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民法（親子法制）等の改正に関する中間試案に対する意見書 

 

２０２１年（令和３年）３月１８日 

日本弁護士連合会 

 

はじめに 

 法制審議会民法（親子法制）部会は，「児童虐待が社会問題になっている現状を踏

まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに，いわゆる無戸籍者の問題を

解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す必要があると考えら

れる」として，その要綱を示すよう求める諮問第１０８号を受けて設置された。 

 このうち第１点目の懲戒権に関する規定については，民法（親子法制）等の改正

に関する中間試案（以下「中間試案」という。）に示されているいずれの案において

もその廃止が採用されており，先に施行された体罰禁止規定と相まって，児童虐待

の防止に資することが期待される。 

 これに対し，第２点目の嫡出推定制度に関する規定については，基本的に離婚後

３００日以内に出生した子を前夫の子と推定する現行法の枠組みを維持しつつ，(1)

婚姻後２００日以内に出生した子を新たに夫の子と推定する制度を導入した上で，

母が再婚し（再婚禁止規定は削除することが前提とされている。），離婚後３００日

以内で，かつ，再婚後２００日以内に出生した場合に，後者の推定を優先して後夫

の子と推定すること，(2)母や子も否認できるようにするなど否認を拡張すること

により対処しようという策が提案されている。 

 しかしながら，この案の効果は全くないとは言わないが，限定的であると考えざ

るを得ない。詳細は追って論じるが，(1)に関しては，母が法律上の婚姻をしなけれ

ば救済されない点で大きな限界があり，母が血縁上の父と何らかの理由で法律婚が

できない場合（例えば，血縁上の父が死亡したり，離別したり，婚姻中であったり

することが考えられる。），引き続き救済されず，母が出生届をためらうおそれは残

る。 

 (2)も救済の範囲を拡張する方向で働くことが期待できるが，それでも激しいＤ

Ｖなどにより前夫との関わりを持てない母にとって，前夫を相手方とせざるを得な

い否認権行使はなお高いハードルとなることは必至である。 

 また，離婚後３００日以内に出生した子を前夫の子と推定する枠組みを維持する

ことで，かえって難しい問題も生じるおそれがある。例えば，中間試案によれば，

前記のとおり母が再婚した場合，後婚による嫡出推定を優先させることにより解決

を図るが，そのために現在は嫡出推定がされない婚姻後２００日以内に生まれた子
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を夫の子と推定する制度を新たに導入することになる。しかし，かかる推定がない

現状において，社会的に問題が生じているというわけではなく（実務上，夫の子と

して届け出ることが認められている。），むしろ推定を新設することで，女性の妊娠

を知らずに婚姻した男性が図らずも父と推定される事態も生じかねない。また，別

の問題として，前婚による推定と後婚による推定が重なるとき後者を優先するが，

後婚による推定が否認された場合，前婚による推定が復活するか，推定復活を認め

るが故に前夫に後婚の夫に関する否認権を認めるかなどの問題が生じる。 

 諮問に立ち返って考えるとき，本当に離婚後３００日以内に出生した子について

前夫の子と推定する制度に固執する必要があるのか，強い疑問を感じざるを得ない。 

むしろ，離婚後３００日以内に生まれた子を前夫の子と推定することは，実務感覚

と大きく乖離していると言わざるを得ず，国民の多くが推定を支持する調査結果等

があるわけでもないことを考えると，かかる推定は甚だ根拠が薄いと言わざるを得

ない。 

 以上のとおりであるから，無戸籍者の発生を最小限に食い止めるため，離婚後３

００日以内に生まれた子に対する嫡出推定制度を撤廃した上で，法律上の親子関係

を確定させていく仕組みを全体的に見直すべきである。 

 

第１ 懲戒権に関する規定等の見直し 

１ 懲戒権に関する規定の見直し  

懲戒権に関する規定の見直しについては，次のいずれかの案によるものとする。  

【甲案】 民法第８２２条を削除する。  

【乙案】 民法第８２２条を次のように改める。  

親権を行う者は，その子に対し，第８２０条の規定による監護及び教育のために必要な

指示及び指導をすることができる（注１）。ただし，体罰を加えることはできない（注２）

（注３）。 

 【丙案】 民法第８２２条を次のように改める。  

親権を行う者は，第８２０条の規定による監護及び教育を行うに際し， 体罰を加えては

ならない。 

（注１）「指示及び指導」に代えて，「指示及び助言」とすることについて，引き続き検討す

る。  

（注２）（注１）において「指示及び助言」を採用した場合には，ただし書の規律を設けない 

ことも考えられる。  

（注３）【乙案】及び【丙案】における「体罰」は，㋐子に肉体的な苦痛を与えること，㋑そ

の肉体的苦痛が子の問題行動に対する制裁として行われることを要素とするものであ 
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り，殴る，蹴るといった暴力のみならず，例えば，長時間正座させること，食事を与

えないことなども含み得ることを前提としている。 

【意見】 

丙案に賛成するが，体罰だけでなくその他の残虐な又は品位を傷つける行為につ

いても禁止すべきである。具体的には，民法第８２２条を「親権を行う者は，民法

第８２０条の規定による監護及び教育を行うに際し，体罰その他の残虐な又は子の

品位を傷つける行為をしてはならない。」に改めるべきである。 

【理由】 

１ 日弁連は，２００９年（平成２１年）９月１８日に「児童虐待防止のための親

権制度見直しに関する意見書」を公表し，(1)民法に，「子は，暴力及び屈辱的方

法に拠らない養育を受ける権利を有する」という趣旨の規定を設けること，(2)民

法第８２０条に，監護教育権が子の利益のために行使されるべきであることを明

記するとともに，現行法では権利を先に，義務を後に記載されているが，義務を

先に，権利を後に改めるべきこと，(3)懲戒権について定める民法第８２２条を削

除することを，それぞれ提言した。また，２０１５年（平成２７年）３月１９日

に「子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶

を求める意見書」を公表し，民法の懲戒権規定（民法第８２２条）の削除を求め

るとともに，民法においても子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を

傷つける形態の罰を禁止することを求めた。 

民法の懲戒権規定は，子どもの虐待に対する親の弁解に利用され，虐待防止の

支障になってきた。今回，甲案から丙案まで，いずれも懲戒権を廃止するもので

あって，大きな意義があるものと考える。 

  その上で各案を検討すると，体罰禁止を規定する丙案が最も望ましい（もっと

も，体罰禁止のみでは足りないことは後述する。）。体罰禁止は児童虐待防止法に

も規定されたところであるが，親子関係の基本を定める民法にも規定することに

より，さらに一般的な効果が期待され，国民に対する明確なメッセージとなるも

のと思われる。 

２ これに対し，乙案は，「指示及び指導」などの文言を用い，「監護及び教育」に

際し，親権者が行うことができる行為を規定することで，親権者が子をしつける

ことが一切できなくなるといった危惧を与えないように配慮するものと思料する。 

しかし，そもそも通常の在り方で子をしつけることは，民法第８２０条の「監

護及び教育」に含まれると解することができる。それに加えて「指示及び指導」

ができるものと定めると，「監護及び教育」との違いがはっきりしない上，「監護

及び教育」を超えた何か特別の権限が与えられているかのような誤解を生じかね
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ず，最悪の場合，そこに懲戒権の残影のようなものが読み込まれないとも限らな

い。また，「指示及び指導」を「監護及び教育」の一方法と読むとしても，そうい

ったしつけは子の発達段階に応じて適当な方法によってなされるべきであり，「指

示及び指導」という言葉が常に適切とも限らない。こういったことは「指示及び

助言」とした場合にも同様に問題になり得る。 

よって，乙案には，積極的に賛成できない。 

３ 以上のとおり丙案が最も望ましいと考えるが，さらに体罰禁止に加え，体罰以

外の子どもに対する残虐な又は品位を傷つける形態の罰も禁止することを盛り込

むべきである。なぜなら，体罰という用語は身体的な行為を意味し，必ずしも身

体的な行為を伴わない暴言や脅迫，他のきょうだいとの著しい差別，屈辱的な養

育などは含まれないものと解されるところ，そういった養育方法も子どもの福祉

を害することに変わりはなく，禁止する必要性が大きいからである。 

この点，子どもの権利に関する条約（以下「子どもの権利条約」という。）３７

条(a)は，締約国は，「いかなる児童も，拷問又は他の残虐な，非人道的な若しく

は品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない」ことを確保するとし，同１９

条１項は，「締約国は，児童が父母，法定保護者又は児童を監護する他の者による

監護を受けている間において，あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力，傷

害若しくは虐待，放置若しくは怠慢な取扱い，不当な取扱い又は搾取（性的虐待

を含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法上，行政上，社会上及

び教育上の措置をとる。」と定めている。 

また，国際連合子どもの権利委員会（以下「国連子どもの権利委員会」という。）

は，一般的意見８号において「体罰その他の残虐な体罰その他の残虐なまたは品

位を傷つける形態の罰を民事法または刑事法において明示的に禁止することが必

要なのである」と指摘し（第３４パラグラフ），日本への第３回総括所見において

「家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で，子どもを対象とした体罰お

よびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること」

を強く勧告している（第４８パラグラフ(a)）。 

当連合会は，このような子どもの権利条約の趣旨等に鑑み，前記２０１５年意

見書において，民法においても，子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品

位を傷つける形態の罰を禁止することを求め，さらに，２０１９年（平成３１年）

４月１８日にも，「子どもの体罰等のない社会を目指した法改正を求める会長声

明」において，「体罰」に限定した禁止では不十分である旨の会長声明を発出した

ものである。 

これに対し，残虐又は品位を傷つける形態の罰といった文言では，その禁止範
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囲が不明確であり規定できないとの意見もある。 

しかし，諸外国などにおいては，例えば「親権は身体的暴力や精神的暴力を用

いずに行使される。」（フランス民法第３７１－１条第３項），「子は暴力によらず

に教育される権利を有する。体罰，精神的侵害及びその他の屈辱的な処置は許さ

れない。」（ドイツ民法第１６３１条第２項）などと定める例もある（補足説明８

頁（注４）（注５）を参照）。 

児童福祉法第３３条の１１は，いわゆる被措置児童等虐待に関し，「児童等の心

身に有害な影響を及ぼす行為」を禁止しているところ，禁止範囲の不明確さから

実務上支障を来しているという批判は聞かないし，むしろ児童福祉施設において

は子どもたちは「心身に有害な影響を及ぼす行為」から守られるのに，家庭にお

いてかかる行為から免れないのは不均衡と言わざるを得ない。 

また，仮に，文言に多少の曖昧さが残ったとしても，刑事罰を伴うものではな

く，親が心理的虐待等の行為を行ったからといって直ちに法律効果を生むわけで

もない点で，一義的な厳密さを求められる場面ではない。当該規定が，一般市民

へ「体罰その他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰は許されない」ということ

を伝えることが重視されるべき場面であり，そのために多少の曖昧さがあったと

しても，許されるものと思料する。 

よって，上記【意見】記載のとおりの禁止を盛り込むべきである。 

４ 「体罰」の内容については，運用上，前述の一般的意見８号に,「どんなに軽い

ものであっても，有形力が用いられ，かつ何らかの苦痛または不快感を引き起こ

すことを意図した罰」及び具体例が指摘されているから，参考とされなければな

らない。 

 
 ２ 監護及び教育に関する一般的な規律の見直し 

⑴ 懲戒権に関する規定の見直しに伴い，親権者の一般的な権利義務を定めた民法第８２０条

を次のように改める。 

 ① 親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う

（注１）。  

② 親権を行う者は，①の監護及び教育に際して，子の人格を尊重しなければならない（注

２）。 

⑵ 居所指定権を定める民法第８２１条及び職業許可権を定める民法第８２３条を見直すこ

とについては，慎重に検討する。  

（注１）「権利を有し，義務を負う」に代えて，「義務を負い，権利を有する」とすることに 

ついて，引き続き検討する。  
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（注２）児童虐待の防止等に関する法律第２条の「児童虐待」に当たるものはもとより，「児 

