
は し が き

本書は、司法修習生または若手弁護士に向けた離婚事件のセルフOJT

（On the Job Training）用の書籍である。

本書を通読することにより、あるいは必要とする事案に応じた第２編の各

事案を読むことにより、読者は、離婚事件の処理を疑似体験することができ

る。

法曹実務家にとって必要な能力は４つある。

① 基礎知識（条文、判例）

② 問題解決力（論点、解釈論）

上記２つは、おおよそ異論をみないところであろうし、法科大学院や司法

研修所でも重点的に教育するところである。そして、これらの能力は、条文、

判例集、基本書、コンメンタール、専門書、実務書とよばれる書籍群を調

査・精読することにより自力で研鑽を図ることができる。

しかし、法曹実務家に必要な能力は、上記２つでは足りない。これに加え

て、

③ 問題点把握能力（着眼点、洞察力）

④ 事案処理遂行能力（戦略性、段取り）

この２つが不可欠である。そして、この２つの能力は、本来、経験により

研鑽されていくものであって、登録したての弁護士は、アソシエイト弁護士

として、生の事件を処理する中で、先輩弁護士の助言や励まし、時によって

は叱責を受けることにより、問題点を把握するに至る思 の流れや、処理を

進めて行く段取り、いわゆる落としどころを学ぶことができた。実務におけ

るOJTの重要性はここにある。

しかしながら昨今の弁護士を取り巻く環境は厳しい。司法修習を修了した

すべての者がいわゆるアソシエイト弁護士として就職できる時代は過去のも

のとなり、望むと望まざるとにかかわらず、即独やノキ弁として、十分な

OJTの機会を得られぬまま業務を始めねばならない弁護士は増加していく

であろう。

基礎知識や問題解決力そのものは、多数の良書が存在し、これらを読むこ
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とで自力で研鑽を積むことも難しくはない。しかし、いかに知識を得ても、

