
DOI:10.30391/ISJ.201903_48(1).0005

－125－

中国における婚姻法制史再検討 *

―特に協議離婚と養育費を中心に―

高橋孝治

（日台政策研究所研究員／立教大学アジア地域研究所特任研究員 

／韓国 ‧壇国大学校日本研究所国外研究諮問委員）

【要約】

中国（中華人民共和国）で家族関係を規律する法律は「婚姻法」

である。婚姻法は、中国共産党が、中国の伝統的な男尊女卑や子の

利益を軽視した封建的婚姻制度を打破するために制定されたとされ

ているが、この論には疑義がある。また、中国法はソビエト連邦を

はじめとする社会主義法を母法としているとされているが、中国の

婚姻法は、社会主義家族法の特徴である裁判離婚しか認めない、養

育費を給与から天引きして強制的に支払わせるといった特徴を具備

していない。本稿は、中国の婚姻法の歴史を再検証することによ

り、上記の点について再考察することを目的とする。本稿の結論と

しては、「中国において封建的婚姻制度を打破したのは中国共産党

政権である」とのこれまでの先行研究の指摘は必ずしも正しくない

と述べ、さらに社会主義家族法の特徴を必ずしも具備しておらず、

婚姻法は中国独自の法制度を形成している部分もあると述べる。

キーワード：中国法、家族法、離婚、中国法制史、養育費問題

* 本稿は、2012 年 3 月に日本放送大学が筆者に「修士（学術）」を授与する根拠と

なった修士学位論文「養育費問題の日中比較」の第 1 章第 1 節を基礎に、後の研

究成果として新たな知見を大幅に加筆したものである。なお、本文内［ ］は直前

の単語の中国語原文（繁体字）を示し初出にのみ付した。

$0895.indd   125 2019/4/16   上午 09:12:05



問題と研究� 第 48 巻 1 号

－126－

一　はじめに

中華人民共和国（以下「中国」という。また、文脈により現在、

中華人民共和国政府が実行支配している領域を「中国」ということ

もある。そして、1949 年 10 月 1 日の中華人民共和国成立宣言以降

を特に強調する場合は、「新中国」という）において、親族関係を

規律する法律は「婚姻法」である。婚姻法は、男尊女卑や子の利益

を軽視した封建的婚姻制度を打破し、男女平等を実行し、婚姻の自

由、一夫一婦、男女同権、女性および子の合法的権益を保護するよ

うな婚姻制度を保障するために制定されたとされている 1。しかし、

二 2 で述べるように、中華民国期には既にある程度封建的家族制度

を打破する判例が見られたり、四で述べるように、中国共産党の幹

部すらも実は封建的家族観から脱却していなかったりする点が見ら

れ、この論には疑義がある。

また、新中国は一般的にソビエト連邦をはじめとする社会主義

国の法制度を母法としていると言われている 2。そして、社会主義

国家における婚姻は、「原則として生涯の結びつき」であるとさ

れ 3、1944 年の法改正以降、ロシアでは裁判離婚しか認められなか

った 4。また、未成年子（以下、単に「子」という）のある夫婦が離

1 楊大文主編『婚姻家庭法（第 4 版）』（北京：中國人民大學出版社、2008 年）、

頁 44。西村幸次郎編『現代中国法講義（第 3 版）』（法律文化社、2008 年）、

155 ページ。陳葦主編『婚姻家庭繼承法學』（北京：中國政法大學出版社、2011
年）、頁 23 など。

2 王文杰『嬗變中之中國大陸法制（第 2 版）』（台北：國立交通大學出版社、2006
年）、頁 92。高見澤磨・鈴木賢『中国にとって法とは何か―統治の道具から市

民の権利へ（叢書中国的問題群 3）』（岩波書店、2010 年）、79 ページ。
3 二神淑子「ソ連における家族構成員の身分的権利」福島正夫編『家族 　政策と法

（5）社会主義国・新興国』（東京大学出版、1976 年）、65 ページ。
4 福島正夫「社会主義の家族法原理と諸政策」福島正夫編『前掲(3)書』、37ページ。
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婚した場合、子は父母のいずれか一方によって養育されるが、父母

による子の扶養義務は変化しないため、子を直接養育しない父また

は母は、子の養育に必要な金銭を子または子を養育する母もしくは

父に支払う必要がある。この金銭が養育費であり、支払われるべき

養育費が実際には支払われない問題を「養育費問題」という。とこ

ろで、「ソ連では 1936 年からこれがきびしくなり、現行法に伝わ

る。未成年の子一人のとき親の賃金（所得）の四分の一、二人のと

き三分の一、三人のとき二分の一が天引きで取り立てられるのだか

ら（基本法第 22 条）、日本のような履行確保の問題は全く生じ」

ず 5、このような制度は、社会主義国家でよく見られるとされてい

る 6。ところが、中国共産党政権による法制度では、これらの手法は

見られない。

本稿は中国婚姻法の制定史の立場から、中国共産党が封建的な男

尊女卑の中国の伝統を打破したという論に異論を呈し、裁判離婚の

みを認める、給与から天引きという方法により養育費問題を生じさ

せないという社会主義家族法の特徴も持っていないということを示

すことを目的とする。これをもって、これまでの中国家族法に対す

る先行研究の指摘を見直すことが本稿の意義である。

二　中華民国期までの家族法と離婚制度の変遷

1　古代中国における離婚制度

中国は非常に長い歴史を持つ。しかし、離婚をはじめとする家族

制度については、古代中国（アヘン戦争終了までの中国を「古代中

国」という）では一貫して同様の制度によっており、一つの説明で

5 福島正夫、前掲 (4)、38 ページ。
6 福島正夫、前掲 (4)、35 ページ。
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よい 7。古代中国では、封権的な男尊女卑の考えを強く受けた家族制

