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要約要約要約要約 

１、１、１、１、inos とは？とは？とは？とは？ 

inos（アイノス）とは我々が独自に考えた同棲支援制度のことである。語源は「愛の巣」で

ある。我々は教育にかかるコストの低減や待機児童の解消などといった従来型の少子化対策

を提言するのではなく、同棲支援を行うことでの少子化対策を提言していきたい。 

 

 

２、同棲に着目した理由２、同棲に着目した理由２、同棲に着目した理由２、同棲に着目した理由 

このように同棲に着目したのは、「結婚と出産の間の関係」や「嫡出子と婚外子との差別」

が、少子化の進行に影響を与えているのではないかと考えたからである。前者については、

日本人の感覚として、子どもは結婚してから作るべきという風潮が存在していることに着目

した結果から得た疑問である。これは実際に国立社会保障人口問題研究所が行ったアンケー

トを参考にすると、より理解できる。そのアンケートによると「子は結婚してから作るべき」

という質問に対してアンケートに答えた男女の 70～80％の人がその問いに対し賛成である

と答えている。そういう意味で日本には「結婚⇒出産」という関係がやはり存在しており、

日本人もそれを強く意識していると考えられる。 

 ところで日本の結婚の現状に関しては未婚化と晩婚化が進行しており、婚姻件数や婚姻率

は低下傾向にある。「結婚⇒出産」という状況下では結婚数の減少とともに出生数も減少し

てしまうことが容易に想像できる。しかし我々は同棲支援制度を導入することで、この流れ

とは別の流れを作ることが出来ると考えている。 
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同棲支援制度を導入している国（フランスの PACSやスウェーデンのサムボなどが代表的）

では、ひとまずカップルは同棲という契約を結ぶことで生活を共にし、その中でお互いの愛

を確認していく。そしてその過程で子どもを作るということがよくあり、子どもが出来てか

ら結婚をするという選択を行うカップルが多いのである。実際にスウェーデンのサムボに関

して、出生順位別に婚外子率を見ると、第１子の婚外子率は 65％に達するものの、第二子

では 44％、第三子では 29％に減少しており、サムボが出産⇒結婚という新たな流れを作っ

ていると言える。 

 また同棲支援制度によって婚外子が必然的に多くなることが予想されるが、今日の日本に

おいて、婚外子は嫡出子と比べ社会的・法的に差別されているという現状が存在している。

このような差別を是正することなしに同棲支援を行っても効果がないと考え、inos を適用

しているカップルが作った子どもに関しては、差別を設けないことにするなど、さまざまな

条件を盛り込んだ同棲支援制度を策定する必要性を感じたのである。 

以上の背景から我々は同棲に着目し、その同棲を支援する制度を策定することで、少子化

対策としたい。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

日本は現在、少子高齢化に関して世界でトップクラスの国である。いわゆる合計特殊出生

率は厚生労働省が今年の 6 月 2 日に発表した 2009 年人口動態統計月報年計によると 1.37 

であり、近年の政府による諸対策にも関わらず依然として世界と比べて低い水準にとどまっ

ている。世界の出生率は一度日本と同じように低下の傾向が見られたフランスが 2.00（2008

年）、スウェーデンが 1.91（2008 年）と回復し高い水準を保っている。このように少子化

に直面した海外の国々が、その危機を乗り越え、高い出生率を維持しているのに対し、日本

の出生率の水準は基本的に下降傾向にある。これにはさまざまな原因が考えられるが、我々

は特に、要約で記述したように未婚化・晩婚化によって少子化が促進されているのではない

かと考えた。現在、未婚化・晩婚化は日本で深刻な問題となりつつある。例えば初婚のピー

クは上昇傾向にあり、過去 30 年間で男女とも３～４歳以上も上昇している。また生涯未婚

率に関してはこの 30 年で男性は約 13％、女性でも 3％ほど上昇している。  

このような状況によって少子化が進んでいくことが予想されているが、この少子化によっ

て３つの問題が発生すると我々は考えている。３つの問題の一つ目が「経済成長の行き詰ま

り」、二つ目が「人口の減少」、そして三つ目が「国民一人あたりにかかる社会保障などの

負担の増加」である。これらの問題はこのような少子化の現状・問題に対して何も対策を行

わなければ必ず現実のものとなる問題であり、二つ目と三つ目に関してはすでに発生してし

まっている。少子化問題は長期的な視野で考えなければならない問題であるからこそ、今、

立ち上がる必要がある。 

また、これとは別に嫡出子と婚外子の社会的・法的差別も問題意識として挙げた。婚外子

(非嫡出子)とは法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子どものことをいう。このような

婚外子に対する法的差別については1989年の子どもの権利条約によって是正すべきとされ

ており、日本も 94年にこの条約に批准したにも関わらず、いまだに残っている状況である。

法的差別は具体的には相続に関する差別が代表的なものとして挙げることができる。 

分析については同棲支援を行うことによって増加することが予想される同棲と婚外子に

着目して研究・実証を行った。手法としては、OECD（経済開発協力機構）加盟国のデータ

を用いたクロス・セクションによる単回帰・重回帰分析を行った。単回帰分析においては婚

外子比率と出生率の関係を分析し、重回帰分析においては主に同棲と婚外子と出生率の３つ

に着目する分析を行った。結果としては、同棲の増加が婚外子の増加を促し、それによって

出生率の上昇が認められるという結果を得た。この分析によって同棲支援制度の策定が出生

率の上昇に繋がることを示すことができたと考えている。また、分析ではフランスやスウェ

ーデンで実施されている同棲支援制度の PACS やサムボについての説明も加えた。このよ

うな制度が存在している両国における出生率は上に書いたように高くなっていることにも

注目しておくべきだろう。 

そして inosの具体的な中身については PACSとサムボのような外国の諸制度を参考にす

ると同時に事実婚と法律婚の差をしっかり考慮した内容にした。 

以下、現状から詳しく見ていくことにする。 
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第1章 現状現状現状現状 

第第第第1節節節節        未婚化・晩婚化の現状未婚化・晩婚化の現状未婚化・晩婚化の現状未婚化・晩婚化の現状 
 

第１項第１項第１項第１項    未婚化の現状未婚化の現状未婚化の現状未婚化の現状 

 

婚姻件数は、図 1より、第１次ベビーブーム世代が 25 歳前後の年齢を迎えた 1970 年（昭和

45 年）から 1974 年（昭和 49年）にかけての 1970 年代に年間 100 万組を超えた。また、図

2 より、婚姻率（人口千対）もおおむね 10.0 以上であった。その後は、婚姻件数、婚姻率

ともに低下傾向となり、2008 年（平成 20 年）は 72 万 6,106 組（対前年比 6,284 組増）と

前年よりは増加し、婚姻率も 5.8（対前年比 0.1 増） であるが 1970 年代と比べると半分近

くである。 
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また、2005 年（平成17年）の総務省「国勢調査」によると、25～39 歳の未婚率は男女とも

に引き続き上昇している。男性では、25～29 歳で71.4％、30～34 歳で47.1％、35～39 歳

で30.0％、女性では、25～29 歳で59.0％、30～34 歳で32.0％、35～39 歳で18.4％となっ

ている。さらに図3より、生涯未婚率を30 年前と比較すると、男性は2.12％（1975 年）か

ら15.96％（2005 年）、女性は4.32％（1975 年）から7.25％（2005 年）へ上昇している。 
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第第第第 2 項項項項    晩婚化の現状晩婚化の現状晩婚化の現状晩婚化の現状 

 

