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結びに代えて

ライフサイクルにおける子どもの自己決定

第二目 『明治民法』に想定した家族像
フランス民法的性格が反映された日本の民法典は、一八九〇年三月に
法律第二八号（家族制度関係以外）及び第九八号（家族制度関係）として
初めて登場した。しかし、最終的にそれ自体を施行することができなく
なり1、一八九八年に両法とは別に編纂された新しい民法典2こそが日本
全域で初めて施行され、法的にも適用されたものとなる。このような歴

1

松本暉男「民法典論争の家族制度史上の意義」
『関西大学法学論集 第14巻第

１号』
（関西大学法学会・1964年）48頁。福尾猛市郎『日本家族制度史概説』
（吉
川弘文館・1972年）210頁。
2

後藤平吉『家族と法』
（ミネルヴァ書房・1970年）27頁。
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史的流れを汲んで、学界では、前者のことを『
（明治）旧民法』と呼び、
後者を『明治民法』と称する3。
その前者の『明治旧民法』に反映される家族像は「資本主義的単一家
族主義」を原則としたこと4が、当時のおおらかな庶民的習俗を正しく反
映されたと評されている5。だが、日本における家族制度イデオロギーの
発展には、後者の『明治民法』から受ける影響の方が強いと思われる。
そして、明治民法の家族法に描かれる家族像は「『家』を基礎とする団体
「家」という家族共同体は、
「…天皇制…と
法的家父長制である」
、と6。
7
ことだとも指摘される。
（は）全く同一の基調に立つ」

かような明治民法から反映された家族像の特徴は論者によりいくつか
整理されるが、本論との関連で、
「戸主」という身分が大きく重視され
ていること8、成年年齢に達した子女であっても、親は同人の結婚への干
渉が長く続けられること9や、男女の不平等は明確に実定法によって支
持していたこと10などは「子どもの自己決定」の阻害となりそうな当時
の状況だけを取り上げることにする。
第二項 『日本国憲法』の成立と一九四七年に『明治民法』の改正
一九四六年に明治憲法の改正に伴い『日本国憲法』の誕生を迎えた。
そして、従来「家」の制度を基本とし、封建的（半封建的）・前近代的な
性格を持っていた『明治民法』も『日本国憲法』二四条11の精神に従って、

3

ちなみに、
『明治民法』のモデルとなったのは『ドイツ民法第一草案』だと言

われている。山崎賢一「憲法と家族制度」
『法學會誌』
（明治大学法学会・1963年）
26 ～ 27頁。松本暉男・前掲論文注（１）29頁。福尾猛市郎・前掲書注（１）210
頁。後藤平吉・前掲書注（２）27頁。
4

我妻栄『家の制度─その倫理と法理』
（酣燈社・1948年）203頁。

5

福尾猛市郎・前掲書注（１）210 ～ 211頁。

6

川島武宜『日本社会の家族的構成』
（岩波書店・2000年）170 ～ 171頁。

7

山崎賢一・前掲論文注（３）28頁。

8

山崎賢一・前掲論文注（３）28 ～ 29頁。

9

福尾猛市郎・前掲書注（１）218 ～ 219頁。

10

福尾猛市郎・前掲書注（１）219 ～ 220頁。山崎賢一・前掲論文注（３）29頁。

11

もっとも、同条を起草するベアテ・シロタ・ゴードン（Beate Sirota Gordon）

北法67（3・217）709
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一九四七年に「親族」と「相続」両編を根本的な改正が行われて、
「いち
12
ことに至った。
おう近代的家族法が成立した」

その特徴として、まずは夫婦とその間の未成年の子どもを中心とする
「近代的小家族制度」の導入が取り上げられ得よう。すなわち、「婚姻は
マ

マ

一男一女の情愛にもとずく全く自由な意思による結合となり、成年者で
あれば何人の承諾も同意も不要であり、夫婦関係はすべて平等対等な関
係であり、
その間の子である未成熟児は、
父と母が共に親権者となって、
監督教育するものとされる」13こととなる。また、相続に関しては「諸子
均分相続」にも変更した。しかし、承継者の指定は親の権利だと定めら
れたが、その権利を行使していない場合、慣習によるとも規定される14
故、戦前の「家」制度を存続させる結果になるのではないかと指摘する
氏による最初の草案（人権に関する小委員会の第１次案の第18条）において、
「家族（Family）は、人類社会の基礎であり、その伝統は、よきにつけ悪しき
につけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家族とは、法の保護を受ける。婚
姻と家族とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの
考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配で
はなく両性の協力に基づくべきことを、ここに定める。これらの原理に反する
法律は廃止され、それにかわって配偶者の選択、財産権、相続、本拠の選択、
離婚並びに婚姻および家族に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質
的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
」
、
と書かれている。
そして、辻村みよ子は、
「このベアテ・シロタ草案では、…妊婦及び幼児をも
つ母親に対する国の保護、非嫡出子に対する法的差別の禁止と非嫡出子の権
利の保障（第19条）
、長男の権利の廃止（第20条）
、児童の医療の無償等の豊富
な規定がおかれていた」と見ている。辻村みよ子「家族・国家・ジェンダーを
めぐる比較憲法的考察」辻村みよ子監修・水野紀子編『ジェンダー法・政策研
究叢書 第６巻 家族─ジェンダーと自由と法』
（東北大学出版会・2006年）21
～ 22頁。君塚正臣「日本憲法二四条解釈の検証─或いは『
「家族」の憲法学的研
究』の一部として─」
『関西大学法学論集 第52巻第１号』
（2002年）３～５頁。
12

川島武宜の研究によれば、
『日本国憲法』24条に基づいて『明治民法』が具体

的に改正・削除された内容とは、
「…『家』
・戸主権・男性支配・女性に対する抑圧・
隠れた一夫多妻制・長男単独相続制」などであった。川島武宜・前掲書注（６）
204頁。中川淳『現代家族の法学』
（日本加除出版・2000年）15頁。
13

山崎賢一・前掲論文注（３）30 ～ 31頁。

14

山崎賢一・前掲論文注（３）31頁。
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者がいる15。
なお、新しく改正された憲法に従う「民主的家族制度」を構築するこ
とがはじめから順調に受け止められることはなかった16。今日に至って
も、「…いわば法制度としての家族制度の廃止のみが現行（日本国憲法）
二四条の趣旨である…。逆に言えば、旧来の『家族』が、目立って否定
されないものは今日でも、陰に陽に日本の国法や慣行を支配し続ける素
地を与えたのである」17、という批判が見られる。従って、戦後の日本社
会において形式的には
「いちおう」
近代的家族法を持つことになったが、
実際に社会生活としての家族像について、本当に改正された日本国憲法
や民法の条文の変更に伴い、
「民主的家族制度」のイメージを人々の間
に受け止めさせ、具現化させたのかという問題について、恐らく実定法
学からの検証だけに頼ることは不十分であろう18。
第三項 「孝」に関する日本的解釈
昨今の学界においては、
所謂
「家族制度復活論」を提唱する者の間に「…
近頃の若者は、親に口答えをして反抗し、目上の者に対する敬礼を知ら
ないと云い、道義の頽廃をなげき、旧家族制度をもって淳風美俗である
19
との見解が見られて
と主張して、旧家族制度への引き戻しを策する」

いる20。すなわち、既に崩壊する道に歩みつつある「家」制度の時代的背
15

例えば山崎賢一はこのような祭祀財産の承継に関して、
「…全く別個の理由

によるものであることは勿論である」と分析している。山崎賢一・前掲論文注
（３）31頁。
16

実際、
「家族制度復活論」が単に一時的なものには止まらず、昨今の政治的

場面においてもしばしば提出されている。中川淳・前掲書注（12）17 ～ 18頁。
川島武宜・前掲書注（６）205 ～ 209頁。辻村みよ子・前掲論文注（11）24 ～ 30頁。
17

君塚正臣・前掲論文注（11）14 ～ 15頁。

18

君塚正臣・前掲論文注（11）49頁。中川淳・前掲書注（12）21 ～ 22頁。

19

山崎賢一・前掲論文注（３）31頁。

20

2005年の衆議院憲法調査会報告書においては、
「
（憲法）24条が個人主義の元

凶で、家庭崩壊等の社会問題の原因であるという見方に対して、
『親孝行が減っ
たのは憲法のせいだというのは、憲法を過大評価している（安念潤司参考人）
』
という皮肉をこめた意見が述べられたことも記録されている」
、
と。辻村みよ子・
前掲論文注（11）27頁。
北法67（3・215）707
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景の下でさえ、従来の恭順的な子ども像がやはり根強く生き続けている
のではないかと思われる。かような恭順的な子ども像を支える理念的な
ものは従来の「家」制度の礎石だと認識される「忠」と「孝」という儒教
的道徳であろう21。そして、中国の儒教で伝える「孝」の意味と異なり、
日本における「孝」の根拠づけとしての「恩」のセット的考え方二点は特
に重要である22。
「孝」と「恩」の教説が徳川時代から説かれている23が、国の公権力を
駆使し、教育という手段を通してより広く人々の意識に浸透させようと
考え始めたのは概ね明治時代に入ってからのことだと思われる。例えば、
「…（これらの教説）は、…、明治二〇年代において公式の承認をうけ国
民教育の基礎とされるのと相表裏して、それ以後わが国民教育のもっと
も基本的な原理となっている」24、と分析される論者がいる。こうして、
「孝」の道徳的要求から子どもが親や家族全体に対する諸々の義務を負
うべきだという価値観や道徳観は実際に戦後日本の法解釈に対しても多
少の影響を与えて続けており、戦後の日本社会に対して新たに予定され
る個人主義を重視する民主的家族像の確立にもある程度の阻害となって
いると思われる。その最も顕著な例として、一九五〇年に出された尊属

21

川島武宜・前掲書注（６）160 ～ 161頁。

22

川島武宜が日本で「孝」という場合には、
「…一定の具体的歴史的な意味を

もっており、その中には、
『恩』に条件づけられるという特殊の論理的および
心理的構造を…含んでいる」認識を示している。川島武宜・前掲書注（６）89頁。
23

川島武宜・前掲書注（６）90頁。

24

明治天皇から元田永孚に命じたのではないかと疑われているが、
『教学大旨』

には、
「教学ノ要仁義忠孝ヲ明カニシテ知識才芸ヲ究メ以テ人道ヲ尽スハ我祖
訓国典ノ大旨上下一般ノ教トスル所ナリ…道徳ノ学ハ孔子ヲ主ト」すべきもの
と宣言し、儒教的「孝」の道徳は当時の教育政策の基礎的一部分とされた。こ
の『教学大旨』と後に公布された『小学条目二件』の施行について、
「…（明治）
維新以来の啓蒙主義的思潮と、それに基礎を置いていた『学制』による教育制
度と教育内容、さらには自由民権運動の展開等に対する伝統的教学（儒教主義）
の立場からの反対を示す強力なメッセージである」と見る者がいる。沼田哲
『元田永孚と明治国家 明治保守主義と儒教的理想主義』
（吉川弘文館・2005年）
266 ～ 274頁。川島武宜・前掲書注（６）91 ～ 109頁。
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傷害致死に関する最高裁大法廷判決25が取り上げられよう。
最高裁は、「原判決は、子の親に対する道徳的義務を…重要視するこ
と（は）…『忠孝一本』
『祖先崇拝』の思想を基盤とする家族主義社会に
おいてのみ、存在を許さるべきものであるというが、夫婦、親子、兄弟
等の関係を支配する道徳は、人倫の大本、古今東西を問わず承認せられ
ているところの人類普遍の道徳原理、すなわち学説上いわゆる自然法に
属するものといわなければならない。…（刑法二〇五条二項の）立法の
主眼とするところは、被害者たる尊属親を保護する点には存せずして、
むしろ加害者たる卑属の背倫理性がとくに考慮に入れられ、尊属親は反
射的に一層強度の保護を受けることあるものと解釈するのが至当であ
る」という説示をした上、当時の斉藤悠輔裁判官による補足意見が更に
厳しい言葉が用いられ原審判決を批判した。すなわち、
「元来孝は祖先
尊重に通ずる子孫の道である。…。原判決ならびに少数意見の思想のご
ときは、この道義を解せず、ただ徒に新奇を逐う思い上った忘恩の思想
というべく、徹底的に排撃しなげればならない」
、というものであっ
た26。また、一九七三年に最高裁が出された尊属殺しの重罰規定に関す
る違憲判決27で争われた刑法二〇〇条の立法目的についても、尊属に対
する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義である故、刑法上の保護に値
するものといわなければならない28と説示した。
以上の判例を照らして考えれば、
家族における子どもの位置づけは「孝
道」の意識的働きによって強く影響されると言える一方、家族内部にお
ける子どもの法的主体性も殆ど無視されると認識することができよう。
しかしながら、
現在に至って、
少なくとも客観的状況（例えば、国連の『子
どもの権利条約』を批准したこと）においてかような考え方は挑戦され
やすくなるのではないか29と思われる。
25

最大判昭25・10・11刑集４巻10号2037頁。

26

宮澤俊義『法律学全集４ 憲法Ⅱ』
（有斐閣・1959年）294 ～ 297頁。

27

最大判昭48・４・４判例時報697号３頁。

28

中村睦男「11

法の下の平等と尊属重罰規定」中村睦男・常本照樹『憲法裁

判50年』
（悠々社・1997年）112頁。
29

青山道夫『市民社会と家族法』
（法律文化社・1970年）66頁。島津一郎・松川

正毅「親族法概説」
『別冊法学セミナー No.196 基本法コンメンタール［第五版］
北法67（3・213）705

［180］

論

第二節

説

性的結合行為と子ども

「孝」という教説によって子供が負う義務には「自分の血を引く子ども
をつくる」という内容が含まれている30。更に、研究によれば、「日本の
封建制のもとにおいては、
子の有無は、
祭祀をうけつぐ者としてのほか、
31
禄や知行をうけつぐ者として、全家族にとっての死活問題であった」

ことも示されている。従って、子どもがもうけられる男女の性的結合行
為は日本の場合において倫理的には極めて重要視されていると思われる。
第一項

論点の概要

『日本国憲法』二四条を「…（憲法一三条の）平等原則の家族生活にお
ける」具現化するものとして捉える場合、三つの意味があると整理され
る。一つ目は「…各人は、婚姻および家族に関して、個人の尊厳と両性
の本質的平等に従って、
法的に取り扱われるべきことを、国家に対して、
要求できる」ことである。二つ目は、
「…憲法が、婚姻、離婚、相続に
関する法制を制度的に保障した」ことを示すことである。三つ目は、
「…
憲法が、婚姻および家族に関する事項について原則規範を定めたもので
あり、この原則に反する法規範は効力を有しない」と宣言することであ
る32。かような理解に基づき、前文のアメリカや台湾と同じく、本節の
焦点となる性的結合行為について子どもを主体として考える場合、
「性
交渉」
、
「結婚」及び「離婚」の三つの側面から検討する。
第二項

性交渉

前述したように、男女の性交渉を経て子どもをつくることが一種の
「孝」の表現だと認識される。健康且つ平穏無事に婚姻関係を維持する
一般的状況においてその実現は殆ど問題なしと見られるが、例え実現し
得ない場合になっても、
「…『家』の協同体的生活に直接の影響をきたさ
ないところの、結婚外の男女の結合は、それ自身としては何ら反倫理的

／親族』
（日本評論社・2008年）４～５頁。
30

川島武宜・前掲書注（６）105頁。

31

川島武宜・前掲書注（６）107頁。

32

橋本公亘『憲法〔改訂版〕
』
（青林書院新社・1976年）174 ～ 175頁。
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33
性格を帯びることがなく、むしろ倫理的には無色な問題にすぎない」

と言われる。ところが、近代法的議論の枠に入ってくると、性交渉の両
主体の間に当該行為を行う「意思」の有無、
「大人」と「子ども」の力的
構造が当該性交渉の進行と係わっているのか、そして国による公権力の
介入がどこまで認められるべきであるのか、などの問題を検証する必要
が生じている。
子どもが何歳に達してから性交渉が一定の条件で認められるのかは国
によって様々であるが、
「…（日本）の場合刑法のなかでは一三歳で同意
年齢とされている一方、一八歳になるまでは県条例によって淫行扱いさ
れる、また女子の場合一六歳が結婚可能年齢となっているなど整合性に
34
る。かような状況の中で、本論の関心から考
欠ける状態が続いてい」

えると、子どもの同意がある上、子ども自身も積極的に自己決定がある
ような意思表示が存在し、性交渉を選択する場合35、憲法学的に如何に
処理するかが問題である。
第一目

青少年保護条例と其の「淫行処罰規定」

子どもの性交渉を『刑法』の規定に当てはまって見ると、被害者の年
齢を一三歳を境にして関わる者に対し、強姦罪や準強制猥褻強姦の罪な
どの罪名があり、
関連する処罰の規定も定められている。論者によれば、
「強姦罪の保護法益を『性的自由』
・
『性的自己決定権』であるとする場合
には、
『被害者の同意の不存在こそが強姦の違法性の本質』であり、…被
36
が、一三歳未満の子どもが「…自己の決定
害者の『同意』が重視される」