度となっていた。この男尊女卑の思想は「妻は禿か馬鹿でなければ

十分」「めんはめしではない、女は人ではない」「娶った妻、買っ

た馬は、自分（夫）で乗ろうが打とうが勝手」といった格言にも表

れている 8。

特に婚姻については、「家」のために行うことであり、夫婦と

なる当事者とは関係なく、家父長が婚姻を決めることが当然であっ

た 9。また、古代中国において女性は「物」であり 10、売買の客体であ

ったため、妻を迎える際には、夫の家が妻の家に金銭を支払うのが

普通であった（この意味においては、古代中国の婚姻は売買婚であ

った）11。しかし、当然貧しい家では、妻を購入する代金が用意でき

ないため、童養媳（トンヤンシー）、典妻、租妻といった伝統が生

まれた。童養媳とは、これから生まれるであろう息子の嫁にする目

的で、安い値の幼女を買って働かせる女奴隷 12、典妻は妻を質入れ

することで、租妻は妻を賃貸することと言われている 13。

7 金海英「東アジアの協議離婚と国際私法的対応―比較的視点から主に中国法、

韓国法、日本法を中心に」神戸大学博士学位論文（2010 年）、21 ページ。夏雨

「現代中国における離婚―その原因と財産問題」『戸籍時報』524 号（日本加除

出版、2001 年 2 月）、3 ページ。
8 仁井田陞『補訂 中國法制史研究 奴隷農奴法・家族村落法』（東京大學出版會、

1980 年）、546～547 ページ。加藤美穂子『中国家族法の諸問題―現代化への道

程―』（敬文堂、1994 年）、142 ページ。
9 陳明侠（黒木三郎監修、西村幸次郎・塩谷弘康訳）『中国の家族法』（敬文堂、

1991 年）、18 ページ。陳葦主編・前掲 (1)、頁 17。
10 大塚勝美『中国家族法論』（お茶の水書房、1985 年）、111 ページ。仁井田陞、

前掲 (8)、548 ページ。
11 加藤美穂子「中国修正婚姻法の現状と課題」『戸籍時報』特別増刊号・通巻 562 号

（日本加除出版、2003 年 11 月）、9 ページ。仁井田陞、前掲 (8)、548 ページ。
12 仁井田陞、前掲 (8)、548 ページ。
13 仁井田陞、前掲 (8)、548 ページ。
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離婚においても、男尊女卑思想は強かった。唐律以降の法では、

離婚については和離、出妻、義絶の 3 つがあった。このうち、和離

が現在の協議離婚に相当する。しかし、事実上は、夫が妻を家から

追い出すために使われ、妻から離婚は切り出せなかった 14。なお、

出妻は一定の事由があるときの（舅姑に従順でない、男子を生まな

いなど）夫からの一方的な離婚であり 15、義絶は妻が夫を殺害しよ

うとしたときなどに強制的に離婚するものである。

また、夫の父母の意思により夫に離婚を強要するということもあ

ったが、基本的に離婚は、夫の意思によるものであった 16。ところ

で、和離の制度があっても、特に農村では経済的理由により実際に

は妻が離婚されることはなかった 17。妻と離婚する者があるとすれ

ば、それは離婚しても家事に困らず、金があって再婚のめどが立つ

官僚、地主であった 18。

2　清末 ・ 中華民国期の協議離婚

アヘン戦争終了により、中国は法制改革を始め、1910 年 5 月 15

日に大清現行刑律が公布・施行された。大清現行刑律には、婚姻

に関する内容も含んでいたものの 19、封建的な規定を多く残してい

た 20。また、1911 年 9 月 5 日には大清民律草案が完成したが、これ

14 滋賀秀三『中国家族法の原理』（創文社、1967 年）、478～479 ページ。陳葦主

編、前掲 (1)、頁 215～216。
15 この「一定の事由」は「七出三不去」と呼ばれている。
16 滋賀秀三、前掲 (14）、476 ページ。
17 仁井田陞、前掲 (8)、263 ページ。
18 仁井田陞、前掲 (8)、263 ページ。滋賀秀三、前掲註 (14)、480～481 ページ。
19 西北政法學院法制史教研室編『中國近代法制史資料選輯（1840-1949）（第二

輯）』（西安：西北政法學院法制史教研室、1985 年）、頁 60～63。
20 楊大文主編、前掲 (1)、頁 39。
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は施行されることはなかった。そして、1911 年 10 月 10 日に起こ

った武昌蜂起から始まる辛亥革命の結果、1912 年 1 月 1 日に中華

民国が成立した。中華民国のうち北洋政府は、大清現行刑律を援用

し続けた。また、当時の家族関係を規律する「法」は、大清現行刑

律の他に、大理院（最高裁判所に相当する）の法解釈や判例などが

あった 21。

それによれば、「妻は夫と同居の義務があり、夫も婚姻関係の継

続中は妻と同居しなければならず、法律上の同居できない理由があ

る場合を除き、同居を拒むことができない」（民国 7 年上字 1009

号）など、夫に特別の理由がある場合にのみ夫婦の同居義務が免

除されるという、妻は夫の所有物と見れる判例があった 22。離婚に

関しては、「親や親族は、男女の協議離婚について争ってはならな

い」（民国6年上字1261号）23、「妻が自ら夫に背き、他人の妻にも

なり、夫が義絶をすることができる場合は、夫は離別を請求すると

いう方法を取ることもできる」（民国 8 年上字 166 号）と古代中国

を思わせる判例がある 24。その一方で、「夫が妻を殴り、傷を負う

以上の程度であった場合、妻は夫の同意なくして離別を申し出るこ

とができる」（民国 6 年上字 634 号）や、「夫婦の一方が他方に対

し日常的に虐待を加えて同居に耐えられない場合、離別することが

21 楊大文主編、前掲註 (1)、頁 40。
22 大理院編輯處編『大理院判例要旨匯覧（第 1 卷）』（北京：大理院収發所、1919

年）、頁 142（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠秋選編『民國司法史料彙編（第 8
冊）』〔北京：國家圖書館出版社、2011 年〕、頁 172 で確認）。

23 大理院編輯處編、前掲 (22)、頁 144（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠秋選編、

