまったく問題にされることなく子の養育

に関する決定権者から除外される制度が、果たして両性の本質的平

等に適うと言えるのだろうか。別紙にもあるように、父母の意見が

一致しない場合、力関係や実力行使による一方の独断を許してしま
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う制度は、両性の本質的平等とはほど遠いのではないだろうか。い

ずれにしても、上記Ｂの議論である本訴訟においては、むしろ、両

性の本質的平等は現行法の対立利益としてみるべきである。 

（２）（３） (立法目的との関連で,単独親権制度が合理性を有すること

になる根拠)について 

  ア まず、前記のとおり「適時決定」を現行法の目的の正当性に据え

ることは完全に誤っているが、一般的価値としての適時決定の要請

自体は存在する。 

    しかし、前記のとおり、適時決定は、父母の養育権を適切に調整

する立法によって実現するものであって、この仕組みを用意しない

ことが適時決定を妨げているというだけである。このようにあえて

父母の養育権調整立法を放置し、別紙のとおり、単独親権制への移

行にとって意見不一致の場合を解決するのが現行法である。これが

養育権の衝突を養育権の否定で解決する背理なやり方であること

は繰り返し述べているが、この点はおくとしても、現行の単独親権

制のどこが「適時」なのだろうか。ある夫婦の意見が一致せずそれ

故離婚に至るとして、裁判離婚を含む離婚までに相当の時間がかか

る。単独親権制は結局「適時」の決定との関係でもおそろしく機能

不全なのである。なお、単独親権であること自体が速やかな離婚成

立を妨げる大きな要因になっており、そうであれば、なおさら、単

独親権制が適時の決定に資するものとはいえない。 

  イ また、意見調整の解決を親権の帰属で行う現行制度は、父母の対

立を生みまたは増長させる効果があることは論をまたない。これは

父母及び子のどの立場にとっても、不利益が大きく、結果として、

子が成長するまでの過程のほとんどを親権帰属も決まらない対立

状態で過ごすことも少なくない。この点を踏まえると、養育権を適
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時に調節する仕組みを用意せず単独親権による解決を行う現行法

は、不要な利益侵害まで生み出す不合理な制度である。 

  ウ 次の非婚の父母のうち、㋐事実婚に至らない父母、㋑事実婚状態

にある父母、㋒離婚した父母、を一律に単独親権とすることの合理

性を考える（㋐㋑㋒は「事務連絡」に対応）。 

    この点はそもそも法律婚や事実婚を含む父母間の婚姻に関する

関係（父母の関係性そのものとは異なる）を介在させて親子関係を

規律すること自体の必要性を考えなければならない。このことは、

ちょうど、被告の次の主張を検討すると考えやすい。 

被告は「なお,仮に非婚の父母について一定の場合(例えば長年に

わたり事実婚の状態である場合など)に共同親権とするとした場合,

父母間の関係性が多様である上,外部からその関係性が明確でない

ことなども踏まえれば,どのような関係の場合に共同親権とするこ

とが相当か, 共同親権とする基準として明確か,また,共同親権とし

た場合に子の利益が害されるおそれがないかといった問題も生じる

と考えられる。」と説明する（被告第４準備書面７頁）。 

    まず、「外部から」の意味であるが、ここでの外部とは何を意味

するのかすこし分かりにくい。そこで、「外部」とは、共同親権を付

与する場面の裁判所や行政の目をいうパターンと、実際に共同親権

状態の事実婚の者であるかを判断する社会の（一般の）目をいうパ

ターンを考えてみる。この点、前者の親権を付与する場面において

は、現に年金分割や各種手当の分野など、裁判所や行政が事実婚の

認定を行っているものであって、事実婚の認定は可能であろう。た

だ、ここで重大な点に気が付く。そもそも、年金分割や財産分与等

夫婦自体の問題とは異なり、親子の関係を規律する親権の帰属の問

題の場合、あえて「事実婚」という中間概念を介在させなくても、
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直接親子の問題として共同親権とすべき場合を規律することで足

