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子どもの自己決定と憲法（３）
── 米・台・日における子どもの
人権・権利論の分析・比較 ──

宋　　　峻　杰

論　　　説
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第二項　台湾の家族法における「家
チアー

」制度
　台湾で施行されている『中華民国民法』の「親族・相続」両編1の制
定を巡る歴史は、中国の初の憲法典の制定に着手しようとする時期と同
じく清朝政府の末期までに遡れる2。すなわち、同民法の前身とされ、欧

1 林秀雄「台湾の家族法」黒木三郎監修『世界の家族法』（敬文堂・1991年）235頁。
2 宮澤俊義・田中二郎『中華民國憲法草案』（中華民國法制研究会・1935年）１頁。
劉得寛「中華民国（台湾）の民法親属（族）相続編の改正について」『法学　
第五十巻第五号』（東北大学法学会・1987年）222頁。陳棋炎・黃宗樂・郭振恭

『民法親屬新論 修訂七版』（三民書局・2008年）36頁。

　第三節　社会的身分と子ども
　第四節　医療行為・家庭内暴力と子ども
　第五節　小括
第四章　第Ⅰ部の考察を経て
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第五章　アメリカ合衆国
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　第四節　教育をめぐる連邦政府の働き
　第五節　小括
第六章　台湾
　第一節　教育に関する法的枠組み
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　第三節　教育制度における子どもと親の位置づけ
　第四節　教育行政と子ども
　第五節　小括
第七章　日本
　第一節　教育に関する法的構図の再編
　第二節　子どもの自己決定を支える憲法・教育法的論点
　第三節　小括
第八章　第Ⅱ部の考察を経て
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米の民法典を礎にした家族制度の枠組みを定める『民律草案』はこの時
期に提出された3。ただ、一九一一年に中華民国という新政権の誕生に伴
い、同草案も制定法として実施されることがなかった4。後に、立法院（「国
会」に相当）の法制委員会内に民法起草委員会が組成され、中央執行委
員会政治会議の立法原則に則って、三〇年に民法の「親族・相続」両編
を制定し、三一年に発効・施行するに至った5。
　かくして、以下では欧米法からの影響を一定の程度まで受けられてい
るように見える中華民国の家族法と当時中国の「家

チアー

」制度との折衝を解
明しながら、台湾における家族像へ接近することを試みる。

　第一目　『民律草案』による改革
　前記のように『民律草案』は正式に施行されなかったが、「〔…〕新し
き民法典の未だ發布せられざる（までに）、支那の各級審判廰が、裁判
上に採用する條理の根據とするところは、概ね同草案に在るのである」6

と言われている7。
　そして、同草案は、当時中国の家族制度に次のような変革を与えた。
まずは、家長権の空洞化である。例えば、家族に対する懲戒権や婚姻及
び分家に関する同意権は全て家長から父親に移した8との変化が見られ
ている。次は古来の律令によって禁じられた家族の私有財産を持つこと
を撤廃し、財産関係において個人主義や別産主義が取られ、家産制度を
崩壊させた変革9である。そして、妻にも殆ど夫と同様に平等なる離婚

3 南満州鐡道株式会社庶務部調査課『支那における家族制度』（1928年）71頁。
4 林・前掲論文注（１）235頁。
5 林・前掲論文注（１）235頁。陳・前掲論文注（２）36 ～ 37頁。なお、この
民法の規定の中身はドイツ、スイスや日本の立法例を参照して定められたもの
であり、台湾の状況を主眼において制定されることではないとの指摘がある。
施慧玲『家庭、法律、福利國家─現代親屬身分法論文集』（元照出版・2001年）
６頁。
6 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）71頁。
7 林・前掲論文注（１）235頁。
8 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）72 ～ 73頁。
9 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）73 ～ 74頁。
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請求権が与えられる故、同草案は女性の地位の向上という改革の封切と
なった。続いては婚姻の当事者主義の採用10である。これを以て、「〔…〕
家族制度の根幹としての親子關係の重視を見限って、夫婦關係を重要視
するに傾いたものと謂はざるを得ない」と認識され、「〔…〕大家族制度
を否定して、近代的な小家族制度に、轉移すること」11をも意味すると
言われる。最後は、「〔…〕支那家族制度の古き傳統に對する一大反逆で
あり、それをして近代的の小家族の形式へ推移せしめとする劃期的飛躍
と觀るべきものである」12と評される分家への容認である。
　かような中国の家族制度に大いなる変革をもたらした同草案の精神を
受け継いだ民法が台湾に継受された結果、台湾の家族制度にもインパク
トが及ぶこととなったのである。

　第二目　一九八五年の家族法改正から現在まで
　中国国民党の政権が台湾に移転してきた後、社会全体の発展に伴い、
家族法の規定内容について、「〔…〕社会の実際需要とかなりのギャップ
が存在している」といった問題も次第に意識され、一九七四年から当時
政府の司法行政部の主導によって、家族法の改正作業が始まり、八五年
に改正民法「親族・相続」二編が公布・施行された13。
　後に、中国国民党政権の「党国体制」の崩壊に従い14、社会における
台湾ナショナリズム15の台頭からの影響も受け、立法院の内部には従来
の中国国民党政権によって敷かれた法体制に対し、再検討や改正を模索
する動きがより活発となっていた。

　一、司法行政部による一回目の改正

10 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）74頁。
11 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）75頁。
12 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）75 ～ 76頁。
13 劉・前掲論文注（２）222頁。
14 伊藤潔『台湾』（中央新書・2005年）227頁。丸川哲史『台湾ナショナリズム
　東アジア近代のアポリア』（講談社・2010年）152 ～ 153頁。
15 本多周爾『台湾─メディア・政治・アイデンティティ』（春風社・2010年）
98 ～ 118頁。
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　一九八五年に行われた家族法改正16の趣旨は、「〔…〕１固有の倫理観
念の維持、２男女平等の原則の貫徹、３夫婦財産制の合理化、４未成年
者、（婚外子）および養子の権益の保護」17にある。
　まずは「固有の倫理観念の維持」に関し、子どもの氏は原則として父
の氏に従うと定められた旧民法一〇五九条の問題が取り上げられてい
た18。司法行政部による改正案では、「〔…〕『子は父の氏に従う。贅夫の
子は母の氏に従う。ただし、別に両親間の約定があれば、その約定に従
う。』というようになっていた」が、立法院では「〔…〕両親の協議で子
の氏を約定することは、わが祖先の伝統的家族制度を破壊し、かつ、わ
が民族の未来を混乱、萎縮させる虞れがある」というような意見が目立っ
て、最終的には、「〔…〕『子は父の氏に従う。ただし母に兄弟がない場
合は、その子を母の氏に従わしめるとの約定があれば、その約定に従う。』

〔…〕」19という文言に落ち着くことになった。その外、近親婚に対する
制限20や、「孝道」という伝統的価値観を法文化した民法一〇八四条も
制定された。これを以て、「固有の倫理観念の維持」という目標が一定
の程度までここで達成されたと言えよう。
　次は「男女平等の原則の貫徹」と「夫婦財産制の合理化」についてで
あるが、後者の改正は前者の理念を最も反映したという評価がある21。
そして、夫婦の一方が亡くなり、再婚した場合による姻族関係の変動や、
妻が夫の尊属を虐待する場合、夫による一方的な離婚請求を直ちに認め
られてきた離婚原因も男女平等の原則に基づき、改正が行われた22。し
かし、前記の子どもの氏問題を巡る改正に対し、「〔…〕男女平等の原則
に反し、違憲である」との指摘がある。また、子どもの監護について父
性主義を擁護する旧民法一〇五一条や第一〇五五条もここで改正されな

16 劉・前掲論文注（２）222 ～ 223頁。
17 黄宗楽「台湾における親族法の改正について（１）」『戸籍時報　No.331』（日
本加除出版・1985年）21頁。劉・前掲論文注（２）256頁。
18 劉・前掲論文注（２）241頁。
19 劉・前掲論文注（２）242頁。
20 劉・前掲論文注（２）227頁。
21 劉・前掲論文注（２）233 ～ 238頁。
22 劉・前掲論文注（２）224頁。黄・前掲論文注（17）26 ～ 27頁。
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かった23ため、「男女平等の原則」が徹底的に実現されなかったとの評
価もできよう24。
　四つ目の趣旨として、「子の利益」の原則の再確認が挙げられる25。そ
の中、「子の利益」の原則に従い、養子に対する法的保護を与えたこと
が最も重要な成果だと言えよう。台湾の旧慣では、養子縁組を「射利ノ
目的ヲ以テ為スモノ」26だとされ27、かような事情に対応するように、今
回の改正では養子縁組を結ぶことができる親族の範囲を明確にする第一
〇七三条の一の規定を新設する他、当該縁組の成立か否かに関し、裁判
所による審査の仕組みを定める約一〇カ条の新しい規定も設けられ
た28。かくして、今回の改正を通じ、特定される社会的身分を持つ子ど
もの権益の保護が図られた29と思われる。
　この度の改正を概観してみると、『民律草案』が制定されて以来、中
国本土における家族制度の洋化に対し、漢民族の伝統30を守らなければ

23 この２つの条文について、「〔…〕子の監護は原則として夫が当たるとする
規定は、〔…〕子の利益と必要をも無視しているというべきである」という指
摘があった。林・前掲論文注（１）241頁。黄宗楽「台湾における親族法の改
正について（２）」『戸籍時報　No.332』（日本加除出版・1985年）19頁。
24 劉・前掲論文注（２）233 ～ 238頁。黄・前掲論文注（17）24 ～ 26頁。中野
正俊・黄子能「資料　中華民国民法（六）」『亜細亜法学　第29巻第２号』（1994
年）239 ～ 240頁。
25 黄・前掲論文注（17）28頁。
26 黄・前掲論文注（17）31頁。臨時臺灣舊慣調査會『臨時臺灣舊慣調査會第一
部調査第三回報告書　臺灣私法　第二巻下』（1911年）458頁。
27 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）458頁。
28 黄宗楽「台湾における親族法の改正について（３・完）」『戸籍時報　No.334』（日
本加除出版・1986年）14 ～ 25；31頁。
29 例えば、婚外子本人に生みの父に対する認知請求権を与えることや婚外子
のために生みの母か法定代理人に認知請求権の行使が５年から７年に延長した
ことなどの変更があった。黄・前掲論文注（17）28 ～ 29頁。
30 なお、このような家族制度に関する倫理的部分を制定法によって規定する
ことを避けるべきだという見解がある。黄・前掲論文注（17）33頁。臨時臺灣
舊慣調査會・前掲書注（26）227頁。陳棋炎「關於修改民法親屬、繼承兩編之
管見」『國立臺灣大學法學論叢　第四卷第二期』（1975年）28 ～ 33頁。
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ならないという動きが台湾での場を借りて顕在化したのではないかと思
われる。

　二、立法院による改正
　台湾における「党国体制」の崩壊や台湾ナショナリズムの台頭等は一
九九〇年代の出来事であり、この時期から民法の「親族・相続」両編は
九六年、九八年、九九年、〇〇年、〇二年、及び〇七年の間に前後併せ
て六回も改正された。〇八年の現時点においても、立法院では同編に対
する部分的な改正案が提出され続けている31。
　それぞれの改正で変更した条文の数は脚注32にまとめた通りである
が、九六年「離婚の際における子どもの保護」33、九八年「結婚の要件と
効力」、九九年「婚外子」、〇〇年「子どもに対する法定監護人」、〇二
年「夫婦財産制」及び〇七年「養子縁組」、それぞれの関連条文が改正
された。そして、立法院における論議の進行からも分かるように、これ
らの改正の動きは一連のものとして捉えなければならない34。また、時

31 08年３月14日に、立法院の第７期第１会期第４回会議の席で、立法委員の陳
節如も含めて23名の立法委員によって家族法の改正案を提出した。立法院公報
第97巻第７期院会記録（2008年）１頁。
32 

　林紀東・鄭玉波・蔡墩銘・古登美・邱聰智・蘇永欽編『新編六法參照法令判
解全書』（五南圖書出版・2007年）貳─266頁。立法院公報第96巻第38期院会記
録（2007年）170 ～ 180頁。
33 林秀雄「第一〇回アジア家族法三か国会議報告　婚姻の解消と子どもの保
護（中華民国）『戸籍時報　No.470』（日本加除出版・1997年）11 ～ 12頁。
34 前掲立法院公報注（32）180頁。立法院公報第84巻第12期院会記録（1995年）
140頁。立法院公報第85巻第60期院会記録（1996年）16頁。立法院公報第96巻

類別
年代 改正 増設 削除

1996 3 4 1
1998 3 0 4
1999 1 0 0
2000 1 0 0
2002 19 8 21
2007 23 12 1
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間の流れに伴い、社会の変遷を常に新しい要素が加えられて予想もつか
ない程の変相を遂げている故に、立法院における家族法の改正は常に新・
旧問題の衝突・折衷の中で進行している。
　かような頻繁なる変動から示される台湾の家族像にはいくつかの特徴
が抽出することができると考えられる。まずは民法一〇八四条の維持で
ある。「家

チアー

」制度の礎であり、中国の伝統的価値観を最も代表する「孝道」
が民法を通じて台湾人の私生活における行動様式に影響を大きく与え続
けてきた現実は殆ど問題視されていない35。中国の立法例では前例があ
る36とは言え、現に台湾では特定の宗教を奨励し、制限することができ
ないと宣言した憲法解釈37が存在する以上、特定の価値観が一国の法律
に定められるのは議論を要する所であろう。
　そして、家族法においては「家

チアー

」制度に関する名残りが尽きない所で
ある。民法の第六章は「家

チアー

」と名付けられて、一連の規定が設けられて
いる。比較法的にはその独特性38を持つ一方、例えば「家

チアー

」制度の基礎
となる家産制度が既に個人の財産私有化によって破綻させられることか
ら考えると当該規定の存在について疑問を感じる39。
　また、台湾の家族制度には「親族会議」を依然に存続させていること
である。「親族会議」の歴史は中国の「周」政権まで遡られるらしい40。
それが必要とされる理由としては「家

チアー

」制度におけるそれぞれ独立する

第８期委員会記録（2007年）１～７頁。
35 むしろ、親と子どもの間における権利や義務の分配形式を巡る議論の中で当
該規定に基づき、積極的に子どもが親に対する義務も存在すると論じる側面が
ある。雷文玫「以『子女最佳利益』之名：離婚後父母對未成年子女權利義務行
使與負擔之研究」『國立臺灣大學法學論叢　第二十八卷第三期』（1999年）252頁。
36 高橋勇治『中華民國憲法　外国憲法の研究５』（有斐閣・1948年）63 ～ 64頁。
37 1999年大法官釈字第490号解釈。林（紀）ほか・前掲書注（32）附─51 ～ 52
頁。理律法律事務所『理律聲請釋憲全覽：人權篇（一）』（三民書局・2004年）
305頁。『大法官會議解釋彙編』（三民書局・2007年）418 ～ 420頁。
38 陳ほか・前掲書注（２）493 ～ 494頁。
39 陳ほか・前掲書注（２）493；502 ～ 503頁。
40 陳ほか・前掲書注（２）519 ～ 520頁。臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）
228 ～ 229頁。
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「家長権」、「尊長権」及び「夫権」の濫用を防ぐという重要な目的があ
ると言われている41。ところが、現代に至って、「家長権」や「夫権」の
排除は男女平等の原則を中心として行われた家族法の諸改正を通じて概
ね定着し、家族に対する裁判所の監督責任も多数の判例によって確認さ
れている42。他方、現代社会において「親族会議」の召集が難しくなっ
ている43と見られ、なおかつ民法の規定に基づき、「親族会議」の決定
を覆すことも可能となり44、機能面から考えても低下しつつあると思わ
れるが、しかし現在に至っても廃止されていない。
　かように、現行民法から提示される台湾の家族像にはやはり漢民族の
精神的風土への思考回帰が強く反映されているのではないかと考える。
そうだとすると、憲法秩序と基本的人権の保障45を目的とする台湾の違
憲審査制46において、家族法において子どもの存在が如何に捉えられる
のかという問題を注意深く考察する必要があろう。かような問題意識を
抱きながら、本章で列挙される各節の項目に従い、検討へと進みたい。

第二節　性的結合行為と子ども
　台湾の旧慣では一般の婚姻関係と異なる婚姻の形式がいくつかあっ
た47。その中で、特に未成年の子どもを対象とした変則的な「養媳」と「養

41 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）230 ～ 231頁。
42 台北地方裁判所89年度保険字第134号判決。最高裁89年度台上字第1081号判
決などである。
43 陳ほか・前掲書注（２）520頁。
44 陳ほか・前掲書注（２）532頁。
45 李仁淼「台湾における違憲審査制の近時動向─日本憲法裁判の経験を通じ
て、台湾司法院の位置づけを考える」『札幌学院法学　第21巻第１号』（2004年）
166頁。
46 中華民国憲法78条及び、第79条の規定や『司法院組織法』の改正により、台
湾の違憲審査制はドイツ型違憲審査制に近いと言う。本章で扱う予定の憲法と
家族法の接点に関する諸問題は主に司法院の大法官会議から出された各解釈を
依拠し検討を進める。李・前掲論文注（45）166頁。賀德芬「司法審查制度之研究」