前掲〔22〕、頁 174 で確認）。
24 大理院編輯處編『大理院判例要旨匯覧續編（上卷）』（北京：大理院、1924 年）、

頁 37（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠秋選編『民國司法史料彙編（第 9冊）』〔北

京：國家圖書館出版社、2011 年〕、頁 289 で確認）。
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できる」（民国 5 年上字 1457 号）など、妻からの離婚も認められ

た 25。

そして南京国民政府の時代になり、1930 年 12 月 26 日に中華

民国民法親族編が公布された（1931 年 5 月 5 日施行）。中華民

国民法は第 1049 条～第 1058 条に協議離婚に関する規定を置いて

いたが、社会の実態は古代中国とあまり変わらなかったとされて

いる 26。人口の圧倒的多数をしめる農民は、慣習に支配されていた

のである 27。もっとも、中華民国民法にも封建的規定が存在してい

た。例えば、妻は夫姓を冠すべしとか（第 1000 条）、夫の住所を

妻の住所とすべしといった規定（第 1002 条）である。さらに、中

華民国民法第 982 条は、「結婚は、公開の儀式および 2 人以上の証

人を要する」と規定されており、さらにこの「儀式」は、「慣習上

の儀式であることを要する」（民国 20 年上 452 号）との判例が出

されるなど古代中国の婚姻方法を最高法院も追認していた 28。この

「慣習上の儀式」には実質的売買婚や、典妻、租妻なども含んでい

た 29。

なお、中華民国民法の条文上、協議離婚と裁判離婚が認められ

ていた。協議離婚の方法としては、書面により、2 人以上の証人の

25 大理院編輯處編、前掲 (22)、頁 144（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠秋選編、

前掲〔22〕、頁 174 で確認）。
26 仁井田陞（幼方直吉・福島正夫編）『中国の伝統と革命 1（東洋文庫 250）』（平

凡社、1974 年）、104 ページ。陳明侠・前掲 (9)、125～126 ページ。大塚勝美、

前掲 (10)、245 ページ。
27 幼方直吉・古島琴子「中国の社会主義家族」福島正夫編『前掲書 (3)』、228 ペー

ジ。
28 最高法院判例編輯委員会編『最高法院判例要旨（第 1 輯）』（北京：大東書局、

1946 年）、頁 86（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠秋選編『民國司法史料彙編（第

10 冊）』〔北京：國家圖書館出版社、2011 年〕、頁 132 で確認）。
29 大塚勝美、前掲 (10)、110～113 ページ。
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署名があれば成立し、行政官庁への届出なども必要なかった（第

1050 条）。これは中華民国民法が婚姻の届出制を導入していなか

ったためである。また、離婚後の子の取り扱いは、夫が養育する

が、別段の約定があればそれに従い（第 1051 条）、養育費の規定

は存在しなかった。

三　革命根拠地の家族法と離婚制度の変遷

革命根拠地とは、中華民国期に中国共産党が武力を用いて中華民

国政府に代わって実効支配を行った地域である。革命根拠地では、

中華民国法とは異なる中国共産党による法が施行された。1927 年

からの初期の革命根拠地は中華ソビエト区、1937 年～1945 年の日

中戦争期は辺区、1945 年以降の国境内戦期は解放区と呼ばれる。

1　中華ソビエト区

中国共産党は、一貫して婦人および子の解放を革命の基本目標

としてうち立てていた 30。中国共産党による初めての婚姻に関する

法規は 1931 年 3 月 25 日に公布された「閩西婚姻法」とされてい

る 31。その他にも、影響力が大きなものとして、1931 年 7 月に公布

された「鄂豫皖工農兵第二次代表大会婚姻問題決議案」や 1931 年

10 月の「湘贛ソビエト区婚姻条例 [ 湘贛蘇區婚姻條例 ]」などがあ

った 32。

閩西婚姻法第 7 条（三）では、婦女が強迫により婚姻し、それが

30 駒林麻里子「中国の婚姻法と婦人解放」『東海大学紀要―教養学部』第 5 号（東

海大学出版会、1974 年 6 月）、67 ページ。仁井田陞・前掲註 (8)141 ページ。
31 行政院大陸委員會編著『中共婚姻法與継承法之研究』（台北：行政院大陸委員會、

1993 年）、頁 10。
32 楊木生・寧群『中央蘇區法制建設』（北京：中央文獻出版社、2009 年）、頁 13。
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村レベルの地方政府に相当する郷ソビエトに証明された場合は離婚

できる、同条（七）では夫婦双方の合意により離婚できるとし、第

5 条では離婚後の子は夫の家で養育することを原則とし、婦女に特

別の希望がある場合は例外とするとしていた 33。

また、1931 年 11 月 7 日に江西省瑞金で中華ソビエト共和国 [ 中

華蘇維埃共和國 ] が成立する。そして、同日公布・施行された中華

ソビエト共和国憲法大綱第 11 条は、「中国ソビエト政権は、徹底

的に婦人解放を実行することの保障を目的とする。婚姻の自由を承

認し、各種の婦人保護の方法を実行して、婦人が事実上しだいに家

事の束縛から離脱する物質的基礎をえられるようにし、また全社会

の経済的政治的文化的生活に参加できるようにする」と規定した。

これについては、「ここで注意すべきは、ソ連（ソビエトロシア共

和国等）では憲法上この種の条項が 1936 年まで設けられなかった

のに、中国ではこれに先行して規定をおいたことである」と評価さ

れている 34。

また、1931 年 12 月 1 日に中華ソビエト共和国婚姻条例が、1934

年 4 月 8 日に中華ソビエト共和国婚姻法がそれぞれ公布された（双

方とも公布日同日施行。以下それぞれ「31 年婚姻条例」、「34 年

婚姻法」という）。これらの規定は、婚姻および離婚の自由を認

め、一切の封建的な他者による婚姻の決定や強迫および売買婚、童

養媳を禁止し（31 年婚姻条例第 1 条、第 9 条、34 年婚姻法第 1 条、

第 10 条）、婚姻および離婚は郷ソビエトまたは市ソビエトに登記

33 張希坡編著『革命根拠地法律文献選輯（第二輯・下卷）』（北京：中國人民大學

出版社、2017 年）、頁 934。
34 福島正夫「社会主義の家族法原理と諸政策」福島正夫編『前掲 (3) 書』、30 ペー

ジ。
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せよと規定した（31 年婚姻条例第 8 条、第 10 条、34 年婚姻法第