に対する他者の同意等の関与を一切排除しうるという意味での自己決定
37
と力説するものがいる。他方、子どもと係わる性的
権は主張しえない」

33

川島武宜・前掲書注（６）108頁。

34

村瀬幸治「子どもと“性”をめぐる今日的諸問題」日本子どもを守る会編『子

ども白書・1999年版』
（草土文化・1999年）16頁。
35

西田典之「児童に淫行をさせる罪について」
『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集

第三巻現代社会と刑事法』
（成文堂・2000年）291頁。
36

高良沙哉「在沖米軍構成員による性的自由・性的自己決定権侵害に関する一

考察」
『沖縄大学法経学部紀要 第８号』
（2007年）54頁。
37

芹沢斉「子どもの自己決定権と保護」
『岩波講座現代の法14
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表現や行為が『児童福祉法』の枠組みにおいてマイナス的な意味で捉え
られていること38は周知の通りである。これは「青少年の健全育成を保護
39
の出発点から考えれば、子ども達を性的刺激
法益とする」
『児童福祉法』

から遠ざけようとする多数の大人の望みや努力を無駄にしないため、
『児
童福祉法』や『刑法』のような懲罰的規定の存在はやむを得ない結果だと
言えよう。しかしながら、子どもと「性」の問題について、全てをこの
ような考え方で捉えることが本当に最も望ましい選択肢であろうか。
「性」という人間的本能だと言えそうな事柄は理由なく子どもから遠ざけ
ておく存在にすることが本当に子どもの「タメ」になるのであろうか、
との疑問がある。そこで、地方自治体レベルで作られる青少年保護条例
とその中に設けられる「淫行処罰規定」の問題も浮上することになる。
青少年保護条例を巡る様々な問題点の中では、淫行規制により表現の
自由を侵害する虞があるとの当初からの議論が多い40。その中、子ども
であっても、年齢と関係がなく、個々人に応じて「性」を持つ意味を十
分理解する者がいるから、子どもの「性的自己決定権」も尊重すべきだ
と説く見解がある。とは言え、個々人の「性的自己決定権」を制限しよ
うと考える際、「…性行為を、①明らかに困惑・欺罔・威迫の下で行っ
た場合、②売春のように性の情緒性、人格の徳性を著しく害する形態の
下で行った場合、
③青少年を保護すべき立場にある者（親権者、雇用主等）
41
であれば、行なえるとも提言され
がその地位を利用して行った場合」

ている。しかし、多くの青少年保護条例に用いられる「みだらな性行為」

法』
（岩波書店・1998年）158頁。
38

西田典之・前掲論文注
（35）
298頁。
園田寿
「児童買春・児童ポルノ処罰法の成立」

『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集 第三巻 現代社会と刑事法』
（成文堂・2000年）
313頁。
39

園田寿・前掲論文注（38）310頁。

40

奥平康弘「１

青少年保護条例の沿革」奥平康弘編『青少年保護条例

公安

条例』
（学陽書房・1981年）６～８頁。
41

但し、前述した場合であっても、それぞれの事情に応じて、
「被害青少年」

の年齢という要素も併せて個別に検討する必要がある、と同論者が言う。安部
哲夫
「青少年の性的保護と刑事規制の限界─
『青少年保護育成条例』
を中心に─」
『刑法雑誌 第26巻第３・４巻』
（有斐閣・1985年）560頁。
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とは何かが明確な定義をなされていない故、
裁判例でも、この「みだらな」
あるいは「不純な」または「淫行」といった各々の概念をめぐって争われ
ている42。この問題は最高裁まで争われたが、判決の結果は問題の解明
と い う よ り も む し ろ 現 状 の 反 映 に 過 ぎ な い と 言 え よ う。 い わ ゆ る
一九八五年の福岡県青少年保護条例に関する最高裁大法廷判決43である。
周知の通り、この大法廷判決は一二対三の結果として、当時の福岡県
青少年保護条例に定められた「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせ
つの行為をしてはならない」
という淫行処罰規定を合憲とした44。ところ
が、伊藤正己裁判官は反対意見の中で「
（多数意見）の解釈は、一見して
限定を付しているようにみえるが、性行為そのものは、自己の性欲を満
足させるために行われるのが通常であるから、それはほとんど限定の作
用をいとなまず、結婚を前提としない青少年を相手方とする性行為のす
べてを包含することに近いと考えられ、適当と考えられる限定とはいえ
「愛
ない」45と述べている。また、谷口正孝裁判官も括弧書きを用いて、
情その他人格的結合を欠く場合といってみても、その運用は極めて微妙
である。例えば、本条例にいう青少年を当初単に性的欲望を充たすため
の対象として扱っているとしか認められないような性的交渉を重ねた
後、結婚意思を生じたというような場合、多数意見によれば果して処罰
46
という疑問を提起している。
の対象となるのであろうか」

もっとも、形式上や実務的に運用する際、一八歳や一九歳の少年も青
少年保護条例に定められる淫行規制の適用対象とされてしまうことが問
題視されている。例えば、釧路家裁帯広支部の決定において扱われた事
案は一八歳の少年と交際中の一五歳の少女とが性交したというもので
42

安部哲夫・前掲論文注
（41）
561頁。阿部泰隆
「青少年保護条例による
『いん行、

みだらな性行為』の処罰（下）
」
『法律時報57巻４号』
（1985年）90頁。安部哲夫「青
少年保護育成条例による淫行規制の変遷と将来」
『宮澤浩一先生古稀祝賀論文
集 第三巻 現代社会と刑事法』
（成文堂・2000年）342頁。
43

判例時報1170号３～ 21頁。

44

阿部泰隆「18歳未満の青少年との性行為の可罰性」
『法学セミナー No.372』

（1985年）20頁。
45

判例時報1170号13頁。

46

前掲注（45）15頁。
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あったり、また一九八一年に出された広島家裁呉支部の決定も一八歳の
少年が一六歳の少女と性交した事案を取り扱われた47。これらの事案は
何れも審判不開始や不処分となったが、
「こうした決定がなされるとい
うことは、当該行為に『非行なし』との認定がなされるわけで、大人の
眼から見て不道徳と思われるものであっても、非行とはよべない性行動
に対してなされた公的介入の事実は、少年の心を傷つける虞れが多分に
48
という見解がある一方、
「公権力が人格的な結合の有無（言い換
ある」

えれば、性交渉自体に愛情が含まれているかどうか）を外部から適正に
判定することは難しく、誤判の危険が大きい」とし、
「…人格的な交流
がない性行為は、
たとえ両者が合意していても、
一八歳未満の者となら、
49
とい
許されないのか、道徳的にはともかく、刑罰で処罰するほどか」

う問題も提起されている。従って、
「…性的に自らを決定する事実上の
判断力が心理学的、
性科学的にいつ頃から身につくのかは定かでないが、
青少年の場合であっても、個人の基本権の一部として、
『性的自己決定
50
と青少年と係る性交渉に対する社会
権』が尊重されなければならない」

的概念の転換を促している主張に傾聴すべきだと考える。
第二目

子どもの「性的自己決定権」

47

安部哲夫・前掲論文注（41）564頁。

48

安部哲夫・前掲論文注（41）564 ～ 565頁。

49

阿部泰隆・前掲論文注（44）23頁。

50

実際に、このような認識が前述した最高裁判決において出された長島敦裁

判官の補足意見の中でも伺われた（但し、同補足意見の内容に限って見ると、
長島裁判官自身が子どもの性的自己決定権を支持する立場ではない）
。例えば、
「…その性行為に至る経緯とその背景事情、性行為に出た動機・意図、両者の
間の心理的精神的緊密性、
将来の結婚へ向っての意図とその実現の可能性など、
個々の事件ごとに異なる各般の要素が含まれており、…犯罪社会学的な一つの
犯罪定型を想定することさえ困難である。しかも、他面、性行為の相手方であ
る少女の心身の発達状況に照らして、その性行為に関する自己の判断をどの程
度まで尊重すべきかという問題も含まれている」とし、個人の意思を慎重に配
慮すべきであるとの姿勢が見受けられる。安部哲夫前掲論文注（41）566頁。宮
澤浩一「青少年保護育成条例による淫行禁止」
『別冊ジュリスト 地方自治判例
百選（第２版）
』39頁。判例時報1170号９～ 10頁。
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学界においては、
「…性的自己決定権は、
『生命、自由及び幸福追求権』
を構成するものとして（憲法）一三条によって保障される権利として把
51
と「性的自己決定権」を論じる者がいる。と
握しておけば十分である」

ころが、「性的自己決定権」の論議を一旦「子ども」という主体に当ては
まって言うと、「…青少年の判断能力はまだ未成熟であるとして、成人
と青少年との性的行為の場合には、成人間の場合にはみられないような
制限が課せられることがある。そこで、そのような制限はどこまで憲法
52
り、別の視点から考えなけ
上許容されうるのかという点が問題とな」

ればならないのは通論である。但し、一三歳以上一八歳未満の子どもの
判断能力は、「…特定の事項に関しては成人に近い場合がかなりありう
る。性的行為という身近な事項に関する青少年の判断能力は、契約等の
場合とは異なり、かなり成人に近い…」53とも考えられるから、性的行
為に対して青少年が明確に自分の意思を表明することができる判断能力
を備えている場合、公権力による制限は緩めざるを得ないと見ることが
できよう。
一歩進んで、「自己決定権」を「自分の運命の主人公となる権利」と認
識し、「…自己の現在並びに将来の生活と密接に関わりともつ他者との
交際は、まさに子ども本人の選択にまかされなければならない領域のは
ず」だと言い、前述した福岡県青少年保護条例の最高裁判決に照らし、
「…本来の問題は、性行為の自由という自己決定に委ねられるべき領域
の行為を条例の規定が侵害しているかどうかであった。この点について
は、性的危険に関する十分な知識をもたない者を保護する必要性の観点
から、直ちに行為自体の禁止という手段をとるか、それとも危険に陥る
ことのないような、
人格権を尊重する性教育の工夫で対応するかであり、
54
と説
自己決定権の趣旨からすれば、後者が選択されるべきであろう」

51

横田耕一「青少年に対する淫行の条例による規制と憲法」
『ジュリスト

No.853』
（有斐閣・1986年）45頁。
52

米沢広一「青少年保護条例の合憲性」
『ジュリスト No.862

昭和60年度重要

判例解説』
（有斐閣）９頁。
53

米沢広一・前掲論文注（52）９頁。

54

芹沢斉・前掲論文注（37）165 ～ 166頁。
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く主張に賛同したい。
第三項

結婚

一九七四年、釧路家裁は当時一九歳の少年が一七歳の少女を自宅に連
れ込み、性交渉を持った事案について、
「婚姻」という要素を働かせな
がら、問題の解決を図った55が、一八歳未満の青少年であっても、婚姻
を結ぶ意思の上に行う性交渉を処罰するべきものではないことが示され
ている所に注目したい。それ故、本項目で子どもには果たして性的行為
を行うこと自体の合法性が担保され、自由に「結婚」をして家庭をつく
る自由や権利を持つのかという問題に焦点を当て検討を行いたい。
第一目 『民法』から見る子どもの結婚
明治時代に入り、日本は「法律婚主義」を採用56し、現在に至った57。
一夫一妻制も取り入れた法的枠組みの中で、婚姻の成立要件には実質的
要件と形式的要件がある。その中で、もっとも子どもと関連するのは第
七三一条に規定される「婚姻適齢」の条件、及び第七三七条に記されて
いる「父母の同意条項」である。
『民法』七三一条に定められた「婚姻適齢」の趣旨は「肉体的に未熟な
58
ある
婚姻を阻止し、早過ぎる婚姻から生ずる弊害を防止するために」

55

家庭裁判月報27巻６号103 ～ 107頁。

56

青山道夫・前掲書注（29）24頁。

57

青山道夫は、
「…（日本）における法律婚主義にとっていちばん問題は社会

的承認 social sanction と法律的承認 legal sanction とのズレでありこれをどの
ように是正するかということにある」と述べている。そして、中川淳は、
「…
法律上の手続を経なければ、法律上の婚姻が成立しないという…法律婚主義」
は、
「…婚姻の当事者の意思を無視または軽視してその婚姻に干渉することを
排除し、婚姻の当事者の自由意志を尊重する」憲法二四条の趣旨を照らし、
「…
婚姻の当事者が自分の主体的な意思によって婚姻の届出の手続をすることまで
禁止するものではないと解されており、
憲法違反の疑問はない」
と言う。中川淳・
前掲書注（12）60頁。青山道夫・前掲書注（29）25頁・40頁。
58

奥山恭子「
（婚姻適齢）第七三一条」島津一郎・松川正毅編『別冊法学セミナー

No.196 基本法コンメンタール［第五版］／親族』
（日本評論社・2008年）39頁。
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という。現行法は男を一八歳、女は一六歳とする年齢差59に対し、
「男
女の二歳の年齢差については、女子の方が成熟が早くて、早婚だからと
されているが、合理的な理由ではない」60、と見る者がいる。一九九六年
二月に法制審議会が答申した
『民法の一部を改正する法律案要綱』
（以下、
「民法改正要綱」
）において男女ともに一八歳とすることが提案されてい
「…理想的には、
婚姻適齢と行為能力
（成年年齢）を一致させ、
る61。また、
男女同年齢とすべきである」62、という学界からの提言も見られる。しか
し、
実際に
『民法』
七四〇条、
第七四四条及び七四五条の規定に基づけば、
婚姻適齢の条件をクリアしない場合、婚姻の届出を受理しないことにな
り、
一旦誤って受理された場合は婚姻自体が取り消されることになる63。
よって、かような現状において、
「婚姻適齢」に達していない子どもに
ついては「結婚」という手段を利用し、お互いの幸福を追求する余地が
法律（
『民法』
）的には殆ど認められないと言えよう。
そして、
「父母の同意条項」について、その存在理由は「家族主義的国
64
の反映だと言われるが65、後に『明治民法』に定められた結婚に関
家観」

する父母の同意条項も概ねかような論理を支持し、封建的「家」制度を

59

奥山恭子・前掲論文注（58）39頁。吉田邦彦『家族法（親族法・相続法）講義録』

（信山社・2007年）54頁。
60

二宮周平『家族法 第２版』
（新世社・2005年）48頁。

61

奥山恭子・前掲論文注（58）39頁。内田貴『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』
（東

京大学出版会・2004年）70頁。二宮周平「一九九六年『民法の一部を改正する
法律案要綱』とその後の状況」
『法律時報 第78巻第11号』
（2006年）19頁。
62

二宮周平・前掲書注（60）48 ～ 49頁。

63

内田貴・前掲書注（61）70頁。

64

すなわち、結婚に対する父母の同意条項に関して、
「…善良ナル婚姻ヲ為サ

シムルト云フ利益ガアラウト思フ大キク言ッテ見レバ国家ノ利益デアル婚姻カ
ラ夫婦ガ成立チ夫婦カラ成立シテ居ル国家デアル其原因タル悪ルイ婚姻ガ出来
タラ国モ悪ルクナル…」と言ったのである。星野通『明治民法編纂史研究』
（ダ
イヤモンド社・1943年）153 ～ 155頁。後藤佳亘「未成年者の婚姻に対する父母
の同意」中川淳先生還暦祝賀論集刊行会編『現代社会と家族法』
（日本評論社・
1987年）112頁。
65

後藤佳亘・前掲論文注（64）112頁。
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加担する「認許同意」だと見做される66。現在に至って、現行の『民法』
七三七条一項により父母の同意権は未成年の子どもに対してしか行えな
「…思慮分別の定まらない未成年をして、配偶者の選択
い67。学界では、
を誤らしめないように、未成年者の監護の地位にあり、愛情の最も深い
父母に同意権を与え、未成年者の保護をはかっている」68、と認識され、
69
だと解される者がいる。
現行法に定められた父母の同意は「監護同意」

他方、戦後に施行された『日本国憲法』との調和的視点から見ると、結
婚に対する父母の同意条項には憲法二四条一項とは必ずしも調和すると
は言えないと懐疑的考えを持つ者がいる70。
学界では、
「…（現行法上）父母のどちらか一方の同意でもよく、この
規定に反しても、その婚姻届が受理されると、取り消すことができず（民
744）
、父母が死亡していたり、同意を拒まれた場合の救済規定がないな
ど、趣旨が一貫せず、不備もある。十分な能力があると考えて婚姻適齢

66

そのイデオロギー的根拠も「孝」に求められたらしい。後藤佳亘・前掲論文

注（64）110頁。竹澤雅二郎「父母の同意を得ない未成年の子の婚姻届が受理さ
れた場合、その婚姻の効力は！」
『戸籍時報 No.591』
（日本加除出版・2005年）
34頁。
67

なお、最終的には施行することはなかったが、1925年に出された『民法親族

編改正要綱』において、子どもの結婚に対する同意権の享有主体を祖父母にま
で広げることは「旧民法の復活」だと評されるが、当該同意権は正当な理由が
ない限り、
同意を拒否することができない但書が付けられている。このように、
後藤佳亘は「改正要綱は、…子の婚姻の自由を確保するための処置を立法的に
講じている点から、…近代的な婚姻の自由を志向している」ものとして見てい
る。また、奥山恭子によれば、戦後、間もなく明治民法を改正する動きの中で、
「…未成年者の婚姻にも一切の同意は不要とする案もあったものの、結局未成
年者については保護のため父母の同意を要するとし」た歴史的な流れがある。
後藤佳亘・前掲論文注（64）114 ～ 115頁。穂積重遠「民法改正要項解説（二）
」
『法
学協会雑誌 第46巻第６号』
（1928年）808 ～ 813頁。奥山恭子「
（未成年者の婚
姻についての父母の同意）
第七三七条」
島津一郎・松川正毅編
『別冊法学セミナー
No.196 基本法コンメンタール［第五版］／親族』
（日本評論社・2008年）45頁。
68

