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外務省主催シンポジウム 

ハーグ条約シンポジウム ―国際家事調停の在り方を巡って― 
議事録 

 
西岡室長   
 それではこれからハーグ条約公開シンポジウム～国際家事調停の在り方をめぐって～を

開催いたします。本日司会を務めさせていただきます，外務省総合外交政策局ハーグ条約

室長の西岡達史でございます。よろしくお願いいたします。 
皆様のお席に同時通訳用のレシーバーをご用意してございます。本日はチャンネル１が

日本語，チャンネル 2 が英語となっております。なお，シンポジウムの開会中は携帯電話

をお切りいただくよう，お願いいたします。 
 それから，もうひとつ質問についてのご案内でございます。本日のプログラムの第二部

のパネルディスカッションの後に会場の皆様からの質問をお受けする予定でございます。

ご質問のある方は受付でお配りいたしました質問用紙がございますので，ここの上にお名

前をお書きいただきまして，その下に質問をお書きいただきたいと思います。日本語又は

英語いずれでも結構でございます。質問は 3 時まで受けます。けれども，パネルディスカ

ッションの間に休憩時間はございませんので，進行の都合上，できましたら第一セッショ

ン終了後の休憩時間が終わるまでに受付にございます質問箱，もしくは会場にいる係が持

っております質問箱に入れていただきますように，よろしくお願いいたします。 
 それでは主催者である外務省を代表いたしまして鈴木俊一外務副大臣よりご挨拶をさせ

ていただきたいと思います。それでは鈴木副大臣よろしくお願いいたします。 
 
鈴木副大臣 

ご来場の皆さん，ハーグ条約公開シンポジウムにお越しいただきまして誠にありがとう

ございます。本日のシンポジウムは外務省が主催し，社団法人日本仲裁人協会のご協力及

び日本弁護士連合会のご後援を得て開催いたします。本日のシンポジウムの企画・運営に

ご協力いただきました皆様方，スピーカー，モデレーター，パネリストとしてお話しいた

だきます皆様方にお礼を申し上げます。 
 さて，近年グローバリゼーションの進展に伴い，人の移動や日本人の国際結婚が増加し

ており，それに伴い結婚が破綻する例も増えてきております。その結果，不和となった両

親の子が一方の親によってもう一方の親の同意なく海外に連れ去られてしまう，子の連れ

去りが深刻な国際問題として注目されるようになってきています。国境を越えた子の連れ

去りに対応するための国際的なルールであるハーグ条約は，多くの主要国を含む 89 カ国が

締結していますが，我が国はまだ締結いたしておりません。国境を越えた不法な子の連れ

去りは，我が国にとってもますます深刻な問題になりつつあり，我が国がハーグ条約を締
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結することは，子の利益を最重視した問題解決のルールを確立するとともに，新たな問題

発生の未然防止の上でも必要であります。ハーグ条約の締結は，我が国にとっての喫緊の

課題であり，政府としては引き続きハーグ条約の早期締結を目指していく考えです。 
 本日のシンポジウムにおきましては，国際家事調停の在り方をテーマとした討論を行い

たいと考えております。なぜならば，我が国がハーグ条約を締結するにあたって，条約上

の中央当局を務める立場の外務省としては，この分野における体制の構築が必要だと考え

るからです。ハーグ条約においては，子の返還に関し，裁判所で決定を下す裁判手続きと

同様に重要な中央当局の役割として，子の任意の返還と友好的解決を確保することが想定

されています。もともと国際結婚には文化や言語の壁があるわけですが，離婚となれば別々

の国に住みながら異なる法制度の下での手続きを経ることも多くなりますから，両親の間

の問題の解決は，国内の場合よりも困難な場合も多くなります。従って，このような場合，

裁判によって子の返還の実現をはかるのも１つの方法ではありますが，両当事者の自発的

な話し合いによって解決策を模索する調停の手法も，重要な役割を果たすこととなると思

われます。子を可能な限り迅速に元の居住国に返還するというハーグ条約の目的が尊重さ

れるべきであることは当然のことですが，同時に裁判によらない問題の友好的な解決であ

る調停は，当事者間の自発的な歩み寄りを促すものであり，その後の問題の複雑化を回避

するためにも有用な手段ですので，わが国においても調停という選択肢を確保することの

意義は大きいと考えております。その一方で，わが国では国際家事調停に関する制度的な

仕組みが整備されておらず，この分野における知見と能力の蓄積がほとんどありません。

国境を越えた子の連れ去り問題に対応する調停人は文化的背景や，言語，法制度の違い，

所在地が遠隔地であることといった，多くの困難を乗り越えて当事者間の合意を導くこと

が求められ，そのためには高度な専門知識と能力が必要となります。 
 本日のシンポジウムでは，ハーグ条約の締約国において，ハーグ条約事案の調停人とし

て多くの知見・経験を有する専門家の方々や，国際的な子の連れ去り問題に携わる実務家

や，学者の皆様を国内外からお迎えしております。 
ご参加の皆様にとっては豊富な経験と知識を有する専門家から，ハーグ条約における調

停の実情やその重要性についての知識を得ていただくことができ，また我々にとっても，

子の連れ去り問題に対応するための国際家事調停の在り方について学ぶ貴重な機会になる

と確信いたしております。本日はこうした問題意識を踏まえていただきながら，ハーグ条

約が対象とする事案への対応における家事調停の在り方について，議論していただければ

幸いであります。 
また，これまでの調停の実務を担ってこられた関係者の皆様におかれては，ぜひともハ

ーグ条約事案における合意に至るまでのプロセスを支援する体制整備に向けた取り組みを

進めていただきたいと考えております。 
本日のシンポジウムが子の任意の返還および問題の友好的解決における経験を踏まえ，

意見交換を行い，知識を深め，さらに関係者間のネットワークづくりに役立つ意義深い機
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会となることを心より願います。ありがとうございました。 
 
西岡室長 
ありがとうございました。主催者外務省を代表いたしまして，鈴木俊一外務副大臣より

冒頭あいさつをいただきました。それでは引き続きまして，基調講演に入りたいと思いま

す。基調講演におきましては，お二人の先生方にお話をいただきます。まず，はじめに，

reunite 理事長，アン・マリー・ハチンソン先生にお願いをいたしております。アン・マリ

ー・ハチンソン理事長は国内海外の家族法，子供の国際的な移動，とくに国際的な離婚裁

判，国際的な親権争い，子供の連れ去り，国内・海外における養子を専門とされていらっ

しゃいます。それではアン・マリー・ハチンソン先生よろしくお願いいたします。 
 
基調講演 
アン・マリー・ハチンソン 
弁護士，Dawson Conwell 法律事務所パートナー，reunite 理事長，英国 
「国境を越えた子の監護紛争とハーグ条約・調停の在り方」 
 
ハチンソン氏 
 皆様こんにちは。副大臣，ご参会の皆様，本日この重要性の高いハーグ条約シンポジウ

ムにご招待いただき，また日本という美しい国を初めて訪問させていただく機会を与えて

いただいて大変光栄です。 
お手元に配布させていただいた資料との関係では，いくつかの課題に絞ってお話をさせ

ていただきます。本日のテーマは子の連れ去りですが，国境を跨ぐ移動と国際的な子の行

き来を含む家族の破綻が生じると，子の連れ去りのみならず，法律的，社会的，感情的，

心理的な問題が発生します。 
これらの問題は，直接の家族である父親，母親，祖父母，そして叔父（伯父），叔母（伯

母）といった直接的な親族のみならず，社会全体に影響を与えます。なぜなら，このよう

な問題が生じると，子供や連れ去られた親，ひいては社会全体に対して心理的な害悪が生

じる結果を招き，より広範な社会問題となるからです。ハーグ国際私法会議及び児童に関

する国際的な条約が作成されたのは，我々は社会として，国連児童権利条約の履行におい

て，こうした問題を私的な家族の問題の扱いとして委ねてしまうべきではなく，より広範

な責務を負っていると認識したからなのです。 
これらは国際私法の問題であり，社会として責任と義務を負う形で対応しなければなら

ず，弁護士がその責務を有しています。本日出席されている弁護士の方で，こうした事案

にかかわった方はよくご存知だと思いますが，我々は，当初は家庭内の争いやカップルの

関係の破たんと思われたものから生じたものの，複雑な国際私法の問題を引き起こすこの

ような状況に法のルールを当てはめていく責務を有しています。これらの問題は，国際私
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法，管轄法，国家主権の複雑な問題を生じさせ，また国連の条約や，国家間の責務に対し

より広範な影響を及ぼしうるため，英国の最高裁や欧州人権裁判所の場で争われることも

あります。これが我々が本日このシンポジウムに参加している理由であり，改めてご招待

いただいたことを大変光栄に思います。 
それでは手短に，英国ではこのような事案においてどのような対応がとられているかに

ついて説明いたします。英国は，このハーグ条約については，1987 年以来署名国として条

約を実施してきているので，長年にわたる判例及び実践の利益を享受しています。英国は

日本が今いるようなスタート地点から，一般の市民の間ではこの種類の問題の認知度はそ

れほど高かったわけではないというところから経験を積んできました。こういった事態に

直面した人でなければ，一般市民の意識は低かったのです。 
英国においては長年の啓蒙活動が必要でした。国内担保法の制定後，国際私法の原則を

家族問題に適用していくという同法を受け入れるまでに相当の時間を費やしました。繰り

返しますが，法曹実務者，特に家事事案の弁護士にとって同法は非常に異質な概念でした。

なぜなら，多くのいえ全ての国内法制度においては，子供が関わる家事事件における第一

の原則は子の最善の利益であるからです。政策に基づくハーグ条約の原則と，国内の家族

法で子供の最善の利益とみなされているものの間に整合性をもたせることがとても困難で

した。このことが受け入れられ，かつ二つの問題は別個のものではなく十分両立するとの

理解に到達するまでには，一定の期間と欧州人権裁判所まで持ち込まれた事案を含む多く

の判例が必要でした。 
例えば，ルーマニアに関連する，ハーグ条約及び同条約のルーマニアにおける実施を含

む事案が欧州人権裁判所に付託されました。欧州人権裁判所が述べたのは，おそらく子供

が理解しておらず，子供自身がコントロールしていない，また子供が外交的及び管轄的問

題が取り巻く親同士の紛争のさなかにいる状況において，子が常居所地国から奪取され，

すなわち連れ去られるということは決して子供の最善の利益にならないということでした。

また，子供を常居所地国，すなわち出来事が生じる前に所在していた出発地点に戻すとい

うことが，通常，子供の最善の利益であるということが確認されました。 
英国においては，ハーグ条約を実施する管轄地域が３つあります。まずイングランドと

ウェールズ，スコットランド，それから北アイルランドです。子が例えばグラスゴーに連

れ去られたとすると，スコットランドの実施法の下で対応されます。同法はイングランド

の実施法ときわめて似ていますが，中央当局が異なります。そして，同じようにベルファ

ーストに子供が連れ去られた場合は，北アイルランドの実施法が適用されます。イングラ

ンドにおいては，すべての事案は高等裁判所で取り扱われますが，英国では離婚や監護そ

の他の権利などの家事事件は家庭裁判所が扱います。全てのハーグ条約事案は高等裁判所

のレベルで審理されなければなりません。その背景にある政策的な理由は，国際的な義務

及び国際的な条約は，その履行において，これらの事案を審理する裁判官による非常に明

確な理解が求められており，裁判官に専門知識を集積させることが必要とされたためです。
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英国では実際にハーグ条約事案を審理する裁判官は 19 人しかいません。他の管轄では異な

る対応がなされていますが，イングランドの経験では，専門知識を限定的な数の裁判官に

集中させる方がより良いことが分かりました。これにより，親や他の関係者は，法廷に来

る前に，具体的事案に入る前に裁判官に対して一定の教育が必要となるといったハードル

がないことを確認できます。 
一般的なルールとして，英国においては，6 週間でハーグ条約事案を扱わなければなりま

せん。一般的な原則と述べたのは，それが平均の期間だからです。たいていの事案は最初

から終わりまで 10 週間から 14 週間程かかる傾向があります。それでも実務家の方々は，

家事事件をそんなに迅速に扱うことは可能ではないだろうとおっしゃると思います。イン

グランドにおいても，ハーグ条約の実施開始時点ではそのような迅速な解決は無理だと思

われました。しかしながら，それは可能であり，その理由の一つは，特定の法律，すなわ

ち1985年の児童の奪取と監護に関する法律を通じてハーグ条約を実施していることにあり

ます。そして，同法を実施するための特別な裁判所の規則があります。裁判所の規則は，

例えばいつ提訴するか，どのように証拠を提出するか，または期限などに関する基本的な

手続を定めています。また，規則ではどのように事案の中で論点を集中させなければなら

ないかということも扱っており，またどの論点がハーグ条約事案に関係するかを特定する

ための手助けも行われています。我々はこれらは監護権の審理ではないことにも留意して

います。 
実務家として，英国の中央当局からビクトリア・ダムレル氏が来ているので，コーヒー

ブレイクの間に，中央当局がどのように運営されているのかについて皆さまに話していた

だけると思います。英国においては，ハーグ条約事案に対応する専門家の弁護士のパネル

が存在します。実際に事案を扱うのがこれらの弁護士である必要はありませんが，例えば

子が米国から英国に連れてこられた場合，連れ去られた親は米国の中央当局に連絡し，米

国の中央当局は英国の中央当局に連絡します。そして，ハーグ条約案件の基準が充たされ

ると，米国への子供の返還手続を開始するために，専門家の弁護士に事案が付託されます。 
このような事案の資金手当について，皆さんが親で子供が英国に連れ去られた場合，皆

さんが最初に疑問に思うことは，英国での子供の返還手続，子供の所在を特定するのに必

要な資金をどうやって支払うのかという点でしょう。英国には政府の法律扶助制度があり，

連れ去られた親には，専門家の弁護士に法的手続を開始するよう依頼するための公的な資

金を得る権利が与えられています。これらの弁護士費用は，連れ去られた親の経済状態に

関係なく支払われます。英国に連れ去られた親が百万長者であっても，その親が希望する

のであればこれらの弁護士費用を支払うための法律扶助を受けることができます。しかし，

英国政府が行う法律扶助では，司法的な費用は賄われますが，子供を返還する航空運賃に

ついては賄われません。また，例えば連れ去られた親が，英国に渡航する航空運賃も賄わ

れません。 
次にこのような事案の手続について，調停にも関連するので簡単にご説明します。通常
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英国では裁判は通告なく開始されます。子供が英国に連れ去られた場合，中央当局は，連

