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かなえさんの高校時代の友人である夢子さんは、高校�年生のときに、バイト先

のハンバーガーショップの店長 A とできちゃった婚で籍を入れ、一緒に暮らし始

めた。しかし、Aは別のバイトの女の子と二股をかけて付き合うような浮気者だっ

たため、心労のせいか夢子さんは流産してしまった。その後、夫婦関係は悪くなる

ばかりで、結婚半年後には離婚することになった。

46

今回の講義は

前田美千代先生

民法、消費者法担当

いまは実家に戻ってるの。いろいろあったから、

少し落ち着いたらこれからのことを考えるつもり。

夢子、久しぶり。

その後どうしてるの？

うん。なんとかね。でも苗字のこととか手続きとかが面倒

で疲れちゃった。離婚って結婚の何倍もたいへんだよ∼。

本当は、まだ気持ちの整理はついてないんだ。

PTSDっていうのかな。

たいへんだったよね。もうだいじょうぶ？

わあ、そうなんだ。

やっぱりたいへんだったんだね。

愛は大切、

だけど自分も大切
結婚、離婚、親子関係

第4章



第3版1刷＿046-062_PS0204責杉.mcd  Page 3 15/12/23 13:40  v6.10

家族法とは？

●生きていくために必要な「家族」

自分のことを振り返ってみよう。生まれてから今日までのこと。自分の家

族のこと。ずっと�人で大きくなってきたという人はいない。私たち人間（ヒ

ト）は、誕生してから成熟するまで一定の時間を要する生き物である。その間

は、誰もが、生きていくために親などの他人の庇
ひ

護
ご

を必要とする。犬や猫、象

やライオンといった動物も、人間と比べればはるかに短い幼年期を、母親など

とともに過ごし、狩りの仕方など生きていくための術
すべ

を学ぶ。また、私たちの

人生には、幼年期のほか、老年期が存在し、この時期にも人は誰かからの助け

を必要とする。そして、これらの時期でなくても、人は、健
すこ

やかなときだけで

なく、病めるときが存在するために、自分以外の人の助けがなくてはならない
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うん。私も幼かったんだと思うけど、本当に好きだったか

ら仕方ないのよ。今度こそはもっとよく考えるけどね。

人のことばかり言ってるけど、かなえのほうはどう？

つきあってる人いるの？

うーむ。

勉強になるなあ。

ううん……気になる人は

いるんだけど。

●家族法ってなに？

●結婚のこと―｢愛」が大切だけど、結婚はそれだけではない

●子どものこと―最近、生殖医療や児童虐待ってよく聞くけれど

●離婚のこと―もしも夫婦が破綻したら

POINTPOINT
第�章のポイント
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場合がある。ここに、私たちが生きていくために、「家族」を必要とする理由が

ある。私たちの日々の生活は、「家族」を支え、また、「家族」に支えられ成り

立っている。

●日常生活のなかの家族法

多くの人は、長い人生の中で、大切な人に出会い、結婚し、やがて親となり、

子どもを育てる。夢子さんのように、残念ながら離婚するという場合もあるだ

ろう。私たちの人生には、結婚や出産といった人生の一大イベントもあれば、

子育てや看護（病気になった家族の看病や高齢の親の世話）といった日常的な

事柄もある。これらの結婚、離婚、出産・子育て、高齢な親の看護について規

定するのが民法のなかの家族法である。

●民法典のなかの家族法―財産法と家族法

民法典の目次を見てみよう。第�編「親族」と第�編「相続」の部分のこと

を「家族法」と呼ぶ。このほか、第�編を「総則」と呼び、第�編と第�編を

「財産法」と呼ぶ。財産法と家族法は、両者まったく別物というわけではない。

たとえば、婚姻中に夫婦の一方と取引する第三者との関係や、離婚の際には一

緒に買ったマンションをどうするかが問題となるので、家族法には、財産法の

特別法たる「家族間の財産法」という側面がある。

●相続法の位置づけ―「家」制度と家督相続

日本法では、日本古来の「家」制度ならびに「家」の承
しょう

継
けい

としての家
か

督
とく

相続

という特殊な事情が存在したため、相続法を親族法と統一的に家族法として理

解している。しかし、諸外国では、相続法を財産法として捉
とら

えている。つま

り、ちょうど売買・贈与などの契約を原因として、ある人からある人へ財産の

移転が起こるように、人の死亡という事実により、相続を原因として死者（被

相続人という）から相続人への財産の移転が起こるからである。

もし結婚したら（婚姻)

