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１，問題提起

一致しないこともある

● 法律の規範的役割

理念を示す機能

紛争解決の規準を示す機能



●「離婚後共同」＝夫婦としては破綻しても、
子どもの親としてうまくやっていくという理念

しかしこの【理念】は【紛争解決規準】としてふさわしいか。

・離婚は、うまくいかず破綻してしまった婚姻共同生活を解消し、
その失敗から出直すシステムであるから、

「もううまくやってけない」（破綻）事実から出発して、そ

れぞれが次のステップに進めるための規準を示さなければな

らない。

・【理念】とは裏腹に「とてもやっていけない」という父母。



●そこにいる子どもは？
破綻に至る父母の紛争で、不安・緊張・失望を強い

られ傷ついている。
「休戦してくれ～」

●離婚後の子どもの監護法は、そういう家族に向けら
れる規準。「共同でうまくいく」前提を欠く。



•離別後の子どもの監護に関する法律は
どんな事案に適用されるのか

→ 対立の厳しい紛争事案、家族に適用される。

父母の協議で決められないから。裁判所による法律の解釈適用に従う。

「うまくやっていけない家族」にマッチした「紛争解決規準」の出番。

なかでもDV虐待が絡む事案は厳しい対立を孕んで裁判所に持

ち込まれる。

被害親は安全を求めて離婚別居するから、虐待者との接点を断ちた

いと切実に望むし、虐待者は「逃すまい」と関わりを求めるから。



● そういう裁判で、破綻の直後から「別居親の
関わり」を命令で強制したら？

•高葛藤事案での面会は、紛争に機会を与え、葛藤を激化させ

る（Amato）。

→子どもは離別後もエスカレートする父母の紛争にさらされる。

cf.離婚時の「親教育」で父母の葛藤が下げられるという実証報

告は見つかっていない（直原康光・富山大学）



● DV虐待事案では

• 虐待が再開・継続してしまわないか。それに司法が「お墨
付き」を与えることにならないか。

• DVは被害者が離れようとするとエスカレートする。保護命
令もストーカー規制法の禁止命令も、加害者に接近を禁じ、
その高まるリスクから被害者と関係者の安全を守る法制。

離婚後別居親が子の監護に関わる法制を導入したら、

DVを含む紛争家庭の子の困難は改善できるのか？



「DVは一部の問題。DV法を整備して対応し、全体は共
同親権にすればいい。」

1、DVは監護紛争で「一部の問題」ではない。

現に、DVが絡む事案は、裁判所事案のうち、豪で54％（身
体暴力絡む、2019ALRC）、英国では9つの調査で49～62％に
上る（文献レビュー4.3）

２、DV対応を整備しても、「別居親の関わり」優先（the pro-
contact culture)のもとでは、被害親子の安全は顧みられない。

「離婚後共同」先進諸国の経験



２、英国の司法省報告2020

• 英国司法省：Assessing risk of harm to children and parents in private law 
children cases

Assessing risk of harm to children and parents in private law children cases 
- GOV.UK (www.gov.uk)

★A.司法は私法上の子の事件（同居親・コンタクトを定める）で、子と親を虐

待等危害から適切に保護できているか（最終報告）ｐ216

訳：http://xs825343.xsrv.jp/

★B.司法省報告のため、英国内外の公表された報告書、モノグラフ、学術論文

等をまとめた文献レビュー（文献レビュー）ｐ171

https://www.gov.uk/government/consultations/assessing-risk-of-harm-to-children-and-parents-in-private-law-children-cases
http://xs825343.xsrv.jp/