8 条、第 12 条）。また、子がいて離婚した場合、31 年婚姻条例で

は男が子を養育することを原則とし、男女双方が合意した場合や子

が乳幼児の場合は女が養育することになり（第 11 条、第 12 条）、

34 年婚姻法では女が子を養育することを原則とした（第 16 条）。

さらに、女が子を養育する場合、子が 16 歳になるまで男は子が必

要とする生活費の 3 分の 2 を支払わなければならないとも規定した

（31 年婚姻条例第 14 条、34 年婚姻法第 17 条）。

中華ソビエト共和国では、31 年婚姻条例によって、1932 年の離

婚件数はおびただしい数量にのぼり、しかも、そのうち圧倒的多数

を占めたのは、女の一方的意思による離婚（単意離婚）であったと

言われている 35。この現象の発生は、後に革命根拠地の拡大に伴い

広がっていった 36。

2　辺区

辺区には陝甘寧辺区婚姻条例（1939 年 4 月 4 日公布・施行）、

晋西北婚姻暫行条例（1941 年 4 月 1 日公布・施行）、晋察冀辺区

婚姻条例草案（1941 年 7 月 7 日公布・施行）、晋冀魯豫辺区婚姻

暫行条例（1942 年 1 月 5 日公布・施行）、山東省婚姻暫行条例

（1945 年 3 月 16 日公布・施行）などがあった 37。

これらの規定の内容は基本的に 31 年婚姻条例や 34 年婚姻法と同

35 大塚勝美、前掲 (10)、116 ページ。仁井田陞、前掲 (8)、155 ページ。
36 仁井田陞、前掲 (8)、155 ページ。
37 これら以外の辺区における婚姻に関する法規は韓延龍・常兆儒編『革命根據地法

制文獻選編（下卷）』（北京：中國社會科學出版社、2013 年）、頁 1543～1585
などを参照。
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様である 38。特に、離婚後の子の養育については、子が 5 歳未満の

場合は母が養育し、5 歳以上の場合は子の意見を尊重して父母のど

ちらが養育するかを決定し（陝甘寧辺区婚姻条例第 13 条、晋察冀

辺区婚姻条例草案第 21 条前段）、女が再婚をしておらず、生活維

持ができない場合、男は女が養育している子が 16 歳になるまで生

活費を負担しなければならない（陝甘寧辺区婚姻条例第 14 条、晋

察冀辺区婚姻条例草案第 21 条後段）と規定されていた。また、晋

冀魯豫辺区婚姻暫行条例では、離婚後の子が 4 歳未満の場合は母が

養育し、4 歳以上の場合は父が養育するものの、これと異なる約定

があればそれに従うとしていた（第 21 条前段）。これに続けて女

が子を養育する場合で、女に生活維持能力がない場合、男は女が再

婚するまで女が養育している子に生活費を支払わなければならない

と規定していた（第 21 条後段）。

3　解放区

解放区には修正陝甘寧辺区婚姻条例（1946 年 4 月 23 日公布・施

行）、華北人民政府司法部による婚姻問題に関する回答 [ 華北人民

政府司法部關於婚姻問題的解答 ]（1949 年 4 月 13 日公布・施行）、

修正山東省婚姻暫行条例（1949 年 7 月 19 日公布・施行）、遼北省

婚姻問題の処理に関する暫定手続法 [ 遼北省關於婚姻問題暫行處理

弁法]（管見の限り公布日および施行日確認できず）などがあった。

これらの規定も 31 年婚姻条例や 34 年婚姻法と基本的には同様で

ある。そして、離婚後の子の養育については特に修正山東省婚姻暫

38 福島正夫・宮坂宏「中華ソビエトおよび辺区時期の婚姻法の特質」『現代アジアの

革命と法（仁井田陞博士追悼論文集〔第 2 巻〕）』（勁草書房、1966 年）、335
ページ。
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行条例は、子が 6 歳未満の場合は母が養育し、6 歳以上の場合は父

が養育することとし、これと異なる約定がある場合はそれに従うと

していた（第 15 条）。そして、子を男女のどちらかが養育する場

合に、その男女に生活維持能力がない場合、他方は子の生活費を支

払わなければならないとしていた（第 16 条）。これに対し、遼北

省婚姻問題の処理に関する暫定手続法第 11 条は、子が 5 歳未満の

場合は父母の協議によって養育する者を決定し、子が 5 歳以上の場

合は子の意思に判断させ、女が養育が困難な場合、男は子の生活費

を負担しなければならないと規定していた。

三　中華人民共和国

解放区は広がり続け、1949 年 10 月 1 日に新中国が成立した。新

中国の離婚制度は、1950 年 4 月 30 日に公布された婚姻法（同年 5

月 1 日施行、以下「50 年婚姻法」という）を根拠にする。その後、

1980 年 9 月 10 日に新しい婚姻法が公布され（1981 年 1 月 1 日施行。

以下「80 年婚姻法」という）、同時に 50 年婚姻法が廃止され、さ

らに 2001 年 4 月 28 日に 80 年婚姻法が改正され現在に至る（同日

施行。以下「01 年婚姻法」という）。

1　50 年婚姻法

50 年婚姻法は、土地法、労働組合法 [ 工會法 ] とともに 1954 年

9 月 20 日に公布・施行される憲法に先駆けて制定された。毛沢東

は「婚姻法はすべての男女の利害に関係があり、その普遍性は正

に憲法に次ぐ国家の根本的大法の一つである」と考えていたとい
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う 39。そして、50 年婚姻法は、革命根拠地の立法伝統とその施行経