日本人の平均初婚年齢は、2008 年で、夫が30.2 歳（対前年比0.1 歳上昇）、妻が28.5 歳 

（同 0.2 歳上昇）と上昇傾向を続けており、結婚年齢が高くなる晩婚化が進行している。1975

年には、夫が 27.0 歳、妻が 24.7 歳であったので、ほぼ 30 年間に、夫は 3.2 歳、妻は 3.8

歳、平均初婚年齢が上昇していることになる。また、初婚の妻の年齢（各歳）別婚姻件数の

構成割合を 1988（昭和 63）年から 10 年ごとにみると、ピーク時の年齢が上昇するととも

に、その年齢が占める割合は低下し、高い年齢の割合が増加していることがわかる。 

 

第第第第2節節節節    少子化の現状少子化の現状少子化の現状少子化の現状 
 

第１項第１項第１項第１項    日本の少子化の現状日本の少子化の現状日本の少子化の現状日本の少子化の現状 

 

近年日本では、出生率・出生数の低下が加速してきていることがわかる。出生率・出生数の

低下により、日本の人口総数及び構成が大きく変わりつつある。日本の合計特殊出生率(女

性1 人が一生の間に産む平均子供数)は、戦後急速に低下した後、1970 年代前半までは2.0 前

後で安定していた。しかし、その後、再び低下を始め、2008年の日本の合計特殊出生率は、

厚生労働省の2009 年人口動態統計月報年計によると、1.37 であり、これを出生数に直すと

107万25 人である。戦後の急速な出生率低下は、結婚した女性の産む子供数が減少したこと

が原因であり、一家族の子供数が平均4～5人から2～3人に減少した。これに加えて、先述し

たように、近年は20 代後半～30 代における未婚率が上昇し、この晩婚化の進展が少子化を

さらに深刻にしている。また今後、晩婚化が未婚化に繋がったり、結婚年齢の上昇により結

婚した後に産む子供の数が減る可能性もある。「日本の将来推計人口2006年」の推計では、

合計特殊出生率は、2055年（平成67年）には1.26 になると仮定している。このような仮定

に基づいて試算すると、日本の総人口は、2005年（平成17年）の１億2,777 万人から、2055 

年には8,993 万人になることが予想される。さらに、2055 年には、１年間に生まれる子ど

もの数が50 万人を下回ると推計される。 
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第２項第２項第２項第２項    世界との比較世界との比較世界との比較世界との比較 

 

主な国（アメリカ、フランス、スウェーデン、イギリス、イタリア、ドイツ）の合計特殊出

生率の推移をみると、1960 年代までは、すべての国で2.0 以上の水準であった。その後、 

1970年から1980年頃にかけて、全体として低下傾向となったが、その背景には、子どもの養

育コストの増大、結婚・出産に対する価値観の変化、避妊などの普及等があったと指摘され

ている。1990年頃からは、出生率の動きは国によって特有の動きをみせ、ここ数年では回復

する国もみられるようになってきている。特に、フランスやスウェーデンでは、出生率が1.6 

台まで低下した後、回復傾向となり、直近ではフランスが2.00（2008年）、スウェーデンが

1.91（2008 年）となっている。ここから、フランスやスウェーデンでは、なにかしらの施

策がとられたと伺うことができる。 
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次に、アジアの国や地域について、経済成長が著しく、時系列データの利用が可能なタ

イ、シンガポール、韓国、香港及び台湾の出生率の推移をみると、下図のとおりである。1970

年の時点では、いずれの国も我が国の水準を上回っていたが、その後、出生率は低下傾向と

なり、現在では人口置換水準を下回る水準になっている。タイの 1.80（2007 年）を除けば、

我が国の 1.37（2008 年）を下回る水準となっており、シンガポールが 1.28（2008 年）、韓

国が 1.19（2008 年）、台湾が 1.05（2008 年）、香港が 1.06（2008 年）となっている。 
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第第第第3節節節節    事実婚と法律婚の差事実婚と法律婚の差事実婚と法律婚の差事実婚と法律婚の差 
 

事実婚とは婚姻届は出していないが、事実上婚姻状態にある関係を指す。近年、法律によ

る婚姻である法律婚とは別の形で、この事実婚をライフスタイルとして選択する人が増えて

きている。基本的に、事実婚の男女は法律婚の夫婦と権利・義務の上でほぼ変わりはなく、

民法では、同居・協力・扶助義務や、生活費の分担義務、離婚時の慰謝料請求権、財産分与

請求権などが、法律婚の夫婦と同様に認められている。また、年金や健康保険などの制度に

おいても同じである。しかし、事実婚で法律的に認められていない権利もいくつかあり、本

稿を語る上でそれらは無視できない問題である。事実婚で法律的に認められていない権利と

は、(１)夫婦同一姓名(２)子の嫡出性の推定(３)婚姻による成年(４)夫婦間の契約取消権

(５)配偶者の相続権、配偶者控除である。 

 

 

(１)夫婦同一姓名 

事実婚の男女は、公文書において同じ氏を称することはできない。 

 

(２)子の嫡出性の推定 

事実婚の男女の間に生まれた子どもは全員非嫡出子となる。非嫡出子は、嫡出子と比べて 

相続の面で不利になる。非嫡出子は、その父または母の認知がない場合、相続権は認められ

ない。また、認知があれば相続権はあるが、法定相続分は、嫡出子の半分になる。 

 

(３)婚姻による成年 

事実婚の未成年者は、法律婚の未成年者のように成年者と同じ扱いを受ける(成年擬制) 

ことができない。法律婚の未成年者は結婚すれば親の許可なしで職業に就いたり、契約を結

んだりできるようになる。ただし、民法上の権利でないもの(選挙権など)や、飲酒、喫煙な

どに関しては、成年しただけで同じ扱いを受けるということはない。 

 

(４)夫婦間の契約取消権 

夫婦間の契約取消権とは、夫婦間で交わした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこ

れを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。というもので

ある。事実婚の男女にはこの権利がない。 

 

(５)配偶者の相続権、配偶者控除 

民法上、配偶者とは法律上の婚姻関係にある者をいうので、事実婚の場合は相続権や配偶 

者控除などの優遇措置は受けられない。 

 

第４節第４節第４節第４節    アンケートからみる、アンケートからみる、アンケートからみる、アンケートからみる、同棲と同棲と同棲と同棲と婚外子差別の現状婚外子差別の現状婚外子差別の現状婚外子差別の現状 
 
第第第第 1 項項項項    アンケートの目的アンケートの目的アンケートの目的アンケートの目的 

この節では同棲と婚外子差別についての現状を我々が独自に行ったアンケートに基づいて述

べていく。ちなみに婚外子差別に関しては、我々は問題意識としてとらえており、本稿の第２章

において詳しく述べているので、そちらもあわせて参照されたい。このアンケートを行った目的

は同棲支援制度を策定していく過程において、現在日本人が同棲及び、婚外子の差別に関してど

のような意見を持っているのかを把握し、そのような現状に配慮した形での同棲支援制度を策定
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しなければならないと考えたからである。というのも、我々が導入を目指す同棲支援制度 inos

は外国の同棲支援制度をかなり参考にして策定している。しかしそのような外国の制度をそのま

ま日本に持ってくるだけでは、inos が上手くいかない可能性も当然出てくるだろう。そのよう

な懸念から日本人の同棲・婚外子の意識について調査し、日本にあった同棲支援制度を策定しよ

うとした次第である。 

 

第第第第 2 項項項項    アンケートの基本情報アンケートの基本情報アンケートの基本情報アンケートの基本情報 

男性：46 票 女性：30 票 総数 76 票 

20 代…62 票 10 代…7 票 50 代…3 票 40 代…2 票 60 代以上…2 票 30 代…0 票 

 

