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第３章　子ども問題をめぐる活動と家事サービス事業の展開

１　もう１つの重要な事業──子ども・育児問題をめぐって

　全国婦聯には女性を取りまとめるという役割以外に、もう一つの重要
な業務がある。それは、いわゆる子ども・育児支援事業［児童工作］で
ある。女性を生産労働へと動員しようとするのであれば、そこに子ども
や育児問題が付随してくることは容易に想像がつくところであり、婦聯
も一貫して子どもや育児問題を事業内容の一部として扱ってきた。一部
というのは、やはり女性をめぐる問題を扱うことが主要な業務だったか
らである。ところが、1981年の党中央による「二・二指示」1はこうした
婦聯を取り巻く状況を一変させた。すなわち、「全国婦聯は、三億以上
の児童と少年に対する養育・養成・教育を自らの活動の重点とし、支援
事業の展開を活発にするべきである」とし、「託児所や幼稚園の整備を
他の課題に優先させる」よう求められたのである。
　さらに、同年５月16日には中共中央は第19号公文書を以て各関係部署
に向けて、全国婦聯により作成された「二つの会議2状況および1981年の
婦聯業務の要点についての報告」を通知し、全国婦聯に対して児童と少
年に関する事業をリード［牽頭］するよう求めた3。そこで与えられた主

1 1981年２月２日に開催された中共中央書記処第81次大会において、党中央は
「第４期第３回執行委員会拡大会議の状況および1981年業務展開に関する全国
婦聯の伺いと報告」について検討し、今後の全国婦聯の主要業務の中に児童問
題も入れるべきであると指示した。これがいわゆる「二・二指示」というもの
である。そして、同指示に従って、同年４月１～３日に全国婦聯第４期第５回
常務委員会拡大会議が北京で開催され、1981年における育児業務の内容が決め
られた。すなわち、①児童と少年に対する養育・養成・教育の重大な戦略的意
義を大々的に宣伝し、②家庭教育を重視し、学校や社会における校外活動に協
力し、③関係部門により行われる託児所・幼稚園の業務に引き続き協力し、分
散して居住する子どもの教育をサポートする。全国婦聯辦公庁編『中華全国婦
女聯合会四十年（1949 ～ 1989）』（中国婦女出版社、1991年）232 ～ 234頁参照。
2 全国婦聯により開催された第４期第３回執行委員会拡大会議と第４期第５回
常務委員会拡大会議のことを指す。
3 全国婦聯辦公庁編・前掲注１）236 ～ 240頁参照。
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な事業内容は、「子どもに対する教育を強化・改進させるよう保護者を
サポートする」ことである。子どもの問題について、それまでは三歳未
満は衛生関係部門、三歳以上は教育部が管轄しており、婦聯は単なる補
助的な役割をしてきただけであった。しかし、そうした状況は一変し、
子ども問題が重点事業として割当てられたので、全国婦聯の幹部たちも
戸惑いを隠せなかった。当時副主席を務めていた羅瓊はその回想録にお
いて、これまで経済復興から経済発展に至るまで、経済的な問題を中心
に事業展開してきたが、今後は子ども問題にも力を入れていくことが要
請されるなかで、この両者をどのように関係づけるべきかと思いを巡ら
せ、「片手で綿花を摘み、片手で赤子を抱く［一手抓棉花、一手抱娃娃］」
という子ども事業と女性の労働参加を同時に強化する、すなわち「二つ
の荷を同時に持ち上げる［両副担子一起挑］」ことを決意するに至ったと
述べている4。
　ただ、「二・二指示」が出される前の1979年７月に、国務院は全国託
児事業会議を開催し、国務院の中に託児事業リードグループ［託幼工作
領導小組］を設立した。グループの長を務めたのは当時の国務院副首相

（後に全国婦聯の主席）であった陳慕華であり、オフィスは全国婦聯の
なかに置かれた5。オフィスが全国婦聯のなかに設置されたということ
は、今後全国婦聯が主として子ども事業を担っていくことを意味する。
　ともあれ、子ども問題をめぐる業務移転のための準備作業は水面下で
徐々に行われていたとみてよいだろう。そして「二・二指示」により正
式に子ども・育児支援事業が全国婦聯に割当てられて以後、1982年５月
に組織の最適化・合理化［機構精減］を理由として国務院に設置してい
た託児事業リードグループを解散させ、代わりにその事業を全国児童少
年工作協調委員会に移転させ、当時の全国婦聯主席である康克清に当委
員会の主任を担当させた。
　当時の全国婦聯は、子ども・育児支援事業を任されたことに対して戸
惑いを感じながらも、積極的にそれを受け容れ、女性問題と同様に取り
組んでいった。もっとも、部署ごとの役割分担は行われており、子ども・