後藤佳亘・前掲論文注（64）116頁。

69

後藤佳亘・前掲論文注（64）116頁。

70

後藤佳亘・前掲論文注（64）116 ～ 117頁。
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を定めた以上、未成年であろうと当事者の意思にまかせるべきだと批判
されている」71との状況がある72。そして、裁判の実務において一九五五
年の最高裁判決の判断では
「未成年の婚姻で、
父母の同意のないものは、
受理することができない（民740）
」が、
「…受理されてしまえば、その婚
姻は有効に成立し、取消原因となっていないので、取り消すことができ
73
ことになっている。それ故、裁判の実務的判断においては子ど
ない」

もの結婚に対する父母の同意はかならず強力なものだと見做されるわけ
「未成年者でも婚姻をすれ
ではない74。なお、民法改正要綱においては、
ば、重要な財産行為もできるようになる…のだから、一応父母の同意を
受けるべきだ」75と示され、存置論が採られている。
第二目 『日本国憲法』と子どもの結婚
憲法学の視点から子どもの「結婚」76を考える場合、まず、「婚姻適齢」
に示される二歳の男女の年齢差については、
「…男女の生理的成熟差が
現在明確に存在しているといいうるのか、存在しているとしても、生理
的成熟差だけで判断するのではなく、妊娠・出産に伴う女性への負担、
ほとんどすべての男女が高校に進学し一七歳まで在学しているという事
実等をも加味して総合的に判断すべきではないか」77、と問い、婚姻適齢
「…身体的
の規定は違憲の疑いが強いだと述べる見解がある78。そして、

71

吉田邦彦・前掲書注（59）58頁。二宮周平・前掲書注（60）53頁。

72

このような学説上の状況に対し、後藤佳亘は「父母の同意が、未成年の子の

婚姻受理原因をなしている以上、父母の同意を補充する立法的処置を講じてい
ない本条において、父母の同意が、全面的に未成年の子の保護のために作用を
発揮するとは限らないであろう」と問い掛けている。後藤佳亘・前掲論文注（64）
117頁。
73

奥山恭子・前掲論文注（67）46頁。

74

内田貴・前掲書注（61）75頁。

75

二宮周平・前掲書注（60）53頁。

76

君塚正臣・前掲論文注（11）16 ～ 36頁。米沢広一『子ども・家族・憲法』
（有

斐閣・1992年）285 ～ 289頁。
77

米沢広一・前掲書注（76）289頁。

78

米沢広一・前掲書注（76）289頁。
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成熟度には個人差があり、女性一六歳・男性一八歳という基準が性差の
ステレオタイプ化の結果であるとすれば、
その合理性はかなり疑わしい」
と言い、男女共に一八歳まで引き上げることを提案した一九九六年の民
法改正要綱を支持する者もいる79。次の「父母の同意条項」に関しては、
既に民法学の分野から違憲説も説かれているが、
「婚姻は両性の合意の
みに基づき成立するから、当事者以外の第三者の同意を有効要件とする
ことは、憲法上の例外的家族と解される天皇・皇族以外については禁止
80
（もっとも、同論者は子どもの結婚に対する父母の同意条項を
される」

も念頭において以上の所論を展開するかどうかが不明である）と説かれ
る憲法学的見解もあるし、
「…未成年者は父母の同意がなければ結婚で
81
と認識する者も出ている。
きないこと…は問題とされうる」

確かに、憲法学では凡そ憲法二四条から個人の「結婚の自由」を保障
することが認められている。一九七一年に三井造船会社の結婚退職制を
判断する大阪地方裁判所の言うように、
「基本的人権の保障を私人間に
おいても直接効力を及ぼすことは公法、私法の論理体系を無視するもの
であり、元来国家に対する一方的権利として認められた基本的人権が、
82
恐れがある故、実務的
私法上の義務規定と化する不合理を惹起する」

には殆ど『民法』九〇条を媒介として憲法上唱えられている基本的人権
の価値を読み込もうとしている。この点から考えれば、子どもの結婚に
ついては、本人の軽率な意思決定から保護する目的83に基づいて民法上
課される諸制限をいかに、そしていかなる程度まで不合理だと言えるか
という問題について、より綿密な検討が必要となろう。また、「内縁婚」
や「事実婚」などのライフスタイルに対し、法的保護も与える必要があ
「同居や生計維持が婚姻の本質的要素ではなくなっている
ること84や、
今日、…お互いを一対一のパートナーとして認識し、日常の生活におい
79

辻村みよ子『憲法 〔第３版〕
』
（日本評論社・2008年）192頁。

80

渋谷秀樹『憲法』
（有斐閣・2007年）413頁。

81

松井茂記『日本国憲法 〈第３版〉
』
（有斐閣・2007年）548頁。

82

労働関係民事裁判例集22巻６号1178頁。

83

法学協会編『註解日本国憲法 上巻』
（有斐閣・1953年）474頁。

84

二宮周平「叔父と近親婚関係にあった姪に対する遺族厚生年金の不支給処分

が取り消された事例」
『判例タイムズ No.1173』
（2005年）121頁。
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ても、精神的にも相互に協力し合う関係」85だと捉え、
「…同性カップル
86
との民法学的見解も見られる
も事実婚として法的保護が可能になる」

昨今の社会状況に照らしたら、子どもは「内縁婚・事実婚」や「同性婚」
をしようと考えれば、
「結婚の自由」が憲法に保障される観点からもよ
り深い議論を要しよう。
第四項

離婚

子どもと「離婚」を巡る問題状況が取り上げられながら、論者により
様々な論点が提起された87が、子どもが能動的主体として見做されるの
は目下離婚後における「子どもの監護・養育」及び「面接交渉権」の問題
があると考えれる。
第一目

子どもの監護・養育

憲法学から考えると、
「…離婚の自由は、結婚の自由の消極面として、
88
といい、「離婚の自由
結婚の自由と同レベルの憲法上の保障をうける」

の制限に対しては、家族内での弱者たる配偶者や子どもの経済面での保
護を考慮しつつも、結婚の自由の制限の場合と同じく、厳格な審査が妥
当することになる」89と言うのはさほどの問題があるとは考えていない。
そして、
「…（子の監護・養育について）父母がみずからの離婚に付随す
る問題として決定するという発想でなく、むしろ子の立場から父母の離
婚を監護権の変更を必要とする一つの場合として位置づけ、子の利益を
擁護するための制度として監護権制度を統一的に規定すべきではなかろ
90
との学会からの提言がある。
うか」

要するに、現行法の運用に基づき親権者や監護権者が一旦指定された
85

二宮周平『家族と法─個人化と多様化の中で』
（岩波書店・2007年）62頁。

86

二宮周平・前掲書注（85）63頁。

87

米沢広一・前掲書注（76）290頁。渡辺洋三『日本社会と家族』
（労働旬報社・

1994年）177 ～ 179・183 ～ 192頁。石川稔『家族法における子どもの権利─そ
の生成と展開』
（日本評論社・1995年）137 ～ 139頁。
88

米沢広一・前掲書注（76）290頁。

89

米沢広一・前掲書注（76）291頁。渋谷秀樹・前掲書注（80）414頁。

90

石川稔・前掲書注（87）138 ～ 139頁。
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後、離婚後の親子関係が再び安定した状態に戻れば良いが、殆どの場合
はそうではないことが子どもをめぐる奪い合い事件に関する多くの裁判
例から伺われる91。しかも、その中で如何に子どもの利益を真に実現さ
せることができるのかという問題についてもっとも悩まされる92。かよ
うな現状に対し、
積極的に「子どもの自己決定」という概念を提起し、
「家
族法上の行為についての最終的な判断は、家庭裁判所が子の福祉・利益
を考慮して判断するのだから、その審理を開始する申立権を広く子に認
める」主張が論者により強く唱えられている93。
実際、現行法には、
「子の引渡に関する明文上の規定は存しないが、
親権者に子の引渡請求権のあることは（
『明治民法』の）時から判例法と
して認められてきた」94らしい。但し、例えば、通常裁判所へ民事訴訟
に付随して子どもの引渡請求を提起する場合、如何なる事件が訴訟事項
になり得るかという問題について現在に至っても学説は一致しない95。
他方の裁判実務において、
『人身保護法』を元に子どもの引渡請求の正
当性を判断する仕組みが一九九三年の最高裁第三小法廷判決によって変
「夫婦の一方（請求者）が他方（拘束者）
化がもたらされた96。判旨の中、
に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引き渡し請求を
した場合には夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼
として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の拒否を決すべき
である…。
」と述べられている97が、可部恒雄と園部逸夫両裁判官の補足
意見では、
『人身保護法』を適用して通常裁判所で提訴することの不当

91

石川稔・前掲書注（87）171 ～ 217頁。

92

例えば、裁判所が介入すれば、本当に子どもの利益の実現と直結するかど

うかの問題がある。高橋宏志・高田裕成編『ジュリスト臨時増刊12月25日号
（No.1259） 新しい人事訴訟法と家庭裁判所実務』
（有斐閣・2003年）95 ～ 96頁
（木内発言）
。
93

二宮周平・前掲書注（60）239頁。

94

石川稔・前掲書注（87）218頁。

95

野田愛子『家庭裁判所とともに』
（日本加除出版・2003年）320頁。

96

野田愛子・前掲書注（95）319頁。判例時報1477号21 ～ 22頁。

97

野田愛子・前掲書注（95）317 ～ 318頁。判例時報1477号23頁。
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性も指摘されている98。この最高裁判決を受けて、婚姻中の夫婦間にお
ける子どもの引渡請求は家庭裁判所の管轄となり、家裁による手続に移
行して今日に至っている。
なお、前述した一九九三年の最高裁判決の言うように、子どもの引渡
請求を認めるか否かの判断基準は子どもの幸福に適うか否か所にある。
学界ではその判断基準をより具体的に「子どもの自由意志の有無」及び
「子どもの幸福（利益）
」の二つの要素を分けて検討をなされている99。そ
の中、
「子どもの自由意志の有無」について、論者は「…人身保護法に基
づく子の引渡請求では、意思能力のない幼児の監護はそれ自体人身保護
法および同規則にいう拘束にあたるとされるから、拘束は被拘束者（子）
の意思能力が問題とされ、それとの関係で子の自由意思はその許否の前
提とされる」と分析し、
「判例は一〇歳ぐらいを目途として子の自由意
100
傾向を指摘する。
志の存在を認めている」

第二目

面接交渉権

明示的規定がなく、民法の学説及び関連する判例の判断によって構築
してきた101面接交渉権は、法的性質についてはまた争いがあるが、「…
面接交渉は父母を中心に認められているのが実状である」102らしい。実
務的に、一九六七年八月一四日に下された東京高裁判決103と一九八四年
七月六日に出された最高裁判決104はそれぞれ、憲法一三条を面接交渉権

98

野田愛子・前掲書注（95）318 ～ 319頁。前掲注（96）26頁。

99

石川稔・前掲書注（87）220頁。

100

石川稔・前掲書注（87）220頁。

101

米沢広一・前掲書注（76）291頁。

102

花元彩「面接交渉権の法的性質に関する一考察─アメリカにおける継親子

間の訪問権を中心に─」
『関西大学法学論集 第52巻第３号』
（2002年）147頁。
103

稲子宣子「子の権利としての面接交渉権」
『研究紀要／日本福祉大学

第42

号』
（1980年）76 ～ 77頁。米沢広一・前掲書注（182）291頁。
104

棚瀬孝雄は、同決定について「…（面接交渉に関する）明示的な規定がなく

ても日本において、面接交渉の要求が少なくとも審判で取り上げられる正当な
要求であることを正面から認めたという先例的価値は少なくない」と評する一
方、
「もっともこうした日本の裁判所の消極姿勢も、日本社会における一般的
北法67（3・199）691

［194］

論

説

の法的根拠とする論述に対し、判断をした。判決のいずれもその論述を
支持しない結果とはなったが、憲法一三条から民法に定められていない
面接交渉権の憲法的根拠だという推論の可能性が示される。憲法学の学
説の中でも、
「…面接交渉権を親の側からみた場合、離婚後、親権・監
護権を失うことによって、憲法上の権利である親の養教育権が面接交渉
権として、残存し顕在化すると考えられる（子どもの側からみれば、親
の養教育をうける権利の残存、顕在化とみなしうる）」と述べられ、「…
面接交渉権は（子どもの）幸福追求権の一内実をなすと解しうる。…そ
れを全面的に否定するためには、やむにやまれざる否定事由の存在を示
すことが必要」になることを説いた者がいる105。実際に、面接交渉権の
「面接交
法的性質をめぐって多様な民法学的主張がなされている106中、
渉権は、親の権利ではなく、子の権利であると解する説」があった。
例えば、
「……（面接交渉権）は、監護そのものではないが監護に関連
「…（面接交渉権の）法的性質と
する権利というべきであり」107ながら、
しては、親子という身分関係から生ずる自然権的な権利」108だと唱える
者がいる。更に、同氏により「…面接交渉権は子供が客体ではなく、…、
子供も一方の権利主体であり、あえて言うならば子供の権利であると考
「…面接交渉権の性質を考える場合、ま
える」109認識も主張した。また、
ずなによりも子どもの成長発達にたいする、子ども自身の権利の存在を
積極的に確認するところから出発しなければならない」110と説き、「…日
常生活をともにしていなくても可能であるような親との交流をもとめる

な面接交渉への無理解と呼応しているのであって、裁判所だけがかたくなな態
度を取っているというわけではない」と分析している。棚瀬孝雄「離婚後の面
接交渉と親の権利（上）─比較法文化的考察」
『判例タイムズ No.712』
（1990年）
４頁。米沢広一・前掲書注（76）291頁。
105

米沢広一・前掲書注（76）291 ～ 292頁。

106

花元彩・前掲論文注（102）181 ～ 184頁。

107

國府剛「面接交渉権の制限と憲法一三条」中川淳編『家族法審判例の研究』
（日

本評論社・1971年）148頁。
108

國府剛・前掲論文注（107）149頁。

109

國府剛・前掲論文注（107）149頁。

110

稲子宣子・前掲論文注（103）96頁。
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子どもの権利こそが面接交渉権の本質」111だという見解も見られる。こ
のように、面接交渉権を子どもの主体から捉える場合、やはり「…面接
交渉権を子の権利とみる見解にたてば面接交渉の具体的方法は子どもの
年令と発達の程度および子のニード（意思）に応じてきめられ、子ども
112
と
の成長とともにどんどん変化させていくことがむしろ重要である」

思われる。
なお、論者により、一九九四年七月に発表した「婚姻制度等に関する
民法改正要綱試案及び試案の説明」と、一九九六年の民法改正要綱の中
で示された離婚後の面接交渉に関する改正案を分析し、両者とも「…親
の権利として面接交渉をとらえていこうとしている姿勢がうかがえ
113
と示されている。
る」

第三節

社会的身分と子ども

男女の性的結合によって生まれてきた子どもには、アメリカや台湾と
同様に、日本においても同男女の法的関係や社会的風習による人倫的対
応措置に基づき異なる社会的身分が与えられている。
特に、同男女の一方が「夫婦」という枠組みから逸脱して他の第三者
と性交渉を持ち、子どもが生まれてきた場合、父親とされる男性は認知
という法的ツールを使う有無のことによって、その子どもは「婚外子」
とされる可能性が生じ、社会的身分の区別から生まれる法における差別
的処遇は、アメリカや台湾と比べ、やや顕著になっていた（二〇一三年
。
九月に、最高裁大法廷による婚外子法定相続分の判例変更をした114）
その他、「養子」や「人工生殖子」という身分を持つ子どもを巡る法的状
況や問題点もここで整理する。
第一項

論点の概要

「養子・特別養子」
、
「婚外子」及び「人工生殖子」のような異なる身分

111

稲子宣子・前掲論文注（103）98頁。

112

稲子宣子・前掲論文注（103）112 ～ 113頁。

113

花元彩・前掲論文注（102）193頁。

114

最大決平25・９・４民集67-6-1320。
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を持つ子どもに対し、憲法一三条及び第一四条一項の規定によって構築
される法的枠組みの中で如何に対応してきたのか、またそこから生まれ
る外延的議論の内容を次の各項目において検討を行う。
第二項

養子・特別養子

現在の日本の養子制度は「…後継ぎや扶養を目的とする成年養子…を
前提とした制度」115だと理解されているらしい。その中で、要保護児童
も養子縁組の利用を通じて安定する家庭生活を得るために「…一九八七
年に、家庭裁判所の審判で成立し、実親子関係を終了させて実親からの
取り戻し請求を防ぐとともに、原則として離縁を認めず、養親子関係を
安定させるという特別養子制度…を設けた」116のである。
第一目

養子

過去の「家」制度によると、祖先の祭りの承継する者や、自らの所領
「養子」という仮的親子関係
や耕地の相続人を確保する手段117として、
を成立させることが様々な方法によって利用されてきたことが分かる。
また、多様な目的で養子縁組が行われたことも多くの研究によって判明
された118。
周知のように、日本では昔から「幼い子を養子にする場合には、『わ
らの上からの養子』といって、いきなり実子として届け出て育てる慣
120
もいた。しかし、現行法
行」119があり、人身売買と絡む「奴隷制養子」

の下において一五歳未満の子どもが対象となる養子縁組の結成は「法定
代理人による承諾」
、
「家庭裁判所の許可」及び養親となる夫婦両方によ
る「共同縁組の意思」などの要件が課されて、過去の『明治民法』より多