評価は４段階（非常にそう思う・そう思う・思わない・非常にそう思わないなど）で行った。な

お、このアンケートは幅広い対象（大学生だけではなくという意味）・年齢層から回答を得たい

と考え、web 上のアンケート作成サイト『アンケート・ツクレール』というサイトにおいて行

うことにした。ただし年齢層としては、２０代が中心になってしまっており、幅広い年齢層とい

う点は今一つ実証性に欠けることに留意しておかなければならないだろう。しかし、これから同

棲・結婚を本気で考える世代は、今回のアンケートで 9 割近い回答を得た 20 代や 10 代の若者

である。また、実際スウェーデンやフランスにおいてサムボや PACS を利用する人は若い世代

になるほど多い。このような事実も認識した上でアンケートの結果から同棲と婚外子の差別につ

いて現状を把握していくことにする。 

 

第３項第３項第３項第３項    アンケート内容・結果アンケート内容・結果アンケート内容・結果アンケート内容・結果 

4.3.1    アンケート内容アンケート内容アンケート内容アンケート内容 

今回質問した項目は大きく分けて以下の３点である。 

 

・同棲に抵抗はあるか 

・結婚をする前に同棲をしたいと思うか 

・嫡出子と婚外子との差別はなくすべきだ。 

 1、親権を嫡出子と同等にすべきだ 

2、父子関係について嫡出子と同等にすべきだ 

3、相続権について嫡出子と同等にすべきだ 

 

最後の項目（嫡出子と婚外子との差別はなくすべきだ）については、法的な差別を問題視して、

３つの具体的な質問を追加した。計 6 つの質問について、次の項で結果をみていく。 

 

4.3.2    アンケートの結果アンケートの結果アンケートの結果アンケートの結果 

アンケートの結果は以下の通りとなった。 

 

・同棲に抵抗はあるか 

ない…37 票 ある…21 票 非常にない…13 票 非常にある…5 票 

 

・結婚をする前に同棲したいと思うか 

そう思う…34 票 そう思わない…24 票 非常にそう思う…13 票 非常にそう思わない…5 票 

 

・嫡出子と婚外子との差別はなくすべきだ 

そう思う…32 票 非常にそう思う…24 票 そう思わない…16 票 非常にそう思わない…4 票  
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１、親権を嫡出子と同等にすべきだ 

そう思う…32 票 そう思わない…26 票 非常にそう思う…17 票 非常にそう思わない…1 票 

 

2、父子関係について嫡出子と同等にすべきだ 

そう思う…30 票 そう思わない…26 票 非常にそう思う…19 票 非常にそう思わない…1 票 

 

3、相続権について嫡出子と同等にすべきだ 

そう思わない…36 票 非常にそう思う…21 票 そう思う…17 票 非常にそう思わない…2 票 

 

第４項第４項第４項第４項    考察考察考察考察 

まず同棲についてだが、抵抗があるかないかに関しては「ない」と「非常にない」を合計すると

全体の 65.8%と過半数を超えていることが分かる。また結婚前に同棲をしたいかについては「そ

う思う」と「非常にそう思う」を合計すると 63.1％と、こちらも過半数を超えていることが分

かる。以上の結果から日本人は同棲すること自体にはそれほど抵抗をもっていないことが分かっ

た。またこのことから、同棲支援制度の導入はある程度日本人の同棲に対する意識・要望に沿っ

たものになっているとも言えるだろう。 

 次に婚外子の差別についてであるが、まず注目すべきは、『嫡出子と婚外子との差別はなくす

べきだ』の項目である。この項目では「そう思う」と「非常にそう思う」の差別是正に肯定的な

回答の割合が 76.3％となっており、今回行ったアンケートの中でもっとも高い数値となった。

この結果は婚外子の差別について、日本人が好ましくないと考えていることを示しており、婚外

子差別を問題意識とし、ある一程度この点に配慮した政策である inos 導入の効果を後押しする

材料の１つと言えるだろう。また残りの３つについてだが、１と２の質問は差別是正に賛成とす

る人の割合が高いことが分かる。ただし３の質問については「そう思わない」が一番多く、差別

是正に賛成の回答と反対の回答がほぼ同じになっていることが分かる。このあたりの認識につい

ては、まだまだ差別的な考えが日本人の中に存在しているのだろう。このあたりの現状も踏まえ

た政策を考える必要がある。 
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第2章 問題意識問題意識問題意識問題意識 

第第第第1節節節節    少子化によって引き起こされる問題少子化によって引き起こされる問題少子化によって引き起こされる問題少子化によって引き起こされる問題 
 

少子化によって生じる問題は大きく分けて３つある。１つ目が経済的問題、２つ目が人口

減少問題、３つ目が社会保障問題である。それら３つを個別に見た場合、すべての原因は少

子化であり、少子化の改善によってこれらの問題は解決できると我々は考えている。 

 

第１項第１項第１項第１項    経済的問題経済的問題経済的問題経済的問題 

少子化の経済的影響として生産年齢人口や労働力人口の減少を通じて、経済成長率など 

、経済の活力に対するマイナスの影響、消費や貯蓄に対する影響があげられる。生産年齢人

口が減少していく中で、一定の経済成長率を維持していくためには、技術革新や規制改革、

若年者の労働能力の開発、中高年者の労働能力の再開発等、労働生産性を高めていく取組み

が必要となってくる。経済成長率は、労働者数の増減率と労働生産性の上昇率によって決ま

るので、労働力人口の減少は、経済成長率に対するマイナスの影響を及ぼす。１人当たりの

労働生産性が現状のまま推移するとすれば、GDP（国内総生産）は縮小していくことになる。

技術進歩を一定として労働生産性に着目すると近年のフリーターの増加等をみても、このま

まではわが国全体として生産性が向上するとは言えない状況である。日本銀行の「わが国の

人口動態がマクロ経済に及ぼす影響について」（2003（平成15）年９月）によれば、就業者

数の減少が、2007（平成19）年度以降、経済成長率に対して毎年マイナス0.5ポイント程度

の影響を及ぼすものと推測している。このため人口動態を考慮した経済成長の予測では、就

業者数の減少や、貯蓄率の低下と就業者数の減少から引き起こされる資本蓄積の減少から、

マクロの経済成長率は次第に減少し、2020 年代に入るとマイナスになると見込んでいる。 

 

 

第２項第２項第２項第２項    人口減少問題人口減少問題人口減少問題人口減少問題    

 人口動態統計によると、2008（平成20）年において、出生数（109 万1,156 人）と死亡

数（114 万2,407 人）の差である自然増減数はマイナス51,251 人となり、２年連続でマイ

ナスとなった。平成18 年将来推計人口をみると、下図より、人口減少ばかりでなく、我が

国の人口構造そのものが大きく変化していく見通しであることがわかる。年齢３区分別の人

口規模及び全体に占める割合の推移について、中位推計結果をみると、まず年少人口（０～

14 歳）では、2010（平成22）年の1,648 万人から、2015（平成27）年に1,400 万人台へと

減少し、2039（平成51）年に1,000 万人を割って、2055 年には752 万人の規模になる。総

人口に占める割合は、2010 年の13.0％から低下を続け、2025（平成37）年に10.0％となり、

2055 年には8.4％となる。次に、生産年齢人口（15～64 歳）については、2010 年の8,129 万

人から減少し続け、2055 年には4,595 万人となる。総人口に占める割合は、2010 年の63.9％

から低下し続け、2021（平成33）年には60％を下回り、2055 年には51.1％となる。また、
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老年人口（65 歳以上）については、2010 年の2,941 万人から、団塊世代が参入を始める2012

（平成24）年に3,000 万人を上回り、緩やかな増加を続けて、第二次ベビーブーム世代が老

年人口に入った2042（平成54）年に3,863 万人でピークを迎える。その後は減少に転じ、2055

年には3,646 万人となる。総人口に占める割合は、2010 年の23.1％から上昇を続けて、2055

年には40.5％に達する。老年人口自体は2042 年をピークに減少し始めるが、年少人口と生

産年齢人口の減少が続くため、老年人口割合は相対的に上昇し続けることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように、2055（平成67）年には、合計特殊出生率が1.26、総人口が9,000 万人を下