童虐待」に至らないものの，罵詈雑言等の子の人格を傷付けるような行為についても，

民法第８２０条の「監護及び教育」の範囲には含まれず，親権の行使として許容され

ないことを前提としているところ，②の規律を設けることにより，この点がより明確

になるものと考えられる。 

【意見】 

１ (1)及び(2)に賛成する。 

２ 「権利を有し，義務を負う」については，順序を変えて「義務を負い，権利を

有する」とするべきである。 

【理由】 

１ 子の人格尊重を明記することについて 

(1) 今回の見直しにおいて，民法第８２０条に，監護教育に際する子の人格尊重

が明記されるとすれば，当連合会としては大いに賛成するものである。 

   まず，第１の提案と併せての見直しがなされることで，体罰の禁止にとどま

らず，心理的虐待など子どもの人格を否定する不適切な関わりは全て許されな

いことが私法の一般法である民法に明記され，そのことは，国民一般に対する

明確なメッセージになると考えられる。 

   また，子どもの人格尊重という姿勢は，報道に見られるような悲惨な児童虐

待を予防することにつながり得ることはもちろん，日常の監護教育の場面にお

いても当然に守られるべきものである。ともすれば，「子の利益」や「子の人格

を尊重」することから離れ，親権者の独断，恣意，こだわりなどに従う形で，

子どもの監護教育をしてしまうリスクを，全ての親子が抱えていると言える。

また，親権者と子どもは，それぞれ異なる人格であるにもかかわらず，親子で

あるがゆえに，物事に対する同じ価値観，同じ感じ方を有するような思い込み

に陥ってしまうリスクも同様である。これらのリスクに陥ることを可及的に避

けるために，親権者は，日常の中で子どもの監護教育をするに当たり，その指

示や指導，助言などが真に子どもの人格を尊重してなされているものかどうか，

常に意識をする必要がある。 

   加えて，子ども自身も，自分の人格が尊重されるべきものであることを民法

の規定から知ることができ，自分がかけがえのない，尊重されるべき人格を有

する人間であるという肯定的な意識を作る一助となり得る。このような自己を

肯定する意識は，同じくかけがえのない他者を肯定し，尊重する発想を醸成す

ること，ひいては多種多様な人間による多文化共生社会を維持発展させること

にもつながり得るといえる。 



7 
 

(2) 以上に対し，既に存在する「子の利益のために」という文言に加えて，「子の

人格を尊重」という文言を追加する必要はないという意見があり得る。 

しかし，「子の利益のため」，例えば子どもをしつけ，教育するためというこ

とを口実に，程度を問わず，子どもへの体罰や体罰以外の品位を傷つける行為

が繰り返されてきている現実が少なからず存在することが，「子の利益のため

に」という文言のみでは規定として不十分であることを物語っていると言わざ

るを得ない。また，何よりも，親権の総則規定である民法第８２０条において，

親とは異なる，１人の個人としての子どもの人格尊重を明記することは，憲法

第１３条に規定される個人の尊重の趣旨が親子関係においても当然に妥当し，

親権行使の名の下に「子の人格」が蔑ろにされることのないよう，全ての親権

を行使する者に対する改めての注意喚起となり，有意義なものとなる。 

２ 親権概念及び「親権」「権利」という文言について 

  ここまで述べたように，親権に関する総則規定である民法第８２０条に「子の

人格」を尊重することを明記することは，大いに意義のあるものといえる。 

他方で，現在の同条の規定ぶりそのものにも問題がある。 

そもそも，「親権」は，少なくとも子どもに対する
．．．．

権利ではない。学説上も，例

えば，「親権の権利性を語るとしても，子を親権の客体というような意味で，それ

を語ることは適当ではない。所有権が所有物に対して有する権利としての意味と，

親権者が子について親権を有する（子が親権に服する）ということの意味は，異

なるはずである。ただ，その上で，なお親権の権利としての側面を語るとすれば，

それは，社会や国家との関係における権利としての性格だということになると考

えられる。」（窪田充見『家族法』２９１頁（有斐閣，第４版，２０１９年））など

と整理されている。つまり，「親権」は，社会や国家との関係では，親権者に一定

程度の裁量が認められ，不合理な介入・干渉を受けないという意味での権利では

あるものの，子どもとの関係では，親権者のための権利ではないし，子どもは権

利の客体ではない。更にいえば，「親権」は，子ども自身が親権者や社会に対して

養育等を求める権利の反射的効果として，あるいは，その権利の代行者としての

親権者に認められている権限と捉えられるべきである。 

しかしながら，世の中には一定程度「親権」についての誤解が存在し，その悪

影響が無視できない状況にある。意識的にせよ潜在的にせよ，子どもを支配の対

象又は権利の客体と捉えて加えられる同居の親権者からの虐待ばかりでなく，例

えば，別居中の夫婦において，子どもを監護していない親権者が，「親権」を根拠

に，まるで物に対する支配権であるところの所有権と同様に絶対的なものとして，

子どもの利益や人格を考慮しないまま，子どもとの面会や子どもの監護を強硬に
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主張するようなケースが少なからず存在する。 

かかる状況が生じてしまうのは，「親権」の規定に一因があるように思われる。

すなわち，現行の民法第８２０条は「監護及び教育をする権利を有し，義務を負

う」として，一般的な語感からは親権者の子どもに対する「権利」が規定されて

いるかのように読めてしまうところに誤解を生じさせてしまう原因があると思わ

れる。 

  このような実情に鑑みれば，誤った捉え方がされてしまう余地のある「親権」

という文言を改め，例えば「親権」を「親責任」という概念に再構成した上で，

子どもの権利条約第５条に倣い「責任，権利及び義務」とする，あるいは少なく

とも社会や国家に対する限度での権利であることを明示するなどの工夫も，本来

は，検討されるべきである。 

３ 文言の順序の変更について 

仮に上記２において述べたような「親権」の再構成などの見直しがなされない

場合であっても，少なくとも，①について，［義務を負い，権利を有する］と規定

の順序を改めるべきである。 

親権を行う者が有するのは，あくまでも子どもの利益のためにという目的を前

提とした，監護及び教育をする権利義務であり，親権を行う者による子どもに対

する支配権のようなものではないことは，先に述べたとおりである。平成２３年

の民法第８２０条改正は，このような趣旨を明文化したものである。 

この平成２３年の改正に加えて，［義務を負い，権利を有する］と規定の順序を

改めることは，親権が，親権を行う者の「権利」というよりは，子どもに対する

「義務」という責任の面に重きがあることを文言としてより明確に国民に示すメ

ッセージとなる（２０１０年（平成２２年）９月３日「『児童虐待防止のための親

権に係る制度の見直しに関する中間試案』に対する意見書」第３の１を参照）。 

４ さらに，民法第８２０条について，子どもの権利条約の原則・規定を反映した

児童福祉法第２条１項のように，例えば，「親権を行う者は，子の年齢及び発達の

程度に応じて，子の意見を尊重し，その最善の利益を優先して考慮して，子の監

護及び教育をする」とすることも養育における子どもの権利保障を進めることに

資すると思われる。 

  また，国連子どもの権利委員会が一般的意見・総括所見で繰り返し求める積極

的・非暴力的・参加型の形態の子育ての促進（一般的意見８号パラ３８，第２回

総括所見パラ３６（b），第３回総括所見パラ４８（c）,第４・５回総括所見パラ

２６（b））を国が行うことを民法の家族法部分に規定することにより，体罰など

によらない子育てを推進することも検討に値する（ニカラグア・ホンジュラス・
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ウルグアイの家族法・民法参照）。この点は，厚労省「体罰等によらない子育ての

ために」において，文末脚注Ⅹ（２１頁，２２頁）にも掲載されている（法制審

議会民法（親子法制）部会参考資料１０－１（3））。 

 

第２ 嫡出の推定の見直し 

１ 嫡出の推定の見直し 

民法第７７２条の規律を次のように改める。 

① 妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推定する。妻が婚姻前に懐胎した子であっても，妻

が婚姻の成立した後に出産した子であるときは，同様とする。  

② 婚姻の解消又は取消しの日から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（注）。 

③ 婚姻の解消又は取消しの日から３００日以内に生まれた子であって，妻が前夫以外の男性

と再婚した後に出生したものは，①及び②の規律にかかわらず， 再婚後の夫の子と推定

することとし，その適用範囲については，次の２案を引き続き検討する（注）。  

【甲案】一律に再婚後の夫の子と推定する案 離婚及び死別による婚姻の解消並びに婚姻の取

消しの場合に適用する。  

【乙案】前夫の死亡の場合を除き，再婚後の夫の子と推定する案 離婚による婚姻の解消及び

婚姻の取消しの場合に適用し，死別の場合には適用しない（前夫の子と推定する。）。  

（注）子の出生時に妻が前夫以外の男性と再婚していないときにも，前夫の子と推定しない

こと（例えば，①について「妻が婚姻中に出産した子は，夫の子と推定する。」とし，②，

③の規律を設けないなど）については，その子と前夫との間に生物学上の父子関係がある

蓋然性の有無や，離婚後に生まれた子に当然には法律上の父が確保されないことになるこ

と等に留意しつつ，引き続き検討する。 

【意見】 

１ ①のうち，「妻が婚姻前に懐胎した子であっても，妻が婚姻中に出産した子であ

るときは，同様とする」については，引き続き検討すべきである。 

２ 婚姻の解消又は取消しの日から３００日以内に生まれた子を前夫の子と推定す

べきでない。したがって，②及び③の規定を置かず，①前段のただし書きとして，

「ただし，婚姻の解消又は取消しの日以後に生まれた子はその限りではない。」と

規定すべきである。なお，婚姻の成立の日から２００日を経過した後，婚姻の解

消又は取消しの前に生まれた子は，引き続き婚姻中に懐胎したものと推定するこ

とは前提である。 

婚姻の解消後の推定につき，死別による場合については，推定を残すべきかど

うか引き続き検討すべきである。 
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３ 万一，婚姻の解消又は取消し後に出生した子について前夫の子との推定を維持

する場合，次のように考える。 

(1) 無戸籍問題の要因に鑑み，前夫の関与なしに推定を覆す方策を認めるべきで

ある。 

(2) ３００日という期間の妥当性について検討すべきである。 

【理由】 

１ 中間試案の考え 

現行法では，婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子が前夫の子と

推定され，かつ，その推定を覆すことが容易でないことから，前夫の子として推

定されることを回避したい母が出生届をためらい，もって，少なからぬ無戸籍者

が生じているとされている。 

中間試案は，この問題を解決するために，婚姻解消後３００日以内に生まれた

子を前夫の子と推定する現行の民法第７７２条の基本的な構造は維持しつつ，現

在，推定されない婚姻後２００日以内に生まれた子に推定を及ぼす仕組みを新た

に導入したうえで，婚姻の解消又は取消しの後３００日以内に妻が再婚し（ただ

し，法律婚に限る。），その再婚後で，かつ，婚姻の解消又は取消し後３００日

以内に生まれた子については，例外的に，前夫の子ではなく再婚後の夫の子と推

定することによって，婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子のうち

一定程度について，前夫の子とする推定を排除し，もって無戸籍児の発生を予防

しようというものと考えられる。 

２ 中間試案の問題点 

(1) 無戸籍解消は極めて限定的となること 

しかしながら，中間試案の示す対策は，限定的な効果しかないと言わざるを

得ない。 

すなわち，結局のところ，母が法律上の婚姻により再婚しなければ救済され

ない点に大きな限界がある。現在，家族が多様化し，必ずしも法律婚にとらわ

れないカップルが広がっていることは世界的な傾向であり，日本においても社

会的に受け入れられている。にもかかわらず，救済を法律婚に限ることは，立

法政策上，時代にそぐわないと思われるうえ，「前夫以外の男性と法律婚をしな

ければ前夫の推定が維持される」とするのは婚姻の在り方に関する当事者の選

択を狭める結果になる。また，母が血縁上の父と何らかの理由で法律婚ができ

ない場合（例えば，血縁上の父からＤＶを受けている，血縁上の父の死亡，血

縁上の父が別の女性と婚姻中である，あるいは法律婚に至る前に母と血縁上の

父との関係が破綻しているなどが考えられる。），引き続き救済されず，母は出
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生届をためらうおそれが残る。実際に，無戸籍が解消できない当事者のうち，

上記の各理由によって血縁上の父の協力が得られないケースは相当数あるのが

無戸籍問題に携わる弁護士の実感であり，救済は極めて限定的とならざるを得

ない。 

そもそも，本意見書の冒頭で指摘したように，今回の法制審議会は「無戸籍

者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す必要

がある」との諮問を受けたものであり，無戸籍の問題が解消し得る法制度を目

指す必要がある。この点，法制審議会民法（親子法制）部会資料では，現行法

において無戸籍となる理由として，①唯一の否認権者である（前）夫の協力が

得られない，②調停・訴訟手続によることは労力，時間及び費用がかかり，母

にとって負担となる，③婚姻中にＤＶ被害を受けたなどの事情により（前）夫

に住所を知られたくない，④同様の事情により，（前）夫に出産の事実を知られ

たくないといった点を指摘する。このうち，否認権者の拡大により①は解消し

得るが，②〜④は推定制度そのものを見直さなければ解消は困難である。また，

法務省が把握している無戸籍の現状に関するデータによれば，令和元年９月１

０日までの集計において未だ無戸籍が解消できていない８２１人のうち約７

８％の６３９人が，その理由として「（前）夫の嫡出推定を避けるため」として

おり（法制審議会民法（親子法制）部会資料３・３頁の注１），推定について現

行法を維持することの限界を明らかにしているのであって，再婚した場合のみ

救済するという限定的な解決にとどめるべきではない。 
(2) 前夫の子である蓋然性は非常に低いこと 

離婚紛争に関わる多くの弁護士にとって，協議により離婚に至ったケースで

あっても，また明確な別居がなかったケースであっても，離婚となったケース

においては離婚より相当前から婚姻関係が破綻していることがほとんどだとい

うのが実感である。協議離婚そのものは離婚届を提出すれば済むとはいえ，現

実には婚姻関係が破綻してから離婚に至るまで長いプロセスがあるものである。

そのように考えると，そもそも離婚後３００日以内に出生した子が前夫の子で

ある蓋然性は非常に低い。 

このように考えると，離婚後３００日以内に生まれた子を前夫の子と推定す

ることは，実務感覚と大きく乖離していると言わざるを得ない。 

よって，少なくとも離婚による婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生ま

れた子について，前夫の子と推定する現行の仕組みを残すべきでない。 

３ 推定を維持する考えに対する反論 

これに対し，推定を維持する考えの背景には，出生時に法律上の父が存在して
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いることが子の利益にとって望ましいという考えがある。 