りる。もちろん、具体的な制度自体は立法裁量であるが、たとえば、

（婚姻状態にかかわらない）父母双方の共同監護の意思、父母それ

ぞれの虐待の蓋然性がないこと、最低限の監護能力等を踏まえて、

親権の帰属を検討する仕組みも考えられる。その意味で、「事実婚」

やその外部からの認定に捉われることはないのであって、この点の

被告の説明は思い込みによるところが大きいと思われる。それにも

かかわらず、事実婚の認定の問題を挙げて、一律単独親権とするこ

とはあまりにも合理性を欠く。 

    また、社会の（一般の）目を考えたとき、実は、このこと自体が

おかしな議論であると気がつく。まず、元々現行法においてもある

者がある子どもの親であることや親権者であることを示す情報は

戸籍の記載情報しかない。親権者と親権に服する子が同じ氏である

とも限らないのである。現行法は「氏」と親子の関係を完全に切り

離すものとして立法されている。このことは、文献「戦後における

民法改正の経過」１６６頁（甲３７）でもはっきり指摘されている

（同文献において、「結局、最後の案としては、親権を氏からすっ

かり切り離してしまって現行法のような案にきまった・・・」とあ

る。）。被告の主張はもしかすると、氏の問題と混同した面があるの

かもしれない。そのため、親権の帰属の問題において、社会（一般）

からの親権帰属の認識の問題との関係で、非婚の父母の一律単独親

権の合理性を見出すことは現行法の構造上不可能である。 

以上述べたとおり、事実婚の認定の問題はどのような視点で考え

ても、線引きの仕方としての合理性を到底見いだせない。考えてみ

れば当たり前である。父母の婚姻と親子を結び付ける方法は、（家制

度を事実上残す狙いではないものと善意解釈をすれば）父母の法律
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婚という父母の類型的な関係性から、生活や関係性の実態を類型的

に推測する考えに基づいているに過ぎない。この推認が極めて雑で

あることは誰でも分かる。法律婚でなくても同居して共同生活を送

る者もいるし（㋑事実婚が多いが当該認定を介在させる必要もない

ことは前記のとおり）、同居をしなくても父母で交代監護を行う者も

いる（㋐、㋑、㋒すべての類型において）。両性の平等や親子の養育

の利益を前提にすると、現行法の類型的な推認による線引きはあま

りにも乱暴である。非婚の父母に共同親権を認める方法に様々な方

法があり、ここは立法裁量の幅が広いとしても、すくなくとも現行

法のあまりにも乱暴な線引きに合理性が見いだせるはずがない。 

 ３ 最後に  

以上、現行の単独親権制の目的が正当でないこと及び仕組みが不合

理であることを述べた。以上は立法「目的」等の枠組みの中で、国で

ある被告が提示する「目的」に対応する形で説明を行ったが、立法の

流れからすると、たとえば「両性の本質的平等」の議論など、養育権

の制約とその制約目的という本来的な位置付けがズレた議論が行わ

れているところもある。その懸念から本書別紙も作成したが、以下、

改めて立法の経緯なども踏まえながら、本件における被告の説明が、

現行法の立法上のどこの問題に位置付けられるのかを確認する。 

（１）民法改正経緯について 

被告も述べるとおり、明治民法では、父が認知すれば原則として

当然に子は父の家に入り  (明治民法７３３条）、父の親権に服する

（明治民法８７７条）とされていた。これに対し、現行法への改正

の動きは、家制度を廃止するとともに、両性の本質的平等を目指し

たものである。このことは間違いない（第９２回帝国議会衆議院日

本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律案他二件委員
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会議事録（甲３８）からもうかがわれる。）。ただし、両性の本質的

平等という目指す方向性がありながら、親権者を父とすることの改

善はなされたものの、事務上の便宜から、婚姻時の父母の調整規定

は用意せず、かつ、非婚時を単独親権とする方向で調整された。こ

のことは、現行法施行前においては、一時的に施行されていた日本

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」、とする、）の内容及びこれに関する議論からも分かる（応急

措置法に関しては、大村敦志著「民法読解親族法」３１８頁～３２

０頁（甲３２－２）や、小澤文雄法律時報１９巻５号５３頁５６頁

～５７頁「民法の応急的措置に関する法律」（甲３９）も参考になる。）。 

応急措置法は非婚の父母においても親権を共同行使することが可

能な内容となっていた（家庭裁判月報７号（甲４０）））。応急措置法

下では、父母の協議で親権者を定めることができたが、その定めを

しなかった場合は父母の共同親権となるものとされていた（「親族、

相続、戸籍に関する訓令通牒録」第一巻６５頁（甲４１―１））。応

急措置法の趣旨について、「応急措置法第六条が「親権は父母共同し

てこれを行う」と規定したのは新憲法の施行に伴いその精神に従い

旧来の家族制度にとらわれた親権制度を打破して苟も保護を要する

子供に対しては原則として全ての親に親権を与え、専ら子の利益の

中心にことを考えようとしたのであるからそれは両性の本質的平等

旧来の家制度の打破、従つてその下に不利益を被っていた者の救済

という新憲法の理念の一つを体現しようとする目的を持つものであ

る」と説明されている（家庭裁判月報４巻１１号（甲４２））。なお、

同資料では、応急措置法の施行前に離婚した母でも共同親権者とな

り得るかという議論の中で、上記理念から当然に遡及適用を相当と

する意見として記載されている。また、「親族、相続、戸籍に関する
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訓令通牒録」第一巻１０６頁（甲４１－２）にも、応急措置法施行