『國立臺灣大學法學論叢 第六卷第一期』（1976年）125頁。
47 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）388頁。
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婿」の慣習がある48。そのような婚姻の締結も大人によって行われてき
た49。
　かように、子どもの性的結合の対象は極めて早い段階において「尊長」
とされる大人の一方的な意思によって決められていたという歴史が台湾
に存在した。　

第一項　論点の概要
　周知のように、『中華民国憲法』では直接「家族」に言及する条文が
ない。しかしながら、司法院の大法官解釈や学説において憲法と「家族」
との関連性を説くものが少なくはない50。そこで、頻繁に依拠されるの
は憲法七条、第二二条、第一五六条及び二〇〇〇年に改めて公布した改
正追加条文（Amendment）一〇条六項の「国家は婦人の人格的尊厳を
尊び、人身的安全を保障し、性的差別を無くし、両性の実質的平等の社
会的地位を促進する」51、などの規定である。
　一方、前述したように八五年に初めて家族法の改正が行われて以来、
台湾における家族法の二大原則は「男女の平等」及び「子どもの（最善
の）利益」だと言われている52。それに従って構築されている家族法の
枠組みの中における子どもの位置づけについて検討したい。

第二項　結婚
　「結婚」という人民の私的事項と憲法の連関性に言及した大法官会議

48 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）388 ～ 425頁。
49 なお、「〔…〕婚姻に父母の主婚を絶對要件と為す結果、父母が子の婚姻を強
制することは、普通一般の慣例である」、とも報じられている。南満州鐡道株
式会社庶務部調査課・前掲書注（３）145頁。臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）
418 ～ 420頁；425 ～ 426頁。
50 陳ほか・前掲書注（２）39頁。施・前掲書注（５）19頁。
51 この条文は92年に行われた２回目の憲法改正によって憲法改正追加条文18
条４項の規定として初めて憲法典に持ち込んだ。97年に条文は第10条６項に移
したが、文言自体は92年以来、変更されていない。
52 張貽琮「從我國民法親屬編檢視男女平等原則」『司法官45期法學研究報告合
輯（第二輯）』（2006年）809頁。
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の解釈としては、釈字第二四二号解釈、釈字第三六二号解釈と、釈字第
五五二号解釈がある。この項目での検討は、まずその三つの大法官解釈
の概要を整理することから始まる。

　第一目　一九八九年大法官釈字第二四二号解釈
　本件解釈の申立人 X は一九四〇年に中国の福建省で A と結婚し夫婦
になったが、後に中国と台湾の政治的変動によって、A が中国に取り
残され、X は台湾に留まることになった。二人は音信不通になったため、
お互いに婚姻関係の存在に対する認識も曖昧になっていた。六〇年に X
は台湾で B と結婚し、二度目の婚姻関係を成立させ、約三〇年間も維
持していた。ところが、八〇年代に入り台湾と中国の交流が再開される
ことになった。そこで、A が X の再婚を知り、八五年に改正された旧
民法九九二条の規定に基づき、X と B の結婚の取消しを求めて台湾の
裁判所に提訴した。争いは最高裁判所まで続いたが、いずれの判決も
A の勝訴を決めたため、本件解釈の申請に至った53。
　本件解釈は、まず旧民法九八五条及び第九九二条規定は「一夫一妻制」
の合憲性を確認した後、「〔…〕国家自体が重大な変動に遭遇し、夫婦が
離れ離れになり、音信不通の下で生じる重婚の場合、通常に禁止される
重婚とは異なる要素が含まれている。従って、前記の旧民法九九二条の
規定を適用し、現在の婚姻関係が取り消される場合、既存の家庭生活や
人倫的秩序には著しい影響を与えて、反って社会秩序を妨害することに
もなる。かくして、本件事案の後婚の婚姻関係を取り消すことが「憲法
二二条に〔…〕反する」54と説示した55。
　かような多数意見に対し、劉鐵錚大法官による補足意見56は「身分の
安定性を破壊すること」、「憲法二二条によって人民は残虐で異常な刑罰

53 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月10日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=242&showtype= 相關附件〉。
54 前掲書注（37）119頁。
55 前掲書注（37）119頁。
56 李念祖『案例憲法 ( 一 ) ─憲法原理與基本人權概論』（三民書局・2002年）
376頁（注13）。
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から保護される権利を有すること」及び、「憲法一五六条と第二二条の
規定によって人民の婚姻権及び婚姻に基づく構築される家庭の倫理的関
係は保障されるべきだ」いうこと等の三つの理由を取り上げ、本件に争
われた旧民法九九二条の規定は違憲だと主張する。ここで、本稿として
は同氏による三つ目の主張に注目したい。すなわち、同氏はここで憲法
に基づき人民の婚姻権及び婚姻に基づく構築される家庭の倫理的関係は
保障されるべきだと言い、「公共の利益」、「法による支配」及び「必要性」
という憲法二三条からの制限に服すると説きながら、「必要性」の原則
につき、制定法が特定の目的に基づき人民の自由及び権利を制限しよう
とする手段が合理性と明確性が要求されることを明言した。当該手段の
運用により、人民に課される損害や負担が何れも最小限に止まらなけれ
ばならない、と示した所が重要だと考えられる57。
　一方、陳瑞堂大法官による反対意見もある。同反対意見は申立人の請
求を酌量し、本件事案の真の争点は旧民法九九二条が本件に適用される
ことについては「適用違憲」となるかどうかの問題にあると見る58。そ
して、「立法者は重婚によって従来の公序良俗が破壊される恐れから社
会を保護する法的利益と個人の身分的行為の安定性を保護する利益と衡
量した末、前者の法益を優先させる故、後者の法益を犠牲し、各利害関
係人に時間的無制限の取消を求める権限を与えた。その目的は当然後婚
が出来る限り取り消されることにある」、という認識を示した59。

　第二目　一九九四年大法官釈字第三六二号解釈
　A（夫）と B（妻）は結婚後、子どもの養育問題をめぐり、夫婦の繋
がりは日々悪化していった。その結果、一九八五年に B が A の同意を
得ずに子どもをアメリカまで連れて行き、夫婦は事実上の別居となった。
三年後の八八年に A は B が夫婦の同居義務に違反し、悪意の遺棄に当
たると主張し高雄地方裁判所に離婚請求を申し立てた。同年の五月に裁

57 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月10日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=242&showtype= 意見書〉。
58 前掲注（57）。
59 前掲注（57）。
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判所は A からの離婚請求を容認した判決を下した。六月に A と B の離
婚は判決の公示に伴い市役所にも登録された。その一カ月後、A は本
件解釈の申立人である X と結婚した。そこで、B は A と別居しても A
に正しい住所などを告知していたので悪意の遺棄には当たらないと主張
し、前記の離婚確定判決の無効を求めて訴訟を行った。訴訟の結果は B
の勝訴となった。更に、B も A と X の婚姻無効の確認訴訟を提起し、
九二年に最高裁の判決により、A と X の婚姻を無効としたのである。
そこで、X は民法九八八条に定められた同法第九八五条の重婚の禁止に
当たる婚姻を全て無効とする規定が違憲にはならないのかと大法官会議
に対し憲法解釈を求めた60。
　本件解釈の主文は「〔…〕前婚は既に裁判所の判決を受け、婚姻関係
の消滅に至った場合、善意の第三者は当該確定判決を信頼し、その判決
と係わる当事者の一方と婚姻を結んだ後、例え前婚の離婚判決は何らか
の事情により変更されて後婚を重婚の窮地に追い込まれても、信義則に
基づいて後婚の効力が依然に維持されなければならない」と述べ、民法
九八八条二項の規定は、「〔…〕前述した事情を配慮することがなく、憲
法によって保障される人民の結婚の自由に反し、改正も含まれる検討を
要する」、と説示した61。そして、理由では、「〔…〕婚姻関係を自由に結
ぶことができる年齢に達し、結婚しようとする相手がいない人には結婚
の自由を有し、他人から同人に対し結婚を求める自由も有することは憲
法二二条によって保障されなければならない」、と示し、「〔…〕善意で
過失がない第三者は前婚と係わる離婚の確定判決を信用し、当該当事者
の一方と結婚する場合、信義則に基づいて、後婚の法的効力は依然に維
持されなければならない。さもなければ、憲法によって保障される人民

（特に婦女）の結婚の自由が不当に侵害される虞に晒されることになる」
と説いた62。

60 『司法院大法官』ホームページ（2008年４月28日）
〈http://www.judicial .gov.tw/constitutionalcourt/P03_01_detai l .
asp?expno=362&showtype= 相關附件〉。
61 前掲書注（37）219頁。
62 前掲書注（37）219 ～ 220頁。
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　なお、本件解釈に対し、李鐘聲大法官は反対意見の中で、例え多数意
見が憲法二二条により人民の結婚の自由及び権利を認めようとするなら
ば、同法七条の平等権の規定に従って後婚の配偶者に当該自由及び権利
を保障するだけではなく、前婚の配偶者にも当然同様の自由及び権利を
保障するべきだと主張した63。

　第三目　二〇〇二年大法官釈字第五五二号解釈
　本件解釈の申立人は、一九七四年に A（夫）と結婚し三人の子ども
を扶養している。しかし、A は仕事が順調であったため不倫の道を歩
み始め、八三年に申立人との離婚を自分の一方的な意思によって図って
いた。旧民法一〇五〇条には「協議離婚は書面でこれを行い、二人以上
の証人が署名しかつ戸政機関に離婚の登記をしなければならない」と定
められていたため、A はまず申立人に対し申立人の父親が既に二人の
離婚を認めていると偽り、同人の筆跡を真似て離婚届にサインをした。
申立人はそれを信じ、やむを得なく離婚届けに自分のサインもしてし
まった。後に、二人目の証人も申立人に本意を尋ねずに一方的に A に
よって捏造された事実を信じて届け書に署名した。このように、不法な
手続を経て、申立人と A の離婚は戸籍法的に成立した。そして、A は
当該離婚が成立した時点から九〇年まで B と同棲生活を送り、九一年
に A と B は戸政機関に赴き、結婚登記の手続を行った。
　ところが、申立人は九〇年の時点から前記の協議離婚には不法な部分
があるのではないかとの疑いを抱き、九三年に当該協議離婚の無効及び
自分の婚姻関係の確認訴訟を提起した。訴訟は最高裁まで争ったが、何
れの判決の結果も申立人の勝訴であった。しかしながら、戸籍の実務上
は、申立人には A の配偶者であるという身分が復活したが、戸政機関
は申立人による A と B の婚姻関係を取り消す要請を拒絶した。そのた
め、A と B による後婚の婚姻関係が依然として継続していることから、
A は戸籍上明らかに重婚状態であり続けている。これにより、申立人
は仕方なく再び裁判所に赴き A と B の婚姻関係不存在の確認訴訟を提

63 『司法院大法官』ホームページ（2008年４月28日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=362&showtype= 意見書〉。
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起した。ところが、この訴訟をめぐり、申立人は一審判決を勝ち取った
だけで、控訴審と上告審はいずれも敗訴となった。そこで、申立人は敗
訴となった判決により憲法二二条及び第七条によって保障される自分の
婚姻の自由が侵害されたと主張し、大法官会議に対し、憲法解釈を求め
た64。
　本件事案は前記の第三六二号解釈と共通点を持つ故、大法官会議は本
件解釈を以て次のように第三六二号解釈の補足を行った。まず主文では、
大法官会議は「〔…〕婚姻に関する身分の変動は当事者だけではなく公
共の利益とも関わっている（故）、〔…〕前婚の消滅を信用する後婚の当
事者に対する信義則の適用をより厳しく検証しなければならない」、と
論じ、第三六二号解釈が示したように重婚に当たる後婚の当事者の一方
が善意で過失がないと判断すればいいのではなく、当事者の両方とも善
意で過失がない場合に限り、後婚の効力を認めるべきだと説示した65。
続いて、理由の部分においては、「一夫一妻制をとる婚姻制度は配偶者
となる両方の人格的倫理関係を維持させるものである（故）、〔…〕男女
平等の原則や社会秩序の維持などの要請に従い、憲法もそれを保障しな
ければならない」という認識を示し、民法九八八条二項は当該趣旨に従
い制定されたものだと認める。そして、例え婚姻の自由は憲法二二条に
よって保障されても、民法に規定された一夫一妻制の法律婚に服する、
と言う66。
　本件解釈に対し、四人の大法官が補足意見を示した外、二人の大法官
は反対意見を述べているが、本稿の趣旨に照らし、次のように同補足意
見や反対意見の中で注目すべきだと考える箇所のみを取り上げる。
　まずは、王澤鑑大法官による補足意見である。同氏は本件解釈で言及
された信義則の働きについて「〔…〕（当該制度に対する侵害から）合理
的賠償が受けられ、子女の利益も保護されるように働くべきであり、重
婚に当たる婚姻関係の例外を作ったり、公共の利益、社会の倫理的秩序

64 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月12日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=552&showtype= 相關附件〉。
65 前掲書注（37）536頁。
66 前掲書注（37）536 ～ 537頁。
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や家庭制度を害したりするために働くべきではない」67、と指摘する。そ
して、憲法二二条が人民の婚姻の自由を保障する意味は、「婚姻を結ぶ
自由」、「婚姻の相方を選択する自由」及び「離婚の自由」などの婚姻に
関する全ての私的自治が保障されることだと解すべきだということもこ
こで主張されている68。
　次の蘇俊雄大法官による補足意見ではドイツの『ボン基本法』六条の
規定を参照しながら、「婚姻の自由が主観的防御権」であるという概念
を主張し、前記の第三六二号解釈によって憲法二二条の規定から婚姻の
自由が保障されることも肯認した。但し、同氏は婚姻の自由の中身につ
いて、それは結婚をするかしないか、及び結婚の相手を選択する自由で
あり、婚姻の自由が保障されることは全ての権利の基礎となる「人格的
自律」の価値観の実現だと認識し、婚姻の自由が私法的レベルで論じら
れることは不十分だとし、婚姻の自由の核心となる「人格的自律権」が
憲法的レベルで論じられることこそ国家の政治機関による恣意の侵害か
ら保障されうる、と提言した69。かような認識に立ち、同氏は例え未成
年の子どもや婦女のような弱い立場にある人民に対し、政府が憲法一五
六条及び改正追加条文一〇条の規定に基づき彼（彼女）らの私的事項に
介入することは福祉国家の理念に合致し、合憲だと主張しても、事案の
内容によって当事者両方が実質的に対等な立場にあれば、当事者の自己
決定を尊重しなければならないと述べている70。
　他方、前記の第二四二号解釈を支持する立場にあった劉鐵錚大法官は
本件解釈の結論から重婚に当たる後婚の婚姻関係の効力を認めるため
に、よりハードルの高い条件が要求されることになったっことに抗して、
反対意見に回った71。

67 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月12日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/uploadfile/C100/ 抄本552.doc〉。
68 前掲注（64）。
69 前掲注（64）。
70 前掲注（64）。
71 前掲注（64）。
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　第四目　小括
　「〔…〕子弟の婚姻に就いて、其の決定の全權を握るものは、當事者で
なくて却って家長である。家長は、〔…〕婚姻當事者の意思を無視して、
自己が適當と認める配偶者を選定することが出來る」72、という歴史的背
景を持つ台湾では前記の三つの大法官解釈により、十分かどうかは別途
に議論を要するところだと思われるが、「結婚の自由」が現行の中華民
国憲法によって保障されることがほぼ確実となっている73。
　現行民法では、子どもの結婚に関してはいくつかの規定が設けられて
いる74が、本稿との関係で「未成年の結婚については、法定代理人の同
意を得なければならない」と定めている第九八一条の規定だけに着目し、
前記の大法官解釈と併せて簡単な考察を行う。
　同条の合法性について、「〔…〕未成年者が十分な社会的経験がないた
め軽率な結婚を防ぐため、法定代理人に『同意』の表示を通じて意見を
表明することができるようにする規定であり、〔…〕父権主義に基づい
て子女の意向を拘束することではないので、婚姻が両性の合意に基づく
という原則に違反しない」75、と理解されている76。しかしながら、前記の
釈字第五五二号解釈の王澤鑑大法官の補足意見で示された所謂結婚の自
由の内容には結婚するかどうか、及び結婚する相手などを選択する自由
が含まれている故、子どもの成長ぶりや法定年齢への接近などの要素を

72 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）84頁。
73 但し、個人は年齢や性別と関係なく憲法22条によって「人格の発達に関す
る一般的自由」が保障されているという主張が見られる。そして、論者により
大法官釈字第554号解釈を以て、当該自由の中では個人の自主的決定により如
何なる者との性交渉を行う自由も含まれていると説かれている。また、大法官
会議は釈字第552号解釈まで「婚姻の自由」について精力的に論じられてきたが、
同自由とは何か、同自由から保障される内容・範囲をどこまで認識すべきであ
ろうか等の疑問が残されているとの指摘がある。李惠宗『憲法要義　二版』（元
照出版・2004年）320頁。吳庚『憲法的解釋與適用』（三民書局・2004年）312頁。
74 笠原俊宏・徐瑞静「『中華民国民法親族編及び相続編』の邦訳（１）」『戸籍
時報　No.618』（日本加除出版・2007年）32 ～ 33頁。
75 陳ほか・前掲書注（２）100 ～ 101頁。
76 陳ほか・前掲書注（２）101頁。
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併せて配慮することにより、子どもの意思を尊重する幅も変わっていく
ことになろう。また、前記の大法官釈字第五五四号解釈の主文には、「〔…〕
如何なる者と性交渉をする自由が個人の人格とは密接で不可分であり、
個人の自主的決定に任せるべきであるが、憲法二二条でも示されるよう
に、当該自由は社会の秩序と公共の利益に違反しない制限的条件に服す