●「愛」さえあれば結婚できる？―婚姻の成立

民法731条以下をみてみよう。一般的には「結婚」と表現されるが、民法では

「婚
こん

姻
いん

」という文
もん

言
ごん

が用いられる。

男性は満18歳、女性は満16歳に達しなければ、婚姻することができない（731

条）。また、未成年者が婚姻をするときには、父母の同意を得なければならない

（737条）。夢子さんは、高校�年生（18歳）だったので、父母の同意のもとにA

48

民法731条

男は、18歳に、女は、16歳

にならなければ、婚姻をす

ることができない。
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夫と結婚したわけである。

さて、第�章では、売買などの契約は、契約書面を作成することなく、両当

事者の無方式の売ります・買いますという意思の合致のみにより成立すること

を学んだ。それでは婚姻はどうだろうか。夢子さんがA夫からのプロポーズ

を受け入れなければもちろん婚姻には至らないが、プロポーズを受け入れたと

しても、それによりただちに民法上の婚姻が成立するわけではない。では、婚

約指輪をもらい、結婚式を挙げ、披露宴をし、ハネムーンに行って帰ってきた

ら、もうそろそろ婚姻は成立しているだろうか。実は、これらの慣習上の儀式

と民法上の婚姻の成立とは、一切関係がない。

民法に規定された婚姻が成立するためには、「届出」が必要である（739条）。

すなわち、「婚姻届」を市（区）役所や町村役場の戸籍係に提出して初めて婚姻

が成立する。このように婚姻の成立要件として、一緒に暮らすとか夫婦の実体

があること以上に、何らかの法的手続を要求する方式を法律婚主義という。日

本では、法的手続として、届出が採用されているが（届出婚主義）、諸外国で

は、行政係官の面前における一定の手続のもとで、婚姻の意思を表明する場合

もある（外国映画のワンシーンで、カップルが市長の面前で婚姻の宣
せん

誓
せい

を行う

場面を見たことがあるだろう）。届出を出さずに、同
どう

棲
せい

を続けるカップルもい

る。これを法律婚に対して事実婚という。�人の意思やさまざまな事情で事

実婚を選択するとしても、本当にそれが�人にとって幸せな選択であるのか、

これから学ぶいくつかの婚姻の法的効果とともに考えてみよう。なお、同性同

士のカップルの場合には、日本の現行の家族法のもとでは婚姻が認められてい

ないため、法律婚という形をとることができない。⇨コラム LGBTカップルと

同性婚
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民法739条

�項 婚姻は、戸籍法（昭

和22年法律第224号）の定

めるところにより届け出る

ことによって、その効力を

生ずる。

�項 前項の届出は、当事

者双方及び成年の証人�人

以上が署名した書面で、又

はこれらの者から口頭で、

しなければならない。

民法737条

�項 未成年の子が婚姻

をするには、父母の同意を

得なければならない。

�項 父母の一方が同意

しないときは、他の一方の

同意だけで足りる。父母の

一方が知れないとき、死亡

したとき、又はその意思を

表示することができないと

きも、同様とする。

column

LGBTカップルと同性婚

2004年から施行された性同一性障害者特例法で

は、①20歳以上であること、②現に婚姻をしてい

ないこと、③現に未成年の子がいないこと（2008

年改正により、子から未成年の子に変更）、④生殖

腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状

態にあること、⑤その身体について他の性別に係

る身体の性器に係る部分に酷似する外観を備えて

いること、のいずれにも該当し、�人以上の医師

により、性同一性障害であることが診断されてい

ることを要件に、戸籍上の性別変更を認めている。

最高裁は、この特例法に基づき女性から男性に性

別変更し婚姻した夫と、その妻が第三者の精子提

供を受け人工授精で出産した子との間に、血縁関

係はなくても民法772条による父性推定が及ぶと

して、嫡出子としての戸籍の届出が認められると

した（最決平成25年12月10日民集67巻�号1847

頁）。
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●どうして当事者の合意だけではダメで届出が必要か