115

二宮周平・前掲書注（60）192 ～ 193頁。

116

二宮周平・前掲書注（60）193頁。

117

川島武宜・前掲書注（６）32頁。

118

内田貴・前掲書注（61）248・251 ～ 252頁。

119

二宮周平・前掲書注（60）192頁。

120

その例として。川島武宜が山形県の「ナンキンコゾウ」と「芸娼妓養子」を

取上げている。川島武宜・前掲書注（６）40 ～ 54頁。
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少とも子どもの保護に関心を示したと言える121。また、
「芸娼妓養子」の
ような
「奴隷制養子」
の結成も判決によって無効とされている122。従って、
戦前と比べて、現行法の養子縁組が子どもの利益に結びつく可能性がよ
り高くなっている123と言えよう。
しかしながら、現行の日本の養子制度が必ずしも子ども（未成年養子）
を中核として作り出すものではない124。また、現に養子縁組をなさった
後の法的効果として、二重の親子関係まで認めることになるのは反って
子どもの利益を損なう見解も見られる125。その上、養子縁組の離縁は「簡
単」であることも問題視されている126。
以上のように、現行の養子制度が「法律上も事実上もその基盤が不安
127
ために、
「子の幸福（利益）
」に真に資するために、更なる改
定である」

正を必要とすることが分かる。但し、
「子の意思」が尊重されることは「子
の利益」にもなるという視点に立てば、現行法のように満一五歳以上の
子どもが自分の意思に基づいて養子縁組を結べることについて、評価す
ることができよう。問題は〇歳から一五歳までの間に、子どもが意思能
力（前節で述べたように、判例の動きを見て、子どもが一〇歳に達する
と自由意思の存在が認められるべきだと認識する論者がいる）が形成さ
れていても、自分のために養子縁組という手段にアクセスすることがで

121

青山道夫・前掲書注（29）77頁。

122

内田貴・前掲書注（61）254頁。

123

中川淳・前掲書注（12）185頁。

124

日本の養子となる者の中では成年養子が最も多いと見られている。中川淳

は、
「…普通養子制度においては、成年養子を認め、真の親子関係を形成する
というよりも、むしろ扶養・相続という法律効果を実現することがある。子の
ための養子法という理念からみれば、このような現象は、率直に好ましいこと
ではない」と説いている。中川淳・前掲書注（12）147頁。内田貴・前掲書注（61）
249頁。二宮周平・前掲書注（60）192 ～ 197頁。米倉明「
〔講演〕特別養子制度
について」
『特別養子制度の研究〔民法研究第四巻〕
』
（新青出版・1998年）３頁。
125

後藤平吉・前掲書注
（２）
198 ～ 199頁。二宮周平・前掲書注
（60）
204頁。米倉明・

前掲論文注（124）３～４頁。
126

米倉明・前掲論文注（124）４頁。

127

久貴忠彦「家族法制」
『ジュリスト No.1073』
（1995年）117頁。
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きないことである128。
第二目

特別養子

前述した養子制度を「普通養子制度」と呼ぶとすれば、これと区別し
て設けられるのは「特別養子制度」である129。法的枠組みとして、「特別
養子となるべき者は一定の年齢にたっしない幼児にかぎること」、「特別
養子はすべての関係において、養親の実子として扱い、戸籍上も実子と
記載すること」
、及び「養親のがわからの離縁を認めないこと」の三点が
「家庭裁判所の審判によって成立する」要件
盛り込まれていた130。後に、
も定められ、現行の制度となった131。
ところで、このような「特別養子縁組制度」の実施によって、これか
ら要保護性のある子どもの福祉をより徹底的に追求することができると
は言え、既に養子縁組を結成した者が子どもの利益や福祉を考えて、子
どもが実親との関係を強制的に終了させ、自分との法的親子関係をより
強固なものにする同制度の利用が認められるべきか否かの問題は残る。
研究によると、「
（特別養子縁組制度）施行前に普通養子縁組をした夫婦
については、普通養子縁組をした当時は、特別養子縁組を相当とする事
情があってもこれを選択することが不可能であったのであるから、
（特
別養子縁組制度）
施行後にさらに特別養子縁組をしようとする場合には、

128

二宮周平・前掲書注（60）196頁。許斐有『子どもの権利と児童福祉法

社

会的子育てシステムを考える』
（信山社・2001年）180頁。
129

中川淳・前掲書注（12）188頁。

130

中川淳・前掲書注（12）189頁。

131

なお、菊田昇医師事件を受けて、米倉明は「…他のタイプの養子制度と並

列にせよ、完全養子制度を早急に設けるべきだ」と主張していた。そして、米
倉氏が構想する「完全養子制度」の出発点となるのは本来なら捨てられた子ど
もであるとか、未婚の母が抱えられている子どもを如何に救済する着想である
らしい。中川淳・前掲書注（12）189頁。二宮周平・前掲書注（60）206 ～ 211頁。
内田貴・前掲書注（61）250 ～ 251頁。久貴忠彦・前掲論文注（127）117 ～ 118頁。
米倉明『アメリカの家族』
（有斐閣・1982年）172 ～ 177頁。米倉明「特別養子制
度の成立をどう受け止めるべきか」
『特別養子制度の研究〔民法研究第四巻〕
』
（新
青出版・1998年）181 ～ 230頁。
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普通養子縁組を経ずに特別養子縁組をする場合と同様に取り扱うのが、
立法の精神に合致する」との立法関係者や政府側の見解がある132。にも
かかわらず、裁判例から反映される現状が決して楽観的だと言えないの
だろう。
例えば、一九八九年二月一五日に青森家庭裁判所が出された縁組の転
換請求を却下する判決においては、子どもが養親と普通養子縁組を結ん
だ以降、養親からの熱意と愛情を受けて、子どもは「格別の病気もせず
健康に成長し現在幼稚園に通園している」ことや、子どもの実母は子ど
もが養親に引取られてから子どもとの「接触や連絡をしたことは一切な
く、…、そのような働き掛けもせずに現在に至っており、…（子ども）
が特別養子となることに同意している」ことを確認しながら、最終的に
は子どもの実母の生活環境や生活態度を一方的に観照し、「…（実母）に
ついて（『民法』八一七条の七）所定の『養子となる者の監護が著しく困
難又は不適切であることその他特別の事情がある』というべき事態を推
認することはできず、子の利益のためその実親子関係を断絶することを
特に必要としてそれが相当であるとは認め難い」133と判断している。同
年の八月二三日に名古屋家庭裁判所も同じく縁組の転換請求を扱う事例
において次のような判断を下している。すなわち、「…（普通養子であ
る子ども）は、その兄達とともに、現に（養親である父）と（実母）の暖
かい庇護の下で、平穏な生活を過ごしている（から）…（養子である子
ども）の監護養育が特に困難であるとか、不適当な状況にあるというこ
とはできず、要保護性は認められない」
、として、子どもの実父が前科
を有し、恐喝未遂罪で服役中であっても、同人は子どもに「働き掛ける
との危惧については具体的な根拠はな」いため、特別養子にする請求を
却下したのである134。この問題について初期の判決から伺われる裁判所
の消極的な姿勢に対し、
「…裁判所は、実親子関係の断絶ということに
必要と思われる以上に神経質になっている」と学界からの批判があ

132

床谷文雄「普通養子を特別養子とすることが認められた事例」
『民商法雑誌

第104巻第１号』
（1991年）135頁。
133

家庭裁判月報41巻11号94 ～ 95頁。

134

家庭裁判月報42巻５号93 ～ 94頁。
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る135。
実際、現に、実親による同意の撤回について、「…勝手な、あるいは
子の福祉に反するような撤回については、
『その他養子となる者の利益
を著しく害する事由』
（民法817の６ただし書後段）が存在すると認定し
て、同意なしに縁組を成立させる」裁判例がある136他、二〇〇三年一一
月一四日に妻の婚外子と普通養子縁組をしている夫婦からの特別養子縁
組成立の申立を積極的に認める名古屋高等裁判所判決137なども見られる。
ところが、子どもの福祉を徹底的に追求しようとする「特別養子制度」
に対しては、子ども自身の意思を無視することになるのではないかとの
疑問が全くないとは言えない138。
第三項

婚外子

一八七三年一月一八日に公布された『太政官布告二一号』139以来、日
135

山本正憲「特別養子縁組の要件としての『要保護性』の判断例三件」
『民商法

雑誌 第104巻第１号』
（1991年）149頁。
136

なお、子どもが特別養子だとされても、血縁上の父（上告人）から提出した

親子関係不存在確認訴訟の訴えの利益は消滅しないとする1995年７月14日に下
した最高裁第二小法廷判決がある。この事件の血縁上の父が積極的に子どもを
認知しようとするため、２回目の上告も果たした。そして、２回目の最高裁判
決が1998年に下されたが、再び原審に差戻され上告人が同親子関係不存在確認
訴訟の原告適格に当たるか否かの実体的審査に戻ると見られている。なお、子
どもが1987年に出生したため、２回目の最高裁判決が下された時点において、
既に11歳となっている。このように考えると、子どもの生活を早く安定させる
ために、子どもの意思や監護養育の実態も総合的に酌量し、判断すべきではな
かろうか。現に、第１次及び第２次の控訴審が子どもの利益を考え、養親との
良好な親子関係が認められて上告人の訴えの利益を否定した経緯がある。二宮
周平・前掲書注（60）208 ～ 209頁。判例時報1541号96 ～ 99頁（１回目の上告
審判決）
。判例時報1652号71 ～ 74頁（２回目の上告審判決）
。石川恒夫「35 特
別養子審判の準再審事由」
『別冊ジュリスト No.162 家族法判例百選［第六版］
』
（2002年）72 ～ 73頁。
137

家庭裁判月報56巻５号143 ～ 148頁。

138

米倉明・前掲論文注（131）201 ～ 202頁。

139

松本タミ「非嫡出子の法的地位」中川善之助先生追悼現代家族法大系編集委

員会編『現代家族法大系３ 親子・親権・後見・扶養』
（有斐閣・1979年）73頁。
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本の法制度は概ね「法律婚の徹底」や「家制度における秩序の維持」140の
概念に基づき、婚外子と婚内子の区別が維持してきた141。実務では、か
ような潮の分かれ目を迎えられるのは、二〇一三年九月に出された最高
裁判所の大法廷判決まで待たなければならなかった。
第一目 『民法』旧九〇〇条四号但書と婚外子
法制において婚外子に対する差別の根源は法定相続分を婚内子の二分
の一とする『民法』旧九〇〇条四号但書前段の規定（以下、二〇一三年
の法改正に伴い、「旧規定」と称す）142にあると言っても過言ではなかろ
初期の憲法学においては、
疑問視をする論述144が見られるが、
う143。だが、
「…（憲法二四条）の婚姻尊重の態度から、嫡出ということが、身分關係
145
にも差違を生じさせるものとして、敢て違憲とはいえないであろう」

と解されている146。一九八〇年代に入ってから、婚外子に友好的なムー
ドが立法的動向や裁判所の旧規定に対する判決（主に下級審だが）147に

140

なお、松本タミは現行法における区別の合理性を「…親族法上の権利義務

を考えるとき、その発生基礎を生物的父子関係と法律上の父子関係とに分けて
根拠づけることでそれらを可能にする」という認識に求めているようである。
松本タミ・前掲論文注（139）73；85頁。
141

棟居快行『憲法解釈演習─人権・統治機構─』
（信山社・2004年）50頁。

142

吉田克己「非嫡出子の相続分規定は合憲か」
『別冊ジュリスト No.162 家族

法判例百選［第六版］
』
（2002年）114頁。
143

吉田克己・前掲論文注（142）114頁。

144

宮澤俊義・前掲書注
（26）
269 ～ 284；432頁。法学協会編・前掲書注
（83）
350頁。

145

橋本公亘・前掲書注（32）174 ～ 175頁。法学協会編・前掲書注（83）478頁。

橋本公亘『日本国憲法』
（有斐閣・1980年）216 ～ 217頁。
146

吉田克己・前掲論文注（142）114頁。

147

1994年に入り、政府から公表した民法改正要綱試案においては再び婚外子

と婚内子の法定相続分の同等を図っている。それを賛成する意見の中には、戸
籍上の登載が婚外子への差別を助長する根拠となる見方がある。他方、同じく
行政的文書である住民票が1995年３月１日に施行された「住民基本台帳事務処
理要綱の一部改正について」という通知によって、住民票において子どもと世
帯主の続柄が婚外子か婚内子を問わず、一律に「子」に統一されたことになっ
ている。吉田克己・前掲論文注（142）115頁。
『ジュリスト No.630』
（1977年）
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よって作り上げられ、現在では二〇一三年九月の大法廷判決を受けるこ
ともあって学説においては昔のような消極的姿勢は僅かの少数説にしか
見られないことになろう148。
但し、周知のように、旧規定を巡るいくつかの最高裁判所の決定や判
決がある。その中から示された憲法的理念が本論のテーマを考える際、
重要だと考える。例えば、一九九五年七月五日の最高裁大法廷決定にお
いて、補足意見を出した大西勝也裁判官149は、「社会事情、国民感情等
の変化には著しい」こと、
「相続及び相続と密接な関連を有する婚姻、
親子ないしは家族の形態とこれらの点についての国民の意識は、激しく
変化して」いること、及び日本を「取り巻く国際的な環境の変化」など
についても指摘し、
「…本件規定のみに着眼して論ずれば、その立法理
由との関連における合理性は、かなりの程度に疑わしい状態に立ち至っ
たもの」だという説示は二〇一三年九月の大法廷決定まで貫いていると
思われる。そして、
中島敏次郎を含む五名の裁判官による反対意見150は、
旧規定について「…出生について責任を有するのは被相続人であって、
非嫡出子には何の責任もなく、その身分は自らの意思や努力によって変
えることはできない。出生について何の責任も負わない非嫡出子をその
ことを理由に法律上差別することは、婚姻の尊重・保護という立法目的
の枠を越えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性は認められ

102頁。加藤一郎「相続法の改正 （上）
」
『ジュリスト No.721』
（1980年）72頁。
二宮周平「一九九六年『民法の一部を改正する法律案要綱』とその後の状況」
『法
律時報78巻11号』
（2006年）23頁。判例時報1512号３～ 10頁。
148

例えば、いま憲法学の通説的存在となっている佐藤幸治の『憲法』において

は、
「…（子どもは）非嫡出子になったことに責任を有さず、その属性を自ら変
えることのできない者に、社会的差別観とも結びつきかねない不利益を課すこ
とについては、
『厳格な合理性』のテストによって判断されるべきものであり、
そのテストによるならば、…（本規定）の合憲性を支持することは難しいので
はないか」と述べられている。佐藤幸治『憲法〔第三版〕
』
（青林書院・1995年）
480頁。大島佳代子「第６講 法の下の平等」中村睦男編『はじめての憲法学［第
３版］
』
（三省堂・2015年）65 ～ 70頁。
149

判例時報1540号７～８頁。

150

前掲注（149）８～ 10頁。
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ず合理的であるということはできない」ことは最初から子どもに不平等
な社会的地位に立たせるべきではないという本論の核心的立場に大いな
る影響を与えた。
そ し て、 二 〇 〇 〇 年 一 月 二 七 日 の 最 高 裁 第 一 小 法 廷 判 決151や、
二〇〇三年三月二八日の最高裁第二小法廷判決152を経て、二〇〇三年三
月三一日の最高裁第一小法廷判決において、島田仁郎裁判官による補足
）は多数意見を支持しながら、一九九五
意見153（以下、「島田補足意見」
年の大法廷決定以降に出された同じ問題に関する補足意見や反対意見を
「傾聴すべき」
ものだと認識し、
旧規定をめぐる判断の正当性について「…
社会事情や国民感情などの変遷を踏まえて、絶えず吟味していくことが
必要であろう」と述べている。本論から考えれば、子どもの意思表示も
含め、社会的状況の変遷に伴い、人民の声を大切し、傾聴すべきだとい
う政府の姿勢がまさにこの島田補足意見が求めるところではないかと考
える。最後の二〇〇四年一〇月一四日に出した最高裁第一小法廷判決は
やはり一九九五年の大法廷決定の呪縛から解き放たれることはなく従来
と同様に合憲的判断を下した154が、才口千晴裁判官の反対意見は、「…
多数意見が引用する大法廷決定後、既に九年以上が経過し、その間、男
女の結婚観等も大きく変わり、非嫡出子が増加傾向にあるなど、立法当
時に存した本件規定による相続差別を正当化する理由となった社会事情
や国民感情などは、大きく変動しており、現時点では、もはや失われた
のではないか」と疑問視するところ、二〇一三年九月の大法廷決定に繋
がる一言だと思われる155。
第二目

児童扶養手当と婚外子

結論を先に言うと、児童扶養手当制度における婚外子の差別問題は

151

判例時報1707号122 ～ 123頁。

152

判例時報1820号63 ～ 64頁。

153

前掲注（152）64 ～ 65頁。

154

判時1884号40 ～ 41頁。

155

前掲注（152）64頁。
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一九九八年の政令改正によって解消された156。しかしながら、改正が行
われた前の児童扶養手当制度では婚外子を差別する恐れがあるような規
定が設けられ、子どもの自己決定に阻害をもたらされる状況であったの
ではないかと考えられる故、多少の考察を行う。
問題となった規定は、一九六二年に施行された『児童扶養手当法』157
の四条一項五号による委任を受けた改正前の『児童扶養手当法施行令』
の一条の二の三号の（ｃ）の後者に所定した括弧書きの規定（以下、「本
件括弧書き」
）である。要するに、事実婚を含む婚姻関係から生まれた
のではない子どもは、一旦実父に認知されれば児童扶養手当の対象から
除外されることが憲法一四条一項と関連して議論を要した。また、認知
された後、父からの経済的保障を受けられる保障がどこにもないまま、
本件括弧書きで言及した婚外子のグループからまた区別され、不利益を
被らせる158のも疑問を感じたところである。
一九九四年九月二八日に奈良地裁は、
「…（児童扶養手当）法が（憲法
二五条の規定の趣旨を実現する）目的のもとに、その支給要件を法四条
一項（五号の規定に基づいて）
、法施行令一条の二でその支給要件を定
めた以上、その支給要件が何ら合理的理由がない不当な差別的取扱をす
るような内容であるときは、当該支給要件を定めた施行令は、裁量の範
囲を逸脱したもので、憲法一四条の定める法の下の平等に直ちに違反す
156

