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1 はじめに

　家庭問題情報センター（FPIC）の山口美智
子と申します。よろしくお願いします。私は
長いこと家裁調査官をしておりましたが、調
停委員を経て、10年ぐらい前からFPICで面会
交流援助を中心に活動させていただいていま
す。今日は、その現場で私の体験から感じた
ことについてのお話をさせていただきたいと
思います。
　最初に、私どもFPICの活動、面会交流援助
については、弁護士の皆さんとの連携がとて
も大切で、日ごろご協力をいただいているこ
とについて感謝申し上げます。多くの当事者
の方々が、弁護士さんのそっと後押しするよ
うな一声で次に進めているなと、そういう実
感があります。本当にありがたいことだと思
っています。

2
面会交流援助の現況
―ニーズの増加と
支援体制の貧困

　最初に昔話をさせてください。私は昭和40
年代に家裁調査官になったのですが、北関
東のあるところで、まだ若手の調査官のこ
ろ、忘れられない体験がございました。昭和
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38年が面接交渉の最初の審判ですから、その
間もなくのころです。あるお父さんから、面
接交渉の履行勧告の申し出があり、お母さん
は「子どもが嫌だと言っているから駄目なん
です」ということでした。そのお父さんは、
「調査官すみません、門口まで一緒に行ってく
ださい。僕がそこで声を掛けて子どもが出て
こなかったらあきらめますから」とおっしゃ
いました。私もしかたなく出かけて行きまし
た。お父さんが外から声を掛けたところ、お
子さんがちょっと顔をのぞかせて、またお父
さんが声を掛けると、とことこと出てきまし
た。お父さんは、「じゃあ、出掛けます」とお
母さんに声を掛けて、何時間後に帰りますと
いう約束をして出掛けていかれました。私は、
お母さんと一緒に見送りました。お子さんは、
最初は黙っていたのですが、角を曲がる時に
元気な声が聞こえてきました。でも、私も本
当に心配していたんです。ちゃんと帰すかど
うか。そうしたらちゃんと約束の時間に連れ
て帰ってきました。それでお母さんも安心し
て、これからも会わせることにしたと話され
ました。その体験が、私が今面会交流援助を
やっている原点になっているような気がいた
します。
　最近、面会交流についての社会的認知は非
常に進んでまいりましたが、いくら子どもの
ためと言っても、別れると決心をした夫婦が
仲良く協力し合うというのは容易なことでは
ありません。一方で、社会的なサポートはま
だまだです。私どもFPICでは、昨年の4月か
ら厚生労働省の調査研究事業で、面会交流の
援助支援に関する研究をさせていただいてい
て、全国からの電話相談なども受けているの
ですが、援助機関が近くにないでしょうかと
いうお問い合わせは非常に多く、あらん限り
の情報を駆使してもなかなか対応しきれませ
ん。
　FPICでの援助ケースは、離婚の中でも高葛
藤のケースが多いのですが、最近私が気にな
っていることは、葛藤がさほど高くないが離
別後の親子の交流ができていない親御さん、
お子さんのことです。それらの家族について

は、ほんの少しのサポートがあれば何とかな
ったんじゃないかと思うのです。前に私は、
家裁でお母さんたちと話す機会があったので
すが、離婚間もない多くのお母さんたちに聞
いてみると、9割までが、会わせるつもりです
とおっしゃるんです。だけどよく聞いてみる
と、面会交流の具体的なイメージが全くなく
て、やり方が分からないまま、その気持ちも
次第に消えてしまうのではないかと。身の周
りには、面会交流のモデルなんてありません
から。
　10余年前に聞いた話ですが、まだ地方では、
別れた元夫婦が行き来しているだけでふしだ
らだ、復縁したんじゃないかと言われて、児
童扶養手当が停止になるなんていう、本当に
愕然とするような状況さえあったそうです。
お隣の韓国でさえ、あれほどの勢いで体制を
準備しているのに、積極的に後押しするサポ
ート体制はまだ非常に乏しい。気軽に相談し
て、手だてをちょっと教えてもらえるような、
そういうところが非常に少ないんじゃないか
と思います。離婚する夫婦は増加する一方で、
片方の親と離れて暮らす子どもは年間23万人
ぐらいいるわけですけれども、この子たちの
対応をどうするか。このまま放っておいたら、
いずれしっぺ返しが来るのではないかと、す
ごく危機感を抱いています。
　公的な支援で言えば、東京都のひとり親家
庭支援センター「はあと」の支援が始まって
数年になりますが、収入制限の問題などもあ
って件数的にはかなり伸び悩んでいます。厚
生労働省が、東京の経験を基にして全国の地
方自治体に発信して、それで活動を始めてい
る自治体や各地の法テラスの方々もいらっし
ゃるなど、心強い気持ちにはなるのですが、
一方で援助活動を続けるには支援者層がなか
なかいない。援助場所の確保もとても大変で
す。「こどもの城」（渋谷区）は閉鎖になった
ままですし、その大変さを考えると援助団体
としては本当に泣きたくなるような状態です。