れ去った親には法的手続が開始されることを知らせないまま，弁護士に依頼が行われ，裁

判所において裁判が開始されることを確保します。弁護士が裁判所に書類を提出し，裁判

官に対していくつかの命令の発出を要請します。これらの命令の目的は現状維持です。 
その理由というのは，例えば，逃げてしまう危険のある非常に強い動機をもった親で，

ヨーロッパ中の他の国々を飛び回る可能性があるような場合には，ハーグ条約の下で手続

きが開始されたということを当該親には知らせたくないわけです。さもないと，子供をま

た隠し，引っ越してしまうかもしれないからです。これらの手続は一方当事者のみで通告

なく開始され，命令が発出されます。まず子供と連れ去った親についての旅券提出命令が

とられ，裁判所が保管を行います。連れ去り親は英国の特定の住所にとどまらなければな

らないという命令が発出されます。概ね七日以内に連れ去った親が裁判所に出廷して，弁

護するつもりなのか，もしそうなら，弁護の中でどのようなことを主張するつもりなのか

を説明しなければなりません。ハーグ条約の下でどういう弁護をするのかについて述べ，

条文を参照しながら弁護を特定させなければなりません。 
その後事案は最終的には最終審理まで進みますが，次の当事者間又は第二弁論と呼ばれ

る段階で，調停が提起，模索されます。これは後で説明します。最終審理は，通常最低 6
週間から 12 週間以内に行われ，終局の決定が行われます。通常英国においては，特に連れ

去った親が主たる監護親である事例において，我々の法理では，一般的に子供のためによ

り良いという理由で，連れ去った親自身が子供を連れて帰ることが望ましいとされていま

す。それが子供にとってのトラウマをより少なくしますし，家族全体を統合的なやり方で

戻すということになり，監護権に関する事案が返還請求国にて取り扱われることになるの

です。 
一部の欧州の国と違い，英国の制度は，単に子供を返還すべきとの命令を発出ればよい

というものではありません。我々は，一般的に返還のために子供が主たる監護者から引き

離されるのは，通常子供の最善の利益ではないと考えています。さらに，子供自身には返

還に関する自由裁量権はないのであり，裁判所がどのようにその子供が返還されるべきか

決定する義務をもちます。実務上の観点から，さらに言えば感情面でも，どのようにその

特定の子は返還されるべきでしょうか。子供一般についてではなく，その特定の子供につ

いてです。その特定の子供が特別なニーズを抱えているか，本国に返還するために，その

子のために決められるべき特別な条件があるか，特別なニーズというのはその子供が連れ

去った親とともに戻ることも含まれるのか，たとえその連れ去った親が技術的に，あるい

はそれ以上に連れ去りにおいて罪を犯していても，連れ去った親が非難するに値する方法

で行動していたとしてもです。重視すべき点は，ハーグ条約における返還の範囲内で，そ

の子供にとっての最善なことは何かであり，条約の理念の範囲内で，しかしその子供に最

初の連れ去り以上に害を与えないようどのように子供を返還することができるかという点

です。 
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配布資料の中にハーグ条約事案の主要な概念を概観したペーパーが入っています。同ペ

ーパーでは，常居所とは何か，合意とは何か，事後の黙認とは何か，適応とは何かといっ

た主要な概念について，英国及び国際的な判例に照らしてまとめています。 
実務者，親，ソーシャルワーカー及び裁判所の福祉担当者が最も気にかけている二つの

分野は，13 条１項 b，及び 13 条（重大な危険/耐え難い状態及び子の異議）による弁護で

す。 
13 条１項 b に関して再確認をいたしますが，返還することによって子が心身に害悪を受

け，または他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があることを子の返還に異

議を申し立てる個人が証明した場合には，裁判所は「返還を命ずる義務を負わない」とな

っています。想像がつくと思いますが，どの締約国でも，判例法のうち大部分は，この特

定の条項に関連して発展しています。 
この条項について様々なアプローチがとられていますが，ハーグ条約を締結あるいは参

照する全ての国にとっての出発点は，この条約を推奨し，条約の意義及びそれぞれの条文

の意義を述べた国際的な報告書である Perez-Vera のレポートだと考えます。 
13 条１項ｂは，請求する親が乗り越えるためのハードルとして設けられたものではあり

ません。同条は国連に基づいた子の保護のための条項として設けられました。これが同条

が存在している理由です。何も，連れ去った親をひっかけようとしているわけではありま

せん。同条は，被請求国に対して，害悪の重大な危険があり，かつ害悪が生じることなく

子供が返還されるような返還の手続を行うことでその害悪を緩和する手段がない場合に，

返還しない裁量を与えるためにあるのです。「重大な危険」の審査は厳格です。子供が返還

された場合に将来における重大な害悪の重大な危険がなければなりません。単なる不安や

困難は，返還に反対する親がこの弁護を証明するために満たさなければならない高い基準

を満たすのに十分ではありません。 
本ペーパーの 20 ページに，アンダーテイキングという項目があります。アンダーテイキ

ングについては，多くの国で誤解がありますので，何点か御説明いたします。本件につい

ては多くの国でそれぞれ異なるアプローチがあることを承知しています。確かに英国，ア

イルランド，オーストラリア，カナダ，ニュージーランドでは同じアプローチです。米国

ではいくつかの州は同じアプローチですがそうでない場合もあります。 
アンダーテイキングの背景にある考え方及び概念というのは，概ね返還が子供を「耐え

難い状況」に置くという弁護に対抗するものです。もちろん，条約は，子供を一方の親又

は特定の監護の状況に返還することを求めているのではなく，将来の監護に関する決定が

常居所地国でなされるようその子供を常居所地国に返還するという概念に基づいています。

そのことは，ある状況では子供を母国に返還しつつもその国の施設に返還するということ

を含むかもしれません。子供をソーシャルケアに戻すということも，完全に珍しいわけで

はありません。これらは，一般的には，子供がソーシャルケアから連れ去られたか，又は

連れ去りの前にソーシャルケア関連の問題があった場合です。 
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あるいは，申し上げましたように，裁判所は，当初不法に子を連れ去った親とともにそ

の子を返還することが可能かどうかを確認します。そこから多くの問題が発生します。通

常最初に発生する問題は，いくつかの国では親による子の連れ去りは犯罪であり，子を連

れ去った親が罪を犯したことになるかもしれないため，どのようにすればそのような連れ

去った親が帰国できるのかというものです。日本では犯罪とはならないと承知しています

が，米国や英国では確実に犯罪です。 
母親が英国に連れ去った後，例えばミネソタに送り返されようという 2 歳の子供がいた

として，何が起きるでしょうか。私は故意にミネソタを選んだわけではなく，悪い感情を

もってもいませんし，私はミネソタに行ったこともありません。ミネソタでは母親に逮捕

状が出ています。返還は子供の最善の利益となるでしょうか。母親が飛行機を降りると FBI
が出迎え，逮捕されます。そして母親は収監され，残された親のせいでもないし，子供の

せいでもありませんが，とても幼いその子は，10，12 か月もの間しばらく会っていない親

と残されます。そうした状況は子供を明らかに混乱させます。問題は，このようなときに，

どのような対応をするべきかということです。 
その答えは，子供を返還する裁判所が，その子の即時及び短期間のニーズを充たすため

に適切な対応がなされ，返還が安全で劇的ではない方法で実施されることを確保するよう

な，子供の返還の枠組の策定を追求することです。 
扱われるべき論点は， 

（１）実際の返還のための実務的なアレンジ 
（２）潜在的な逮捕への対応も含む，子の到着後のアレンジ 
（３）請求国にて家庭裁判所が審理するまでの子の生活及びその世話についての短期及び

中期的なアレンジ。目的は，国内裁判所の管轄権を侵害することではなく，短期間の措置

を確保するための対応です。 
アンダーテイキングは厳粛で真摯な裁判所への約束であり，その効力は裁判所の命令と

同一です。与えられうる様々なアンダーテイキングを資料に列挙してあります。英国では，

裁判所の命令には，例えばこのような内容があります。第 1 に，母親が 14 日以内に子供を

ミネソタ州に返還をする。第 2 に，航空運賃は父親が払う。第 3 に，父親は，別表として

添付された自らのアンダーテイキングを遵守する。別表のアンダーテイキングにおいては，

例えば，父親は，連れ去りに関して，母親に対する刑事訴追を支持しない，又は自ら開始

しないというようなものがあります。通常は，父親は検事に対して母親の訴追を続行しな

いよう要請したという証拠を提出するよう求められます。 
次に，母親が家庭内暴力の申し立てを行った場合には，父親は，母親に乱暴したり，嫌

がらせをしたり，干渉したりしないという約束をします。また，帰ってくる親と子の住所

について，その国の当局には知らされますが，残された親に対しては，住所が知られても

安全である（或いは安全でない）と同国の当局が判断するまで，住所は知らされないとい

う条件もしばしば含まれています。 
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母親は，指定された住所にとどまり，中央当局，裁判所及びその住所のソーシャルサー

ビスへ通知をするということを約束します。 
また通常，元の居住国の裁判所が異なる命令を発出するまでは，返還を求める親は，返

還を行う親の監護から子供を連れて行かないというアンダーテイキングもなされます。こ

れは，例えば，母親が飛行機から降りると，父親が監護権の命令をもってやってきて，子

供を連れて行くという事態を避けるためです。このようなことが起こらないようにするた

めのアンダーテイキングがあります。そのほかにも様々なアンダーテイキングがあり，母

親が家賃や自身及び子供の食費を賄う金銭といった暫定的な生活維持のための条件や，入

国を支援する他の書類の提供など，子が，慎重でトラウマが少なく確実な方法で返還され

ることを確保する様々な範囲のものがあります。これらのアンダーテイキングは，元の居

住国の家庭裁判所及び中央当局に伝えられます。監護権に関する案件を審理する裁判官は，

当該ハーグ事案のすべての文書をもち，これらの約束が何かを知ることになり，論点は何

かを認識できることになります。これらの約束は，当該家庭裁判所の裁判官が審理し，監

護権に関する命令を出すまで，維持されます。 
調停について話そうと思います。皆さんは，アン・マリーさん，とてもよいですが，お

そろしい話に聞こえますとおっしゃるかもしれません。奪取，誘拐，逮捕，刑事犯罪とい

った用語を使われましたが，調停とどのような関係があるのか，いったい調停は条約の法

的プロセス又は政策概念の中にどう組み込まれるのかと思われるかもしれません。ハーグ

事案における調停の出発点は，7 条です。7 条では，今私の手元に条文がないので大まかに

申し上げますが，ハーグ条約の締約国は，子の任意の返還を確保し，又は問題の友好的な

解決をもたらすためのすべての適切な措置をとる義務を負っています。７条は，どのよう

に締約国がこの義務を果たすべきかについて言及していません。単に義務であると述べて

いるにとどまります。 
国によって 7 条に対するアプローチは異なります。一部の国においては，最初の出発点

が 7 条となります。私が説明しましたように，英国でまず始めになされるのは，仮命令を

得るために裁判所へ行くことです。他の国では，裁判所に行く前に，任意の解決を試みる

ことから始まります。オーストリアのような国の場合には，連れ去った親は書簡を受け取

ることになります。手紙には，「フォントラップ様，あなたは 7 人子供を連れ去りました。

本当はオーストリアで歌のレッスンに通うはずの子供がいなくなっています。返還しませ

んか。任意の返還のために 7 日間猶予があります。」ということが書いてあります。 
ほとんどの国は，7 条を問題解決の促進のための条項と捉えており，中央当局および裁判

所は当然任意の解決を支援する義務を有していると述べています。英国及び多くの国は，

（２日間にわたり話すことになりますが）調停を通じて同条の実施の促進を捉えてきまし

た。しかしながら，明日から２日間にわたり調停専門家から聞くことになると思いますが，

一般的な家事調停には決してなりえないものです。 
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ハーグ事案における調停は，多くの一般的な家事調停や調停の基本原則の特徴を有して

いますが，いくつかの側面については，子の連れ去りという頻度は低いが非常に困難な家

事事件の分野を取り扱うために，微調整を加え，制度化する必要があります。子供の連れ

去りには，締約国としての義務という側面があるほか，，調停のプロセスおよびスキームが

考慮に入れなければならない多様な利害関係者が含まれています。つまり，ただ単に親と

子供だけではない範囲になります。しばしば親による連れ去り事件が報道されます。新聞

報道となり，事件に関するドキュメンタリー番組ができるかもしれません。こうして一般

の人の関心事項となります。皆さんもご覧になったと思いますが，米国のクリントン大統

領がメキシコ政府と特定事案について協議を行ったという，最高レベルで関心が寄せられ

た事例もあります。これが最も高いレベルですが，フォーカスグループ，利益団体，政治

活動団体，ロビー団体が出てくるでしょう。その家族への関心というのはとても広く，周

囲から独立した家族問題としては扱えないのです。このように，設立されるいかなる調停

スキームも信頼に足るものでなければならず，調停はハーグ条約のプロセスを補完するも

のでなければならないのです。 
それだからと言って，すべての調停の概念が活用できないものとなってしまうわけでは

ありません。英国においては，そうしたニーズ及び両親のニーズに配慮するため，10 年以

上かけて発展してきた reunite 国際的な子の連れ去りセンターのスキームを採用していま

す。reunite のスキームは親と子のニーズだけでなく，条約の義務も考慮に入れています。

条約の義務の一つとして，例えば，これら事件の審理を迅速に行わなければならないこと

があります。一般的な調停の考え方では，その問題と家族が必要とするペースで調停を行

います。例えば，間隔が大きく空いた調停のセッションが何回も必要な場合もあれば，そ

うでない場合もあります。子供の連れ去りについては，簡便な返還審理を行う裁判所と裁

判手続上の義務に配慮し一定期間の範囲内で調停を扱わなければならないという条約上の

義務に留意する必要があります。 
英国においては，当事者が調停を行いたいと考え，調停が有益であろうと承諾した場合

に，裁判の第二段階において調停へと進みます。裁判審理の第一段階において，パスポー

トが取り上げられ，誰も逃げ出さないということが分かり，子供の所在が知られ，誰もが

そのまま留まっているという状況になった後，当事者が裁判所に出廷し，自分達の家族に

は調停の見込みがあると考えているとの示唆を行います。そのようになれば，調停に入る

ことを可能にするため，裁判所の手続はいったん止められます。裁判所及び裁判官は，そ

の家族が調停を行うことを認識し，裁判所命令において，例えば，「2012 年 12 月 1 日に当

事者が調停に合意し，この事案の審理を３週間後に行う」などと述べます。その後，関係

者全員が裁判所に出廷し，調停がどうなったかを報告します。もし合意に達することがで

きなかった場合は，事案は通常の裁判のタイムテーブルに沿って進み，双方から証拠が提

出され，事案は最終審理まで進みます。 
合意に至らない場合には調停の中で生じたことはすべて秘匿されます。もし合意に達し
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たのであれば，その合意は裁判所命令に基づき実施されます。調停のやり方そのものにつ

