要請書
最高裁判所 御中
私たち、子ど もとの別居を余儀 なくされている親 の団体は、以
下の 事項を、 司法権の 統括者た る地位に ある最高 裁判所に 要請し
ます。
要請事項
一、日本国憲 法第七十六条三項 には、裁判官自主 独立の規定が
あ り、そ の独立 原則 は最高 裁判所 とい えども 不可侵 であ るこ
とは承知している。
しかし、 下級裁判所裁判官 への研修、勉強会 の開催、情報
提供などはなんら憲法に違反するものではない。
以上に鑑 み、先進諸外国の 親子法とその運用 状況・判断基
準 等につ き最高 裁判 所主導 で下級 裁判 所裁判 官への 研修 、勉
強会の開催、情報提供を実施して戴くことを要請致します。
二、前記研修 、勉強会、情報提 供に際しては、法 学上の視点の
みに偏することなく、特に社会学的視点、発達心理学的視点、
その他隣接諸科学的視点からの啓発に留意して、
「子の福祉」
とは何であるかが再考されるべきである。よって、前記研修、
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勉強会、情報提供に際しては、相当なる外部講師を招聘する
ことを要請致します。
理由
一、我が国の家 事調停、審判にお いては、法的監護 権を持たぬ親
を 親として 正当に扱 わず、紛 争解決の 手段とし て法的立 場の 弱
い 親を一方 的に押さ えつける 運用で解 決が図ら れること が多 数
である。このことは我々の集積した事例のみならず、家事調停・
審判の経験当事者から多くの声が上がっている。
又、現在我 が国は諸外国から 、国際的な子の奪 取に関する民
事 面のハー グ条約の 批准を迫 られてい るが、こ のような 事態 に
至 った主た る理由は 、前掲の 法律運用 にある。 離婚後、 親権 者
を 単独とす る法制度 下であっ ても、仮 に、司法 が離婚・ 別居 事
案 につき親 子の絆を 基本的人 権として 正当に重 視した法 律運 用
を 行ってい れば、こ のような 事態には 立ち至っ ていない はず で
ある。
二、我が国の家 事調停、審判、人 事訴訟においては 、子どもは単
に 親の権利 の客体と しか看做 されてお らず、そ の意向、 権利 が
正 当に尊重 されるこ とは少な い。又、 家庭裁判 所はその 科学 性
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の低さから、子の意思、心理状態を評価する力に欠けている。
又 、乙類 審判 事項で ありな がら 、人事 訴訟の 付帯 処分と して
為 される親 権者の指 定、家事 審判で為 される親 権者変更 、監 護
者 指定・変 更にあた っては、 旧態依然 の安易な 監護の継 続性 、
母 性優先に 依拠した 判断のみ が優先さ れ、子と 別居を余 儀な く
さ れる親と の関係の 継続性が 重視され ないため 、子の福 祉が 担
保 されてい るとは言 い難い。 以上の点 を改善す るために は、 下
級 裁判所裁 判官への 社会学的 視点、発 達心理学 的視点、 その 他
隣接諸科学的視点からの啓発が不可欠である。
三、従前、我が 国司法においては 、両親が別居する 事案に際し、
別 居する親 子の関係 は制限し なければ 子が安定 性を欠く ため 子
の 福祉に適 わないと されてき た。しか し、現在 ではこの よう な
学説・見解は否定され、先進諸外国では子の福祉の必要性から、
離 婚・未婚 について も親権、 事実上の 監護を両 親がそれ ぞれ に
行 使する制 度が採用 されてい る。これ に対立す る法律運 用に 終
始 している のは我が 国だけで あり、国 際社会の 中で孤立 を深 め
るものである。
又、離婚後 、両親がそれぞれ 別々に子の養育を 担うことにつ
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き 、我が国 風土に馴 染まない 、或いは 日本では 片方の親 のみ で
子 どもは十 分に育つ と考えら れている という意 見が見受 けら れ
るが、いずれも失当である。
従 来、我 が国 風土に は子ど もの ために は両親 が揃 ってい るこ
と が大切で あるとい う伝統的 考え方が 根付いて いた。そ のた め
か つて裁判 所は、未 成年子が 存在する 夫婦の離 婚を認め るこ と
に消極的であった。
ところが昭 和六十年代以降、 婚姻の事実上の破 綻のみを理由
と して離婚 を容認す る、いわ ゆる破綻 主義離婚 の法理が 導入 さ
れはじめ、裁判所は積極離婚主義へと転じた。
破綻主義離 婚には肯定すべき 側面もあり、それ 自体否定すべ
き ものとは 考えない が、未成 年子の存 在すると き、その 運用 は
慎重であるべきと思料する。
そもそも破 綻主義離婚の導入 にあたっては、子 どもの福祉を
担 保するた めに、離 婚後の共 同親権あ るいは共 同監護等 のセ ー
フティーネットとしての法整備が不可欠である。
ドイツでは 、単独親権制度か ら共同親権制度へ 移行する際の
前提条件として、完全破綻主義離婚が導入されている。
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以上に鑑み れば、我が国司法 は本来一体的導入 が必要である
外 国法理を 恣意的に 取捨選択 すること により、 子の福祉 を害 す
る現状を招来せしめているとしか評価できない
四、親が我が子 と生きる権利、子 が親を求める権利 は自然人とし
て 生まれな がらに持 つ基本的 人権であ ることは 、国際法 理上 確
立 された認 定であり 、このこ とと前項 を総合す れば、別 居す る
親 が子の養 育に資す ることは 、子の最 善の利益 に適うと いう 推
定 原則に従 った法律 運用が為 されなけ ればなら ないのは 当然 の
ことである。
五、我々が頭書 において求めてい るのは、個別事案 において相手
方 との対立 から、子 に会えな くなって いる親を 救済して 戴き た
い というこ とではな い。法律 運用にあ たって、 瑣末な民 法上 の
法 理解釈に 終始する のではな く、前記 の大前提 を基礎と し、 そ
れ ぞれの親 と子の個 人対個人 の関係が 正当に重 視される こと で
ある。
その為の礎 となる具体的方策 として、要請事項 のとおり要請
するものである。
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以上につき考慮して戴くべく、頭書を提出致します。
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