前に離婚又は認知されたことによって従来親権を行わなかった者も

同法施行後は「家制度の下に制約されていた両性の平等がここで回

復されたのである」とされている。ここでいう「回復」との言葉は、

本来親としての地位が得られるべきはずの者（母）が、家制度及び

男女不平等の法制度の中でその地位が奪われていたということのあ

らわれである。個人の尊厳と両性の本質的平等という現行法の理念

に従うと、この地位が「回復」したということになるのである。  

上記応急措置法の内容及び上記説明からは、家制度の打破（個人

の尊厳）及び両性の本質的平等の帰結が共同親権であったというこ

とができる。子が父母のいずれかの「家」に入るという制度からの

脱却という意味においても、両性が等しく扱われるという意味にお

いても、父母それぞれが共同親権者として扱われることは整合的で

あり応急措置法はその理念に対して素直な立法であったといえる。 

しかし、応急措置法の後、施行された改正民法は、上記理念が後

退した。応急措置法が同法施行前に離婚した母であっても、同法施

行後は憲法の理念に則り母の親権が「回復」するという運用がなさ

れていたのに対し、非婚時一律単独親権となったことは、理念の後

退と言わざるをえないであろう。そして、その主な理由は、「事務上

の便宜」であったと考えられる。この点、応急措置法と現行法の関

係について「元来戦後の民法改正事業は、日本国憲法の施行と同時

に実施することを目標として進められていたのであり、それが実現

されないで中間に応急措置法が施行されたについては、その事情、

その政治的背景、応急措置法と改正民法との間の理念の異同等につ

き或はなんらかの疑義があるかも知れない。しかしながら改正民法

の施行が当初の予定より遅れたのは直接には事務上の理由によるも
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ので特にこれを遅らせようとする政治的理由を伴つたものではなく、

又応急措置法は改正民法とその理念を全く同じくするものであつて

両者の間に差異はない。」（「身分法の現在及び将来」１９頁（甲４３））

と記載されている。では、ここでいう事務上の便宜とは何か。 

これについては改正民法を立法した法制審議内のメンバーが含 

まれる座談会（甲３４）の内容からもうかがうことができる。まず、

改正民法（現行法）に共同親権中の父母間の意見が一致した場合の

手当がないことについて、我妻氏は「それはそれですまないという

のがほんとうだろうが、日本の場合はすんでいるのだね。」「ひにく

な言い方をすれば、何とか手当をしなければならない事情になった

ということは、それだけ母の意思が重んじられるようになったこと

だから社会の進歩だ、非常に喜ぶべきことだといえる」「多くの場合、

父親のいうことにきまるだろうということじゃないですか。」などと

述べている（座談会８４頁（甲３４））。これは、共同親権下の父母

間の意見調整について、本来手当てが必要であるが、実際の規定の

仕方などをはっきりと決められない中、当時父親に事実上の決定権

があることを実際上の解決として手当てを欠いたままとしたという

ことである。また、非婚父母の場合の親権の帰属については、共同

親権を可とすべきとの意見もあったようである。ここでいう共同親

権とするかどうかという議論は、当時は母に権利の道を開くか、と

いう意味と同義と考えられていた。このことは、前記明治民法から

応急措置法立法の運用をみても明らかであるし、座談会においても

唄氏が「あまりに形式的に整え過ぎて母の権利の強化に道を開きす

ぎると却って実際上は利用されなくなって画に書いた餅になる、と

いうことを我妻先生は大分心配されていましたね。」と発言している

（同文献８７頁）。前記憲法の理念及び応急措置法の理念に照らすと、
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当然、母親（両性）に権利の道を開くことが望ましい。同座談会で