講演録：別居・離婚と親子の面会交流
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3 家裁の動向
―当事者の受け止めは

　家庭裁判所は面会交流実施に向け、舵を切
った様に見えます。離婚の申立書には、昔は
なかった面会交流の項目があり、当事者が記
載することになっていますし、調停でも必ず
それを聞かなければならないという方向にな
ってきています。以前は面会交流のことが話
題にあがらなければなるべく触れないという
のが家裁の姿勢だったようですから、すごい
変化だと思います。着目度の大きさ、調停委
員の気に掛け方には、目を見張るような思い
です。
　その変化を敏感に感じ取って、できること
なら避けたかったけれども、やるしかない、
渋っているわけにはいかないとそれなりに覚
悟して頑張られる同居親の方々の一群が見え
てきたのは現実だと思います。それはそれで
素晴らしいことだと思います。
　しかし一方で、前に比べて面会する側の親
御さんの要求が過大ではないかと思うことも
あります。条件をめぐっての紛争は複雑にな
ってきていますし、面会する親の気持ちは自
然なものだから家裁が調整してくれるのが当
たり前と思って、のほほんとしていらっしゃ
る面会親が目に付くような気が少ししていま
す。従前なら、合意や決定が困難だったよう
な事案でも、第三者援助機関を利用すれば何
とかなるのではないかと、安易に第三者援助
機関利用を前提とした取り決め、いわゆる危
うい合意が増えてきたのではないかと感じて
います。私どもの援助ケースは件数としては
微増ですが、内容的にはかなりしんどくなっ
ています。ざっくり申し上げると、7～ 8年前
のほのぼのとした援助ケースは減ってきてい
て、かなりぎりぎりのところで援助をさせて
いただくケースが増えてきている、そんなふ
うに思います。そういう意味で、同居親の内
心の根強い葛藤感を残したままの合意が多い
わけで、その後の進行は援助が始まっても難
航しがちです。
　私は、家裁が原則実施の方向に向かうので

あれば、調停が今までのような権利関係の調
整、条件調整だけではなく、もうちょっと子
ども目線の実施方法の創出の場、円滑実施の
ための道筋をつける場に変わってほしいなと
思っています。面会する親御さんの方も、声
高に権利主張をなさるだけではなく、親とし
て成長する。同居している親御さんの心の不
安や抵抗感の中身、子どもの不安、そういう
ものを真摯に受け止めて、子どもが喜ぶ面会
交流を実現するような力を身に付けていただ
きたいと思います。実は紛争性の高い事案と
いうのは、面会する親御さんはどちらかと言
えば人間関係が苦手で、ちょっと堅物で、遊
び下手な方が多いので、面会交流の最初のパ
ートは遊び方を教えるところから始まるとい
う例がすごく多いのです。人間の態度の変容
というのは、危機的場面であればこそ起こり
やすい。そういう意味では、親御さんへの働
き掛けというのは調停や司法手続という危機
的場面だからこそ効果を発揮しやすいのでは
ないかと、そこに非常に期待しているところ
であります。
　また、同居親の心の中にあるためらいとか、
一歩踏み出せない気持ちに、ひょっとしたら
調停は鈍感になって、一押しし過ぎているの
かもしれないという気がします。同居親の方
は、家裁では抵抗しても仕方がないから、離
婚するために仕方なく応じたんだと言います。
それなりの覚悟をつけて合意された後、実施
の段階になってなかなか踏み出せない方は結
構目立っています。援助機関の側としては、
家裁段階の試行でいろいろな練習をしていた
だいたりしながら、少しずつできていくよう
になるとうれしいと思います。

