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令和元年（ワ）第３１４４４号 損害賠償請求事件 

原告 宗像 充他１０名 

被告 国 

文献リスト 

令和３年１２月３日 

    

弁護士 古賀 礼子 

 

タイトル 発刊日等 著者等 内容要約 

文献 

「民法読解親族法」 

２３１頁～２５８頁 

 

２０１５年 

１２月２５日 

東京大学

名誉教授

大村敦志 

 

民法８１８条～８２０条に関し、

親権の帰属（同法８１８条１項）

、共同の行使（同上３項）、共同

親権の例外（同法８１９条）、監

護・教育（同法８２０条）の意義

及び親権法理解について、その他

、「婚姻」という関係にある父母

に共同親権という特権的な地位を

与えた、ということ、戦後の一時

期には離婚後につき、共同親権が

生じたこともあり、これを容認し

たのは、立法者がさしたる不便は

ないと考えたからであるとも言え

るが、実際生活に合せようという

ことで、共同生活をいとまない父

母が共同で親権を行使することは

（事実上）不可能であるというこ

とだったものの、（非婚の男女が

）共同生活を営む場合には共同親

権を認めてよいのではないかとい

う異論と、現行法の下では、親権

と子の生活実態は一致しない以上

、実際生活に合せようという考え

方にこだわる必要はないのではな

いかという異論が提起しうること

等 
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文献 

「民法読解親族法」 

３１８頁～３２０頁 

 

２０１５年 

１２月２５日 

東京大学

名誉教授

大村敦志 

 

明治民法と新民法の最大の違いは

、新民法においては「家」に関す

る諸制度が廃止されたという点に

あり、応急措置法は、民法改正が

新憲法の施行に間に合わないので

、応急措置を行うものであり、１

９４８ 年１月１日には新民法を施

行されることが想定されていたこ

と等。 

文献 法律時報１９巻

１２号「論説 新親族

法の解説（上）」１３

頁～１６頁 

 

１９４７年 

１１月１日 
我妻榮 

現行民法について、改正案検討メ

ンバーであった我妻榮氏の理解等 

文献 

法律時報３１巻１１号

「［座談会］論説 

親族法の改正（二）」 

６５頁７７頁～９６頁 

 

１９５９年 

１０月１日 

我妻 榮 

等 

現行民法制定経緯その他、戦後民

法に携わった者による現行法の説

明等 

文献「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」 

８９頁－２６５頁 

 

２０１６年 

１月２５日 

発行 

青山学院

大学 

許末恵 

教授 

戦後の民法改正経緯の実情、その

他、民法改正に際して、我妻がGHQ

に呼ばれて懇談を行った際、我妻

が民法草案は十分に民主的で、女

性に対しても平等であると強調し

たが、法案が家制度の要素を残し

ていると批判があったこと、父母

の別居により親権の共同行使が事

実上不可能（ないし困難）になる

ということは、父母の一方に親権

を行わせる理由にはなり得ても、

他方に親権を行わせない（他方か

ら親権を失わせる）理由としては

不十分なように思われる、という

指摘があること、および、離婚や

認知の際の親権に関する協議によ

り、「親権を行う者」にならなか

った父母が親権を失うは、「実際

の便宜」からだけでなく、子と氏

を異にするからでもあるが、この

ことを正面から認めることができ

なかったので、「実際の便宜」か
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ら説明せざるを得なかったのであ

ろう、という指摘があること等 

文献「戦後における民

法改正の経過」抜粋 

１５２頁～１６９頁 

 

 

昭和３１年 

３月２５日 

発行 

我妻榮 

等 

戦後の民法改正の経過として、氏

に苦労した親子関係の問題及び親

権者の決定は最後まで問題となる

といった実態があること等 

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

委員会議事録 

 

昭和２２年 

３月１９日 
衆議院 

奥野健一政府委員によれば、共同

親権に関して「親権に関する規定

につき、両性の本質的平等を徹底

させるための措置を講じたこと」

とあること等 

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」 

 