〔…〕」77、と記されている故、一律に親の同意を絶対的要件として定める
同条につき、再検討する必要があろう78。

第三項　婚姻の解消と子ども
　婚姻の解消を「離婚」79という言葉として理解することもできる80。民
法における夫婦の離婚の仕組みについては、一九八五年から81破綻主義
の導入などの改正が行われてきた82。かような離婚法と子どもとの接点
を見ると、一つは民法一〇四九条の但書がある。すなわち、子どもが法

77 林（紀）ほか・前掲書注（32）附─68頁。
78 03年の台湾高等裁判所の判決（91年度保険上字第54号）によれば、心身共
に成熟の段階に近づく16歳の子ども（訴外）は自分の意思によって同意の表示
を行うことができ、民法981条の規定は法定代理人が自分の意思に基づいて同
意を表明し得ると意味しており、子どもの意思まで代わって同意を与えること
ではないと説示した。『法源法律網』ホームページ（2008年５月14日）〈http://
fyjud.lawbank.com.tw/Print.aspx?jrecno=91%2c%e4%bf%9d%e9%9a%aa%e4%
b8%8a%2c54%2c20030227%2c2&courtFullName=TPHV&jyear=91&jcase=%e4
%bf%9d%e9%9a%aa%e4%b8%8a&jno=54&jdate=920227&jcheck=2&switchfro
m=1&issimple=-1〉。
79 南満州鐡道株式会社庶務部調査課・前掲書注（３）182 ～ 183頁。黄宗樂「第
九回アジア家族法三か国会議報告　台湾における家族法の変遷と課題（中華民
国）（上）」『戸籍時報　No.462』（日本加除出版・1996年）６頁。
80 なお、「臺湾ノ〔…〕下流社會ニ至テハ七出義絶ノ何タルヤヲ知ラサル者多
ク假令之ヲ犯スモ必シモ離婚ヲ為スコトナキト共ニ夫ニシテ離婚セントスルト
キハ必シモ七出義絶ノ原因アルヲ要セス夫權ヲ濫用シテ強制離婚ヲ為スコトヲ
少カラス」、という特徴があったようである。臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）
378頁。
81 劉・前掲論文注（２）239 ～ 240頁。
82 陳ほか・前掲書注（２）215頁。黄・前掲論文注（79）10 ～ 11頁。
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定年齢にまた達していない時期に結婚し、何等かの事情により協議離婚
の道を選択したい場合、自らの意思表示に加えて、結婚と同じく法定代
理人（両親）の同意を得なければならないとされる83。もう一つは夫婦
が離婚する場合、子どもの所属や親権の行使が如何に変動するかという
問題がある。
　そして、九四年に大法官会議は釈字第三六五号を下し、九六年の家族
法改正を触発するように見えた。以下では同解釈や法改正の詳細を整理
するが、子どもの監護に関する裁判例や、漢民族の伝統の名残でもある
子どもの「氏」の問題も取り上げ、台湾における親の離婚と子どもとの
接点をより明確にしたい。

　第一目　一九九四年大法官釈字第三六五号解釈
　本件解釈の申立人に当たる者は、三つのグループに分けられる。一つ
目は、謝啓大を含む一四七名の立法委員（「国会議員」に相当）らである。
二つ目は最高裁が一九九四年に下した八三年度台上字第四三八号判決の
上告人 X である。三つ目は、同じく最高裁によって下された八九年の
七八年度台上字第八一七号判決の上告人 Y である。この三者はいずれ
も子どもに対する権利義務の行使や負担について原則的に父親を負うこ
とを定めた旧民法一〇八九条84について憲法解釈を求めたのである85。
　本件解釈は大法官会議全員一致の結果によって下された。まず主文の
所では、大法官会議が、「（旧）民法一〇八九条は〔…〕憲法七条に定め
られた法律の前に男女は平等である主旨に違反する。また憲法改正追加
条文九条五項に示された性別に基づく差別の排除にも反し、同条の改正
を検討すべき」だとして、二年間を経過したら、同規定の法的効力を失
うことを宣言した86。そして、理由において、同会議は憲法が性別に基
づく差別を容認しうるのは特定な場合に限ってしかできないと述べ、

83 陳ほか・前掲書注（２）204頁。
84 中野ほか・前掲論文注（24）250頁。
85 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月15日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=365&showtype= 相關附件〉。
86 前掲書注（37）222頁。
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「〔…〕（昨今）教育が普及され、男女を問わずに教育を受ける機会が保
障されることにより、女性の社会進出は大幅に認められていて、その生
き様も男性とは凡そ差別がない。従って、〔…〕（旧民法一〇八九条によ
り）子どもに対する親権者の指定が強制的に女性を不利な立場に陥らせ
ることが男女平等の原則と相反し、現在の家庭生活の中で実際に女性の
役割の分担ぶりにも相応しくない」87と説示した88。

　第二目　一九九六年二回目の家族法改正以降
　前記の大法官解釈に対応した旧民法一〇八九条の改正に限らず、長い
年月をかけて行われてきた法改正の流れ89では、親の「離婚」における
子どもの位置づけが多少変動してきたことが窺われる。その中身につい
て検証を試みる。

　一、法務部から提示される三段階の改正作業
　一九九五年三月に召集された立法院の本会議において、当時国民党に
在籍していた立法委員の葛雨琴は釈字第三六五号解釈の結論を以て、家
族法の全面的改正を行うべきだと主張した。これに対し、当時法務部部
長である馬英九は「〔…〕親族法の修正に関し、我々は三段階を分けて
進む予定でございます。〔…〕離婚に関する別居制度の導入や夫婦の共
同財産制度も検討しております。〔…〕（第三六五号解釈の指示に従い）
民法一〇八九条の改正について、我々は両親の意見がお互いに一致しな
い場合、まず至近の尊属によって解決策を図ると考えております。尊属
がそれをしないか、することができないのであれば、裁判所に上って、
子どもの最善の利益に従い、判断することになります。」90、と語った。
このように当時の法務部は、三段階の形で家族法の改正を図る姿勢を示
した91。

87 前掲書注（37）222 ～ 223頁。
88 林・前掲論文注（33）14頁（注41）。前掲書注（37）223頁。
89 黄・前掲論文注（79）８頁。
90 前掲立法院公報注（34）108 ～ 110頁。
91 当時の野党である民進党は家族法の全面的改正を図ろうとしていた。立法
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　そして、同年六月に、馬英九は立法院の司法委員会の席において、法
務部による三段階の作業を主に二つの原則に基づいて行うことを述べ
た。一つは、男女の平等であり、もう一つは子どもの最善の利益を図る
ことである92。この二つの方向について立法院の中でも異議がないため、
法改正の動きは凡そ法務部の提案に従って進められることになった93。
　但し、この三段階の改正作業の具体的内容や時間表は如何なるもので
あったのかは曖昧である。論者により、九六年の改正を第一段階の改正
だと理解する見解もある94が、当時の立法院の議事録を見る限り、少な
くとも立法院の内部ではかような認識を持っていなかったように思われ
る95。

　二、二〇〇七年まで改正された関連する条文
　二〇〇七年までいくつかの改正を経た台湾の離婚法において、子ども
に関わる条文の変遷96としてはまず九六年に、協議離婚を経た夫婦につ
いて、子どもの監護責任を一律に夫に着せることを定めた旧民法一〇五
一条が削除されたことが挙げられる。そして、第一〇五五条は改正され、
夫婦が離婚した場合、未成年の子どもに対する権利義務の行使又は負担
を協議によって決定することになった外、子どもの監護を巡って争いが
ある際に子どもの利益を十分に配慮することができるように、公の機関
や民間の福祉法人による介入を積極的に認める文言も盛り込まれた。更
に、監護権者が子どもに対する保護や教養の義務を果たさない場合、子
ども自身も含め、前記の各関係主体の請求により裁判所に提訴し、義務
確認訴訟などを行うことができるようにもなった。また、裁判所の判断
によって子どもとの面接交渉の詳細を決める趣旨の規定もこの条文に定

院公報第84巻第18期院会記録（1995年）22 ～ 25頁。
92 立法院公報第84巻第36期委員会記録（1995年）420 ～ 421頁。
93 立法院公報第84巻第56期委員会記録（1995年）319 ～ 327頁。
94 林・前掲論文注（33）11 ～ 12頁。
95 立法院公報第85巻第36期委員会記録（1996年）11頁。
96 中野ほか・前掲論文注（24）229 ～ 260頁。笠原ほか・前掲論文注（74）29
～ 39頁。笠原俊宏・徐瑞静「『中華民国民法親族編及び相続編』の邦訳（２）」

『戸籍時報　No.620』（日本加除出版・2007年）16 ～ 31頁。
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められた97。
　前記の第一〇五五条の改正に伴い、新たに第一〇五五条の一及び第一
〇五五条の二という二つの規定が設けられた。特に、前者において裁判
所も子どもの最善の利益の実現を担保する最後の番人にして、子どもの
監護権者の決定に臨んで、子どもの意思や人格的発展に資する要素など
も含め、いくつかの要件を考慮しなければならないと定められている。
　〇七年に、子どもの氏は原則的に父親の氏に従うことを定めた旧民法
一〇五九条は改正され、子どもの氏は両親の協議に任せると明示された。
そして、両親が離婚した場合、子どもの氏が同人に不利な影響を与えて
しまうことが認められる場合、両親の片方や子ども自身はかような氏を
変更する宣告請求を裁判所に申し立てることができるようになる規定も
この条文に盛り込まれた。

　三、一九九六年以降子どもの監護に係る最高裁判決
　一九九八年二月に出された八七年度台上字第八三号判決において、最
高裁は児童福祉事務の主務官庁から提出された報告に沿い、子どもの利
益を配慮する上で98夫からの暴力を受けた妻に子どもの監護権を与え
た。その理由については、「〔…〕（長男 A）が心身共に未熟の段階にあり、
この時期の子どもが母親に依存する欲求が他の人より高いと認める。そ
してこの時期（二歳余）の子どもの学習的諸能力の発達にとって母性が
必要不可欠であり、男性よりも適切な保護が与えられることを想定しう
る」99、と説示した100。
　一方、同年八月に下された最高裁の八七年度台上字第一七四八号判決
の中では、民法一〇五五条の一の規定を厳格に適用する姿勢が示されて

97 陳ほか・前掲書注（２）252 ～ 253頁。
98 しかし、ここで引用されたのは民法1055条の１ではなく、当時（1998年）の
児童福祉法41条である。同条によれば、主務官庁は家庭内暴力の調査に当たり、
司法や教育機関などの協力を要請しうる。內政部兒童局『兒童及少年權益實用
六法』（2002年）353頁。
99 最高法院『最高法院民事裁判書彙編　第三一期』（最高法院・1998年）646頁。
100 なお、最高裁は親子の繋がりが祖父母と孫のような繋がりによって取り替
えられるものではないことも言及している。最高法院・前掲書注（99）646頁。
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いる。本件の上告人 X（妻）と被上告人 Y（夫）の間に家庭内暴力を生
じる状況までには至らなかったが、口論が頻発しているという事実が確
認されている。そして、夫婦は結婚した四年後から二年間別居状態が続
き、四歳の子ども A はその間に被上告人の下で祖母と生活している。
その後、夫婦が裁判離婚を申立てる際、上告人 X は子ども A の監護権
も併せて要請した。
　本件の控訴審では、子ども A の意思を酌量しながら、上告人の敗訴
を決めたが、最高裁は民法一〇五五条の一に列挙されている諸事情を改
めて確認し、子どもの監護権の判定は子どもの最善の利益に従わなけれ
ばならないことを説示した。かように、控訴審の子ども A に対する夫
の扶養事情だけを酌量し、妻の要請を安易に棄却したことは不合理だと
判断し、上告人の請求を認めた。しかしながら、民法一〇五五条の一に
列挙される諸事情がどれ程詳細に相互衡量をしなければならないかとい
う問題について最高裁から明示的な答えを示していなかった101。
　他方、同年の一一月に下された八七年度台上字第二六〇〇号判決では、
民法一〇五五条の一に列挙される諸事情について、最高裁が最も注意し
なければならないのは父母の年齢、職業、品行、健康状態、経済的能力
及び生活状況（第三号の規定）だと明言された。そして、控訴審を棄却
し、一歳余りの子どもの監護権を、裁判の経過に伴い徐々に精神病を患っ
てしまった母親から父親に渡すことを決めた102。

　第三目　子どもの「氏」をめぐる争い
　台湾や中国の「家

チアー

」制度において、「氏」は男統血族を示すといった
ような重要な意味を持つ103。かような伝統を受け継ぐ旧民法一〇五九条
については、「〔…〕もちろん、憲法上の『男女平等』の原則に違反して

101 最高法院『最高法院民事裁判書彙編　第三三期』（最高法院・1999年）406
～ 410頁。
102 最高法院『最高法院民事裁判書彙編　第三四期』（最高法院・1999年）361
～ 364頁。
103 劉・前掲論文注（２）242頁。臨時臺灣舊慣調査會『臨時臺灣舊慣調査會第
一部調査第三回報告書　臺灣私法　第二巻上』（1911年）349頁。
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いる」104、との指摘がある。後に同条の改正を巡っていくつかの折衝105が
見られ、少しながら改正されたが、全面的な改正が行われたのは二〇〇
七年のことである。
　確かに、八五年から〇七年までの立法院における議論を見れば、旧民
法一〇五九条の不合理性が決して無視されていなかったことが分かる。
その間の九六年に大法官会議は釈字第三九九号解釈を下し、人民の姓名
自体は憲法二二条に保障される人民の人格権の一内容となることを明言
した。それによって、同条の違憲性も再び浮彫りになってきたのだった。

　一、一九九六年大法官釈字第三九九号解釈
　本件解釈の申立人 X は、子ども A（一〇歳）の名前の変更を二度に亘っ
て在籍している市町村の区役所に対し要請した。二回目の申請は拒否さ
れたために、X は行政裁判所に提訴した。しかしながら、行政裁判所の
判決も区役所の主張を支持したため、X は大法官会議に対し、本件事案
と係わる『姓名条例』六条の合憲性審査を要請した。
　また、X が区役所に対し二回目の変更を申請した背景には、X が子ど
も A に新たに付けられた名前の読み方が人体のある部分と似ており、
滑稽な意味に捉えられてしまい、本人も学校でそのような滑稽な読み方
で同級生からいじめられた事実が判明したため、再び別の名前に変更し
ようとした経緯がある106。

　（一）、主文及び理由
　大法官会議はまず主文において、「姓名権は人格権の一内容である。
個人の名前は人格の表れとも関わっており、如何なる名前を決めること
は人民の自由であり、憲法二二条によって保障されなければならない」
と明言した。そして、『姓名条例』に基づいて人民は特定の場合におい
て名前の変更を申請することが認められ、文字の読み方によって当該姓

104 劉・前掲論文注（２）241頁。
105 黃・前掲論文注（17）27頁。
106 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月18日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=399&showtype= 相關附件〉。
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名が表記される本人に対し「低俗で汚らわしい」イメージが与えられて
しまうことは前記の特定の場合に当たると解されている107。
　そして、理由において大法官会議は前述した『姓名条例』に書かれた

「特定の場合」という文言から設定される内容が極めて不明確だと説示
し、「〔…〕（主務官庁が）各事案に係る具体的事実を重視しなければな
らない」と述べた。その上、「〔…〕名前は低俗で汚らわしいものに当た
るかどうかの判断が姓名権を享有する各当事者自身の認識に深く係って
いる故、〔…〕主務官庁がその個々人による意思の表明を尊重しなけれ
ばならない」108、とも示した。

　（二）、検討
　本件解釈は憲法二二条によって「人格権」が保障されると宣言したが、

「人格権」は飽く迄も民法に対する解釈によって形成された権利の概
念109である故、憲法、民法並びに「人格権」の間に如何なる繋がりを持
つかという問題について解決されていないと考えられる。その上、「人
格権が憲法よりも下位にある権利であり、人間的尊厳は〔…〕憲法二二
条によって保障されれば、『社会秩序や公共的利益に反しない』条件に
服しなければならないが、その保障する範囲は人格権より幅広いことが
自明である」110、という「人格権」及び「人間的尊厳」の相異を指摘する
見解に如何に応答するかという問題についても本件解釈から明白な手掛
りが示されていないとも考えている。
　他方、大法官会議による解釈には「人格的尊厳」や「人間的尊厳」と
いう言葉が散見されており111、その二つの概念は台湾の憲法学において
果たして同一視することができるのかという問題が生じる。さらに、本
件解釈に対し、「〔…〕大法官（会議）が本件解釈において名前は低俗で