現実にどのように事件が始まり、相談を受け、方針を決定し、法的手続をと

り、最終的に紛争が解決するのか、そのイメージが湧かず途方に暮れること

も多いと思われる。

本書を含む「事例に学ぶ」シリーズは、最低限そのイメージをつかむこと、

さらには、紛争処理に至る思 プロセスをたどることにより、問題点把握能

力や事案処理遂行能力を高め、若手弁護士等のOJTを補完することを企図

したものである。その観点から、本書は、読者層に近い若手弁護士有志が、

時に悩みながらも前向きに離婚事件を処理した経験を活かし、兄弁、姉弁と

しての視点で執筆にあたったものである。第１編は、イントロダクションに

あたる部分であるが、単に手続の説明を超えて、ややもするとルーティーン

に陥りやすい離婚事件における戦略的思 の重要性という視点からアプロー

チしたものである。第２編は、離婚事件における３大争点、すなわち、愛情

（離婚原因）、子ども（親権・監護権者指定、面会交流）、金（慰謝料、財産分与、

年金分割）を踏まえたうえで、事件相談から最終解決に至る離婚処理事件の

流れや思 プロセスをドキュメンタリー形式でまとめたものである。

読者にとって、本書がその一助となれば著者一同望外の喜びである。読者

諸賢が、研鑽を積み「事例に学ぶシリーズ」の執筆陣に参加されることを心

待ちする。

なお、上述のとおり、本書は、基本書でも専門書でもなく、また、事案処

理を疑似体験するという趣旨からして、家事事件手続法施行前の事案を取り

上げている。本書は、一般的な実務書、専門書とは異なり、個別の事案処理

の指針となり得るものではない。家事事件手続法の入門書、概説書としては、

小島妙子著『Q＆A離婚実務と家事事件手続法』（民事法研究会）を推奨する。

平成25年３月吉日

執筆者を代表して 野 村 創

はしがき2



9
DV（ドメスティック･バイオレンス）

事件・保護命令

ころ、相手方が

結婚６年目で別居直後の夫婦の妻より夫の脅迫・暴力行為からの保護

命令の申立ての相談があった。

保護命令を申し立てたところ、相手方が離婚届に記入し申立人に郵送

したことから、申立人も記入し届出を行い協議離婚が成立した。そのた

め、保護命令の発令に至らなかった。

しかし相手方の脅迫・暴力行為は止まらなかったため、面談強要禁止

の仮処分を申し立てたと

を得た。

［関係

もう二度と暴力を振るわない、

妻に近づかないと申し述べたので、仮処分の手続において和解が成立し

た。

その後再度の暴力行為があり、再び保護命令を申立て、保護命令の発

令

女（４歳） 長男

図］

妻X（相談者） 夫Y（相手方）

（38歳：専業主婦） （46歳：会社員）

長 ）０（ 歳

事案の概要



⑨>における争点は、①暴力の有無、②暴力により生命、身体に重

大な危害を受けるおそれの有無である。

実務上のポイントは、①保護命令申立て前の検討事項・準備、②保護命令

が直ちに発令されない場合の代替手続（仮処分）である。

て

家庭問題法律相談の担当日に受付に行くと、事務局から、１時間枠の相談

者１人、30分枠の相談者１人の予約があると告げられた。相談ブースに入る

と、ほどなく１時間枠の相談者が相談ブースを訪れた。

Ｘ 女：はじめまして。Xと申します。よろしくお願いします。

弁護士：よろしくお願いします。相談カードを拝見します。離婚・DV

（ドメスティック・バイオレンス（以下、「DV」という）でのご相

談ですね。

Ｘ 女：はい。離婚の手続とその前に、保護命令の申立てをお願いした

いんです。

弁護士：なるほど、わかりました。まず、結婚されたあたりからの経緯

をうかがいますね。Xさんは38歳ですね。ご主人はおいくつ

ですか？

Ｘ 女：46才です。家族関係図を書いてきました（［関係図］参照）。

弁護士：結婚なさったのはいつですか？

Ｘ 女：平成18年です。

弁護士：結婚前に暴力はありましたか？

Ｘ 女：いえ、ありませんでした。結婚前はとても優しかったのに……。

弁護士：では、最初に暴力を受けたのはいつ頃ですか？

Ｘ 女：長女が生まれて１カ月経った頃でした。日付は家に帰って日記
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をみるとわかります。