も立法過程において、非婚の場合の共同親権が検討されたようであ

る。ただし、その具体的な内容として、「身上監護権と財産管理権を

分ける」ことや「共同親権にしうるのは、家庭裁判所を通ったとき

だけにしよう」などの案も検討されたが、結局応急措置法と異なり

非婚時一律単独親権の現行法が立法されたのである。何より、婚姻

時の共同親権ですら父母の意見の調整に本来必要な手当てを用意せ

ず家庭の中での父の力に委ねていたのであるから、家庭を異にする

場合もある非婚の父母においては、本書別紙で述べているとおり単

独親権は一種の「解決策」という側面もあったと思われる。上記議

論をみれば分かるのは、憲法が施行され家制度の打破と両性の本質

的平等が目指されたものの、我が国の当時の実態として家や氏と子

どもの養育を結び付ける実態や父親が事実上決定する実態があり、

これに追従する意識や時間的制約の中での現実的な立法における議

論が煮詰まらなかったことから、事務上の便宜のために、父母の意

見の調整を欠き、非婚の場合を一律に単独親権とする現行法が立法

された。つまり、応急措置法から現行法への立法過程の議論におい

ては、積極的な子の福祉実現の議論や両性の平等実現の議論などは

どこにもないのであり、ただ、実態に追従する意識や具体的な制度

内容が煮詰まらなかった過程があっただけである（我妻榮著「改正

親族相續法解説」１０７頁（甲４４）に実際論の言及がある。）。こ

れが事務処理上の理由と説明されたものである。上記のように、改

正民法（現行法）は、両性の本質的平等と家制度の打破を目指して

立法されたものの、事務処理上の便宜から応急措置法が目指した理

念から相当の後退をみせた。これが現行法の位置付けである。この

ような立法の経緯や説明を踏まえた現行法の捉え方としては、許末
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恵教授の「親権と監護―民法第７６６条、第８１８条及び第８１９

条の成立―第４章 戦後の民法改正・終章 今後の課題」（甲３５）

も参考になる。   

なお、当時の立法に関する各資料全体を通じて分かることは、家

制度の打破（個人の尊厳）と両性の平等を推し進めようとするＧＨ

Ｑとの様々なやりとりの中で、日本の立法者たちが憲法の理念自体

は表面上否定しないながらも、従来の氏・家の制度や男女の関係を

事実上維持しようとしていた姿勢もうかがわれる。つまり、実際は

理念に対する「抵抗」の中で現行法が施行されたともいえる。ただ、

この点はあくまで表面的な説明に則り、事務上の便宜、のためにや

むなく応急措置法の理念が交代した現行法が走り出した、と仮に善

意解釈する。 

 （２）立法経緯を踏まえた立法目的の検討 

ここで、上記の立法の経緯を踏まえ、被告の述べる立法目的との

関係を整理する。立法の経緯の中で、被告が目的として述べる各フ

レーズがどこに位置づくのかという点である。 

まず、「両性の本質的平等」については、やはり、本件で原告の訴

える親の養育権の制約の目的に位置付けることは無理である。立法

者の議論からも「両性の本質的平等」の理念の実現状況としては、

現行法はその理念も道半ばで施行が開始され、それがそのまま現在

に至っていると説明することが自然である。 

また、「慎重熟慮」に関しては、そもそも、立法の時点ではあまり

意識された形跡はない。後から「共同親権」（ここでいう共同親権は

現行法の共同親権（機能を欠く婚姻のシンボルという程度のもの）

を指すのではなく、抽象的な制度としてのものである）の実益を考

えた時に、議論されてきたものであると思われる。慎重熟慮機能は、
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当初から婚姻中共同親権においてすらも手当てを欠いたまま、ある

種機能として重視されてこなかったのが現行法である。 

最後に、「父母間で子に関する事項について適時に適切な合意を形

成することが困難となる結果,かえって子の利益が害されるおそれ」

というフレーズを考える。これは、唯一、養育権制約との関係で目

的として位置付けられるものである。ただ、上記の立法の経緯から

すると、父母間で意見が一致しない場合の適切な決定を実施する手

当を欠いていることは自覚されており、これが共同親権の場合も含

めて父母間での決定を難しくしている。それがために婚姻時は親の

事実上の力関係に委ね、非婚時は一律単独親権とせざるをえなかっ

たとの説明である。これは、積極的な子の利益を目指したものでは

なく、（善意解釈したとしても）当時の実態や当時としての立法の困

難性や時間的制約の中での、まさに事務処理上の問題だったのであ

る。つまり、被告の述べる養育権制約の目的は、実際は、事務処理

上の課題、であったのである。そのため、当然であるが、現行法は、

適時決定の機能においても、前記のとおり離婚までにかかる時間や

紛争拡大の弊害など、大いに機能不全なものとなっている。 

（３）現行法について 

さて、話を戻して、現行法立法後について触れる。 

前記のとおり、現行法は両性の本質的平等も家制度の打破も道半

ばのものであり、必要な手当ても欠いているものである。このこと

は立法者も気が付いていたのであり、意図的な立法時点での立法不

作為であるといえる。ただ、実際は適当な手当てを検討するには時

間が必要な事情もあったのかもしれない。当時は他国の立法状況と

しても、他国においても父親の決定に委ねるといったものなど、比

較や参考が難しい状況もあったものと思われる。この意味において、
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文献「戦後における民法改正の経過」１６８頁より、我妻氏が「父