しかし，前夫と子に血縁がある場合には，前夫側も自らの子であると認識しそ

のための手続に協力する場合が少なくないと考えられ，その場合は，胎児認知を

行う，離婚を出生後に行うなどの方策を取ることが可能である。他方，血縁があ

るにもかかわらず協力を拒む場合は前夫に対する強制認知の手続を要することに

なるが，現行法において養育費の支払いを拒否する当事者とほぼ重なると思われ，

そうした前夫に対しては現行法においても養育費の支払いを求めて調停等の申立

てを行っていることから，認知の手続を要するとしても子や母側に極端に過剰な

負担を負わせることにはならない（なお，強制認知の手続において，ＤＮＡ鑑定

を実施することにより前夫と血縁があることは明らかになるほか，仮に前夫がＤ

ＮＡ鑑定を拒否する場合であっても，婚姻の解消又は取消しの後から時間を経ず

に出生していることや正当な理由なく拒否していることなどの間接事実によって

妥当な判断は得られると思われる。）。少なくとも，推定を維持した場合において，

ＤＶなどにより前夫との関わりを避けたい母に前夫に対する否認等の手続を要す

るとした場合の母の負担（心理的なものも含む。）と，推定を排除した場合におい

て，前夫に対して認知を求めなければならないという母の負担を比較すると，前

者の方が大きいのは明らかである。前夫との関わりを避けたい当事者が現に存在

しており，無戸籍問題の大きな要因の一つとなっている現実及びその解消が今回

の改正で求められていることを十分に踏まえることが必要である。 

４ 推定を否定する場合の規定の在り方 

婚姻の解消又は取消し後に出生した子について前夫の子と推定すべきではない

とした場合，規定の仕方としては，①婚姻中に出生した子を夫の子と推定する，

②婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定した上で，婚姻の解消又は取消し後に出生

した場合は例外とする，の２通りが考えられる。 

いずれの規定振りが望ましいかは，婚姻後２００日以内に出生した子をどう扱

うか（後記５で述べる。）にも関連するものの，①は出生主義，②は懐胎主義につ

ながる。この点，現行法は懐胎主義を採用しているところ，その考え自体を否定

する必要はないこと，婚姻の解消又は取消し後に出生した子について前夫の子と

推定しない理由としては前夫と血縁がある蓋然性が低いという点にあること，懐

胎主義を前提とする外観説は婚姻中出生の場面においてなお有用と思われること

からすると，②の考えがより適切ではないかと考えられる。 

５ 死亡による婚姻の解消の場合について 

死亡による婚姻の解消後３００日以内に生まれた子については議論が分かれる

ところである。 
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一般的に言えば，死別の場合，それまでに婚姻関係が破綻していたと解すべき

理由はないため，死別後３００日以内に生まれた子については死亡した夫の子と

推定することが合理的であるように思われる。また，推定が及ばないと，相続人

としての権利主張に支障を来すという懸念もある。 

もっとも，中間試案のように再婚した場合に前夫の子の推定を排除する考え方

を採用する場合，死別後３００日以内に妻が再婚した場合，死別前に婚姻関係が

破綻していたことを示すものと捉え，前夫の子としての推定を排除することを支

持する意見もある。 

この点は，パブリックコメントの結果も踏まえ，引き続きよく検討するべきで

ある。 

６ 婚姻後２００日以内の改正の必要性について 

ところで，中間試案が，「妻が婚姻中に懐胎した子でなくても，妻が婚姻中に出

産した子であるときは，同様とする」として，婚姻後２００日以内に生まれた子

についても，新たに推定を及ぼすこととしているのは，一つは婚姻の解消又は取

消し後３００日以内に生まれた子のうち，母が法律上の婚姻により再婚したもの

について前夫の子としての推定を排除するためであるが，もう一つは，婚姻前に

懐胎し，その後婚姻に至るケースも相当程度存在するなか，婚姻後２００日以内

に生まれた子に推定を及ぼし，誰でもいつまでも親子関係を争えるような現状を

変え，子の地位を安定させる意図もあるように思われる。 

しかしながら，前者については，上記２に述べたとおり，そもそも法律婚だけ

を救済する仕組み自体に疑問がある。また，後者については，約５５年間にわた

って実親子と同様の生活実態があったケースについて同胞からの親子関係不存在

請求を権利濫用に当たる可能性があるとした最高裁判所平成１８年７月７日判決

（民集６０巻６号２３０７頁）など，権利濫用を軸とした判例理論が形成されつ

つあるところであり，直ちに対応が必要かどうか疑わしい。 

婚姻後２００日以内に出生した子について推定されないものとしつつ，夫の嫡

出子としての届出も認めている現行法下の実務においては，実情に応じた柔軟な

対応が可能となっており，実際の不都合は生じていない。そうすると，このよう

な対応の要否については，立法事実の有無も含めて，さらに十分に検討すること

が望ましい。 

７ 仮に推定を維持する場合について 

他方，仮に中間試案の②のとおり，婚姻の解消又は取消し後に出生した子につ

いて前夫の子との推定を維持する場合，大きな問題の一つとして，否認権を認め

たとしても前夫との関わりを避けたい当事者はこれを行使することができず無戸
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籍問題の解消が極めて限定的になる点にある（これ以外にも後記するように前夫

に否認権を認めるなどの論点が出るなどの問題が生じる。）。 

諮問が無戸籍問題の解消とされる以上，その実現の観点からは，前夫との関わ

りを避けたい当事者に配慮した整備が不可欠である。そのため，現行法下では外

観説の要件を満たした場合にのみ可能とされている血縁上の父に対する強制認知

の手続を婚姻解消後においては広く認めるなど，前夫の関与なしに推定を覆す方

策を採ることが必須である（推定される以上前夫の手続保障の観点から難しいの

であれば，それは推定を及ぼすことからくる不合理であり，翻って推定を否定す

る方向で考えるべきである。）。 

この点，中間試案の補足説明では，「生物学上の父子関係の蓋然性の有無のみに

よって，離婚後に生まれた子についてのみこのような例外を設けることは，生物

学上の父子関係を過度に重視することになり，その合理性には疑問があるとも考

えられる」と述べている（２５頁）。しかし，婚姻解消後においては，前夫が生物

学上の父である蓋然性が低いだけでなく，前夫による養育意思も乏しく，さらに

前夫による養育環境もない点で婚姻中とは大きく異なるのであり，婚姻中と同程

度の強い推定を及ぼし嫡出否認以外の方策を認めないとする合理性はないと言わ

ざるを得ない。このような点で，仮に推定を維持するとしても父子関係を基礎づ

ける事情が婚姻中とは大きく異なること，前夫と関わりを持つことを避ける当事

者が少なくなく無戸籍の要因となっていること，再婚した場合のみ救済するとす

るのは狭すぎることに鑑みれば，少なくとも強制認知の手続によって推定を覆す

ことを認めるべきである。 

また，正期産は妊娠３７週から４１週（２５９日から２８７日）とされており，

起算日が最後の生理開始日とされていることからすると，現実の妊娠日数は上記

日数より更に少ない。そうすると，離婚直後に懐胎した場合には，３００日以内

に出生する可能性が相当程度高くなり，前夫の子と推定され，離婚後懐胎の証明

などの手続を要することになってしまう。そのため，前夫の推定を残す場合には，

３００日が果たして妥当であるかについても，検討するのが望ましい。  

 

 ２ 再婚後の夫の子であるという推定に対する嫡出否認の効果 

否認権者（注１）の否認権の行使により再婚後の夫の子であるという推定が否認されたとき

は，再婚後の夫と子との間の父子関係は出生の時に遡って消滅し，子は出生の時から前夫の

子と推定することとする（注２）。  

（注１）再婚後の夫，前夫，子，第４・２の【乙案】の母を想定している。  

（注２）民法第９１０条（相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権）を参考として， 
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前夫についての相続の開始後，再婚後の夫の子であるという推定が否認されたことに

よって前夫の相続人となった子が遺産の分割を請求しようとする場合において，他の

共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは，価額のみによる支払の請求権

を有するとすることについては，引き続き検討する。 

【意見】 

反対する。 

【理由】 

１ 本意見の趣旨 

仮に，第２の１の②において婚姻解消後３００日以内に出生した子について前

夫を父と推定することを維持したとしても，再婚後の夫との父子関係が否認され

た場合に，遡及的に前夫の子と推定すべきではない。 

また，第２の１の②において婚姻解消後３００日以内に出生した子について前

夫を父と推定すべきではないとする本意見書の立場からは，かかる推定がなされ

ない場合においても，再婚後の夫との父子関係が否認された場合には，遡及的に

前夫の子と推定されないことは，当然である。 

それゆえ，中間試案については，上記のとおりに，反対するものである。 

２ 中間試案の議論の対象 

中間試案は，第２の１の②において「婚姻の解消又は取消しの日から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」とし，前夫と父と推定

しつつ，同①の「妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子とする。妻が婚姻前に懐胎

した子であっても，妻が婚姻中に出産した子であるときは，同様とする。」を優先

して適用し，離婚後の再婚を経て離婚後３００日以内に出生した子について，再

婚後の夫を子の父と推定する。 

 かかる試案を前提に，第２の２は，子の再婚後の夫との父子関係が否認された

場合に，それがどのような効果を有するとすべきかが，中間試案の議論の対象で

ある。 

３ 婚姻解消等後３００日以内の父子関係推定に反対であること 

そもそも，第２の１の②において「婚姻の解消又は取消しの日から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」ことを前提とする点にお

いて，反対する。その理由は，第２の１において既に述べたとおりである。 

かかる考えからは，そもそも前夫の子との推定はなされていないことから，再

婚後の夫と子の父子関係が否認された場合であっても，前夫の子との推定が生じ

ることにはならない。 

４ 仮に前夫の父子関係の推定を認めるとしても復活は妥当ではないこと 
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仮に，第２の１の②の「婚姻の解消又は取消しの日から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」とし，前夫を子の父と推定するとし

ても，同①により，再婚後の夫の子としたのに対して，かかる父子関係が否認さ

れた場合において，前夫を子の父とする推定を復活させることは，論理必然では

ない。 

すなわち，再婚後の夫と子の父子関係が生じたことにより，前夫との父子関係

の推定は法的に遮断され，排除されると考え，再婚後の夫との父子関係が否認さ

れたとしても，かかる前夫を父と推定する効果の復活を採用しないことは立法論

として十分採用し得る。 

また，婚姻解消後３００日経たない間に，子の出生前に再婚する場合は，一般

的にもはや前夫の子である蓋然性は極めて低いのであり，前夫による養育意思も

養育環境も期待されないことからすると，実質的にも再婚の時点で推定は消滅す

ると考えて差支えない。 

これに対し，前夫の推定の復活を認めると，再婚後の夫の推定について前夫の

否認権行使を認めることやその要件，前夫への通知など制度をより複雑なものと

せざるを得なくなり，それは必ずしも子をはじめとする当事者の利益に資すると

は思われない。さらに，一旦，再婚後の夫を子の父と推定しながら，その否認に

よって，前夫との父子関係が復活する可能性があることは，母に前夫に対する法

的対応を取ることを強いることとなって，再婚を選択するインセンティブを下げ

る方向に働く上，無戸籍解消防止という本法制審における立法目的，すなわち，

母が，子の出生届出による戸籍登録を躊躇するきっかけを可能な限りなくそうと

する観点に対してマイナスに働く。 

５ 父子関係の推定の復活を認める必要はないこと 

前夫の権利利益の保護の観点からは，前夫のうち，現実に父子関係を有し得る

者に限定して救済の余地を与えれば足りる。すなわち，子と血縁がある前夫とし

ては，第６の３の認知制度の見直しにかかる中間試案に従い，自ら，任意認知あ

るいは当該子との血縁関係を立証して強制認知を行うことが可能であり，前夫と

子の父子関係を復活させる必要はない。 

このことは，第２の１の②において婚姻解消後３００日以内に出生した子につ

いて前夫を父と推定すべきではないとする本意見書の立場からは積極的に評価し

得ることはもとより，第２の１の②において婚姻解消後３００日以内に出生した

子について前夫を父と推定することを維持する立場においても，その後の母の再

婚に起因して本則である第２の１の①（出生時の母の夫を父とする）を適用する

ことによって，前夫との父子関係の推定は法的に遮断され，排除されるから，再



17 
 

婚後の夫との父子関係の否認後は，前夫においても認知により父子関係を構築す

るとする制度を設けることは，十分に許容される。 

６ 子に父が存在しない状況についての再反論 

離婚後３００日以内に出生した子について，前夫を父と推定しないこととし，

あるいは，本提案において，再婚後の夫のとの父子関係が否認された場合に前夫

との父子関係の推定が復活しないとした場合，「子に父が存在しない状況が生じ，

子にとって安定した父子関係が早期に生じないこととなる」し，「本来，血縁関係

があり父となるべきものについて，父としての地位や責任を回避する余地を与え

る懸念がある」との指摘があり得る。しかしながら，前記第２の１の理由３で述

べたとおり，胎児認知を行う，離婚を出生後に行うなどの方策を取ることが十分

可能である。 

これについては，何より，国民が親子に関する法制度を十分理解できることが

不可欠であるが，法改正が成立した後には，法教育の充実などにより十分実現可

能である（そもそも，現在の無戸籍問題については，国が国民に対して，法制度

を十分理解できるよう対応していないために，国民が自己の権利を自ら十分に守

ることができていないことも要因の一つである。）。 

 