験を踏まえて制定されている 40。

50 年婚姻法には、双方の自発的意思による協議離婚と、一方が

請求する裁判離婚が規定し、区人民政府は、確かに双方の自由な意

思によること、また子と財産問題について適切な処理がなされてい

ることが調査により明白な場合には、離婚を認めなければならない

とした（第 17 条）。これにより、「全体からみれば微々たる数と

はいえ、抑圧的な結婚に苦しんでいた女性が離婚申請へと殺到」し

たという 41。しかし、「『家を出たノラ』は経済上の損失をともなう

離婚になおも同意しない夫や大衆の迫害とあい変らず闘わねばなら

ず、数十万人もの女性が命を失った」と言われている 42。

また、離婚後も父母はその生んだ子に対してなお扶養と教育の

責任があることを明文で規定した（第 20 条第 2 項）。なお、離婚

後の子については授乳期間中の子は授乳する母に従うことを原則と

し、授乳期間を過ぎた子については父母双方がいずれも扶養を希望

して紛争を生じ協議が成立しない場合には、人民法院が子の利益に

もとづいて判決をする（第 20 条第 3 項）。さらに、50 年婚姻法第

20 条第 2 項をもって直接子を監護しない親が養育費を支払う根拠

になるが、第 21 条第 1 項に以下のような別の規定を置いて養育費

支払いについて強く述べている。「離婚後、女が扶養する子に対し

39 王玉明主編『毛澤東法律思想庫』（北京：中國政法大學出版社、1993 年）、頁

437。日本語では、加藤美穂子『詳解 中国婚姻・離婚法』（日本加除出版、2002
年）、3 ページ。

40 福島正夫・宮坂宏、前掲 (38)、323 ページ。
41 松丸道雄・斯波義信ほか編『中国史（5）清末～現在（世界歴史体系）』（山川出

版社、2002 年）、531 ページ。
42 松丸道雄・斯波義信ほか編、前掲 (41)、531 ページ。
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て、男は必要な生活費と教育費の全部または一部を負担しなければ

ならない。その負担する費用の多少および負担期間の長短について

は双方が協議する。協議が成立しない場合には、人民法院の判決に

よるものとする。費用支払の方法は、現金または実物で支払うか、

あるいは子に分配された土地を耕作するなどである」。さらに、第

22 条は「女が再婚したのち、女が前に生んだ子の生活費と教育費

の全部または一部を、新夫が負担することを望む場合には、その子

について、実父の負担は適宜に減額または免除することができる」

と規定した。また、第 26 条は「本法に違反するものは、法によっ

て制裁する」とも規定したものの、婚姻の問題は説得・教育による

解決が中心とされ、刑罰は従たるものとされていたとの指摘もあ

る 43。

さらに、「婚姻の自由に干渉することによって、干渉されたもの

が死亡し、または傷害をうけたばあいは、干渉者はすべて刑事上の

責任を負わなければならない」（第 26 条第 2 項）、「嬰児殺しま

たはその他これに類する犯罪行為は、厳重に禁止する」（第 13 条

第 3 項）のように、中国伝統の悪しき風習、家父長による婚姻意思

や嬰児殺害などについては、厳しく取り締まられた。

さらに、「社会主義婚姻制度の徹底のためには、なお多くの過程

を必要とした。なぜならば、解放区以来、家族政策は適法性理論に

より法を強行することなく、あくまで、民衆の思想改革を中心とす

る説得・教育により、法の貫徹する方針をとっているからである」

と言われている 44。そのため、婚姻法を浸透させるために、婚姻法

貫徹運動が展開されていく（三 2 で詳しく述べる）。

43 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、233 ページ。
44 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、234 ページ。
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2　プロレタリア文化大革命などによる家族観の変化

50 年婚姻法は施行されたが、人々の婚姻観・女性観は容易に変

わるものではない。50 年婚姻法が 80 年婚姻法に変わるまでの間に

は、婚姻法貫徹運動、大躍進運動、プロレタリア文化大革命（以下

「文革」という）などの大きな社会変動が起きた。これらの社会変

動の中で、家族観は大きく変わった。ここでは、この家族観の変化

について見ていきたい。

（1） 婚姻法貫徹運動期

中国共産党は、旧社会の婚姻観を打破するために、50 年婚姻法

の内容を周知させるためのキャンペーンを行った。これが婚姻法

貫徹運動である 45。50 年婚姻法公布・施行の前日である 1950 年 4 月

30 日に中国共産党中央委員会は、「婚姻法の執行を保障すること

に関する全党への通知書 [ 關於保證執行婚姻法給全黨的通知 ]」を

発した。これによって、各級党委員会が全党員を動員組織して、多

くの大衆に対し婚姻法の宣伝教育工作を行うよう呼びかけた。

まず、1952 年 12 月より 1953 年 2 月まで 1,276 か所で、主とし

て農村で婚姻法貫徹の重点的試験工作を行った。また各級婚姻法貫

徹運動委員会は 1953 年 1、2 月の間に、全国の各農村、工場、鉱

山、街道において 2,726 の典型的試験を行い、347 万余の基礎幹部

および大量の宣伝員ならびに大衆中の積極分子を訓練し、婚姻法

宣伝要綱を発布し、各種方式を利用し宣伝を展開した 46。そして、

1953 年 3 月、全国的に「婚姻法貫徹月間」が実行され、2,000 万

45 大塚勝美、前掲 (10)、133～141 ページ。
46 黒田三郎『婚姻法の近代化―アジアの現代家族法― 』（頸草書房、1966

年）、255 ページ。
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部以上の宣伝用印刷物が発行された。これらは大衆への啓蒙、宣伝