4 編著者不明『羅瓊訪談録』（中国婦女出版社、2000年）188 ～ 189頁参照。
5 全国婦聯辦公庁編・前掲注１）208 ～ 209頁参照。
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育児支援事業のうち、全国婦聯は主に家庭教育の部分を担当し、衛生関
係部門と教育部は従来通りの業務を担当した6。家庭教育という言葉が、
本来親の子に対する家庭内で行う教育を指すことは明らかだが、全国婦
聯は、親が安心して生産労働に参加できるような生活基盤を作るために、
子どもの家庭内の教育問題をも引き受けたのである。

２　家事サービス事業の展開

　全国婦聯は、男性と対等に自立し経済的基盤を確立するために、女性
の生産労働への参加を促してきた。そして、このような全国婦聯の活動
方針は、党・政府の経済政策と、あるときは合致し、あるときは合致し
なかったりしたが、改革開放政策が実施されるようになってからも、こ
うした状況がとくに変わったということはなかった。改革開放期におけ
る全国婦聯の主要業務は、女性を動員して「四つの近代化」を実現する
ことであるとされたが、経済的合理化にともなう企業の構造調整は女性
労働力の削減を主としており、就業難を緩和するために労働部からは「婦
女回家」のような就業政策の提言が繰り返し行われた。この点、全国婦
聯が様々な対抗措置を打ち出し、「婦女回家」が国家の政策として採用
されることを阻止してきたことは、すでに述べたとおりである。
　マクロな経済構造の変化に伴って、これまで生活基盤としての役割を
果たしてきた個々人の職場、いわゆる「単位」の中に組み込まれている
諸制度にも大きな変化が生じた。従来、公有制経済を前提とした計画経
済期において、国家的分配制度により個々人はそれぞれの職場に所属し、
そこから配給される住宅や医療、老後、託児など公的な福祉サービスを
受けていた。また、「単位」にいったん就職したのであれば、その職は
親族や次世代へと受け継がれた［子女頂替］。このように家族全体が「単
位」の恩恵を受けられるシステムが採用され、「単位」は国家と個人、家
族を結ぶ媒体としての役割を果たしていた。したがって、かつての中国
では「単位」を通じて社会的統合が果たされていた、ということが容易
に想像される。

6 『羅瓊訪談録』・前掲注４）189頁参照。
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　ジュディス・ステイシーが指摘した「家父長制＝社会主義」の構図を
用いれば7、「単位」が「家父長制＝社会主義」において重要な役割を果た
したと考えられる。都市部であれば、各家庭は「単位」の下部に位置付
けられ、そこでの「単位」は各家庭のための公的福祉サービスを提供し、
場合によって食堂や託児所も設けていた。いわば、通常は家庭内で賄わ
れると想定される福祉が、家庭外の公的サービスとして賄われていたわ
けである。もっとも、職場に託児所がないような場合には、女性労働者
同士で助け合い、あるいは隣人や祖父母など家族のケアによって育児と
仕事とを両立させていた。したがって、こうした福祉機能は「単位」に
組み込まれたり、身近な人間関係による相互扶助によって補完されたり
していた面もあったとみるのが適切である。
　しかし、このような「単位」の公的福祉機能も経済政策の変化により
徐々に消滅し、「単位」との関わりにおいてはいわゆる雇用主と労働者
という純粋な雇用関係のみが残るようになった。また、三世代が同居し
ている家庭も減少し、効率性を重視した合理主義が広がる中で、労働者
を取り巻く人間関係や家族構造にも変化がみられた。すなわち、家庭の
内実が変容したために、従来は家庭内で行われていた育児や食事の支度
といった福祉サービスを血縁関係や隣人関係に頼ることができなくなっ
たわけである。
　こうした社会的状況の変化を受けて、女性の就業問題を解決するため
には、まずこれらの家事労働、すなわち再生産領域に関わるアンペイド
ワークをどう位置づけるかが課題になる。1980年代初頭に北京市婦聯は
家事労働者の仲介サービスを手がけ始めたが、この辺りの事情は上述の

7 J.�ステイシーは、『フェミニズムは中国をどう見るか』（勁草書房、1990年）〔秋
山洋子訳〕において、農村の農業集団化を進めていくうえでの共産党政権の果
たした役割を記述し、そこには「家父長制＝社会主義」の構図が埋め込まれて
いると主張する。また、「中国革命の長い過程で、家父長制の理念と社会主義
革命の理念とは時に対立し、時に協力しあいながら発展的に自己形成をとげ、
結局は不可分の一体となって中国社会の変革をなしとげた」（305 ～ 306頁）と
指摘する。そういった、「家父長制＝社会主義」は、「家父長制と社会主義との
緊張関係をはらんだ同盟関係」（306頁）であり、現代中国の社会体制はまさに
それを具現しているとする。
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社会情勢の変化を無視しては理解することができないであろう8。そこで
次に、婦聯組織が展開した家事サービス事業について検討することにし
たい。