いては，私は専門ではなく，弁護士です。皆様方は２日間これらの事案について真の経験

を有する真の専門家の話を聞かれることになりますが，この分野はとても困難な調停分野

であり困難なプロセスであると理解しています。ありがとうございました。 
 
西岡室長 
ハチンソン理事長ありがとうございました。国境を越えた子の監護紛争とハーグ条約・

調停の在り方について，多くのハーグ条約事案を実際に担当してきた実務家の立場から非

常に興味深い話をいただきました。続いて，鈴木五十三先生からお話しいただきます。鈴

木五十三先生は，日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座長，

アジア国際法学会日本協会理事，アジア太平洋弁護士協議会次期会長・日本代表，日本ロ

ーエイシア友好協会常任理事・副会長などを務めています。 
 

鈴木 五十三 
弁護士，日本仲裁人協会国際家事事件の私的調停スキームに関する研究会座長 
「ハーグ条約事案への対応に当たっての日本における国際家事調停の課題」 
 
鈴木氏 
 はじめに鈴木外務副大臣をはじめ，外務省の皆様方，また，今回のシンポジウムに協力

をいただいている日本仲裁人協会，日本弁護士連合会，そして外国からの参加者も含めた

今回のシンポジウムおよび研究会に，ご出席の皆様方に感謝を申し上げます。 
このような場で，私が座長をしている国際家事事件の私的調停スキームに関する研究会

の成果を皆様と共有するという機会をいただけたことを大変光栄に思っています。 
 この研究会は，2 年前に発足し，会員は家族法，特に国際家族法に関心を持つ，若手弁護

士が中心となっています。ハーグ条約の批准を控えて，国際的な家族問題，特に子供を巡

る家族問題が各界の論議の対象となっています。子に関する国際紛争あるいは調停につい

て，メディエーションを介しての解決は有意義ではないだろうかという視点から，この研

究会は始まりました。最初の一年は，主に文献研究を行い，二年目にはパイロット事案を

研究しました。 
本日は，そのパイロット事案の概略について紹介したうえで，この後に引き続き行われ

るパネルディスカッションの素材にしていただければと思っています。 
はじめに，ここでメディエーションという言葉を使いますが，暫定的に次のような理解

の元で使うこととします。まず，メディエーションとは，，，当事者の合意を促進する第 3
者の援助手続きと理解します。その上で，当事者間の合意には，，，第三者の決定に服する

という約束までは含まれていないということです。言い換えれば，，メディエーターは，当

事者を拘束するような判断を提示しないということで，仲裁との決定的な違いです。，合意
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形成を支援するということで，当事者自身が交渉によって合意に到達する，これを促進す

るのがメディエーターの役割であるとご理解いただければと思います。言葉上，私的調停

という言葉を使っていますが，これは，メディエーションを意味します。 
パイロット事案の概要に入ります。本件は，具体的な事案です。この事案を取り扱うに，

際して，本人のプライバシー，メディエーションでの協議内容などの守秘義務を約束して

います。このことから，やや抽象的な表現で，外枠についての説明になる点をご容赦願い

ます。事案の中身に入るような具体的，詳細な状況については言及しない，こともあろう

かと思います。 
事案の概要ですが，当事者は，英国国籍の父親，そして日本国籍の母親です。両親の間

には子供が 2 名おり，いずれも英国で出生しています。母親が子供を連れて帰ってくる前

の，10 年近くの婚姻生活は英国で行われています。数年前に母親が日本に帰国し，西日本

に居住しているというのがこの事案の出発です。 
，どのような経緯でこれがメディエーションの対象になったかというと，父親側は英国

の reunite に接触があり，自分の希望をメディエーションで話し合いたいとの意向を伝え，

日本側は母の代理人である日本弁護士，から PT メンバーに接触があり，母親も協議で話し

合いをする意向を表明したということが確認されました。この確認に基づいて，メディエ

ーションへの参加合意を両者にしてもらったわけですが，これについては文書を作成し，

両当事者にサインをもらい，メディエーションの開始となりました。合意の基本条件とし

ては，何を協議の対象にするかというのが一番重要な点だったわけですが，対象としたの

は，父親による子との接触，コンタクトでした。さらに，秘密保持義務，解決がなされる

のは当事者の自由な合意によってのみ可能であるということも条件に挙げました。メディ

エーションを開始した後の，どの段階でも当事者はそれを打ち切ることができるというこ

とを中核にしています。最後に，費用の負担です。これは，この研究会が他の研究ファン

ドから支援を受けている関係から，一定の費用の負担は母親にお願いしました。しかし，

reunite の側は，調停においては当事者から費用を受けないということでしたので，英国の

父親に母親側は日本側の費用を一部負担すると開示したうえで，日本の母親は一部費用を

負担し，英国の父親は費用を負担しないということで合意して，メディエーションの基礎

が固まりました。 
メディエーションの基礎が固まったので，スクリーニングの段階に入りました。 
スクリーニングの段階でその事案がメディエーションにふさわしいかどうかなどの見通

しを立てることになります。今回は，スクリーニングについては，reunite が通常使ってい

る質問，シートを利用して行いました。実際には，reunite からのメディエーターがこのス

クリーニングシートに基づき質問をし，このスクリーニング上の要素が備わっていること

を確認したうえで，次の本調停を行うことにしました。 
これを決めるに当たり，二つの事が論点になりました。一つは，協議の対象をどのよう

に限定するかということです。今回はパイロット事案ということもあり，ハーグ条約が将
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来行われるであろうということも意識しました。子と父親との接触，コンタクトの問題に

絞りました。このコンタクトの内容として，子供を訪英させるというアレンジメントに絞

ることになりました。次は，このような協議事項をどのような形でメディエーションする

かということで，次のようになりました。いずれか一方の当事者が，いずれか一方の国に

出向くことは，時間的にも費用的にも実際上不可能であるということが前提になったため，

各当事者が各本国の調停人と面接をする，そのうえで，両調停人，当事者が電話会議によ

って一同で会議をするという二国間電話会議を設定しました。スクリーニングでは，二国

間電話会議を設定したうえで，主に英国調停人から日本当事者に対しての質問がなされ，

スクリーニングを完了しました。 
スクリーニングで，子の接触問題について協議ができるという見通しがついたので，本

調停期日ということになりましたが，開始時間の設定から話が始まりました。元々，協議

については数時間かかるであろうと予測していました。少なくとも 4 時間は必要であろう。

場合によっては，翌日もリザーブしておく必要があるだろうと考えました。土曜日の利用

になりました。英国と日本の時差を考えると，日本時間の午前中，午後，あるいは英国の

午後開始が適当であろうということになり，日本で午後 5 時，英国で午前 9 時から開催と

しました。調停の参加者ですが，英国側は英国の父親，サンドラ調停人が英国側で参加し

ていただきました。日本側は，私が日本側の調停人になり，それに通訳者と，今回はパイ

ロットだということで，当事者の同意を得たうえで記録係も同席することになりました。

調停の場所ですが，二国間同時調停電話会議なので，どこが調停場所なのかということに

なりますが，日英間でのバーチャルな調停ということになりました。 
協議は，次のような経過をたどりました。実は，協議の背景には離婚の問題がありまし

た。当初は離婚の成立と父親と子供との面会の問題が切り離せないのではないかと考えて

いました。しかし，この問題は，後に述べる経過で解決され，このメディエーションでは

コンタクトだけに問題を絞ることが可能であるとわかり，訪英日程の調整に絞られました。

ここでの主な課題は，夏休みを利用しての子供たちの訪英でした。特に，ロンドンオリン

ピックの頃であるということで，どのように航空券を手配したらいいのか，いつ夏休みが

終わるのでいつ日本に帰国すればいいのかということが，協議の経過の対象になりました。

加えて，父親側としては，子の訪英に加え，子が日本にいる時期にもメール，電話，スカ

イプなどで子と直接通信をしたいという希望がありました。それが母親によって妨げられ

ないように，あるいは母親によって援助してもらえるようにできないかという希望が出さ

れていました。 
四つ目が今後の接触についてです。ここで話し合われたのは，英国に子供が行き，夏休

みが終わるころに帰ってくる，そのあと，父親と子供の面会を次はどういう時期にするか

という，その協議のために子の帰国後に追加のメディエーションを行いたいということが

四つ目の協議課題でした。 
使われた言葉は，英語です。調停人は，英国側はサンドラ・フェンさん。日本側は，英
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語が理解できるということで私が入るということになりました。ただ，当事者同士のコミ

ュニケーション，あるいは調停人同士のコミュニケ―ションは英語で行うということで進

められています。本調停においては，これに加え通訳の出席を依頼しました。通訳は，逐

次の通訳で出席してもらいましたが，本人の意思を表明するとき，あるいは相手側の説明

について再解釈するときに，通訳に入ってもらいました。 
文章ですが，スクリーニング段階で作成された当初の調停参加合意書，あるいはメディ

エーションの最後の段階で作られた合意書，いずれも英語で作り，日本語では作っていま

せん。ただ，いずれも文章になっているので，英文のものは本人にその場その場で適宜日

本語に口頭で訳しながら説明をするという手順は踏みました。 
今回のこのメディエーションをやった際に，いくつかの論点が出てきました。おそらく

この点は，今後ハーグ条約事案を扱う場合には，必ず出てくるであろうという意味で指摘

したいと思います。一つは，遠隔地協議の問題です。英国と日本は地域的にも大変な遠隔

地で，片道だけで十数時間を要し，航空運賃は平均賃金のほぼ一か月分に匹敵する金額が

かかります。さらに，滞在期間を考えると 1 日，あるいは 2 日の調停に参加するだけでも

週の半分以上，あるいは 1 週間を使って外国に行かなければならなくなるという意味で，

参加者にとっては大変な負担になるというのが，遠隔地協議の大きな悩みでした。そこで

今回工夫されたのが，バーチャル調停，二国間電話会議調停です。これは，問題が父親と

子供との接触ということに限定されていたということで，これとそのいずれかの当事者が

他方に飛んでいくという場合のコストのバランスから，これでやむを得ないだろうという

ことで，この形式をとりました。電話会議の場なので，調停人自身はその本国の当事者と

は面接できても，相手国当事者とは面接できないという大きな欠陥があります。当事者間

同士であっても，直接面接で伝達できることはない，あるいは調停人同士も直接面接する

ことはないという意味で，非常に限定されたものになります。こういう意味で，遠隔地協

議は，コストとのバランスで考えるとやむを得ない，あるいは便宜的な手段として考えら

れますが，このことから学ぶことは大変に多かったと思います。この遠隔地協議を今後発

展させるためには，いろいろそこで出てきた問題があります。これについては，あとのパ

ネルでサンドラ・フェン氏に指摘していただき，皆さんと共有したいと思います。 
 
先ほど申し上げた離婚問題について触れたいと思います。私の理解では，メディエーシ

ョンになじむ事案と，なじまない事案があります。多くの事案はメディエーションになじ

みますが，当事者同士はなじまないと思っています。これは実はメディエーションで解決

できますよという方法を提示することによって，多くの事件が，論争的な解決から協調的

な解決へとすることができるのではないかと思います。この事件では，背景に離婚の問題

があったと思います。先ほど申し上げたように，スクリーニングの期日が決まる前に調停

に参加するという合意ができたわけですが，スクリーニングの期日が決まったら，英国で

離婚の裁判が申し立てられました。スクリーニングの日には，その離婚の判決を日本の母
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親が持って現れました。日本と英国の問題で一番大きいのは，離婚について両者が合意し

ていても，日本の協議離婚手続きではなかなか簡単に離婚できないという事情があります。

一つの大きな理由が，日本の協議離婚届けでは，離婚に際して親権者の指定を記載しなけ

ればいけないことです。親権者の指定自体をどちらにするのかということで，両親間で合

意が容易には成立しません。離婚を協議でしようという合意が成立していても，協議離婚

ができなくなってしまうという事情があります。本事案も，取り扱う経過の中で，もしか

したら離婚問題が背景にあって，それから子供の面接の問題が絡み合っているので，離婚

問題がすっきりすれば，子供の問題もすっきりするのではないかという見通しを持ってい

ましたが，この英国の決定により，英国では一方的に離婚が成立することになりました。

日本の母親が欠席であっても，日本の母親が異議を出さなければそのまま確定するという

ことになっています。英国側で判決が確定したので，英国では父親は離婚が成立すること

になりました。その上で，日本で母親は，この離婚判決を日本の役場に届けることになり

ました。届け出たところ，判決は欠席判決ではありますが，欠席した本人からの判決の届

出ということで，受理され，その結果，本調停が始まる前に日本の戸籍上も離婚が記載さ

れました。大きな問題が一つ片付き，訪英と面接に絞られました。 
この話し合いでは，基本的にはメディエーションです。裁判所は関与していないので，

合意が成立しても，私的な合意に過ぎません。私的な合意としての限界がありました。例

えば，訪英するのがいついつなのだ，いついつに帰ってくるのだという約束をしたとして

も，その約束の履行が確保されるため，の条件は欠落していました。父親側が心配したの

は，今ここで 2 週間先に子供が英国を訪れるという約束をしても，途中で母親が気持ちを

変えた場合に，変えた気持ちに対して強制できるのかというのが心配でした。母親から見

ると，夏休みが終わる前に日本に帰ってくるという約束を父親が果たしてくれるのか，果

たしてくれない場合にどうなのかというのが，履行確保で問題になります。本来であれば，

確定判決としての効力を得るということが可能であればよいのです。現在の法制度の中で

は，この私的合意を確定判決と同等の合意にするには，調停を申し立てて，その調停にお

いて調書で持って合意をし，調書を経由することによって確定判決としての効力を持つと

いうのが日本側の実務になります。英国側については，後程詳しく説明していただければ

と思いますが，私の理解では，これを判決として編入するための手続きが必要となるだろ

うという風に理解しています。 
いずれにしても，日本と英国の裁判所同士の協力，あるいは日本と英国の弁護士同士の

協力がないと，コストと時間がかかってしまうというのは避けられませんでした。この調

停の当初には，出来上がった合意について確定判決と同等の効力を得るにはこういう手続

きが必要だが，それにかかるコスト，時間を説明したところ，両当事者ともその必要はな

い，合意だけでよいということだったので進めることができました。今後，メディエーシ

ョンを考えた場合，メディエーションの合意を，いかにして確定判決として同一の効力を

持たせることができるかというのが，必ず制度設計上の課題になると思われます。 
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協議の過程においては，さらにいくつかの論点が出てきました。これらも，いくつかあ