回り、その４割（約2.5 人に１人）が65 歳以上の高齢者といった姿が示されている。こう

した人口減少社会は、単純な人口規模の縮小ではなく、高齢者数の増加と生産年齢人口（15

～64 歳）の減少という「人口構造の変化」を伴うものであり、我が国の経済社会に大きな

影響を与えることが懸念される。例えば、生産年齢人口が減少することに伴い、出生数の減

少による若年労働力の減少や高齢者の引退の増加によって労働力人口は高齢化しながら減

少していくことが予想される。このことによって経済成長にマイナスの影響を及ぼす可能性

があることから、中長期的な経済成長の基盤を確保するためにも、イノベーションの推進を

図るとともに若者、女性、高齢者、障害のある者などの働く意欲と、能力を持つすべての人

の労働市場への参加を実現するための仕組みづくりを強力に進めることが必要である。こう
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した施策を講じることにより、労働市場への参加が進めば、2030（平成42）年時点で6,180 万

人の水準にまで労働力人口の減少を抑えることができると見込まれている（下図参照）。ま

た、これから生まれる世代が労働力化する2030 年以降についても、生産年齢人口の減少速

度の加速により、さらに急速な労働力人口の減少が予想され若者、女性、高齢者などの労働

市場参加が進まないことに加えて少子化の流れを変えることができなければ、2050（平成62）

年の労働力人口は4,228 万人と、現在（2009 年）の6,617 万人の３分の２弱の水準まで落

ち込むことが見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢別に労働力人口の将来推計をみると、男性の労働力は、2005 年をピークに減少 

し始め、2000（平成12）年に対し2025 年には約300 万人減の3,631 万人と見通されている。 

一方、女性の労働力は、総数でみると、ほぼ横ばいで推移すると見込まれる。女性の場合、 

59 歳以下の人口が減少しても、労働力率が上昇することにより、労働力人口に変化は少な

い。一方、男性の場合には、高齢者の労働力率が上昇するものの、それ以外の年齢層の労働

力率は変わらないために、59 歳以下の人口の減少とともに労働力人口が減少すると予想さ

れている。 
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第３項第３項第３項第３項    社会保障問題社会保障問題社会保障問題社会保障問題    

社会保障給付費の増大に伴い、労働力人口一人あたりの社会保障負担も増加していくた

め、社会保障制度における給付と負担の公平や、現役世代の負担増を緩和していくための制

度見直しや給付の効率化が不可欠である。また、現在の社会保障給付の中で大きな比重を占

めている高齢者関係給付を見直し、これを支える若い世代や将来世代の負担増を抑えるとと

もに、少子化対策に関する施策を充実させる必要があると考えられる。厚生労働省が2004

（平成16）年５月に発表した「社会保障の給付と負担の見通し（平成16 年５月推計）」によ

れば、社会保障給付費は、2004 年度（予算ベース）の86 兆円から、2010（平成22）年度に

は105 兆円、2015（平成27）年度には121 兆円、2025 年度には152兆円に増大すると予想さ

れている。対国民所得比は、2004（平成16）年度の23.5％から2025年度には29.0％に増加す

る。社会保障給付費が増大する理由は今後とも、年金給付の増大や老人医療費を中心とした

医療保険給付の増大、介護給付の増大などが見込まれているからである。一方、社会保障負

担も増大し、2004 年度の78 兆円（対国民所得比21.5％）から2010 年度には100 兆円、2015 

年度には119 兆円、2025 年度には155 兆円（同29.5％）と、今後約20年間で、約２倍に増

大すると予想されている。現在の社会保障負担は、年金制度に典型的に現れているが、現役

世代の保険料負担が高齢者の給付にまわる構造となっている。これは、医療保険制度におけ

る老人医療費の負担や介護保険制度において同様である。したがって、年金制度や医療保険

制度、介護保険制度が現在の仕組みのままでは、これらに基づく社会保障給付費の増大は、

現役世代の負担の増に直結する。 

 

少子化によってこれら３つの問題が引き起こされるため、早急に少子化対策を行う必要があ

る。 

 

 

第第第第2222節節節節    嫡出子嫡出子嫡出子嫡出子と婚外子と婚外子と婚外子と婚外子の差別の差別の差別の差別    
 

嫡出子（婚内子）とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子どものことをいい、

婚外子(非嫡出子)とは法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子どものことをいう。1989

年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」により嫡出子と婚外子の差別が撤廃された

にも関わらず、日本には、未だにと嫡出子と婚外子の間に法的差別が残っている。このよう

な法的差別が残っているのは世界を見渡しても、主に日本とフィリピンくらいである。 

また日本における婚内子と婚外子の差をまとめたものが下の表である。 

 

 

    嫡出子嫡出子嫡出子嫡出子    婚外子婚外子婚外子婚外子    

父子関係父子関係父子関係父子関係    母の夫が父と認定される母の夫が父と認定される母の夫が父と認定される母の夫が父と認定される((((認知な認知な認知な認知な

しししし))))    

父の認知によって父子関係が成立父の認知によって父子関係が成立父の認知によって父子関係が成立父の認知によって父子関係が成立    

氏氏氏氏    父母の氏を称する父母の氏を称する父母の氏を称する父母の氏を称する    母の氏を称する母の氏を称する母の氏を称する母の氏を称する    

親権親権親権親権    父母が共同父母が共同父母が共同父母が共同    母が単独母が単独母が単独母が単独    

    

相続相続相続相続    

    

常に相続権がある常に相続権がある常に相続権がある常に相続権がある    

認知がない場合、相続権は認められな認知がない場合、相続権は認められな認知がない場合、相続権は認められな認知がない場合、相続権は認められな    

い。認知されていれば、法定相続分は、い。認知されていれば、法定相続分は、い。認知されていれば、法定相続分は、い。認知されていれば、法定相続分は、

嫡出子の１／２嫡出子の１／２嫡出子の１／２嫡出子の１／２    
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嫡出子も婚外子も子どもが選んだ結果ではなく、生まれたときから子どもは一人の人間と

して尊重され、法の下で平等に扱われなければならないはずである。それにもかかわらず、

未だに嫡出子と婚外子の間に差別が残っていることは問題である。 

 ちなみに、下のグラフは1925～2002 年の婚外子の出生数とその割合を表したものである。

戦前は婚外子の割合は７％以上あったが、その後は下がり続けて１％代にまで落ち込んだ。

80 年代以降徐々に上昇し始めるも、現在まで依然として低い割合にあるのが、日本におけ

る婚外子の現状である。 
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第3章 先行研究先行研究先行研究先行研究・論文・論文・論文・論文 

同棲支援による少子化対策は比較的新しい分野（試み）であり、参考にすべき研究・論文が

少なかった。しかし、晩婚化や同棲、そして少子化要因それ自体に関する研究・論文は存在

する。そこでこの章ではそれらに関係する先行研究・論文を読み解いていくことで、独自の

分析や政策提言に繋げていくことにする。 

第第第第1節節節節    晩婚化と少子化に関する先行論文晩婚化と少子化に関する先行論文晩婚化と少子化に関する先行論文晩婚化と少子化に関する先行論文 

 