売買などの契約の場合とは異なって、婚姻の場合に、届出や宣誓といった一

定の成立方式を要求するのはなぜだろうか。これは、当事者の婚姻意思の確

認、婚姻障害事由の確認
＊�

、ならびに、婚姻関係を公示して人の家族関係を明

らかにするためである。ただ、日本の場合、婚姻届は郵送でも提出できるので、

当事者の婚姻意思を十分に確認できるとまではいえない。また、たしかに民法

では、婚姻障害がないことを認めた後でなければ届出を受理できないと規定し

ているが（740条）、戸籍係には形式的審査権があるにすぎないので（当事者の婚

姻意思を実質的に審査したり、自署かどうかの確認もできない）、そうした

チェックも十分とはいえない。公示機能についても、披露宴に多くの人を呼ん

で盛大な結婚式をあげれば、届出をしなくても、婚姻の事実をある程度は周知

させることができる。結局、日本の届出主義は、婚姻だけでなく、離婚、縁組、

認知などにも採用され、国民の家族関係をすべて戸籍に忠実に反映させ、届出

プラス戸籍への記載を通じて（結婚することを「入籍」するというのはこのた

め）、家族の把握を容易にするという意義が存在する。⇨コラム 戸籍と夫婦別姓

●結婚するといろいろな効果や義務が生じる―婚姻の効果

結婚して夫婦になると、それに伴って重要な法的効果や法的義務が生じる。

それらの効果や義務は、人格的な側面に関するものと、財産的な側面に関する

ものに大別される。義務などというと何かめんどくさそうな感じがする。事

実婚であれば、これらの義務を負う必要はないが、同時に重要な法的効果を享

50

＊1 婚姻障害事由の確認

①婚姻適齢（男は18歳、女は

16歳）に達していること（民

法731条)

②重婚ではないこと（732条)

③近親婚ではないこと〔優生

学上の理由から、直系の自然

血族および�親等内の傍系自

然血族間の婚姻は禁止され

（734条）、倫理的な理由から、

直系姻族間の婚姻（735条）、

養親または養親の直系尊属

と、養子もしくはその配偶者、

養子の直系卑属もしくはその

配偶者との間の婚姻（736条）

は禁止される〕

④女性の再婚禁止期間（733

条）にあたらないこと

column

戸籍と夫婦別姓

諸外国においても、個人の家族関係を公示する

という制度が整備されている。しかし、日本の戸

籍のように、夫婦・親子を同一のファイルに記録

するのではなく、個人単位のファイリングがなさ

れている国が多い。夫婦・親子同一のファイルで

はなく、個人単位のファイルにすれば、夫婦別姓

の問題も解消できる。実際に、夫婦・親子という

役割よりも個人としてのアイデンティティが重視

される世の中にもなりつつある。しかし、戸籍の

一覧性・検索可能性の高さというメリットも無視

できない。この点、個人単位のファイルでは、あ

る人の家族状況について調べるために、かなり面

倒な検索をしなければならない。したがって、コ

ンピューターを活用して、一覧性・検索可能性を

担保しつつ、戸籍・登録制度の個人ファイル化が

試みられてもよいであろう。

夫婦別姓に関して、氏名自体を人格権の一部と

捉えるならば、本人の意思によらないで、氏の変

更を法律により強制することは、人格権の侵害と

して許されない。現実には、97％近くが夫の氏を

選択しており、氏の変更によってこれまでの職業

生活や社会生活上の信用や実績が中断したり、免

許やパスポートなどの面倒な名義変更の不利益を

主に女性が被っている。1996年民法改正案要綱

で、同氏か別氏かを当事者に委ねる選択的夫婦別

姓の導入が提示されたが、この改正は実現してい

ない。最高裁大法廷平成27年12月16日判決も、夫

婦同姓を義務付ける民法750条を合憲とした。た

だし同判決は、選択的夫婦別姓に合理性がないと

はせず、国会の議論にゆだねるとしている。
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受することもない。�人で共同生活を営む以上は、家賃・光熱費といった生活

