
iii

は し が き

はじめに
　本書は、男性依頼者の離婚事件を扱う弁護士や、離婚問題の当事者のため
に、男性の立場から考え方や実務のポイントをまとめ解説した実務書です。
　これまで離婚をめぐる書籍は多数刊行されてきました。街の書店の本棚に
は「慰謝料をきっちりとる」とか「損をしない」などと銘打った女性向けの
本がたくさん並んでいます。しかし一方で、男性に向けた離婚の本は、最近
ようやく多少見かけるようになりましたが、これまではほとんどありません
でした。
　私は離婚事件の弁護を長年経験してきましたが、共働き世帯が多くなり、
男性も積極的に子育てに参加するようになった現在、離婚事件の実務は大き
な変革期を迎えていると感じています。そこで、今の時代にあった男性向け
の離婚の本、しかも突然の離婚に悩む男性依頼者の相談を受ける立場の弁護
士や、自分で納得いくまできっちりと勉強したいという離婚事件の当事者に
向けた法律実務書の必要性を感じるようになりました。

離婚は男性に不利なのか
　よく、離婚は男性にとって不利だという言葉を耳にします。正直なところ、
あながちそのことは間違いとはいえません。実際、これまで我が国における
離婚の学説や実務は、女性の立場から考えられることが多かったのです。
　昭和 21 年に制定された日本国憲法は、第 24 条で「家族における個人の尊
厳と両性の本質的平等」を規定しています。これに基づき明治時代に制定さ
れた民法の改正が行われ、昭和 23 年１月１日から施行されたのが現在の民
法です。
　この新民法は、「家」制度を一掃し、男女平等を実現したもので、離婚制
度も当然に個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して運用・解釈されること
になりました。しかし、現実には社会・家庭における女性の地位は男性に比
べて非常に低く、女性の尊厳や男女平等を実現するには女性を保護する解釈
や運用を行う必要があったのです。
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　例えば、有責配偶者からの離婚請求を認めない判例の考え方は、不貞行為
をした夫が妻に離婚を請求して、妻が路頭に迷うことを防ぐ役割を果たして
いました。また、専業主婦であっても財産分与の寄与割合を原則 50％とす
る判例・実務は、夫婦別産制のもとで自分名義の財産を持たない妻を保護す
る目的を持っていました。
　また、新民法施行後の昭和 24 年に設置された家庭裁判所では、調停等に
おいて、自分の主張をきちんと述べるような教育や社会経験を有していない
女性が多かったという背景から、そのような女性に対して後見的に助力をす
ることが使命であると考えられていたこともあります。
　このように、戦後の離婚制度は、社会・家庭において弱者であった妻を保
護することにその主眼が置かれていたといっても過言ではありません。

世代によって大きく違う「家庭観」
　しかし、妻が社会的・経済的に弱者であった状況は、昭和 50 年代半ば頃
から徐々に変化していきます。
　戦後の日本の家庭、特にサラリーマン家庭は、夫が仕事をし妻が専業主婦
として家事育児をする専業主婦型の家庭が主流でした。
　その後、女性の高学歴化、昭和 61 年の男女雇用機会均等法の施行、平成
３年の育児休業法の制定等によって、結婚後も仕事を続ける女性が増加して
きました。そして、平成 12 年頃には共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を
超えたのです。
　現在では、男女共同参画社会の実現、出産後も女性が働き続けられる社会
の実現が政策目標になっており、家庭も共働き型が主流となっています。
　このような家庭形態の変化に応じて、妻から求められる夫像も当然変化し
ており、専業主婦が求める大黒柱型から、共働きの妻は、家事も育児も分担
するイクメン型の夫を求めています。
　また、こうした家庭観は、当然世代により異なっています。昭和 22 年か
ら昭和 24 年までに生まれた団塊世代の夫婦は、ほとんど専業主婦型ですが、
その子どもの世代は、均等法施行後に社会人となった世代であり、共働き型
が主流です。
　このように、現在の我が国の家庭環境や家庭観は戦後 70 年を経て大きく
変化したばかりでなく、世代によっても大きく違っています。
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離婚実務は社会の変化に対応しきれていない
　では、離婚制度や離婚実務はどうでしょう。残念ながらこのような社会状
況の変化に対応できていない面が少なからず見受けられます。
　家庭裁判所の裁判官、調停委員、調査官等のなかには、まだまだ女性は弱
者であるとして、女性の保護を第一義に考える人がいます。もちろん、事案
によっては女性の保護が必要なことも少なくないのですが、「女性＝弱者」
という硬直した考えは正しいとはいえないでしょう。特に乳幼児の親権・監
護の問題になると、一転して母親優先という考え方が飛び出す実務家は多い
のです。
　しかし、育児も家事も当然のこととして分担してきた夫にとって、これは
簡単に納得できることではありません。子どもが生まれ、妻が職場復帰して
からは、夫婦で分担して保育所の送り迎えをし、帰宅後も愛情を持って子ど
もの世話をしてきたのに、離婚事件になるとさも当然のように妻が親権者で
あるといわれてしまうことは、夫の身になれば到底承服出来ないでしょう。
　このように、現在の離婚制度や実務が、今の時代の夫婦の実態に即してい
るとは必ずしも言えない面があるなかで、離婚問題に直面した男性依頼者に
納得してもらえる弁護をすることは、弁護士にとっても困難が伴う反面、取
り組みがいのある仕事であるともいえます。