本稿では少子化の要因を晩婚化・未婚化によるものとしている。まず晩婚化・未婚化につ 

いての先行研究としてはW.Jones(2007)の『Delayed Marriage and Development Review in 

Pacific Asia』が存在し、その中ではアジアの主要国（日本・韓国・シンガポール・香港な 

ど）において晩婚化が進行してきていることを挙げ、その理由を４つ述べている。１つ目が 

「夫の所得・仕事の不確実性の増加（成果主義導入などによる）」、２つ目が「養育に関す

るコスト」、３つ目が「女性の社会進出」、４つ目が「離婚に対する恐れ」となっている。

この先行研究の中で我々が注目したのは、４つ目の‘離婚に対する恐れ’である。この研究

によれば、アジア圏の多くの国において離婚は軽く扱われるものではなく、離婚率の上昇が

初婚に対しての大きな警戒心を生み出す（つまり結婚に踏み切りにくくなる）ことが示され

ている。我々は『結婚学白書』の中の結婚と子どもに関するアンケートの中で、日本国民が

「結婚したい」＜「子供が欲しい」という回答をしたことを受け、結婚しなくても（結婚を

前提にしなくても）子供が産めるような社会・制度を作ることが少子化の解消につながるの

ではないかと考えている。そして新しい結婚制度（同棲支援制度）や婚外子に対する差別是

正策を導入することにより、少子化に及ぼす影響を分析で検証していくことにする。 

 

第第第第2節節節節    同棲に関する先行論文同棲に関する先行論文同棲に関する先行論文同棲に関する先行論文 
 

次に同棲に関する先行的な研究としては不破（2008）の『家族形成に関する実証研究』が 

あり、その中では同棲の役割として「結婚前の試行段階」型と「結婚に代わる家族形態」型 

の２種類が存在することを指摘している。日本における同棲の増加は近年見られたものであ

り、社会容認度も欧米に比べまだ低いことから、同棲の多くが「結婚の試行段階」型である

と述べている。実際、岩澤（1999）によると、現在同棲している人の約90％が「いずれ結婚

するつもり」と考えていることを明らかにしている。本稿においては日本においても欧米で

は比較的よく見受けられている「結婚に代わる家族形態」型の普及,及び出産から結婚とい

う新たな流れを同棲支援制度inosの導入によって目指し、出生率上昇という結果に結びつけ
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たい。 

第第第第3節節節節    少子化要因分析の先行論文少子化要因分析の先行論文少子化要因分析の先行論文少子化要因分析の先行論文 
 

次の章において合計特殊出生率と婚外子比率を被説明変数とする重回帰分析を行う。この

時、説明変数を何にするかについて、本稿では伊達・清水（2004）の「日本の出生率低下の

要因分析：実証研究のサーベイと政策的含意の検討」を参考にした。この論文では少子化要

因を有配偶率（婚姻率）の低下、晩婚化、教育水準、夫と妻の賃金水準、子育て費用、教育

費、児童手当制度などと関係づけながら実証分析をおこなっている。この中から我々は、合

計特殊出生率に特に影響を与えそうで、かつ OECD諸国のデータを得られやすそうな要因と

して、賃金水準（GDPで代用）、教育費（私費）、児童手当（家族給付）の３要因を使用する

ことにした。この３要因に同棲率・婚外子比率を加えた５つを説明変数として、重回帰分析

を行った。結果等については、分析の章を参照されたい。 
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第4章 分析分析分析分析 

第第第第1節節節節    分析の目的分析の目的分析の目的分析の目的 
 

少子化の現状として前述したように、晩婚化や未婚化を背景として合計特殊出生率が低下

している。さらに問題意識として、少子化によって引き起こされる問題を挙げたが、それを

解決には合計特殊出生率の上昇が不可欠である。そこで、近年欧米を中心に確立化している

同棲支援制度の少子化・出生率に与える影響を検証する。具体的には、同棲制度の確立が同

棲の増加を促すことが予想され、それにともない婚外子の数も増えることが予想される。し

たがって同棲の数と婚外子の数が出生率に与える影響を検証していく。 

第第第第2節節節節    実証分析実証分析実証分析実証分析 
 

第１項第１項第１項第１項    単回帰分析単回帰分析単回帰分析単回帰分析 

合計特殊出生率と婚外子比率の相関関係を回帰により導いた。 

2.1.1    データデータデータデータ 

2005 年に OECD（経済開発協力機構） が行った「Share of births outside marriage」に関

するデータと、同じく OECD が行った「The total fertility rate」に関するデータを使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total fertility rate Share of births outside marriage
Australia AUS 1.81 32.2
Austria AUT 1.41 37.2
Belgium BEL 1.80 39.0
Canada CAN 1.54 24.5
Czech Republic CZE 1.33 33.3
Denmark DNK 1.85 46.4
Finland FIN 1.84 40.6
France FRA 1.98 49.5
Germany DEU 1.33 30.0
Greece GRC 1.41 5.3
Hungary HUN 1.35 35.6
Iceland ISL 2.07 65.6
Ireland IRL 1.90 33.2
Italy ITA 1.35 18.6
Japan JPN 1.32 2.1
Korea KOR 1.13 1.5
Luxembourg LUX 1.64 28.8
Netherlands NLD 1.72 37.1
New Zealand NZL 2.01 47.2
Norway NOR 1.90 53.1
Poland POL 1.27 18.9
Portugal PRT 1.36 31.6
Slovak Republic SVK 1.24 27.5
Spain ESP 1.38 28.4
Sweden SWE 1.85 55.5
Switzerland CHE 1.44 15.4
United Kingdom GBR 1.84 43.7
United States USA 2.10 38.5
OECD-28 OECD-28 1.61 32.9
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2.1.2     回帰分析回帰分析回帰分析回帰分析 

先ほどのデータをもとに、合計特殊出生率と婚外子比率の回帰分析を行った。以下がそのグラフ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3    考察考察考察考察 

この分析により、合計特殊出生率と婚外子比率は正の相関があることが分かる。さらに、

相関係数を見ても中～強の相関の強さがあることがわかる。ここで、注目すべきことはグラ

フの右上にある各国である。調査した結果として、この国々は登録パートナー制度を導入し

ていることがわかった。中でも、フランスの PACS、スウェーデンのサムボは他国とは違っ

た同棲支援制度という形で導入している。そこで、この２つの制度の特徴について第 2項

で述べる。また、合計特殊出生率は婚外子比率の影響だけを受けるとは限らないので、合計

特殊出生率に影響を与える主要因を複数用いて重回帰分析を行う。この内容に関しては第 3

項で述べる。 
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第２項第２項第２項第２項    同棲支援制度、サムボ・同棲支援制度、サムボ・同棲支援制度、サムボ・同棲支援制度、サムボ・PACS 

 

2.2.1 サムボ・サムボ・サムボ・サムボ・PACS の概要の概要の概要の概要 

 

スウェーデンでは、1960 年代から 70 年代にかけて、女性の高学歴化による結婚や出産

の先延ばしなどから、日本と同じように少子化が進んでいた。しかし、80 年代半ばから出

生率は上昇し、その後いったんは低下したが、2003 年には 1.71 まで回復している。この

出生率上昇の原因がサムボ（スウェーデン語の『同棲』）である。スウェーデンでは、同棲

のことを、サムボという。スウェーデンでは同じ住所にサムボし、それを継続して共同生活

を送っている非法律婚のカップルについて、住居・家財の分与のルールなどを取り決めた「サ

ムボ法」が 87 年に成立し、88年に施行されている。このサムボ法では、非法律婚のカッ

プルが共同で継続的に生活を行い、共同で財産を管理し、「婚姻法」と同様、共同生活を営

むカップルは家事・育児を分担し、家計の支出を負担し合うべきことが定められている。ま

た、サムボ解消時に財産分割の対象となるのは、住居と家財のみで、それ以外の個人所有し

ている全ての資産（預金・有価証券、余暇目的で購入した車・ヨット・サマーハウス等）は、

たとえそれがサムボ開始後に取得したものであっても分割の対象外となる。カップルに未成

年の子どもがいる場合は、離別後、子どもと同居する親が同じ住居に住み続けることができ

る。この法律が施行されて以来、スウェーデンでは、法律婚カップルのうち９割がサムボを

経て結婚しているという特徴が見られる（内閣府経済社会総合研究所編「スウェーデン家庭

生活調査」（2004年））。下図はサムボカップルの割合を詳しく表にしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、このサムボ法と同じような制度がフランスにも存在する。それは、1999 年に制定