教育を目的とするので、あらゆる通俗的な読物や漫画、連環画、幻

燈、歌曲、展覧会などを通じて行われた。その中で、古い婚姻制度

がいかに若い男女に苦痛を与えたかを説明し、50 年婚姻法が幸福

をもたらし、生産への積極性となって反映することを理解させ 47、

婚姻法宣伝員は徹底的な婚姻法普及に努めた。しかし、その宣伝方

法は決して強制的に上からの押しつけではなく、子守をしたり、

農業を手伝ったりしながら大衆と親しくなり、信頼を得ながら行っ

た 48。具体的には、湖南省永州市江永県では 1953 年 2 月には 337 人

の婚姻法宣伝員を動員し、3 月には県の人民法院が婦人問題に関す

る公開裁判や座談会を行い 49、内モンゴル自治区赤峰市でも、公開

裁判、ラジオ放送、壁新聞、勉強会などの方法を用いていた 50。ま

た、上海市金山県（現：金山区）では、人民法院が 50 年婚姻法に

関する大型の展覧会を開催し、約 5 万人の参観があったとされてい

る 51。

これら婚姻法貫徹運動の効果については、華北地域について具体

的に以下のような報告がなされている 52。封建的な婚姻制度は日ご

とに数を減らし、売買婚や早婚は違法と認識されるようになった。

47 黒田三郎、同上、255 ページ。
48 黒田三郎、同上、256 ページ。
49 江永縣志編纂委員會編『江永縣志』（北京：方志出版社、1995 年）、頁 516。
50 赤峰市地方志編纂委員會編『赤峰市志（下）』（呼和浩特：内蒙古人民出版社、

1996 年）、頁 2359。
51 上海市金山縣縣志編纂委員會編『金山縣志』（上海：上海人民出版社、1990

年）、頁 698。
52 「華北區貫徹婚姻法的狀況」新華通訊社編『内部參考（第 281 號・1952 年 12 月 23

日）』（筆者は、『内部參考（1952.247-287）』頁 332～333〔香港中文大學現代

中國研究服務中心所蔵：請求記号：j-15.3 10〕で確認）。
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しかし、依然として婚姻法貫徹運動の効果は、不均衡であった 53。

華北地方でも婚姻法貫徹運動が高い効果を上げ、域内の 88％の婚

姻が自由恋愛に基づいた地域や、売買婚や早婚が根絶しきれず、

半自由婚（父母が婚姻相手を決め、本人がそれを了承するという

方式）が多数を占めた地域（このような地域が多数であったとい

う）、山中の僻地で婚姻法貫徹運動の効果がほとんど見られない地

域の 3 種があったとされる 54。

このように、中国全土に婚姻法の徹底は図れていなかったが、婚

姻法貫徹運動によって自らの意思を全く無視され、望まない結婚を

強要されていた女性たちが、多数、離婚訴訟を提起したとも言われ

ている 55。例えば、50 年婚姻法施行後も、南京市などでは一夫三妻

や童養媳、売買婚などが見られたが、妻からの婚姻に関する人民法

院への提訴は、50 年婚姻法公布前の倍になった 56。

（2） 大躍進運動期

1958 年から 1960 年にかけて大躍進運動の時代となる。大躍進運

動とは、おおいに意気込み、つねに高い目標をめざし、多く、速

く、立派に、無駄なく社会主義を建設するという、農工業の大増産

政策である。大躍進運動により、人民公社が発展し、公共食堂が設

53 大塚勝美、前掲 (10)、138～139 ページも同様に述べる。
54 駒林麻里子、前掲 (30)、77 ページも、ある統計によれば、婚姻の自由、男女平等

の考えがかなり普及した地域は 15％、大部分の人には普及したがまだ旧い考えの

人がいる地域は 60％、誤解の存在する地域は 25％と述べている。
55 鈴木賢「中国家族法の概要と家族の現況」『家庭裁判所月報』47 巻 11 号（最高裁

判所事務総局、1995 年 11 月）、1 ページ。
56 「南京、西安婚姻法執行狀況」『内部參考（第 217 號・1951 年 1 月 27 日）』（筆

者は、『内部參考（1951.121-244）』頁 76〔香港中文大學現代中國研究服務中心

所蔵：請求記号：j-15.3 5〕で確認）。
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立され、家事労働なども社会化された。これにより、婦人の生産労

働への参加が起こり、家父長権は弱化し、家族の民主化が一層進行

したと言われる 57。しかし、大躍進運動が失敗すると、今度は調整

政策を背景に「女は家庭に帰れ」とも言われた 58。

（3） プロレタリア文化大革命期

封建的婚姻制度の打破が決定的となったのは、文革によると言わ

れている。文革とは 1966 年より始まった社会主義思想を徹底する

社会運動と言われるが、実態は毛沢東が復権のために市民を動員し

た社会的混乱である。しかし、文革には家族観の改革を推し進める

という面もあった。例えば、文革により都市、農村ともさまざまな

形態で、婦人の生産参加が激増した 59。1958 年の大躍進運動から都

市の労働者家族の専業主婦がその居住地区で小規模な生産を始める

ようになったが、これが本格化したのは文革からであった 60。文革

時に掲げられた「女性は天の半分を支える」というスローガンは中

国において男女同権を表すものである。他にも、「男子のできるこ

とは女子もできる。女子のできることは男子もできる」というスロ

ーガンが文革後普及し、男子も家事をするようになった 61。また、

文革を機に「売買婚をはじめ旧い生活習慣に対する批判も深く進め

られ、改善されていった」62、「中国の社会主義家族の形成は、革命

の経過にともなって発展してきているが、文革においては、特に意

57 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、236 ページ。
58 松丸道雄・斯波義信ほか編、前掲 (41)、532 ページ。
59 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、237 ページ。
60 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、237 ページ。
61 福島正夫、前掲 (34)、42 ページ。
62 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、242 ページ。
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識面の変革が顕著にみられる」と言われる 63。