費をどちらがいくら払うかなどが当然問題となる。�人で仲良く暮らしてい

る限りはよいかもしれないが、子どもが生まれたり、別れることになったとき

（事実婚を解消するとき）にはむしろ問題が生じる。法律婚であれば、義務につ

いてはその不履行が問題となるし、婚姻共同生活を営む上でのトラブルを最小

限にするさまざまな法律上の工夫として、一定の法的効果が生じることになっ

ている。自由な事実婚にはそれなりの不利益も伴うこと、法的な裏付けがある

かないかでは大きな違いがあるから、注意してみてみよう。

●苗字が一緒になる

まず、人格的な側面に関するものとして、苗
みょう

字
じ

が一緒になることはよく知

られている。これは、夫婦同氏の原則といって、婚姻の際に夫または妻の氏
うじ

（姓）のどちらかを、夫婦の氏として選択することが義務づけられている（民法

750条）。一般的に、妻が夫の姓を称することが多いが、別に妻の姓で揃えても

よくて（婿
むこ

であるか否かにかかわらず）、とにかく同一の氏を称すればよい。

⇨コラム 日本人の家族観

●家事はすべて妻のシゴト？―同居・協力・扶助義務

婚姻により夫婦間に生じる人格的効果の�番目として、同居・協力・扶
ふ

助
じょ

義

務がある（752条）。夫婦は同居して一緒に暮らし（同居義務）、共同の日常生活

の維持において協力しなければならない（協力義務）。妻が夕食を作れば、夫

は食後の皿洗いを手伝い、週末くらいは風呂掃除もするといったことである。

子育ても専業主婦の妻だけの仕事ではなく、夫も協力義務がある。扶助義務と

は、夫婦間の相互的な経済的援助に関する義務である。夫婦間では、相手方に

自己と同一程度の生活を保障する義務があり（生活保持義務という）、この義

第4章
愛は大切、だけど自分も大切
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民法750条

夫婦は、婚姻の際に定める

ところに従い、夫又は妻の

氏を称する。

Column

日本人の家族観

50頁のコラムにもあるように、選択制夫婦別姓

（法律的には夫婦別氏）制度の導入は、国会での度

重なる反対があり、実現していない。平成27年の

最高裁大法廷判決も、夫婦同氏の規定を合憲とし

た（ただし�名の裁判官は違憲としており、多数

意見も、選択的夫婦別氏の考え方を否定してはい

ない）。つまり、夫婦が別の姓を称することは、①

家族の一体感を損なう、②子どもの不利益になる、

③日本の伝統にもとる、などという反対論も、な

お根強いということである。一方、（圧倒的多数

が夫の姓を選ぶ現状からすれば）職業を持って社

会で活躍している女性にとって、婚姻によって姓

を変えることは、職業上の実績・知名度などから

して、大きな不利益になることも確かである。な

お、日本学術会議の提言によると、世界で夫婦同

氏を強制する国家は、現在日本だけであるという

（かつて強制されていた、ドイツ、トルコ、インド、

タイでも選択制に移行した）。難しい問題だが、

皆さんも、国民性や価値観の多様性なども意識し

つつ、考え、また発言をしてほしい。
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務は、一定の親族間に認められる一般的な扶養義務（生活扶助義務という）よ