げておきたいと思います。 
一つは，訪英について子供の意思はどうなのかという点です。事案では，直接子供に気

持ちを聞くことなく代理人である弁護士を経由して聞くのと，母親から聞くことにとどま

りました。子供が訪英する費用は，父親が負担するということで進められました。英国滞

在中の滞在場所，あるいはオリンピックの観戦等についても，両者の間で協議の対象とな

りました。また，英国の父親の方の家庭の事情もありました。父の両親，祖父母とどのよ

うに会うのか等いくつかの問題がありましたが，協議の中で派生問題として出てきました。

一見単純なことのように思われますが，その一つ一つについて協議をしていく中で，その

過程で，お互いに場合によっては疑心暗鬼と誤解が伴い，それなりの時間を割く必要があ

りました。 
以上が，パイロットとして行ったメディエーション事例です。 
このパイロット的に行ったメディエーションを基に，今後ハーグ条約の中で生かしてい

くにはどのようにしたら良いのかというのが，制度設計上の論点に触れておきたいと思い

ます。ハチンソン氏から説明がありましたたが，条約の対象にしているのは，不法に連れ

去られ，又は留置されている子の返還の確保と，監護および接触の権利が尊重されること

の確保という二つの目的になっています。 
返還と接触というのが条約の対象であると思います。今回のメディエーションの対象は，

接触に限って行いました。メディエーションをどのように位置づけるかですが，私どもの

研究会では，条約 7 条に定められている中央当局の義務，その措置の一つとして，この任

意の返還を確保し，問題の友好的な解決をもたらすこととなっています。この「友好的な

解決をもたらすこと」の解釈を巡り，2006 年の特別委員会が再確認した 2001 年の勧告が

あります。その中に，”By Referral of parties, to a specialist organization providing an 
appropriate mediation service”という表現があります。友好的な解決をもたらすために，

専門団体としてのメディエーション機関に，場合によっては事案を紹介することが，この

ハーグ条約の体制の中で認められていると考えます。ただ，メディエーションが始まると，

返還と接触という限られた問題にとどまらない問題が出てきたというのが印象です。背景

事情としての離婚，別居などについての協議が必要になる場合もあります。また，子供の

将来の常居所地を定めるような合意を目指すことは可能でしょうか。ハーグ条約上は，常

居所地国管轄のもとで決めるということになろうかと思いますが，そうではない形によっ

て当事者間で合意することができるのでしょうか。極端に言えば，不返還の合意ができる

のだろうかということになります。これについては，皆様の議論に任せたいと思いますが，

個人的には，申し立ての取り下げ権，あるいは取り下げに伴う同意権というのが当事者に

委ねられているので，その取り下げ権，同意権を持つ当事者によればハーグ条約を利用し

ながら，しかしもう少し広い家族問題を解決するためのメディエーションも可能ではない

かと思われます。その際に考慮されるべきは，元々この条約のもとにある迅速な解決とい
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うことの阻害になってはならないだろうというのが私の解釈でありますが，学者の方々が

おられるので，ご意見をいただければと思います。 
制度設計においては，バーチャルな私的調停，メディエーションを，友好的な解決に活

用できるだろうかということも課題になると思います。少なくとも，日本が関与する多く

の事件については，やはり遠隔地の当事者間のアプローチが必ず必要になるのではないか

と。その場面が増えるだろうと。その時に，どちらかの国にのみ調停機関を置いて，そこ

で調停をするということだけでもって解決するだろうかということが，問題の発端です。，

その際に，各当事者本国，あるいは home jurisdiction に，そのメディエーターを配置する

ことが，各当事者にとっては有益ではないかと思います。そして，メディエーションなの

で，少し自由な制度上の設計も可能かと思いますが，今回のパイロットでは，私が調停を

しながら，先ほどの英国の法律問題，日本の戸籍問題についてはその分野に明るい法律家

に相談しながらアドバイスも受けたという経過もあります。何らかの形で，メディエーシ

ョンにつき法律に限らず，心理，社会についての専門知識を有する方の助言機関を設置す

るということも有益かと思います。 
もう一つ非常に重要だと思うのは，裁判所の存在です。メディエーションは基本的に話

し合いですが，話し合いは裁判所の影（シャドウ）で行われるという言葉があるように，

やはりこの事案が裁判所に行ったらどうなるのだろうかというのが，最終的にはその協議

を合意に導いていくことになろうかと思います。その意味では，裁判予測がメディエーシ

ョンにおいて，当事者を大きく影響づけています。今回のハーグ条約が成立することによ

って，常居所地の裁判所ならばどういう判断をするか，常居所地国に返還されるべき事案

かどうかについて本国裁判所はどのように判断するかという予測があって，その裁判予測

に基づいて，メディエーションの促進というものが図れるのではないかと思います。その

意味では，今後の裁判所が，条約を巡る事案についての判例の積み重ねをしていただくこ

とが，私的調停を促進することの大きな要因になろうかと思います。 
今日は，担保法要綱作成に携わった方々がおられると思います。私が担保法を拝見する

限りは，調停は，一応裁判所調停について触れていますが，その中で私的調停，メディエ

ーションをどのように位置づけるかということは，なお検討されるべき課題になっている

のではないかと思います。わたくしの解釈としては決して禁止されていないし，許容され

ているし，読み方によっては，先ほどの 7 条の解釈からもむしろ促進されていると読める

と考えられますので，この点についても参加者の方から忌憚のない意見をいただければと

思います。こういう風に解釈できるとすると，家庭裁判所の調停があって，家裁の調停で

あれば調停調書を作成することができ，確定判決と同一の効力を有するわけなので，その

補助機関としてのメディエーションというのもあるのかなというのが，このパイロット事

件をやってみての私の感想です。 
このように私的調停を考えていくと，中央当局，専門家と連携できる専門機関を創設す

るというのを，日本で真剣に検討する必要があるでしょう。その際には，調停人プール，
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つまりいくつかの言語を理解し，文化を理解し，あるいは文化の違いを理解する経験のあ

る調停人プールの確保が必要になります。それだけではなくて，そうした調停に参加する

当事者に正しく助言し，法的なアドバイスをしながら，最終的には話し合いによる解決を

促進するような代理人が必要であると思います。 
なお，最大の問題が，コスト負担の問題です。いろいろ考えてまいりましたが，このよ

うな専門的な活動を可能にするには，経済的基礎をいかに確保するかが重要な課題です。

個人的な意見ですが，子供の利益，福祉を実現するというのは，子を抱える社会の公益的

な課題であるという認識が欠かせないと思います。特に国際的な家族問題になった場合に

は，国境をまたいだ相互理解を損なうことなく，あるいは却ってその理解が深まる重要な

局面であると捉えています。そういった意味で，研究会はこれからも国際的な離婚の問題

は，国際的な相互理解の問題であるという理解のもとに，中央当局，裁判所等と共有しな

がら，微力ながら貢献していきたいと思っています。 
 
西岡室長： 
鈴木五十三先生ありがとうございました。 
パイロット事案も含めまして，ハーグ条約を実施するにあたって，どういった課題や論

点があるかといったことについて，非常に貴重なお話をいただきました。 
これを持って，基調講演の部を終了いたします。 

 
パネルディスカッション 
「ハーグ条約の枠組みにおける調停～イギリス・ドイツの経験に学ぶ」 

 
モデレーター： 
大谷美紀子（弁護士，日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会会

員・日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ副座長） 
佐野みゆき（弁護士，日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員） 
 
パネリスト： 
サンドラ・フェン（ハーグ条約調停専門家，reunite，英国） 
棚村政行（早稲田大学法学学術院教授） 
相原佳子（弁護士，日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ委員） 
クリストフ・コルネリウス・パウル （弁護士，MiKK，ドイツ） 
鈴木五十三（弁護士，日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座

長） 
宮島昭夫（外務省総合外交政策局長補佐官） 
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西岡室長 
それでは，第 2 部パネルディスカッション「ハーグ条約における調停～イギリス，ドイ

ツの経験に学ぶ～」では，条約の締結後には日本の中央当局の役割となる，友好的解決の

促進を実現するために，ハーグ条約における調停先進国である英国，独の経験をどのよう

に我が国の実務に生かしていくのか，というテーマで議論をしたいと思います。ここから

は，モデレーターであります大谷美紀子先生，佐野みゆき先生に進行をお願い致します。

大谷先生，佐野先生よろしくお願いします。 
 
モデレーター（大谷氏） 
 ただ今ご紹介に預かりました大谷美紀子です。ここからの進行を務めさせて頂きます。

私は弁護士で，鈴木弁護士から先ほど紹介のあった研究会のメンバーで，日本弁護士連合

会ハーグ条約に関するワーキンググループの副座長を務めております。 
 
モデレーター（佐野氏） 
東京弁護士会所属の佐野みゆきと申します。日弁連のハーグ条約に関するワーキンググ

ループに所属しています。 
それではパネリストの紹介をいたします。向かって左から，独よりクリストフ・コルネ

リウス・パウル弁護士，ドイツにおいて，ハーグ条約案件の調停委員を務め，調停員のト

レーニングに携わっておられます。 
右隣，英国からサンドラ・フェン氏。社会福祉士であり，英国の reunite でハーグ条約調

停委員としての長年の経験を持っていらっしゃいます 
その右が棚村政行早稲田大学法学学術院教授です。棚村先生は民法，家族法を専門とし，

東京家庭裁判所調停員，ハーグ条約に関する法制審議会の委員を務めておられます。 
さらにその隣が相原佳子弁護士です。相原弁護士は，日本弁護士連合会ハーグ条約に関

するワーキンググループのメンバーであり，ハーグ条約に関する法制支援委員，日本支援

センター総務部法務広報室調査研究室室長等も務めていらっしゃいます。 
その隣が先ほど講演いただいた，鈴木五十三弁護士です。鈴木弁護士には，パネルディ

スカッションでもご発言いただきます。 
最後，その右に宮島昭夫外務省総合外交政策局長補佐官にご登壇いただいております。 
それでは最初に，パネルディスカッションの進め方について説明いたします。最初にそ

れぞれのパネリストからそれぞれの立場から短く話をしていただきます。鈴木弁護士は基

調講演をしていただいたので，そのあとのディスカッションに加わっていただくこととい

たします。 
その後，パネリストにモデレーターからいくつかの観点から質問し，それに答えていた

だく形で議論をします。その後，会場との質疑応答の時間を 30 分設けております。先ほど

総合司会からご案内があったようにご質問がある方は質問用紙に記載の上，提出をお願い
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いたします。 
壇上に基調講演していただいたハチンソン弁護士は登壇しておりませんが，ハチンソン

弁護士に対する質問がある場合，パネルディスカッションの最後で答えていただくように

したいと思います。 
それでは最初に宮島補佐官より主催者の立場から一言お願いいたします。 

  
宮島補佐官 

シンポジウムの冒頭で副大臣からご挨拶をさせていただいたので，私より簡潔に述べさ

せていただきます。ハーグ条約における任意の返還，問題の友好的解決については日本の

外務省が中央当局をやるという考えで準備を進めていますが，中央当局の役割は非常に大

事なものになると考えています。裁判で決着をつけるというのも一つのオプションですが，

当事者同士が話し合いによって解決するというオプションを整備するというのも非常に大

事であると考えています。このような観点から今日の議論に関心を持っており，これがか

ならずやこれからのハーグ条約を締結に向けて，ないしは締結した後，法整備をしていく

過程で重要になると確信しています。 
 

 
モデレーター（佐野氏） 
それではそれぞれのパネリストにそれぞれの立場からハーグ案件の調停の役割について

お話いただきます。まず，クリストフ・パウル弁護士より独における調停の役割及びその

ために必要な制度整備についてお話しいただきたいと思います。 
 
パウル氏 
まず独において調停がどういう形で行われているかについて説明をしたいと思います。

調停は，裁判所の審理と非常に近い時期に開催されます。その理由は，連れ去られた親が

法廷に招かれるためで，連れ去られた親が遠方から裁判所の審理に出席しに来る場合には，

調停手続にも同時に出席することができます。このように便宜上の理由から，調停を裁判

の審理と非常に近い時期に開催することが非常に有用です。 
次に，調停の費用についてですが，連れ去られた親が遠距離から飛行機でくる場合には，

1 回だけ飛行機に乗れば済むようにできれば非常に有用です。独では，連れ去られた親と連

れ去り親は，裁判費用や弁護士費用を支払えない場合には法律扶助を得ることができ，ま

た裁判所での審理のための旅費と滞在費も法律扶助で賄われます。こうして独の裁判官は

両親に対して喜んで依頼し招待します。我々は，このような法律扶助での旅費負担を調停

に活用できるよう，裁判所の審理と非常に近い時期に調停を行います。 
それから，他にもう一つ，最も重要な問題があります。これらの事案においては，多く

の場合，信頼が失われています。子の奪取はとても深刻であり，両親の関係に対する激し
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い妨害です。連れ去られた親は，多くの場合，連れ去った親が住んでいる国を全く信頼し