棟居快行・前掲書注（141）50頁。中野妙子「認知された婚姻外懐胎児童に

対する児童扶養手当不支給」
『ジュリスト No.1230』
（2002年）126頁。
157

但し、島崎謙治の研究によると、1961年に制定された手当法の目的は「…『国

は、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給し、児童の
福祉の増進を図る』というシンプルなものであった」ことが明らかにされた一
方、
「母子家庭の生活の安定」及び「母子家庭の自立の促進」という２つの小目
的が1985年の改正によって設けられたことも説明された。また、前述した手当
法２条１項の内容では、児童扶養手当制度は「…『児童の福祉』が究極目的で
あることに照応した規定である」と解されている。島崎謙治「第３章 児童手
当および児童扶養手当の理念・沿革・課題」国立社会保障・人口問題研究所編『子
育て世帯の社会保障』
（東京大学出版会・2005年）101 ～ 102頁。
158

清野幾久子「児童扶養手当施行令と『認知された婚外子』の平等取扱い」
『法

学教室 No.265』
（2002年）134頁。長尾英彦「非嫡出子差別の一側面─児童扶
養手当の支給差別と憲法一四条」
『中京法学 第30巻第１号』
（1995年）11頁。
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るというべき」だとして、本件括弧書きについて違憲だという判断を下
「…本判決が『婚姻外の児童を
した159。同判決に対し、学説においては、
その社会的な地位または身分により経済的関係において明らかに差別す
る』との結論付けは正確さを欠く」とは言うものの、「非嫡出子＝父認知
子と父母事実婚解消子間の差別扱い…は否定できないが、
『婚姻外の児
童』なるがゆえとする判決の根拠は反論の余地を持つ」160と見て、本件
括弧書きがたとえ違憲・違法ではなくても、やはり手当法自体に問題が
あるという認識が存する161。この奈良地裁判決を受け、手当法の違憲論
を展開する学説がある。要するに、
婚外子に実父が現れて認知されると、
「…確かに当該児童にとっては、
『好ましい事情（事情の好転）』に違いな
いし、
その父により扶養が行われるのが望ましいことは言うまでもない」
が、「…特に強制認知のような場合、扶養が確保されるかどうかは甚だ
心もとないと言わねばならない」
と考えるから、
婚外子が認知され「…『事
情の好転』に当たるとしても、それはあくまでも『認知された婚外子』
のほうが『認知されない婚外子』よりは（一般的に）恵まれていると言え
るに止まり、婚外子が認知されたからと言って、それを『父母が法律婚
を解消した子［嫡出子］
』よりも不利に扱うべき根拠は何もないと言うべ
き」だと説いた162。
最高裁判所は二〇〇二年一月三一日の第一小法廷判決163と同年の二月
二二日に出した第二小法廷判決を用いて、本件括弧書きを違法とし、手
当法自体の違憲性を認めないとの判断を下した。前者の第一小法廷判決
では、町田顕裁判官は反対意見を述べ、
「
（手当）法が世帯の生計維持者
としての父のいない児童すべてを支給対象児童とするものではないこと
は、その文言上からも明らか」であるから、
「父母の離婚等その児童の
経済状態が悪化する特別の事情のある児童に限って児童扶養手当を支給

159

判例地方自治135号78 ～ 89頁。

160

加藤美穂子「児童扶養手当受給資格喪失処分請求事件」
『判例地方自治 144

号』
（1995年）46 ～ 47頁。
161

加藤美穂子・前掲論文注（160）47頁。

162

長尾英彦・前掲論文注（157）10 ～ 15頁。

163

判例時報1776号49 ～ 53頁。
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164
する（このような）社会保障立法が、
憲法に反するものでない」
と言い、

手当法に対する最高裁判所の立場も代言したのではないかと考える。こ
の二つの最高裁判決について、殆どの論者が「…社会的給付を定める政
令の一部を、
『法の委任の趣旨に反する』として無効とした」ものとして
注目すべきだと評している165。しかし、最高裁は今回の事案に対して憲
法判断をしなかったことを疑問視し、むしろ、
「一審のように、内閣に
よる政令制定の内容が、法に拘束されている前提の下で、その裁量の限
界につき、憲法一四条を基準として、合憲違憲を判断するのが、すじで
はあるまいか」166と考える論者もいる。このように考えると、最高裁は
なぜ憲法判断を控えたのかという問題に頭を悩ませられる。確かに棟居
快行の言うように、今回の事案で最高裁が憲法判断をしなかった理由に
ついて「委任の趣旨という観点からのものであったが、
『支給対象児童
とされた者との均衡』に言及しており、実質的には合理的理由のない婚
167
と積極的に理解してもいいかも
外子差別にクギを刺したものである」

しれないが、最高裁の「…各領域における非嫡出子差別の事例について
個別に考察したうえで、現行法制上の非嫡出子差別規定のほとんどは違
168
という学術的議論には加担したくないという姿勢も伺えよ
憲となる」

う。
第四項

人工生殖子

本日の生殖補助医療技術は目を見張るほどの発展を成し遂げてい
169

る 。所謂神の領域とも思われる部分にまで人間による外力的操作は広
164

前掲注（163）53 ～ 54頁。

165

中野妙子・前掲論文注（156）126頁。清野幾久子・前掲論文注（158）135頁。

166

清野幾久子・前掲論文注（158）135頁。

167

棟居快行・前掲書注（141）53 ～ 54頁。

168

長尾英彦・前掲論文注（158）13頁。君塚正臣「非嫡出子の憲法学─非嫡出

子差別事例の審査基準論を中心に」
『阪大法学 第44巻第２・３号上巻』
（1994年）
274頁。
169

本山敦「ららら醫學の子─先端科学技術と生命倫理と法」
『L ＆ T No.35』

（2007年）11頁。小野幸二「人工生殖における親子関係─代理母出産の親子関係
を中心に」
『大東法学 第７巻第１号』
（1997年）２頁。
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汎に亘り踏み込んでいるのが現状である。
そして、かような方法によって生まれてきた子どもを日本法の枠組み
に当てはめようとすると、民法学の視点から子どもをめぐる嫡出の推定
や否認の訴、また氏に関する問題など170が指摘される一方、最も根本的
な問題として「…人工生殖子の親子の決定は非常に難しい」171ことだと
言われる。一方、人工生殖子であっても、自分の出自に関する真実を知
る権利を持つという国際法学や憲法学的観点の登場に伴い、人工授精の
精液提供者のプライバシーの保護などと関連する様々な議論も提起され
ている172。
第一目 『日本国憲法』一三条からの接近
子どもの権利条約七条の内容から人工生殖子に対する己の父母を知る
権利を如何に保障するかといった問題については、国際法と国内法の相
互的連関性を巡る学術的議論とも絡む故、学界でも政府から出した見解
でも、消極的であるのは現状である173。とは言え、憲法に基づき、当該
権利の保障の状況を検証する必要が国際法からの要請や、本論の関心か
ら考えれば、依然にある。その際、憲法学の文脈を探り出すと、【「憲法
一三条」
、
「プライバシーの権利」
、
「自己情報コントロール権」】
（Ａ組）、
及び【「憲法二一条」
、
「知る権利」
】
（Ｂ組）
、と言う二つの理論的グルー
プを析出することができる。
まずＡ組に関する議論に従えば、プライバシーの権利とは、
「…個人
が、他人（個人、団体あるいは政府）によって（ａ）自己の諸々の思い、
書き物、氏名、肖像、その他のアイデンティティの徴表を取得されまた
170

小野幸二・前掲論文注（169）４頁。

171

小野幸二・前掲論文注（169）４頁。小池隆一「第一章 人工授精の法的側面」

小池隆一・田中實・人見康子編『人工授精の諸問題』
（慶應義塾大学法学研究会・
1960年）43 ～ 44頁。
172

小池隆一・前掲論文注（171）29頁。二宮周平「児童扶養手当法施行令合憲

判決と婚外子の平等処遇」
『判例タイムズ No.918』
（1996年）
76頁。波多野里望
『逐
条解説 児童の権利条約〔改訂版〕
』
（有斐閣・2005年）52頁。
173

喜多明人「子どもの権利条約と教育法制」
『教育と医学 第42巻第３号』
（1994

年）40頁。
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は利用されうる、
（ｂ）自己または自己が個人として責任を負う者に関
する情報を取得されまたは明かされうる、または（ｃ）物理的にまたは
より巧妙な方法で自己の生活の場および自己の選ぶ活動領域に侵入され
うる、程度を決定できる法的に承認された自由または力である」174。そし
て、前記の（ａ）と（ｃ）の内容に対して、自分のアイデンティティと関
連する情報をコントロールする権利だ175、と言い換えられている。かか
る認識に基づき、当該権利の憲法的基礎を論者により憲法一三条に求め
「人の出生に関する情報」が自分のアイデンティティ
られる176。よって、
と密接に関連して、自分自身の人格的生存とも当然に深く関わると思わ
れるから、憲法一三条によるプライバシーの権利の保護に値する一内容
として考えられる。
他方、Ｂ組の議論を探れば、人工生殖子の出自を知る権利については
次のような理論的組み立てがある。要するに、
「…『知る権利』は元来現
代国家状況下で保障さるべき表現の自由の姿を表わすものとして意図さ
れたもの」だと認識しながら、
「…広義の（
「知る権利」）…は…『表現の
自由』全般を支える基礎的原理ないし理念ともいうべきものであり、狭
義の（
「知る権利」
）…は積極的情報収集権（これは性質上対公権力との
関係でのみ問題となるもので、その意味では政府情報開示請求権といっ
てよい）に対応するものである」177、と語られる。その中、子どもの出自
に関する情報は個々人による積極的アクセスすることができる情報に属
するとも認識される故、Ａ組やＢ組の学術的議論を通して、人工生殖子
である子どもの父母を知る権利がやはり憲法によって保障される仮説が
あり得る。
但し、例えば人工生殖子が養子とされる場合、養親や精子・卵子提供
者のプライバシーの権利との対抗関係によって子どもの父母を知る権利

174

佐藤幸治「プライヴァシーの権利（その公法的側面）の憲法論的考察（一）

─比較法的検討─」
『法学論叢 第86巻第５号』
（1970年）12頁。
175

佐藤幸治・前掲論文注（174）12頁。

176

佐藤幸治・前掲論文注（174）15頁。30 ～ 31頁。

177

佐藤幸治「プライバシーの権利と知る権利」
『法学セミナー No.359』
（1984

年）20 ～ 26頁。
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が抑えられるものとなり得る問題点が存する。養親や精子・卵子提供者
側によって主張され得るプライバシーの権利は憲法一三条一点にしか求
めることができないと考えられることに対し、前述したように、子ども
の己の出自を知る権利は憲法一三条だけではなくて憲法二一条の保障と
も係わっていることを認めれば、
子ども側が享有すべきである憲法上の、
しかも恣意的な侵害から守られる法益が養親や精子・卵子提供者より上
回っていることを認識すべきであろう178。
第二目

二〇〇六年九月四日最高裁第二小法廷判決

生殖補助医療をめぐる裁判例の中で取り上げられた医療技術は「非配
偶者間人工授精」
、
「代理出産」及び「凍結精子による死後受精」などが
ある179。その中で「死後受精」によって出生した子どもの認知問題を取り
扱い、生殖補助医療に対する最高裁の判断が初めて公表されたのが本判
決である180。この事件をめぐる下級審の判断は、早くも学界（特に民法
学界）に注目されて、生命倫理や実定法の観点から様々な議論がなされ
ている181。こういう流れを汲んで、最高裁は次のような考え方を打ち出
178

深谷松男「無告の子の権利をめぐる一断想─特に子の出自を知る権利につ

いて─」
『判例タイムズ No.569』
（1986年）４頁。佐藤隆夫『現代の子ども─波
乱の法的諸問題』
（信山社・2007年）８頁。
179

本山敦・前掲論文注（169）11 ～ 16頁。

180

村重慶一「保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人

工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間における法律上の親子
関係の形成の可否」
『判例タイムズ No.1245』
（2007年）123頁。
181

注意すべきものとしては、松川正毅「妻が夫の死亡後に夫の冷凍精子を体

外受精して出産した子が、死後認知を求めた請求が棄却された事例」
『判例時
報 1861号』190 ～ 197頁。水野紀子「死者の凍結精子を用いた生殖補助医療に
より誕生した子からの死後認知請求を認めた事例」
『判例タイムズ No.1169』
（2005年）98 ～ 105頁。澤田省三「認知請求控訴事件」
『戸籍 第770号』
（2005年）
41 ～ 47頁。家永登「亡夫の凍結精子による出生子の法的地位─高松高裁平成
16年７月16日判決を契機として」
『専修法学論集 第95号』
（2005年）167 ～ 185
頁。大島梨沙「民事判例研究」
『北大法学論集 第56巻第３号』
（2005年）109 ～
134頁。本山敦「凍結保存精子による出生─再論」
『司法書士 No.391』
（2004年）
65頁。
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要するに、多数意見は今まで発展してきた生殖補助医療技術を単なる
自然生殖を補助するものだけではなく、不可能な懐胎も可能にし、現行
法においては想定外の状況を作り出せた人知だと認識する。そして、本
件と係る「…死後懐胎子については、その父は懐胎前に死亡しているた
め、親権に関しては、父が死後懐胎子の親権者になり得る余地はなく、
扶養等に関しては、死後懐胎子が父から監護、養育、扶養を受けること
はあり得ず、相続に関しては、死後懐胎子は父の相続人になり得ないも
のである。また、代襲相続（についても）…被代襲者である父を相続し
得る立場にない死後懐胎子は、父との関係で代襲相続人にもなり得ない
というべき」だとしており、現行法に即して、かような想定外の状況に
当たる死後授精を受け、生まれてきた人工生殖子が父親との間に何かし
らの権利利益も生じていないと判断していた。最終的に最高裁は立法裁
量182を尊重する姿勢を取って、被上告人である人工生殖子とその母親の
控訴を棄却した。
多数意見に対し、補足意見を出した滝井繁男裁判官は、
「我が国にお
いて戸籍の持つ意味は諸外国の制度にはない独特のものがあり、子に
とって戸籍の父欄が空欄のままであることの社会的不利益は決して小さ
くはないし、子が出自を知ることへの配慮も必要であること」
、と述べ
るところが重要だと考えられる183。また、同じく補足意見を出した今井
功裁判官が説く
「死後懐胎子には、
その出生について何らの責任はなく、
自然懐胎子と同様に個人として尊重されるべき権利を有していることは
疑いがなく、法の不備を理由として不利益を与えることがあってはなら
ない」
、という言葉も注目すべきである184。
確かに、学界では死後生殖によって出生した人工生殖子と従来の婚外
子保護の認識を混同しないようにと提唱する見解がある185。しかしなが

182

最高裁民事判例集60巻７号３～５頁。

183

前掲注（182）５～８頁。

184

前掲注（182）８～ 12頁。村重慶一「死後懐胎子の法的地位」
『戸籍時報

No.603』
（日本加除出版・2006年）30 ～ 31頁。
185

松川正毅「男性死亡後に保存精子を用いた人工生殖によって生まれた子の

［211］

北法67（3・182）674

子どもの自己決定と憲法（４）

ら、たとえ民法学における子どもの利益を保護する視点から本件の人工
生殖子の救済を図ることがいささか無理であるとしても、一人間として
人工生殖子である子どもは当然憲法によって保障される基本的人権の享
有主体であるから、憲法学の議論186ではこのような問題を決して見逃す
ことはできないと考える。
第四節

医療行為・家庭内暴力と子ども

様々な形で起こった子どもの虐待の事例には、
「ある母親が自分の子
どもに対して、生まれてから四歳半に至るまでに何と二五回にもわたる
入退院を繰り返させ、その母親の詐病……が疑われた事例がある」187（所
謂「代理によるミュンヒハウゼン症候群」の児童虐待）一方、「…たとえ
ば治療方針の決定に当たっては、親への情報提供は不可欠であるととも
に、複数の治療選択肢を決定する親の位置は、特に子どもの年齢が下が
れば下がるほど決定的である。つまり（親による）虐待－非虐待は、あ
188
、という認識も示されてい
る程度は連続的なものでしかありえない」

る。すなわち、医療行為における親対子どもの権力的構図が度々親によ
る家庭内での子どもの虐待（ネグレクト）を助長することになりかねな
いと見ることができよう。
第一項

論点の概要

前述した問題意識に新たに「公権力の介入」を加えて考える場合、
【「子
ども」
・
「親」
・
「医療行為」
・
「公権力」
】及び【
「子ども」・「親か第三者で
ある大人による（家庭内外の）虐待」
・
「公権力」
】の二つのカテゴリーを
設けることができる。
まず、前者のカテゴリーと関わる「医療行為」には前節で検討を行っ
親子関係」
『ジュリスト No.1332』
（2007年）90頁。
186

松川正毅・前掲論文注（185）90頁。

187

2000年11月15日宮崎家裁都城支部審判承認『家庭裁判月報54巻４号』74 ～

95頁。川田昇「代理によるミュンヒハウゼン症候群と児童虐待（入所承認）
」
『民
商法雑誌 第128巻第３号』
（2003年）399 ～ 403頁。大江洋『関係的権利論 子
どもの権利から権利の再構成へ』
（勁草書房・2004年）
（まえがき）ⅱ頁。
188