A.司法省報告のエビデンス（A.2.）

事件当事者/専門家としてかかわった者の経験をくみ上げるた

めに～

• B.文献レビュー

• 個人・団体への経験を寄せるよう呼びかけ

• 円卓会議、フォーカスグループの開催と集約

• 実務指針PD12J,児童法関連の裁判例分析



※父親と母親からの回答に顕著な差異（A.2.3）

• 母親―「虐待を止めさせ自分と子どもの安全を確保して欲し

い、裁判所はそれができず状況を悪化させている」

• 父親―コンタクトの制限・禁止など。

※この対比がでる回答では、属性を「母親」「父親」と表現。

（A.2.6）



● 結論

DV（DA）対策は拡充してきたが、

「別居親との関わり」を重視する私法上の子
の裁判では、DV(DA）事案の子と被害親を
危害から守れず、却って虐待を悪化させてい
る。



●危害リスクが裁判で見過ごされる要因

＜報告書の分析（A.4.2）＞

１，リソースの制約

２，プロコンタクトカルチャー（別居親の関わり優先）

３，サイロワーク

４，当事者主義的手続き構造

• 4つの要因は同じ方向に作用し、それぞれが虐待発見をより困
難にする



3.英国のDV対応
Domestic Abuse(DA) ―政府共通の定義(PD12J 3パラ)―

•「ジェンダーやセクシャリティに関わらず、16歳以上の家族
もしくは親密な者の間で、相手を支配（controlling）、威圧
（coercive）、脅迫（threatening）する言動（behavior）、
暴力、虐待の事実（incidents）、ないしそのようなパターン
（patterns of incidents）の全て。これには、心理的、身体的、
性的、金銭的または感情的虐待が含まれるが、これらの事柄
のみに限定されない。」

見えにくいが深刻。

虐待は単独の「行為」ではない



「威圧的言動（coercive behaviour）」の
定義：

「攻撃（assault）、脅し（threats）、屈辱を味わわせ

る（humiliation）、威嚇（intimidation）その他の虐待

（abuse）行為またはそのパターン」



「支配的言動(Controlling behaviour)」
の定義：

「人をその支援源（sources of support）から隔離した
り、自己の利益のためにその資源と能力を搾取したり、
人が独立し抵抗し避難するうえで必要な手段を奪い、
その日常の行動を管理することで、人を従属
(subordinate)依存させること。」

＊2016には、威圧的支配的言動が「重罪法」に導入さ
れ、刑事的取締りが始まった。



威圧的支配の4つの戦略（文献.4.1）

・身体的暴力―ほかの支配手段の補強作用。軽度の暴力も累積すれば破壊
的な影響。

・威嚇―脅迫、監視、馬鹿にし貶める

・隔離―被害を打ち明けさせず、依存させ、被害者の人格・スキル・リ
ソースを独占し、他の助けを得させないため。相談・受診・交際制限。

・支配は、虐待戦略の中心にある。例えば、生活を細かく管理し、女性が
何を着てどう家事をするか、TVで何を見るかという詳細を統制すること
により、被害者を絶え間ない不安におき、自律を奪う。

・こうした虐待の威圧的・支配的な戦略は継続的・累積的な影響を持ち、
虐待の合間に「通常の」家庭生活を想定することはできない。（文献
4.1）



●DAは子どもに有害（B文献4.4）

・DAは子ども虐待と高率で併発。

・DA目撃の有害性。目撃の確率は75～95％。子どもたちが支配の
ダイナミクスや巧妙な支配行動になじみ、加害者の母への虐待行
動にけしかけられて参加する。

・ＤＡ、特に威圧的支配のある家の子どもは、持続的に不安を経験
する（家族間の交流に織り込まれた家庭内の脅し、威嚇、支配の
雰囲気は子どもにとって逃れることが難しい、子どもの生活は恐
怖と暴力の予感に支配される）、その不安が虐待のない家庭で過
ごすようになってもしつこく続く。