ていない状況にあります。幸せな結婚生活を送っている限りは相手の国を愛していますが，

結婚生活が破綻するやいなや，両親はそこで今後発生する事態に対し不安を抱きます。多

くの場合，連れ去られた親は相手国の言葉を話さず，社会的な接触もありません。こうし

た状況のために，裁判手続と近い時期に調停を行うことはとても有用であるというのが

我々の経験です。 
ハチンソン弁護士から裁判官と調停人の協力関係の重要性につき伺いました。裁判官は

調停人に事案を委ねますが，裁判官は，調停人がよく訓練され信頼に足ることを承知して

いる必要があります。裁判官が事案を専門家に委ねる場合，連れ去られた親は，どのよう

な調停であれ，法律の影（シャドウ），裁判手続の影（シャドウ）で行われているという確

信を持てなければなりません。裁判外で行われている調停と裁判手続の間には密接な関連

と連携があります。最後に，調停において合意がなされた時期と近接した時期に裁判の審

理が行われる場合，ただちにかかる合意を裁判所命令とすることが可能となり，信頼に足

る良い成果を生み出すことができます。こうしたことは調停を加速させる場合もあり，今

日の調停で行われたことが明日裁判命令となるかもしれないということは，調停の一つの

動機づけとなります。 
 
モデレーター（佐野氏） 
サンドラ・フェン氏には，ハーグ条約におけるソーシャルワーカー関与の重要性につい

て話を伺います。 
 
フェン氏 
ありがとうございます。英国 reunite から参りました。私は調停を，裁判所が決定を行う

前に，両親が自身と子供の人生のコントロールを取り戻す最後の機会と考え，相当深く関

与していることから，今回訪日し皆さまにお話させていただく機会をいただき深く感謝い

たします。 
私は，調停は，当事者自身が得たいと要望する機会であり，当事者が選択を求められる

ものではないということが非常に重要であると考えます。調停は任意でなければなりませ

ん。私は調停におけるソーシャルワークの役割について話をするよう求められましたが，

我々が可能であれば用いたいモデルはコメディエーション（Co-mediation）であり，この

調停では，双方の文化圏の出身である男性と女性であり，弁護士と一般調停員（ lay 
mediator）と呼ばれる，必ずしもソーシャルワーカーでなくともおそらく何らかの社会的

なバックグラウンドを有する，例えば調停の訓練を受けた元教員，元警察官，カウンセラ

ー等が活用されます。この組み合わせが重要であり，その上でできれば，弁護士とソーシ

ャルワーカーとしての経験がある人が調停を行うことが望ましいのです。ただし，これら

の事案は非常に急に対応しなければならないため，実務上はこうしたことがいつも可能で
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はありません。２日間調停を行う必要がある場合，我々は調停者となりうる相当数の弁護

士のリストを有していますが，そのように急では都合がつかないこともあります。そこで，

二人の一般調停員(lay mediator)，或いは時には二人の弁護士という組み合わせが用いられ

ることもあります。我々は両親自身からのフィードバックを得ていますが，彼らにとって

は調停人の構成は関係がないと述べています。彼らが必要としているのは，特定の状況へ

の対応を手助けできる２名の良い調停人です。双方を含む組み合わせが望ましいのですが，

必ずしも常に可能ではありません。ちょうど正しい組み合わせの調停人がいないからでき

ませんというのではなく，とにかくやってみた方が良かったというのが我々の考えです。

我々にとり重要なのは，我々が活用する調停人が，とても経験が豊富であり，家事問題，

国際的な家族のあり方及びこうした子供に与える影響についての深い知識を有しているこ

とです。子供の声に関しては，我々には両親および子供からの報告書を作成する，とても

良い裁判所の福祉制度があり，その報告書の写しを入手できるので，まれにしか子供自身

に尋ねません。時間とコストの制約のため，調停においてもこの報告書を活用する傾向が

あります。英国ではソーシャルワーカーはこのように書面での報告書を通じて調停にかか

わっているのです。調停の文脈におけるソーシャルワーカーの活用については以上です。 
 
モデレーター（佐野氏） 
棚村先生には，日本の家事調停の現状から見たハーグ調停対応のための体制面での課題

についてお話いただきたいと思います。 
 
棚村氏 
日本の家裁での状況を簡単に述べたいと思います。司法統計年報だと，渉外事件，複数

の国の法律の秩序が関わる家庭の事件で子の監護に関する処分事件というものがあります。

子供の養育費，面会交流，子供の引き渡し，監護者の指定，という事件の類型ですが，2002
年，今から 10 年前には 76 件審判の申し立て事件がありました。2011 年，一昨年前は，245
件でした。それから調停の申し立て事件，国際監護調停 , international child custody 
mediation，これの申し立ての事件が 386 件 10 年前はありました。2011 年が 651 件でし

た。大体 1.7 倍に増加しています。親権者の指定，変更の調停の申し立て事件を見ても，2011
年 249 件と非常に増加しています。渉外家事事件では，国際裁判管轄権，あるいは準拠法

が問題になりますが，子供のためには，当事者の文化や生活環境，言語，慣習，宗教，こ

のような紛争の背景にある相当大きな違い，親子観，夫婦観，家族観，それからそれぞれ

の国の法制度，社会的な支援の仕組み等も大きく違っています。家庭裁判所の調停員をや

ってきて，19 年目になりますが，一番最初にやったのが渉外事件で，離婚に伴う親権者の

決定の問題やその後の面会交流などが問題となった事件を取り上げました。どこの裁判所

がやるのか，どこの法律を適用するのかということ以上に，一番悩んだのが文化と文化の

衝突です。習慣等，家族に対する考え方，夫婦の在り方に対する互いの考え方の違いが非
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常に大きな対立の原因となりました。 
ハーグ条約にこれから加盟し，国際的な司法協力を実現していかなければなりませんが，

話し合いによる調停というスキーム，あるいは ADR という形で当事者の自主的な紛争解決

のための合意形成を支援することが望ましいというのは，誰でもわかることなのですが，

それを実現するための，裁判所，あるいは民間，弁護士を含めた体制作りをどういうふう

にやっていくのか。特に日本はそういう問題に対し，渉外関係の事件も一定程度増えてお

り，経験は持ってはいますが，これからさらに海外での様々な経験を学びながら日本の中

にどのように取り入れていくのか。先ほど鈴木先生がパイロット事案を取り上げて下さい

ましたが，そういった課題をどのように克服し，乗り越えていくのか。今日のシンポジウ

ムの成果をそのための出発点にしたいと思います。 
 
モデレーター（佐野氏） 
最後に，相原佳子弁護士に実務家としての立場から，日本がハーグ条約に入った場合に

友好的な解決を促進するための実務的な課題について話していただきたいと思います。 
 
相原氏 
国際家事事件，渉外家事事件はあまり件数を経験しておらず，ここに錚々たる先生方と

同席するのは非常に恐縮ですが，私は，モデレーターの大谷，佐野両弁護士，および会場

にも来ているハーグ条約に関する日弁連のワーキングで 3 年間，ハーグ条約が締結された

場合にはどのような担保法が日本の場合はよいのであろうかという事を勉強してきました。

その中で考えたことを，日弁連を代表するものではなくあくまでも個人的な意見として話

をしたいと思います。 
本日の話は，メディエーション，私的仲裁という観点に関し非常に前向きな，中身のあ

る話です。新しい情報を教えてもらうことができ，感謝しています。このような内容を持

ち帰って，日本におけるメディエーションを鈴木先生の指導のもと深くすべきだと思って

います。ただ，取材の方や海外の方もいるので，日本におけるこのような離婚事件の，テ

イキングペアレント（Taking Parent：連れ去り親）が母親である場合について話したいと

思います。 
まず日本においては，幼い子供を連れて母親が別居しようとしたとき，父親の同意を得

て別居しなければいけないというのはそもそも考えていません。したがって監護権の侵害

で誘拐だ，刑事罰の対象になるといわれる事に関しては多くの母親が驚くというのが現状

であります。それが良い，悪いではなく，感情の問題としてそこがスタートラインであり，

日本国内の大半の人の受け止め方ではないかと思います。 
もちろん，国際的な渉外事件において，国際間のルールや，様々な情報を得て，父親の

問題，子供の問題，特に子供の問題の観点から考えるべきであり，先ほどの日本における

考え方を拒否するべきであると考えるものではありません。しかしながら，大前提として
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そういう心理状態にあると理解していただく必要があると思っています。 
その観点からいうと，面会交流についても英国，米国では一か月間子供の面会交流とし

て非監護者のもとで面会交流をするという事が常識的であるという事は日本の場合それを

母親に伝えても，はいそうですか，と短時間で OK するのは難しい状況にあります。ただ，

今家庭裁判所も面会交流においては非常に積極的に面会交流を進めています。特に子供の

視点から父親と会うこと，非監護者と会う事自体が非常に重要であるという事は強く指導，

ないしは説得してくれている状況にあります。 
そうはいっても，先ほどのような心情にある母親に面会交流，そもそもハーグ条約の立

てつけについて理解してもらうことは，かなりハードルが高いと言わざるを得ません。そ

ういう場合にどのようなもって行き方をすればよいのか。 
私が代理人を務めているケースでは，母親は心情的に孤立無援であり，サポートがない，

という追い詰められた心情にあります。これは日本人に限ったことではないと思いますが，

わたしが国内の事件がほとんどなので，お許し願います。そういう場合に所謂理屈のみ，

法律ではこうなっている，ではなくて，メディエーションという形で，私的にできるだけ

融通が利くような話し合いの手法というのは非常に歓迎すべきであると考えています。た

だ，その持ち方についても国内法，国内の制度の問題になるかもしれないが，面会交流に

ついての日本国内での制度，サポートが次には必要になるのではないかと思っています。

総じて，そもそも受け止め方，マスコミの方でも母親が子供を連れて出て行ったあと，も

しくは父親との関係でどうしていけばよいのかについては，できるだけ多くの情報をいた

だき，今回のようなメディエーションの状況についても情報を得て，さらにはソーシャル

ワーカー，臨床心理士，法律家以外の方のサポートも重要であるという事を今日の話の中

で教えていただいているのだと思います。 
 そういったサポート体制を整えつつ，メディエーションを利用して，子供の視点から解

決する，という事を進めていく必要があると考えています。 
 
モデレーター（大谷氏） 
質疑応答に入る前に，スピーカーからいろいろな重要な視点を出していただきましたが，

それを膨らませながら，これまでに出ていない問題を補う形で質問をしたいと思います。 
まず，パウル氏ですが，ハーグ条約の調停経験も豊富ですが，弁護士をしていらっしゃ

います。ハーグ条約の視点でもう一つ重要なのは，返還例外事由，拒否事由がない限り，

基本的には子供をもとの国に戻すということであります。子供を連れ去られた親からする

と，裁判を申し立てた親とすれば早く，迅速に子供が帰ってくる，仕組みとしてはそうな

っています。その中で当事者が裁判に来る機会を使って調停を行うことに積極的であると

いう話がありましたが，子供を連れていかれた親としては，調停よりも裁判で早く判決を

出してもらいたいという事はないのでしょうか。子供を連れて行かれた親の側が調停に参

加するのはどういった動機があるのか，また，どのように促すのか，ドイツの経験を伺い
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たいと思います。 
 
パウル氏 
ありがとうございます。それはいつも提起される質問です。ドイツの裁判官または中央

当局が調停を勧めると，連れ去られた親は，調停にどういう利益があるのか，何を得るこ

とができるのかを知りたがります。なぜ裁判命令を待つ代わりに調停を選ぶべきなのかと

いう問には，様々なレベルで答えがあります。 
第一に，裁判手続というのは，きちんとした構造を持っています。裁判官は，親が互恵

的な解決を見つける手助けをしようと努力します。裁判において，互恵的な解決を見つけ

ることが不首尾に終わった場合には，裁判所命令が出されます。しかし，裁判手続は裁判

に提出されるものに制約されており，また子の返還というハーグ条約の原則にも制約され

ます。ハチンソン弁護士がおっしゃったように，裁判所は子の返還を命じるのであって，

子と母親の返還を命じるのではありません。また，裁判所は，子の父親への返還ではなく，

常居所地国への返還を命じるのです。 
裁判手続の中で両親が解決できる問題は限定的なのに対して，調停ではオープンです。

我々の経験では，十分理解できることですが，多くの連れ去られた親は，一般的に言えば

調停を行う大半の連れ去られた親が父親ですが，単に子供との接触を得るためにハーグ条

約を使っています。連れ去られた親にとって，時にはハーグ条約が子供との接触を得るた

めの唯一の武器となります。ただし，どのように接触が行われるか，その接触の意味とは

何かについては整理する必要があり，時間がかかります。 
ドイツでは，これらの事案において多くの裁判官はとてもオープンで時間をかけ，5,6,7

時間，時には半日費やすこともあります。しかし，それでも裁判の審理は構造上限定的で

あり，それに対して調停はよりオープンです。フェン氏がおっしゃったように，調停者は

少なくとも２日間は働きますし，セッションの間は常に一夜は挟むべきです。我々は，時

には時間の制限がないオープンなセッションを行うので，連れ去られた親及び連れ去り親

のニーズや利益を見つけることができる可能性があります。このことは，裁判手続よりも

調停においてより起こりえるのです。   
調停が裁判と非常に近い時期に開催されるため，親は失うものはありません。調停を行

うということは，黙認を意味するものではありません。調停は常に書面の調停同意書に基

づき開始され，その中には，親はいつでも望むときに調停を自由に終わらせることができ

ると述べられています。親はいつでも望むときに裁判手続に戻ることができ，裁判官に裁

判所命令を出すよう要請するかもしれません。調停というのは，ハーグ条約によって与え

られているものに加えて得ることができるものであり，そのような可能性があることは大

きな利点となっています。 
 
モデレーター（大谷氏） 
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似たような質問を棚村先生にお聞きしたいと思います。日本がハーグ条約に入るとする