された PACS（連帯市民協約）である。PACSはもともと結婚ができない同性愛者カップル

の要請によって生まれた。エイズが流行し、長年連れ添ったパートナーを亡くしても、全く

相続権がなかった同性愛者達の状況を改善するために制定された。これにより、パートナー
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が、相手の死亡後も一緒に住んでいたアパートに住みつづける事や、相続する法的権利を保

証された。そのため、1999 年当初は、結婚できない同性愛者のためとして PACSが認知さ

れていた。しかし、PACSは法律上、同性愛者達に限った契約ではないので、制約が少なく

解消が結婚より簡単な PACSを、結婚までの移行措置として選ぶ異性愛のカップルが年々

増えてきた。実際導入 1年目は同性間の PACS締結が４割を占めていたが、最近では１割

を切っている。 

税金などの優遇措置が受けられる上に、片方の意思だけで契約解消できる PACS の手軽

さ（例えば離婚の場合は弁護士を立てて裁判所で手続きをしなければならないなど金銭的・

精神的な負担が多い）が、結婚になかなか踏み出せないでいたカップルに受け入れられた形

だ。子供の親権も、結婚した場合と同じような措置がとられるのも魅力の一つである。2005 

年の改正で、税制上の優遇が婚姻とほぼ同じなり、いままで結婚も PACS も選択していな

かったカップルが、新しい一歩を踏み出すようになった。 

 

2.2.2     PACS による同棲および婚外子の増加による同棲および婚外子の増加による同棲および婚外子の増加による同棲および婚外子の増加 

 

今回行った回帰分析においては、同棲の増加と婚外子の増加は予測・仮定として扱っている。

そこで、ここでは実際に PACS の導入が同棲（PACS 利用者）の増加と婚外子比率の増加

をもたらしたという事実について触れておくことで、実証研究の結果をより正確なものにし

ていく。 

 

2.2.2.1    同棲の増加同棲の増加同棲の増加同棲の増加 

 

まず同棲の増加であるが、これはフランスにおける PACS 締結件数の増加としてとらえ

ることにする。1999年から PACS制度が導入されて以来、その件数は上昇傾向にあり、2008

年には結婚件数の半分にまで増加している。次の図はその推移をグラフにしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：フランス国立統計経済研究所） 

フランスにおける結婚と PACS締結数の推移 

縦軸は締結件数（万件） 
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制度導入の初年度の 99年は 6151件だったが 07年には 10万件を超え、08年には 14万 6

千件に達した。一方で 08年の結婚件数は 27万 3500件で、00年に 30万件を超えて以降、

微減にとどまっている。これは以前なら結婚を渋っていたカップルが新たな選択肢に飛びつ

いたという実態がありそうだ。ちなみに 08年の PACS解消件数は締結数 14.6万人に対し、

2.3万件で、そのうちおよそ１万件が結婚に伴う解消だった。 

 

 

2.2.2.2    婚外子の増加婚外子の増加婚外子の増加婚外子の増加 

 

婚外子の割合についての年代ごとのデータはないが、その割合は確実に上昇している。80

年代は１割にも満たなかった婚外子の割合が 90年代の終わりには４割弱にまで上昇した。

そして近年では 05年に 48.3％まで上昇し、07年にはついに婚外子の割合が 50.5％となり、

フランスの新生児の過半数が婚外子となった。このように婚外子の割合は増えてきている

が、その要因としては PACS によるものが大きいと思われるが、もう一つ見逃してはなら

ない要因としてはフランスにおいて 70年代から親の婚姻の有無に関係なく同じ権利が子ど

もにも与えられるようになったり、06 年から嫡出子と非嫡出子といった言葉が民法の条文

から消えるなど、法制度の整備が挙げられる。inos は婚姻の有無に関わらず婚外子に嫡出

子とほぼ同等の権利を与えるものとなっており、婚外子率の上昇に大きく寄与することが大

いに考えられる。 

 最後にこのような婚外子の増加が「家族の崩壊」や「モラルの低下」と見るのは正しくな

いことを述べておきたい。なぜならフランスでは婚外子の 9割以上が父親の認知を受け、8

割以上が実の父母と一緒にくらしているという事実が存在しているからである。このような

数字は家族の形として PACSが当たり前になったことを指していると言えるだろう。 
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第第第第 3 項項項項    重回帰分析重回帰分析重回帰分析重回帰分析 

2.3.1    データデータデータデータ 

この分析で用いたデータは、OECD I Library（http://www.oecd-ilibrary.org/）のデータベー

スより統計データを抽出したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表１のデータにおいて、同棲率・婚外子比率の単位はパーセント（％）表示である。GDP は

OECD諸国の平均値を１００として数値化されている。教育費は教育に対する私費の GDP比で

あり、小学校～大学までの私費負担を示している。児童手当は子がいる家庭に対する「家族手当」

を代用。家族手当の値は現金支給+現物支給+税額控除の合計の GDP に占める割合となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

出生率 同棲率 婚外子比率 GDP 　 教育費（私費） 児童手当

Australia AUS 1.82 8.9 32.3 113 1.6 2.8

Austria AUT 1.33 6.5 37.2 112 0.4 2.8

Belgium BEL 1.81 6.4 39 107 0.2 3.1

Canada CAN 1.59 8.9 24.5 117 1.7 1.2

Denmark DNK 1.75 11.5 46.4 111 0.6 3.3

Finland FIN 1.73 11.8 40.6 104 0.1 2.95

France FRA 1.96 14.4 49.5 98 0.4 3.75

Germany DEU 1.38 5.3 30 105 0.7 3

Greece GRC 1.26 1.7 5.3 84 0.3 1.1

Hungary HUN 1.31 6.3 35.6 57 0.5 3.05

Ireland IRL 1.98 5.9 33.2 133 0.3 2.55

Italy ITA 1.25 2 18.6 94 0.3 1.3

Japan JPN 1.34 2.07 2.1 102 1.7 1.3

Luxembourg LUX 1.61 14 28.8 243 0 3.6

Netherlands NLD 1.71 9.3 37.1 118 0.8 2.3

New Zealand NZL 2.01 9.38 47.2 82 1.3 2.6

Norway NOR 1.78 10.7 53.1 166 0.2 2.9

Poland POL 1.25 1.3 18.9 47 0.5 1.2

Portugal PRT 1.46 4.1 31.6 69 0.4 1.7

Slovak Republic SVK 1.25 1.4 27.5 57 0.6 2.2

Spain ESP 1.24 3.3 28.4 94 0.5 1.25

Sweden SWE 1.85 35.8 55.5 110 0.2 3.2

Switzerland CHE 1.5 5.9 15.4 122 0.7 1.4

United Kingdom GBR 1.63 8.7 43.7 109 0.7 3.5

United States USA 2.06 5.5 38.5 142 2.4 1.3

表１　合計特殊出生率と影響を与える主要因
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標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) .821 .156 5.266 .000

同棲率 .004 .007 .102 .559 .583

ＧＤＰ .002 .001 .271 1.866 .078

児童手当 .002 .068 .006 .029 .978

婚外子比率 .013 .004 .621 2.802 .011

教育費（私費） .173 .068 .377 2.564 .019

被説明変数　出生率被説明変数　出生率被説明変数　出生率被説明変数　出生率

モデル

標準化されていない係数

t 値 有意確率

1

 