4 FPICの
面会交流支援体制

　FPICでの面会交流支援が始まってから20年
です。家裁調停の履行援助の相談があったの
をきっかけに、平成8年に手探りで開始しまし
た。それからお申し込みのあるケースは増え
る一方でしたが、当時の援助者はすごく理想
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主義に燃えておりまして、理想の面会をやら
なければいけないと頑張り過ぎていました。
そしてまた、お父さん、お母さんの期待がと
ても大きかったものですから、過大な要求に
疲れ果ててしまい、数年後にはもうやめてし
まおうという話も、実はあったそうです。
　ところが、ちょうどそのころに、ある高校
生がFPICを訪ねてきました。その子は、かつ
て面会交流援助でかかわった子でした。お母
さんとの面会でお母さんを大嫌いだと言って
援助者を散々てこずらせて中止になり、短い
期間しか援助できなかったのですが、その子
が高校生になって、あの時のおばさんに会い
たいと訪ねてきたのです。それで、お母さん
にも援助者を通して連絡をして、面会が再開
し、感謝の声が届きました。当時のメンバー
はその時の経験から、表面の現象だけでは面
会交流、親子の関係は測れない、親子のきず
なというのは本当に奥深いのだと気が付きま
した。それまではずいぶん肩ひじを張って、
親子関係をコントロールして、理想の面会を
実現しようと必死になっていましたが、その
ことをきっかけにして、1回でもいい、理想の
面会でなくてもいいから、とにかく親子の縁
をつなぐことから始めようと再出発したそう
です。それが、今のFPICの面会交流援助活動
の根っこにあります。平成16年には事業とし
て独立して活動を開始しました。
　現在FPICの面会交流は、東京相談室のほ
か、大阪、名古屋、福岡、広島、横浜、千葉、
新潟、宇都宮、松江の10相談室で事業をして
います。地域性もあって、費用や手順などは
各相談室で若干の違いがあります。東京と大
阪はこんなに違うのというお問い合わせをい
ただいたこともありますが、子どもの喜ぶ、
子ども中心の面会交流の基本は同じでござい
ます。東京相談室は、現在登録数は約180名、
常時約120 ～ 130名の援助者で動いていて、最
近の対応ケースは年間440 ～ 450件ほどだと思
います。
　私どもFPICの面会交流の基本は、第一に緊
急支援として親子の断絶の防止。それから自
立性へのつなぎ。ずっと援助できるわけでは

ないですから、事前相談の段階から、いつま
でも援助に依存しないで、援助者がいる間に
自分たちでできる道筋をつけよう、頑張って
もらおうというふうにサポートさせていただ
いています。
　三者関係の臨床、対立する二者を含む三者
間の臨床というのは非常に少なくて、やり方
には苦労しており、援助者の養成とバーンア
ウトが課題になっています。援助者は、本当
に子どもが大好きで、子どもに好かれる人で、
労をいとわないボランティア感覚がないと駄
目なのです。会員の寄付で成り立っているよ
うな民間機関ですから、大した報酬もありま
せんし、とても専門職として自立して生活で
きるわけではありません。そういう意味で、
専門性とボランティア活動の調和ということ
が課題と言えます。
　本当に高葛藤のケースでは、相互不信を引
きずっていますから、日程、場所、その日の
食べるおやつ、遊ぶおもちゃ、そんなことま
で毎回もめます。実施日前まで電話のやりと
りに気を使いますし、子どもが風邪をひいた
ので中止してほしい、それはうそではないか、
診断書を出せという争いにはいとまがござい
ません。そんなことで、バーンアウトしても
おかしくないような時もありますが、内部で
ケース管理を行うスーパーバイザー 10名ぐら
いと、研修体制を強化して何とかやっており
ます。
　いきおい、援助者の高齢化も課題です。年
の功のよさはあるのですが、気力、体力に限
界があります。FPICだけではなく、いろいろ
なところでの取り組みへの公的な支援、人材
の養成を図っていただかないといずれ行き詰
まるのではないかと思います。

5 FPICの援助―申込み
から受任までの流れ

　ポイントは合意の成立前にご相談に来てい
ただくことです。そして、この段階では相手
との約束ができていなくても構いません。申
込みのあった親御さんと事前相談をし、それ

講演録：別居・離婚と親子の面会交流

D13735_02-13.indd   5D13735_02-13.indd   5 17/10/10   16:2117/10/10   16:21



NIBEN Frontier●2017年11月号6

から、その親御さんから他方の親御さんに連
絡をしていただく。FPICからは連絡は取りま
せん。ご自分で電話をして連絡を取ったから
こそ援助を受ける気になるということで、こ
ちらからの働き掛けは一切いたしません。で
すから、半年後に相手側から連絡があるなん
ていうことも少なくございません。そして、
合意調整にはかかわらないで、双方が合意が
できるまでお待ちします。合意ができたとい
うご連絡をいただいたら、最初にご説明した
援助条件と合意内容が矛盾していないかどう
かを確認させていただいた上で申込みを受け
付け、そこで初めて契約が成立するという形
になります。申込書は別々にご提出いただい
ています。住所秘匿に対応するためです。最
近では連絡さえ取れれば実際の住所でなくて
も可能という形で対応しています。

6 事前相談による
援助の構造化

　FPICでは、援助内容をパンフレットやホー

ムページに開示しています。援助ルールを皆
さんに理解していただき、なおかつ事前相談
に来ていただいて、私どものルールを具体的
にその方に即した形でご説明をして、それで
ご納得いただいた場合に限ってお申し込みを
いただくようにしています。
　民間機関の我々にはいろいろな限界があり
ます。例えば月1回というルールが決まってい
ても、子どもの風邪や何かでキャンセルにな
った場合、月1回の場合は振り替え実施はでき
ません。私たちのキャパシティー的にも対応
が無理ですし、お子さんのルーティンの生活
感覚を崩しますから。だから、月1回の場合だ
ったら8割実施を覚悟してちょうだいねという
ふうに親御さんには言うなど、いろいろなル
ールをお話しします。
　援助が始まってから、日程や面会場所の調
整は援助の一環ですが、頻度や援助形態の基
本的な合意について当初の合意が崩れたり変
更される場合は、1年更新で毎年援助の内容を
見直します。そこで簡単に意向の調整ができ
れば、そこまでは援助機関の役割なのですが、
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FPICの面会交流援助手続の流れ図表1