大江洋・前掲書注（187）
（まえがき）ⅲ頁。
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た生殖補助医療以外に、臓器提供や安楽死などの問題も含まれる故、焦
点を逸らさないために、敢えて二つのキーワードに絞る。一つは「輸血
拒否」で、もう一つは「中絶」である。
一方、後者のカテゴリーについて、周知のように二〇〇〇年に成立し
た『児童虐待防止法』は一つの契機とされ、公権力に子どもを虐待の状
況からより積極的に救い出せる法的根拠を与えた。しかし、
『民法』
八二〇条を持って、親か親権を持つ大人が子どもに対して行う「行き過
ぎたしつけ」について、甘く受け止められる慣性がある189故、公権力の
発動の歯止めとなる場合も少なくはない190。こうして、問題を徹底的に
解決するために「オール・オア・ナーシング」の発想から、如何に各主
体の間に存在する「関係性」を修復させるかという視点に転換して検討
を行いたい。
第二項

医療行為

日 本 に お け る「 医 療 」と「 法（ 法 制 や 法 学 ）」の 接 点 は、 戦 前 の
一八七四年に当時の文部省を主管として『医制』を公布したところまで
遡及することができる191。そして、戦前の「臣民（患者）の権利という観
念は存在しなかった」192、というイメージに対して、戦後の一九六九年に
医事法学会が設立されたことが象徴するように医事法学のあり方が活発
に問い直されている193。その背後にある理由はいくつか掲げられている
が、個々人への人権意識の学問の領域問わず広範にわたる浸透、医療現

189

例えば、
『児童虐待防止法』を制定しようと考える議員たちの動きに、児童

虐待対策の主務官庁である旧厚生省は「虐待防止を促す各種通達をすでに出し
ており、児童福祉法など現行法令を積極的に活用すれば事足りる」
、と言い、
抵抗した経緯があった。読売新聞政治部『法律はこうして生まれた ドキュメ
ント立法国家』
（中央公論新社・2003年）55頁。
190

2006年９月27日の北海道新聞（日刊）の記事では、
「…昨年（2005年）一年間

に摘発された児童虐待死事件三十七件のうち、警察が事前に虐待を把握してい
たのはわずか二事件だった」
、と報じている。
191

植木哲『医療の法律学〔第３版〕
』
（有斐閣・2007年）１頁。

192

植木哲・前掲書注（191）４頁。

193

植木哲・前掲書注（191）６頁。
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場でも個人としての尊重を図ることへの重視、そして患者の権利を論じ
る際に憲法上の自己決定権の論理に辿り着くことなどが特に重要だと考
えられる194。
しかしながら、かような医事法の発展を憲法学における「自己決定権」
の議論と直結させることについて少々躊躇うことも感じている。何故な
ら、日本国憲法の基本的人権の体系の中では、
「自己決定権」の定立に
ついては未だになっても議論を要する所だからである195。ところが、医
療の領域では基本的考え方として、パターナリズムから患者の自己決定
へ転換する確かな動きがある故、
「自己決定」という概念が少なくとも
医事法の分野において一定の働きを成していると認識しても過言ではな
かろう。
第一目 「輸血」と子ども
子どもの体に対する医学的侵襲の一形式としての「輸血」を巡る問題
を検討する前、その行為を行う主体である医師の方が如何なる責務を負
うかをまず検討する。
一、医師の注意・説明・告知義務やインフォームド・コンセントの法
理
196
を契機にして、「医師の一般的注
一九六一年の「東大輸血梅毒事件」

194

植木哲・前掲書注（191）７頁。樋口範雄「第一章 医行為の再検討 Ⅰ『医

行為』概念の再検討」
『生命倫理と法Ⅱ』
（弘文堂・2007年）２頁。手嶋豊『医事
法入門』〔第２版〕
』
（有斐閣・2008年）２～４頁。
195

憲法学の文脈に沿って、自己決定権を考える場合、もっとも難解とされる

問題の中で自己決定権の論理を用いて個々人が自分の生命やカラダを自由に処
分することも認められるべきであろうかという疑問が存する。よく取り上げら
れる例として、個人に「自殺をする権利」を認めるべきか否かの問題がある。
佐藤幸治『日本国憲法と「法の支配」
』
（有斐閣・2002年）140 ～ 143頁。
196

第一審は1955年４月22日の東京地裁判決で、控訴審は1956年９月17日の東

京高裁判決である。それぞれを下級裁判所民事裁判例集６巻４号784頁、及び
判例時報88号３頁以降参照すること。最高裁判決について判例時報251号７～
９頁に所収。平野哲郎「11 東大梅毒輸血事件の不安感説による再検討」
『医事
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意義務」はその業務の性質から強く求められることになった197。更に、
医療慣行によって注意義務が排除され得ないとする見解も、一九九六年
一月二三日に下された腰椎麻酔薬の能書の使用上の注意と医療慣行をめ
ぐる最高裁判決において確認されている198。
この医師による説明・告知の義務はいくつかの判決199を経て、実務的
に確立されていると言えよう。そして、それを支える法理について、諸
判例の中から析出され得るのが、一つは「診療契約」の法理200であり、
もう一つは「人格権」の一内容となる「患者の意思決定をする権利」の法
理だと考えられている。そして、本論との係わりで、特に後者の法理を
注目したい。要するに、やや短絡的に言えば、患者の「自己決定権」を
保障するために、医師の説明義務が要求されている201と言えよう202。し
かし、
「これら判決において認定しようとしたのは、知る権利や、医師
203
、と見る者がいる故、実
患者関係における決定環境の保障ではないか」

法の方法と課題─植木哲先生還暦記念』
（信山社・2004年）197頁。浦川道太郎「80
東大輸血梅毒事件」
『別冊ジュリスト183号 医事法判例百選』
（有斐閣・2006年）
178頁。
197

判例時報251号８頁。

198

手嶋豊・前掲書注（194）164頁。浦川道太郎・前掲論文注（196）179頁。

199

新美育美「１ 頭蓋骨陥没骨折開頭手術と説明義務」
『別冊ジュリスト140号

医療過誤判例百選（第二版）
』
（有斐閣・1996年）10頁。潮見佳男「44 輸血拒否」
『別冊ジュリスト183号 医事法判例百選』
（有斐閣・2006年）96頁。最高裁判所
民事判例集55巻６号1159頁。林道晴「医師の説明義務と患者の自己決定権─胎
児（逆子）の経膣分娩に関する医師の説明義務違反を認めた最高裁判決（最一
小判平成17年９月８日）を素材として」
『ジュリスト No.1323』
（2006年）126頁。
家永登『子どもの治療決定権─キリック判決とその後』
（日本評論社・2007年）
108頁。最高裁判所民事判例集54巻２号582 ～ 587頁。判例時報1011号54 ～ 56頁。
判例時報1912号16 ～ 19頁。判例時報1951号59 ～ 63頁。
200

植木哲・前掲書注（191）328頁林道晴・前掲論文注（199）127頁。

201

林道晴・前掲論文注（199）127頁。土屋裕子「Ⅱ 医療訴訟にみる患者の自

己決定権論─最高裁平成17年９月８日判決を契機に」樋口範雄・岩田太編『生
命倫理と法Ⅱ』
（弘文堂・2007年）347頁。
202

林道晴・前掲論文注（199）127頁。加藤久雄『医事刑法入門』
（東京法令出版・

1996年）31頁。
203

畑中綾子「Ⅲ
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医師の説明義務違反における損害論─義務違反と結果との
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は所謂「インフォームド・コンセント」の法理への注目も要する204。
日本弁護士連合会が一九九二年に公表した「患者の権利の確立に関す
る宣言」という文書の中では、
「インフォームド・コンセントとは、患
者が自己の病状、医療行為の目的、方法、危険性、代替的治療法等につ
き、正しい説明を受けた理解した上で、自主的に選択、同意、拒否でき
る原則である」
、と説明している205。この「インフォームド・コンセント」
法理を認める必要性を担保する法的根拠はまた議論を要するところだ
が、憲法一三条に求められる206。但し、この医療現場における手続的正
義（患者の自己決定権）は決して無制限なものではなく、公共の福祉の
外に、「医師の医療上の裁量（パターナリズム、説得義務、癌の告知）」
及び「医療者の倫理的統合性」とも対峙している207。また、「自己決定の
208
、という言葉のように、
尊重によってすべてが解決するわけではない」

患者が子どもである場合、問題がより複雑に見えてくる。
二、親による「輸血」の拒否

因果関係を否定した事例をめぐって」樋口範雄・岩田太編『生命倫理と法Ⅱ』
（弘
文堂・2007年）367頁。
204

塚本泰司「インフォムード・コンセント法理・再考」湯沢雍彦・宇都木伸編

『人の法と医の倫理─唄孝一先生に賀寿と感謝の気持ちを込めて─』
（信山社・
2004年）347頁。
205

塚本泰司・前掲論文注（204）348頁。

206

山田卓生『私事と自己決定』
（日本評論社・1987年）342 ～ 343頁。加藤久雄『医

事刑法入門』
（東京法令出版・1996年）31頁。
207

塚本泰司・前掲論文注（204）349頁。

208

また、
「医師の説明義務違反や患者の自己決定権侵害は、近年の医療過誤訴

訟の中で、数多く主張される論点」となり、
「…特に注目されるのは（医師の）
説明義務違反と結果との因果関係がないとしながらも、医師の責任が認められ
る場合である」
、と示しながら、
「…行為と結果との因果関係が否定される場合
にも、行為者の責任が認められるとすれば、それは詰まるところ、結果が悪け
ればすべて責任ありということではないかとの批判にさらされる可能性があ
る」
、と危惧している論者もこの言葉に共感を覚えるのではなかろうか。畑中
綾子・前掲論文注（203）348 ～ 349頁。小山剛「Ⅲ 憲法上の枠組み」小山剛・
玉井真理子編『子どもの医療と法』
（尚学社・2008年）62頁。
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一例として、親による拒否の問題である。論者の調査によれば、「ア
メリカなどでは輸血拒否事件やその裁判例は数多くあるが、
（日本）で
はそれほど多くあるわけではない」209らしい。その中で、注目される事
例は一九八五年六月に起きた川崎事件がある210。この事件は、二年間に
亘る調査を経たが結局「両親の保護責任者遺棄致死罪の成否を検討した
警察が、輸血拒否と死因との間に因果関係は認められないという鑑定書
などをもとに（親の）刑事責任を問わないことに決定した」211。本件を契
機にして検討すべき法的論点としては「子どもの死に関して親の責任が
あるか」
（Ａ問）及び「何とか別の措置をとって子どもの生命を救うため
の最善の処置をとることを法律は認めていないのか」
（Ｂ問）という問題
が生じる。Ｂ問については、当時の『児童福祉法』の働きによって他の
手段もとりえたのではないかと示す論者がいる212が、本論との関係で、
主にＡ問を検討する。
Ａ問をより簡単な言葉で述べると、本件のような「子どもに輸血の必
要な場合、親が決定できるか」
、と言い換えられよう。この点について、
本論は子どもにも自己決定権を享有する213前提的認識に立ち、「まず、
子が輸血の何たるか（プラスと血清肝炎などのマイナス）を知ったうえ
でこれを明確に拒否するのであれば、未成年者であっても、意思を尊重
すべきであろう。また、本人が輸血の何たるかを知り、これを望むので
あれば、親は、親権者の立場からであっても、自己の信仰を理由として、
214
、
という理解に賛意を示したい。しかし、
「…
拒否することはできない」

（医学的）侵襲・リスクの少ない治療・処置については、高年齢未成年
209

石原明『法と生命倫理20講〔第４版〕
』
（日本評論社・2004年）157頁。

210

石原明・前掲書注（209）157頁。樋口範雄『親子と法─日米比較の試み』
（弘

文堂・1988年）152頁。
211

樋口範雄・前掲書注（210）152頁。

212

樋口範雄・前掲書注（210）158頁。石川稔「家族法のなかの子ども─子ども

のための家族法とは」
『ジュリスト増刊総合特集 No.43

子どもの人権』
（有斐

閣・1986年）147頁。
213

山田卓生「子どもと自己決定─病気・医療・出産をめぐって」
『自由と正義

38巻６号』
（1987年）17頁。
214

山田卓生・前掲論文注（213）19頁。
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者の単独同意も許されるとする反面、心臓手術に代表される重大的な侵
襲的治療・リスクの大きい治療・処置などについては、高年齢未成年者
であっても成年に達するまでは、親権者の承諾がむしろ不可欠という方
215
、との分析も確かに注
向に、判決も学説も動いていることが窺われる」

意しなければならない。
ところで、いずれの主張においても子どもの意思による同意を完全に
無視することを説くわけではないため、川崎事件のように子どもが病院
に運ばれてきた時から既に意識不明の状態に陥った場合、或いは子ども
が幼すぎて輸血がどのようなものであるかが理解できない場合、親が自
分の信仰に基づいて子どもに対する輸血を拒否することができるかとい
う問題が依然として残されている。この問題に対する学説的議論を見て
も定かではない216故、前記のＡ問については学説においては決して明確
な解答を用意できない217ことになろう。すなわち、親の責任はその判断
によって如何なる結果を招来したかのことに伴い、評価されることにな
ると意味しよう。他方、より重要なのは、子どもの成熟度か物事に対す
る理解力や承諾能力の有無を誰が判断すべきかということである。この
問題について、「…医師と親だけの密室で処理されることは問題であろ
218
、という危惧に注意しながら、アメリカのように裁判所という第三
う」

者が介入し「判断するシステムが必要」219だという提言に傾聴すべきで
あろうと考える220。

215

畔柳達雄『医療事故と司法判断』
（判例タイムズ社・2002年）138頁。

216

手嶋豊・前掲書注（194）229頁。山田卓生・前掲論文注（213）19頁。

217

樋口範雄・前掲書注（210）157頁。

218

石井美智子「第６章 医事法と家族」利谷信義編『現代家族法学』
（法律文化

社・1999年）216頁。
219

石井美智子・前掲論文注（218）216頁。

220

また、家永登による研究の中でも「未成年者の医療に関する自己決定権（と

くに治療同意権）が認められるのは、実はそれが社会の側にとっても便宜であ
る場合であり、治療拒否権が認められるのは、当該治療を受けようと拒否しよ
うと未成年者の生命に危険が及ばず、回復不可能な損害も生じない場合に限ら
れる。この範囲内であれば、判断能力の成熟した未成年者に自己決定権を認め
ることに異論はないであろう」
、とされており、日本法による対応のたてまえ
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女児・胎児・中絶

一九一一年一二月八日の大審院判決221を受け、従来の学説や判例は堕
胎を、
「①胎児を母体内で殺害する行為、または②自然の分娩期に先立っ
222
、と理解している。
て胎児を人工的に母体から分離・排出する行為」

このような堕胎行為を「人工妊娠中絶」として理解することができる
のであれば、その件数は論者の調査によると「…一九六五年に八四万件
余、一九七五年六七万件余、一九八五年五五万件余と減少してきている
が、一九九五年でも三四万件余報告されている」223、とのことである。そ
して、「厚生労働省によると、国内の人工妊娠中絶は年間三〇万件を超
224
、との報告もあるから、現在（二〇〇八年）に至って、日本国内
える」

で毎年実施された人工妊娠中絶の件数が三〇万件に止まることを見ても
差し支えないことになろう。
一、法的枠組みとその問題点
刑法には「堕胎行為」について、いくつかの処罰規定225が、「はじめの
三つはいずれも妊婦自身の意思に基づいて中絶する点で共通しているの
226
とされている。これ
で、これをまとめて『同意堕胎』と呼ぶのが通例」

ほどの処罰規定が定められたら、通常は前記のような膨大な中絶件数の
『母体保護法』の存
結果を招来することがあり得ない227と思われるが、
がより明確に示されている。家永登・前掲書注（199）114頁。小山剛・前掲論
文注（208）75頁。樋口範雄・前掲書注（210）158 ～ 159頁。
221

大審院刑事判決録17輯29巻2184頁。

222

川口浩一「39 堕胎・遺棄致死事件」
『別冊ジュリスト183号 医事法判例百

選』
（有斐閣・2006年）84頁。
223

石井美智子・前掲論文注（218）206頁。

224

佐藤隆夫・前掲書注（178）94頁。

225

妊婦自らが行う自己堕胎罪（
『刑法』212条）
、妊婦の同意を得て第三者が行

う同意堕胎罪
（同213条）
、
医師や助産士などによる業務上同意堕胎罪
（同214条）
、
及び妊婦の同意を得ないで行う不同意堕胎罪（同215条）などである。
226

石原明『法と生命倫理20講 〔第４版〕
』
（日本評論社・2004年）29頁。

227

甲斐克則は、
現行の
『刑法』
では
「一定の条件下での妊娠中絶許容規定はなく、

せいぜい母体が危険にさらされた場合に刑法三七条一項の緊急避難が考慮され
るのみであった」
、と述べている。また三輪和恵の言うように「過去にも現在
［219］
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在こそが鍵である。
一九九六年に旧『優生保護法』の改正によって成立した『母体保護法』
一四条の規定に基づいて医師会の指定を得ている医師は、次の場合には
本人及び配偶者の同意を得て合法的に人工妊娠中絶を行うことができる
とした。要するに、①妊娠の継続または分娩が、身体的または経済的理
由により母体の健康を著しく害するおそれのあるとき、②暴行や脅迫な
どによって拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したとき、であ
る228。この『母体保護法』は、一九四八年に制定された旧『優生保護法』
によって定められている「中絶を合法的に受けられる抜け道」229を承継
し、「唯一評価されるべきは、優生学的思想の表現である項目を削除し
たところだけで、あとは以前の法律からなんら改善されていなかっ
230
231
、とされる故に日本は現在でも「中絶天国」
というマイナス的イ
た」