弁護士：その時、ご主人は、何が原因で暴力を振るったのですか？

Ｘ 女：長女の夜泣きがひどくてイライラしていたようなのですが、暴

力を振るったのは、食事の支度が遅いなどと言って、蹴られた

り、突き飛ばされたりしました。

弁護士：暴力を振るった時、ご主人はお酒は飲んでましたか？

Ｘ 女：はい。暴力を振るう時はたいてい飲んでいます。

弁護士：暴力を振るった後、ご主人はどうなりましたか？

Ｘ 女：蹴られた足や、尻餅をついた際に痣ができて、痛みがひどいた

めに病院に行ったんですが、帰ってくると、とても反省した様

子で謝ってくれ、二度としないと言っていました。

弁護士：お医者さんは、けがについて、何と言っていましたか？

Ｘ 女：打撲傷で加療約２週間と診断されました。

弁護士：その後、ご主人はどんな様子でしたか。

Ｘ 女：しばらくは優しい態度で暴力はなかったのですが、２週間後に

はまた些細なことで、顔を叩かれて、抵抗したら突き飛ばされ

ました。

弁護士：ご主人は、○○さんだけに暴力を振るいますか？ それとも、

お酒が入ったら、ほかの人にも暴力を振るうことがあります

か？

Ｘ 女：暴力を振るうのは、私に対してだけです。会社や近所では良い

人で通っています。

弁護士：そうですか。暴力の頻度はどのくらいですか？

Ｘ 女：１～２週間に１回程度、ひどい暴力を振るわれます。暴力を振

るわれなくても怒鳴ったり罵ったりされるのは、しょっちゅう

あります。

弁護士：どんなふうに怒鳴ったり、罵ったりしますか？

Ｘ 女：てめえ、この野郎、とか、お前はバカだ、殺してやる、とか言

われます。

弁護士：今も、同居されているのですか？

相談記録 家庭法律相談にて



Ｘ 女：いえ、また暴力を振るわれるかと思うと、怖くて夜もよく眠れ

ませんし、長女も主人の暴力を見るたび大泣きをするのが可哀

想で……。５日前に子どもたちを連れて家を出て、隣町の実家

に帰ったんです。

弁護士：警察などに相談に行かれましたか？

Ｘ 女：はい、△△警察署に相談に行きました。

弁護士：警察署に行かれたのはいつですか？

Ｘ 女：家を出たその日に行きました。夫からの捜索願は受理しないと

言ってくれました。

弁護士：別居後は、ご主人はどんな様子ですか？

Ｘ 女：子どもに会わせろとか、私を侮辱したり非難するメールを頻繁

に送ってきます。

弁護士：Xさんに危害を加えるような内容のメールはないですか？

Ｘ 女：昨日のメールには、子どもに会わせないならぶっ殺してやる、

絶対に許さない、とありました。

弁護士：心配ですね。メールは消去しないで残しておいてくださいね。

Xさんが実家にいることは、ご主人に知られているのです

か？

Ｘ 女：会社が終わると、実家にきて、私に会わせろと言って両親と一

悶着ありますが、今のところ両親が頑張って防戦してくれてい

ます。

弁護士：実家では、ご両親と口で揉めるだけですか？

Ｘ 女：はじめはそうだったんですが、主人があんまりしつこいので、

両親がとり合わずに玄関を閉めて無視していたら、玄関先の植

木鉢を２つ投げつけて壊して帰って行きました。

弁護士：壊された植木鉢を、写真に撮っていますか？

Ｘ 女：まだ撮っていません。でも植木鉢はそのままにしてあるので、

今日帰ったら写真に撮ります。

弁護士：そうしてください。ところで、ご主人は、離婚することについ

ては、了解しているのですか？
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Ｘ 女：日によって、絶対離婚しないと言ったり、子どもに会えるなら

離婚してもいいと言ったり、話がころころ変わっています。

弁護士：そうですか。Xさんは、離婚する条件としては、どのような

ことをご希望ですか？

Ｘ 女：子どもたち２人の親権は絶対に譲れません。財産分与と養育費

は決めてもらいたいですね。慰謝料もとれればとりたいですが

……できるだけ早く離婚したいという気持ちもあります。とこ

ろで、夫が自分を親権者にして勝手に離婚届を出してしまった

ら、どうしましょう？

弁護士：勝手に離婚届を出されたりしないように、区役所に不受理届と

いうのを提出しておくことができますよ。

Ｘ 女：そうですか。この後、すぐに出しに行きます。

弁護士：そうしてください。私のほうは、まずは保護命令の申立てです

ね。

Ｘ 女：そうなんです。お願いします。

弁護士：弁護士会の法律相談の基準に従って契約をさせていただきたい

ので、別途事務所においでください。その際、契約後に今まで

に受けた暴力などについてもう少し詳細にうかがいたいので、

日記などの手控えをお持ちください。また、証拠として提出し

なければなりませんので、診断書、写真などもお持ちください。

もし、暴力について、時系列でいつ、何が原因で、どんな暴力

を振るわれたのか、時間があったら、まとめてきていただける

と助かります。

Ｘ 女：わかりました。

相談の翌日、X女に再び事務所に来所してもらう約束をし、法律相談を

終了した。

相談記録 家庭法律相談にて



翌日午後、事務所にX女が訪れ、委任契約後に引き続き打合せを行った。

X女は、夫Yからの暴力について、表にまとめてきていた（ 表２>参照）。

聞取りを行って、打合せを終了し、その日起案を終え、翌日X女の確認を

経て、東京地方裁判所に面接の予約を行い、保護命令を申し立てた。

表２> 暴力行為一覧表

年月日 暴行の態様等 暴行の結果 暴行に至る経緯 申立人への暴行以

外の相手方の言動

１ Ｈ20.6.12 足を蹴られ、

壁に突き飛

ばされる

打撲傷

加療２週間

食事の支度が遅

いと言って激怒

していた（長女

退院直後から夜

泣きにイライラ

していた）

相手方は酔った

まま、怪我をし

た申立人を置い

て外出してしま

った。帰宅後は、

病院から帰宅し

た申立人に謝罪

した。

２ Ｈ20.6.28 顔を叩かれ、

壁に突き飛

ばされる

不明（些細なこ

と）

「俺に暴力を振

るわせるお前が

悪い！」と叫ん

で出て行ってし

まった。飲酒あ

り。

３ Ｈ20.7.10 腹を膝蹴り

する。馬乗

りになって

殴る。

肋骨骨折

加療２か月

（疎甲３）

相手方が帰宅し

た際、玄関戸を

開けるのが遅い

と激怒した。

「ふざけるな」

「殺してやる」

などと叫びなが

ら、暴力を振る

った。飲酒あり。

４

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
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面接が終了した後、X女の実家に、夫Yが記入を終えた離婚届が届いた。