107 前掲書注（37）274 ～ 275頁。
108 前掲書注（37）275頁。
109 李（念）・前掲書注（56）263 ～ 264頁（注８）。王澤鑑「人格權、慰撫金與
法院造法」『民法學說與判例研究 第八冊』（三民書局・2000年）101頁。
110 吳・前掲書注（73）305 ～ 306頁。
111 李（念）・前掲書注（56）264 ～ 265頁（注９）。
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汚らわしいものであるかどうかの判断が姓名権を享有する個人の主観的
価値観に係わるものであることを述べたのは、〔…〕果たしてその背後
には個々人が平等的に人格的尊厳を享有する認識があったかどうか。ま
た、人格的尊厳というものが客観的基準であるか、或いは個人の主観的
価値観によって定義されるものだと認識されるべきであろうか。更に言
えば、名前を決める自由が如何なる理由で基本的人権だと認識され、憲
法によって保障しなければならないのか」112などの疑問が投げかけられ
ている113。

　二、立法院における議論
　前記のように旧民法一〇五九条は二〇〇七年に学界から指摘されてき
た違憲論に従い、全面的に改正された。それまでの議論を見ると、例え
ば九四年に立法委員の李必賢は同条の改正案を提出し、外国の立法例を
参照しながら、「〔…〕子どもの氏を如何に決めることは、一族の氏の伝
承を考慮する外、子どもの人格に対する尊重も配慮すべきであります」、
と主張していることがある114。
　一方、〇五年までに立法委員から提出された幾つかの同条に係わる改
正案は殆ど男女平等原則の実現を図る内容であった115。九五年と九九年
に政府が提出した家族法改正案でも旧民法一〇五九条の改正が求められ
た。その中、子どもの「氏」に関する改正については九九年の政府草案
は九五年のものを丸写ししたものであったが、いずれも前記の立法委員
らの視点と大差がなく、同じく男女平等の原則の徹底と両親の選択権の
尊重に基づき、同条を改正する必要性が強調されていた。但し、個々の
改正条文に対する説明においては、「〔…〕子女の氏は子女の人格権の一
部となる。子女が満七歳以上の場合、〔…〕（氏の変更には）子女の意思

112 李（念）・前掲書注（56）265頁。
113 なお、本件解釈によって挙げられた名前を決める自由は苗字（氏）を決め
る自由も含まれているのかの問題も取り上げられている。李（念）・前掲書注（56）
266 ～ 267頁。
114 劉・前掲論文注（２）242頁。立法院公報第83巻第46期院会記録（1994年）87頁。
115 前掲立法院公報注（34）26；139；141頁。前掲立法院公報注（91）22頁。
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を尊重し、本人による同意を得なければならない」ことが明示されてい
る116。
　〇六年になり、立法委員の黄淑英による改正案ではおおよその理由が
上記の政府案と異ならないが、『子どもの権利条約』一二条の規定も取
り上げられているのは興味深い所である117。

　第四目　小括
　実際、上記の旧民法一〇五九条の改正も含まれる家族法の一連の動き
の中で、「男女平等の原則」が憲法七条と直接に関連して積極的に言及
される外、憲法論の展開が殆ど見られていなかった。そして、釈字第三
九九号解釈が下されても子どもの姓名権などの問題について立法院の場
で議論された形跡も殆ど見当たらなかった118。また、「氏」の問題につい
て子どもの主体性について最も配慮したように見える黄氏改正案の所論
を見ても、そこで引用されたのは憲法の人権論ではなく、国際法の条約
論であった。かような諸事実から考えると、当該時点において子どもも
基本的人権の享有主体だという認識は女性ほど強調されてこなかったと
思われる。

第四項　中絶へのアクセス
　漢民族の伝統において、子どもを産むことには、「不孝有三、無後為
大」119、と評価される。他方、刑法典に当たる律令の中には、「婦人犯罪」120

116 立法院議案関係文書院總第1150号政府提案第5342号（1995年10月14日）政
19～22。立法院議案関係文書院總第1150号政府提案第6631号（1999年９月21日）
政97 ～ 99。
117 前掲立法院公報注（34）２～３；６；27頁。
118 なお、子どもに母親の氏に付けさせることは習俗的違和感が大きいこと
が民間団体の世論調査によって明かされた記事がある。『YAHOO ！奇摩』
ホームページ（2008年５月12日）〈http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/
a/080512/2/yzlt.html〉。
119 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（103）１頁。
120 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（103）19頁。
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の規定があり、胎児の保護が図られる121側面もあった。更に、「男尊女卑」
や「多子多孫」等の言葉を示すような精神的風土の働きにより、漢民族
の女性が自らの意思によって中絶を行うこと自体が容易くはないと思わ
れる122。

　第一目　中絶に対する法的対応
　『中華民国刑法』には、「堕胎罪」の章が設けられ、妊婦の堕胎を禁じ
ているが、一九八四年に制定され、翌年から施行した『優生保護法』（以
下、「保護法」）によって、妊娠は二四週間以内であれば、中絶が認めら
れることになった123。しかし、それは限定される場合のみに行えること
であり、法定代理人や配偶者による同意の要件も設けられている124。
　前者の法定代理人による同意の要件について、保護法九条の規定を厳
格に解釈することによって、父母両方か監護人（監護人は独身であれば
監護人一人の同意、監護人は夫婦であれば、両方の同意）の同意とも得
なければならないことになる。これに関して、例えば両親が離婚してい
た場合、子どもは中絶手術を受けるために、既に長年の間連絡を取って
いない片方の親に手術を受けさせる同意を求めることが果たして容易か
という疑問がある125。
　もっとも、保護法が制定された当初の立法者意思を探ってみると、か
ような未成年者の妊娠を解決しようという意識があったらしい126。とは

121 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（103）19頁。
122 劉・前掲論文注（２）242頁。
123 蔡墩銘「墮胎與人工流產」『月旦法學雜誌 1995年３月號』（1995年）55頁。
124 立法院公報第82巻第58期院会記録（1993年）35頁。
125 また、かの有名な中絶ピルである RU486が衛生署（「厚生労働省」に相当）
によって認可を与えられた01年以前、親に自分の妊娠を知らせたくないために
未成年の妊婦はネット通販を通じてピルを入手し、結局、使用方法が分から
ないため大量出血になり緊急入院したケースが報じられている。『YAHOO ！
奇摩』ホームページ（2008年５月21日）〈http://www.drkao.com/library/9/
chap2append7-14.htm〉。立法院議案関係文書院總第1140号委員提案第3568号

（2001年４月21日）委10。
126 前掲注（125）。
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言え、前記の両親による同意要件からもたらされる結果について、民間
の NGO は反って子どもの妊婦に危険な中絶の方法を選択させてしまう
ことになると警鐘を鳴らす127。なお、この問題を憲法学のレベルまで引
き上げて考えると、憲法一五六条や憲法改正追加条文一〇条六項の規定
は重要な働きを果たせると考えられる一方、九五年釈字第三七二号解釈
の主文の冒頭に「人格的尊厳の保護及び人身的安全の確保がわが国の憲
法が人民の自由及び権利を保障する基本的理念」128、であると説示されて
いることが重要であると思われる129。

　第二目　『優生保護法』をめぐる改正の動き
　保護法が一九八五年に施行されたが、九九年にいくつかの条文が改正
された130。その改正を求める動きは前記の第九条の規定を問題視するこ
とから始まったと思われる。要するに、九三年に立法委員の葉菊蘭は同
条の始めでは、「妊婦が〔…〕自己の意思に従い、人工妊娠中絶を受け
ることができる」、と明記されているため、女性が自分の体を自主的に
コントロールする権利も認められるはずだという理解を示しつつ、結婚
した妊婦は中絶を受けようとする場合、配偶者（夫）の同意を得なけれ
ばならないという同条二項の規定が不合理だと解して、当該条項の改正
案を提出したのが発端である131。しかし、同改正案は成立することはな
く、九九年の改正も前記の問題に答えるものではなく微々たるものに止

127 『台湾女人健康網』ホームページ（2008年５月16日）〈http://www.twh.org.
tw/11/02.asp〉。
128 前掲書注（37）230頁。
129 なお、中絶を行うかどうかの選択が女性の個人的選択であり私的事情だと
認識すれば、「プライバシーの権利」によって保障されることもありうる。そ
の「プライバシーの権利」の憲法的根拠について、釈字第293号解釈と第443号
解釈を照らし、「中華民国憲法10条（住所の自由）と第15条（財産権）の規定
から引き出されるのだろう。もしそれができないのであれば、憲法22条によっ
ても憲法的根拠が与えられよう」、との主張がある。吳・前掲書注（73）307頁。
130 立法院公報第88巻第52期院会記録（1999年）163 ～ 164頁。立法院公報第88
巻第13期院会記録（1999年）250頁。
131 前掲立法院公報注（124）34 ～ 35頁。
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まった。
　〇〇年から婦人の権利を擁護する民間の NGO は父権主義の産物だと
認識されるあらゆる法律の改正を求め始めている132。かような社会での
動きに応えるように、〇二年から保護法の改正案は次々と立法院で提出
されていた。その中、同年に出された立法委員の江綺雯による「優生保
護法一部改正案」では未婚の未成年者である妊婦に係る両親による同意
の要件、又は結婚した成年の妊婦については配偶者による同意の要件が
依然として同改正案に残されている一方、胎児の生命権は民法七条の規
定によって保障されているとの認識が示されている133。そして、子ども
の意思が如何に中絶へのアクセスの手続きの中で反映されるかという問
題も配慮されてきている。すなわち、〇六年五月の立法委員の黄淑英に
よる「生育保護法改正案」の第一一条一項には、「一八歳未満の未婚の
妊婦は〔…〕人工妊娠中絶手術を受ける場合、法定代理人と共に（第一
二条に定められる機関による）告知を受けなければならない。その後、
法定代理人の同意を得なければならない」134、と定められ、未成年の妊婦
と法定代理人の間に第三者（中絶手術に関する情報の提供機関）が介入
し得るとされる。それにより各関係者が子どもの中絶の問題に向き合い、
対話を展開することができる環境が整えられるではないかと考えられる。
　同年の一一月に政府案も出されたが、胎児の生命権や女性の身体に関
する自律権の見地から人工妊娠中絶手術を再定義すべきだということが
示されていた。一八歳未満の未婚の妊婦には法定代理人による同意が依
然として課されるが、法定代理人の親権や監護権が剥奪されたり同意権
を行使したりすることができない場合、妊婦の最善の利益に従い、戸籍
所在地の社会福祉事業を司る主務官庁によって同意権を行使することが
できるとの但書が追加された等の新たな対応が見られる。但し、政府案
では前記の黄氏による提案と同様に女性の「身体的自律権」の保障が説

132 前掲注（127）。
133 立法院議案関係文書院總第1140号委員提案第4408号（2002年10月16日）委
79 ～委89。
134 立法院議案関係文書院總第1140号委員提案第6921号（2006年５月３日）委
79 ～委90。
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かれていても、如何なる法的根拠も明示していなかった135。最後に出さ
れた〇八年の立法委員の楊麗環による「優生保護法九条改正案」におい
ては、家族や個人の事情により男児を望む故に女性の胎児を中絶したい
と判断される場合は、保護法の適用から除外すべきだという要請が注目
に値する136。
　かくして、保護法の法改正を巡る動きが活発と伺えるが、〇六年の時
点においては前記の各改正案はいずれも成立することができなかった。
〇八年二月に行政院は再び同じ内容の政府改正案を立法院に送付し
た137。

　第三目　二〇〇一年九〇年度台上字第四六八号最高裁判決
　本件は新光病院（被上告人 Y1）で健診をする際、妊娠だと知らせて
から、同病院で出産することを決めた夫 X1と妻 X2（上告人）によるも
のである。X らは Y1の所へ赴き、羊水検査を行ったが、Y1に勤める産
婦人科の部長（被上告人 Z1）は、X らの検査結果を行政院衛生署が認
可した分析センターに送らず、Y1に勤めていた羊水検査の分析の経験
がまだ浅い研修医（被上告人 Z2）に任せていた。X らは、被上告人 Z2
の報告を読んで、胎児が健常であり順調に出産することができると信じ
たが、後に出生したのは多重的障害を持っている子どもであった。そこ
で、X らは、被上告人 Y1に対し医療契約の善良的管理人による注意義
務の怠慢、被上告人 Z1と Z2に対し不正な分析結果によって自分達の「中
絶自由権」及び「生育決定権」が侵害されたことをそれぞれ主張し損害
賠償を求めた138。

135 立法院議案関係文書院總第1140号政府提案第10692号（2006年11月１日）政
１～政10。立法院議案関係文書院總第1140号政府提案第11169号（2008年２月
27日）政1141 ～政1150。
136 立法院議案関係文書院總第1140号政府提案第7989号（2008年４月19日）委
485 ～委488。
137 前掲注（135）政1141 ～政1150。
138 『法源法律網』ホームページ（2008年５月21日）〈http://fyjud.lawbank.com.
tw/Print.aspx?jrecno=90%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c468%2c20010322&cou
rtFullName=TPSV&jyear=90&jcase=%e5%8f%b0%e4%b8%8a&jno=468&jdate
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　控訴審において、X らの請求を斥けながら、「〔…〕胎児は人格を持つ
一生命体であり、妊婦本人が胎児を母体から排出させるかどうかの選択
が生命の価値、人間的尊厳とも関わっている故、妊婦にとって『自己決
定権』を語る余地がない。（保護法）九条の規定は〔…〕一定の条件に
合致する人工妊娠中絶手術の合法性を認め、刑法の違法性阻却事由には
なるが、それを以て憲法が婦女の『堕胎自由権』や『生育決定権』を保
障する主張が理論的飛躍である」139、と説示した。
　かような控訴審の判断に対し、最高裁は破棄自判にして、「〔…〕（保
護法）一一条二項〔…〕（により）医師に（検査に関する）異常の結果
を妊婦に通知する義務、及び中絶手術が必要だと判断される場合妊婦に
同手術の受け入れを勧告する義務両方とも課されている。よって、妊婦
には中絶を選択するかしないかの権利が付与されるような解釈する余地
が生じるのではないか。〔…〕更に、病院やその関係者の過失によって
優生保護法一一条二項の適用する期限が過ぎてしまい、最終的に障害を
持つ子どもを出生させた結末に繋がる場合、婦女の自身の意思に従い、
人工妊娠中絶手術の執行を決定する権利に侵害した評価には値するかど
うかの判断を要しよう」140、という。但し、ここでは女性に保障される中
絶への選択権に係る憲法的根拠が示されていなかった141。

第三節　社会的身分と子ども
　漢民族の家族における親子関係は、大きく「自然の血統による親子」
と「法律の擬制による親子」と分けられている。前者の中について、母

=900322&jcheck=&switchfrom=1&issimple=-1〉。
139 前掲注（138）。
140 前掲注（138）。
141 本判決では最高裁が反問的な形で身体に関する女性が享有すべきである自
己決定権の保障を認め、控訴審の判断を斥けたが、当該権利が保障される根拠
を『優生保護法』だけに求めるのは違和感を覚える。女性が自分の意思に従い、
中絶を行うことを決定する権利が当該個人の身体や人格にも係わる重要な権利
であれば、憲法的根拠を明示すべきであろう。張桐銳「憲法訴訟與基本權保障」
許志雄・蔡茂寅・周志宏主編『現代憲法的理論與現實：李鴻禧教授七秩華誕祝
壽論文集』（元照出版・2007年）776頁。
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親の身分により、「〔…〕嫡子、庶子、姦生子及婢生子」142などの区別があっ
たが、後者については、「養親子」と「擬制的親子」に分けられていた。
その「擬制的親子」を巡って台湾では異なる様相があると言われてい
る143。
　但し、一九三〇年には民法が制定され、「自然の血統による親子」の
類には「嫡出子」と「婚外子」、「法律の擬制による親子」の類に関して

「養子」の身分しか認められないことになり、恩義名分による区別の中
で「継親子」と「嫡母庶子」の関係は姻族としてしか認めないとし
た144。そして、四五年以降、同法は台湾でも施行されたため、台湾の旧
慣も法的には消滅することになった。
　一方、八五年に台湾で初めて生殖補助医療によって「試験管ベービー」
と呼ばれる子どもが出生した事例が報じられる145。しかしながら、生殖
補助医療に関する政府の対応は、〇七年に『人工生殖法』が制定される
までは八六年の『行政院衛生署人工生殖技術管理委員会設置規則』、『人
工生殖技術倫理指導要領』という行政命令、及び九四年の『人工生殖補
助技術管理規定』という倫理的規定だけを頼りにして行われてきた146。

第一項　論点の概要
　一九八五年に一回目の法改正では、「婚外子」や「養子」を含む子ど
もの福祉の向上が一つの重点だと言われ、「養子」と係わる従来の悪習
を改めるために、裁判所の介入を多く認める箇所が散見される147。〇七