2.3.2    回帰分析回帰分析回帰分析回帰分析 

SPSSを用いて合計特殊出生率に影響を与える要因を説明変数として重回帰分析を行った。 

 

2.3.2.1    被説明変数＝被説明変数＝被説明変数＝被説明変数＝合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率 

表１をもとに被説明変数を出生率として回帰分析を行った。以下がその結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=0.670 

この結果から、ベータ値が高い順に影響力があることを表すので、出生率は婚外子比率、

教育費（私費）、GDPの順に強い影響を受けていることがわかる。 

 

2.3.2.2    被説明変数被説明変数被説明変数被説明変数＝＝＝＝婚外子比率婚外子比率婚外子比率婚外子比率 

表１をもとに被説明変数を婚外子比率として回帰分析を行った。以下がその結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=0.646 

これも同様にベータ値を比較すると、婚外子比率は児童手当、同棲率、教育費（私費）の

順で強く影響を受けていることがわかる。 

 

 

2.3.3    考察考察考察考察 

この２つの分析により、合計特殊出生率は婚外子比率から正の影響を受け、そして婚外子

比率は同棲率から正の影響を受ける流れが証明された。したがって、同棲率を上げるための

政策（同棲支援制度）を導入すれば、有効性の高い少子化対策になるといえる。 

 

 

 

標準化係数

B 標準誤差 ベータ

(定数) 7.693 7.601 1.012 .324

同棲率 .736 .321 .376 2.293 .033

ＧＤＰ -.047 .050 -.135 -.944 .357

児童手当 9.353 2.657 .615 3.520 .002

教育費（私費） 3.079 3.308 .135 .931 .363

被説明変数　婚外子被説明変数　婚外子被説明変数　婚外子被説明変数　婚外子

モデル

標準化されていない係数

t 値 有意確率

1
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第第第第3節節節節    分析のまとめ分析のまとめ分析のまとめ分析のまとめ 
 

単回帰分析により、合計特殊出生率と婚外子比率が正の相関をもつことがわかった。しか

し、合計特殊出生率が影響を受けるのは婚外子比率だけとは限らない。そこで、合計特殊出

生率を被説明変数として、考えられる影響因子を説明変数として重回帰分析を行った。その

結果、合計特殊出生率は婚外子比率から最も強く正の影響を受けていることが実証された。

さらに、今度は婚外子比率を被説明変数として重回帰分析を行った。すると、婚外子比率は

児童手当、同棲率の順で強く正の影響を受けていることが実証された。したがって、合計特

殊出生率は婚外子比率から正の影響を受け、そして婚外子比率は同棲率から正の影響を受け

る流れが証明され、このように同棲率の上昇が間接的ではあるが、合計特殊出生率の上昇に

結び付くことが立証された。ここで注意すべきことは、児童手当が婚外子比率に最も強く影

響を与える結果がでたが、我々が同棲率に着目したことである。その理由は、今まで少子化

対策として児童手当、つまり家族給付を増額すると有効な少子化対策になるという論文は数

多く書かれている。だが、同棲率の増加が合計特殊出生率の増加につながり、有効な少子化

対策になるという論文はほとんど書かれていない。この未開拓の分野に少子化対策の

Pioneerとして同棲率に着目をし、少子化対策の政策提言をすることにした。児童手当より

影響力は小さくても、同棲率が婚外子比率に正の影響を与えるのは間違いない。 

そこで、同棲率を上げるための政策（同棲支援制度）をフランスの PACS、スウェーデン

のサムボを参考にして日本独自の同棲支援制度 inosを政策提言として述べていく。 
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第5章 同棲支援制度同棲支援制度同棲支援制度同棲支援制度 inos 

第第第第1節節節節    inos までの軌跡までの軌跡までの軌跡までの軌跡 
 
前述した通り、我が国では婚外子と嫡出子の格差が大きいため、結婚しなくても子どもは

欲しいが、子どもの将来を考えると、なかなか産むことができない現状にある。 
そこで我々は、先程の分析で、(同棲率の上昇⇒婚外子比率の上昇⇒合計特殊出生率の上

昇)という相関関係を導き出すことができた。また、婚外子比率と合計特殊出生率の関係を

示すグラフにおいては、PACSのような同棲を支援する制度が充実しているフランスが右上

にきており、フランスと同様に同棲を支援する制度、サムボをとっているスウェーデンも右

上にきている。このことから、我々はサムボ、PACS が先の(同棲率の上昇⇒婚外比率の上

昇⇒合計特殊出生率の上昇)という関係に寄与していると考えた。 
以上のことから、本稿では、 
 
・同棲率 
・婚外子比率 

 
という二つの観点からアプローチし、最終的に合計特殊出生率を上げることを目的とした 
新制度 inosを策定することにした。 

我々は、事実婚(同棲)と法律婚の差、嫡出子と婚外子の格差を是正し、結婚をしなくても

（つまり同棲関係であっても）子どもが産める社会・制度を作ることが少子化改善の一つの

手段になるのではないかと考え、スウェーデンのサムボやフランスの PACS といった同棲

支援制度を軸に我が国における事実婚と法律婚を参考にしながら独自の同棲支援制度 inos
を策定した。ちなみに以下が inosのロゴである。 
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第第第第2節節節節    inos と他の制度との比較と他の制度との比較と他の制度との比較と他の制度との比較 
 
第第第第 1 項項項項    他の制度との比較でみる他の制度との比較でみる他の制度との比較でみる他の制度との比較でみる inos 

 
前節で、同棲率と婚外子比率の二つの観点からアプローチすると述べた。本稿では、同棲

をするメリットを増やし、同棲を開始するインセンティブを高めるような内容を inos に盛

り込み、また、同棲中に子どもを産んでも、婚外子が社会的に不利にならないような内容を

盛り込むことにする。元々、嫡出子と婚外子で格差がある国は主に日本とフィリピンぐらい

であり、他国では嫡出子、非嫡出子という概念すら持っていないのである。 
これらのことをふまえて、本稿では、スウェーデンのサムボやフランスの PACS といっ

た同棲支援制度を軸とし、我が国の事実婚(同棲)、法律婚を参考にしながら、独自の同棲支

援制度 inos を策定した。またこれ以降、法律婚における夫婦・配偶者は、それぞれカップ

ル・パートナーと称すことにする。 
 下の表は、サムボ、PACS、日本の事実婚、法律婚の各々の権利・義務と、それを基にし、

さらに我々のオリジナリティーを加えた同棲支援制度 inos の権利・義務を表にしたもので

ある。 

 

  サムボ ＰＡＣＳ 事実婚 法律婚 IIIInosnosnosnos    

親権 母 不明 母 父母 父母父母父母父母    

子の相続 あり あり なし※※※※1111 あり ありありありあり    

父子関係 成立 認知必要 認知必要 成立 成立成立成立成立    

子の氏 不明 不明 母の氏※※※※2222 父母の氏 母母母母のののの氏氏氏氏※※※※2222    

夫婦の姓 別姓 別姓 別姓 同姓 別姓別姓別姓別姓    

配偶者の相続 あり※※※※3333 不明 なし あり ありありありあり※※※※7777    

配偶者控除 あり あり なし あり 
２２２２年目年目年目年目からからからから適用適用適用適用

※※※※4444    

財産分与 
住居・家財の

み 
あり なし あり 住居住居住居住居・・・・家財家財家財家財のみのみのみのみ    

手続き・場所 不明 裁判所 不要 役所 役所役所役所役所    

負債の連帯責任 あり あり なし なし なしなしなしなし    

人工生殖 可能 可能 体外○ 人工× 可能 可能可能可能可能※※※※5555    

貞操義務※※※※6666 なし なし なし あり なしなしなしなし    

  