X女は、早く離婚したいという気持ちから署名捺印し、区役所に提出した。

以下は、電話にてのやりとりである。

Ｘ 女：先生、夫から署名捺印した離婚届が送られてきたので、おとと

い私も署名捺印して、提出しました。

弁護士：えっ そうですか。それで、元ご主人は静かになりました

か？

X 女：おとといと昨日は何ごともなかったんですが、今日はもう、子

どもに会わせろっていうメールが何通もきてるし、さっきは玄

関前でいろいろ怒鳴ってました。

弁護士：……そうですか。困りましたね。

審尋期日において、Yが離婚に応じたと述べると、保護命令が発令され

にくくなるのではないかと心配であったが、Yは、案の上、「離婚に応じた

のだから、もう妻に用はない」などと述べた。

後日、裁判所から発令は見送るとの連絡があった。

面 て

離婚後もYの脅迫的言辞はおさまらず、X女への脅迫的メールは続いた。

弁護士にも酔っぱらったYから、頻繁に電話がかかってくるようになった。

またX女とその両親は、Yが会社から帰宅する頃、実家前で今日は何を

されるか、警察をよぶ必要があるか、と怯える日が続いた。

そこで、保護命令が発令されなかったことから、X女から委任を受けて、

面談強要禁止等仮処分命令申立て（民事保全法23条２項の仮の地位を定める仮

処分）を行った。仮処分の申立てにおいて、債務者審尋の期日が設けられ、

面談強要禁止等仮処分命令申立て



当該期日において、Yは平穏を装って現れ、裁判官に対し、債権者（X女）

に近づかない、会うことを強要しないと約束した。

裁判官が和解をすすめたため、X女とYとの間で、次の内容の和解が成

立した。

和解条項>

１ 債務者は、債権者に対し、次の行為をしない。

⑴ 債権者の身辺に付きまとい、または債権者の自宅（東京都○○区△△１

丁目２番３号所在（※実家））及びその付近をはいかいすること

⑵ 債権者に直接の面談を強要すること

２ 債務者が今後、債権者と連絡する必要が生じたときは、債務者は、債権者

代理人弁護士○を通じて行うことを約束する。

３ 債権者は本件申立てを取り下げる。

４ 申立費用は各自の負担とする。

和解後、１週間程度は平穏だった。

しかし、徐々にYによるX女への脅迫メールや実家へのおしかけが始ま

った。

ある日、Yから、「そんなに子どもに会わせないんだったら、今から、あ

いつをぶっ殺してやる！」との電話があった。そこで、X女に電話し、実

家からの避難をすすめた。２時間後、YはX女の実家の１階縁側の窓ガラ

スを蹴破って大けがをし、救急車で運ばれた。幸い、X女や子どもたち、

両親は無事であった。

再度、和解書および和解に違反してYがX女の自宅（実家）の窓ガラス

を蹴破った写真を証拠に追加して、保護命令の申立てを行った。申立人の面

接、相手方の審尋期日を経て、ようやく接近禁止命令が発令された。
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【書式21】 申立書（ ⑨>）