142 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）442頁。
143 「擬制的親子」について、中国では「乳母と乳子」や「慈母と慈子」という
カテゴリーがあったが、台湾の旧慣では全然観念されていなかったという指摘
がある一方、事実上慈母の役割を果たしている例があったとの見解もある。徐
美貞『親屬法』（五南圖書・2008年）10頁。臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）
443 ～ 444頁。
144 陳ほか・前掲書注（２）265頁。徐・前掲書注（143）87頁。
145 陳ほか・前掲書注（２）317頁。立法院公報第96巻第20期院会記録（2007年）
131頁。
146 前掲立法院公報注（145）131頁。
147 黄・前掲論文注（17）31頁。
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年になり再び「婚外子」と「養子」に関する家族法の規定の多くが改正
された。以下ではその動きを追いながら、大法官会議の解釈も整理し、

「婚外子」や「養子」とされる子どもの位置づけについて検討する。また、
「人工生殖子」に関しては、前述した〇七年の『人工生殖法』が制定さ
れるまでの経緯を整理する一方、いくつかの判例も紹介し、台湾におけ
る生殖補助医療と子どもの法的様相を解明したい。

第二項　養子
　養子の存在意義は「養家」と「生家」両側の立場から見ることができ
る。まず前者から見ると、養子は「繼嗣ノ為ニスルモノ」や、「妻妾ノ
情ヲ満足セシムルカ為ニスルモノ」等と言われる。そして、後者から見
ると、養子とは「生家ト養家ノ情誼ヨリ來ルモノ」や、「子女多キニ苦
ミ或ハ貧窮自贍スル能ハサルカ為ニスルモノ」等とされる148。また、「養
子」とされる子どもの中には、「過房子」、「螟蛉子」と「養女」の区別
があった149。養子縁組の成立は「養家」と「生家」の合意が唯一の要件
だとされていた150。

　第一目　一九八五年以前の大法官解釈
　台湾における養子を巡る様々な旧慣と民法の間に生ずるズレについ
て、一九八五年までに大法官会議は釈字第一二号151、第二八号152、第三二
号153、第三四号154、第五八号155、第七〇号156、第八七号157及び第九一号158解

148 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）457 ～ 459頁。
149 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）460頁。
150 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）461 ～ 462頁。
151 前掲書注（37）３～４頁。『司法院大法官』ホームページ（2008年５月24日）〈http://
www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=12&showtype=
相關附件〉。
152 前掲書注（37）７～８頁。
153 前掲書注（37）９頁。
154 前掲書注（37）９頁。
155 前掲書注（37）14頁。
156 前掲書注（37）16頁。
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釈を下し、旧慣を是正したり、追認したりしていた。中でも、表向きは
養子縁組を結ぶ口実を作りながらも実際には人身売買を行う悪習159に対
し、大法官会議は釈字第八七号解釈において初判断を示したため、その
概要を紹介する。
　当該悪習の存在が認識されていた上、同解釈は養子縁組を結ぶ実質的
要件が満たされていない場合、当該縁組は取消されるか或いは無効とさ
れるのかという問題について判断をしたのである。同解釈はまず主文に
おいて、「養子縁組を結ぶ際、養親となる者は養子とされる者より二〇
歳以上でなければならない要件を充たさず、民法一〇七三条に違反する
場合、裁判所への提訴によって取消すことができるが、無効だとするこ
とはできない」160と説示した。そして、理由において、「〔…〕結婚及び
養子縁組の行為が共に身分関係の変更と係わるものである故、違法たる
結婚を取消すことを認める法規制は違法たる養子縁組を取消そうとする
状況にも適用する余地がある」、と示したが、「〔…〕養親となる側が不
法的な意図を以て縁組を結ぶ場合、民法七二条の適用によって解決策を
図りうる」とし、申立人が養親の不法行為を防ぐために求める司法院解
字第三一二〇号五項解釈の変更は認められなかった161。
　かような多数意見に対し、史尚寛を含む六名の大法官は反対意見を提
示した。とりわけ、「養親となる者が例え不法的意図を以て養子縁組を
結ぶ場合、民法七二条によって対応できること」と述べた多数意見に対
する反論に注目したい。同意見はこの点に関し、養親となる者は営利や
その他の不法的意図を抱いて養子縁組を行っても当該時点では必ず当該
意図が判明されうるわけではなく、そのような事実の立証も難しいと批
判している。すなわち、「養女」とされる幼児の多くは数年か一〇数年
間に亘って養親の下で生活してから、初めの時から養親は子どもを営利
的で不法たる商売をさせようとする目的の存否を確認するため、養子縁

157 前掲書注（37）21頁。
158 前掲書注（37）23頁。
159 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）468 ～ 470頁。
160 前掲書注（37）21頁。
161 前掲書注（37）21頁。
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組を結んだ当時まで遡って契約を協議する当事者両方に人身売買の意思
の有無を証明させるのは至難の業だと同意見は述べている。よって、反
対意見は違法に行われる養子縁組を防ぐためには、民法一〇七三条で定
められる年齢の制限に違反する全ての養子縁組を直ちに無効にすべきだ
と主張する162。

　第二目　一九八五年の法改正
　一九八五年に行われた改正において、養子と最も関係するのは旧民法
一〇七九条及び第一〇八〇条の改正だと思われる。
　改正された旧民法一〇七九条には、書面を以て養子縁組を行う規定が
残された163が、「養子となる者が七歳未満で且つ法定代理人がいない場
合、この限りでない」という但書が付け加えられていた。そして、新た
に設けられた規定の中では、裁判所による許可制度が導入され、「養子
として養子縁組する者に不利な事実が認められる場合」等の事情が確認
された場合には、裁判所が許可を与えてはならないという法による制限
も加えられている。その外、「養子縁組の無効」や「養子縁組の取消し
請求権及びその除斥期間」等の規定もそれぞれ民法一〇七九条の一と民
法一〇七九条の二の形として定められている164。その第一〇七九条の一
が新設されたことに伴い、大法官釈字第八七号解釈の適用が否定される
ことになったと言われる165。すなわち、養親と養子の間には二〇歳の隔
たりがなければ、養子縁組を結ぶことができなくなり、無効だと見做さ
れる。
　他方、「養子縁組の離縁」を規定する旧民法一〇八〇条の文言はそれ
ぞれ残された166が、「養子が七歳未満であるときは、その離縁は、養親
と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者によって行うことにす

162 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月24日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=87&showtype= 意見書〉。
163 中野ほか・前掲論文注（24）248頁。黄・前掲論文注（28）22頁。
164 中野ほか・前掲論文注（24）248 ～ 249頁。黄・前掲論文注（28）22 ～ 23頁。
165 黄・前掲論文注（17）30頁。
166 中野ほか・前掲論文注（24）249頁。黄・前掲論文注（28）23頁。
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る」等の新たな規定が設けられた167。なお、従来養子の相続分が嫡出子
の二分の一とされる旧民法一一四二条二項の規定は、今回の改正に伴い
削除された。これは、「〔…〕養子を擬制血族と認め、養子は養親の一親
等の直系卑属にあたるとしているので、第一順位の相続人に属すること
は疑いない」168という見解が具現化されたものとして評することができ
るかどうかの問題もあるが、少なくともこの改正により、実質的には養
子の相続分は嫡出子と平等となった169。
　しかし、養子法をめぐる改正の動きはこれだけで止まったわけではな
い。九八年に行政院と司法院が共同して提出した家族法改正案の中で、

「養子の利益の保護」と「公権力の介入」をワンセットとし、養子法の
改正が再び唱えられている170。九九年の同じく行政院と司法院による共
同提案の中でも「子どものため」にある養子縁組の制度を実現させよう
と訴えながら、改正を要請している171。
　ところが、その二つの提案は何れ成立しなかった。そして、時は〇六
年になり、家族法の改正を要請する政府提案の中で、『子どもの権利条
約』172に言及し、養子法の改正をめぐる動きが再燃することになった173。
そして、養子法に関する二回目の改正はついに〇七年五月の立法院の本
会議の中で成立した。その流れについて、次の項目で概観するが、その
前に、大法官会議が〇〇年に養子縁組に係わる年齢的制限について判断
を下している故、まずそれを紹介する。

　第三目　二〇〇〇年大法官釈字第五〇二号解釈
　本件解釈で争われたのは、民法一〇七三条に定められている養親と養

167 中野ほか・前掲論文注（24）249頁。黄・前掲論文注（28）23頁。
168 劉・前掲論文注（２）246頁。
169 劉・前掲論文注（２）244頁。黄・前掲論文注（17）31頁。
170 立法院議案関係文書院總第1150号政府提案第6333号（1998年12月５日）報
39。
171 前掲注（116）報91。
172 施慧玲『家庭法律社會學論文集』（元照出版・2004年）305頁。
173 立法院議案関係文書院總第1150号政府提案第10523号（2006年５月10日）政
69。
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子の間に設けられている二〇歳の年の差の合憲性である。多数意見はま
ず主文で、同条の合憲性を確認した後、「〔…〕養親と養子の間にどれ程
の年齢的隔たりを要求するのは立法裁量に属することにしても、家族の
安定性や養子の権利への配慮を欠いてはならない。〔…〕夫婦による共
同縁組或は夫婦の一方が他方の子と養子縁組を結びたい場合、実際の社
会的生活の様相に照らし、例外的規定を設けても差し支えない」174と説
示した。
　続いて、理由では、「〔…〕現行の養子縁組の制度が養子の利益を保護
することが主な目的だとされている」ことを確認し、「〔…〕夫婦による
共同縁組や他方の配偶者の子女と縁組を結びたい場合、（同条）の規定
に違反することを理由とし、養子縁組を強制的に無効だとするのであれ
ば、反って養子とされる子どもの利益を損うことになりかねない」175、と
述べている。
　本件解釈の申立人は、申請書の中で人を養子として迎えることは憲法
二二条によって保障される人民の自由権だと主張した。しかしながら、
大法官会議はそれを斥け、曖昧な言葉で「実際の社会的生活に合致する」
法律の改正を一方的に立法機関に要請する姿勢を打ち出すだけに終始し
た176。本件解釈の以前に大法官会議は釈字第三六二号177や第三七二号解
釈178において、家庭の内部でも個人の尊厳が憲法に保障されることを宣
言していたため、家族法の分野でも憲法の見地からの検証が行われるよ
うになった。本件解釈はその積極的姿勢を損なう結果になりかねないと
考えられる。

　第四目　二〇〇七年の法改正
　二〇〇七年一月四日に開かれた立法院司法委員会での議論を見ると、

174 前掲書注（37）444 ～ 445頁。
175 前掲書注（37）445頁。
176 『司法院大法官』ホームページ（2008年４月24日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=502&showtype= 相關附件〉。
177 前掲書注（37）219 ～ 220頁。
178 前掲書注（37）230 ～ 231頁。
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今回の法改正では行政院と司法院による〇六年の共同提案（以下、「共
同提案」）の中の多数の条文がそのまま認められていたことがわかる179。
それはともかく、この度改正された旧民法一〇七三条には、夫婦による
共同縁組を結ぶ場合、片方は養子となる者より二〇歳以上長じているの
であれば、相手方の配偶者は養子より一六歳以上長じるだけであっても、
縁組が認められるものと定められている。そして、新たに設けられた民
法一〇七六条の一の規定によると、子どもの縁組に対し、実親が子ども
に対して自分の養育の義務を全うしない、或は子どもに危害を加える場
合、同人による同意がなくても裁判所によって子どもの縁組を成立させ
ることができる180と定められており、注目に値する。
　また、養子縁組の終了について、新たに設けられた民法一〇八〇条の
一、同条の二及び同条の三の規定に注意する必要もある。例えば、第一
〇八〇条の一では養親が死亡した後、養子が裁判所に縁組の終了を請求
し得る場合があるとされる一方、裁判所が特定の場合に限って、当該請
求を斥けることができるともされている。そして、養子が七歳以上の未
成年者であれば、縁組の終了を請求することには法定代理人の同意を得
ねばならない要件も課されている。　

第三項　婚外子
　旧慣では「婚外子」を指す言葉は色々ある181。そして、「〔…〕父ハ其
母又ハ母ノ後夫ノ甘諾ヲ得ルトキハ容易ニ之ヲ認知シ取養スルコトヲ得
ヘシ」、と言われ、「〔…〕父カ其母ト婚姻シ或ハ其子ノミヲ取テ現在ノ
妻又ハ妾ニ子養セシメタルトキハ其子ハ嫡子又ハ庶子ト同一ノ身分ヲ得
ルモノト為ス」182、と認識されていた。また、認知された婚外子はその家
の家產の相続について、婚内子と平等に相続権を持つ183、とされてきた

179 前掲注（173）政69 ～ 72。立法院公報第96巻第14期委員会記録（2007年）
289 ～ 314頁。
180 『法源法律網』ホームページ（2008年５月22日）〈http://db.lawbank.com.
tw/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL001351&lno=1076-1〉。
181 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）445 ～ 446頁。
182 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）450 ～ 451頁。
183 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）565頁。
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らしい。

　第一目　一九八五年以前の『中華民国民法』と婚外子
　『民法』では、婚外子の「準正」、「認知」及び「認知に関する遡及効
の承認」との規定が設けられている。「準正」については、「血統的に親
子関係の存在」及び「両親が法的に有効な婚姻を締結しなければならな
い」という二つの要件が課されている184が、学説においては、「血縁上
の父による認知の是非」185や、「親の結婚が無効だとされた場合、準正の
効果の存在不存在」を巡る見解の違いがある。実務的には両親の結婚が、
重婚か近親婚の制限に触れれば、両親の結婚が無効になるため、子ども
は「準正」によって嫡出性を取得することができなくなるという理解を
支持するように見える（一九四一年最高裁上字第四五四号判決）186。但し、
婚姻が取り消されても、「準正」の法的効果には影響がないとされてい
る187。
　他方、「認知」の制度については「任意認知」と「強制認知」がある。
前者は民法一〇六五条に定められており188、戸籍上の登記は必要とされ
ず、父親から認知の意思表明にも条件付きや除斥期間を設けられていな
い。但し、如何なる形の意思表示を「認知」として認めるべきかという
問題がある189。例えば、一九三四年の院字第一一二五号解釈によると、
婚外子が血縁上の父の下で養育を受けるという事実があれば、認知の効
力が発生する、と言う190。そして、後者の「強制認知」について八五年

184 陳ほか・前掲書注（２）290頁。高鳳仙『親屬法：理論與實務』（五南圖書・
2008年）302 ～ 303頁。
185 陳ほか・前掲書注（２）290頁。高・前掲書注（184）303頁。
186 陳ほか・前掲書注（２）290頁。高・前掲書注（184）303頁。『司法院法
學資料檢索系統』ホームページホームページ（2011年６月14日）〈http://jirs.
judicial.gov.tw/Index.htm〉
187 陳ほか・前掲書注（２）290頁。高・前掲書注（184）303頁。
188 陳ほか・前掲書注（２）292頁。高・前掲書注（184）306頁。
189 高・前掲書注（184）306 ～ 307頁。
190 陳ほか・前掲書注（２）292 ～ 293頁。高・前掲書注（184）307 ～ 308頁。『司
法院法學資料檢索系統』ホームページ（2008年６月14日）〈http://jirs.judicial.
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に法改正が行われた前の旧民法一〇六七条によると、「強制認知」が認
められる理由は限定されており、婚外子自身も血縁上の父に対する認知
請求権を持つことができなかった。

　第二目　二〇〇〇年までの法改正
　婚外子に関する法制度の改正は、二〇〇〇年までに三回行われた。八
五年に婚外子や養子等の子どもの福祉を増進させるという政策的主導191

に基づき、旧民法一〇六七条が改正され、血縁上の父に強制認知を請求
する権利が婚外子にも与えられることになった192。
　九六年に行われた二回目の法改正により、民法一〇六九条の一（以下、