3　80 年婚姻法

1976 年に文革は終了した。文革の混乱によって、法制度などは

破壊されたが、この回復の一環として 1980 年 9 月 10 日に 80 年婚

姻法が公布された（1981 年 1 月 1 日施行）。80 年婚姻法は、計画

出産の目的の導入と社会主義家族制度の再建を目的とした。

1978 年 3 月 5 日に公布・施行された新中国 3 代目の憲法の第 53

条第 3 項に「国家は、計画出産を提唱し、これを推進する」という

条文が規定された（同様の条文は 1982 年 12 月 4 日に公布・施行

された新中国 4 代目の憲法第 25 条にも規定されている）。これに

対応して、80 年婚姻法第 12 条は「計画出産を実行する」と規定し

た。

また、80 年婚姻法でも協議離婚が認められており（第 24 条）、

離婚後の父母の子の扶養と教育の義務についても規定し（第 29 条

第 2 項）、さらに養育費については以下のように規定した。「離婚

後、一方が子を扶養する場合、もう一方は必要な生活費および教育

費の一部または全部を負担しなければならない。その負担する費用

の多少および負担期間の長短については双方で協議する。協議が

成立しない場合には、人民法院の判決によるものとする」（第 30

条）。50 年婚姻法とは異なり、条文の文言上、男が子を扶養する

場合であっても、女も養育費を負担しなければならないこととなっ

た。この点に 50 年婚姻法との差異はあるものの、基本的に離婚の

規定や養育費については 50 年婚姻法と変わらない。

ところで、文革を経験してもなお、1980 年代にも「まだまだ旧

63 幼方直吉・古島琴子、前掲 (27)、238 ページ。
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来の宗法観念による男尊女卑家族観が根強く残存している」とも言

われている 64。

4　社会主義市場経済制度導入

1992 年の鄧小平の南巡講話により、社会主義市場経済の考えが

出された。そして、1993 年 3 月 29 日の憲法改正で「計画経済」と

いう言葉が全て削除され、中国法は市場メカニズムを前提とする

法へ傾倒し、社会主義法モデルからの脱却が進んだ 65。特に 1995年

WTO（世界貿易機構）成立により、加入のための法整備が進んだ。

これにより、再び家族観にも変化が起こる。市場メカニズムの導

入により、男女の学歴・職務・収入などの格差が大きく生じ、リス

トラの対象となったのは子育て中や中年の女性労働者であった。ま

た、就職難に陥ったのは主に女子学生であり、農村では働き手のな

い女手だけの家庭は、貧困状態から抜け出ることができないままに

放置された 66。

このように、市場経済制度の導入で、学歴、収入などに関する実

質的な男女平等は失われていった。このことは、「数千年に亘ると

いわれる長い伝統的な家父長制的家族観・封建思想が、人々の意識

から払拭されない内に、資本主義的拝金・金権・物質至上主義思想

が重畳し、社会・経済・文化・身体的弱者の権益を侵害し出した」

と言われる 67。また、このような賃金格差を背景に、専業主婦も増

64 加藤美穂子、前掲 (8)、71 ページ。
65 髙見澤磨・鈴木賢、前掲 (2)、39 ページ、104～110 ページ。
66 前山加奈子「法と中国女性―『婚姻法』改正と社会変動をみる」『季刊中国』64

号（季刊中国刊行委員会、2001 年 3 月）、11 ページ。
67 加藤美穂子、前掲 (8)、ⅱページ。

$0895.indd   144 2019/4/16   上午 09:12:06



2019 年 1.2.3 月号� 中国における婚姻法制史再検討

－145－

えていった 68。

これまでは国家の政策の保護の下、都市女性を中心とする女性の

就業が推進されており、結婚の経済的保護機能は弱かったが、社会

主義市場経済の導入に伴い、市場の競争原理下、賃金の男女格差の

拡大や女性の就業難などの情況が生じており、離婚女性に対する経

済的保護の強化が必要となった 69。しかし、この時期、市場経済制

度に適合するように、多くの法律が改正されたにも関わらず、この

時に婚姻法は改正されなかった。1994 年 2 月 1 日に婚姻登記管理

条例が改正されたにすぎない（同日施行。2003 年 10 月 1 日失効）。

5　01 年婚姻法

2001 年 4 月 28 日に 80 年婚姻法は改正され、01 年婚姻法とな

り現在に至る（同日施行）。01 年婚姻法も協議離婚を認め（第 31

条）、離婚後の父母の子の扶養と教育の義務についても規定し（第

36 条）、さらに養育費についても第 37 条第 2 項で 80 年婚姻法第

29 条第 2 項と同じ条文で規定された。この意味では、協議離婚と

養育費に関しては、50 年婚姻法で基本事項は完成し、それ以降大

きな改正がなされていないとも言える。

ところで、01 年婚姻法の時代には、市場経済導入により、中国

の特に都市部では核家族率が高くなっていると言われる 70。

68 鈴木未来「改革開放以降の中国における家族問題」『立命館産業社会論集』35 巻 2
号（立命館大学産業社会学会、1999 年 9 月）、85 ページ。

69 何燕侠「中国における離婚法と女性―女性の特別保護を中心に」『アジア女性研

究』11号（財団法人アジア女性交流・研究フォーラム、2002年3月）、80ページ。
70 石原邦雄編『現代中国家族の変容と適応戦略』（ナカニシヤ出版、2004 年）32～

34 ページ。
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四　終わりに

本稿では、中国における家族法の変遷を、特に封建的婚姻観お

よび協議離婚、離婚後の子の養育費に着目して見てきた。そこから

明らかになったのは、中華民国期の北洋政府の判例でも、虐待など

があった場合には妻からの離婚が認められていたし、南京国民政府

においても「婚姻に関する紛争は、両当事者の意思を尊重し、結婚

や離婚は両当事者の意思を尊重した上で自由を原則とし、当事者

の一方のみの意思で離合するものではない」（民国 19 年上字 1764

號）71、「婚姻の自由に関しては、両当事者の意思を尊重しなければ

ならず、第三者の干渉は許されない」（民国 17 年上字 729 號）72 と

いった判例が出ている。養育費問題に関しても、「夫婦の離婚時に

は子の監護方法もしくは特別の事情がある場合を除き、父の監護責

任について協議しなければならない」（民国 18 年上字 1191 號）と

いう判例もある 73。無論、中華民国期の南京国民政府においては、

二 2 で述べたように、売買婚を肯定する判例を出したこともあり、

封建的な婚姻を一部肯定していた。しかし、封建的婚姻を一部にお

いては打破し、養育費問題についても解決しようとしていたことが

うかがえる 74。

71 最高法院判例編輯委員會編、前掲 (28)、頁 88（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠

秋選編、前掲〔28〕、頁 134 で確認）。
72 最高法院判例編輯委員會編、前掲 (28)、頁 89（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠

