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は し が き

財産分与制度は、離婚時に婚姻中に形成された財産を清算する制度であ

り、あわせて、離婚後経済力の弱い方の当事者と子どもの生活保障の機能を

有する制度です。

財産分与制度は、従来その運用が裁判官の幅広い裁量に委ねられてきまし

たが、近時、民法改正要綱（1996（平成 8 ）年）によって提案された、いわ

ゆる「 2 分の 1 ルール」が清算割合として実務上定着する中で、「清算的財

産分与」について判断基準を明確化し、予測可能性を高める努力が積み重ね

られてきました。

本書では、家裁実務における財産分与算定の際の判断枠組みや基準につい

て解説しています。また、近時、大手・中堅企業で退職金制度として採用さ

れている企業年金制度について、そのしくみや企業年金を財産分与の対象財

産とする際の留意点および住宅ローン（負債）付居住用不動産の取扱いな

ど、財産分与の金額・方法を左右する問題について詳述しています（第 3

章）。

離婚時年金分割制度は、年金が離婚後も、夫婦それぞれの老後の生活を支

えることができるように導入された制度です。財産分与と離婚時年金分割は

まったく異なる法制度ですが、離婚後の当事者の生活保障の機能を有すると

いう点では共通する制度といえましょう。

分割後の増加額が、婚姻期間の長い夫婦の離婚では年額で数十万円になる

場合があり、年金受給権の帰趨は老後の生活水準を左右する重要な問題と

なっています。弁護士の対応が遅れ、改定請求期限を徒過して弁護士賠償責

任保険が適用される事案が多数報告されるなど、制度の理解はいまだ十分な

ものとはいえません。

本書では、離婚時年金分割制度の基本的しくみや実務上の留意点、あわせ

て遺族年金制度についても解説しました（第 4 章）。

離婚相談において初動の対応がその後の結果を左右します。相談を受ける
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際の留意点について、「離婚を請求する側」「離婚を請求される側」および男

女の性別に応じて解説しました（第 1 章）。

手続に精通することが当事者の選択肢を拡げます。家事事件手続法（2013

（平成25）年施行）により、家事審判・家事調停手続に電話会議・テレビ会議

システムが導入され、さらに「調停に代わる審判」手続の運用が変化し、旧

家事審判法の頃とは離婚調停は様変わりしています。離婚調停手続の変容に

ついて述べました。

なお、しくみや実務上の留意点とは別に、財産分与や離婚時年金分割の相

談を受けた際の不可欠かつ重要なポイントについては、章を設けて解説して

います（第 2 章）。

私は、2016年に開催された日本弁護士連合会主催「夏期研修」において、

「財産分与と離婚時年金分割」について講演させていただきました。講演の

機会を与えていただいた中部弁護士会連合会研修委員会委員長山田尚武先

生、同幹事乾とも先生に感謝します。

民事法研究会の近藤草子さんは、本書の出版を強く勧めてくださり、励ま

し続けてくださいました。ありがとうございました。

私の所属する法律事務所の弁護士・職員の各氏（内藤千香子弁護士、井野場

晴子弁護士、保科さおり氏、鈴木莉万氏）には、原稿の作成や資料収集など多

大な貢献をいただきました。深く感謝します。

本書が離婚に直面し不安を抱えている人々や相談に携わる人々に役立つこ

とを心から願っています。

2018年 3 月

� 弁護士　小 島　妙 子
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1　「初動」が重要

財産分与は、離婚の際に夫婦の一方から他方に対して行われる財産給付で

あり、年金分割は、離婚の際に婚姻中に納付した年金保険料の納付記録を分

割するものです。いずれも離婚が成立して初めて請求できる権利です。そこ

で、財産分与と年金分割を請求するには、相手との離婚を成立させる必要が

あります。

このように、財産分与や年金分割を請求する手続は、離婚手続と密接不可

分な関係があるのです。そこで、第 1 章では、離婚相談を受ける際の留意点

および離婚の方法・手続について解説します。

離婚事件は、相談から受任までのいわば「初動」における対応が重要で

す。離婚したいのか、離婚を請求されているのか、と相談者の性別（夫側 vs 

妻側）によっても状況が異なりますので、これに応じた対応が必要です

（〔図表 1 － 1 〕参照）。

第1章
離婚事件の進め方

〔図表1－1〕　相談の種別

状況
性別 離婚したい 離婚を請求され

ている

妻 A B

夫 C D
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「初動」では、当該離婚紛争の焦点は何か、どの段階で何をしなければな

らないのかを見極めることが肝要です。

離婚に直面している夫婦は、別居・離婚という出来事により強いストレス

を受け、心身の状態が不安定になります。ところが、離婚や子の問題、財産

分与、住居などについて一定の結論が出て離婚問題が一段落すると、不安定

な状態から脱し、お互いの関係性が安定していきます。これにより、当事者

の心身の状態も次第に回復していきます（〔図表 1 － 2 〕参照）（DV 被害によ

りうつ病等精神疾患を発症している場合、ハラッサー（加害者）の存在自体がス

トレスの原因になり、被害者はハラッサーから離れない限り回復しない場合があ

ることに留意します）。

弁護士が介入して家庭裁判所等でさまざまな手続を行う時期は、当事者の

心身の状態が不安定な時期であることを自覚する必要があります。別居・離

婚や調停等の家事手続により強度のストレスを受け、うつ病を発症している

場合もあります。そこで、できる限り、すみやかに紛争を解決して、当事者

が「離婚」を過去の出来事として新たな生活に踏み出していけるよう援助す

ることになります。

←別居・離婚→←別居・離婚→

（不安定）

（安定）

〔図表1－2〕　心身の状態
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◎対象財産の把握は当事者の責任