第３ 女性の再婚期間の見直し 

女性の再婚禁止期間に関する民法第７３３条の見直しに関して，次の２案のいずれかによ

るものとする。  

【甲案】第２・１の③の【甲案】を前提にするもの  

民法第７３３条を削除する。  

【乙案】第２・１の③の【乙案】を前提にするもの 

 ① 民法第７３３条を削除する。 

 ② 前夫の子であるという推定と再婚後の夫の子であるという推定とが重複する場合に

は，父を定めることを目的とする訴えにより父を定めることとする。 

【意見】 

民法第７３３条を削除するべきである。 

【理由】 

１ 第２の１③において【甲案】に賛成する立場では，父子関係推定の重複により

父が定まらない事態は生じないことになり，再婚禁止期間を定める民法第７３３

条は必要がなく削除されるべきである。 

２ 仮に，第２の１③における【乙案】を前提にするとしても，父子関係推定の問

題を女性の再婚禁止期間によって解決するべきではない。医療・科学技術が発達
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した今日において，再婚禁止という方法によらなくても，子の父子関係を確定す

ることは容易になっている。再婚禁止期間は，女性の婚姻の自由を侵害するもの

であり，廃止すべきである。 

３ 父を定めることを目的とする訴えをしなければならなくなることは，手続の

負担を課すことにはなるが，そのために，前婚で懐胎しているかどうか，後婚

で子どもを産む意向であるか否かを問わず，全ての再婚に禁止をかけることは

行き過ぎである。 

４ そもそも，民法第７３３条は，女性にのみ婚姻の自由を侵害するもので合理

的根拠を欠く。憲法第２４条１項，１４条１項，女性差別撤廃条約等に反して

おり，女性差別撤廃委員会から数回にわたって，削除を求める勧告がなされて

いるのみならず，１００日を超える再婚禁止期間を違憲とした最高裁判決（最

判平成２７年１２月１６日民集第６９巻８号２４２７頁）でも，父性推定の重

複回避のためではあっても，一律に再婚禁止期間を定めることの合理的根拠に

関して，１人の反対意見，７人の補足意見による問題の指摘があり，削除され

るべきである。 

 

第４ 嫡出否認制度の見直し   

１ 夫の否認権の見直し  

夫の否認権については，その行使期間に関する民法第７７７条を見直し，夫が提起する嫡

出否認の訴えは，夫が子の出生を知った時から【３年】【５年】以内に提起しなければなら

ないものとするほかは，現行法のとおりとする。 

【意見】 

行使期間については，子の出生を知った時から５年以内とすべきである。 

【理由】 

夫は，単に生物学上の父子関係の有無だけでなく，生物学上の父子関係の不存在

を知った又は疑った時期，父子関係の不存在についての確信の程度，確信に至る経

緯，従前の夫婦関係，夫婦の婚姻関係を継続する意思の有無，生まれた子を養育す

る意思の有無など様々な事情を考慮して否認権を行使するか否かを決断すること，

及び家事調停の申立てや人事訴訟の提起に一般的に要する期間や，離婚等の関連す

る紛争の解決に要する期間等を考慮すれば，十分な期間としては，５年程度が必要

と考えられる。 

父子関係の早期安定の要請からすれば，期間を３年とすることも考えられるもの

の，必ずしも，出生時から父子関係の不存在について疑念を抱くとは限らないこと

からすれば，実質的な考慮期間と，子の地位の早期安定の双方のバランスとしては，
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義務教育開始の年齢までには確定させることが相当である。 

 

２ 子及び母の否認権の新設  

夫にのみ否認権を認める民法第７７４条を見直し，子又は母にも否認権を認めるものとし，

その具体的な規律については，子が未成年の間にこれらの否認権が行使されることを前提に,

次の２案のいずれかによるものとする（後注）。  

【甲案】未成年の子の否認権を認める案（母の否認権は認めない。） 

 ① 民法第７７２条の場合（注１）において，子は，自らが嫡出であることを 否認するこ

とができる。  

② ①の否認権は，夫に対する嫡出否認の訴えによって行う。 

 ③ 子の母又は子の未成年後見人は，その子のために，②の訴えを提起することができる（注

２）。  

④ ②の訴えは，子の出生の時から【３年】【５年】以内に提起しなければならない。  

【乙案】未成年の子の否認権及び母の否認権を認める案  

⑴ 未成年の子の否認権（注３）  

① 民法第７７２条の場合において，子は，自らが嫡出であることを否認することができ

る（【甲案】の①と同じ）。  

② ①の否認権は，夫に対する嫡出否認の訴えによって行う（【甲案】の②と同じ）。  

③ 子の親権を行う母又は子の未成年後見人は，その子のために，②の訴えを提起するこ

とができる。  

④ ②の訴えは，子の出生の時から【３年】【５年】以内に提起しなければならない（【甲

案】の④と同じ）。 

 ⑵ 母の否認権  

① 民法第７７２条の場合において，母は，子が嫡出であることを否認することができる。 

 ② 母の否認権は，夫に対する嫡出否認の訴えによって行う。  

③ ②の訴えは，子の出生の時から【３年】【５年】以内に提起しなければならない。  

（注１）第２・１による見直し後の民法第７７２条を想定している。以下同じ。  

（注２）子の親権を行わない母が②の訴えを提起することの相当性について引き続き検討す

る。  

（注３）母に否認権を認めることとした場合に未成年の子の否認権を認めるか否かについて

は，引き続き検討する。  

（後注）成年等に達した子の否認権の行使期間については，子が自らの判断で否認権を 行使

することを認めるべきかという観点から，第５において更に検討する。 

【意見】 
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１ 乙案に賛成する。 

２ 行使期間はいずれも５年とすべきである。 

【理由】 

１ 未成年の子の否認権について 

(1) 子は父子関係の当事者であり，母の夫との間に生物学上の父子関係がない場

合に，子から否認権を行使することが認められるべきである。未成年の子の場

合，自分自身で判断することや，訴訟手続をとることはできないとしても，法

定代理人により権利行使することにより，法律上の父子関係を早期に修正する

機会を持つことができる。 

(2) 行使する者（③）について  

子の否認権を子のために行使するのは，法定代理権がある者とするべきで，

親権を行う母，子の未成年後見人によって訴訟提起することができるとするこ

とが適切である。 

(3) 行使期間（④）について 

法律上の父子関係が長期間不安定になることがないよう，一定期間に限定す

る必要がある一方，父母の関係や父子・母子の関係，環境などから熟慮する期

間も必要である。特に（前）夫から妻に対するＤＶ等がある事案を念頭に置く

と，子の出生直後の時期は，子の母にとって離婚直後であるなど生活環境が大

きく変化する時期である。心理的にも安定しないこと，経済的にも困窮してい

ることも多いため，弁護士に相談するなどして，嫡出否認の調停申立てあるい

は訴訟提起をするためには，期間として５年程度は必要である。 

２ 母の否認権について 

(1) 母固有の否認権を認めることについて 

ア 母は，子が夫との間に生物学上の父子関係を有するか否かについて夫より

も正確に判断できる。 

イ 父子関係としてのみとらえるなら，母は当事者ではない。しかし，子は父

と母があって生まれてくるものであり，父・母・子の３人が当事者であると

の視点も無視できない。女性にとって自分が誰との間で子を産むのかという

ことは重要な選択であり，誰との間で子を産んだのかについて事実を明確に

することができることは重要な権利である。 

ウ 母は，法律上の父子関係がある者と共に子の養育をすることになるが，母

が誰との間で子を産むかを選択した結果生まれた子について，母に法律上の

父子関係を否認する機会がなければ，母は子の生物学上の父として選択しな

かった者と共に子の養育をしなければならなくなる。母には，共に子を養育



21 
 

する主体として望ましいと考える者を選択する機会を与えることが子の利益

につながる。 

仮に，（前）夫と出生後の父子関係が良好であり，経済的にも恵まれている

としても，生物学上の父子関係がない場合に長期間安定的な父子関係が維持

できるとは限らないし，母にとって（前）夫と共に子を養育することが苦痛

であるとすれば，子の利益につながるとは言えない。 

エ 親権を行う母が子のために否認権を行使できるものとし，親権のない母は

特別代理人を選任することにより否認権を行使できるものとすれば，事実上

の効果としては，甲案と乙案の差異はほとんどないが，イ・ウ記載の母の立

場からすれば，特別代理人の選任といった手続を経ず，端的に母に否認権を

認めるべきである。 

オ 母に固有の否認権を認める考えに対しては，子の利益を離れた母による否

認権行使を認める余地を生ずる，例えば，相続や扶養などの点で自身に有利

にするため子の利益を離れて否認権を行使することにもなりかねないとの懸

念もあり得る。 

しかしながら，離婚後であれば，相続や扶養で母と子の利害が対立するこ

とにはならない。利害が対立するのは，婚姻中に母が否認権行使をする場合

であるが，夫の生物学上の子でないとの訴訟を提起することにより離婚に至

るリスクもある中(つまり母も子も夫からの扶養や相続の権利を失う。)で，

否認権を行使する母がどれほどあるのか疑問である。夫は子が自分の生物学

上の子ではないことを知っているが自ら否認する意思はなく子に扶養や相続

を認め，離婚する意思もないという場合もあり得なくはないが，そのような

場合でも，生物学上の父ではない夫からの扶養や相続を受けたくはないとい

う母の意向が尊重されるべきである。このような場合に，母が自分の扶養や

相続権を大きくするために否認権を行使していると評価し，あるいは，その

ような利害得失感情から否認権を行使しているのではないとしても結果とし

て子の利益に反するから，母の固有の否認権を認めないという考え方は，前

記イ，ウに記載した母の権利を軽視している。 

  カ また，親権を有しない母にも固有の否認権を認める考えについては，親権

をめぐる紛争の蒸し返しとなるのではとの懸念も示されている。 

しかしながら，夫と子の間に生物学上の父子関係がないにも関わらず何ら

かの理由で夫が親権者になっている場合には，親権を有しない母に否認権を

認めないとしても，親権者変更の申立がなされ（その中で，生物学上の父子

関係がないことも理由とされることになる。），親権者変更の結果，改めて
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嫡出否認の訴訟を提起することとなり，迂遠である。また，生物学上の父子

関係がないにも関わらず離婚時に夫が親権者になっているような場合，離婚

時点で親権を巡って紛争があったというよりは，むしろ，ＤＶ事案のように

母が十分に親権を主張することもできずに夫が親権者になったという可能性

が高く，親権を巡る紛争の蒸し返しではなく，母にとっては，初めて親権を

主張することができる機会なのであって，親権紛争蒸し返しの弊害という評

価は適切ではない。 

(3) 否認権の行使方法（②）について 

母の否認権行使により，直接影響を受けるのは，民法第７７２条によって推

定される法律上の父子関係の当事者である夫及び子であることから，理論上は

夫及び子を相手方とすることが相当であるとの考え方もあろうが，母に固有の

否認権を認めたとしても，母は子の利益を代弁する目的で行使する場合が多い

と考えられ，その場合には夫のみを相手方とすれば足りると考えられる。また，

夫が否認権を行使する場合には，親権を行う母に被告適格が認められているこ

とからすると，母の否認権行使について，子と母の利益が対立する場合には，

夫が子の利益を代弁する者として最もふさわしいとも考えられ，母の否認権の

行使は，夫のみを相手方とすれば足りると考えられる。 

(4) 否認権の行使期間（③）について 

前記 1(3)のとおり。 

(5) その他 

ア 児童相談所長による否認権行使について 

児童相談所長による否認権行使について，特別代理人の選任請求権を認め

る可能性も含め引き続き検討すべきである。すなわち，否認権者がいても，

誰も積極的に否認権を行使しないが，子の利益を考えると否認権を行使した

方が良いケースも存在し，そのような場合に，否認権を行使できる方法を検

討すべきである。 

  イ 行使期間の伸長について 

行使期間満了直前に，未成年後見人が選任されておらず(甲案では特別代理

人の選任がされていない場合も含む。)，親権者がいない場合には，就任後６

か月を経過するまでは，期間は満了しないとする制度を設けるべきである。 

 

 ３ 再婚後の夫の子と推定される子についての前夫の否認権の新設 



23 
 

第２・１の③の規律により再婚後の夫の子と推定される子について（注１），次のような規

律の下，前夫に否認権を認めるものとする。 

 ⑴ 再婚後の夫の子であるという推定に関する否認権  

① 第２・１の③の規律により，生まれた子が再婚後の夫の子であると推定される場合に

おいて，前夫は，子が再婚後の夫の嫡出であることを否認することができる。 

 ② ①の否認権は，再婚後の夫及び子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって

行う。  

③ ②の訴えは，前夫が子の出生を知った時から【３年】【５年】以内に提起しなければな

らない。  

④ 前夫による嫡出否認については，再婚後の夫と子との間に生物学上の父子関係がない

ことに加え，次の２案のいずれかを充たす必要がある。  

【甲案】前夫と子との間の生物学上の父子関係があることを必要とする案 

訴訟要件として，前夫と子との間に生物学上の父子関係があることを要する。  

【乙案】子の利益に関する要件を課す案  

再婚後の夫の子であるという推定を否認することが子の利益に反することが明らか

である場合には否認することができない。  

⑤ 前夫は，自らの否認権の行使により再婚後の夫の子であるという推定が否認されたと

きは，自らの子であるという推定を否認することができない（注２）。 

 ⑵ 再婚後の夫の子であるという推定が否定された場合における前夫の子であるという推定

に対する否認権  

第４・３⑴の規律に基づく前夫による否認権の行使以外の理由により，再婚後の夫の子

であるという推定を否定する嫡出否認又は親子関係不存在確認の審判又は判決が確定した

場合においては，第４・１の規律にかかわらず，前夫が提起する嫡出否認の訴えは，前夫

が当該審判又は判決が確定したことを知った時から１年以内に提起しなければならないも

のとする（注３）（注４）。  

（注１）第２・１の③によれば，婚姻の解消又は取消し（第２・１の③の【甲案】による場

合。第２・１の③の【乙案】による場合は，離婚による婚姻の解消又は婚姻の取消し）

の日から３００日以内に生まれた子であって，母が前夫以外の男性と再婚をした 後に

出産したものは，再婚後の夫の子と推定されることになる。 

       なお，再婚後の夫は，第４・１の規律（夫の否認権）により，この推定に対する否 認

権を有することを想定している。  

（注２）第２・２の規律（再婚後の夫の子であるという推定に対する嫡出否認の効果）は，

前夫が否認権を行使したことにより，再婚後の夫の子であるという推定が否認された

場合にも適用されることを前提としている。  
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（注３）前夫以外の者の否認権の行使により，再婚後の夫の子であるという推定が否認され