・成人後も続く。



●養育への影響（文献5.）

①虐待親による養育（文献5.1）

・予測可能性がなく、ころころ変わる

・柔軟性がなく、権威的支配的で、子どもに服従を要求し命令する

・一人で育児すると子どもに致命的な危険を生じ得る

・睡眠・栄養・運動・会話など子どもの身体的・福祉的ニーズを無

視する

・自分は子どもに「自分のニーズを満たしてもらう権利がある」と

いう意識、子どもが自分を思いやりニーズを満たしてくれること

を期待（感情的所有物視）する。

→ つまり 虐待親には養育はできない



●養育への影響

②DA下での母親の育児（文献5.2）

・威圧的支配による無力化＝子ども保護機能の低下。

・精神的余裕のなさ＝子どもとの相互作用（養育の質）の低下

・加害者の主な攻撃は母子関係→母子間の愛着・信頼の解体。

・被害母には別居後も、加害者の「不在の存在」による影響。

・子どもの回復＝虐待しない親の保護機能の回復にかかる。

→DA事案で養育の質を守るには被害親の保護と支援こそ必要。



●離別後の加害者とのコンタクト（文献６.）

①母親 の体験

・大多数はコンタクトを支持し、実現に努力するが、その結果

虐待（DA)が継続、再開、エスカレートして、コンタクトの取

決めが破綻する

・92～94％の母親がコンタクトで虐待を受け、2/3以上の母親

が虐待の継続を体験した

・多数の研究で、コンタクトは、より深刻になり得る虐待を継

続して犯す重要な場であることが強調されている。



②子どもの体験

・子どもに対する身体的・性的・精神的虐待、ネグレクト、子どもに対す
る支配的ないじめの関係の維持、子どもの誘拐、「板挟みで身動きができ
ない状態」の子どもを傷つけること、母親への虐待の目撃、母親への虐待
に協力させられること、そして殺害されるリスクがある

・子どもの殺害は、父親の復讐として、あるいは父親が権力と支配を主張
する極端な例である

・監視付きコンタクトでも、子どもは母親に対する身体的・心理的・性的
虐待や威圧的な支配にさらされる

・別居後のコンタクトが継続的DAの場となっている場合、子どもへの影響
やその結果が最悪であることが明らかになっている。子どもたちは、攻撃
性、引きこもり、不適切な性行動、PTSD症状、自殺行為、発語の遅れ、失
禁、悪夢、脱毛や皮膚障害などの身体的症状を示すことがある。



つまり

DA事案でのコンタクトでは、

被害親子への虐待が続く



それでなぜ
私法上の子の事件の裁判（同居
親・コンタクトを定める）に
あっては、DA危害リスクが防げ

ないのか？



４.私法上の子の事件でのDAの処理（A.3）

① 「子の福祉」が最重要。そして「別居親の関わり」は子の福祉
を促進すると推定する（子ども法）。

② 私法上の子の事件では、Cafcassが事案の安全性に関する報告
書を裁判所に提出し、その情報なしには裁判所はコンタクトを命令
できない（実務指針PD12J）。

③ DAの主張が出てDAの疑いがあれば、裁判所はPD12Jに従って、
事実認定を行い、Cafcassに子の福祉報告をさせ、加害者プログラ
ムを指示し、暫定的コンタクト命令は慎重にする。終局命令も、コ
ンタクトの安全と子と被害親が将来的にDAを受けないよう確保でき
ると確信できる場合にだけ、コンタクトを命じられる（同上）。