メージから脱出することができないのだろう。
ところが、
『母体保護法』の原型となる一九四〇年に制定された『国民
優生法』232の誕生以来、日本において中絶を反対する動きがないとは言
えない。神道系の宗教団体である生長の家はその一例である。しかしな
がら、論者の研究により、
「…二次にわたる生長の家の中絶禁止キャン
ペーンは、いずれの場合もちょうど高揚期を迎えていたウーマン・リブ
運動の女たちや、脳性マヒ者の組織である青い芝の会を中心とした障害
にも、日本でも世界各地でも、中絶を法律で禁止して厳罰に処し、また医療者
から技術を奪っても、望まない妊娠をした女性たちはあらゆる方法で妊娠の中
断を実行していることが歴史に明らかである」ため、この問題は全人類が共に
考えるべきものだと認識する必要があろう。甲斐克則「第４章 刑法と母体保
護法─日本法の解釈をめぐって」齋藤有紀子編『母体保護法とわたしたち─中
絶・多胎減数・不妊手術をめぐる制度と社会─』
（明石書店・2006年）80頁。三
輪和恵「第13章 人工妊娠中絶と女性の自己決定権─女性の身体の自由のため
の選択権をめぐって」齋藤有紀子編『母体保護法とわたしたち─中絶・多胎減数・
不妊手術をめぐる制度と社会─』
（明石書店・2006年）215頁。
228

石原明・前掲書注（226）30頁。

229

緒方房子『アメリカの中絶問題─出口なき論争』
（明石書店・2006年）336頁。

230

緒方房子・前掲書注（229）338頁。

231

石原明・前掲書注（226）31頁。

232

甲斐克則・前掲論文注（227）80頁。
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者運動、医学界、家族計画団体などからの強い反対を受け、結局目的を
233
、ことが明らかにされている。そして、そ
達することはできなかった」

の過程において、
「経済的理由の削除に反対し優生保健法の下での中絶
の自由という既得権を守ろうとした女たち（一九四九年に経済的理由で
中絶の合法性を認める条項が旧『優生保健法』に設けた234）と、経済的理
由に代わって導入がはかられた胎児の障害を理由に中絶を認める『胎児
条項』に反対し、優生保健法が体現する差別思想を告発した障害者運動
（この「胎児条項」が一九九六年の改正によって削除された235）との間で、
女の中絶を選ぶ権利と障害者の生きる権利とをそれぞれどう考えるのか
236
、と指摘され、「…アメ
をめぐって、意見の食い違いや対立が起きた」

リカの中絶論争とはまた異なる日本独自の中絶合法化の構図から浮上し
たし思想的、運動的課題として、その後も完全な解決を見ることなく現
在に至るまで尾を引いている」237、と認識されている。
他方、
『母体保護法』によって、現在では人工妊娠中絶が殆ど合法化
「…母体保護法は、未成年者の妊娠中絶について特別に
されている中238、
定めてはいない」ため、子ども（女児）の保護に欠けるのではないかと
指摘する声があり、中絶のように重要な決定に際し、子どもの未熟さを
誰が補うのがよいのか」239、との問題が提起されている。
二、憲法学による検討

233

荻野美穂『中絶論争とアメリカ社会』
（岩波書店・2001年）272頁。

234

緒方房子・前掲書注（229）336頁。

235

緒方房子・前掲書注（229）338 ～ 339頁。

236

荻野美穂・前掲書注（233）272 ～ 273頁。

237

荻野美穂・前掲書注（233）273頁。

238

また、
小林直三は『母体保護法』に設けられる配偶者の同意条項について「…

米国連邦最高裁があくまで違憲判断を下し続けていたことと比較して対称的で
あり、かつ重要な齟齬である」
、と指摘している。小林直三「妊娠中絶の自由
の本質とその限界─米国連邦最高裁判例を素材として─」
『関西大学法学論集
第52巻第１号』
（2002年）119頁。佐藤隆夫・前掲書注（178）75頁。石井美智子・
前掲論文注（218）209頁。
239

小林直三・前掲論文注（238）209頁。
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女性が自由に中絶にアクセスすることができる現状には法的枠組みの
問題もあると考えられるが、その背景にある権利論240の中身を探ると、
女性のプライバシーの権利（自己決定権）と対立的に胎児の生命権や生
存権（もっとも、
「…胎児…のもつ身体的・人格的利益については、尊
重するに値する保護客体としてとらえることは可能であるが、それを人
241
、と考える
権主体としてとられてよいかどうかは議論の余地があろう」

論者が少なくはないのだろう）を論じることがある242。かような議論の
構図自体は、成立するかどうかは別として、
「この両者は対立するもの
ではあるが、…われわれは法と生命倫理の観点からその調和の道を模索
243
、という提言に附合する前提に立ち、本論の主軸
しなければならない」

である憲法学の観点から、その両者の調和なる道を考察したい。
家族の自律を尊重する観点から、国家は不当に家族内部の問題に介入
していけないという憲法学的認識に立ち、
「家族の保護」を論じる際、
「…
憲法一三条、二四条を家族の脈絡に即して解釈することによってなしう
る」244、と考えられている。要するに、憲法二四条一項や一三条は、家族
の形成・維持に関する自由を保障することにより、
「…家族に関する個
人の自由（妊娠・出産の自由、堕胎の自由等）
」245をも保障することだと
いう認識である。無論、別の論者から、
「生殖や性的関係における自己
決定権は憲法一三条の射程内に含まれるかはよく議論されるが、…この
議論をしなくとも、そのような権利の大部分は二四条により憲法上保障

240

佐藤隆夫・前掲書注（178）77 ～ 78頁。石原明・前掲書注（226）30頁。

241

内野正幸「自己決定権と平等」
『岩波講座 現代の法14』
（岩波書店・1998年）

14頁。
242

もっとも、このような問題の設定について三輪和恵は、
「その結論を出すの

は、その問題を設定している人間であるということである。したがって結論は
その問題を設定した者によってどちらにでも導くことが可能である。故に、ど
ちらかの自分が導き出した結論を他者に押しつけることは許されない」
、と言
いながら、
「胎児の権利や胎児の生命尊重を論ずることは中絶の核心とは別の
問題である」
、と主張している。三輪和恵・前掲論文注（227）216頁。
243

石原明・前掲書注（178）32頁。

244

米沢広一・前掲書注（76）274頁。

245

米沢広一・前掲書注（76）274 ～ 277頁。
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246
されるだけのこととなる」
、という見解や、
「家族形成・維持に関わる

自己決定権やリプロダクションに関わる自己決定権は、むしろ二四条の
問題として扱った方が適切である」247、という主張も存在する。
このように、
憲法学に限って考えてみると、
女性に専属する堕胎（中絶）
の自由には憲法的根拠がないわけではなく、現行法の設定は正しくこの
ような女性の憲法上の権利を支える仕組みとなっている248。従って、日
本法の枠組みによって女性の生殖の権利が保障されているという「錯覚」
を与えてしまっても、ある意味では仕方がないかもしれない。だからこ
そ、
「女性が子供を産むか産まないかという『生殖の選択権』を個人のプ
ライバシーの権利とする概念も、日本では希薄だ」249、という指摘をか
えって厳しく受け止めなければならない。一方、胎児の生命権について
真正面から論じた論者は、
「…受精した段階で受精卵を以て人の出発点
とみなすと考える説」に附合しながら、受精卵の段階では表現の自由、
信仰の自由、人格権或いは財産権を認められないが、
「…胎児の享有す
る人権で問題にとなるのは、生命権と人間の尊厳だということ」にな
る250と述べている。しかしながら、同論者は、「妊娠中絶の場合も、仮
に胎児に生命権が保障されるとして、その生命権の侵害は絶対的に許さ
れないかというと、そうではない」
、と否定し、
「…強姦による妊娠など、
一定の条件のもとでは許され」る251、という見解も示している。
なお、女児についても「堕胎の自由」が保障されるか否かの問題は憲
法学の文脈において決して明確に意識されているとは言えないが、
「堕
胎の自由」を女性一個人が享有する自己決定権の内容の一つであると捉
246

君塚正臣・前掲論文注（11）30頁。

247

君塚正臣・前掲論文注（11）31頁。

248

なお、
そもそも論として、
小林直三は「…妊娠中絶の自由に対して憲法が語っ

ていることは、あったとしてもおそらくはほんの僅か（例えば配偶者の同意要
件の合憲性）であり、それ自身から議論するには、自ずから限界があったので
はないか」
、と述べている。小林直三・前掲論文注（238）120頁。
249

緒方房子・前掲書注（229）335頁。

250

戸波江二「１

胎児の人権、死者の人権─人はいつからいつまで、人権を

享有するか」
『生命と法』
（成文堂・2005年）12 ～ 18頁。
251

戸波江二・前掲論文注（250）19頁。
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えられていることから、
「…意思決定能力の不十分な人については自己
決定権の主体に含めるべき」252だという見解がある。そして、女児に対
し
「堕胎の自由」
に制限を加えようとする場合には、
「未成年者の判断力、
選択力、抵抗力等を高く見積もって、その自律に委ねる」べきである253
とする見解も存在するため、憲法学的文脈における議論は慎重に検討し
なければならないであろう。
最後に、一筆を付け加えると、宗教学の観点からのアプローチが興味
深い。すなわち、日本における「水子」の信仰と庶民の間に存在する「間
引き」という慣行に注目し、日本における中絶問題を考察した末、中絶
をめぐる日本の取り扱い方は社会という共同体を引き裂くほど破壊的で
はなく、共同体に配慮しつつ寛容的アプローチに高い評価を与える254見
解がある。これは、反面解釈をとれば、中絶という社会的議論は、
「個人」
や「権利」という概念に依拠し、問題を解こうとすることの難しさや限
界が示されたことになるかもしれない。その中
「中絶は権利ではなくて、
ただ『犯罪ではない』というだけであるとの考え方は維持されなければ
255
、という主張に附合しながら、
「中絶自由化であったり、ま
ならない」

たは逆の規制強化であったりするならば、そのいずれにも賛成しかね
256
、との立場を改めて本論から提示したい。
る」

第三項

子どもの虐待

鎌倉時代には、「子に対する親の絶対性を容認し、不孝の子に対する
義絶は、親の自由意志に任された」ことを「家長権・親権」として幕府
によって保護された傾向が最も著しいと言われる257。江戸時代の法制も
見ると「親が子をなぐったり座敷牢に押し込めたりする懲戒は自由であ
252

内野正幸・前掲論文注（250）13頁。

253

芹沢斉「未成年者の人権─青少年の成熟度との関連で─」樋口陽一・高橋和

之編『現代立憲主義の展開 上』
（有斐閣・1993年）245頁。
254

ウィリアム・Ｒ・ラフルーア著・森下直貴・遠藤幸英・清水邦彦・塚原久美訳『水

子─〈中絶〉をめぐる日本文化の底流』
（青木書店・2006年）282 ～ 283頁。
255

石原明・前掲書注（209）35頁。

256

石原明・前掲書注（209）36頁。

257

福原猛市郎・前掲書注（１）77 ～ 83頁。
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り、懲戒の結果死にいたるも親は処罰されない」258ことになっている。
近代日本の社会に至り、多様な議論により法における親子関係の構図に
も変化がもたらされている中、親権を巡り、子どもの監護には社会国家
的任務だと考えられる「親権の後見性理論」や義務の側面から検討され
る「親の義務説」がそれぞれ登場する259。
現行の
『民法』
八二二条では親の子どもに対する懲戒権を認めている。
しかも、後述するように、
『民法』は親権を喪失させる制度を持ってい
るにもかかわらず、同制度を発動させる判断にあたって「法理上つねに
親権に服する子の福祉ないし利益が基準とされて、その親権者を排して
子を他の保護に委ねることが、その子のためであるか否かが考慮されな
260
という慎重論が通説となり、
「家庭裁判所では、カウ
ければならない」

ンセリングを重視し、この問題が親子ないし家族の幸福にどう影響する
かについての慎重かつ生きた判断からの審判が下されるべき」だ261と言
う見解も多数占めている。よって、子どもの権利論が日本では生成され
つつあるにもかかわらず、親の優位が現代に至っても依然として維持さ
れていることが理解し得よう。このような状況の中で、論者の言うよう
258

福原猛市郎・前掲書注（１）167頁。

259

なお、子どもの福祉政策の領域から子どもには「生存の権利」と「より能く

生活する権利」をもっている「児童権」という思想があり、そして、これらの
権利をまず親に向かって要求すべきだと主張される。佐藤隆夫『親権の判例総
合解説』
（信山社・2004年）５～７頁。古川孝順『子どもの権利』
（有斐閣・1982
年）244 ～ 245頁。
260

佐藤隆夫・前掲書注（259）111頁。

261

なお、鈴木博人は子どもを虐待する親に親権喪失制度が用いられるケース

が少ない理由として、①虐待事件での最後の手段としての親権喪失制度の位置
づけ；②児童相談所が行うケースワーク業務と法的手段（その中でも最も強い
法的効果を伴う親権喪失）をとることの整合性に対する疑義；③現行の親権喪
失制度の発動要件が、子どもの虐待に対処するのに適切なものになっていない
ということ；④親権喪失請求をするとしても、請求が認められたときの後見人
の確保が難しいこと；⑤親権喪失という重大な効果を生ぜしめることを躊躇す
る一般的な雰囲気の存在、などを提示している。鈴木博人「第４章 虐待する
親の親権喪失」吉田恒雄編『児童虐待への介入─その制度と法〔増補版〕
』
（尚学
社・1999年）75頁。佐藤隆夫・前掲書注（259）112頁。
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に、
「…この懲戒権に関連して、親の子の虐待問題」を無視できない事
情262が生じている。
第一目

日本法による対応

初めて子どもの虐待問題を真正面から取り組んだ動きは戦前の
一九三三年に成立した『児童虐待防止法』まで遡ることができる263。同法
は一四歳未満の子どもを対象としており、地方長官が取り得る保護処分
としては訓戒、条件付き監護及び委託処分が定められている。この最後
の委託処分とは、
「強制的に保護責任者から児童を保護し、親権者、後
見人、その他の親族や育児事業を目的とする施設に委託し、保護しても
らうことである」ため、論者はこれを広範な権限が行政官庁に与えられ
たのではないかと見て、評価したことがある264。しかしながら、その効
265
、とも言われる。
果は「期待したほどあげられなかった」

戦後になってから、
一九三三年の『児童虐待防止法』は廃止されたが、
親または保護者による虐待の禁止条項は現行の『児童福祉法』三四条に

262

池田由子によると、日本で子どもの虐待に関する初めての全国調査が行われ

た時期は、コインロッカーに乳幼児の死体が放置される事件が頻発した頃と重
なる1973年４月からの一年間であった。当時の厚生省は、153 ヵ所の児童相談所
を通じて年齢３歳未満の子どもを対象に調査を始めた。そこで虐待を「暴行など
身体的危害、長時間の絶食、拘禁など、生命に危険を及ぼすような行為がなさ
れた判断されたもの」
、と定義し、遺棄は「いわゆる捨て子として受理したもの。
病院、施設、駅構内に置いたまま、実父母等が行方不明になったもので、親族
に置き去ったものは除く」としている。その結果、虐待は26件で、遺棄は139件
となっており、加害者は圧倒的に実親、とくに母親が多いと報じられている。
そして、最近の資料では、佐藤隆夫が2001年に警察庁から公表された統計数字
に照らし、子どもを虐待した疑いで「検挙された容疑者は、実母が79人（全体の
37.4％）と最も多く、実父・内縁の夫が各44人（20.9％）
、養父・継父３人（15.6％）
の順となっている」
、と指摘している。池田由子『児童虐待』
（中央公論新社・
1987年）23頁。佐藤隆夫・前掲書注（178）181頁。佐藤隆夫・前掲書注（259）72頁。
263

友川礼・高橋重宏「第３章 日本の子ども虐待問題の歩み」高橋重宏編『子

ども虐待（新版）
』
（有斐閣・2008年）42頁。
264

友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）42 ～ 43頁。

265

友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）43頁。
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引き継がれている266。そして、暫くの間、
『児童福祉法』と『民法』の規
定が主に子どもの虐待問題に対応する指針的法規となっている。しかし
ながら、例えば『民法』で設けられる親権喪失制度に関し、論者は「…
親権喪失について問題の親以外の親族（たとえば祖父母）が訴えること
ができるが、虐待などの事例では、このような人物を見つけることが実
際には困難である。親戚づきあいをしていないか、祖父母も貧困で孫の
ところまで手がゆきとどかないような場合が多い」267、と指摘し、「…司
法統計年報に見るように、子どもの教育や監護に不適当として、親権喪
失宣告を受けている親は数少なく、その多くは未済に終わっている」268、
とも述べている。他方、日本政府は一九七三年に全国の実態調査を行って
から、一九八三年、一九八八年、一九九六年にもそれぞれ子どもの虐待と
関わる全国調査を施行したが、子ども虐待に関する定義もそれぞれの時期
においては違う文言で綴られ、統一的ではなかった269という指摘がある。
そして、一九九四年になり、日本政府が国連の『子どもの権利条約』
を批准したことに伴い、子どもの虐待問題が再び注目されるようになっ
た。例えば、一九九九年一二月に衆議院の「青少年問題に関する特別委
員会」が子どもの虐待を防止するために八項目の決議を行っている。そ
の文書の冒頭に「国連児童権利条約の採択から一〇年、我が国の批准か
ら五年が経過した。しかし、…親など保護者等による暴力行為等が激増
し、尊い命が奪われる事件が多発している。…児童虐待は児童の将来に
270
、と
多大な影響をもたらすものであり、深刻な社会問題となっている」