出展 ： 面会交流援助の案内　FPICルール（東京ファミリー相談室）
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それができないときには家庭裁判所での再調
停を助言することもあります。
　もともと面会交流というのは流動的なもの
です。子どもの成長や、親の再婚などの家族
構成の変化、いろいろなことがあって変化、
成熟していくものですから、本来はそれに対
応して双方が話し合えるような共同関係が構
築されているのが望ましいわけですけれども、
私どものような機関を利用されるような場合、
それはもう夢物語ですから、家裁の再調停で
仕切り直しをしていただく例は決して少なく
ありません。案外その仕切り直しが次のステ
ップアップには効果があったり、それからそ
れなりの限界を知って順調な面会ができてい
くことが多いので、再調停は、私たちは決し
てまずいことだととらえていません。
　FPICルールはとても不自由で、例えば、会
うのは別居している親御さんだけで、おじい
ちゃん、おばあちゃんは相手の同意がなけれ
ば連れてきてはいけません。少しでも姿を見
せたらルール違反ですよと申し上げるのです
が、そんなことは納得いかない、子どもはた
くさんの人に愛されてこそ幸せなんだからと、
がんがん主張される方もいらっしゃり、私ど
ものルールを非常に厳しいとおっしゃる方は
少なくありません。事前相談のときには、会
えるだけでもいいんです、よろしくお願いい
たしますと言っていらした方が、次第に不満
を募らせて、どんどんエスカレートされてい
く。しかし私どものようなところができるの
は理想の面会ではありません。そういう非難
があることは承知しています。面会交流のス
タートは、FPICの事務所の中にある児童室で
す。裁判所の児童室より小さいし、きれいで
もない。あんなところで何だ、と文句を言う
親御さんがいらっしゃいますけれども、それ
でも一生懸命お掃除をしたり、おもちゃを片
付けたりしながらやっているわけです。一方、
そういうことで不満をたくさんお持ちになり
ながらも会えることでほっとしていかれる方、
子どもの成長力を信じて、本当に苦しい中で
相手の信頼を勝ち取って自分たちでやれるよ
うになっていく親御さんも決して少なくない

のです。今はそんな不自由な条件でしか会え
ない。そういう関係性なんだということを受
け入れていただく。精いっぱいのことをして
もらえているんだ、やれているんだという、
そういう信頼感が援助者との間に伝わったと
きには、それがなぜか他方の親御さんにも伝
わっていきます。時間をきっちり守られると
か、ほんのささいなことが信頼関係につなが
り、広がりを持っていくんだと思います。
　非常に不満を持たれる方の場合には、本当
に打ち上げ花火のようにぱっと1回だけで終わ
ってしまうこともあります。そういう玉砕を
されるのか、ほそぼそとでもいいから継続を
望むか。あなたはどちらを選ぶのと言って二
者択一を迫ることもあります。でも、誰に勧
められたのでもない、最後の最後は自分で選
んだ援助機関だからしょうがないということ
で頑張り切れるのではないかなと思います。
そういう意味で、事前相談というのがとても
大切なのです。
　代理人さんも、援助機関を勧められること
があると思います。そのときに、最後の最後
はあなたが決めるのよ、ということをしっか
りと念を押していただきたい。実は、同居親
の方が一番つらいのは、別居親と面会中の子
を待っている時間なのだそうです。忙しいひ
とり親家庭で毎日家事に追われている中、何
時間か無為な時間を過ごしているという苛立
ちのようなものが結構あるようです。そうい
うこともあるので、自分で決めたというとこ
ろをちゃんと分かっていただくとずいぶん違
ってくるんですね。
　それから事前相談は、面会交流に臨む親御
さんへのガイダンスをする場でもあります。
愛着関係は対人関係の土台で、人としての安
心感の土台になります。しかし、離別家庭、
紛争家庭のお父さん、お母さんは紛争に疲れ
ていますから、子どもへの配慮に欠けがちで
す。頑張っても、子どもの人格的成長の基礎
となる愛着障害が多かれ少なかれ起きていま
す。面会交流は、いわば子どもにそのことを
詫びて、別れても共同して愛着障害の克服に
向けて、父母それぞれが子どもの安全基地に