と，ハーグ条約の締約国の義務として裁判手続で返還申し立てがあれば迅速に基本的には

子供を返すという手続きをすることになります。その中でハーグ条約事案における調停の

重要性は各国で議論されていますが，そこで調停を使うという事が場合によっては迅速な

裁判から目をそらすのではないか，つまり，調停になると鈴木弁護士の報告にもありまし

たがいろいろな問題が持ち込まれ，結局は時間がかかり，子供を返さない方向の解決に行

ってしまうのではないか，こうした懸念も出てくると思われますが，日本がハーグ条約に

入った場合に，ハーグ条約上の義務を果たしながら，かつハーグ条約の事案において迅速

な枠組みの中で専門的な調停を行うとすれば，今後日本でどのようなことが必要になるの

でしょうか。 
  
棚村氏 
渉外関係の家事事件は非常に増えており，その中でも調停での解決はある意味では各国

の法制度も違い，文化，考え方，意識の対立が表面に出てきます。それを柔軟に，弾力的

に解決するのですが，問題は，安く，早く解決できれば調停は非常に良い制度であるとい

えます。しかし，我々が懸念しているのは，返還拒否事由の問題で，心理的，精神的な DV，

虐待，精神的に追い詰めるなどの心理的な DV，それから，もちろん身体的な DV も含めて

ですが，そういったときにそれが本当に調停になじむのか，なじまないのか，そのスクリ

ーニング等，見極めが必要になってくると思われます。迅速な返還と同時に慎重に調停に

なじむのか，なじまないのか，適合性やスクリーニングを考えていく必要があります。 
もう一つの問題は，言語や文化に対しある程度理解を持ち，運用能力を持ったり，海外

経験を持った，調停員による国際的調停は特に東京と大阪で行われています。かなりの専

門性と経験を持つ人たちもいますが，まだまだその数は足りません。今後は，外国人で法

的なあるいは心理的な，ソーシャルワーカーなどそういった専門的な知見を持つ方の協力

を考えていかなければいけません。 
大谷先生，鈴木先生も含め，渉外関係に関する弁護士のネットワークを作り，意見交換

や情報交換をしているようなので，そういう民間の機関と裁判所の連携も非常に重要にな

ると思います。今の裁判所の調停の枠の中で私も渉外関係の事件を多くやっていますが，

今のマンパワーと経験だけではまだまだ十分ではありません。それをさらに充実させてい

かないと，返還手続きの時の議論でもほとんど調停や面会交流の問題については議論をし

ないまま，いまの実務にゆだねるような形での議論に終始してしまいました。それが今後

の課題です。いかに調停を充実させ，調停ができる運営のスキルの問題，人の問題，それ

をトレーニングする体制を早急に作る必要があります。 
 
モデレーター（大谷氏） 
今のことに関連し，フェン氏に伺いたいと思います。フェン氏はハーグ条約事案の調停
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員としての経験を多数お持ちであると聞いています。ドイツも英国も比較的短時間のうち

にハーグ条約事件の調停を行うと聞いています。先ほどポール氏のお話でも裁判期日に非

常に近い日程で調停を行うということでありました。英国の場合も２日間で 3 セッション

という形式で，非常に迅速な調停を行うと聞いています。そのような中で，子供をその国

に返すのか，返すとしたらその後どうするのか，返さないとしたら面会をどうするのか等

を短時間で感情的な葛藤も激しい親が決められるのでしょうか，また子供の考えや状況の

確認はどれくらいするのでしょうか，そうした高葛藤，感情的対立の激しい中，親の合意

を形成するために調停員としてどんな訓練を受けているのでしょうか。 
 
フェン氏 
実際の訓練よりも経験だと思います。教室での訓練も良いですが，現場に出て実務を始

めると訓練とは異なります。当事者は感情的になり，極めて対立的になっており，大体は

家庭内暴力が存在するか，少なくとも主張されています。国内事案においては，家庭内暴

力が主張されている場合に調停が行われることは稀ですが，ハーグ事案では調停が行われ

ることがあります。両親が調停に合意すれば，通常母親が家庭内暴力を主張する側ですが，

母親が最後のチャンスとして父親と対話による解決を試みたいと望む場合には，我々は調

停に進みます。我々はそうした母親のために一定の安全措置を用意しています。 
調停は常に中立的な空間で行います。裁判所ではなく二人の調停者と父親と母親がいる

部屋で行います。母親を父親と残すことは絶対にしません。最初に行うことは，母親が怯

えたりしないようなできるだけ穏やかでより落ち着いた雰囲気になるよう努めることで，

それから当事者に対して親として子のために最も良い解決を得るよう促します。 
さて，両親は子を知っています。裁判所は本当によくは子供を知りませんが，両親は自

分の子供を知っています。我々は，より年齢の高い子供については通常裁判所からの報告

書を得ることができますが，それは子供の年齢次第です。時にはこれらの子供はほんの一

歳の赤ちゃんであったりします。我々が講ずることができる唯一の安全措置は，両親が誠

実であることです。この点につき少しでも疑いがあり，或いは児童虐待が主張される場合

には，我々は調停を中止し，事案は裁判所に戻されることとなります。 
子供の意見は両親を通じて，また裁判所の福祉担当官の報告書を通じて明らかになりま

す。子供が聞き取りをするのに十分な年齢であれば，我々が実際に調停を行う事案の多く

はそうなのですが，父親は子供は母親と一緒の方がいいとわかっているけれども，子供と

接触したいという場合があります。こうした父親は迅速で費用がかからないという理由で

ハーグ条約を利用しています。こうした父親は，しばしば，本当は母親が離れて住もうが

子供が母親と一緒に住もうが構わないが，母親がどこに住んでいても，自分の子供との接

触を確保したいのだと主張します。調停は，そのような親が，親として子供のために最善

を尽くす最後の機会であり，これは両親のための機会なのです。もし両親ができない場合

は裁判所に戻され裁判所の裁判官が引き継ぎ両親に代わって決定することになります。こ
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のようにして，ハーグ事案の調停の文脈の中で子供を保護し又は保護しようとしています。 
 
モデレーター（大谷氏） 
フェン氏もパウル氏からも話が出ました，面会交流の件について，相原弁護士に話を伺

いたいと思います。先ほど，日本の場合母親が父親の同意を得ずに子供を連れて帰ってく

ることが，犯罪や誘拐と言われること自体に日本の社会では驚きがある，それが出発点で

ある，まだそういう状況であると強調されましたが，例えば，調停で子供を返還するとい

う合意になる場合，あるいは，面会交流がきちんとできれば，子供はその連れて行った親

と日本にいてもよい，と話し合いがまとまることもあるかも知れません。どちらにしても，

面会交流についてはそれが必要だという共通認識がないとなかなか合意に至らないのでは

ないのでしょうか。親自身もですが，親の家族や親についている代理人の弁護士の間でも，

面会交流について合意することの重要性の共通認識，土台がないとなかなか日本の場合，

返還と面会と二つあるうち，少なくとも面会の方だけでもなかなか難しいのかなという実

感があります。今後少しずつ変わっていくのか，あるいは働きかけ，基盤整備のようなも

のが必要なのか，どうお考えでしょうか。 
 
相原氏 
質問自体がかなりそのまま私の意見として申し上げたくなるような質問でした。個人的

な経験ではありますが，面会交流については率直な話，相手方代理人とこちら側代理人で

ある種の価値観が一緒で子供のために考えましょう，と一致できれば，自分の依頼者を説

得して進めて結構うまく面会交流ができる場合があります。 
例えば私がもし母親の代理人であれば，母親に子どもと会わせることの重要性を一生懸

命伝えます。父親の代理人の場合は，母親がどのような点を負担に思っているのかを言っ

てもらい，そういう行為はしないでね，と伝えます。というようなことを代理人同士でう

まく調整ができれば，それに基づきお互いに依頼者に説得なり理解してもらうという事が

でき，スムーズにいくという事が経験上高いです。 
 同じような内容が，おそらく本日の調整等の問題であり，相手方にどういう風に考えて

もらいたいなど，そういうことがうまく伝われば，スムーズにいくのではないかと思いま

す。ただこれも価値観の問題が非常に大きく，会わせること会うことが重要であるという

共通の理解がうまくいけば非常に良いと思います。そして，私が弁護士になった二十数年

前に比べると家庭裁判所における面会交流の重要性認識は格段に上がっています。 
ただ，それだけでは十分でないところもあり，やはり母親を説得しても負担に思ってい

るストレスをそのまま抱えていくと，理屈の上ではとおっていてもそれが言葉ではなくと

も表情には出るなどして，子供にストレスがかかることが結果的にあります。そういうこ

とをサポートする制度は必要です。 
もう一つ，渉外案件については，ハーグ条約に関して外務省のパイロット事案で 3 か月
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ほど電話での情報提供をしました。その時にテイキングペアレントとなっている女性の相

談を受けたときに，自分が連れてきているため，会わせるときに連れて行かれるのではな

いかという不安を持っている人もいました。これは日本国内でも同じで，面会交流の場で

連れて行かれるのではないかと不安で，あまり会わせたくないという方もいます。そこに，

うまい担保があれば更なる連れ去りがないような制度ができることが重要であると思って

います。 
つまり，精神的な意味でのサポート，再度の連れ去りがないような担保が構築されれば

よいと思います。 
 
モデレーター（大谷氏） 
次に鈴木弁護士に二つの質問をしたいと思います。一つは，面会交流，コンタクトにつ

いて，国境を越えたコンタクトの場合に，レフトビハインドペアレント，子供を連れ去ら

れた，あるいは子供と一緒にいない方の親がいる国に来て面会するという事ももちろんで

すが，子供がもう片方の親，レフトビハインドペアレントの方に行って，面会するという

事が望まれる場合も多くあります。 
先ほど鈴木弁護士が発表されたパイロット案件の中で，子供を訪英させるという話があ

り，母親が子供が帰ってこなかったらどうしよう，という心配もありましが，最終的には

裁判所の確定判決の形にせず離婚されたという話でした。ただ，将来的なことを考えると，

単に親が日本に来て会うのではなく，子供が元の国へ会いに行くという事を心配ない形で

しようとしたときに，そちらの国でも子供がきちんと帰ってくるように，ということを担

保するための何らかの裁判所のオーダー，そういうものが必要になってくるかもしれませ

ん。そのような際に国境を越えた弁護士のネットワークや，お互いの裁判所同士のネット

ワークが必要となると思いますが，その点はどうでしょうか。 
もう一つは，言語の問題です。今回パイロット案件は英語でされたということですが，

英語でするという事について日本人親は同意したのでしょうか。将来的には言語の問題を

どのように解決していけばよいか，それらを伺いたいと思います。 
 

鈴木氏 
 最初の質問，子供が相手国に訪問した時に帰ってくることをどう確保するかについてで

すが，一番良いのは確定判決と同様の力を有するような合意に仕上げることであります。

さっきドイツの話を聞いていますと，メディエーションが非常に裁判所に近いところで行

われ，そこで合意されれば直ちに一種の判決に反映されるとの事なので，もしそれが日本

でできれば非常にありがたいことであります。 
しかし問題は，その時に先ほどの例で行くと，それが法律に反映されるべき場所は日本

の法律ではなく，英国の裁判所でなければなりません。もし調停が日本で行われて，すぐ

に日本の裁判所で調書になったとしても，実際にもしかしたら起きるだろう事態の想定に
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ついては英国なので，英国でもすぐにそれを裁判化しなければいけません。そこは相当い

きなり日本で確定判決が英国で承認されるんだという事ができればよいですが，現状はむ

しろ大谷弁護士の方に聞かなければいけませんが，ミラーオーダーという事で，出来上が

った合意について同時に二か国間の裁判所でもって裁判化するという実務が発展すると聞

いています。それが時間，コストの問題から実効性を持つような，実際的な機能をするか

どうかはわかりません。 
本件の場合には時間もなく，コスト的な問題も無理でした。逆に親同士の信頼感はそこ

に存在していたと思います。 
二つ目の通訳の問題ですが，これは主要言語を英語にしたのは 3 つの理由があります。

一つは父親が日本語を話さず，2 つ目は母親の母国語は日本語ですが，婚姻生活自体は長年

英国で行われており，婚姻の共通言語は英語でありました。コンタクトの問題は一応婚姻

生活の延長と理解し，英語による協議も可能であると考えました。3 つ目は，母親本人も当

初から英語で構わないということで合意していました。 
ところが，実際に何が起きるかというと，実はスクリーニングをやり，本人と英語で打

ち合わせ，協議を進めていましたが，その中で母親側が極度の緊張を表明すると事態に気

が付きました。英国に子供を送ることに同意するのか，という質問が英国側からなされる

わけでありますが，これは彼女にとっては調停人側が出した質問ではありますが，父親の

代理として質問したのだと受け止めてしまい，回答に窮してしまうという場面がありまし

た。その時には，わたしは日本語でこれは調停人がただ伝えているだけだから，それにつ

いて自分は同意するか，しないかは自由に判断してよいと日本語で説明したところ，それ

で緊張が解けてかなりリラックスして回答できるようになったという事がありました。い

くつかそういう場面があったので，本調停の時は通訳を入れましょう，ということになっ

て通訳を入れることになりました。通訳を入れることによって，母親は非常に自分の気持

ちを自由に表現できるという風に母親から聞きました。 
通訳を入れることについて私自身もベネフィットを受けたと思っています。間に立って，

通訳的な役割を私が果たすことは，メディエーションをしながらやるので，非常に負担に

なるという面もあります。そこは通訳がいることによってメディエーションの内容も深ま

ります。問題は，コストの負担だと思います。 
 
モデレーター（大谷氏）： 
本質問について，宮島氏に伺いたいと思います。 

本日は英国ドイツの経験を学ぶという事で外国から来ていただき話を伺っていますが，ど

うしてもいろいろな整備，裁判所との協働，コストの問題，リーガルエイドがカバーする

のか，そして，日本特有かもしれない一つの問題として言語があります。日本の問題で特

に通訳が必要な場面がかなり想定されます。調停員がトレーニングを受け専門的である必

要があります。そのことによって信頼性も高まっていくという話が本日ありましたが，調
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停員の研修や調停員自身に支払われる費用など，成功する調停をしようと思うと様々なコ