りも高い水準の義務である
＊�

＊2

生活保持義務

「最後に残された一片の肉まで

分け与えるべき義務｣

→夫婦と未成熟子の扶養に妥

当

生活扶助義務

「己れの腹を満たして後に余れ

るものを分かつべき義務｣

→夫婦と未成熟子以外の親族

扶養に妥当

。現実には、夫婦間の衣食住等の費用負担として

問題となり、後で学ぶ婚姻費用分担義務（760条）として具体化される。

●夫が浮気した?!―貞操義務

婚姻による人格的効果の�番目として、貞
てい

操
そう

義務がある。夫は妻以外の女性

と、妻は夫以外の男性と性的関係を持ってはいけない義務である。この義務は

条文に明文規定があるわけではなく、重婚が禁止され、また、不貞行為が離婚

原因になることから（770条�項�号）、間接的に認められる。道徳的には当然の

義務であるが、法的にも、貞操義務違反は離婚原因となり、また、不貞行為の

相手方（夫の浮気の場合には相手の女性）に対して、配偶者（妻）から慰謝料

請求ができる。これは、不貞行為の相手方が、夫または妻としての権利（身分

権としての一種の人格権）を侵害したことを理由とする不法行為責任である。

⇨コラム 婚姻破綻後の不貞行為

とはいえ、夫が浮気をした場合に、相手の女性が意図的に夫をたぶらかし家

庭を崩壊させたのならともかく、夫も自由意思のもとで行動していることが多

い。それなのに、夫の責任を問わず、相手の女性の責任だけを追及するのでは、

夫の浮気の責任を相手の女性に転
てん

嫁
か

するのに等しい。しかし、不貞行為におけ

る不法行為責任としての不貞の慰謝料には、配偶者（妻）の被害感情の満足と

いう機能があるとして正当化されている。学説は、この考え方に反対し、貞操

義務は、夫婦相互の義務だから、貞操を約束し合った当事者を拘
こう

束
そく

するもので

あり、自由な主体的意思で不貞行為をした以上、責任はその配偶者にあり、相

手方には法的責任はないとする。

●未成年者の結婚

夢子さんのように未成年で婚姻すると、成
せい

年
ねん

擬
ぎ

制
せい

（753条）という効果が生じ

る。成年擬制とは、未成年者が婚姻したときに、婚姻によって成年に到達した

ものとみなされる制度である。第�章で学んだように、未成年者は、民法上、

制限行為能力者として、契約の取消権を有するが（�条�項）、婚姻をした未成

52

column

婚姻破綻後の不貞行為 こんいんはたんごのふていこうい

最高裁は、婚姻破綻後の不貞行為において、不

法行為の成立を否定する。すなわち、不貞行為が

配偶者との関係で不法行為になるのは、「婚姻共

同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値

する利益を侵害する行為」だからであって、婚姻

が破綻した後にはこのような権利または利益はも

はや存在しないというのがその理由である（最判

平成�年�月26日民集50巻�号993頁）。

民法753条

未成年者が婚姻をしたとき

は、これによって成年に達

したものとみなす。
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年者は、民法上、行為能力者として扱われることになる。それゆえ、未成年だ

からという理由で、もはや契約を取り消すことができなくなる。この効果は、

未成年の間に相手方の死亡や離婚により婚姻が解消しても消滅しない。

●婚姻の効果の財産的な側面

次に婚姻に伴う財産的な効果についてみてみよう。婚姻は共同生活だから、

夫婦のお互いの財産が共同で使用され、お互いの協力で財産が形成される。夢

子さんも、A夫と暮らす新居に、洋服ダンスや机、ベッドなどの家財道具を嫁

入り道具として持ち込んだ。これらの家具は婚姻中�人で使ってきた。一方、

新居のマンションはA夫が自分の名義で住宅ローンを組んで購入した。

民法は、法定の夫婦財産制度として、婚姻費用の分担に関する規定（760条）、

日常家事債務の連帯責任に関する規定（761条）および夫婦別産制の原則を定め

る規定（762条）の�か条を置いている。

●夫の物は夫の物、妻の物は妻の物―夫婦別産制（762条)

夫婦別産制（762条）とは、夫・妻それぞれ自分の財産は自分に帰属するとい

うことである。たとえば、婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財

産、自分で代価を払って購入した財産、自分で働いて得た賃金などは、その人

の特有財産（夫婦の一方が単独で有する財産）としてその人に帰属し、その人

が自分で管理する。これに対して、お互いに協力して形成した財産など夫婦の

どちらに属するかわからない財産は、�人の共有財産と推定される。

●婚姻共同生活のための生活費―婚姻費用分担義務（760条)

夫婦間には同居協力扶助義務があることを学んだが、具体的な生活費の支払

い分担に関する義務が規定されている。それが婚姻費用分担義務（760条）であ

る。婚姻共同生活から生じる費用は、それぞれが各自の収入に合わせて分担し

て支出する。家事労働という現物出資の形で分担してもよい。夫は生活費を

入れ、妻は家事をするという役割分業も、婚姻費用分担の一方法である。具体

的には、夫婦の衣食住に関する費用、教養娯楽費、子の養育費なども含まれる。

なお、妻のへそくりは、一般には婚姻生活費用として捻
ねん

出
しゅつ

された財産であっ

たが結果的に余って貯蓄されたものだから、夫婦の共有財産となる（銀行預金

として明らかに貯蓄しても、へそくりとして密かに貯蓄しても、婚姻費用とし

ては同じ）。これに対して、婚姻費用として拠出する必要がなかった財産で、

合意の上で認められた「小遣い」については、各自が自由に使用・処分できる。

第4章
愛は大切、だけど自分も大切

結婚、離婚、親子関係

53

民法760条

夫婦は、その資産、収入そ

の他一切の事情を考慮し

て、婚姻から生ずる費用を

分担する。

民法762条

�項 夫婦の一方が婚姻

前から有する財産及び婚姻

中自己の名で得た財産は、

その特有財産（夫婦の一方

が単独で有する財産をい

う。）とする。

�項 夫婦のいずれに属

するか明らかでない財産

は、その共有に属するもの

と推定する。
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●妻が買った贅沢品、誰が支払う？―日常家事債務の連帯責任（761条)