つまり

「原則は別居親の関わり（コンタクト・共同

養育）を推進。DA虐待はその例外」

その代わり「DAの疑いあれば丁寧に審理し

よう」という制度デザイン。



しかしプロコンタクトは
「裁判の目標＝コンタクト実現」ということ

●「子どもの福祉はコンタクトすること」と決めつけて、

別居親とのコンタクト確保を優先する

【従前の判例のつみあげ】

・親子のコンタクトは家族生活の基本要素で、ほとんど常に子の利益に合致する

←科学的実証的根拠があるわけではない（文献レビュー7.1）

・親子のコンタクトは、例外的な状況―「強力な理由」があり「他に代替的処置がな

い」場合、子どもの福祉に有害な場合―においてだけ終了させられる。

・裁判官にはコンタクトを促進する積極的な義務がある。

【子ども法】

「親の関わり」推定条項（2014）挿入され、プロコンタクトカルチャー強化



コンタクトが最重要視されるため——

•コンタクトに抵抗する母親は否定的に対応される。

•裁判所や専門家は、DAを軽視し、母親にコンタクトに同意さ

せることに注力する。

• DAを主張してコンタクトに抵抗する母親には、裁判所から

「断固とした措置」が加えられる。

（B.文献レビュー7.）



●実際の裁判はどう進むか

（１）DAを主張しても、過小評価され、信じてもらえない。DAを

主張する動機を疑われ（片親引き離し）、ネガティブな影響（非友

好的な親とみなされ、虐待親が子の同居親に指定されるなど）を受

け/受けると脅される。コンタクトに同意するよう強力に説得され、

応じなければコンタクトを命じられる（A報告書.5）。

（２）子どもの声は「選択的に聴取」され、拒否はミュート（A.6）。

（３）DAが認められた事案と、DAが認められず主張もされなかっ

た事案の間に、終局命令でほとんど差がない（A.9）。



（１）DAを主張し認定を受ける障壁

● 裁判の進路はコンタクト実現だから、それを妨げるDAは軽視する。

→‵直近の重大な身体的暴力にしか関心を示さない‘

● 専門家・裁判所が「事件の母親は、手続き遅延/コンタクト挫折のために

『虚偽DA』を主張する」という事実に反する観念をもち、DA主張を高

度の疑いを持ってみる/

DAへの無知に出たステレオタイプ

・通報の欠如や遅れ

・虐待者からなかなか離れない

・「態度が『冷静過ぎる』『感情的すぎる』から信用性ない」

●DA虐待の証明に高いハードルを設定



（１）DAを主張し認定を受ける障壁その２

●虐待加害者による虚偽の反論に合い、罠にはめられる恐怖

・「母が虐待していた」

・「虐待主張は敵対的な動機に出た嘘で、非友好的な態度」

・子どもを父親から引き離している

・虐待者からの反論は証拠不問で受入れ

・自分が依頼する弁護士から「罠にはまるからDA主張するな」
と制止される。



●実際の裁判はどう進むか

（１）DAを主張しても、過小評価され、信じてもらえない。DAを

主張する動機を疑われ（片親引き離し）、ネガティブな影響（非友

好的な親とみなされ、虐待親が子の同居親に指定されるなど）を受

け/受けると脅される。コンタクトに同意するよう強力に説得され、

応じなければコンタクトを命じられる（A報告書.5）。

（２）子どもの声は「選択的に聴取」され、拒否はミュート（A.6）。

（３）DAが認められた事案と、DAが認められず主張もされなかっ

た事案の間で、終局命令にほとんど差がない（A.9）。



コンタクトは
進展するべき

子どもたちは
コンタクトするべき

共同監護の
普及促進

裁判所頼りを最
小化する

DAはコンタクト
(滞在)を妨げない

間接から直接へ

コンセント命令の
奨励

DA事案でも
共同養育に向けた
親教育

常にコンタクト（滞
在）は命じられる

監視つきから
監視なしへ

訪問だけから
滞在へ

裁判のレビュー回避

（３）裁判所のアプローチ (A.9)



●裁判の結果（A.報告書10）

• 回答・FG・円卓会議からのエビデンスはB.文献レビュー6.と同じ。

• 裁判所の命じたコンタクトを通じて虐待が悪化しより危険になった

・虐待父は裁判所から「虐待を継続する権利」を得た

・警察その他の機関が害悪から目を逸らし対応しなくなる

・「虐待者と一緒にいる方がまだ安全。子どもを守れるから」

• 子どもへの害

・非常に苦しむー自傷、不登校、引きこもり、幼児化退行、悪夢。

・大人/裁判所への不信 ・保護してくれる親の機能を奪われている
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勧告（A.11.）



勧告～プロコンタクトカルチャー

子ども法の「親の関わり推定」は、プロコンタクトカルチャー

をさらに強化し、裁判所の注意を子どもの個人としての福祉と

安全に焦点を当てることから逸らせてしまう。

「親の関わり」に関する推定は、その有害な影響に対処するた

め直ちに見直すべきだ。（A11.4）



日本が学べること

１、離婚後共同、別居親の関わりを推進することは、監護裁判

でDV虐待の危害を軽視し、裁判所を虐待継続の加担者にし、被

害親子を離別後も虐待支配下に置くことになる。

２、別居親の関わりを推進し、「DVは例外、DV被害者の保護

を強化する」というアプローチでは虐待継続を防げない。

３、監護の裁判所は子どもの安全と福祉を守る後見的な役割を

果たすべき。そのために必要なリソースとの連携をはかり、国

はそれに必要な人的・物的投資を大規模に行うべきである。