配偶者暴力に関する保護命令申立書

平成○○年○○月○○日

東京地方裁判所民事第９部 御中

申 立 人 Ｘ

申立人代理人弁護士 Ｂ

当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり

申立ての趣旨

相手方は、本決定の告知を受けた日から起算して６か月間、申立人の身辺に

つきまとい、又は申立人の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならない。

との裁判を求める。

申立ての理由

１．申立人と相手方について

申立人は、昭和49年○月に父○○、母○○の長女として出生した。両親は健

在である。

相手方は、昭和41年△月に父△△、母△△の二男として出生した。両親は健

在である。

２．婚姻と婚姻後の生活状況

申立人と相手方は知人の紹介で交際を始め、平成18年１月１日に婚姻した。

申立人と相手方とは、平成18年３月から、東京都××区の賃貸マンションで

結婚生活を開始した。

その後、平成20年５月25日に長女○○（現在４才）が、平成23年10月１日に

長男△△（現在０才）が出生した。

３．不和・別居

婚姻後、平成20年６月までは相手方に特段の問題もなかったが、長女が生ま

れて１か月経った平成20年６月頃から、相手方の申立人に対する暴力、暴言が

始まった。相手方の暴力は、当初は２週間に１度程度であったが、次第に頻繁

再度の保護命令申立て



になり、１週間に１回程度となった。

相手方は暴力の後、反省し、優しい態度をとることが多かった。相手方が優

しい態度でいる時には、申立人は表面上は普通に接することができたが、いつ

相手方が怒り出すかと内心はいつもドキドキしていた。

平成23年２月頃、長男の妊娠が判り、その後、相手方は怒鳴ることはあって

も暴力は振るわなくなった。申立人は相手方の暴力が止まったものと思い、安

心していた。

しかし、長男が平成23年10月１日に生まれ、申立人が退院して１か月経った

平成23年11月×日に、相手方は申立人に対し、殴る蹴るの激しい暴力を振るい、

これを契機に申立人は再び頻繁に暴力を受けるようになった。

このため、平成23年12月×日、申立人は長女・長男と共に家を出て、実家に

身を寄せて現在に至っている。

その後、申立人は離婚することを決意し、代理人において相手方と２度話合

いをした（疎甲４）。

４．離婚とその後の状況

⑴ 申立人は、平成23年12月×日に配偶者暴力に関する保護命令の申立て

をしたが、その後、相手方が平成23年12月14日、相手方に関する事項につ

いて記入し署名捺印済みの離婚届を郵送してきた。

それゆえ、申立人は自らも離婚届に必要事項を記入し署名捺印の上、同

月14日に離婚届を○○区役所に提出し、受理された。

⑵ しかし、同月16日にも申立人の携帯電話に相手方からの着信が９件あっ

た。また、同月20日には申立人の家の留守番電話に相手方から３、４回メ

ッセージが残され、その内容は、「子どもに会わせろ」というものであっ

たり、公務員である申立人の両親に対して「税金泥棒」と言ってみたり、

「お前みたいなろくでもないやつだから、あんな娘ができるんだ」などと

両親を誹謗中傷するものであった。また、「警察でも救急車でも呼んで首

を洗って待ってろ」などと怒鳴ったりもした。

また、同月22日には、相手方から申立人の実家に電話があり、「子ども

に会わせろ」「子どものDNA上の父親は誰なんだ」などと言っていたが、

普通の話し方ではなく、明らかに酔っている様子であった。

さらに、同月23日には申立人の携帯電話に４件、実家の電話に５、６件、

申立人の母の携帯電話に１件相手方からの着信があり、そのうち、家への

留守番電話には「○○、△△に会わせて下さい」というメッセージが残さ

れていた。また、相手方は申立人の兄にも何件か電話を架けてきていた
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（疎甲５）。