日常家庭生活の債務は夫婦相互の責任となるというのが、日常家事債務の連

帯責任（761条）である。このように考えないと、夫婦の一方と取引する相手方

が困ってしまう。スーパーの店員は、夢子さんが買う晩ごはんの食材につい

て、いちいちA夫に、「今晩はカレーらしくて、じゃがいも、人参、玉ねぎ、そ

れと3000円もする松坂牛のブロックを奥さんが買ってますけど、支払い大丈夫

ですよね？」と確認しなければ安心して取引できない。契約の相手方も、晩ご

はんの買い物だとか日常家事に関する取引については、夫か妻かではなく夫婦

双方と契約すると考えるのが普通だから、夫婦の一方と取引関係に立つ者を保

護するために、夫婦の共同責任（連帯責任）としている。この点、夫婦共働き

で、各自が固有の財産を持つ場合には、このような相手方保護の必要性も低い。

そうなると、次に問題となるのは、どういった買い物が日常家事の範囲に入

るかである。夢子さんが買うブランドバッグなどもすべて入るというのでは、

A夫もたまったものではない。婚姻生活を営む上で日常必要とされるものが

含まれ、衣食住の生活資材の購入、子の養育に必要なもの、家族の教養娯楽や

保険費用がこれに該当する。裁判例では、学習教材や寝具など日常家事的な商

品の購入であっても、家計の収入額に対してあまりに高額な商品であったりす

る場合に、日常家事の範囲外としたものがある。つまり、夫婦の収入、社会的

地位、教育環境なども、日常家事の範囲か否かの判断に影響を与えるというこ

とである。しかし、取引の相手方は、A夫の収入がいくらぐらいか、会社では

課長か部長かなどといったことを普通は知らない。だから、こういった主観的

な容易に知り得ない事情で日常家事の範囲内かどうかを判断されては取引の

安全を害する。平均的な月々の家計に支障を来さない程度、せいぜい�万円く

らいまでの商品購入や借金に限るという、客観的な基準による日常家事性の判

断を導入すべきとの説が主張されている。

では、夢子さんがA夫に相談せずに電子レンジを買い替えた場合について

はどうだろうか。婚姻生活を営む上で日常必要とされ、特別に高額でなけれ

ば、日常家事の範囲内となり、A夫にも支払義務が生じる。しかし、その電子

レンジが外国製のブランド物でプロ仕様のオーブン機能も付いた50万円もする

もので、A夫もまだ入社�年目のヒラ店長であった場合には、日常家事の範囲

外となり、A夫に支払義務は生じない（夢子さんのみに支払義務が生じる）。

⇨コラム 法定財産制と契約財産制

54

妻のものは妻のもの

夫のものは夫のもの別
々

夫婦別産制（民法762条)

↓

各
自
の
収
入
に

合
わ
せ
て
分
担

夫は生活費として

月○万円入れる

＋週末家事労働

日常家事の範囲内については

夫婦双方の責任であって、

別々でなく、分担区分もなし

日常家事債務の連帯責任

（761条)

↓

婚姻費用分担義務

（760条)

専業主婦の妻は家事

労働という現物出資

民法761条

夫婦の一方が日常の家事に

関して第三者と法律行為を

したときは、他の一方は、

これによって生じた債務に

ついて、連帯してその責任

を負う。ただし、第三者に

対し責任を負わない旨を予

告した場合は、この限りで

ない。
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もし子どもができたら（親子)