た場合には，前夫は自らの子であるという推定について否認権を行使できることを前

提としている。  

（注４）第４・３⑴の規律に基づく前夫による否認権の行使以外の理由により，再婚後の夫

の子であるという推定を否定する嫡出否認又は親子関係不存在確認の審判又は判決が

確定したときに，前夫がその事実を知る機会を保障するため，当該審判又は判決をした

裁判所が，当該審判及び判決の内容を通知する制度を設けることの要否並びに当該制

度を設けるものとした場合に，記録上通知先が判明していない場合の取扱いも含め，例

外的に通知を要しない場合を認めることの当否や裁判所が通知すべき事項について

は，引き続き検討する。 

【意見】 

１ 前夫に否認権を認めるべきではない。 

２ 仮に認める場合は次のように考えるべきである。 

(1) (1)③については起算点を含めて引き続き検討すべきである。 

 (2) (2)④については甲案を採用すべきである。 

 (3) （2）については，そもそも前夫の推定は復活を認めるべきではない。 

【理由】 

１ 前夫に否認権を認めるべきではないこと 

上記(1)①ないし⑤の規律は，離婚後３００日以内に生まれた子について前夫

の子と推定するとし，かつ，再婚後の夫の子の推定を否認した結果，前夫の推定

が復活するという立場を前提にしている。 

しかし，前記２の１で述べたように，そもそも婚姻解消後３００日以内に生ま

れた子について前夫の子と推定すべきではない。また，前記第２の２で述べたよ

うに，推定を認めない場合はもちろん，仮に推定を認めるとしても再婚の時点で

前夫の推定は消滅するのであり復活を認めるべきではない。 

そうすると，前夫は単なる「生物学上の父」（補足説明第４・３【説明】２

(1)（注１）P５５，５６）に該当する者にすぎない。「生物学上の父」について

は，家庭の平穏を害し，子の利益に反するおそれが大きいことから，独自の否認

権を認めるべきではないところ，前夫についても推定が復活しないのであれば，

単なる「生物学上の父」に過ぎないのであって，否認権を認めるべきではない。 

２ 仮に前夫の否認権を認める場合 

 (1) 行使期間について 

夫については，母と異なり，子の出生時とその出生を知った時とは必ずしも

一致せず，そのために子の出生を知らない間に行使期間が進行するのは夫の権
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利行使の機会を保障する観点から不合理であるとして，起算点を「知った時か

ら」とされており，その点は前夫についても妥当する。また，期間についても

夫の場合と異なる期間を設定する必要性はないとも考えられる。 

しかし，夫はもとより子を養育する立場であり，そのような父子関係を想定

する限り，法は子の出生時と「知った時」とが長期間にわたり乖離することま

で想定しているものではないと考えられるのに対して，前夫は，離婚後の妻の

懐胎，出産を「知る」ことを期待できるものではない。再婚後の夫が子の父と

して推定される以上，前夫は，子の養育者として子の出生を「知る」ことはそ

もそも制度の予定外のことである。 

このような前夫については，「子の出生を知った時」が相当期間を経過した後

の場合も出てくることが容易に想定され，しかも，その間，再婚後の夫と子が

長期間にわたって父子関係を形成しているのであって，その点を意識する必要

がある。すなわち，そもそも否認権の行使期間の制限は，父子関係を早期に確

定し子の地位の安定を図るために設けられているところ，こうした場合に前夫

による否認権行使を認めることは，子の地位の安定のために行使期間を決めた

趣旨に著しく反することになる。 

かかる点は，前夫の否認権の要件について甲案を採用した場合，要件によっ

て制限することはできなくなるため，起算点を含めた行使期間によって解決を

図るしかない（もっとも乙案によっても解決を図ることができるか不明である

し，後記(2)で述べるように乙案を採用するのは妥当でない。）。 

したがって，前夫の否認権の行使期間（起算点を含む。）については，子の地

位の安定に重きを置いて，引き続き検討するべきである。 

(2）要件について 

甲案は，血縁に基づく父子関係の確立を前提として，前夫と子の間の生物学

上の父子関係を訴訟要件とし，かつ，再婚後の夫と子との間の生物学上の父子

関係がないことを実体要件とする考え方である。 

これに対して，乙案は，再婚後の夫と子が実質的な家族として安定的な生活

を送っているようなときには，たとえ再婚後の夫が生物学上の父子関係がな

く，かつ，前夫に生物学上の父子関係があっても，子が安定的な生活が否定さ

れるのを防ぐという考え方である。 

しかし，乙案については，そもそも嫡出否認の考え方は，血縁関係を基本と

しているところ，「子の利益に反することが明らか」であることを要件にする

ことは，嫡出否認についての従来の考え方とは異なる要件を導入するものであ

る。 
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また，「子の利益に反することが明らか」かどうかという要件は，必ずしも

その内容が一義的に明らかではない。さらに，【３年】【５年】という短期間

の養育状況から「子の利益に反することが明らか」かどうかを的確に判断する

ことができるかどうかは疑問である。例えば，再婚後の夫がその子と血縁が無

い場合，【３年】【５年】後に養育状況が変化するおそれがあることを考える

と，「子の利益に反することが明らか」かどうかの判断は容易ではない。 

この点，甲案については，乙案と異なり，「子の利益に反することが明らか」

であることが要件ではないため，前夫がいわば嫌がらせなどの目的で，つまり

自らの子として養育しようという意思もなく，再婚夫の子と当該子との関係を

攪乱することを主たる目的として再婚夫の子との推定を否認し，子の利益に反

する事態が生じるのではないかという危惧もあり得るところである。 

しかし，そもそも否認権制度は，法律上の父とされる者が子と血縁がない場

合に否認権者が行使期間内に法律上の父子関係を否定する範囲において血縁主

義を採っている制度である。そのため，「子の利益」という血縁以外の要素を

取り込むこと，特に前夫についてのみ血縁の有無以外の要件を課すことは否認

権制度の理解と相容れないのではないかと思われる。乙案のような子の利益を

考慮するのであれば，むしろ端的に前夫の否認権を認めるべきではない。中間

試案は，前夫の推定を認め，かつ再婚夫と子の法的父子関係が否認された場合

に前夫の推定の復活を認めることを前提に前夫の否認権を認めざるを得ず，そ

の不都合性を要件でカバーしようと試みるものであるが，それが難しいことは

上記で述べた点から明らかであり，かかる点からも前提自体を見直す必要があ

る。 

他方，甲案は，血縁を要素としていること，一義的な結論を得やすいことか

ら，仮に前夫の否認権を認めるとすると乙案よりは問題点が少ないと考えられ

る。 

以上から，甲案と乙案では，甲案を選択するのが妥当である。 

 (3) 再婚夫の推定が否認された場合の前夫の推定に対する否認について 

前夫による否認以外の否認権行使によって，再婚後の夫等の否認権の行使に

よって再婚後の夫の嫡出推定が否認されたときに前夫の子の推定が復活するこ

とについては，既に反対の意見を述べたところである（第２の２）。 

すなわち，前提として離婚後３００日以内の父子関係の推定に反対であるこ

と，前夫の推定の復活は論理必然ではなく，立法政策の問題であること，前夫

の認知等の手段で父子関係の確立が可能であること等から，前夫の推定の復活

は認めるべきではない。 
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また，前夫の推定の復活を認めた場合には，（注４）にあるように，前夫が

否認権を行使するかどうかの判断の機会を与えるために審判や訴訟の結果を通

知する要否及び範囲についても検討せざるを得なくなる。 

しかし，前夫によるＤＶ等があった場合において，前夫への通知によって前

夫が推定の復活を知ることにより，前夫との関わりを避ける母親には耐え難い。 

前夫との間の嫡出推定の存在が無戸籍問題の原因の一つであったことを考慮

すると，再婚によって後夫の推定が優先するとして無戸籍者問題の解決を図る

法改正がなされていたにもかかわらず，後夫との間での嫡出否認訴訟の結果，

突如として前夫の推定が復活し，前夫との関係を持たざるを得なくなるとする

ならば，もともと戸籍の届出をしなければよかったというような事態となり，

無戸籍者問題解消の支障になりかねない。 

このような観点からも，前夫の推定の復活は認めるべきではない。 

 
第５ 成年等に達した子の否認権の新設  

成年等に達した子の否認権について，次の２案を検討する。  

【甲案】現行法のとおり，成年等に達した子の否認権を認めないものとする案  

成年等に達した子の否認権は認めない。  

【乙案】成年等に達した子の否認権を認めるものとする案（後注）  

次の規律の下，成年等に達した子の否認権を認める。 

 ① 子は，民法第７７２条の場合において，未成年の子の否認権の行使期間（注１）が経

過しているときであっても，【成年（注２）】【２５歳】に達した日から【３年】【５年】

を経過するまでは，なお否認権を行使することができる（注３）。 

 ② 子は，母の夫との間に生物学上の父子関係がない場合であっても，一定の要件（注４）

を充足するときは，否認をすることができない。 

 ③ 子によって提起された嫡出否認の訴えを認容する確定判決及び子によって申し立て

られた嫡出否認の調停についての確定した合意に相当する審判の効力は，子の出生の

時に遡って効力を生ずる（注５）。  

（注１）第４・２の【甲案】の④及び【乙案】⑴の④の期間をいう。  

（注２）現時点では２０歳であるが，民法の一部を改正する法律（平成３０年法律第５９ 6 

号。令和４年４月１日施行）による改正後は１８歳である。以下同じ。  

（注３）なお，夫又は未成年の子の否認権の行使により提起された嫡出否認の訴えに対する

棄却判決が確定し，子が当該判決に拘束される場合には，成年等に達した子の否認権の

行使はできないものとすることを想定している。  

（注４）「一定の要件」については引き続き検討するが，例えば，父と子との同居の有無及び
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期間，父による子の監護の有無及び程度その他一切の事情を考慮して，一定期間父子関

係の実体があったこととすることが考えられる。  

（注５）子の扶養に要する費用の負担，相続，親権者としての行為等，民法第７７２条によ

って推定される父子関係を前提に行われた各行為の効力に関して，嫡出否認の確定判

決及び確定した審判の遡及効を制限することについては，遡及効を認めることにより

父又は子が被る不利益の有無及び程度，第三者の利益を保護する必要性等を踏まえ，引

き続き検討する。  

（後注）成年等に達した子の否認権と嫡出否認の訴えの関係については，この否認権に関す

る具体的な規律，夫若しくは母等により申し立てられた嫡出否認の調停における確定

した合意に相当する審判又は夫若しくは母等により提起された嫡出否認の訴えに対す

る確定判決に子が拘束されることの当否等に関する議論状況等を踏まえ，引き続き検

討する。 

【意見】 

１ 乙案に賛成する。 

２ ①について，成年に達した日から５年とすべきである。 

３ ②について反対する。要件・制限を課すべきではない。 

４ ③について遡及効を有すること及び注５に関し遡及効を制限する場合について

引き続き検討することに賛成する。 

  注３については，成年等に達した子による否認権行使の余地を認める方向で検

討すべきであり，これに関連して後注で述べているように成年等に達した子の否

認権と嫡出否認の訴えの関係についても引き続き検討すべきである。 

【理由】 

１ 子自身の否認権を認めることについて 

  今回の中間試案では，現行法に存在する夫の否認権（民法第７７４条）に加え

て，未成年の子の否認権及び母の否認権についての提案がある。当連合会は，前

記第４の２において述べたとおり，未成年の子の否認権及び母の否認権のいずれ

も認めるべきと考えている。 

  そして，さらには未成年の子の否認権を認めるのであれば，成年に達した子の

否認権も認めるべきであると考える。すなわち，子が父子関係の一方当事者であ

ることからすれば，血縁関係のない父との法律上の親子関係を子からも否定でき

る制度を設けるべきであるところ，子自身が自ら判断可能な状況になった段階に

おいて行使できるようにして初めて，子に否認権を認めたことになる。これは，

子が，自分が誰との間に血縁上の父子関係があるのかを確かにする人格的利益に

由来するものと考えることもできる。 
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  一定年齢に達した子に否認権を認めることは，例えば，それまで養育してきた