講演録：別居・離婚と親子の面会交流
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なって、親としての責任を果たす大切な場で
す。愛着障害が起きても回復できるものなん
だと専門家も言っています。そういう場だと
いうことを親御さんに理解してもらって、具
体的な面会交流のイメージをつくってもらう。
そういう働き掛けをいたします。
　先ほど厚生労働省の調査研究事業の話をし
ましたが、その一環として、私どもは、子ど
も目線で書いたテキスト「子供からのお願い」
というものを作り、親ガイダンスセミナーを
大小合わせて1年間で30回以上行いました。そ
こでの親御さんの変化にすごく手応えを感じ
ていて、この研究の終了後も、このガイダン
スは、援助中の方には無料で続ける予定でい
ます。今、大阪の家裁などでも親ガイダンス
が始まったりしていますし、事前相談ととも
に、そういういろいろなところのガイダンス
を親御さんたちが受けていくととてもいいだ
ろうなと思っています。
　それからもう1つ、事前相談で大事なのが、
ケースの見立てと援助方針を立てることです。
援助は合意に基づくものですが、最初の合意
は形式合意にすぎないと言っては言い過ぎで
すけれども、心底納得したものではありませ
ん。援助は、その当初の合意を子ども本位の
長続きする合意に向けて、進化、成熟するプ
ロセスと言っていいかと思っています。事前
相談は、言うなれば当事者の方々がこの援助
機関を受け入れていいかどうかの材料を探す
場でもありますし、私どもの立場から言えば、
援助のための作業仮説をつくる、援助の大切
な出発点になります。それが、合意を形成す
る前に事前相談していただくことを不可欠に
している理由でもあります。事前相談前に調
停等で合意をされた場合に事後的に相談を受
け、条件が合えば、援助をお受けすることも
ありますが、難航する事例は少なくありませ
ん。

7 援助の態様

　子どもの成長には4つのエポックがあると言

われています。①子どもが親に密着している
ことにとても意味のある愛着形成期、乳児期。
②3歳すぎから親から離れて子ども同士のかか
わりが持てるような幼児期後期。③9 ～ 10歳
の発達の壁を越えて抽象思考が可能になる勤
勉期、学童期。④両親から自立して自我形成
する思春期。FPICの援助は、子どもの発達年
齢に対応して、付添い型、受渡し型、連絡調
整型の3種で実践していて、付添い型援助は原
則として小学校3年生まで、受渡し型、連絡調
整型の援助は小学校6年生まで、中学生以上は
援助でなく相談という形をとっています。
　平成26年の統計では、援助事例の分布は4歳
が一番多く、2歳～ 5歳が全体の約5割、0歳～
9歳が全体の約8割を占めています。援助開始
時には、約9割が付添い型ですが、先ほどお話
ししたように付添い型のような手厚い援助は
学童期前半までとしています。

8 援助の基本姿勢

　離婚紛争では、ほとんどの子どもが、親の
養育に関する関心の低下、紛争の目撃など、
言うなれば児童虐待を体験しているのが普通
です。いかに隠していても、ひそひそと話を
していても気が付いています。ほとんどのケ
ースに、父母間にも精神的な暴力など、多か
れ少なかれDVの要素があると言ってもいい。
このような関係の中での三者臨床は非常にリ
スクを伴いますが、私たちがそれぞれにどん
な対応をしているか、簡単にお話します。
（1）子どもへの援助
　お子さんに対しては、下がった親機能を補
完しながら援助していきます。子どもの声に
耳を傾けて、見守って砦となる。本来は親が
子どもに提供すべき親機能ですけれども、先
ほどお話ししたような状況の中では、気付か
ないままに児童虐待状態になっています。両
親のけんかする声に、見ざる言わざる聞かざ
ると、感情が鈍麻するようなお子さんができ
ていくと言われています。ですから、援助者
はそばに寄り添って、面会が下手な親御さん、
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送り出すのがつらい親御さんに寄り添って親
機能を補完する作業をしています。そして親
自身が親としての機能を行えるようになるよ
うに、そーっと背中を押して次第に身を引い
ていく。それが私たちの役割です。
（2）同居親への対応
　被害意識への対応が一番問題です。特にDV
被害を訴える場合には、初期には安心と安全
の提供を最優先して、相手に絶対会わないで
済むような場所設定をするだけでなく、時に
は先に別居親に来てもらって部屋にいったん
隔離し、それから同居親とお子さんに来ても
らうなど、すれ違い回避の徹底をいたします。
でもそういう不安や恐怖を抱えながら面会交
流の場に足を運び続けるうちに、次第に想像
したような恐怖が起こらない現実が区別でき
るようになり、薄紙をはがすように恐怖感や
不安感が薄らいでいくのが普通です。トラウ
マエクスポージャー療法で、そういう形でト
ラウマに少しずつ慣れてもらいながら進めま
す。私どもの援助は、手厚い援助から薄い援
助へと、段階的に移行していきます。同居親
が安定すれば子どもは連動的に安定していき
ます。相手と顔を合わせられるようになった
同居親から、会ってみたら案外大丈夫だった
という驚き、安堵感を聞くことがあります。
（3）別居親への対応
　最も難しいのが、DVの加害者対応です。私
どもの対応する離婚事例のほとんどはDV事
例と言ってもいいわけです。お互いが傷つけ
合っているわけですから。ですが、私たちは
話は聞いても事実認定には入りません。過去
の問題には触れずに、できたことを最大限評
価して、未来志向を促していきます。これは、
最近言われている加害者療法の中の解決志向
型療法に非常に近いものです。親としてでき
ていることを褒める。注意をしない。それが
こんなに長い間、大した事故もなく援助がで
きてきた大きな源ではないかなと感じており
ます。