●母子関係と父子関係―親子関係の発生

成長途上にある子は�人で生きていけず、援助を必要とする。民法の家族法

分野の親子に関する法は、法律上の親子関係を確定し、その子のために親を確

保し、また、親がいない場合には後見人を確保することを目的とする。

自然の血縁に基づいて法的親子関係が生じる場合が実子であり、養育の意思

に基づいて法的親子関係が成立する場合が養子である。

法律上の実親子関係の発生について、後述のように、妻が婚姻中に懐
かい

胎
たい

した

子は夫の子と推定され（民法772条）、これにより父子関係が推定される（父性推

定という）。これに対して、婚外子の場合、その母子関係は、出産・分娩の事実

によって当然に発生するが（認知は不要）、父子関係のみ認
にん

知
ち

によって創設さ

れる。父が任意に認知しないときは、子は認知の訴えを提起することができる

（強制認知）。現在では、DNA鑑定によりほぼ100％の確率で父子関係の存在を

確定でき、裁判所でも利用されている。⇨コラム 非嫡出子差別禁止

●嫡出推定＝否認制度と再婚禁止期間

民法772条により、妻の婚姻中懐胎により夫の子と推定することを嫡
ちゃく

出
しゅつ

推
すい

定
てい

という。さらに、妻が婚姻中に懐胎したことの証明も簡単ではないため、民

法は、婚姻成立の日から200日を経過した後と、婚姻解消の日から300日以内に

出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定する（772条�項）。

嫡出推定はあくまで推定にすぎず、事実に反する場合はこの推定を争うこと

ができる（774条）。これが嫡出否認の訴えという制度である。この訴えは訴訟

に限定され（775条）、しかも、夫だけが子の出生を知って�年以内に提起できる

（777条）。親子関係の早期確定が、子のためになると考えられるからである。

第4章
愛は大切、だけど自分も大切

結婚、離婚、親子関係

55

column

法定財産制と契約財産制

夫婦の財産関係を法定財産制ではなく夫婦間の

合意（＝夫婦財産契約）に服させることができる

（755条）。この合意はプリナップ（婚前契約）と呼

ばれ、日本では芸能人や資産家が離婚に備えて行

うイメージだが、外国ではポピュラーである。夫

名義の婚姻住宅の単独処分を制限するとか、専業

主婦の結婚生活を保護する内容の合意もある。そ

れでは「夫婦間で一切扶養義務を負わない」とす

る合意は有効だろうか。公序良俗に反しない合意

であっても、夫婦の平等や個人の尊厳を害するよ

うな内容は許されない（2条）。中高年・高齢者の

再婚に限らず、若いカップルも婚姻費用分担につ

いて定めたり、外出するときは手をつなごうとか、

夫婦の財産関係とは直接関連しないようなことま

で定めていたりする。

民法772条

�項 妻が婚姻中に懐胎

した子は、夫の子と推定す

る。

�項 婚姻の成立の日か

ら200日を経過した後又は

婚姻の解消若しくは取消し

の日から300日以内に生ま

れた子は、婚姻中に懐胎し

たものと推定する。

民法900条

同順位の相続人が数人ある

ときは、その相続分は、次の

各号の定めるところによる。

�号 子及び配偶者が相

続人であるときは、子の相

続分及び配偶者の相続分

は、各�分の�とする。

�号 配偶者及び直系尊

属が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、�分の

�とし、直系尊属の相続分

は、�分の�とする。

�号 配偶者及び兄弟姉

妹が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、�分の

�とし、兄弟姉妹の相続分

は、�分の�とする。

�号 子、直系尊属又は兄

弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しい

ものとする。ただし、父母

の一方のみを同じくする兄
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する場合（AIH)
＊�

には、性交による生殖が人工的技術に代わっただけだから、＊4 AID は、Artificial In-

semination by Donorの略。

体外受精という方法で子を持つことができるようになった。＊3 AIH は、Artificial In-

semination by Husband の

略。

ところで、妻が婚姻中に懐胎した子に父性推定・嫡出推定が及ぶといっても、

夫婦が離婚を前提に別居している場合などにまで、夫の子と推定することはで

きない。このような「推定の及ばない嫡出子」については、推定を前提にした

嫡出否認の訴えは提起できず、親子関係不存在確認の訴えにより、その父子関

係を争うことになる。なお、離婚した女性は�か月間再婚できないとしていた

再婚禁止期間の規定（民法733条）については、最高裁が平成27年12月に、この規

定の100日を超える部分を憲法違反とした。⇨コラム 再婚禁止期間

●人工生殖

生殖医療の進歩により、夫または妻に不妊の原因がある場合に、人工授精や

夫に不妊の原因がある場合で、人工授精により、夫の精子を妻の胎内に注入

民法の嫡出推定の規定が適用され、夫が父となる。また、第三者の精子を妻の

胎内に人工的に注入する場合（AID)
＊�

も、妻が婚姻中に懐胎した子であるか

ら、夫の子という推定が働く。夫の精子が利用されていないが、現在の日本で

は、夫婦の合意の下でAIDが実施されている以上、子の出生前に夫が嫡出性の

承認（776条）をしたものとして扱い、推定される嫡出子とする。