男性の弁護を行ううえでの心構え
　男性の離婚事件を扱って感じることは、意外に男性は弱いということで
す。
　男のプライドが邪魔をし、妻との問題を親や友人になかなか相談できない
という人はたくさんいます。妻から離婚を告げられ「ダメ男」の烙印を押さ
れたような気持ちになり、冷静な判断ができなくなる人もいます。
　男は強くなければならないという意識と自分の弱い気持ちとの間で葛藤し
ている人が多いように思います。逆に、女性は弱い被害者であることを隠す
必要を感じないで済む分、離婚事件では強者になっているのかもしれませ
ん。このような男性特有の気持ちを理解して、男性の離婚事件を扱う弁護士
はまだまだ多いとはいえないでしょう。
　離婚事件は、その当事者の人生にとって、極めて大事なエポックであり、
その一端を弁護士が担っているという意識が大切です。
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　「あの時は本当に辛くて、先生の事務所にどうやって行ったのかも覚えて
いなかったが、今は先生に頼んで本当に良かったと思っています。」と言わ
れるようになるためには、法律論の研鑽はもとより、弁護士として、一人の
人間としてのあり方が問われるでしょう。

本書の趣旨
　この本は、現在の離婚制度や実務が、今の時代の夫婦の実態に即している
とは必ずしもいえないなかで、離婚問題に直面した男性の立場から、その考
え方と実務のポイントを解説したものです。
　弁護士が実務で使いやすいように内容を構成しましたが、項目ごとに論点
を分け、その内容をイメージしやすいようそれぞれに具体的な質問を加えて
います。解説も一般の当事者でも理解いただけるように、なるべくわかりや
すくまとめたつもりです。
　本書が、男性依頼者の離婚事件を苦手と考えていた弁護士の方々や、離婚
事件そのものを苦手と考えていた弁護士の方々に参考にしていただければ幸
いです。当然ですが、離婚事件の当事者は夫と妻です。そのため、夫の立場
から離婚実務を考えることは、女性依頼者の代理人になった場合にも、夫側
の考え方や戦略を理解するうえでも役に立つと思います。
　さらに、離婚に直面した男性自身にも是非お読みいただきたいのです。自
分と同様の事例を知ることで、離婚問題を乗り越える一助になるのではない
かと思います。男性は仕事や勉強と考えると課題に取り組める人が多いと思
います。本書で、これは仕事、勉強と考えて離婚実務の知識を得ていただ
き、新しい人生の扉を開く杖としていただけると幸いです。
　本書は、学陽書房の齋藤岳大氏の貴重なご助言があって、はじめて産声を
上げることができました。
　ここに心より感謝申し上げます。
　
　　平成 29 年 2 月
　

　本橋 美智子　
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１　はじめに
　離婚の相談を受けるとよく感じることだが、相談に来る一般の人は、離婚
原因について誤解をしていることが多い。
　協議離婚、調停離婚を問わず、民法 770 条１項各号の離婚原因がなけれ
ば離婚できないと考えているのである。
　特に、理屈好きの男性などは、調停の場で、調停委員に対して、妻の主張
する離婚理由は、民法 770条１項各号の離婚原因に当たらないと主張した
り、妻の離婚申立ては、理由がはっきりしないので、まずその理由をはっき
りさせるべきだなどと主張することがある。
　しかし、日本では、協議離婚が認められており、夫婦が離婚に合意しさえ
すれば離婚理由の有無や内容は一切問われない。相手に飽きてしまったとい
うような理由であっても、夫婦が離婚を承諾すれば、離婚は有効に成立する
のである。

1

結婚して８年になりますが、妻は上昇志向が強く、会社では同期
の出世頭のようです。妻は、子どもは出世の妨げになるのでいら
ないと言っています。
私は、子どもがいない生活は考えられないので、妻と離婚して再
婚したいと思います。離婚できるでしょうか。