9 援助場面の具体的テーマ

（1）面会交流の適時期
　面会交流を開始するのに早過ぎるというこ
とはないのですが、乳幼児前期の子どもの面
会交流の場合、多くは同居期間が短く、家族
としての基礎固めができておりません。それ
でも先延ばしにしないで進められればそれに
越したことはありません。ある期間面会が継
続できれば、一時中断しても、その後の自力
実施につながります。ただ、子どもが幼い場
合にはお母さんとの分離ができませんから、
父母が同席できるような条件調整がとても大
切になります。
　幼児期後期は面会交流の適時期、開始の適
時期と言われていますが、子どもは両親のは
ざまで生き抜くサバイバルをしています。親
の間に挟まれ、苦しさのあまり、嘘もつけば、
告げ口もします。でも、親を、よい親・悪い
親というふうに二分法で絶対評価することは
なく、どちらの親とも絶縁状態になることは
望んでいないと考えてください。だからこの
時期は面会交流の開始の適時期でもあります
し、援助者の存在が非常に意味のある時期で
もあります。残念ながら、第三者の付添いが
必要なような事例では、幼児期後期までに自
立に至る例はまれで、急がず、依存させず、
子どもの成長に見合った自立を支えていくこ
とが不可欠です。私どもの援助では子褒め、
親褒めを惜しまない。それで何とかやってこ
られたと思っています。
　学童期になってからの面会交流では問題が
大きいです。長期の親子関係の断絶や長期の
父母の紛争にさらされてきた事例が多く、特
に記憶にない親御さんとの親密性の回復は非
常に困難です。援助を要するような事例で、
長期の中断後、学童期中期になって開始でき
るのはまれです。子どもが、離れて暮らす親
御さんを悪い親と決め込んだり、加害者像を
持ったまま、修正する機会をなくしたまま大
人になってしまった場合、修正は困難で、お
子さんは思春期になって以降、長期にわたっ

講演録：別居・離婚と親子の面会交流
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て葛藤を抱えたままになるのではないかと思
います。この時期はなかなか援助開始が難し
いので、面会を強要するよりも、お子さんの
カウンセリングやグループワークなどの方が
優先課題になるケースもあると思っています。
　いったん切れた、長期に断絶した親子関係
の修復がいかに困難かを、お父さん、お母さ
んは理解して、それまでの期間は細くても切
れ切れでもいいから関係の糸を紡いでいただ
きたいと思っています。同居親は、子どもが
分かるようになってから、子どもが会いたい
と言ったら会わせますという方が少なくない
のですが、その親御さんが想定している、分
かるようになったらというのはたいてい就学
後のことです。でもその時期には、子どもは
一緒に暮らしている親御さんへ投影的な自我
をつくり上げてしまっていますから、その時
期に会いたいと言いだすことは考えにくいの
です。その代わり嫌だと言うことはたくさん
あります。だけどそれは、意見を聞かれる場
が安全ではないからかもしれません。また、
自分が会いたいと言いだすことで引き起こる
葛藤、嫌な状況、それを想像してしまうから
かもしれません。
　そういう意味では、子どもの意思はきっち
り尊重していただきたいけれども、その子ど
もの発言に責任を取らせないでいただきたい。
子どもが会いたくないと言ったら、例えば1回
だけ会うとか、または会う時期を先に延ばす
という大人同士の約束をしたという形をとっ
て、子どものせいにしない。私どもはずいぶ
ん前に、「離婚後の子どもの声を聴く」という
研究をさせていただいたのですが、大人にな
ってからの声として、事実を知りたかった、
自分の意見を聞いてもらいたかったと言いつ
つ、拒否したことをすごく後悔をしている、
あの時自分がそう言ったからこんなことにな
ったんだという発言がたくさんありました。
　ただ、面会交流がいかに大切だとはいって
も、頻繁過ぎたり、または面会する親御さん
の都合で気まぐれに面会をしたりということ
は、愛着形成に問題を起こし、子どもを不安
定にさせます。お子さんは、同居している親