父の人格的利益を損なう側面があることは否定しない。しかし，子も父も，とも

に父子関係の当事者であり，相互の人格的利益が衝突する関係が生じるところ，

父の人格的利益を優先して子自身の否認権行使を否定するのは，子の人格的利益

を劣後させるものであり妥当でない。 

また，制度として子の否認権が存在しても，血縁上の父子関係がない場合に子

が否認権を行使するか否かは，それぞれの積み重ねてきた父子関係の実情により

異なると考えられる。例えば，血縁上の父子関係がないために，自分だけが差別

的な扱いを受け続けてきた子は，否認権を行使する可能性があると思われる一方

で，血縁上の父子関係がなくとも，法律上の親子関係を前提に大切に養育を受け

てきた子は，否認権を行使しないという選択をする可能性があると思われる。血

縁がない場合に子が否認権を行使するか否かは，それまでの養育の状況や父子関

係の経過等にもよってくる。子がこれまであるとされてきた法的父子関係を否定

すべく否認権を行使するのには，それなりの事情や思いの積み重ねがあるのであ

って，否認権行使を判断した場合はそれを尊重すべきである。 

ところで，子自身の否認権を認めることについては，子に対して嫡出否認の道

を開くことで，父子関係の存否への無用な疑念や詮索の余地を生じさせ，あるい

は実際に血縁上の父子関係が存在しないことが判明した場合に否認権を行使する

か否かを逡巡させてしまうという，子にとって酷な結果を招いてしまう事態につ

ながるという懸念もありえよう。しかし，前述のとおり，子の否認権は，子自身

の人格的利益に由来するものと考えられ，その利益を，パターナリズムにより制

限することは，特に，子が成年に達した後の局面であることを考えれば，妥当と

は思われない。また，否認権という制度が存在しても，父子関係の適切な積み重

ねが存在すれば，父子関係を否認することについて検討する段階に至らないこと

がほとんどと思われる。子自身に，否認権を行使するか否かの自己にとって重要

な決定をする機会が確保されるべきである。 

２ 否認権の行使期間について 

  ２０２２年（令和４年）４月１日より，民法の成年年齢が１８歳（平成３０年

法律第５９号による改正後の民法第４条，第７３１条）となるところ，子自身に

よる否認権の行使期間は，成年から５年とされるべきである。 

  起算点については，十分な判断ができる年齢という点を重視すると２５歳と考

える余地もある。しかし，２５歳とすると，子が早い段階で否認権を行使するこ

とを考えている場合，２５歳に達するまで否認したい父子関係を継続させなけれ

ばならない事態が生じる点で適切ではないと思われる。成年に達すると親の親権
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に服さなくなるという点も考えると，成年に達してからとする方がより妥当とい

える。 

他方，成年に達してから３年という行使期間とした場合，現在の民法の成年年

齢が２０歳であることや法令によっては２０２２年（令和４年）４月１日以降も

２０歳を基準として適否が決せられることからすれば，その１年後である２１歳

までの行使期間制限は，嫡出否認の効果に鑑みれば，短いと思われる。２０２０

年度（令和２年度）の学校基本調査によれば，高等学校卒業者の大学等進学率（大

学，短期大学の通信教育学部進学者を含む）が４８．４％に及んでおり，約半数

が成年に達した後も相当な期間親によって養育されている現状にある。そうした

養育されている間は否認権行使を事実上抑制されてしまうことも考慮すれば，否

認権行使期間は成年に達してから５年とする方がより妥当といえる。 

なお，当連合会内においては，行使期間について，１８歳から５年とすると２

３歳までとなるところ，ストレートに４年制大学へ進学し卒業したとしても２３

歳は卒業してわずか１年しか経っておらず，浪人や留年等の事情があった場合は

大学在学中となることから，子本人が否認権行使について十分な判断・決断がで

きる状況にあるべきことを考慮し，成年に達してから１０年とするなど，より長

期間とすべきという意見も存在したため，制度化に当たっては併せて検討される

べきである。 

３ 否認権の消極要件について 

  子自身による否認権行使に要件を課すことは，一方当事者である父の人格的利

益へ配慮するものであり，その考え自体は理解できなくはない。 

  しかし，法律上の父子関係が尊重されるべき事情は様々といえ，否認権の行使

を妨げる要件として法文に規定することは困難と思われる。明確な規定が困難で

あるとして抽象的に定めることは，裁判所による判断を困難にする上，子の否認

権行使を過度に萎縮させる恐れもある。 

  また，前述のとおり，成年に達した子の否認権は，父子関係の一方当事者であ

る子が，自分が誰との間に血縁上の父子関係があるのかを確かにする人格的利益

に由来するものである。②に掲げられている事情，すなわち，父子関係の他方当

事者である父の人格的利益を理由に権利行使自体が制限されたり，当事者である

子が権利行使を躊躇・自粛したりしてしまえば，成年に達した子の否認権を認め

たこと自体の意義を失わせるものともいえる。 

  子自身による否認権行使が父の利益を過度に損なうような場合には，消極要件

を定めず一般条項の適用により解決することも可能であり，少なくとも，裁判規

範に足る要件設定も難しいことを考えると一定の要件を定めることには反対せざ
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るを得ない。 

４ 判決の効力について 

  成年に達した子の嫡出否認の効果は，他の嫡出否認制度と同様，子の出生に遡

って生じることに異論はない。この遡及効は，子が，自分が誰との間に血縁上の

父子関係があるのかを確かにする人格的利益にも親和的といえる。 

  もっとも，成年に達した子の否認権は，少なくとも成年に達するまでの長期間

（改正民法では１８年間）になされた行為に影響を及ぼし得るという意味で，他

の嫡出否認制度との大きな違いがある。また，遡及効による不利益が子自身に降

りかかることとなれば，子はそれを危惧して否認権行使ができない事態になり，

子自身に否認権を認めた意義が没却される。そのため，行為の種類によって，遡

及効を制限的に考えることについて，引き続き検討されるべきである。 

  また，子が未成年の間に，父又は母による否認権行使がなされている場合につ

いて，これまでの対世効の考えからすると，成年に達した子の否認権行使を認め

ないということになりそうであり，（注３）の記載もそのような理解を前提として

いると思われる。しかしながら，ＤＮＡ鑑定の強制が認められない現状において

家庭裁判所によるＤＮＡ鑑定に当事者が応じず，そのために父又は母による請求

が棄却されるなど客観的事実に反して否認が認められない場合もあり得るのであ

り，既に否認権行使がなされている場合であっても，成年に達した子による否認

権行使を可能とする余地を認めるのが妥当であって，この点について引き続き検

討されるべきである。また，こうした点も含め，成年等に達した子の否認権は通

常の嫡出否認の訴えの制度と異なる配慮を要する点があり，両者を同一のものと

整理するか否かについても，引き続き検討するのが適切である。 

 

第６ 父子関係の当事者の一方が死亡した場合の規律の見直し 

１ 否認権者が死亡した場合の規律  

夫又は子が死亡した場合に，これらの者が提起すべき嫡出否認の訴えの提訴権者並びに訴

訟手続の終了及び受継に関する規律について，次の２案のいずれかによるものとする。 

 【甲案】現行の規律を基礎としつつ，否認権者の見直しに伴う見直しを行う案 

 ⑴ 夫の否認権現行法のとおり（注１）。  

⑵ 子の否認権（注２） 

 ① 子が，その否認権の行使期間内に，嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは，

子の直系卑属又はその法定代理人は，嫡出否認の訴えを提起することができる。この場

合において，子の直系卑属又はその法定代理人は，子の死亡の日から１年を経過した日

又は子が【成年】【２５歳】に達した日から【３年】【５年】を経過した日のいずれか遅
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い日までにその訴えを 提起しなければならない。  

② 子が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には，子の直系卑属又はその法定代

理人は，子の死亡の日から６か月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。  

【乙案】人事訴訟法第４１条を削除する案  

⑴ 夫の否認権  

人事訴訟法第４１条は削除する。 

 ⑵ 子の否認権【甲案】⑵と同じ。  

２ 否認権を行使する父子関係の他方当事者が死亡した場合の規律  

夫及び子の否認権に関して，当該否認権により否認される父子関係の他方当事者が死亡

した場合の規律として，次のような規律を設ける。  

⑴ 夫の否認権（子が死亡した場合）  

現行法のとおり。 

 ⑵ 子の否認権（夫が死亡した場合）（注３）  

① 子の否認権を行使する場合において，夫が死亡しているときは，検察官を被告とする。 

 ② 子の否認権による嫡出否認の訴えが提起された場合において，被告である夫が死亡し

たときは，検察官を被告として訴訟を追行する。  

（注１）子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族が嫡出否認の訴えを提起

することができる期間を夫の死亡の日から１年以内としている人事訴訟法第４１条第

１項後段の規律を見直すことについては，第４・１の見直しの在り方等を踏まえ，引き

続き検討する。  

（注２）第５の【乙案】を採用して，成年等に達した子の否認権を認めることとした場合に

限る。  

（注３）成年等に達した子の否認権を認めることとした場合のみならず，未成年の子の否認

権を認めることとした場合にも，これらの規律を設けることを想定している。 

【意見】 

１ 否認権者が死亡した場合の規律については，人事訴訟法第４１条１項は削除し，

２項の規定は存続させる方向で検討すべきである。 

２ 否認権を行使する父子関係の他方当事者が死亡した場合の規律については賛成

する。 

【理由】 

１ 否認権者が死亡した場合の規律について 

(1) 同法第４１条１項について 

同法第４１条は，夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第７７７条に定め

る期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときに，その子のために相
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続権を害される者その他夫の三親等内の血族（以下「三親等内の血族等」とい

う。）が，一般的に，相続などによる財産関係について，重大な利害関係を持つ

ことから，その利益を保護するために，死亡した夫の意思とは無関係に否認権

行使を認めたものである。 

他方で，先の否認権者に関する意見でも触れているところであるが，誰に否

認権を認めるかということは，父子関係を否定する固有の利益を有する者が誰

であるのか，あるいは，父子関係の存否を適切に判断できる者は誰かという観

点などから検討した。これらの検討の経緯からすると，夫の否認権は，当該夫

の一身専属的な権利と解するのが妥当である。 

つまり，同法第４１条の見直しは，三親等内の血族等の財産上の利害関係と

夫の一身専属性をいかに調整するのかという価値判断の問題といえる。 

この点，甲案は，自らの相続権・相続分が害される者にとって父子関係に利

害関係があるということに加えて，夫の三親等内の親族は子への扶養義務を負

っているということや，近親者間の婚姻に関し，夫の父母，子，兄弟姉妹等，

子の直系血族又は三親等内の傍系血族は婚姻をすることができない（民法第７

３４条第１項）こと，氏及び戸籍に関して，嫡出である子は父母の氏を称する

こととなってしまうことなど，夫以外の者が当該父子関係について利害関係を

有することがあることを理由として，人事訴訟法第４１条１項の規律を維持す

るとしている。そして，相続権・相続分が害される者への影響の大きさ（殊に

会社の相続がある場合には大きな影響が予測される。）をより慎重に吟味すべ

きであるとの理由や，夫の死亡の場合と子の死亡の場合とで取り扱いを異にす

ることに合理性について疑問がある（夫の一身専属性を重視しすぎるべきでは

ない。）などの理由から，甲案を採用する考えも理解し得るところではある。 

しかし，父子関係については，父子関係の当事者が一番の利害関係者であり，

その者が訴えを提起できると考えるべきである。 

また，第三者に否認権行使を認めるとき，家庭の平穏や子の利益を大きく損

なう恐れなどが存し，子のこれらの利益は，財産上の利益に優先するものであ

ることから，当事者以外の者に否認権の行使を検討する際には，可能な限り限

定的に解するべきものといえる。 

更に，婚姻障害，氏，戸籍に関する利害関係も，あくまでも父子関係を基礎

として生じるものであり，夫以外の親族に父子関係を否定するほど強い利害関

係を認めることはできない。 

よって，夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第７７７条に定める期間内

に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときには，三親等内の血族等に否認
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権行使を認めるべきではなく，同法第４１条１項について削除すべきであり，

子の否認権に関しても同条１項と同内容の規定（甲案(2)①）は設けるべきでは

ない。 

(2) 同法第４１条２項について 

他方，夫が，民法第７７７条の期間内に嫡出否認の訴えを提起した場合には，

その意思が明らかになっており，既に夫自らが訴えを提起している以上，当事

者が以外の者が否認権を行使することによる家庭の平穏や子の利益の侵害の問

題は生じることはない。 

夫が否認権を行使した場合には，当事者以外の第三者が否認権を行使した場

合の不利益が生じない上に，三親等内の血族等が得る相続権や扶養義務の財産

的利益等は守られるべきものといえる。 

よって，同法第４１条２項については存続させるべきであり，子の否認権に

関しても同条２項と同内容の規定（甲案(2)②）を設けるべきである（なお，同

法第４１条１項を原則削除としつつ，夫が死亡前に嫡出否認の訴えを提起して

いた場合のほか，訴え提起について自らの意思を明示していた場合には相続権・

相続分が害される者に嫡出否認の訴えを提起できる制度を検討することも考え

られる。）。 

２ 他方当事者が死亡した場合について 

子が死亡することによって父子関係は終了すること，また，夫の否認権の行

使期間の伸長が検討されているが，子に直系卑属がいることが稀であることは

伸長後も変わるものではない。 

よって，子が死亡した場合の子の否認権についてこれまでと同様の扱いとす

べきである。 

また，夫死亡した場合の子の否認権についてであるが，父子関係の有無は，

父子関係の当事者のみならず公の利益にも関わる事柄である。公益に関わる事

柄であることから，公益の代表者である検察官を被告として訴訟提起すること

を認めるべきである。 

 