Q1：財産分与の額をアップするにはどうしたらよいのでしょうか。

　　　財産分与は、分与対象財産の把握がすべてです。パイを増やすこ

とが肝要です。

1　財産分与算定の基本ルール

財産分与とは、離婚にあたり、夫婦の一方から他方に対してなされる財産

上の給付であり、その内容は「清算」「扶養（補償）」「損害賠償（＝慰藉料）」

の 3要素を含むとされていますが、実務上、財産分与の主眼が「清算」であ

ることは明らかです。財産分与と慰藉料は二本立て（別立て）となってお

り、「扶養（補償）」は、財産分与の中では補充的なものとされているからで

す。

清算的財産分与を算定するには、基準時（原則として「別居時」）に存在
4 4

す

る夫婦の実質的共有財産＝財産分与の対象となる財産を確定・評価し、夫婦

が財産形成に寄与・貢献した程度（寄与度）を評価して分与割合を決定し、

A

第2章
財産分与・年金分割の
相談と受任の要点
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具体的分与額を算定するという方法をとります。

寄与度については、実務上、いわゆる「 2分の 1ルール」が定着していま

す。

2　分与対象財産の把握は当事者の責任

一方で、財産分与の対象となる財産（分与対象財産）の確定・評価は、当

事者双方の主張・立証に委ねられています（当事者主義的運用）。そこで、財

産分与の請求をする側が、財産分与の対象となり得る財産として何があるの

か、その存在と内容を具体的に主張・立証しなければなりません。証拠とな

る資料を添付して具体的に主張できない財産（ex．「あるはずの財産」や「浪

費された財産」）は、実務上存在しないものとして扱われます。

夫婦の一方（多くは夫）が財産管理を独占しており、他方（多くは夫）の

財産についてはまったくわからない、相手の給与がいくらであるかほとんど

知らない、というような家計管理を行っている場合には、相手の資産状況を

他方が把握することは容易ではありません。分与対象財産の調査方法とし

て、弁護士法による照会制度、調停・審判・裁判における調査嘱託制度など

がありますが、相手の資産についてどこに何があるのか見当もつかないよう

な場合には利用できません。

また、弁護士法による照会をかけても個人情報を理由として、あるいは相

手の同意がないとして回答が得られない場合が多いのです。

調査嘱託は、離婚調停の段階では採用されないことが多く、相手から任意

に財産開示をしてもらうという方法で調停の運用が行われていることから、

財産の開示までに長時間を要し、相手が開示を拒めば財産の存在や内容を明

らかにすることは難しいです。

3　同居中に相談を受けた場合

2 で述べたことから、同居中に相談を受けた場合には、相手の資産状況

についてできる限り情報を収集しておくことをアドバイスします。
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◎年金分割制度の概要

Q1：離婚時年金分割制度とはどのような制度ですか。

　　　離婚したときに、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分

割することができるというもので、「合意分割」と「3号分割」が

あります。

1　年金分割制度導入の背景

近時、比較的婚姻期間の長い夫婦の離婚件数が増加し、離婚後の生活が問

題となる中で、現役時代の男女間の雇用格差・給与格差を背景として、夫婦

双方の年金受給額に大きな格差が生じることが問題とされるようになりまし

た。すなわち、老齢基礎年金（ 1 階部分）は夫と妻にそれぞれ支給されるも

のの、厚生年金報酬比例部分（ 2 階部分）は、被保険者だけに支給されるこ

とから、夫婦の一方（多くは夫）が正規社員として働き、他方妻は専業主婦

もしくはパートなどで働いている場合には、夫のみが厚生年金の受給権者と

なり、離婚後の双方の年金受給額に大きな開きが出ます。そこで、婚姻期間

A

第4章
離婚時年金分割制度の

法と実務
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中に正規社員の夫を支えた妻の貢献度を年金額に反映させ、夫婦 2人の老後

の生活を支える年金が、離婚してもそれぞれの生活を支えることができるよ

うにするべく、離婚時年金分割の制度が導入されました。

2　制度の概要

⑴　合意分割と3号分割

年金分割制度には、 2 つの制度があります。「合意分割」は、2007（平成

19）年 4 月から始まった制度であり、夫と妻が年金を分割することおよび分

割割合について合意し、合意ができない場合には、夫婦の一方が家庭裁判所

に申立てをして、裁判所が按分割合を決定し、これにより離婚時に保険料納

付済額を分割（限度は 2 分の 1 ）することができる制度です。

一方、「 3 号分割」は、2008（平成20）年 4 月から始まった制度であり、

正規社員（多くは夫）の被扶養者（多くは妻）について、相手の被扶養者と

なっていた期間＝第 3号被保険者期間について、夫が負担した保険料は、妻

が共同して負担したものであるという基本的認識の下で、離婚時に、妻が年

金事務所に請求すれば、夫の厚生年金の保険料納付済額の 2 分の 1 （法定）

を強制的（自動的）に分割することができる制度です（〔図表 4 － 1 〕）。

⑵　何が分割されるのか～保険料納付記録

年金分割は、夫が200万円の年金を受給していれば、最大もしくは自動的

にその 2 分の 1 の100万円を妻が現金で受け取れるものと誤解されがちで

す。しかし、年金分割制度で分割されるのは、厚生年金額を算出する際の基

礎となっている「保険料納付記録」の分割です。したがって、夫に年金が支

給されるときに、その年金を分割して、夫と妻のそれぞれの口座に振り込ま

れるというものではありません。

年金分割によって分割を受けた側（多くは妻）は、日本年金機構を通じ

て、自分の年金として、分割を受けた年金を受給することができます。離婚
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