御さんのところでやっと落ち着いたばかりで
す。そこでの生活を不安定にするような面会
交流は、子の福祉にかなうとは言えないと思
うのです。私どもの申込書の中の冒頭には、
「同居親の監護方針を尊重する」という1項が
ございます。その約束の下に援助活動を開始
しています。頻度や場所をしっかり決めて、
日常生活に近いような場所で、面会が生活の
一部になるような面会を、双方が無理のない
ルールで行うことを大切にしています。面会
交流が打ち上げ花火のような特別なイベント
ではないということを、面会する親御さんに
は分かっていただきたいと思っています。
（2）援助の開始時期の様子
　援助の開始場面というのは、「会いたかっ
た」と飛び付く再会待望型もありますが、初
めはおずおず、そのうちに大はしゃぎして別
れたくなくなるなど、様々です。でも基本的
に、子どもは状況の変化を恐れますし、長く
会わなかった親が怒っているのではないか、
楽しく会えば同居親が悲しんだり、怒ったり
するのではないかと、大人が想像もしないよ
うな気働きをしています。ですから、援助者
は面会する親御さんに、最初はそっとのぞく
ぐらいからでいいのよと、焦って急にハグし
たりしたら駄目ですよとセーブをします。
　また、面会が終わるのを気が気でなく待っ
ていた親御さんには、子どもが大はしゃぎし
て遊んだとしても、問題なく過ごせましたよ
としか言いません。大はしゃぎして遊んで、
ドアを開けた途端に疲れたような顔をするな
ど、2人の親に見せる顔が全く違うのが普通で
す。援助を始めたばかりの援助者はその差に
びっくりします。面会が終わった後は、面会
の内容をお子さんに根掘り葉掘り聞かないで
とお話ししています。面会の場面が、親御さ
んに監視されている、管理されている、その
延長であってはならないからです。
（3）子の拒否、忠誠葛藤
　本当に子どもの気持ちというのは重層的で、
時間や場所で日々変化しながら成長していき
ます。意見表明権は保障する必要があります
けれども、子どもはあくまでも子どもです。
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会いたくないと言っても、その発言に絶対に
責任を取らせないでください。親が紛争し、
いろいろな課題に振り回されている状況の中
では、子どもは紛争に巻き込まれるか、蚊帳
の外に置かれるかのいずれかです。子どもの
ためという親の主観的な意思、気持ち、言動
というのは、必ずしも子ども自身の感情や意
向と一致していません。子どもは親とは別人
格として、気持ちを受け取ってもらい年齢相
応に理解される、尊重される、そういうこと
をただ求めているんだろうと思います。
　援助をしていると、援助者と子どもの2人だ
けになる瞬間というのがあるんです。そんな
ときに子どものつぶやきをよく耳にします。
援助の開始時期に、毎回おなかが痛くなるお
嬢ちゃんがいました。その子は私に、「調子悪
いからトイレに一緒に行こう」と言って、ト
イレの中で、「私ね、ちゃんと会っているでし
ょう。でもパパとママにも両方気を使ってい
るの。でも私が気を使っていることをパパに
もママにも言わないでね」と言います。それ
でもこの子は会いに行けるんですね。そして
最後に母親に、「私は子どもだからパパに元気
な顔を見せる責任があるの」と言って面会を
続けて巣立っていったんです。また、ある男
の子は、「本当に僕がかわいいんなら何年も争
ってほしくなかった。あんな親はいくらのも
のでもない」と、援助者に言ったそうです。
でもこれからどうするのと聞いたら、「時々連
絡取るよ」と言って巣立っていったそうです。
そんな子もいます。たった4つの子で、父親
に、「私にはパパが2人いるの。パパ、それで
もいい？」と聞いた子もいたそうです。子ど
ものためと言いつつ争っている親御さんには、
子どもの成長する姿、生きるたくましさを本
当に信じてほしい。そんなふうに思います。
（4）同居親の不安・PTSD
　面会交流の極端な拒否や不安定、PTSD対応
というのは、ボランティア団体である援助機
関だけでは対応困難です。面会交流に理解の
ある精神科医や心理療法家との連携が切に望
まれるところです。中にはとてもいいお医者
様に出会って、私どもにつながり、うまく面