第７ 嫡出推定制度の見直しに伴うその他の検討事項  

１ 嫡出の承認の制度の見直しに関する検討 

第４（嫡出否認制度の見直し）により，否認権者の範囲を拡大し，否認権の行使期間を伸

張することに伴い，子の身分関係の安定を図る観点から，嫡出の承認に関する民法第７７６

条を実効化するための方策（注）を設けることについて，引き続き検討する。  

（注）民法第７７６条を実効化するための方策としては，同条の要件を明確化することや， 
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一定の期間経過等により，社会的な親子関係が形成されているといえる場合には，嫡出

の承認があったものとみなすことなどが考えられる。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

【理由】 

承認の制度が従前どのように活用されてきたのかについての実態把握や，本制度

と２０２０年（令和２年）に成立した生殖補助医療の提供等及びこれにより出生し

た子の親子関係に関する民法の特例に関する法律（以下「生殖補助医療法」という。）

第１０条による「妻が，夫の同意を得て，夫以外の男性の精子（その精子に由来す

る胚を含む。）を用いた生殖補助医療により懐胎した子については，夫は，民法第七

百七十四条の規定にかかわらず，その子が嫡出であることを否認することができな

い」との規定との関係の検討，承認の時期・方式など，検討を要する重要な点が多

くあるため，引き続き検討をすることが必要である。 

 

 ２ 第三者の提供精子により生まれた子の父子関係に関する検討 

第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた子の父子関係に関し，第４（嫡出

否認制度の見直し）により否認権者の範囲を拡大することとした場合には，これにより否認

権を認められることとなる者について，生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の

親子関係に関する民法の特例に関する法律第１０条の規律に対応した否認権の制限に関する

規律を設けることなどの必要性について，引き続き検討する。 

【意見】 

１ 見直しにより拡大した場合の否認権者につき，生殖補助医療法第１０条に対応

した規律を設けることの必要性について検討すべきである。 

２ 前提として，生殖補助医療法１０条に関し，その目的，夫の「同意」の位置づ

け，「同意」の内容，立証責任の所在などや，子どもの出自を知る権利の諸論点に

ついても検討すべきである。 

３ 前２項に留まらず，法制審の提言が，生殖医療技術の利用によって生じる親子

関係について影響する点について広く検討し，議論を深めるべきである。 

【理由】 

１ 拡大した否認権者への否認権制限の検討の必要性 

(1) 生殖補助医療法第１０条は，第三者の提供精子を用いた生殖医療技術により

妻が懐胎することに同意した夫の否認権を制限する規定を設けているが，同法

は現行法上夫のみが否認権者とされていることを前提にしているものである。 
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これに対して，法制審が新たに否認権者を拡大することを検討する以上，こ

れらの否認権者に対して，生殖補助医療法第１０条に対応した規律の要否や在

り方を検討することは，必須の課題と言うべきである。 

(2) もっとも，このことは，生殖補助医療法第１０条の要件を満たす場合に，直

ちに拡大した否認権者の否認権を制限することを意味するものではない。子，

母あるいは前夫など，拡大が検討されている否認権者それぞれに，否認権を認

めるべき根拠も異なるのであり，生殖補助医療法第１０条の目的と，否認権を

拡大すべき根拠等に照らして，個別に否認権の制限の要否や要件をそれぞれに

検討することが必要である。 

この際，生殖補助医療法第３条４項において，生殖医療技術の利用によって

生まれた子への配慮を目的として掲げることに加え，厚生科学審議会生殖補医

療部会において指摘された，生殖医療技術の利用における基本的な考え方とし

て「生まれてくる子の福祉を優先する」ことが第一に掲げられていたことを想

起し，子の地位の安定とともに，生殖医療技術の利用によって出生した子の人

権に最大限留意した議論がなされるべきである。 

２ 生殖補助医療法第１０条に関する諸論点を検討する必要性 

 (1) 前項において指摘したとおり，拡大した否認権者に対して生殖補助医療法第

１０条に対応した規律の要否を検討するためには，同条自体の趣旨や射程を踏

まえることが必要であるが，同法のみではこの点自体も判然としていない。こ

のため，まず同条の要件を満たす夫に否認を認めないとした趣旨を明らかにす

ること，ひいては，第三者の関与する生殖医療技術の利用によって生じる親子

関係に関する親子法制における基本的な考え方が示される必要がある。 

   また，生殖補助医療法第１０条の規律を定める場合に，「親子法制における夫

の同意の位置づけ，同意の立証責任の所在，同意の内容，同意の撤回等」は，最

低限検討すべきものとして法制審でも指摘され，これらの検討を伴わなければ，

生殖補助医療法第１０条に定めた規律のみでは機能しないとする指摘さえ見ら

れた。拡大した否認権者に対する否認権の制限の要否や在り方についても，生

殖補助医療法第１０条と整合したものとするには，これら同条に関わる基本的

な点の理解を踏まえて検討する必要がある。 

この際，どのようなプロセスで同意がなされるのかは，手続，実体の両面に

おいて同意の有効性を考える上で重要である。これにとどまらず，生殖医療技

術利用後に形成された親子関係の安定や，子の出自を知る権利の保障の前提と

なる告知の実施などを含め，生殖医療技術の利用を検討する男女に対して，事

前に十分な情報提供やカウンセリングの機会を保障することや，出生後の出生
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した子を含めた当事者らの相談支援の体制を充実させることが重要であり，か

かる点は生殖医療法第７条においても求められている。こうした体制の在り方

も，同意の在り方とともに検討すべき点である。 

 (2) さらに，子の否認権に関する議論は，子どもの出自を知る権利との関係につ

いても論じられてきた点であり，両者の関係は，子どもの否認権の制限の要否

を検討する前提としても検討すべき点である。 

   なお，子の出自を知る権利は，子どもの権利条約第７条にも保障されるもの

であって，子の人格権の尊重より導かれる権利であり，生殖医療技術の利用に

際してその保障が必要である。 

また，子の否認権も同様に子の人格権の尊重から導き得るものであり，子の

出自を知る権利と子の否認権とは，両者ともに保障を要するものであって，安

易に一方のために他方を制限すべきではない。例えば，子の否認権が，子の出

自を知る権利のために行使されることが懸念されるとすれば，子の出自を知る

権利自体を明確に保障することで解決すべきである。また，逆に子が出自を知

ったことで子の否認権行使が生じる影響が懸念されるというのであれば，子が

出自を知ったことで直ちに親子間の葛藤が生じないようにすることこそ重要で

あり，生殖医療技術の利用，子への告知，子への情報の開示の場面で，それぞ

れ利用者や子どものカウンセリング等の機会を設けるなど，子の出自を知る権

利の保障に関する丁寧な制度の構築が考えられるべきである。 

 (3) 以上の点は，生殖補助医療法の附則において検討を予定する点を含むもので

あるが，いずれの点も，拡大した否認権者への制限の要否を検討する観点のみ

でも必要な論点であり，かかる理由のみで検討を控えるべきではない。仮に，

個々に結論を得ることまでは困難であるとしても，これらの点について，親子

法制における考え方や必要な諸制度について議論し，論点を示すことは，むし

ろ今後の検討のためにも最低限行われるべきである。 

３ その他の規律の検討の必要性 

  中間試案においては，前２項の拡大した否認権者に関する生殖補助医療法１０

条同様の規律の有無の点を除き，検討すべき論点を明示していない。しかし，中

間試案の提言は，生殖医療技術の利用によって生じる親子関係についても広く影

響する。これらの内には生殖補助医療法附則第１条の検討を踏まえて論ずる必要

のある点もあるが，広範な提言の影響を考えれば，これを待つだけではなく，法

制審においても十分に検討し，議論を深めるべきである。 

(1) 嫡出推定制度の見直しの影響 

法制審における嫡出推定制度の見直しは，父子関係の推定の範囲自体から始
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まり，否認権行使期間の伸張，否認権者の拡大が検討され，また，否認制度と

同様の認知無効の制限の要否も検討されるなど，相当に広い範囲に及んでいる。

これらの見直しは，当然，生殖医療技術の利用によって出生した子の親子関係

にも大きく影響するところ，生殖補助医療法が子の地位の安定のために第９条

及び第１０条の規律を設けた趣旨に対して，相反する影響を持つ点が多々見ら

れる。 

例えば，見直しの結果，推定範囲の縮小が生じる場合，そもそも生殖補助医

療法第１０条が適用される範囲自体を縮小することになるし，また，否認権行

使期間の伸張は，生殖補助医療法第１０条の適用を巡る紛争をも増大させる可

能性がある。このため，前者では，父子関係の推定範囲外で出生した子の扱い

として，法律婚でないカップルにおいてパートナーが精子提供を受けて懐胎す

ることに同意した男性と出生した子の父子関係生成ができない子と同様の問題

が，後者では，否認後の精子提供者との父子関係形成の問題がそれぞれ生じる

など，生殖補助医療法１０条のみでは解決し得ない問題も増加させることにな

る。 

少なくとも，新たに成立した生殖補助医療法が目的の一つとする親子関係の

安定に対して，逆の作用を持つ見直しが提言される点については，これによる

影響を整理し，どのような対応がなされるべきか，考え方や検討されるべき論

点を提示することだけでも，法制審が取り組むべき課題である。 

(2) 認知制度の整理の必要性 

① また，認知制度の検討は，生殖医療技術の利用によって生じた父子関係に

関しても重要な論点であるが，生殖補助医療法はこの点に一切言及しておら

ず，今後の議論が必要な点であるところ，法制審のこれまでの議論や検討さ

れる提言は，これらに影響する点も多い。 

② 第一には，法制審でも当初より「生殖補助医療に対する精子提供者の法的

地位」が論点として挙げられていたが，生殖補助医療法では何ら解決されて

いない。のみならず，法制審が検討する推定制度の見直しは，こうした生殖

補助医療法の不足による問題を拡大しかねないのであるから，改めてこの点

を法制審としても議論する必要があろう。 

③ また，事実婚の場合や推定範囲を外れて出生した子は，そもそも生殖医療

法第１０条の適用がないため，仮に男性が第三者の提供精子を用いた生殖医

療技術を用いてパートナーが子を懐胎し，子が出生したとしても同条によっ

ては父子関係が形成できない。この場合，生殖補助医療法第１０条のうち，

法律婚の「夫」である点を除いて要件を満たす男性について，「同意」を根拠
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とした認知請求の可否なども，認知制度の整理として検討すべき点と考えら

れる。この点は法制審が直接論じてきた問題ではないが，法制審の検討する

提言の内，前夫の子と推定される子に関する後夫の否認権や，未成年の子の

認知における子の承諾の論点では，前夫や認知者と子の血縁関係が要件とな

る規律も検討されている。これらが，第三者の提供精子を用いた生殖医療技

術の利用によって出生した子の父子関係に適用される場合，どのように理解

するのか，具体的には，血縁者がドナーであっても要件を満たすと考えるの

か，逆に前夫や認知知者が，生殖医療技術の利用に同意した男性である場合

には，適用されるべきかといった点は，上記の推定外で出生した子と第三者

の提供精子を用いた生殖医療技術の利用によってパートナーが懐胎すること

に同意した夫との父子関係形成の可否等にも影響する問題であろう。 

④ 更に，法制審では，認知無効に対して否認権行使の制限と同様の制限を課

すことの要否についても検討されているが，この際，生殖補助医療法第１０

条が新たに設けた否認権行使の制限との関係をどのように考えるかも，生殖

医療技術によって出生した子に関わる認知制度の在り方に，直接影響する論

点と言える。 

⑤ 確かに，生殖医療技術の利用に関して，認知制度の検討を行う場合，例え

ば，ドナーからの認知やドナーへの認知請求を制限することを検討する場合

などでは，制限すべき対象を定義するにも行為規制の検討を前提にしなけれ

ば困難であることは事実であろう。しかし，認知制度は，行為規制の在り方

に関わらず，不可避に生じると考えられる行為規制を外れて利用された生殖

医療技術によって生じる親子関係にも関わる問題でもある。かかる制度に関

して法制審が議論し，提言するのであれば，少なくとも生殖医療技術の利用

によって生じる親子関係に対して，どのような影響を与えるか検討し，行為

規制を含めて検討を必要とする論点を整理し，考え方を示すことは，今後の

議論のためにも，法制審が取り組むべき重要な課題である。 

 

 ３ 認知制度の見直しに関する検討  

⑴ 未成年の子の認知に関する規律の見直し  

第７・３⑵の見直しに伴って，嫡出でない未成年の子の認知に関し，次のような規律を設

けることについて，引き続き検討する。  

嫡出でない子は，その承諾がなければ，これを認知することができない。ただし，認知を

しようとする者が子の父であることを証明したときは，この限りでない（注１）。 

⑵ 事実に反する認知の効力に関する見直し  
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事実に反する認知の効力に関する規律を，次のように見直すことについて，引き続き検討