１　妻が離婚に承諾せず、裁判で離婚を請求するには、民法770条１項各
号に定める離婚原因が必要となる。

２　妻が子どもをつくることを拒むことは、通常民法770条１項５号の婚
姻を継続し難い重大な事由には該当しない。

３　離婚訴訟を提起する場合には、１号から４号の離婚原因を主張する場
合でも、必ず５号の離婚原因も主張しておくことが必要である。

子どもはいらないという妻と離婚で
きるか

考え方のPoint
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　また、調停においても、民法 770 条１項各号の離婚原因がない場合であ
っても、夫婦が離婚に合意すれば、離婚調停は成立する。したがって、民法
770条１項各号の離婚原因には該当しないと考えられる場合であっても、離
婚の意思が強い場合には、協議離婚、調停離婚を志向すべきことになる。

２　協議離婚の努力
　子どもをつくるかどうかは、人生観の問題であって、いずれが正当である
とはいえない。子どもをつくらずに夫婦がそれぞれに自己実現を図ることも
あり得るし、子どもを産み育てることで、自分自身が成長することもある。
戦後民法の婚姻観では、妻は子どもを産むべきであるとか、いわんや子ども
が産まれないから離婚などということはあり得ない。したがって、妻が仕事
を優先して子どもを産まないとしても、それは離婚訴訟において離婚原因と
しては認められない。
　しかし、子どもが欲しい夫にとっては、妻とのこの価値観の違いは、到底
受け入れがたい場合もあるだろう。その場合には、妻との考え方の違いをよ
く話し合った上で、互いに譲歩できないのであれば、協議離婚という手段を
取らざるを得ないだろう。そして妻へは、夫婦間において本質的な点での違
いを抱えたままで、夫婦生活を続けることは、互いの人生にとって良くない
こととわかってもらえるように説得をすべきであろう。

３　離婚調停の申立て
　妻と話合いをしても妻が離婚に応じない場合には、夫は離婚調停の申立て
をすることになる。
　夫の離婚意思が変わらない場合には、一般的には、離婚調停の申立て前
に、妻と別居する方が望ましいだろう。妻と同居しながら、離婚調停を行う
のは、互いの精神的負担が大きいし、後述する婚姻破綻の認定にあっては、
別居期間が重要な要素となるからである。
　別居に際しては、夫妻のどちらかがこれまで住んでいた自宅を出ることに
なるため、そこが問題となるが、妻が離婚に応じない場合には、妻が自宅を
出ることはあまり期待できない。したがって、この場合には、転居費用や家
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賃負担があるとしても、夫が自宅を出ることを決断すべきである。
　夫が家を出て別居することによって、夫の離婚意思が固いということを妻
に知らせる効果もある。

４　離婚訴訟における「婚姻を継続し難い重大な事由」
の該当性

　離婚調停によっても、妻が離婚に応じない場合、夫が離婚するには離婚訴
訟を提起するしかない。
　この場合には、民法 770条１項各号の離婚原因が必要となる。
　民法 770条１項が定める離婚原因は以下のとおりである。
①　配偶者に不貞な行為があったとき
②　配偶者から悪意で遺棄されたとき
③　配偶者の生死が３年以上明らかでないとき
④　配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤　その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
　このうち、訴訟で最もよく主張されるのは５号の「婚姻を継続し難い重大
な事由」である。
　民法 770条１項５号の事由（以下、「５号事由」という）は、一般に、①
当事者の離婚意思、②客観的事情から認定される。
　そして、客観的事情は、別居、一方当事者の有責行為等によって判断され
る。

５　別居という手段
　本事案のように、妻が子どもを望まないことは、妻の有責行為とはいえな
いので、５号事由該当性を主張するには、別居期間が長期に及んで、その間
夫婦関係を修復する働きかけがなされていないことが重要となる。
　どの程度の別居期間があれば５号事由が認められるかは、事案により一概
にはいえないが、「第一審では、おおむね４年以上の別居があれば、その間
に婚姻継続を希望する当事者側から働きかけがなかったことを破綻に積極的
な事情として併せ評価し、実質的な婚姻破綻があったと判断している例がみ
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られるのに対し、１、２年程度の別居では（控訴審では約３年の別居でも）、
実質的な婚姻破綻の観点からは不十分な長さであると捉えられており、その
他に積極的な事情（例えば、婚姻継続を希望する当事者の本人尋問の結果に
顕れた反対当事者に対する嫌悪の情など）のない限り、実質的な婚姻破綻が
あったと判断していないように思われる。」（松原＝人事訴訟 256 頁）との
指摘がある。
　また、婚姻期間が比較的短い夫婦の場合には、別居期間が同居期間を超え
ていれば、５号事由が認められると思われる。

実務の注意点

１　子どもをつくるかつくらないかは、夫婦にとって重大な問題であり、そ
のことについて夫婦の意見が異なる場合には、真摯に協議離婚の話をすべ
きである。
２　妻が離婚に応じない場合には、別居、調停申立て、離婚訴訟提起と段階
を踏んで、事を進めるべきである。
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