母が離婚しても共同親権にしておくことはできない、これは司令部

でも認めている。どちらか一方にしなければならん。」（甲３７）と

述べているように、ＧＨＱも非婚時単独親権自体は認めていたとい

うことも指摘されている。ただし、あくまで仮に、ではあるが、手

当なしでやむなく現行法の施行がなされたことを正当化するとして

も、我妻氏の述べるように、「それはそれですまない」こと、つまり

「何とか手当をしなければならない事情」が生じる前あるいは生じ

るまでには手当てをしなければならないことは明らかであった。 

現行法施行以降、諸外国でも、当初はおそらく未熟な面があった

のであろうが、子が両親から養育を受ける権利確保や両性の本質的

平等を目指し各々共同親権制度構築など手当てを行ってきたと思わ

れる。両性の本質的平等や子の権利の確保に向けて、確実に歩を進

めてきたのである。もちろん、各国が現在としても完璧な法の手当

てを用意しているということは断定できず、改善等が議論されてい

る場合もあるのであろうが、少なくとも、両性の本質的平等と子の

利益確保を目指し法整備の努力を行ってきたのであろう。 

しかし、なぜか我が国は上記のような明らかに未完成の立法をそ

のまま放置してしまった。現在の社会通念として、父親（男性）だ

けが子に関する事項を一方的に決定する、という価値観もなければ、

実態もないのは明らかである。繰り返し引用するが、我妻氏は「何

とか手当をしなければならない事情になったということは、それだ

け母の意思が重んじられるようになったことだから社会の進歩だ、

非常に喜ぶべきことだといえる」とはっきりと述べている。この「社

会の進歩」「非常に喜ぶべきこと」はすでに起こっている。それはと

うの昔からである。たとえば、離婚時に単独親権に移行する場合の、
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父母の一方が親権者となる割合は、昭和４１年にはそれまで父親の

割合が高かったが以降母親に逆転している（甲４５）。どれだけ遅く

とも、このころには、父母の養育権を対等に調整する手当が必ず必

要であった。それでも、何らの立法手当もないまま放置され時代が

進んだ結果、現在においては母親が親権者に指定される割合が８５

パーセントというあまりにも偏った割合になっている（甲４５）（２

０２０年度には９３．８％という司法統計もある（読売新聞（甲４

６））。これは、一部の裁判官自身からも、具体的な事案を無視して

いるおそれが指摘されているほど（甲４６）、硬直的な運用であるが、

それもそのはずである。そもそも立法時点で父母の事実上の力関係

を是正するどころか、そこに任せてしまう意思があったのであるか

ら。立法当時は父親が事実上決定を独占することが多かったのが、

そのまま現代では母親に変わっただけである。 

同時に、上記未完成の放置状態は独特の現象を生むことになった。

これも放置状態に拍車をかけたのかもしれない。すなわち、親の養

育権を保障する立法を欠くことは、他方親が子と密に関わり子に対

する判断に介入することを回避したい者にとって、結果的に便利に

機能する面があったのである。いわば、未完成の建付けに上積みさ

れる形で、現在の未完成状態が偶々特定の状態にある立場の親の便

宜に機能する事例が積みあがってきた。一見すると既得利益のよう

なものが生じたのである。しかし、それは実は現行法が意図して与

えた利益ではなく、あくまで、親の養育権を保障し適切に調整する

立法が未完成であることの偶々の反射的な結果なのである。法の目

的の外の結果であるため当然であるが、当該親たちの置かれた個別

の状況にとっての適切な保護でもないため、利益としても保護とし

ても時に過大であり、時に過少となる。 
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以上説明した通り、父親も母親も子どもも、現在まで放置された

法の未完成状態の中で、親子の地位をないがしろにされるという理

不尽な状態に置かれることが頻発する。 

かかる状態に置かれた者のごく一部が本件原告らである。 

以上  