「本条」）が新設され、未成年の婚外子を認知した場合、同人に対する権
利義務の行使又は負担については民法一〇五五条、第一〇五五条の一及
び第一〇五五条の二の規定が準用される。本条は一補足的な規定だと解
されるが、今までは婚外子が認知された後、親が当該未成年の子どもに
対する権利や義務を如何に負うかという問題があった193ため、この規定
の追加は「子どもの利益の保護」に資するものだと考えられている194。
また、本条の成立は同じく九六年に行われた前記の三カ条に対する改正
及び、新設という流れを踏まえた上でのことだと見られている195。すな
わち、その三カ条は離婚に際して裁判所による介入を積極的に要請する
ものであり、監護権の所属は「子どもの最善の利益」に基づき判断すべ
きだという義務を裁判所に課するものでもある。それ故、婚外子の場合
にも本条の新設によって「子どもの最善の利益」への熟慮という法全体
の原理原則が持ち込まれたことになる196。

gov.tw/Index.htm〉。
191 黄・前掲論文注（17）21頁。
192 黄・前掲論文注（17）28 ～ 29頁。中野ほか・前掲論文注（24）247頁。
193 立法院議案関係文書院總第1150号政府提案第5207号（1995年５月３日）報
10 ～ 11。
194 前掲注（193）報３。
195 前掲立法院公報注（92）426頁。
196 1999年の改正は『刑法』と連動して、「強制的性交渉」等の文言を統一的に
改めることとして、旧民法1067条を改正しただけに止まっていた。前掲立法院
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　第三目　二〇〇四年大法官釈字第五八七号解釈
　本件解釈の申請は、事案 A と事案 B の当事者によって行われた。ま
ず前者における大法官解釈の申請人は、一歳余りの子ども X1である。
X1の母親である Y1は、X1を受胎する一年前から既に生育能力が低い配
偶者の Z1とは別居していた。そこで、Y1は Z1と別居している一年の間
に第三者と性交渉を持ち受胎した結果 X1をもうけた。ところが、Y1と
Z1の離婚は X1の出生した年と同じ年に行われたため、旧民法一〇六二
条の規定に基づき戸籍機関は X1を Z1の婚内子として推定した。従って、
X1が Z1との親子関係不存在の確認訴訟を提起した。しかし、最高裁は
旧民法一〇六三条の規定に依拠し、X1の請求を斥けた。そのため、X1
はこの最高裁判決によって自分の憲法二二条から保障される「自分の血
縁上の父を確認する裁判を受ける権利」が侵害されたことを主張し、大
法官会議に対し同判決の違憲審査を求めたのである。
　他方、後者における申請人は、二人の女児の血縁上の父 X2である。
X2は一度離婚した Y2と結婚して二人の女児に恵まれたが、旧民法一〇
六三条の規定によって、Y2の前夫である Z2の子女だと推定された。こ
の事情を知った X2は二人の女児に DNA の検査を受けさせ、自分との
血の繋がりを証明した後、X2は二人の女児と Y2を相手取り裁判所に対
し親子関係存在の確認訴訟を提起した。しかしながら、最高裁はやはり
同条の規定に基づき X2の請求を斥けた。従って、X2も大法官会議に対
し、最高裁の判決が憲法一六条（裁判を受ける権利）、第二二条及び第
二三条を侵害したかどうかの判断を求めた197。
　大法官会議はまず主文において、「（子ども）が自身の血統の出自を知
り、真の親子関係を確認することは（子ども）が享有する人格権の一内
容となり、憲法によって保障しなければならない」、と説示した。そして、
旧民法一〇六三条の規定自体の合憲性を確認しながら、「〔…〕（子ども）

公報注（130）230頁。
197 『司法院大法官』ホームページ（2008年４月24日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=587&showtype= 相關附件〉。
吳煜宗「子女自我否認婚生性之權利─釋字第五八七號解釋的挑戰」『月旦法學
雜誌（No.119）』（2005年４月）213 ～ 214頁。
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自身が当該請求権の享有を認めていないことや除斥期間も定められてい
なかったことから考えれば、（子ども）が有する訴訟を起こす権利には
不当な制限が課されることになる」、と示した198。
　続いて、理由において大法官会議は、子どもの権利条約七条一項の規
定を取り上げ、「〔…〕子どもには自分の出自を知る権利が保障されてい
る。当該権利は父子関係の真実を確認することに資するものだと認め、

（子ども）の人格権の一内容ともなる故、〔…〕憲法二二条によって保障
しなければならない」、と説きながら、「〔…〕自分の出自を知り、真の
身分を取得することは（子ども）本人の人格的利益と深く係わることで
あり、例え夫婦両方揃えて嫡出否認の訴を提起しないかしたくないこと
にして、除斥期間を不意か故意によって見過ごせば、（子ども）の本当
の出自を確定する機会がなくなり、（子ども）にも真の身分を取得する
ことができなくなる。かような状況は本人の人格的権益の保障には資し
ない」、と説示した。しかし、本件における子どもの血縁上の父に嫡出
否認の訴を提起する権利が、「〔…〕容認されるのであれば、他人の婚姻
と係わるプライバシーに介入し、提訴人自身も当該不法行為の正当性を
主張しなければならない故、社会通念に照らして考えれば、到底容認し
難い」という消極的な姿勢を見せ、それを如何に改めるのは全て立法府
による裁量に任せるべきだと述べている199。

　第四目　二〇〇七年の法改正
　この年に行われた家族法改正は主に養子法に集中している。しかしな
がら、政府側からの説明においても認めたように、前記の釈字第五八七
号解釈の判断を受けて、今回の改正では子どもの嫡出否認等も含まれ、
婚外子に係る法的枠組みにもメスが入れられている200。その結果、婚外
子の「氏」の定め方を規定する民法一〇五九条の一が新設されたことを
始め、「子どもの受胎期間」や「強制認知」等に係る旧民法一〇六二条、

198 前掲書注（37）628 ～ 629頁。吳（煜）・前掲論文注（197）214頁。
199 前掲書注（37）629 ～ 630頁。吳（煜）・前掲論文注（197）214 ～ 215頁。
200 前掲注（173）政69。
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第一〇六三条、第一〇六七条及び、第一〇七〇条も改正された201。
　ところが、政府から出された公式的記録を見ると、今回の法改正の雛
形は九五年に政府が出された「民法親族編及び其の施行法の一部改正草
案」の中で示されていたことが窺える。例えば、前記の釈字第五八七号
解釈で争われた旧民法一〇六三条の改正は既に当該草案の中で提示され
ていたのである。つまり、子どもの嫡出性の推定について夫婦の一方が
子どもが婚内子ではないことを証明することができるとき、否認の訴え
を提起することができることや、かような嫡出性の否認の訴えは、子ど
もの出生を知ってから六年以内にしなければならないことなどが記され
ていた202。仮にこの改正案が九六年の二回目の法改正で成立することに
なれば、〇四年の大法官解釈を待たなくても事案 A が救済される可能
性があろう。
　そして、旧民法一〇六七条の改正について、八五年の法改正を行う際
に、政府側から既に同条の改正が訴えられた。すなわち、「〔…〕、（婚外
子）の利益を保護するために、『その生父が死亡したときは、生父の相
続人に対し認知を請求することができる』」と定められるべきだという
のである。しかし、立法院における審議では人倫に悖ることや、第三者
による詐欺行為を助長してしまうこと等203の反発的な意見が強く、同改
正案が成立することがなかった。にもかかわらず、政府側が九五年の政
府草案に再び同条の改正を盛り込み、婚外子に対して血縁上の父やその
相続人を相手取り認知を求める権利を与える姿勢を示した204。これに対し
ては立法院からの反対意見は殆ど見られず、法改正がそのまま成立した。

第四項　生殖補助医療との関わり

201 中野ほか・前掲論文注（24）246～247頁。前掲立法院公報注（32）115～117頁。
笠原ら・前掲論文注（96）19 ～ 20頁。
202 前掲注（116・第5342号）政24 ～ 25。前掲注（116・第6631号）政101 ～
102。
203 黄・前掲論文注（17）28 ～ 29頁。莊惠萍『臺灣非婚生子女法律地位之變遷』

（國立台灣大學法律學研究所碩士論文・2005年）78 ～ 79頁。
204 前掲注（116・第5342号）政25 ～ 27。前掲注（116・第6631号）政102 ～
103。
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　生殖補助医療に係る生命科学の領域において、「〔…〕台湾における進
展は先進国とされる国々とはそれ程大差がない」205という見解がある。
しかしながら、制定法の整備が極めて怠慢だと指摘されている206。

　第一目　学術的議論
　台湾における「人工生殖子」をめぐる議論は、その者の嫡出性認定を
民法上如何に取り扱う問題が焦点となっている207。夫の精子による人工
授精（AIH）の場合は民法一〇六一条に基づき、同夫婦の婚内子として
認められなければならないと理解されているが、死後生殖による子ども
の嫡出性の認定を巡る問題がある208。他方、夫以外の第三者の精子によ
る人工授精（AID）の場合は、民法一〇六三条一項の規定とセットにし
て夫婦両方による同意の要件の成立の有無を分けて考えるべきだという
見解が示されている。中では夫婦の同意の有無を前提にして、「人工生
殖子」に対して嫡出否認の訴を行えるかどうかの問題がある209。
　一方、独身の女性と「人工生殖子」の関係について民法一〇六五条二
項の規定に照らし、子どもが当該女性の嫡出子として認められることに
疑いはないという見解がある。そして、女性が精子を提供する男性との
間に事実婚の関係が存在するのであれば、結婚を通じて子どもは嫡出性
の推定を受けることができることや、準正によって男性の婚内子として
認められることが言われる一方、結婚が成立していない場合は、男性と
子どもとの間に認知などの問題は生じないと解されている210。
　また、近年において政府が「代理出産」の生殖補助医療（IVF）を条
件付きで容認する動きがある211ことを受け、学界では「〔…〕妻と第三

205 薛瑞元「『代理孕母』所生子女的身分認定」『月旦法學雜誌 第38期』（1998年）
67頁。
206 薛・前掲論文注（205）67頁。
207 陳ほか・前掲書注（２）311頁（注20）。
208 陳ほか・前掲書注（２）312 ～ 313頁。
209 陳ほか・前掲書注（２）314 ～ 315頁。
210 陳ほか・前掲書注（２）315頁。
211 陳ほか・前掲書注（２）319頁。薛・前掲論文注（205）65頁。立法院公報
第94巻第54期委員会記録（2005年）64頁。



子どもの自己決定と憲法（３）

［176］北法62（4・289）935

者の女性とでは誰が子どもの法律に認められる母親であろうか。〔…〕。
優生学の配慮に基づいて人工による中絶をする場合、決定権を持つのは
誰であろうか」212などの問題が提起されている213。
　一方、釈字第五五四号解釈には性交渉行為と憲法の関わりが示されて
いる。すなわち、同解釈において大法官会議は憲法二二条による制限に
服する条件の下で人民の性交渉の自由が保障されると宣言した214。これ
を機に、憲法が人民の「プライバシーの権利」を保障する具体的内容に
おいては、「〔…〕結婚や生育の有無」215が含まれるとの主張も見られて
いる。
　「プライバシーの権利」については一九九二年の釈字第二九三号解
釈216以来、大法官会議は度々言及してきた。その中、〇四年の釈字第五
八五号解釈において大法官会議は初めて憲法二二条に基づき人民の「プ
ライバシーの権利」を保障すると宣言し、それによって「〔…〕人間の
尊厳や個人の主体性及び人格の完全なる発達を配慮しなければならない
こと、且つ個人の私生活全般と個人の情報を無断に侵害されないように
しなければならないこと」217を明らかにした218。翌年に出された釈字第六
〇三号解釈では大法官会議が「プライバシーの権利」をより積極的に捉
えたように見える219が、従来の大法官解釈の姿勢と合致し、個人情報の
保護や管理と係る問題のみにおいて「プライバシーの権利」が強く意識
されている疑惑を拭えない。〇七年の釈字第六三一号解釈において、大
法官会議は警察が無断で人民の通信を傍受してはならないと説示し、憲

212 陳ほか・前掲書注（２）318 ～ 319頁。
213 薛・前掲論文注（205）72 ～ 73頁。
214 李（惠）・前掲書注（73）327頁。
215 李（惠）・前掲書注（73）328頁。
216 その外、2002年の釈字第535号解釈もある。前掲書注（37）161 ～ 162；501
～ 504頁。『司法院大法官』ホームページ（2008年６月10日）〈http://www.
judicial.gov.tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=293&showtype=
意見書〉。
217 前掲書注（37）612 ～ 626頁。
218 前掲書注（37）624 ～ 625頁。
219 前掲書注（37）676 ～ 677頁。
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法一二条に定められる「通信の秘密」を「プライバシーの権利」の具現
として捉えた220。そして、人間の尊厳に対する尊重からプライバシーの
権利が保障されるという論理もここで再確認されている221。かくして、

「プライバシーの権利」の法的根拠は憲法二二条に求められるだけでは
なく、憲法一二条の上位概念としても位置づけられ得ることが示された。
但し、ここでも従来の大法官会議が示してきた理解から逸脱していない
と思われる。
　かような「プライバシーの権利」に対する大法官会議の理解から考え
ると、同権利の礎になるのは「人間の尊厳」である以上、前記の学術的
主張を支持する余地も出て来ることになろう222。なお、近年において少
子化の現象を意識しながら、憲法学では「積極的生育権」論が唱えられ
ている223。しかし、当該見解において所謂「積極的生育権」は「〔…〕国
家からの不当な介入を排除し、自ら生育を行うか行わないかの自由であ
り、消極的自由権の自己決定権として認められている」224と説かれる一
方、権利主体が「生殖年齢に達する男女」と設定されることに加えて、
避妊や中絶など「生殖」という性的事項について、結婚した夫婦による
合意が重要だと強く主張されている故225、性的自由を個人権として捉え、
生殖補助医療に自由にアクセスし得るとの考えとは親和的ではないよう
に見える。

　第二目　『人工生殖法』と「人工生殖子」
　二〇〇五年九月、死後生殖を巡る事案が起きて、社会全体に大きな衝

220 『司法院大法官』ホームページ（2008年６月10日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/p03_01_printpage.asp?expno=631〉。
221 前掲注（220）。
222 李震山『多元寬容與人權保障─以憲法未列舉權之保障為中心』（元照出版・
2007年）175頁。
223 簡玉聰「二十一世紀少子化時代之新人權論─建構積極生育權試論」許志雄・
蔡茂寅・周志宏編『現代憲法的理論與現實─李鴻禧教授七秩華誕祝壽論文集』

（元照出版・2007年）613 ～ 641頁。
224 簡・前掲論文注（223）629頁。
225 簡・前掲論文注（223）628 ～ 629頁。
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撃を与えた226。この事件を受けて、「生殖補助医療」に関する制定法の制
定も急がれることになり、〇七年に『人工生殖法』（以下、「同法」）が
制定・実施されることに至った。

　一、その概観
　同法の草案において、当時の行政院衛生署の署長である侯勝茂は、

「〔…〕現に我が国の倫理観、道徳観及び社会的慣習に基づいて、人工生
殖法の対象を不妊症が患われている夫婦の方々に限定するのが妥当でご
ざいます」227、と述べ、前記の大事件から提起された死後生殖の問題につ
いては同法によって救済されないと明言した。かような政府の姿勢は、
当時の立法委員の多数によって支持されていた228。その背景には、「子ど
もの人格権」に対する配慮が窺われる229。つまり、死後生殖も含む「生
殖補助医療」全般は「子どもの人格権」を侵害する恐れがあるものとし
て、当時の立法院の中で広く認識されていたのである230。
　こうして、〇七年三月に制定された同法は「生殖補助医療」を「不妊
症の治療方法」の一つとして位置づけ、結婚した夫婦しか同法の適用が
受けられないことを定め、極めて限定的な条件の下で「人工生殖子」の
出生を認めた231。そして、第二三、二四、二五条により、婚姻関係が維
持される間に夫婦による AIH や AID、或いはその技術による受胎は当
該婚姻関係が存在する間に行われたもののみ、出生した子どもを当該夫
婦の婚内子として認められることにした。また、「人工生殖子」である
子どもは自分の出生情報を知る権利がいくつかの制限に服する上、第二

226 『台灣女人健康網』ホームページ（2008年５月６日）〈http://www.twh.org.
tw/11/01.asp〉。前掲立法院公報注（211）65 ～ 67頁。
227 前掲立法院公報注（211）64頁。
228 前掲立法院公報注（211）76～85頁（特に立法委員の盧天麟の発言に要注目）。
229 前掲立法院公報注（211）77頁。
230 前掲立法院公報注（211）87 ～ 88頁（立法委員の朱俊曉による書面意見に
注目）。
231 『全國法規資料庫』ホームページ（2008年６月12日）〈http://law.moj.gov.
tw/Scripts/NewsDetail.asp?no=1L0070024&FL=〉。
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九条の規定により保障される232。

　二、立法院に於ける議論
　同法の制定のために、二〇〇六年四月から三回に亘って立法院の司法
委員会が行われた。その一回目の会議における立法委員の吳育昇による
発言に同法に対する基本的認識が凡そ言い尽くされたと思われる。すな
わち、「〔…（同法の制定によって）婚姻関係を持たない男女は（同法）
の適用から排除（することに加えて）〔…〕、（将来生まれてきた子ども
の人格権を考えて）人工生殖の手段を利用したい男女に対し〔…〕法律
による社会的規範に服従せよということを（同法によって）宣言します。
これは当人の人権に対しては何らの侵害にもならないです」233、というこ
とである234。
　そして、政府草案では「人工生殖子」の出自を知る権利に関して何ら
の規定も設けられていない問題が一部の立法委員によって提示されてい
た。その中には、「〔…〕（同法の意図から考えると）人工生殖子の親は
施術される夫婦であり、血縁上の父ではない故、例え子どもが血縁上の
父を見つけても如何なる法的権利義務関係も発生しません」235、或いは外
国でそのような子どもの権利が認められても、台湾で認められなければ
ならないことではない意見等が見られる236。よって、この点を巡る議論
については当初から立法委員は当該権利の保障に消極的だったと言える。
　他方、政府草案二四条では、卵子の提供者に「人工生殖子」を認知す
る請求権を与えること237になるが、「血縁上の親による認知」を認める
べきかという問題も議論されていた。そこで、精子の提供者に「人工生
殖子」を認知する権利を与えていないことから、当該条文の規定は男女

232 『全國法規資料庫』ホームページ（2008年６月12日）〈http://law.moj.gov.
tw/Scripts/NewsDetail.asp?no=1L0070025&FL=〉。
233 立法院公報第95巻第21期委員会記録（2006年）364頁。
234 但し、草案の中では実際に同居の事実があり結婚していない男女にも生殖
補助医療の利用を認めるものがある。前掲立法院公報注（233）364 ～ 365頁。
235 前掲立法院公報注（233）375 ～ 376頁。
236 立法院公報第95巻第29期委員会記録（2006年）59頁。
237 前掲立法院公報注（236）51 ～ 52頁。
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差別だという指摘238や、夫が不倫の相手と組んで妻を欺瞞することを避
けるため、当該規定を削除すべきだという批判が立法委員の間になされ
たことを受け、最終的に同条が削除され、別途の条文を新設し、「分娩
＝母」ルールを条文化することになった239。