記されていることから、同権利条約の批准は明らかに一つの契機となっ
ている。また、学説においては同権利条約六条に子どもの生命、生存、
発達の権利の保障を訴えている故、
「理念的にも法制度上も『親権の壁』
に阻まれるべき理由はなく、
『親権』が子どもの権利に優先すべき根拠

266

池田由子・前掲書注（262）195頁。

267

池田由子・前掲書注（262）200頁。

268

池田由子・前掲書注（262）201頁。

269

なお、高橋重宏は子ども虐待への日本社会的対応を年表にまとめているた

め、そちらも参照されたい。友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）56 ～ 57頁。
270

友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）59頁。
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もない」271、と唱える主張も見られている。他方、同じく権利条約の批准
による効果であるかどうかは不明であるが、一九九六年に東北地方の家
庭裁判所は初めて検察官による親権喪失の申し立てを認め、
「…『性的
虐待は親権濫用であることは明白』と、子どもの財産や行動に親の監督
が及ばない親権喪失を認めた」事例が紹介されている272。このように、
子ども虐待の問題に対する実務や学説の積極的姿勢から引き起こした流
れを汲みながら、二〇〇〇年に成立し施行された『児童虐待の防止等に
関する法律』
（以下、
「児童虐待防止法」
）は、恐らく一つの集大成として
評価されることができよう。
ところが、
同法が成立するまでの経緯は決して順風満帆ではなかった。
その中で最も議論されたトピックは「親によるしつけ」と「虐待」を如何
に区別するのか、そして、より難しいのはそのような区別が果して可能
であるのか、できるのかといった問題であった273。その中、衆議院の青
少年問題特別委員会によって招致する参考人の意見には、
「児童の心身
に重大な影響が認められない限りは、児童相談所は強制的介入に踏み切
れない、というジレンマに悩まされている。児童虐待の容認につながり
かねない懲戒権は廃止すべきだ」274という見解も見られるが、「正座をす
るということは肉体的な苦痛を伴うが、それは形というものを学ぶこと
を通して心を学ぶわけで、しつけというものが持っている教育の本質は
時代を超えて変わらない。…児童側の言い分のみを尊重する虐待の定義
づけ、懲罰の強化などの立法化を図った場合に、誤った児童尊重主義が
275
、という危惧も述べ
家庭に波及し、親子関係を破壊する危険性がある」

271

吉田恒雄「第２章 児童虐待に関する法制度」吉田恒雄編『児童虐待への介

入─その制度と法〔増補版〕
』
（尚学社・1999年）37 ～ 38頁。
272

佐藤隆夫・前掲書注（178）194 ～ 195頁。

273

読売新聞政治部・前掲書注（189）58 ～ 59頁。

274

読売新聞政治部・前掲書注（189）59頁。大久保隆「児童虐待に関するアンケー

ト調査結果」太田誠一・田中甲・池坊保子・石井郁子・保坂展人『きこえます
か 子どもからのＳＯＳ─児童虐待防止法の解説』
（ぎょうせい・2001年）30頁。
275

読売新聞政治部・前掲書注（189）60頁。高橋史朗「親性の崩壊」太田誠一・

田中甲・池坊保子・石井郁子・保坂展人『きこえますか 子どもからの SOS─
児童虐待防止法の解説』
（ぎょうせい・2001年）44 ～ 48頁。
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られている。結局、この二〇〇〇年の児童虐待防止法は、
「緊急立法」
として位置づけられ276、最も重要な成果として子ども虐待の定義を第二
条に明確に定めた277外、第一四条では親はしつけの適切な行使に配慮し
なければならないとされ、第一五条のところで民法の親権喪失制度が子
ども虐待の防止及び子ども虐待を受けた子どもの保護の観点からも、適
切に運用されなければならない、と説くことだけに止まっており、親か
保護者が持つ親権に対して今までより強力な制限を加わることがないよ
うにした。
しかしながら、
子どもの虐待に対処するために
「予防」、
「発見」、
「介入」
及び「保護」の四つのステップ278から考えなければならないとすると、
同防止法の制定によって学校の教職員、児童福祉施設の職員や医師など
による通報制度が導入されたこともあり、少なくとも「発見」の対応策
が強化されたと評することができよう。また、同防止法と連動する形で
『児童福祉法』も改正され、
「介入」及び「保護」に関する対応策も着々と
整備されている279。そして、二〇〇七年に同防止法は二回目の改正を通
して、「…裁判所の許可状による家庭への強制立ち入り制度も新設され
「予防に関しては、医療・保健・福祉・教育な
た」280、のである。但し、
どに関する法制度がさまざまな場面で子ども虐待の予防にからんでくる
が、虐待の予防をプロパーの目的にした法制度」は未だに整備されてい
ないという指摘がある281。
第二目

憲法学から考える場合

親が虐待の主体となり、子ども虐待の問題を憲法学のレールに乗せて
276

読売新聞政治部・前掲書注（189）66頁。

277

岩井宜子「第５章 『児童虐待の防止等に関する法律』制定と今後の課題」

岩井宜子編『児童虐待防止法─わが国の法的課題と各国の対応策』
（尚学社・
2002年）57 ～ 60頁。
278

吉田恒雄・前掲論文注（271）25頁。

279

友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）61 ～ 62頁。

280

友川礼・高橋重宏・前掲論文注（263）62頁。

281

影山秀人「第９章 法律は子ども虐待にどう対処するか」高橋重宏編『子ど

も虐待（新版）
』
（有斐閣・2008年）181 ～ 182頁。
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考えると、米沢広一は「…親権等が濫用された際の子どもの救済の実効
と見ながら、
「…子どもはその未成熟性と依存性故、
性が問題となる」282、
自ら救済を求めることが困難であるため、立法上および解釈上、家族の
自律への不当な介入にならないよう配慮を払いながらも、
（例えば親権
の喪失宣告に関する）請求権者や救済の範囲をできる限り拡大し、子ど
もを遺棄、虐待状態のままに放置しないことが求められる」
、と述べて
いる。その外、同氏は補充的に注のところで、
「憲法は親権の濫用から
子どもを保護する具体的義務─その義務違反に対して国家賠償を請求し
うる─を国家に課しているかという問題となるが、そのような具体的義
務を立法によらず憲法から直接引きだすことは、憲法の自由権保障体系
全体にかかわる問題であり、また、親の養教育権や家族の自律との緊張
関係をはらんでいるため、
慎重な考慮を必要としよう」283、と説いている。
一方、憲法における「子どもの基本的人権の享有主体性」の観点から
子どもに対する虐待の問題を考える際、
「子どもを保護者の従属物では
なく、保護者とは別の人格を有する一人の人間として認めることから出
「虐待に関して問題となり
発しなればならない」284、と見る論者がおり、
うる、憲法一三条後段の『生命に対する権利』
、奴隷的拘束の禁止（一八
条）は、選択を伴わず判断能力を必要としないので、…子どもにも無条
件に妥当する」285、と主張している。他方、同論者は、このような考え方
を突き詰めていくと安易な「子ども保護論」に陥る危険性があることに
も配慮している。そこで「年齢差」という客観的要素を提示している。
すなわち、「…虐待の程度や子どもの年齢によっては、子どもの意思を
聞き、一般的見地からそれ程不合理と言えるものでなければそれを尊重
すべきである」286、と説いている。
このような親子関係の破綻に関する憲法学説の分岐について、子ども

282

米沢広一・前掲書注（76）293頁。

283

米沢広一・前掲書注（76）295頁。

284

福岡久美子「児童虐待に関する憲法学的試論」
『阪大法学 53巻３・４号』

（2003年）1056頁。
285

福岡久美子・前掲論文注（284）1056頁。

286

福岡久美子・前掲論文注（284）1057頁。
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の虐待問題を携わる政府機関への考察から実に「興味深い」と評する論
者がいる。すなわち、
家庭裁判所は、
「…“譲歩と妥協による帰属の回復”
という原理を中心として構成されており、調停の当事者は、近代主義的
な権利の主張を最小限にとどめて、相互性のモラルに拠る人間関係の可
287
、と見ながら、現実に児童相談所や裁
能性を発見するよう奨励される」

判所が親子関係への強制介入を行うケースの少なさに考慮し、
「法の介
入に対する親子間の自然の保護・依存関係の優位を出発点にして展開し
たこのような強制介入に対する謙仰的姿勢と実務慣行は、第二次大戦後
の新法の下で五〇年を経た今日においても、さしたる変化を見せていな
という理解である。このように、
日本法の下で子どもに対する「…
い」288、
『保護を受ける権利』に対しても『オートノミーの権利』に対しても、ア
メリカ法のような鋭角的な反応を示さない」289のである。従って、憲法
学において前記のような消極・積極論の両極的な展開は、かような見解
から考えると、ごく自然なことであるのかもしれない。
第五節

小括

以上のように、日本の家族を巡る様々な法的問題から子どもの自己決
定を一通り考察してきた。
ここで、
再び指摘したいのは子どもの「主体性」
を改めて認識しなければならないことである。特に、
「医療」の領域か「家
庭内暴力」を対処する文脈の中では何れも子どもの「主体性」を意識し
始める動きがある。従って、例えば、問題を医療現場の人々が如何に子
どもと向き合うべきなのかということを考えれば、
「子どもに対して…
発達年齢に応じた説明を行う必要がある」290、という指摘が重要だと思わ
れる。そして、このような姿勢を更に外延させると、例えば子ども虐待
による親子関係の破綻は第三者の介入がなくては自然に修復する可能性

287

森田明『未成年者保護法と現代社会─保護と自律のあいだ─〔第２版〕
』
（有

斐閣・2008年）291頁。
288

森田明・前掲書注（287）292 ～ 293頁。

289

森田明・前掲書注（287）293頁。

290

奥山真紀子「第８章 子ども虐待の発見と対応─医療現場から」高橋重宏編

『子ども虐待（新版）
』
（有斐閣・2008年）173頁。
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が低いという現状に照らして、如何に、協調性のある対話的環境を作り
出し、目の前の危険を回避し、子ども並びに親両方の将来のためにより
発展的な改善策を考え出すことが第一ではないかと考える。現に、学者
の間ではアメリカ合衆国の「家族再統合」策に注目する人がいる291。そう
であれば、その対話的環境の創造は、まさに子どもの虐待、離婚や婚外
子問題などの解決を主な任務とされる家庭裁判所の努力に関わっている
のではなかろうか。勿論、家庭裁判所だけではなく、当事者である家族
以外の第三者（例えば隣人、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、
警察など）のすべてがそのような環境作りに協力しなければならないこ
とになろう。

第四章

第Ⅰ部の考察を経て

本論の第Ⅰ部の「家族」について、以上のようにいくつかの論点を取
り上げて、それぞれの国や地域における現状を概観してきた。そして、
多少ではあるが、
各論点に対する愚見も所々で述べられてきた。以下は、
改めて第Ⅰ部全体の内容について、いくつかのことを示したい。
一、本論の「序」において言及したように、
「子どもの自己決定」に対
して、パターナリズムによる制限が認められれば、その限界はどこにあ
るか、或いは、そのような制限が認められない場合、果たして如何なる
制約理由が論じられているのかの問題を探ることが本論の中心的な課題
だとされている。しかしながら、
「家族」という私的団体において、前
記の問題を考えようとする場合、そもそも論として「子どもの自己決定」
という概念はその中では成立するかどうかの問題を恐らく一先ず解明し
なければならないことであろう。そして、
一口「パターナリズム」と言っ
ても、例えば「結婚の自由」の問題を論じる際、
「親子の秩序の混乱の防
止」や「社会倫理上の配慮」などの制約が家族法の分野において様々な
言葉に変えて個人の基本的人権を制限して行くように、その内容は多様
だと考えられよう。よって、この第Ⅰ部における考察の結果に依拠し、
次のような考えをまとめてみたい。
291

棚瀬一代「米国における児童虐待と家族再統合の試み」
『法律時報77巻３号』

（2005年）91 ～ 95頁。
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（一）
、アメリカ合衆国は国として成立される以前の植民地時代には家
族の一員である子どもが自己決定の概念に当てはまる言動が許されない
のではないかと考えている。ところが、公権力を代表する裁判所による
家族への介入という慣習が存在しており、後に制定された『アメリカ合
衆国憲法』修正一四条による手続き的デュー・プロセスの要請によって
子どもの自己決定を具現化させる契機も作り出されたことになる。言い
換えれば、子どもの自己決定を支える一つの重要な概念である「対話」
はその二つの流れを汲んで、少なくとも、中立で公正な第三者である裁
判所の場において実現する可能性がここから見出され得る。例えば、未
成 年 者 の 中 絶 の 問 題 を 議 論 す る 際、
「 バ イ パ ス 手 続（judicial bypass
procedure）」の存否が重要視されるのは一つの表れだと考えている。他
方、子どもは自分自身の事柄について大人の他者（家族のメンバーや裁
判官）との対話の重要性が軽視される原因の一つは「年齢」という物理
的要素による制約が強く働いている。従って、医療行為の分野だけでは
なく、子どもの年齢と能力の逐年的な増加に伴い、大人の他者が子ども
に対して生じる責任の負担の変化や享有する権利の還元などが段階的に
要請される Erlen の主張は他の分野でも適用されると考えている。
（二）、台湾においても漢民族の家族像では尊属の「尊長権」の機能に
よって、家族に関する事柄について子どもの自己決定が語られないと考
える。そして、
現行法によって「尊長権」の道徳的な根拠ともなる「孝道」
の概念が法文化され、保護している状況から考えれば、家族において子
どもと大人の他者（両親や他の親類）との「対話」が常に道徳的な制約を
受けているのではないかと思われる。また、現行法の枠組みがそのよう
に示されている以上、司法府は如何に道徳的な制約から離れて、子ども
を基本的人権の享有主体の一個人だと見做し、事件を判断するのは各々
の裁判官の知恵に試されるところであると考えられよう。確かに、
「子
どもの最善の利益」の原則が実定法の中でも、司法府の判断でも取り上
げられているが、こればかり考えることは本当に子どもの権利・利益（自
292
己決定）の実現まで繋がっていけるかの疑問が残されている 。

292

例えば、Joseph Goldstein らの研究によって、子どもの最善の利益という判

断基準は立法府及び裁判所に対して、
「……おとなの利益を子どもの利益と比
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（三）、戦前の日本においては「家父長制度」の強固さから凡そ前の国
や地域と同様に、家族における子どもは自己決定という概念に相当する
言動が認められないことを言えよう。しかし、戦後に変わって日本にお
ける実定法の枠組みが大きく再編成されたことによって、西のアメリカ
合衆国の法的文化とより一歩進んで同調する土壌ができていることを見
做しても過言ではなかろう。但し、家族法の分野においては東の道徳的
な価値観や風土が深く日本に根を張っていて、前述した法の枠組みの再
編成がなされる時期においてもアメリカ合衆国の立場は飽くまでも補助
役だと認識すべきである故、一から最後まで日本はアメリカ合衆国と同
化したことまでは言えない。但し、重要なのは民主主義や基本的人権へ
の重視の風は台湾より早い時期から受けられている日本において、子ど
もを能動的な存在だと見做し、大人の他者との対話は『日本国憲法』に
よって認められる制限理由以外に概ね否認することができない議論も早
い段階で生成されている。また、一主権国家として日本もアメリカ合衆
国や台湾より一日早く国連の『子どもの権利条約』を批准・採択した事
実もあるから、家族法の領域において如何に子どもの自己決定を十分に
具現化させる問題は日本として避けられない学術的・立法政策的な論点
の一つともなろう。
二、
「個人」が家族法の主体であり、如何なる家族の結成も私的選択
だと見做され、公的生活における不平等な取り扱いを受けることはない
ということが一つの理想像だとすれば、アメリカ合衆国の風土は恐らく
最も合致しているかもしれない。一例として、連邦最高裁の裁判官は子
どもに対しても生殖に関する決定についてプライバシーの権利を有する
ことまで宣言した（Michael M. v. Superior Court of Sonoma County (49
U.S.L.W 4729 [1981]) 判決の William J. Brennan, Jr. 裁判官の反対意見）
のが、台湾の大法官会議の解釈や日本の最高裁の裁判例ではまた見られ
ていない事実が取り上げられよう。しかし、本論として大切だと考える
のは家族と関わる事柄に対して子どもと言っても大人の他者との「他愛
較衡量することの危険、親子関係の中断から生じる危険、およびおとなの当事
者が争っている間に子どものニーズが見失われる危険」などをもたらせ得るこ
とが指摘されている。島津一郎監修・解説・中沢たえ子訳・前掲書注（228）64頁。
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のない対話」
が必要だということである。すなわち、子どもにとっても、
大人にとっても相互的な意見疎通を通じて自分自身の成長発達を図る可
能性がある一方、例え一旦破綻する状態に陥った家族関係の修復にもメ
ンバー達の全員参加によってよりスムーズに進んでいけるのではないか
と考えている。そして、より高い境地を目指せば、裁判所は弱い立場の
メンバーに何らかの権利を享有することを宣言しなくても、同人（特に
子ども）
の意思をできる限り汲み取り、
同人の身辺の事情をよく考量し、
事案や事件の解決まで繋がっていける社会的・司法的な環境作りには三
つの国や地域ともそれを具現化させる程の力を持っているのではないか
と思う。
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