昭和２２年 小澤文雄 

応急措置法では、離婚や認知の際

、親権者を定めなかった場合は、

離婚、認知の後も父母が親権を共

同して行使するもの、離婚、認知

の際の協議で依然父母の親権共同

行使を定めることも可能であるこ

と、とされたこと、しかし、実際

には、父母が離婚した場合及び父

が子を認知した場合には、夫母は

その生活を異にするため、親権の

共同行使は事実上不可能である、

とも考えられていたこと等 

文献 

家庭裁判月報７号４４

頁～５３頁 

「三．資料（一） 

協議離婚の実態」 

 

昭和２５年 

１１月 

和歌山家

庭裁判所

家事審判

官 

金田 

宇佐夫 

民法の応急措置法下で、非婚の父

母においても親権を共同行使する

ことが可能な内容になっていたこ

と等 

文献 

「親族、相続、戸籍に

関する訓令通牒録」 

第一巻６５頁 

 

昭和２２年 

１２月２７日 
民事局長 

民法の応急措置法施行中の離婚又

は認知の際、父母の協議で親権者

を定めるか否かは任意であるが、

その定めをしなかった場合は父母

が共同して親権を行うことになっ

ていたこと等 
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文献 

「親族、相続、戸籍に

関する訓令通牒録」 

第一巻１０６頁 

 

昭和２３年 

４月２１日 
民事局長 

民法の応急的措置に関する法律施

行前に離婚し又は認知せられたこ

とによって、親権を行わなかった

者が、措置法施行後親権を行使し

得るかどうかについて、従来親権

を行わなかった者も措置法施行と

同時に親権を行使し得べきことは

、措置法の法意に照らし明白であ

って、家の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、と解していたこと等 

家庭裁判所月報 

第４巻１１号１１８頁

―１２１頁 

「四、資料（一）大阪

家庭裁判所家事審判部

決議集」 

 

昭和２７年 

１１月 

大阪家庭

裁判所 

民法の応急措置法の趣旨について

、同法６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、従ってその

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だっ

たこと等 

文献「身分法の現在 

及び将来」 

１９頁―２７頁 

『民法応急措置法の成

立まで』 

 

昭和３３年 

５月１５日 

発行 

小澤文雄 

戦後の民法改正事業は、日本国憲

法の施工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こと、そ

の事情は、直接には事務上の理由

によるもので特にこれを遅らせよ

うとする政治的理由を伴ったもの

ではないこと、および、応急措置

法は改正民法とその理念を全く同

じくするものであって両者の間に

差異はないこと、その他応急措置

法に関して等 
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改正 

親族・相續法解説 

１０６頁～１１１頁 

 

昭和２４年 

１月１５日 

発行 

我妻榮 

父母が離婚して後も、共同親権を

続けた方がよいという考え、また

は、少なくとも、共同親権を認め

てもよいという考えについて、民

法改正委員の我妻氏は、理想論と

してはともかくも、実際論として

は、実行が困難であろうから、必

ずいずれか一方の親を親権者とし

てしまわなければならないとした

新法の規定は、少なくとも、実際

的だと思う、と考えていたこと等 

基本政策提言書２０２

１年民法改正☆男女平

等子育ての幕開け～親

子生き別れ！？ひとり

親の貧困！？家庭から

社会を変革しよう～ 

５５頁 

「離婚時に父母が親権

を保持する割合の 

推移」 

 

２０２０年 

１０月２６日 

子育て改

革のため

の共同親

権プロジ

ェクト 

厚生労働省「離婚に関する統計」

親権を行う者別にみた離婚件数構

成割合の年次推移によれば、戦後

は、夫が全児の親権を行う場合が

多かったところ、１９６６年頃に

妻が全児の親権を行う場合が逆転

し、その後上昇を続け、２０１７

年には８５％まで増えていること

等 

［新聞記事］ 

子をめぐる裁判 親権

・監護者 母親が９割

 状況応じた判断課題 

 

２０２１年 

１０月１２日 
読売新聞 

夫婦が争った子を巡る裁判で、親

権者・監護者を母親とする司法判

断が大半を占めていること、２０

２０年度の司法統計によると、離

婚時の家裁での調停や審判で「親

権者」を母親とした割合は９３．

８％であること、および、裁判所

は離婚後も現状を変えないことが

子の福祉にかなうと考え、母親寄

りの判断を下しており、このこと

について、元裁判官らが、「裁判

所には「子は母に」の考え方が浸

透していた」「本来はケースに応

じて判断するべきだが、そうでは

なかった恐れはある」と指摘して

いること等 

 