秋選編、前掲〔28〕、頁 135 で確認）。
73 最高法院判例編輯委員會編、前掲 (28)、頁 89（筆者は復刻版である殷夢霞・鄧詠

秋選編、前掲〔28〕、頁 135 で確認）。
74 高橋孝治「社会変動の中の家族法改正―日中台比較の中の日本家族法」『日本研

究』30 号（ソウル：高麗大学校글로벌일본연구원、2018 年 8 月）、219 ページも、

初期の中華民国民法には伝統と男女平等が結合している部分があると指摘してい

る。
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また、50 年婚姻法施行後、婚姻法貫徹運動の開始前であるが、

中国共産党の幹部すらも封建的婚姻観から脱却ができていなかっ

た。例えば、中国の西北地方では新中国成立後 2 年間で、婚姻の

95％が父母が決定する婚姻、売買婚でそのうちの 60％が妻が法定

婚姻年齢に達していなかったとされており、童養媳なども横行して

おり、特に当地の行政機関の幹部の子らも 10～13 歳で結婚してい

た 75。つまり、中国共産党の幹部の一部は必ずしも封建的婚姻制度

を打破していたわけではない。そして、三 2（2）および 3 で述べ

たように、大躍進運動が終了すると「女は家庭に帰れ」と言われた

り、1980 年代にも男尊女卑家族観が根強く残存した状況などがみ

られる。つまり、中国共産党政権が中国の封建的婚姻制度を打破し

たわけではなく、時代と共に徐々に変化してきたと言えるだろう。

もちろん、婚姻法貫徹運動など政府がより積極的に封建的婚姻制度

の打破を掲げた時期もあったが、それにより必ずしも打破されたわ

けではないということである。むしろ、婚姻法貫徹運動、大躍進運

動、文革と形式的に社会主義思想を強く標榜するときに社会主義家

族観の現れである男女平等が強く打ち出され、市民がそれに従わさ

れていたに過ぎないと言えそうである 76。ここから、先行研究が一

貫して主張している「中国において封建的婚姻制度を打破したのは

中国共産党政権である」との論や、「家族法は、中国法のなかでは

建国初期から立法が整備され、法実務が機能していた例外的な法領

75 「西北各地執行婚姻法中的問題」『内部參考（第 186 號・1951 年 10 月 12 日）』（筆

者は、『内部參考（1951.121-244）』頁 26～27〔香港中文大學現代中國研究服務

中心所蔵：請求記号：j-15.3 5〕で確認）。
76 高橋孝治「女性差別問題に見る中国の選択性執法」『21 世紀東アジア社会学』9 号

（日中社会学会、2018 年 3 月）、163 ページも同様に述べる。
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域である」との指摘も必ずしも正しいものとは言えない 77。

また、中国共産党政権の法律では閩西婚姻法第 7 条（七）から

01 年婚姻法まで一貫して協議離婚が認められており、養育費も給

与から天引きして強制的に支払わせるといった規制が見られない。

つまり、少なくともこの点では、社会主義家族法の特徴を具備し

ていないことになる。そのため、中国共産党による法制度を一律に

「社会主義法」であると考えてはならず、中国独自の法制度を形成

している部分もあると言えよう。

（寄稿：2018 年 11 月 10 日、採用：2019 年 2 月 19 日）

77 高見澤磨・鈴木賢ほか『現代中国法入門（第 7 版）』（有斐閣、2016 年）、214
ページ。
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重新檢視中國婚姻法制史

—以協議離婚與撫養費為中心—

高橋孝治

（日臺政策研究所研究員／立教大學亞洲地域研究所特任研究員 

／韓國‧壇國大學校日本研究所國外研究諮問委員）

【摘要】

在中國（中華人民共和國）規範親屬關係的法律為“婚姻法”。

至今為止，婚姻法多被認為是中國共產黨基於打破傳統如男尊女卑、

忽視子女利益等封建婚姻制度所制定之。然而本文對此見解提出疑

義。除此之外，一般認為中國法是以蘇維埃聯邦為首的社會主義法為

母法；但是中國婚姻法沒有社會主義法的特色（例如，無裁判離婚以

外的離婚方式、從薪資所得中自動扣除養育費款項等的社會主義親屬

法特徵）。本文的目的是，藉由重新檢視中國婚姻法的歷史，從而探

討上述幾項內容。結論闡述，過去的研究認為“在中國，打破封建婚

姻觀的是中國共產黨政權”之觀點並非絕對正確；再者，中國的婚姻

法並不全然具備社會主義親屬法的特色，且存在中國所獨有形塑法律

制度的部分。

關鍵字：中國法、親屬法、離婚、中國法制史、養育費問題
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The Re-Examination of Chinese Marriage Law 
History: Discussion Focusing on Topics of  Divorce 

Agreement and Child Support Expenses

Koji Takahashi
Fellows, Institute for Japanese and Taiwanese Policies/ Project Fellows, 

Centre for Asian Area Studies, Rikkyo University/ Foreign Advisory Board, 
Institute of Japanese Studies, Dankook University, Korea

【Abstract】

Marriage law determines domestic relations in the People’s 
Republic of China. Until now, marriage law is established by the 
Chinese communist party to break its patriarchic traditions laid out by 
the feudal marriage system, which neglected the children’s right. This 
paper aims to address the conundrum as mentioned. Additionally, it is 
generally recognized that the modern Chinese law uses Soviet Union’s 
socialist law as their enabling statute. However, Chinese marriage 
law lacks the characteristics of Soviet law (for example, qualities of 
the socialist family law such as the only way to get a divorce is with 
a divorce judgment and child support fees are automatically deducted 
from the legal guardian’s salaries). The objective of this paper is to re-
examine Marriage Law’s history in China by exploring the nuances 
listed above. In conclusion, the previous research deemed that it was 
the ‘Chinese communist party who broke the feudal marriage system 
in China’ though it is not entirely correct. Furthermore, China’s 
Marriage law consists of the unique Chinese approach on the legal 
system, which does not possess the traits of Socialist Law.

Keywords:  Chinese law, Family Law, Divorce, Chinese law history, 

Child support expenses problems
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