ストがかかります。そのコスト，あるいは，そうした制度の整備について外務省として今

検討していることはあるのでしょうか。今後検討予定はあるかお伺いします。 
 
宮島補佐官 

非常に大事なことであり，難しいことでもあると本日話を聞いていて改めて思います。

慎重に回答したいと思います。 
 確認的に説明をすると，ハーグ条約第 7 条２項ｃには，中央当局は子の任意の返還を確

保し，または問題の友好的解決をもたらすことが書かれています。直接または仲介者を通

じて，すべての有効な手段をとることになっています。そういった意味でもちろん友好的

な解決をもたらすため，もしくは任意の返還をもたらすために，外務省として努力する用

意がありますが，必ずしも調停員自身がやるという事が書いてあるわけではなく，各国の

プラクティスを見ても，かなり各国の事情によって，調停で行うところもあれば，ほかの

機関にお願いをしてやっている所もあると理解しています。日本の場合，ハーグ条約に入

っていないので，入るに当たりどうするのかをまさに鋭意検討しているところです。 
他国でも中央当局が任意の返還を求め親に書簡を送ったり，子の返還を求める親との直

接的なコンタクトをしていると聞いています。本日の話を聞きながら，日本においてはそ

のような機関や組織団体が十分育っていないという話もありました。しかしここにいらっ

しゃる方々の中でもそのような経験を持つ人もいると思いますし，いずれにせよ中央当局

の任務を担うことになる外務省がまだまだノウハウを持ち合わせていませんので，皆様に

教えていただき，協力しながら一つ一つ作っていくことが必要になると思います。 
 現時点で中央当局としてできることについて述べます。 
まずは子供を確保している方について書簡，メールで連絡をしたうえで，任意の返還や

面会交流実現のための友好的解決を促します。当事者間での協議を希望する場合には，関

係する国内用例や制度に関する情報を提供します。当事者間の協議の知識についての合意

の連絡の仲介をすることで，いろいろ関連する団体を紹介します。連絡，紹介，情報提供

業務をするという事はまず一義的に想定しています。その中で家事調停のプロセスや民事

である機関，法テラス，今日やっていただいてる仲裁人協会の方々や日弁連の方々。そう

いう方々も含めて話し合い等の制度を紹介することを一義的に考えています。 
一方，ご質問の費用の問題でありますが，国の業務でありますので予算上の制約があり

ます。予算上の制約の中で，国内で行われる調停事案について，自己負担でやっていただ

いている部分についてはなかなか難しい部分があります。ハーグ事案ということで，通訳

翻訳経費が追加的にかかってくることがあるではないか，と財務当局に話をしています。

そういう部分については，何らかの手当が中央政府の条約義務としてできないかという事

を，今お約束はできませんが，検討をしています。何分予算の制約があるので，先ほどド

イツのパウル氏の話にあったように，旅費，宿泊費などいろいろなものを含めて国が見る
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という制度が日本でできるかというと，正直言って日本でそういう立てつけにならないと

思いますが，少しでも調停というプロセスを重視しているという事を示すためにも，利用

者に使い勝手の良いものにすべく新たに制度設計をしていきたいと思っています。 
調停委員の方々の研修の話もありましたが，外務省でどうこうという話ではないかもし

れませんが，それについても関係機関と話をしながら法務省，裁判所と話をしていきたい

と思います。そういう意味でも本日の話は有益でした。今後の検討課題とさせていただき

ます。 
 
モデレーター（大谷氏） 
ここから会場からの質問への回答時間としますが，これまで出たパネリストの発言につ

いて補足等あれば，また，パネリスト間での質問があれば，お願いしたいと思います。 
 
宮島補佐官 

一点，パウル氏でもフェン氏でもよいのですが，先ほど調停を考える際に例えば連れ去

り親，連れ去られた親にとってのアドバンテージは何かという話が出ましたが，連れ去り

親にとってのアドバンテージは何でしょうか。子供の所在を調べてくれと言われ，所在調

査をします。次に，子供の所在が分かったところで連れ去り親の側に友好的な解決を求め

ませんか，とお願いします。どういう風な説得をするとそれに乗っていただきやすいので

しょうか。連れ去られた親の方についても返還を求めている方々が多いので，その方々も

「私が求めてるのは，返還であって，そういうことじゃないんだ」という事で，我々は間

に挟まり両方説得しなければならない立場になりますが，連れ去り親側の説得のために，

どんな議論ができるのでしょうか。経験に基づいてお話しいただきたいと思います。 
 
フェン氏 
過去 12 年間の私のイングランドでの経験に基づいて言うと，連れ去り親が母親の場合，

一般的には彼女らは何も失うものはないので，連れ去り親の説得が必要となることはあり

ません。通常こうした連れ去り親は帰国してから調停の要請を受け取りますが，多くの場

合自らが法律を破っているという考えは一切持っていません。結婚が破たんしたことによ

り居住国に留まることができなくなり，外国で離婚したことで孤立感が増すのです。母親

は，弁護士にも会って，裁判になれば子の返還を命令され，子供と一緒に戻らなければな

らない状況となり，そして相手国で監護その他の権利をどちらの親が獲得するかという更

なる裁判に直面するという現実について既に承知しています。通常これらの母親は，私は

常に母親が連れ去り親であるとの前提で話しており，大抵はそうなのですが，もしかした

ら父親が，分かった，何らかの解決策を見つけよう，もし僕が望む接触が行われればハー

グ条約での子の返還要請は取り下げ，君も戻らなくてよい，と言ってくれるという可能性

に期待して調停をぜひやりたいと考えます。少なくともスクリーニングで私の前に現れる
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母親については，調停に熱心ではない母親に会うことは非常にまれです。ただし，私は聞

いたことがありませんが，一番初めの段階では多くの母親がノーと言っているのかもしれ

ません。しかし，非常にしばしば父親は，そうではない，子供を返還して欲しいのだ，子

供を返還した後，弁護士や調停者のネットワークがある僕の国で調停を行うのだ，と主張

します。回答になりましたでしょうか。 
 
モデレーター（佐野氏） 
会場からの質問を読ませていただきます。 
一つ目，パウル氏，フェン氏，あるいはハチンソン氏に伺うのが良いかと思いますが，

ハーグ事案における面会交流の問題のほかに，離婚，日本では特に親権の規則が問題にな

りますが，そのものを協議対象とする私的調停は可能でしょうか。 
ドイツの場合はどうでしょうか。 

 
パウル氏 
ご質問ありがとうございます。調停は単なる子供の返還以上のものを提供することがで

きます。他の問題も扱うことができます。しかし，ドイツで見られるように，ハーグ条約

を理由とした制約もあります。例えば，ハーグ条約事案が審理中である限り，監護権につ

いての本案審理は禁止されます。もしそのような問題を調停で対象とするならば，少なく

ともドイツではそのように対応しているのですが，ハーグ条約の下での裁判手続が終了さ

れるということが明らかにされる必要があります。それから，次のステップとして，どの

ような解決も，こうした条件の下で裁判所命令にもなり得る形で，自由に行うことができ

るようになります。 
離婚は調停において解決することはできません。時には両親は調停の中で初めて別居と

離婚について話しますが，ほとんどの場合両者は長期間別居しているわけではありません。

このように別居を始めたばかりの場合，調停にて時々行われるのは，どのように離婚に関

する裁判手続を始めるか，どの国において申請を行うかといった最初の調整です。 
 
モデレーター（佐野氏） 
フェン氏はどうでしょうか。reunite では面会交流の問題のほかに，離婚の問題等といっ

た内容について協議対象にしているのでしょうか。 
 
フェン氏 
いいえ。我々は離婚は扱っていません。両親は調停においてどの管轄で離婚手続きを行

うか決めることができますが我々が直接離婚を扱うことはありません。ハーグ条約の枠組

みでは多くの財産面の問題を扱う時間もありません。我々は飛行機代や養育費は扱えます

が，経済状況や財産の開示にまで踏み込むことはもちろんできません。 
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モデレーター（佐野氏） 
ハチンソン氏に対して質問があります。 
ハーグ条約に関するケースは通常 6 週間で処理されるべきとのことですが，実際には 6

週間の間にどこまで行うのでしょうか。弁護士がその間行わなければならない対応，それ

にかかる時間について教えていただけますでしょうか。同時に何件くらいのハーグ事案が

扱われているのでしょうか。またどのような国が対象でしょうか。 
 
ハチンソン氏 
 最後の質問から始めたいと思います。英国では，英国からの連れ去りであるアウトゴー

イング事案が大体 300 ほどあり，英国への連れ去りであるインカミング事案も毎年同じぐ

らいの数があります。 
どうやって 6 週間で処理できるのでしょうか。そのために裁判所規則が制定されていま

す。裁判官は非常に厳格にそれぞれの事案を管理しています。つまり，提出できる証拠の

量を抑え，タイムテーブルを決めます。例えば，母親が 7 日以内に弁護を行うとすると，

父親は，7 日以内に答弁しなければなりません。 
各論点についての専門家は呼びません。非常にまれですが，心理専門家や精神科医を呼

ぶことがあります。裁判官が非常に厳しく審理を管理しますが，それが６週間で審理を行

う唯一の方法であり，そのようなコミットメントが必要です。通常は当事者からの供述証

拠はありません。通常当事者が直接裁判官に証拠を提出することはなく，すべて文書化さ

れ，いわゆるサブミッションにより提出されます。 
迅速な手続に関する規則に従いつつも，審理に必要な時間はかかります。ある事案は他

よりも複雑であり，感情的に複雑であったり，学問的に興味深いものもあります。争いの

ある法的論点や難しい監護権の問題を含む事案，その特定の形式で裁判されたことがない

事案があります。必要な時間はそれぞれの事案次第です。ある事案はとても早く，時には

飛行機乗継のところで子供を連れて行き，次の日に裁判所に行き，その次の日に子供が自

宅へと送られることもあります。事案によって，正確にどのくらいかかるかというのは左

右されますが，ルールとしては，迅速でコントロールされた裁判所のプロセスでなければ

なりません。 
 
モデレーター（佐野氏） 
次に鈴木弁護士に先ほどバーチャル調停との話が出ましたがそれになじむ事案，なじま

ない事案がありましたが，どのような場合がなじむと考えるのでしょうか。 
 
鈴木氏 
 たくさんやっていないのでわかりませんが，おそらく両者がある程度合意をしようとい
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う共通認識があって，ただそのコミュニケーションがスムーズにいっていないという場合

に，間に調停人が入ることによって電話会議でも可能になると思います。この点について

は，一緒にやったサンドラ氏からのコメントが適切かと思いますが。 
 
フェン氏 
 私は双方の当事者と双方の調停人が同じ場所で対面で行う調停がベストのやり方だと信

じています。しかし費用や時間の観点で常に可能なわけではありません。両親に自ら子供

の将来を決定する機会を与えるためには，裁判の前或いは裁判中にスカイプや電話その他

あらゆる可能な方法で調停を行う方がはるかに良いと思います。彼らは親であり，私が個

人的にスカイプの使用にあまり熱心ではないために，これは私の意見ですが，そのために

両親に最後の機会を与えないということはしたくありません。その家族を支援するため，

スカイプや他の使用可能な全ての新しい技術を使用しましょう。鈴木先生と行った事案は，

我々双方にとって学習すべき点が多くありましたが，うまくいき，調停合意にたどり着き

ました。次回は再び合意を成立させたいと考えており，プロセスももう少しスムーズに進

むかもしれません。我々は皆試行錯誤を重ね，学習していますが，試行しなければ目標に

到達することもありません。 
 
モデレーター（佐野氏） 
相原先生，棚村先生に二つ関連した質問があります。 

 一つは，ハーグ条約加盟によって日本の国内法への影響はあるかという点です。 
 関連して，日本の家事調停では子の連れ去りを放置し，親の交流を断ち，面会交流も月

に 1 回 2 時間程度で決定。その後の親子関係がきわめて困難になります。こういった日本

の裁判所と法運用の実態の中でハーグ条約の迅速な返還や，面会交流の条文理念が生かさ

れないことが十分考えられます。この点についてはダブルスタンダードにならないため，

何が必要でしょうか。 
 
棚村氏 
ハーグ条約の加盟は国際交流を促進することになります。ハーグ条約は，元々の常居地

国に子供を返すというのが基本的な目的になっています。それから面会交流も合わせて保

障していきます。そういう国際的な協力の枠組みに日本が国際社会の一員として，グロー

バル化がこれだけ進んで，国際結婚，国際的な離婚，破たんをして，子が連れ去られる，

子供と会えない，ということが頻繁に起こっている以上は，この条約に加盟することは日

本の国際社会の一員としての当然の責務であると思います。 
それと，国内でも子供の問題は非常に増えており深刻な問題です。子供の幸せ，子供の

利益，子供の最善の利益を第一に考え，問題の解決を図っていくことが重要です。相原先

生が述べたように，子供の気持ちや子の視点に立って，大人の争いからも子供の幸せの中
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心にした解決に転換をしていこうという大きな流れがあります。 
そういう意味でいうと，ハーグ条約と国内の問題，国際的な問題と国内の問題というの

は，全く切り離して別のものであるとは考えていません。しかも，各国の法制度が大きく

異なるところでハーグ条約の問題は起こっています。深刻になっているので，国際的な流

れの中で日本も，国内の，日本人同士の夫婦の間で起こっている子供の問題の解決の在り

方，子供を中心に両親としての共同の責任を果たしていくという流れに向かった法整備が

必要です。ただ，それを実現するためには，社会的な支援の仕組みを広げていかなければ

なりません。ただ法制度だけ作って，共同親権になり，共同監護になっていけば，問題解

決するのかというと，そうではなくてその共同の子育てを，協力してやれるような社会的

な支援制度を充実させる合意の形成が円満にできるような，お手伝いをするような機関を

増やしていくことが必要です。 
結論的に言うと，ハーグ条約に加盟をしたから国内法制度も海外と同じようにすぐ変わ

らなければいけないということにはなりません。ただそれによって国内の法制度の在り方

も問われ，最終的には日本の国内制度の改善を図るという効果があると思います。面会交

流の話がありましたが，面会交流もかなり葛藤が高い当事者の間で実現をするのは難しい

でしょうが，海外ではドイツでも英国でもフランスでも，コンタクトセンターや仲介をす

る機関が充実しています。つまり，共同の子育てや面会交流をしていくためには法制度だ

けでなく，社会的支援の仕組みが充実していくことが重要なので，日本も合わせて女性や

あるいは経済的に追い詰められ，精神的にもつらい思いをしている母親を支えたり，ある

いは子供に会えない父親との交流を支え，交流を促進するような支援団体，これはコスト

や人の問題もありますが，そういう団体が充実することによって，今言われているような

現状を一歩でも二歩でも変えていけるのだと思います。 
実は，民法 766 条に面会交流と養育費という規定を入れるという法律が成立して，昨年 4

月から施行されました。これも法律の条文がそこにできた，離婚届にその取り決めの有無

を，書く欄ができたというレベルではまだまだ足りません。それを支えていくような社会

的仕組みを充実させることによっておそらくハーグの問題が国内に影響を与え，国内が変

わることにより国際的事案の解決が促進されることになります。そういった両方が良い関

係を持って，国際事案，それから国内事案でもあり，国内事案はやはり国際事案にもかか

わってきます。法制度と社会的支援の仕組みが充実することによって大人の争いの解決よ

りも，子供の幸せが守られていくような法制度の改革や社会的支援の充実が大事だと思っ

ています。 
 
相原氏 
棚村先生も述べられましたが，子供の視点から考えるという事を言うと，渉外，結婚，

離婚であろうと，国内の問題であろうと同じではないかと個人的には思っています。ただ

し，法律の立てつけや今後ハーグ条約が締結された場合の担保法という意味では，しばら
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くの間所謂ダブルスタンダードのような問題が残るのは否めないと思います。しかし，基