する。 

 ① 認知が事実に反するときであっても，②の規律により取り消されない限り，認知は有効

とする。 

 ② 認知が事実に反するときは，一定の取消権者は，一定の期間内に限り，その認知を取り

消すことができる（注２）（注３）。  

③ ②の取消しは，認知取消しの訴えによる。  

④ 父が，反対の事実を知りつつ子に日本の国籍を取得させる目的その他の不正の目的で認

知したときは，①の規律にかかわらず，その認知は無効とする。  

⑤ 子が，反対の事実を知りつつ日本の国籍を取得する目的その他の不正の目的で認知の承

諾をしたとき，又は，子の法定代理人が，反対の事実を知りつつ子に日本の国籍を取得させ

る目的その他の不正の目的で認知の承諾をしたときも，④と同様とする（注４）。  

（注１）【成年】【１５歳】に達しない子の承諾については，その法定代理人によってされる

ことを想定している。  

（注２）取消権者及び取消期間については，嫡出推定制度における否認権者及び否認権の行

使期間に関する規律との均衡等を考慮し，引き続き検討する。  

（注３）認知の取消事由については，生物学上の父子関係がなく，かつ，認知者に生物学上

の父子関係の有無やそのほかの事情について錯誤があったときや，第三者による詐 

欺や強迫によって認知がされたときに限り，認知の取消しを認めることとする案も考 

えられる。  

（注４）認知の無効事由については，④及び⑤の場合のみならず，認知者に認知意思や意思

能力がない場合等にも，認知を無効とすることが考えられる。 

【意見】 

１ 未成年の子の認知について承諾を要件とすることに反対する。 

２ 認知取消しについて，錯誤や詐欺・強迫という主観的要件を課すことに反対す

る。 

３ 認知取消しについて，嫡出否認の訴えとの均衡を考慮し提訴権者や期間につい

て制限をかける方向で検討することに賛成する。 

４ 認知取消しに加えて，国籍の不正取得の問題を認知制度に取り込み，当然無効

とすることに反対する。 

【理由】 

１ 子の承諾について 

  現在，価値観の多様化や家族の在り様の多様化に伴い，事実婚が増加する傾向

にあるが，親の婚姻関係の在り方によって子の立場に大きな差を生じさせないよ
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うにすべきである。 

嫡出の否認権を子に与える場合とのバランスで考えても，父子関係が形成され

た後の否認と父子関係形成時における否認では場面が異なる。父子関係の成立に

おいては，現状では法律婚を前提とした推定規定しかなく，法律婚以外の場合，

認知が唯一の方法であるから，嫡出推定のように父子関係を早期に形成して子の

地位の安定を図るという意味は重要である。 

  確かに，誰に認知されるかということは子にとって重大な利害があり，嫡出否

認権を子に与えることとのバランスも重要であるが，子は認知無効の申立てをす

ることができるのであるから，認知に子の承諾を不要としても，大きな支障とは

ならない。 

現実にも，認知無効の紛争は年間１０件程度とされており，子の福祉を害する

ような認知を防止する立法事実に乏しいと言わざるを得ない。 

２ 認知取消しについて 

(1) 主観的要件は不要であること 

これまでの親子関係の規律については，養子を除き，実親子関係と法律上の

親子関係を一致させる方向で検討されている。民法第７２２条の規定の見直し

とそれに伴う嫡出否認制度の見直しは，同条による実親子関係と法律上の親子

関係に齟齬が生じる事態に対応する見直しである。 

   したがって，認知においても，端的に事実に反する認知は取消しの対象とす

べきであって，錯誤や詐欺・強迫といった主観的要件を課すべきではない。 

一旦認知した者が認知無効を主張する場合，錯誤による場合はもちろん，詐

欺・脅迫による場合も，実親子関係の有無によってその有効・無効を決するこ

とにより，迅速に結論を導くことができる。 

(2) 提訴権者・提訴期間の制限について 

認知無効の訴えは，認知により一旦成立した父子関係を覆すものであるから，

子の身分の安定のためには制限が必要である。嫡出否認との関係でも，一定期

間経過後には嫡出関係を争えなくなるとしており，整合性を保つ必要がある。 

仮に制限したとしても，親子関係に疑義があればＤＮＡ鑑定等を通じて確認

することは容易であるし，疑義もなく，あるいは確認をしないで親子関係を継

続してきた当事者には，無制限に無効主張を認める必要はない。 

事実に反する認知を無効とすることとの関係では，事実に反することを知っ

てした認知であっても，提訴権者や提訴期間を制限することにより，濫用の多

くを防ぐことができるし，逆に提訴期間内の無効主張であれば，そもそも，実

親子関係を形成して子の養育にあたるための認知ではなかったとも考えられ，
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濫用の可能性は低いと考えられる。 

３ 国籍の不正取得の問題を認知制度に取り込むことについて 

(1) 中間試案では，事実に反する認知について一定要件の下で取消しを可能とす

る規律を検討する一方で，例外として，事実に反する認知のうち「国籍取得目

的その他不正目的」でされたものに限っては当然無効として扱うことを前提

に，①主張方法について，裁判手続等の適正手続を保障することなく無効と認

定することを許し，②主張期間について期間限定をせず，③主張権者について

も制限のない規律を検討している。 

しかしながら，この規律については，以下に述べるとおり，大きな問題があ

る。 

(2) 子どもは，「法律によって認められた国籍，氏名及び家族関係を含むその身

元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利」を有する（子ど

もの権利条約第８条）。それは，「身元関係事項」が，子どもにとって社会生

活を営む上で根幹となり，さらには，自己を形成し成長，発展させていく上で

も基盤となる重要な事柄だからである。身元関係事項の中でも法的な親子関係

について，期間の制限なくいつまでも事後的な無効主張を認めることは，子の

法的地位を著しく不安定なものとしてしまう。しかも，主張権者の制限なく誰

からでも無効主張を認めることは，認知の無効が，子や，その法定代理人の意

思や想定に反してなされる事態を招き，その結果，子どもの運命をいつまでも

他人が握ることを許すことになりかねない。これらの弊害を重く見て，子の法

的地位の安定を図るために，中間試案は認知について取消制度を採用してい

る。 

しかるに，中間試案は，事実に反する認知のうち「国籍取得目的その他不正

目的」でなされたものについてだけは，取消制度の例外としての無効を認めよ

うとしている。これは，「国籍取得目的その他不正目的」でされた認知に関し

ては，子の法的地位の安定を犠牲にし，また子の意思を尊重しないことを認め

ることを意味する。しかし，「国籍取得目的その他不正目的」でなされた認知

であっても，そうでない認知であっても，子の法的地位の安定の尊重と，子の

意思の尊重の要請が異なることはない。「国籍取得目的その他不正目的」とい

う大人の側の事情の有無は，子ども本人が関知しないことである。 

もとより，「国籍取得目的その他不正目的」という利害関係者の内心を判断

対象とするならば，その認定は容易ではなく，かえって，関係者の供述に左右

される等した結果として，恣意的な認定や誤った認定（誤審・誤判）に結びつ

くおそれを有することも指摘しておきたい。 
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(3) 以上のとおりであるから，事実に反する認知のうち「国籍取得目的その他不

正目的」でなされたものについてこれを当然無効とする規律は，子どもの法的

地位安定の要請との合理的調整を図る余地なく国籍を剥奪する結果をもたら

し，子どもの「法律によって認められた国籍・・を含むその身元関係事項につ

いて不法に干渉されることなく保持する権利」を侵害するおそれが大きいもの

であるから，認められるべきではない。 

(4) なお念のため，仮に国籍の不正取得等の目的の認知を法的に規制する必要が

大きく，認知無効制度を設けることを一定程度認めざるを得ないとされる場合

についても検討しておく。 

この場合でも，主張方法，主張期間，主張権者について合理的な範囲に制限

することは必須，と言うべきである。中間試案のように，事実に反する認知の

うち「国籍取得目的その他不正目的」と判断されたものについて，当然無効と

して，①裁判手続に付することなく無効と取り扱うことが可能となり，②無効

主張についての期間限定もなく，③無効主張できる者の範囲も制限もしないこ

ととすれば，認知無効を認めることによって得られる利益と認めないことによ

って維持される利益との比較較量において，著しくバランスを欠く結果とな

り，もとより，子どもの権利条約第８条の「不法な干渉」に該当するおそれも

大きい。 

何より，認知取消制度と認知当然無効制度とで，子の利益を保護する度合い

の差が大きすぎる結果になる点は，不合理と言わざるを得ない。取消制度の対

象とされるか，当然無効制度の対象とされるかは，子ども自身が関知しない事

柄であることを重ねて強調しておきたい。 

(5) さらに，認知の無効や取消しが，子の日本国籍に直結していることにも留意

が必要である。特に，外国籍母から生まれ，日本人父の認知に基づいて日本国

籍を取得した子が，後日，認知の当然無効により，法的な親子関係をいつまで

も遡及的に否定される余地を認めるならば，これに付随して，子の日本国籍を

も遡及的に年齢無制限で否定される余地を認めることになってしまう。 

これは，子どもの立場からすると，一度得たはずの日本国籍を一方的にかつ

いつまでも「剥奪」させられる可能性がある状態に晒されることを意味し，

「身元関係事項」を著しく不安定化させられることを意味する。しかも，日本

国籍を失えば，その子は，遡及的に外国籍者となり，かつ，現在の入管実務で

は，原則として超過滞在者として退去強制手続に付される可能性が高く，子は

日本に在留する基礎すら同時に失うリスクに晒されるのである。 

加えて，既に成人して選挙権・被選挙権の行使をはじめとして様々な社会活
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動を蓄積している日本国籍者が，あるとき突然その日本国籍を遡及的に「剥

奪」させられる可能性があるということは，社会的に見ても大きな不安定要素

となってしまう。 

(6) 以上のとおり，中間試案の想定している認知無効の制度は，その結果生じる

子どもの深刻な権利侵害や，国籍の遡及喪失に伴う実務上・社会生活上の著し

い不都合を考慮しているものとは言い難い。 

既に述べたところからも明らかなとおり，子どもの権利条約をはじめとする

国際人権諸条約で，子どもの国籍取得の権利と恣意的な国籍はく奪の禁止は根

源的な権利として位置付けられている（市民的及び政治的権利に関する国際規

約第２４条３項，子どもの権利条約７条１項及び８条１項，人種差別撤廃条約

第５条(d)(ⅲ)など）。日本国籍は，基本的人権の保障，公的資格の付与，公

的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位である（最大判平成２０年６

月４日（民集６２巻６号１３６７頁）参照）。子の意思に反して，適正手続を

保障しないまま，遡及的な国籍の「剥奪」をいつまでも，誰からでも可能とす

る制度は，明らかに子の福祉に反しているから，決して採用されるべきではな

い。 

恣意的な国籍の剥奪と適正手続に関しては，国連難民高等弁務官事務所が発

表した「無国籍に関する指針第５号（１９６１年無国籍削減条約，第５条から

第９条に基づく国籍の喪失及び剥奪）」（（HCR/GS/20/05, GUIDELINES ON 

STATELESS NO.5, Loss and Deprivation of Nationality under Articles 5-9 

of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness）が，「恣意的

な国籍はく奪を避けるためには，無国籍になるかどうかにかかわらず，国籍を

喪失させるすべてのケースにおいて手続き上の保障措置を実施することが必要

である。したがって，国籍を喪失させるケースでデュープロセスの要件を満た

さなければならない」（Ibid, 97 項_）と述べている。 

かかる恣意的な国籍の剥奪の解釈からすれば，適正手続を前提としない国籍

の剥奪は，日本が締約国となり，その遵守義務を負う国際人権諸条約にも反す

るおそれが大きい。 

(7) 以上のとおり，事実に反する認知のうち「国籍取得目的その他不正目的」の

ものを対象にこれを無効とする規律は，取消制度の実効性を失わせ，かつ子ど

もの国籍を保持する権利を侵害するおそれが大きいものであるから，認められ

るべきではない。 

仮に，国籍の不正取得等の目的がある一定の場合に限定して認知を無効とす

る制度を設けるとしても，その弊害を防止するため，裁判手続等の適正手続に
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付し，主張期間，主張権者について合理的な範囲に制限するべきである。 

４ 推定の及ばない子に関する外観説の明文化 

【意見】 

明文化しないことに賛成する。 

【理由】 

外観説は，妻が子を懐胎すべき時期に，夫婦の実態が失われ，または遠隔地に居

住して夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存

在する場合に，嫡出推定が及ばない例外を解釈により認めるものであり，嫡出推定

と制限的な嫡出否認制度のバランスを取るための方策である。そして，今回議論さ

れている改正によっても，懐胎主義は維持されるのであるから，懐胎時の夫婦の実

態に着目した「推定の及ばない」子という概念も維持される必要があり，外観説の

考え方が必要であることに変わりはない（婚姻解消後３００日以内について推定を

否定することにしたとしても，婚姻中出生のケースについては外観説の考え方が必

要である。）。 

しかしながら，嫡出推定が及ばない例外を類型化し，要件・行使方法・請求権者

などを明文化することは，外観説を硬直化させ，これまで救済を受けることができ

てきた事例を限定してしまう可能性もあることから，明文化しないことが望ましい。 

５ 嫡出の用語の見直し 

嫡出の用語の見直しについては，引き続きの検討が必要であることから，本試案では提案し

ない（補足説明９１頁） 

【意見】 

嫡出の用語は改めるべきである。 

【理由】 

もともと，嫡出は「家を継ぐもの」「正当」という意味があり，庶子（「妾腹」な

どの意味）との対義語の意味を持ち，非嫡出は「嫡出でないもの」という否定的な

意味を持つと捉えられている。現在では，嫡出子・非嫡出子の区別を必要とする理

由となっていた相続分差別も廃止され，民法上両者の間に差別・区別はないとする

なら，民法上その用語は廃止すべきである。 

 なお，他の法律に嫡出の用語があるとするが，それは別の法体系であり，少なく

とも民法上はこの用語が存在する意味はない。 

 

以上 

 