会交流ができた方もいらっしゃいます。
（5）DV問題
　子どもの愛着形成障害については、父母双
方が加害者だろうということで対応していま
す。DVの事実確認や相手への責任追及を私ど
もにしきりにおっしゃる方、DV冤罪を訴え
る方がいらっしゃるんですけれども、それは
何の役にも立ちませんよとお話をいたします。
援助が適切に行われれば、面会交流は実現可
能です。また、これはよく分からないのです
が、DVがある家庭の中で、力関係が一方の親
にかたよっている場合に、加害者である親と
親和感を持つお子さんは案外います。その辺
のゆがみがあって、DVがあったから会わせな
いと言っても、会いたがるお子さんが結構い
るんです。そして面会場面は案外うまくいき
ます。その機会に、DV的な言動が起きないよ
うな行動修正、言動修正をさせていくことで
親子関係の改善を図っています。
（6）別居親の焦り・拡大要求
　別居親の面会内容の拡大要求、それへの焦
りへの対応というのもとても大切です。私ど
もは、そんなに焦っても仕方がない、打ち上
げ花火のように終わるのか、少しずつでも長
く続けていくのか、どっちを選ぶのと別居親
に詰め寄って対決することもあります。少し
前、一緒に暮らしているお母さんがすごく強
気で、4年間、年3回30分しか面会ができなか
った事例がありました。子どもと遊ぶのが下
手な本当に堅いお父さんでしたけれども、援
助者の支えで何とか頑張り続け、3年後に外出
オーケーになって、とても楽しく戻ってこら
れ、待ったかいがあったと援助者につぶやか
れました。会っている時間だけではなく、そ
の期間、お父さんのイメージを持って暮らす
期間の積み重ねというのが、子どもにとって
意味があったということだろうと、切れ切れ
でも続く意味があったと思います。
（7）援助の中断
　援助者への暴言、暴力や、子どもの発言を
契機にして住所が分かり、そこへ押し掛けて
いって同居親と子の生活環境を侵襲すること
は中断事由ですが、そのような中断事例はま
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ずありません。最近目立つのは、写真を裁判
所に出してしまった、弁護士さんに何か写真
でもないのと言われたから、禁止事項にある
のに出してしまったというので中断する騒ぎ
になった事例があります。「Facebook」など
に面会中の状況を載せた人もいまして、そう
いうのが中断事由になった例もあります。私
たちは面会交流場面での子どものプライバシ
ーというのをとても大切にしていますし、子
どものプライバシーを大事にしなければ子ど
もを大切にしていることにはなりません。

10 代理人への期待
　面会交流というのは、法律的解決だけでは
解決しない問題です。審判での解決が意味を
成さないことも多い。私は長いこと家裁にか
かわってきましたけれど、面会交流事案ほど
代理人弁護士の動き方の影響の大きい事案は
ないと思っています。当事者への働き掛け、
期日間試行の際の手伝いなどです。対立当事
者ではなく、子どもの父や母に戻って、子ど
もの視点から対応できるように、対立構造を
つくらないような、解きほぐすような活動を
していただきたいなと思います。
　紛争中の当事者は相手方に負けまいと頻度
や内容の拡大を求めたり、不安を募らせて防
衛的になったりします。代理人が、当事者と
の信頼関係ができないうちに、子ども中心の
視線に立ちなさいよと言っても、なかなかう
まくいかない。代理人の限界もあると思いま
すし、愚痴をうかがうこともありますけれど
も、そのような場合には、外部情報の取得や、
親ガイダンスセミナーの利用を促すことなど
からなさったらいかがかなと思います。
　面会交流の調停はとても長引きやすいです
けれども、一方でこれほど早期合意、早期実
現が求められるものはありません。弁護士さ
んは、紛争の早い段階から当事者にかかわら
れる数少ない専門家ですので、紛争解決の促
進剤、ファシリテーターとしてご活躍いただ
けるのではないかと思います。子どもの気持

ちに寄り添い、子ども目線で対応する大切さ
を折に触れ当事者にお話ししていただくと、
ずいぶん違うのではないかなと思います。
　面会交流は、離婚についての親の詫びを形
にするものです。別居親の孤独感の回避や、
親の権利の表現ではないのです。頻度や時間
など、形式にこだわるのではなくて、子ども
の立場へ視点の変換をしてもらいたい。頻度
や時間を制限されることの怒りから、かえっ
て子どもとの時間が楽しめない親御さんがい
らっしゃる。そういう面会に立ち会うと、と
ても悲しいです。会わせてやるという同居親
の姿勢も間違いです。一緒に暮らせなくなっ
た夫婦ですから、被害体験が根強く残ってい
て乗り越えるのも大変ですけれども、親子が
離れて暮らさざるを得なくなったのは、相手
だけではなくやはり夫婦双方に責任があるん
だということ、子どもを傷つける結果になっ
た詫びであることを、面会交流を自力実施で
きない親御さんには、代理人の先生から分か
るようにお話ししていただけたらと思います。
　紛争後、やっとの思いで得た別居直後の安
息というのは、同居親にとっては本当にほっ
とする時間です。でもそこに安住しないで、
子どもの成長のために次のステップに進んで
いただくように、その親御さんの肩をそっと
押してあげていただけるとうれしく思います。
いろいろなお話をさせていただきましたが、
私たちと一緒にこれからもご協力いただけた
らありがたいと思っています。 
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