５．保護命令審尋期日及び仮処分命令申立事件とその後の状況

⑴ 申立人は平成23年12月×日に配偶者暴力に関する保護命令申立てをして

いるが（平成23年（配チ）第××号）、同年12月25日の審尋期日の中で、

相手方は「申立人に対して暴力を振るったことはないし、申立人とは既に

離婚が成立している。もう申立人に興味はない。申立人の自宅（実家）、

に近づくこともない。」と裁判官に申し述べた。そのため、保護命令の発

令には至らなかった。

そこで、平成24年１月×日、申立人は別途、面談強要禁止等仮処分命令

の申立てをし（平成24年 第××××号）、その審尋期日において、相手

方は申立人の身辺に付きまとい、又は申立人の自宅、及びその場所の付近

をはいかいしない、申立人に直接の面談を強要しない、相手方が申立人と

連絡する必要が生じたときは申立人代理人を通じて行うことを約束する等

を内容とする和解が成立した（疎甲６）。

⑵ しかし、平成24年２月×日午後６時30分頃、相手方は、申立人代理人に

電話をし、子どもに会いたいと泣いたり叫んだりし、同日午後８時頃、再

び申立人代理人に電話を架けてきて、「今から○○のところに行ってぶっ

殺してやる」と述べて電話を切った。

申立人代理人は申立人に避難するように告げ110番通報もしていたが、

相手方は同日午後９時15分頃申立人の自宅（実家）に押しかけ、チャイム

を騒々しく鳴らし、玄関で何か叫んだ後、家の外側から一階和室の大きな

窓ガラスに近づき、窓ガラスを足で蹴破った。

窓ガラスは大きく割れ、ガラス片は部屋の反対側にまで飛び散った（疎

甲７）。

申立人は申立人代理人の指示により避難していたので事なきを得たが、

在宅の場合には深刻な結果が生じかねなかったと言わざるを得ない。

相手方は窓ガラスを蹴破ったことで右足のふくらはぎを長さ10センチメ

ートル深さ１センチメートル切り、救急車によって病院に運ばれた（疎甲

８）。

⑶ このことにより、相手方には和解条項を守る意思がなく、また、保護命

令申立事件の審尋期日において申立人、申立人の自宅（実家）に近づかな

いと裁判官に申し述べたのは偽りであったことが明らかになった。

６．相手方の暴力

相手方は申立人に対し、別紙の「暴力行為一覧」記載の通りの暴力行為を働
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いている（疎甲３）。

７．相手方からの暴力により生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

こと

別紙の「暴力行為一覧」記載の通り、相手方の言動は予測が付かず、不合理

なものである。また、相手方は現在、申立人代理人に対して再三電話を架けて

きては子どもに会いたいと述べたり、あるいは罵詈雑言を浴びせるなどしてい

る（疎甲４、８）。

さらに和解成立後の平成24年２月×日には申立人の自宅（実家）に押し掛け

て現に窓ガラスを蹴破るという暴力的な行動に及んでおり、保護命令以外に相

手方の行動の歯止めとなるようなものを えることができない。

このような相手方の言動等から えて、今後相手方の暴力により申立人の生

命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと言わざるを得ない。

８．配偶者暴力支援センターの職員または警察職員に相談した事実

相談した事実は以下のアないしエの通り

ア．相談した配偶者暴力支援センターの職員または警察署の名称

①○○警察署

②××警察署

イ．相談し、又は援助もしくは保護を求めた日時

①平成23年12月×日午前11時00分頃

②平成24年２月×日午後10時30分頃

ウ．相談した内容

①現在申立人と相手方は別居中であるが、同居時はもちろん別居後も相

手方から暴力を振るわれている。これ以上、暴力を振るわれることを避け

たい。

②相手方が自宅（実家）に攻撃を加えてきたことから、暴力を振るわれ

ることのないように保護して欲しい。

エ．その際とられた措置の内容

①女性センターを訪問することに関する助言、110番通報した際に直ち

に内容を把握するために家・携帯電話の番号を確認、裁判所から書面提出

請求があった場合に相談内容を記載した書面を提出することについての確

認

②和解書の確認、保護命令申立ての助言、壊された窓ガラスの写真撮影

９．他の保護命令申立事件の有無

有り（平成23年（配チ）第××号）。

第２編 第９章 DV（ドメスティック･バイオレンス）事件・保護命令



10．家庭裁判所への調停等の申立ての有無

無し

11．添付書面

疎甲第１号証 戸籍謄本

疎甲第２号証 住民票の写し

疎甲第３号証 診断書

疎甲第４号証 陳述書（申立人代理人作成）

疎甲第５号証 陳述書（申立人作成、平成23年12月×日付）

疎甲第６号証 和解調書

疎甲第７号証 写真

疎甲第８号証 陳述書（申立人作成、平成24年２月×日付）

１ DV被害者・加害者の特徴

配偶者から暴力を受けている離婚の相談者は、たいていの場合、それが離

婚原因であることを認識し、弁護士に相談の最初から暴力を詳細に訴えるこ

とができる。

しかし、なかには、自分がDVの被害者であるとの認識をもっていない

場合も稀にある。そこで、離婚の相談を受ける弁護士としては、相談者から

事情を聞く際、相談者が特に述べなくとも配偶者から暴力を振るわれていな

いかを尋ね、相談者にDV被害者の特徴が、相談者の配偶者にDV加害者

の特徴がないか、注意する必要がある。

しばしば見受けられるDV被害者・加害者の特徴には、次のようなもの

がある。なお、DVの加害者は、法律上男性に限られないが、事例としては

男性が女性に暴力を振るう場合が圧倒的に多いことから、加害者には男性を、

被害者には女性を想定して記載する。

⑴ 加害者

以下の①から⑤のような特徴がある。

事件対処のポイント
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