※1 認知があれば、相続は婚内子の１／２となる。 

※2 家庭裁判所で父の氏に変更可。 

※3 共有手続きをとらなければ、住居・家財、一定金額の金融資産にとどまる。 

※4 法律婚における配偶者控除の半分の金額。 

※5 inos 申請から２年以上経ってから可能。 

※6 夫婦が相互に配偶者以外の相手の性的関係をもたない義務。 

※7 詳細は第２項（2.2.2）を参照されたい 
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第２項第２項第２項第２項    inos の権利決定の背景の権利決定の背景の権利決定の背景の権利決定の背景 

 
次に、このように inos の権利が決まった経緯について説明する。まず父子関係、夫婦の

姓、財産分与、所得申告、人工生殖、貞操義務については、サムボ、PACS を参考にした。

次に、子の氏、負債の連帯責任、手続き・場所については、それぞれ事実婚、法律婚を参考

にした。 
残る権利は、 
・親権 
・パートナーおよび子の相続 
・配偶者控除 

であるが、最後にこの 3つが決まった経緯について一つずつ説明していく。 
 
2.2.1    親権親権親権親権 

嫡出子か婚外子であるかは関係なく、夫婦二人の間で生まれた子どもであるので母だけで

なく父も親権を持つ権利があり、また二人の親を持つという子どもの権利を尊重するべきで

ある、という親側と子ども側の二つの立場から考え、父母両方に親権を持たせるという結論

に達した。親権の内容は民法の定めるところと同じであり、大きく分けるとその権利は監護

教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権の五つである。監護教育権とは、親

権者は子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うというものである。居所指定権とは

子は親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない、というものである。次に、

懲戒権とは、親権者は監護教育に必要な範囲内で、自らその子を懲戒することができる、と

いうものである。4つ目に職業許可権とは、子は親権を行なう者の許可を得なければ職業を

営むことができない、というものである。最後に、財産管理権であるが、これは親権者は子

の財産を管理し、又その財産に関する法律行為についてその子を代表する、というものであ

る。ただし、親権者がこれらの親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所

は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。またカ

ップルが inosを解消する際、現在の法律婚における離婚後の親権と同様、父母の一方を親

権者と定めなければならない。また、子の出生前に父母が離婚した場合には、母の単独親権

が原則だが、子の出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができる。 

     

2.2.2    パートナーおよび子の相続パートナーおよび子の相続パートナーおよび子の相続パートナーおよび子の相続 

次に、パートナーと子の相続が上のように決まった経緯について説明する。現在の法定相

続分は民法で以下の表のようになっている。 

順位順位順位順位    相続人相続人相続人相続人    相続分（遺留分）相続分（遺留分）相続分（遺留分）相続分（遺留分）    

適用適用適用適用    法定法定法定法定    配偶者配偶者配偶者配偶者    他の親族他の親族他の親族他の親族    配偶者配偶者配偶者配偶者    他の親族他の親族他の親族他の親族    

1 第 1 順位 

有 

子 1/2（1/4） 1/2（1/4） 

2 第 2 順位 直系尊属 2/3（1/3） 1/3（1/6） 

3 第 3 順位 兄弟姉妹 3/4（1/2） 1/4（無） 

4   無 全部（1/2） - 

5 第 1 順位 

無 

子 - 全部（1/2） 

6 第 2 順位 直系尊属 - 全部（1/3） 

7 第 3 順位 兄弟姉妹 - 全部（無） 

                  （法定相続に関する法律、民法第 900 条から作成） 
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我々は、これを参考にして inosにおける法定相続分を独自に考えた。まず被相続人の住

居・家財はパートナーに相続されることにする。次にその他の金融資産についてだが、パー

トナーの間に子どもがいる場合は法律婚と同じように子どもとパートナーで半分ずつ相続

することにする。次に、もし子どもがいない場合は資産の半分は表の配偶者有(適用２～４)、

残りの半分は表の配偶者無(適用６・７)に適用させる。たとえば、金融資産 1800 万円の inos

適用者が死亡したとする。その半分の 900 万円を配偶者有(適用２)にあてはめると、この人

のパートナーと直系尊属はそれぞれ 600 万円、300 万円ずつ得る。次に、残りの 900 万円を

配偶者無(適用６)にあてはめると、直系尊属は 900 万円全額を得ることができる。よって、

最終的にはパートナーは 600 万円、直系尊属は 1200 万円を得ることになる。このように二

つに分けたのは、我々は inosを「結婚前の試行段階」型と「結婚に代わる家族形態」型の

二つの要素を持つものとして捉えているからである。 

 

 

  

2.2.3    配偶者控除配偶者控除配偶者控除配偶者控除 

法律婚における配偶者控除とは、「納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、

一定の金額の所得控除が受けられるもの」であり、控除を受けるためには控除対象配偶者の

要件を満たさなければならない。控除対象配偶者の要件は(１)民法の規定による配偶者であ

ること。(２)納税者と生計を一にしていること。(３)年収が１０３万円以下であること。(４)

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は

白色申告者の事業専従者でないこと。以上の四つである。これらの要件のすべてに当てはま

る者は３８万円の所得控除を受けることができる、というのが配偶者控除である。そこで、

inosでは配偶者控除に代わるものとして、『パートナー控除』というものを設けることにし

た。パートナー控除は、inos を開始して２年以上経過し、円満な同棲生活を継続している

全てのカップルが受けることができる。もちろん、円満な同棲生活の大前提としては登録し

ている住所を同じくし、共同生活を営んでいるといったものが挙げられ、このような条件を

満たしていないカップルに対して、この控除は適用されない。金額面に関しては、法律婚に

おける配偶者控除の半分の１９万円にした。これは、このパートナー控除を配偶者控除に代

わるものとして inosに導入することによって、従来の同棲に比べて金銭面でのインセンテ

ィブが高くなることを期待すると同時に、金額を法律婚に比べて半分にすることで、法律婚

との差別化を図ることを目的としている。 

 

 

 

第第第第3節節節節    inos のルールのルールのルールのルール 
 
第 2 節を通して、inos を発案するまでの過程や他の諸制度と比較しながら具体的な中身

を策定するまでの経緯を述べたが、本章では、inos の中身を正式な法律として条文形式で

まとめていく。 
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§inos§ 
 

一、 男性は 18歳に、女性は 16歳にならなければ、inosを申請することができない。 
二、 inos継続中は、重ねて inosを始めることができない。 
三、 inos適用者は法律婚と同様に成年者と同じ扱いを受ける。ただし飲酒・喫煙・選挙 

権などは同じ扱いを受けることが出来ない。 
四、 子の親権は父母両方にある。成年に達しない子は、父母の親権に服する。 
五、 子の出生前に父母が別れた場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、       

父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 
六、 パートナー・子ども、ともに相続を受ける権利がある。 
七、 父の認知がなくても、父子関係は成立するものとする。 
八、 子の氏は、母の氏をとる。ただし、家庭裁判所で父の氏に変更可。 
九、 カップルは、inos申請の際に定めるところに従い、パートナー各々の姓を称する。 
十、 inos開始から 2年以上経過し、且つ納税者に控除対象パートナーがいる場合は、法    

律婚における配偶者控除の金額の半額の控除を受けることができる。 
十一、 inos解消時に財産分割の対象となるのは、住居と家財のみで、それ以外の個人所有 

している全ての資産(預金、有価証券、余暇目的で購入した車など)は、たとえそれが

inos 開始後に取得したものであっても分割の対象外となる。 
十二、 届出は市区町村役場で、受理された日から効力が発生する。              
十三、 inos開始から 2年以上経過したカップルは人工生殖を行うことができる。 
十四、 inosを解消する時に子どもがいた場合、その子どもの親権は原則、母になる。ただ 

し、協議した上で変更することも可能とする。 
十四、 inosはどちらか一方の意向で、解消が可能なものとする。 
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