第四節　家庭内暴力と子ども
　台湾では家庭の内部に生じる子どもに対する暴力的な行為が無視され
てきた傾向がある240。そして、子どもの行為に主に注意や懲戒を施す者
は「両親」、「母親」、「父親」、「祖父母」、及び「他の親族」の順だとされ、
かような者に暴力に近い行為に振るわれる子どもが約三％いるという調
査がある241。

第一項　論点の概要
　親か後見人は子どもをよりスムーズに社会の規範に馴染ませるため、
当人のあらゆる行為について規制を課し、注意する権限を持つべきだと
いう社会通念が存在するとともに、民法一〇八五条に定められる両親の
懲戒権、また二〇〇三年に新たに制定された『児童及び少年福祉法』の
中で、両親の子どもに対する監督、養育及び保護の責任が強調されてい
る242。
　本節ではまず前記の民法一〇八五条に規定されている「懲戒権」の文
化的背景を探る。そして、親が子どもに対する権利の濫用について、直
接に判断していないが傍論として見解を示している大法官会議の釈字第
一七一号解釈を整理する一方、暴力に振るわれるか何らかの虐待に遭う
子どもを如何なる制定法によって保護するかについても概観する。最後
に、親の懲戒権の限界について実務的に裁判所が如何なる条件が設定さ

238 前掲立法院公報注（236）52 ～ 53頁。
239 前掲立法院公報注（236）53 ～ 54頁。
240 余漢儀『兒童虐待─現象檢視與問題反思（增訂版）』（巨流圖書・2000年）
107 ～ 109頁。
241 鄭瑞隆『兒童虐待與少年偏差：問題與防治』（心理出版・2006年）54頁。
242 余・前掲書注（240）109頁。鄭・前掲書注（241）10頁。
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れ、判断されてきたのかを検討してみたい。

第二項　「家
チアー

」制度に於ける尊属の懲戒権
　旧来の「家

チアー

」制度での尊属が持つ「尊長權」には卑属に対する「教令
ノ權」が含まれる243。戦前の中国において「家

チアー

」制度がまだ弱体化され
ていない前、その「教令ノ權」は制定法によっても支持されてきた244。
かような「教令ノ權」に対する認識は「〔…〕台湾の旧慣モ亦之ニ異ル
所ナシ」245、と言われている。現に台湾で執行されている民法一〇八五条
には「父母は必要な範囲内において子女を懲戒することができる」、と
も定められている246。
　他方、旧慣では「尊長權」が、①尊属や卑属の死亡、②尊属や卑属か
らの別居、③「尊長權」の濫用という条件の下で消滅と見做されてい
た247。また、慣習法上「公益ノ保護」を名目として「尊長權」の違法阻
却性を否定して卑属の地位を保護しようとする律令もいくつか作られ
た248。
　かように、「尊長権」は絶対的なものと認識されてきたわけではないが、
その権利の存在を後ろから支えるのは「孝道」という価値観で表される
精神的風土だと言われている249。それは民法一〇八四条によって受け継
がれていると見ることもできよう。なお、現在では「尊長権」は両親に
帰属することになった上、旧慣と同様に他の尊属や親族会議によってそ
の権利の濫用を防ぐ規定も設けられている（旧民法一〇九〇条）が、近
年の台湾社会において親族会議の機能の衰退に伴い、殆ど発揮されな
い250だけではなく、〇七年に当該制度も事実上無くなってしまったので
ある。

243 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）218頁。
244 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）219頁。
245 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）220頁。
246 余・前掲書注（240）43 ～ 44頁。
247 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）224 ～ 228頁。
248 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）227頁。
249 臨時臺灣舊慣調査會・前掲書注（26）227 ～ 228頁。
250 陳ほか・前掲書注（２）420頁。
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第三項　一九八一年大法官釈字第一七一号解釈
　本件解釈は旧民法一〇九〇条についてなされたものであるが、子ども
に対する親権の濫用の問題も言及されている。

　第一目　主文及び理由
　本件解釈の主文では、「民法一〇九〇条〔…〕に言う『その至近の尊属』
の『その』とは、両親のことを指す」251と示されながら、理由において、

「〔…〕両親が子どもに対する権利を濫用し、是正を要する場合、法律に
基づいてその一次的な役割が親族会議に任じられている。〔…〕なお、（子
どもに対して両親が当該権利を濫用する）ような場合が生じれば、子ど
もの権益を保護する目的に基づいて他の法律（例えば児童福祉法）の適
用も配慮しなければならない」252と論じられた。

　第二目　姚瑞光大法官による反対意見
　かような多数意見に対し、姚瑞光大法官の反対意見はまず多数意見の
最後に示された「なお書き」の部分は最高裁からの諮問にとって蛇足だ
と批判する253。そして、多数意見は大法官会議の内部からの一九二五年
に公布した第二次民律草案一二五条を参照し、当時の立法者意思に基づ
き、旧民法一〇九〇条に書かれた「その」とは子女のことを指すべきだ
という意見に配慮し、「なお書き」を入れることにしたのであれば、同
氏は元来の主文を変更し、司法院の院字第一三九八号の解釈を変更させ
るような解釈をなすべきだと、主張している254。
　最後に、同氏は多数意見に同調しながらも、「是正制度」に関する条
文は民法以外に存在しないことを指摘し、再び「なお書き」の無意味さ
を強調する。すなわち、多数意見の言うような「両親の至近の尊属」が
行う「是正制度」自体は旧民法一〇九〇条の規定を除き、『児童福祉法』

251 前掲書注（37）62頁。
252 前掲書注（37）62 ～ 63頁。
253 『司法院大法官』ホームページ（2008年５月24日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=171&showtype= 意見書〉。
254 前掲注（253）。
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や他の法律においてはどこでも「是正制度」を補充し、或は例外的規定
が設けられていないため、『民法』以外の法律を配慮しても、当該制度
は子どもの権益保護に資することにはならないと示した255。

第四項　法律の整備
　「家庭内暴力と子ども」を考えるに当たって、子どもに対する虐待の
行為とは避けられえないテーマである256。学界では制定法を以て子ども
の虐待問題を解決する方向を疑問視をする者もいる257が、本項目では台
湾の現行法が前記の問題に対し、如何なる対策を打ち出しているのかを
明らかにし、関連する大法官会議の動きも考察する。

　第一目　その概観
　子どもの虐待問題に対応する行政的システムとして、内政部（「総務省」
に相当）に設けられる「児童局」が挙げられる外、一九九八年に『家庭
内暴力防止法』の制定・施行に伴い、「家庭内暴力の防止及び性的侵害
の防止に関する委員会」（なお、〇七年の法改正により、同委員会が同
法の主務官庁から付属官庁となり、主務官庁は内政部に移すことになっ
た258）、及び各県市の「社会局」も当該業務を取り扱っている259。
　他方、子どもの保護を眼目として制定された法律はない260。そして、
子どもの虐待というテーマに絞り込んで見れば、民法にとってそれは想
定外の事態だから、実際に対応を取られる規定が少ないと言われてきた
が、八九年に至って制定された『少年福祉法』の第九条により、初めて
両親からの虐待を受ける要件の下で公権力が家族に介入し、子どもを保

255 前掲注（253）。
256 余・前掲書注（240）38；118頁。
257 余・前掲書注（240）260 ～ 264頁。
258 『全國法規資料庫』ホームページ（2008年６月23日）〈http://law.moj.gov.
tw/Scripts/Query4B.asp?Lcode=D0050071&LCC=2&LCNO=1〉。
259 なお、家庭内の暴力から子どもを保護しようと考える流れは台湾がアメリ
カ合衆国と同様に、民間での活動から政府の対応を引っ張ってくることが指摘
されている。余・前掲書注（240）38；150頁。鄭・前掲書注（241）43頁。
260 鄭・前掲書注（241）43頁。
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護することができるようになった。その後、九三年に改正された『児童
福祉法』によって通報制度や子どもの監護権の変更などの条文も設けら
れて、暴力や虐待に遭われた子どもに対する保護が一層図られた261。し
かし、「虐待」の定義についてこの時点では依然として明確に定義され
ていなかった262。かような状況は〇三年の『児童及び少年福祉法』まで
続いている。とはいえ、同法に基づいて子どもに対する肉体的虐待やネ
グレクト、そして子どもの成長に適切ではないと考えられる場所、活動
に対し、公権力による積極的な対応ができるようになったため、「〔…〕
台湾の現状と合致する」263法的措置が取られていると評されている264。

　第二目　『家庭内暴力防止法』と子ども
　『家庭内暴力防止法』（以下、「DV 法」）は一九九八年に成立して以降、
〇三年に大法官会議が下した釈字第五五九号を受け、最も実効性が期待
される「保護令」の制度など〇七年に全面的改正が行われた。

　一、その立法過程
　DV 法の草案は一九九七年に初めて立法委員の潘維剛によって提出さ
れた265。同氏が立法院の「司法、内政及び辺境地区、並びに教育三つの
委員会連合会議」の席で起草理由を説明する際、DV 法の重点が家庭に
於ける女性の保護にあることを述べていた266。具体的内容として、被害
者に対する「保護令」の許可制度の導入や、「家庭内暴力罪」という犯
罪の新設等の項目が取り上げられている267。
　「虐待」の認定について、当時の司法院民事庁長官である廖宏明の説

261 余・前掲書注（240）240頁。
262 余・前掲書注（240）40頁。
263 余・前掲書注（240）42頁。
264 立法院議案関係文書院總第932号委員提案第7815号之１（2008年４月19日）
討27 ～討32。
265 『立法院國會圖書館』ホームページ（2008年６月22日）〈http://lis.ly.gov.tw/
ttscgi/ttsweb?@39:266662294:3:1:1@@749367298〉。
266 立法院公報第86巻第39期委員会記録（1997年）299 ～ 301頁。
267 前掲立法院公報注（266）302頁。
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明は、身体や生命への侵害或は精神的迫害の結果にもたらせる行為であ
れば、虐待として認められ得ることを述べた268。従って、DV 法で想定
される「虐待」の範囲は幅が広いと言えよう。また、連合会議に参加す
る委員の中で子どもに対する虐待のケースも DV 法の守備範囲に属す
ると考えた者が少なくなく、家庭裁判所の設置をめぐる議論もここで見
られた269。
　他方、DV 法は一旦婦女や子どもに対する家庭内暴力を発見した場合、
前述したように裁判所から「保護令」の発行が可能だとされている故、
中国の伝統的価値観から同制度の導入を反対する意見も見られた270。但
し、DV 法の目的は家族の再結合に重点を置き271、「家族を構成する成員
全員」272の安全を最優先だと認識され、前記の見解はすぐさまに反論さ
れた273。

　二、二〇〇三年の大法官釈字第五五九号解釈
　本件解釈は旧 DV 法の中で非金銭給付型の保護令の申請について詳
しく定められておらず、憲法二三条に違反する虞を生じた故、高雄地方

268 前掲立法院公報注（266）304頁。
269 前掲立法院公報注（266）308 ～ 309頁。
270 前掲立法院公報注（266）316 ～ 317頁。
271 例えば、同法１条の中で「家族の円満」という言葉があった。しかし、07
年の改正によって、この言葉は取り除かれて、DV 法が被害者に対する保護を
主な目的とされている。『全國法規資料庫』ホームページ（2008年６月23日）

〈http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4B.asp?Lcode=D0050071&LCC=2&LC
NO=1〉。
272 なお、この「家族を構成する成員全員」の範囲について委員の間には議論
を呼んでいた。政府側は家庭内暴力となるのは同棲の段階でも想像することが
できる認識を示す故、成年男女による一時的同棲関係をより実質的な結婚状態
に近い事実婚の当事者に限定しようという提案をした。この提案は立法委員の
賛成も得ている故、そのまま法文化された。立法院公報第86巻第40期委員会記
録（1997年）12 ～ 13頁。
273 前掲立法院公報注（266）317～319頁。立法院公報第89巻第63期院会記録（2000
年）87 ～ 88頁。
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裁判所から大法官会議の判断を申し込んだ274。
　大法官会議はまず主文において、法治国家の原則を説示し、係争する
非金銭給付型の保護令制度について、DV 法五二条を以て一括に同法の
主務官庁にその手続や方法を規定する権限を与えたことは違憲ではない
としつつ、「〔…〕保護令の制度自体が個人の人身的自由を制限し、財産
も徴収される効果を持つ以上、〔…〕法律或は明確に主務官庁に委任す
る命令によってなされなければならない」と示し、DV 法の法改正を促
した275。そして、理由において大法官会議は DV 法に定められている民
事保護令は家庭内暴力を阻止し、家族の成員を保護する目的に基づいて、
申請や職権によって発行されるものだと解されるべきだと言い、非金銭
給付型の保護令の執行について DV 法には明記されていない欠陥を再
び指摘しながら、立法者は「〔…〕執行機関が行政代執行法や強制執行
法に則り、命令の遂行を明記すること或は、委任される機関に対し、作
為や不作為の義務の執行について如何に（DV 法）に基づき、細部の規
定を設けること」276等を明示すべきだと説示した。

　三、二〇〇三年から動き始めた法改正の流れ
　前述した大法官解釈を受けて、立法院の中では DV 法の改正に対する
関心も高まることになった277。二〇〇五年に DV 法の改正についてより
多くの意見を汲み取るために、民間団体の代表や大学教授も数人を招い
て公聴会を開いたのである。
　当該公聴会の先頭において、政府側の代表は「〔…〕（DV 法）のモデ
ルとなるのはアメリカで施行されている家庭内暴力に関する統一法
典」278だと明言し、政府による改正案では DV 法の目的を被害者の保護

274 『司法院大法官』ホームページ（2008年６月23日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=559&showtype= 相關附件〉。
275 前掲書注（37）548 ～ 549頁。
276 前掲書注（37）549 ～ 550頁。
277 釈字第559号解釈を出した後、DV 法の改正を求める改正案はすぐに立法院
で提出された。04年に行政院も初の DV 法草案を出したのであるが、前記の改
正案と同様にこの年の会期には成立することができなかった。
278 立法院公報第95巻第２期委員会記録（2005年）181頁。
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に一点集中すること、子どもをめぐる奪い合いの状況が生ずる場合警察
が直ちに公権力を以て子どもを取り戻すことができること、及び悪戯な
通報に対し、罰則が科されること等が盛り込まれたことを述べてい
た279。
　そして、民間団体の推薦を受ける参考人らの中では、裁判所の中に「家
庭内暴力に関する相談窓口」を設置すべきであることや、調停前置主義
の排除の重要性が唱えられる意見が見られた280。後者について、従来の

「一家団欒」を極めて重視する伝統的価値観において家庭内部の争いが
常に「和」を求め、個人の感情や被害を無視しやすい側面を強調するた
め、調停前置主義によって被害者は本当の救済が得られないと強く主張
する見解がある281。但し、ここではやはり DV 法の当初の立法者意思が
尊重され、大人対子どもの暴力的構造を解決しようという論点が取り上
げられなかった282。
　なお、〇三年から動き出し始めていた DV 法の改正は、一旦頓挫する
ことになったが、改正を求める気運は中断されずに、〇五年から〇七年
までの審議を経て、前記の公聴会の議論も汲みながら、いくつかの調整
が行われた改正案は〇七年三月に三読会を経て、〇八年から DV 改正法
が施行されることになった。

　四、『家庭内暴力防止法』に於ける子どもの位置づけ
　改正 DV 法はその第一条に「家庭内暴力行為の防止及び被害者の権利
利益の保護」283という目的を掲げている。そして、第三条の、「本法でい
う家族成員とは以下の者とその子女のことを指す」という文言から、子
どもも同法による保護の下に置かれていると理解することができるかも
しれないが、里親に保護される子どもは如何に理解すべきであろうかと

279 前掲立法院公報注（278）182 ～ 184頁。
280 前掲立法院公報注（278）185 ～ 186頁。
281 前掲立法院公報注（266）300頁。前掲立法院公報注（278）186 ～ 187頁。
282 前掲立法院公報注（278）198頁。
283 『全國法規資料庫』ホームページ（2008年６月23日）〈http://law.moj.gov.
tw/Scripts/newsdetail.asp?no=1D0050071〉。
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いう問題がある。また、第四四条に関し、養護施設に預けられている子
どもは DV を受けた場合、裁判所の判断によって他の施設や里親の下に
移すことが可能であるかどうかという問題も存在すると考えられる。に
もかかわらず、子どもに関する疑問をめぐる議論が立法院では殆ど触れ
ていなかった284。
　一方、改正 DV 法一四条により、家庭内暴力の事実が確認された家族
に対して、裁判所は、被害者（両親の一方及びその子ども）の権利利益
の保護に基づいて、親と子どもとの面接交渉が如何なる形で行われるか
ということを決める権限が与えられた。本稿の立場から考えれば、面接
交渉の主体はあくまでも子どもである故、子どもの意思は如何なる方法
で反映されるのかが同改正法の中で一切明示されていなかった点に疑問
を感じる285。なお、面接交渉の進行中に定められた事項を守っていない
場合、改正 DV 法二五条によれば、「〔…〕執行機関或は権利人が〔…〕
裁判所に対し保護令の変更を請求することができる」としているが、「権
利人」とは子どもも含まれているかどうかの問題については立法院にお
ける議論を見る限り不明である。