妻に不妊の原因がある場合で、他の女性の卵子の提供を受けた体外受精を実

施する場合には、AIDの体外受精版となる。卵子の提供者と分娩者が分離する

ことになるが、AIDとの対比からみても、分娩した者を母とすべきである。

問題となるのが代理母の場合である。代理母が子を分娩するので、法律上の

56

民法774条

第772条の場合において、

夫は、子が嫡出であること

を否認することができる。

弟姉妹の相続分は、父母の

双方を同じくする兄弟姉妹

の相続分の�分の�とする。

民法818条

�項 成年に達しない子

は、父母の親権に服する。

�項 子が養子であると

きは、養親の親権に服する。

�項 親権は、父母の婚姻

中は、父母が共同して行う。

ただし、父母の一方が親権

を行うことができないとき

は、他の一方が行う。

民法820条

親権を行う者は、子の利益

のために子の監護及び教育

column

非嫡出子差別禁止 ひちゃくしゅつしさべつきんし

最高裁は、2013年、嫡出子と嫡出でない子（非

嫡出子・婚外子）の法定相続分を区別する民法900

条�号但書前段（「嫡出でない子の相続分は、嫡出

である子の相続分の�分の�とし」）が憲法14条

�項に違反するとの決定を、全員一致で下した（最

大決平成25年�月�日民集67巻�号1320頁）。こ

の大法廷決定を受けて、同年12月�日に民法が一

部改正され、900条�号但書前段は削除された。

大法廷決定の理由として、①社会の動向・家族

形態の多様化・国民意識の変化、②国際的状況（ド

イツやフランスなど欧米諸国で嫡出子と非嫡出子

の相続分差別を禁止する立法が制定され、また、

日本も批准する国際人権規約・児童の権利条約で

は、児童が出生によっていかなる差別も受けない

旨の規定がある）、③国籍法や戸籍の取扱いにお

ける嫡出子・非嫡出子の区別撤廃、④これまでの

判例における度重なる問題の指摘を挙げ、これら

を総合考慮すれば、家族という共同体における個

人の尊重がより明確に認識されてきたことは明ら

かであり、法律婚制度の下で父母が婚姻関係にな

かったという、子にとっては自ら選択ないし修正

する余地のない事柄を理由としてその子に不利益

を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、

その権利を保障すべきであるという考えが確立さ

れてきているとする。
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母は代理母となり、依頼主である妻は、子を養子として引き取るしかない。

また、この場合の父子関係については、たとえ依頼主である夫の精子が使わ

れた場合でも、妻が妊娠した子ではないので、認知なしに父子関係は成立しな

い。もし代理母が婚姻していれば、その代理母の夫からみれば、自分の妻が妊

娠したのだから、生まれてきた子は、代理母とその夫の子と推定されてしまう。

代理母の夫に、嫡出否認の訴えをしてもらわなければならない。

●子の保護―児童虐待の問題

未成年の子は親
しん

権
けん

に服し（818条�項）、嫡出子の場合には、父母の婚姻中は、

共同で親権を行使するのが原則である（共同親権）（818条�項）。父母の一方が

死亡したり離婚した場合には、父または母の単独親権となり、親権者がいない

場合には、後
こう

見
けん

が開始する（838条�号）。親権の内容は、身の回りの世話（身
しん

上
じょう

監
かん

護
ご

）（820条）と財産管理である（824条）。

最近、親などによる子の身体的 虐
ぎゃく

待
たい

やネグレクトが社会問題となってい

る。子の虐待に対しては、親
しん

権
けん

喪
そう

失
しつ

の手続をとることができる（834条）。ただ、

第4章
愛は大切、だけど自分も大切

結婚、離婚、親子関係

57
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再婚禁止期間

再婚については、女性にのみ離婚後�か月の再

婚禁止期間があった（民法733条）。この規定は、

再婚後に出生した子の父親が、前婚の夫か後婚の

夫かわからなくなるのを避けるためであり、�か

月あけておけば、外見的にも妊娠がわかるので、

前夫の子を宿していることを知らないで婚姻しよ

うとする、後夫を保護するものと説明される。し

かし、法律婚の再婚を禁止しても、事実婚の再婚

を阻止することはできないため、父性推定（772条

�項）の重複が生じる。ただそれならば、この再

婚禁止期間は、722条�項に従って判断するため

には、100日あればいいのではないか。そもそも

女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する

「法の下の平等」に反しないのか。これらの疑問

に対して最高裁大法廷平成27年12月16日判決は、

733条の100日を超える部分は違憲とした。判決を

受けて国は、733条を改正することになったが、再

婚禁止期間自体の廃止論も強い。

民法824条

親権を行う者は、子の財産

を管理し、かつ、その財産

に関する法律行為について

その子を代表する。ただ

し、その子の行為を目的と

する債務を生ずべき場合に

は、本人の同意を得なけれ

ばならない。

民法834条

父又は母による虐待又は悪

意の遺棄があるときその他

父又は母による親権の行使

が著しく困難又は不適当で

あることにより子の利益を

著しく害するときは、家庭

裁判所は、子、その親族、

未成年後見人、未成年後見

監督人又は検察官の請求に

より、その父又は母につい

をする権利を有し、義務を

負う。