本的な考え方として子供の視点を考えていくときに，母親であろうと父親であろうと監護

者，非監護者双方にとってアプローチできるというのは子供の人権条約上も定められてい

る所であるし，国内において真剣にとらえる時が来ていると思います。 
 ただ，一足飛びに行くという事は先ほどの社会の受け付けられる感覚であり，小さな子

供を連れたお母さんが子供を置いて父親のもとから逃げ去る，というようなことは，母親

の本来すべき義務を果たしてないのではないか，というような冷ややかな目があったりす

るような土壌があることも事実であります。こういう社会の中で子供の視点に立った時に

どこまでの事ができるのかというのは，じわじわと価値観の変遷，変革を期待しなければ

いけないのかなと思います。権利としては子供の視点から子供が円満に離婚したとしても

父親，母親双方と接触できるということは当然なんだという事は個人的にアピールしてい

きたいと思います。ただ，一足飛びに行かないというのは正直なところであります。 
 
モデレーター（佐野氏） 
外務省宮島氏に一つ質問が来ています。国際結婚の八割は日本国内で行われていますが，

別居や離婚に伴って子供が日本人親に連れ去られるケースが多く，国際問題となっている。

外務省はその点，問題意識を持っているのでしょうか。外国人親には親権がなく，面会，

養育が制限され人権侵害に当たるのでしょうか。 
 
宮島補佐官 
外国人と日本人が結婚していて，日本人の方に親権があり，日本人の親が外国にいると

いうことでしょうか。 
 
棚村氏 
どう違うのでしょうか。結婚をしていて国内で暮らしていて，単独親権になってしまっ

て，子供との面会もできない，どこか海外というよりは国内で行方が分からない，子と会

えないという状況の，国際結婚とはいえ，国籍の異にする人同士の結婚という意味でしょ

うか。国際結婚ではありますが，外務省が所管する話とはちょっと違うのではないでしょ

うか。 
 
宮島補佐官 
質問者はよくご存じのことと思います。まさに，ハーグ事案にはなりませんが，それぞ

れの国際化が進む中でいろいろな国際結婚や離婚が起きていて，いろいろと難しい困難な

状況であると想像できますが，今回の状況とはスコープが違うかなと思います。まさに国

内法どうのこうのという話もありましたが，もう少し広い観点で国内の国際結婚をどうす

るか議論をする中でご議論いただくことになるのではないかと思います。専門家が多くい
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らっしゃるので補足していただけたらありがたいです。 
 
棚村氏 
先ほど述べたようにそういう意味では外国の方が日本国内に 1％以上おり，市民として日

本の中で生活をしています。自分の国の法制度の違いや，子供と会えない，子育てにかか

われないという不満も日本人の中でも大きくなっているし，外国の方の中でも大きくなっ

ています。もっと大きいものがあるかもしれません。その中で国内の法律を改めていく必

要があると思います。ＤＶ，ストーカー被害等にあっている女性からすると非常に面会交

流がそういうきっかけになる可能性を恐れていると思います。DV やストーカー対策もきち

んとしながら，経済的な支援をしながら，法制度としては子供にとっては，夫婦はわかれ

て他人になっても，父親であり，母親であり，その交流や絆を守るという法制度を作って

いく必要があると思います。それが実現できるような社会的支援の仕組みが必要だと思い

ます。 
 
モデレーター（佐野氏） 

最後の質問ですが，パウル氏に調停の研修者としての経験からもうかがいたいと思いま

す。国際調停人の要件はどういったものが考えられるのでしょうか。 
 
パウル氏 
質問に感謝します。この点は提起したいと思っていました。調停は一つの技能であり，

奇跡を起こすことではないので，学習することができます。しかし国内の調停事案と国際

的な調停事案には大きな相違があります。既に述べられたとおり時間の制約もあります。

調停を延期したり，家に帰って弁護士と相談して 2 週間後に戻ってくるといったやり方は

できません。こういった国際的な調停はかなり感情が高まり，親はもしかしたら未来永劫

子供を失うのではないかと恐れ，怒りや恐怖心，悲しみが出てきます。調停人はこうした

状況に対応する方法を知っていなければなりません。調停人は，双方の親がこれまで起き

た出来事についてお互い話し合える状況に導き，さらに次のステップとして将来を見据え

た可能性，離婚した両親としてどういう関係を作っていくかについても親同士で話し合う

よう導く方法，これを短期間で行う方法を知っていなければなりません。調停人はこうし

たことを学び，研修で訓練を積まなければならないのです。 
次に文化的側面があります。昨晩，日本人から見てドイツとフランスの間にどういう文

化的違いがあるのか尋ねられました。確かに日本人から見るとドイツとフランスは文化的

に似ている，或いは同じだと思うかもしれませんが，実際には大きな文化的違いがありま

す。こうした文化的な相違にも対応しなければいけません。例えばドイツでは，家族の役

割がフランスの家族とは異なっており，フランスには大家族があり，またポーランドでは

祖母が全て決めたりします。こうした文化の違いを考慮して対処する方法を知っていなけ
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ればいけません。こうしたことを調停の一つのリソースとして使いこなしていかなければ

ならず，これも学ぶ必要があります。 
もう一つの側面として，既に述べられたとおり，これらの事案の調停は司法に近いとこ

ろで進められます。両親が調停を始める際には，当初から適切と判断した時にはいつでも

司法手続に戻れることが確保されている必要があり，これは調停合意書の中において定め

られる事項です。最後には裁判手続の範囲内で覚書を作成しなければなりません。２つの

法令，あるいはそれより多くの法律が関わってくることになりますので，調停人は調停期

間中，弁護士と緊密に連絡を取る必要があります。このようなことを明日，明後日の研修

で訓練したいと思います。調停人はどうやってこれらに対応するのか学ばなければなりま

せん。どのように他の専門家，弁護士や，必要に応じて裁判所と協力していくのか，その

ためには高度な訓練が必要となります。 
 
モデレーター（佐野氏） 
これで質疑応答は終了したいと思います。最後にパネリストから最後に一言ずつコメン

トをお願いします。 
 
パウル氏 
ドイツは 1990 年，約 20 年前にハーグ条約に署名しましたが，10 年経過した段階で調停

を導入しました。我々のやり方と異なるのは，日本は締結当初から調停を始めることだと

思います。ドイツでは，うまく機能する調停スキームを立ち上げるのに時間を要しました。

英国から多くを学び，我々が実際行っている実務からもかなり学ぶことがありました。こ

の 10 年間のハーグ条約事案の調停実務を振り返ると，調停の導入は成功だったと言えると

思います。   
もちろん，すべての事案が調停に持ち込まれるわけではなく，すべての事案が調停に適

しているわけではありませんが，事案に関与した裁判官に尋ねると，多くの事案が調停に

付託されたことに満足していますし，調停で解決に至らなかったとしても，両親が調停を

試みた後に裁判所に戻ってきた際には，裁判官は必ず，両親がお互いのコミュニケーショ

ンを再び構築しようと試みたという評価をします。そうしたことが行われるだけでも価値

がありますし，両親が最終的な解決にたどり着けばさらに価値があるといえます。我々は

中央当局の支援を得ており，日本ではこの場に関係者が一堂に会しておられますが，まさ

にそうしたやり方で進めていくべきものであり，素晴らしいと思います。我々は両親の評

価も得ていますが，両親は，調停を試み子供のために自らの責任で解決する機会を得たこ

とを非常に感謝しています。我々が 10 年後に再び会えたら，日本側の皆様が日本の経験に

ついて同じようにお話いただけることを期待しています。 
ありがとうございました。 
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フェン氏 
 パウル氏と同様の意見ですが，我々が調停を考え始めた際，運営委員会を立ち上げ，裁

判官，弁護士と調整し，パイロット事業を行う資金を得て 28 の事案を実施しました。これ

らの事案においては，当事者が覚書を得てそのまま去ってしまったり，覚書が裁判所命令

となったりしましたが，結局機能しているのか，長期的にうまくいっていなければ時間の

無駄になると考え，合意が持続しているかどうか当事者の親から調査する別の研究事業を

実施しました。その結果，概ねほとんどの親は合意を維持していました。依然としてお互

い時々気に入らないことはあるかもしれませんが，合意は順守され機能していました。我々

は，調停が機能し，両親が合意に達した場合には，調停は成功であると確認できました。

我々は時間を無駄にしてはなかったのです。付言したかったことは以上です。 
 
棚村氏  
本日のシンポジウムでは特にドイツや英国での経験や実際の状況について話を聞くこと

ができました。米国，ドイツ，フランスでこういった国際的な家事調停の取り組みが進ん

でいました。調停自体は日本では大正時代からあるので 90 年の歴史を持っています。国際

的な家庭紛争，家事紛争，子供を巡る紛争での調停については，大いに諸外国の皆様から

そういうノウハウ，スキル，人の養成の方法を学びながら，できるだけ問題の円満な自主

的解決の促進をしていきたいと思います。それが後の履行や実現にもつながっていきます。

ハーグ案件でもハーグ国際私法会議の事務局が出している統計を見ると，2008 年で 1903
件。その中で任意の返還が行われたのが 19％。三百数十件だと思いますが。結局そういう

ところに力を入れていって，できるだけ強制的に白黒をつけるような解決は後々面会交流

を含め相互の人間関係を破壊するようなところがあるので，それをこれから外務省も，法

務省も，裁判所も，弁護士会も，民間のＡＤＲに取り込もうとしている所も協力をして，

鈴木先生，大谷先生にも力を貸していいただき，これから盛り上げていきたいと思います。

国際家事調停の担い手やスキルを作っていくことが大切だと思います。 
 
相原氏 
二点話したいと思います。 
一点目は，子の連れ去りに関して，ハーグ条約が基本とするルールは重要です。国内の

案件ですが，昔になりますが，高学歴の親が連れ去りを繰り返し，小さい男の子が，父親

といるときには父親と，母親といたいときには母親といたいと言い，結果的に実力で連れ

去りを繰り返されました。その結果，20 歳を過ぎて精神的にダメージを受けて，ほとんど

ひきこもりになってしまったという事例があります。これについても，きちんとルールを

決めて，その子のためにどうすればよいのかというシステムが必要だったと忸怩たる思い

でいます。 
もう一点は，テイキングペアレントが母親であるというケースを最初に申しあげました
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が，子を連れた母親が会わせるにしてもそれは理屈でわかっていても精神的にダメージを

受けるとすると最終的には子供に対する負担として残ってしまいます。これも事例として

経験しました。そのためにもサポート体制，心理的に負担を軽減し，子供が父親と会うと

いうことが，最終的に子供の幸せになるようなサポートづくりが非常に重要だと，子ども

のためにもそう思います。 
 
鈴木氏 
メディエーションについてフォローしてきましたが，メディエーションは基本的に当事

者の同意により成立します。みんながハッピーになることが前提です。メディエーション

に期待されているのは裁判予測です。どういう裁判所に行くかは別として，このままでい

ったら最終的にどういう判断になるのかということを考慮に入れ，合意を形成します。そ

うなると裁判所が影響する裁判規範は何なのでしょうか。今国際的な舞台で起きている子

の問題をメディエーション，それを支える裁判所，それを支える一つの国際的な枠組みを

考えると，ハーグ条約を早く実現し，あとはこの枠組みの中で，どうやってより有効な，

この問題の解決を果たしていくのか工夫していければと思います。そして，十分に工夫し

ていける余地があり，そのために少しでもつくせればと思います。 
 
宮島補佐官 
 これから制度設計をしていく上で，英国，ドイツ，パイロット事案の話は非常に参考に

なりました。特に調停は非常に有効だと思った一方，非常にデリケートな，厳密な扱いも

必要だと改めて痛感しました。調停者の方々の熱意や，情熱，スキル，経験がないと，絶

対に成功しないと思いました。代理人になる方も含めそういったことも必要だという話も，

確かにそうだろうと思いました。中央当局になる外務省だけではできないことなので，裁

判所，弁護士会，関係団体の方々の協力も不可欠だという思いを非常に強くしました。 
改めて，まさに日本がますますグローバル化する中で，日本人も国際結婚をするし，日

本に外国人が来て，外国人の方同士が結婚することもあります。結婚が破たんするケース

も出てくると思います。日本が世界の中で生きていくという事はそういう事だと思います

が，そういった現実を踏まえていく中で，やはりいつまでも国際的枠組みやルールの外に

日本がいるというのは，父親，母親，何より子供にとって不幸な状況ではないと外務省と

しても思っています。 
先ほどドイツが 20 年前にハーグに入り，10 年前から英国等の経験に学び調停を始めたと話

を聞きましたが，後発のメリットがあるので，ぜひ先にやっている方々の経験に学び，ハ

ーグ条約に入るか入らないかではなく，いかに上手に入って仕組みを作って，特に子供の

利益を大事にしたときに何ができるかを皆様と一緒に考えていきたいと思います。インカ

ミングケースもありますが，アウトゴーイングケースも非常に深刻であると聞いています。

そういう全体像を見失わないようにしながら，準備を進めていく所存です。 
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モデレーター（佐野氏） 
これを持ってパネルディスカッションを終了したいと思います。 

 
西岡室長 
以上を持って本日のシンポジウムをすべて終了いたします。 

（了 