第五項　いくつかの判決
　一九九九年に出された最高裁の台上字第一七五三号判決において、子
どもの身体の自由を拘束した上、暴力まで振るった被告 X への量刑は
子どもが暴力に振るわれる事実だけ考慮されることが不十分だと見て、
上訴してきた検察官の主張に対し、同裁判所は「〔…〕被告が故意に基
づいて自分の子どもを縄で束縛し、殴打を加え、死に至らしめる行為は
懲戒権を逸脱するが、同人に対する傷害行為によってだけ量刑すべきで
ある」286、と説示し、検察官の主張を理由がないとみなして上訴を棄却し

284 立法院公報第95巻第14期委員会記録（2006年）７～９頁。立法院公報第96
巻第10期院会記録（2007年）593 ～ 594頁。
285 なお、保護令の執行について内政部警察署刑事警察局の代表である彭智偉
は「〔…〕保護令は家事保護令であるから、我々は執行する際に当事者の意思
を尊重します」、という発言をなさっていた。立法院公報第95巻第24期委員会
記録（2006年）410頁。
286 『法源法律網』ホームページ（2008年６月25日）〈http://fyjud.lawbank.com.
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た。ここでは親による子どもへの暴力は一般の傷害事件と大差がないと
いう裁判所側の意識を窺えよう。
　〇〇年三月に下された台北地方裁判所の易字第三〇〇一号判決は、民
法一〇八五条に定められる両親の懲戒権を次のように判断している。す
なわち、「〔…〕両親が教育を目的としないこと、或は必要な限度を超え
て子女に体罰や殴打などの暴行を加える場合、〔…〕刑法二一条一項の
適用はなく違法阻却事由の成立も認めない。そして、民法は両親に子女
に対する懲戒権を認めるのは子女の保護や教育をより順調に施すことが
できるようにする目的にあり、子女を両親の財産として見做し、恣意的
に懲戒を行うことを認めるわけではない。従って、『必要な限度』とは
当人に対する保護や教育の目的の範囲内において認められるのであり、
子女の家庭環境、性別、年齢、健康的状況、性格及び逸脱行為の軽重を
総合的に考量し判断すべきである」287、と説示したのである。但し、本件
の控訴審では被告が罪を犯した動機には家族の崩壊、子女の教育問題に
あると解して、被告の犯罪後の態度も配慮され、一審判決を破棄し、被
告に対する執行猶予を認めた288。
　前記の事案と殆ど同じ時期に高等裁判所台南支部から下された上易字
第三三四号判決の中でも両親の懲戒権について判断されている。すなわ
ち、「〔…〕（懲戒権が含まれている）親権の行使は必要な範囲内に行わ
なければならない。それを超える懲戒行為は親権の濫用だと認められる。

〔…〕控訴人 X が顔の左部分と右の太ももには多数の殴り傷があり、同

tw/Print.aspx?jrecno=88%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c1753%2c19990408&co
urtFullName=TPSM&jyear=88&jcase=%e5%8f%b0%e4%b8%8a&jno=1753&jd
ate=880408&jcheck=&switchfrom=1&issimple=-1〉。
287 『法源法律網』ホームページ（2008年６月25日）〈http://fyjud.lawbank.com.
tw/Print.aspx?jrecno=88%2c%e6%98%93%2c3001%2c20000316&courtFullNam
e=TPDM&jyear=88&jcase=%e6%98%93&jno=3001&jdate=890316&jcheck=&s
witchfrom=1&issimple=-1〉。
288 『法源法律網』ホームページ（2008年６月25日）〈http://fyjud.lawbank.com.
tw/Print.aspx?jrecno=89%2c%e4%b8%8a%e6%98%93%2c1485%2c20000612&co
urtFullName=TPHM&jyear=89&jcase=%e4%b8%8a%e6%98%93&jno=1485&j
date=890612&jcheck=&switchfrom=1&issimple=-1〉。
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人に対する教育の効果を上げることはできず、逆効果を招く虞もないと
は言えない」289、と示した。しかしながら、本判決は子どもの体には多数
の古傷があることを認めても被控訴人による子どもの虐待の可能性につ
いては言及をしなかった。
　なお、同年四月に同じ高等裁判所台南支部によって下された上易字第
四五八号判決は離婚の後、監護権を持たない父親にも子どもに対する懲
戒権が依然として有することを認めた。そして、民法一〇八五条に定め
られる両親の懲戒権について同裁判所も必要性を強調しつつ、「〔…〕子
女の生命、身体や健康に危害を加わる手段で懲戒権を行使することを認
めない」290、と述べている。

第五節　小括
　今まで台湾における家族法の分野からいくつか子どもと関連するト
ピックを拾って憲法学の視点から試みに検討した。しかしながら、議論
をより詰めて行わなければならない部分が決して少なくはない。
　第一、釈字第五〇二号解釈が下された七年後、旧民法一〇七三条の改
正がようやく実現されたが、共同提案や各立法委員による提案の内容を
見ると、いずれも養子縁組の両当事者の間に一定の年齢的隔たりが必要
だとされ、当該解釈から示された疑問点は二〇〇七年の改正では注目さ
れていなかったように思われる。他方、司法委員会の席では養育を行う
事実の認定を巡る議論が提起されていた291。つまり、養育の事実によっ
て養子縁組の成立も認められるべきだという見解である。それに対し、
当時の法務部次長である朱楠は今回の改正において夫婦一方の養子との

289 『法源法律網』ホームページ（2008年６月25日）〈http://fyjud.lawbank.com.
tw/Print.aspx?jrecno=89%2c%e4%b8%8a%e6%98%93%2c334%2c20000322&cou
rtFullName=TNHM&jyear=89&jcase=%e4%b8%8a%e6%98%93&jno=334&jda
te=890322&jcheck=&switchfrom=1&issimple=-1〉。
290 『法源法律網』ホームページ（2008年６月25日）〈http://fyjud.lawbank.com.
tw/Print.aspx?jrecno=89%2c%e4%b8%8a%e6%98%93%2c458%2c20000412&cou
rtFullName=TNHM&jyear=89&jcase=%e4%b8%8a%e6%98%93&jno=458&jda
te=890412&jcheck=&switchfrom=1&issimple=-1〉。
291 前掲立法院公報注（179）298頁。



論　　　説

［191］ 北法62（4・274）920

年齢差を一六歳に引き下げることにしたが、これから再び改正を行う可
能性を示唆した292。そして、養子縁組に対する両親による同意の要件は、
本当に子どもの保護に資するものであるのかという問題がある。共同提
案の説明においては、あくまでも親の子どもに対する権利義務の行使に
支障をもたらさないために両親による同意の要件が課されるのだという
民法一〇七六条の一の規定の必要性を示されている293。『子どもの権利条
約』を尊重すると宣言したにも関わらず、ここで子どもの意思を無視す
ることは問題であろう。
　第二、婚外子と係る旧民法一〇六三条の改正について九五年の時点に
同条の改正案に対し、立法府による正面からの対応が見られなかったが、
〇四年の釈字第五八七号解釈の影響を受け、初めて気が付き改正に踏み
切ったことには違和感を覚える。また、同解釈は血縁上の父には嫡出否
認の訴を行う権利を認めないとした。〇七年の法改正では政府もこの大
法官解釈を以て、婚姻の安定性を保護するために、血縁上の父にはその
ような権利を与えないことに固執する294。これには大法官解釈を求める
事案 B の当事者の問題を見放すことに等しいのではなかろうかとの疑
問を覚える。
　第三、DV 法が果たして子どもを暴力的環境から解放する効果を持つ
かどうかについて更なる検証が必要だと思われる。また、判例からは両
親の懲戒権が如何なる要件を以て「必要な限度」が超えられたかどうか
を慎重に判断する姿勢が窺われるが、子どもへの暴力や虐待は子どもの
人権保障に照らし、より正面から取り扱うべきだと思われる。

第三章　日本
　日本における「家族」と「法」の連関について、「〔…〕法は、家族生
活を通じて市民がその人格を発展させるための外部条件の整備を行うこ
と」295に存在する、と指摘される。そして、子どもの視点に立ち、「家族

292 前掲立法院公報注（32）170頁。前掲立法院公報注（179）300頁。
293 前掲立法院公報注（32）175頁。前掲注（173）政83。
294 前掲立法院公報注（179）294頁。
295 渡辺洋三・甲斐道太郎・広渡清吾・小森田秋夫編『日本社会と法』（岩波新
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が国家による干渉からの『緩衝材』としての位置づけを与えられてき」
て、「義務教育制度、少年司法、あるいは児童福祉システムなど、子ど
もの保護のため〔…〕『緩衝材』としての家族の位置づけが重視されな
ければならない」296、ということも説かれている。しかしながら、このよ
うな機能が期待されている日本の家族は、やはり「〔…〕親子関係をふ
くめて、ある種の機能不全を起こしている」297、との指摘がなされている。
以上のような見解や指摘を一つの手掛りとして本章では検討を進めて行
きたい。
　なお、例えば日本の大多数の人口を占めている「大和民族」が北海道
では古くからの住人ではなかった298と指摘されるように、日本もアメリ
カ合衆国や台湾と同様に、一に帰する家族的なイメージがないと考えら
れるが、ここでも前の二章と同様の姿勢で人種的に日本の多数派となる
大和民族の家族像を中心に考察する。

第一節　家族像の推移
　明治時代から施行されてきた『民法』においては、「〔…〕親族編の冒
頭で親族を六親等内の血族、配偶者と三親等内の姻族と定義してい」る
が、「そこには家族の定義はない」と言われている。そして、戦前の「家」
制度を意識しながら、「戦後、『家』は廃止され、家族法は、両性の本質
的平等と個人の尊厳を原理として、全面的に改正された。『家』につな
がるおそれのある『家族』に関する規定は排除された」299、との見解があ
るように、少なくとも戦後の日本における「家族」のイメージは変化が
起きていることを確認することが出来よう300。それでは、かような変化

書・1994年）57頁。
296 渡辺ら・前掲書注（295）133頁。
297 渡辺ら・前掲書注（295）133頁。
298 本多勝一『先住民族アイヌの現在』（朝日新聞社・1993年）10頁。
299 石井美智子「家産の保護から個人の保護へ」『AREA Mook　家族学のみか
た』（1998年・朝日新聞社）27頁。
300 なお、「家族制度」という用語は、戦後日本の法学教育においてもっぱら個
人を重視しない封建的「イエ」の倫理やこれらを法律で加担した家父長的家族
制度を指すようである。しかし、「家族制度」を広義的に捉え、「〔…〕家族生
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において子どもの位置づけは如何に変動してきたのか。

第一項　一八九八年に『明治民法』が施行される前後
　周知のように、戦前の『明治民法』は、「家族制度」を保護していた。
この「家族制度」とは、「〔…〕『家父長制』と『家』制度がむすびつい
たものであるから、〔…〕、家父長制『家』制度」301であったと定義する
ことができるらしい。他方において、日本での「〔…〕『家族制度』とよ
ばれるものは、決して一様のものではない」302、との指摘があり、『明治
民法』によって保障されている「家族制度」は、「〔…〕武士階級的家族
制度の一部であ」って「家族制度」の教説も「〔…〕きまって、儒教的
家族倫理が説かれてきた」303と言われている304。
　ところで、かの著名なる「民法典論争」を通じて知られるように、事
実上廃棄されたもう一つの民法典が存在していた305。当該法典に対し法
学界から批判もなされていた306。にもかかわらず、一八九八年に『明治
民法』が制定された。それでは、その両法典に想定される家族制度（家
族像）に違いはあるのか。以下で考察を行いたい。

　第一目　『明治民法』が制定される前の家族像
　幕藩制封建体制の崩壊に伴い、登場してきた明治維新の時代的新局面

活の秩序に関する社会的客観的な規準ということであって、その内容は、それ
ぞれの時代や場所によって異るもの」だという見解がおり、「『家』の制度が廃
止されても、家族生活の秩序に関する価値的規準や法的規範が、全面的に否定
されているわけではないから、個人の尊厳と男女の〔…〕平等に立脚して制定
された新しい家族法も、広い意味での家族制度であることに変りはない」との
認識が述べられている。山崎賢一「憲法と家族制度」『法學會誌』（明治大学法
学会・1963年）24頁。
301 渡辺洋三『日本社会と家族』（労働旬報社・1994年）21頁。
302 川島武宜『日本社会の家族的構成』（岩波書店・2000年）３頁。
303 川島・前掲書注（302）４頁。
304 福尾猛市郎『日本家族制度史概説』（吉川弘文館・1972年）202頁。
305 後藤平吉『家族と法』（ミネルヴァ書房・1970年）26 ～ 27頁。
306 星野通『明治民法編纂史研究』（ダイヤモンド社・1943年）128頁。
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において「四民平等」という原則が唱えられ、「〔…〕共同生活を営む血
縁家族集団は家であって、その戸主は家族を統率し扶養すべきであり、
家産を所有する」とされた。これが一般的な日本の家族像である。一八
七一年に『戸籍法』が公布されて、七二年に「壬申戸籍」の編纂を以て、
国民全員の私的情報が国家機関によって掌握されることになった307。
　江戸時代には、庶民の家で嫡女（長女・家女）が入夫や婿養子を迎え
たとしても、自らか入夫や婿養子は家長となる可能性があるが、九三年
に公布した内務省の指令によれば、「〔…〕女ばかりの家では、女戸主を
認めるけれども、夫を迎えれば、その入夫が戸主となる」とされ、男性
中心主義を明確に打ち出されている308。そして、本家から分離し独立す
る「分家」について、「〔…〕主の長男以外について行われるもので、単
独相続を原則とするものの、かなり自由に許されており、また家族をか
かえた寡婦や無夫の女子の分家も認められていた」と言われる。親子関
係について、凡そ古代以来江戸時代に至って継承されてきた規範と法制
は維持されていた。例えば、教育の場面において、『幼学綱要』では「孝
道」を核とする親子の道が重視され、『新律綱領』では、子孫が祖父母・
父母を殴れば死刑を処することも設けられていた309。
　そして、子どもの中では「実子」と「養子」に分けられていた。「実子」
の中に「公生の子」と「私生の子」が区別され、「公生の子」には更に「嫡
出の子」と「庶子」に分けてそれぞれ認識されていた310。養子に関しては、
もっぱら「家」の相続を目的にして認められるのは、「〔…〕旧時代にお
ける上流社会の制度の継承」だと言われる。かくして戸主以外の家族が
養子をとることは許されないという原則が確立されて、「成年養子」や「他
姓養子」がいずれも認められていた311。
　婚姻に至って、「〔…〕喪に居て嫁娶すれば杖一百などという古めかし
い規定もあるが、〔…〕華士族と平民の通婚を許したほか、（七三年五月）

307 福尾・前掲書注（304）198 ～ 203頁。
308 福尾・前掲書注（304）203頁。
309 福尾・前掲書注（304）204 ～ 205頁。
310 福尾・前掲書注（304）205頁。
311 福尾・前掲書注（304）205 ～ 206頁。
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の太政官布告で、妻の離婚請求権を認め、協議離婚制を採用するなどの
進歩的政令もみられる」と言われ、「〔…〕法的な夫婦関係は当事者の戸
長への届出で戸籍に登載されてはじめて成立するもの」とされている。
他方、婚姻に関する年齢制限は古代の戸令によれば、男一五歳、女一三
歳との定めは「有名無実」であり、明治政府も幼い子どもになるべく結
婚させないように勧告するだけであった。なお、女性が「妾」として男
性の「家」に入ることは公然に認められたことがある。七三年五月に頒
布された正院指令では、「〔…〕妾のまま夫の戸籍に入れることとし、ま
た古代以来禁じていた妾を本妻に改めることも認める」ことになったが、
一夫一妻制の良俗を主張し、妾を公然に認められることは女性への差別
にも当たるとの批判があった。その影響を受けたかどうかは不明だが、
八二年に実施された『刑法』では妾の身分が抹消され「〔…〕すでに入
籍済の者はそのまま存置するが、新たな登載をやめることにした」と言
われる312。
　かような明治前半期の家族制度の特徴について、「〔…〕自由平等・人
権尊重等の理念を取り入れた施策を展開させ」ながら、「〔…〕家族制度
の構造と精神は日本古来のあり方を昇華させ」るものであったと語られ
ている一方、「〔…〕家尊重の保守的傾向は、明治初頭の数年間を除いて
年々強くなっている」313、との指摘がある。

［付記］
　本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文（2009年３月25日授与）
に加筆・修正したものである。加筆・修正の際には、黒澤修一郎氏（北
海道大学大学院法学研究科助教）にご協力いただいた。記して謝意を表
したい。

312 福尾・前掲書注（304）206 ～ 207頁。
313 福尾・前掲書注（304）208 ～ 209頁。