（１）北京市婦女聯合会による取り組み
　「中国婦女報」1985年８月14日の記事によれば、1983年に北京市婦聯
が「朝陽区三八家事サービス社」を創設したことを皮切りに、1984年末
までに全国で44の市において家事サービス業者が設立された。この時期
は、経済構造が再編される真最中にあたり、レイオフされた労働者の再
配置が当局にとって大きな悩みでもあった頃である。では、なぜ北京市
婦聯がこの問題に取り組むようになったのだろうか。その経緯について
簡単に検討しておくことにする9。
　1980年代初めに北京市婦聯党組は、同市政治協商会議により提示され
た「人々の切迫した需要を掴み解決する」指示に従って都市生活におけ
る問題点について実態調査を行った。1983年９月、北京市共産党委員会
の段君毅書記が、「社会は非常に『保姆（家政婦）』を必要としている。『保
姆』業は大きな業種であり、婦聯が管理しなければならない」という指
示を出すと、北京市婦聯は10月14日に市政府宛てに「北京市に家庭労働
サービス会社を成立させることについての伺いの報告」を送った。同月
24日に北京市副市長による同意が出され、12月21日に朝陽区三八家事
サービス社を設立し、早速試験運営が始まった。
　翌年３月になると、全国婦聯は全国各地の婦聯主任を北京に呼び集め、
家事サービス事業現場会議を開催し、北京市婦聯の経験を紹介したうえ

8 家事サービスの振興に関心を寄せる社会学者の劉英は、家事サービスを必要
とする背景について、以下の４点にまとめている。すなわち、①家族形態の変
化（主に核家族化）による親族間の相互サポートの喪失、②男女平等による共
働き夫婦の増加、③社会の高齢化による扶養負担の加重、④一人っ子政策によ
る教育の重視である。劉英「家政服務系列談（１）（２）（３）」社区2003年２期
20 ～ 22頁、４期24 ～ 26頁、６期27 ～ 29頁参照。
9 この部分については、大橋史恵『現代中国の移住家事労働者──農村－都市
関係と再生産労働のジェンダー・ポリティクス』（御茶の水書房、2011年）119
～ 124頁を参照しながら記述した。
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で、全国に向けてサービス運営を開始するよう呼びかけた。また、本会
議においては、女性労働者の就業問題についても触れ、研修（学習）と
家庭内の家事労働との衝突に関する議論が交わされた10。家事サービス
業の展開は失業対策として位置づけられ、地域における女性雇用の創出
に結び付くものとして着目し期待が持たれたのである。同年５月、朝陽
区三八家事サービス社は、北京市三八家事サービス総社に改称され、北
京市内に複数の事業体を展開するようになり、本格的な運営を開始する
までになった。
　ところが、順調に進んでいくはずだった三八家事サービス社の運営が
共産党関係者による営利行為であるとの告発があり11、ここに家事サー
ビス事業は存続の危機に立たされることになった。当時、党政機関の幹
部が営利活動に参加することは禁止されていたために起きた事件ではあ
るが、三八家事サービス社の継続運営の可否をめぐって積極的に働きか
けたのは全国婦聯副主席の羅瓊であった。結果的に、三八家事サービス
社は非営利団体として認められ、ことなきを得た。ただ、その際に、羅
瓊が北京市の関係部門に出した書簡が1986年５月２日付けの「中国婦女
報」の１面に掲載されており、当時の全国婦聯が抱えている子どもと女
性をめぐる家事サービスの重要性とそこで生じる葛藤について以下のよ
うに述べている。

　「1984年、市区の託児所・幼児園（個人経営を含む）は合計26万余
人の嬰児・幼児を預かっているが、入所率はたったの38％である。
62％の嬰児・幼児はいまだ家庭で保育されているが、その家庭の多
くは共働き夫婦で、ともに仕事に行かなければならない状況である。
このことは、状況を打開するためには多様な託児方法を採用しなけ
ればならないことを示している。第一に、国家と集団は可能な限り

10 全国婦聯辦公庁編・前掲注１）278 ～ 279頁参照。
11 1984年に中共中央・国務院は相次いで「党政機関の在職幹部は大衆と企業を
共同経営してはならないことについての通知」（７月）および「党政機関と党政
幹部が商売や企業経営をすることを厳禁することについての決定」（12月）を出
し、共産党関係者が営利活動に参加することを厳しく取り締まったのである。
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速く託児所や幼稚園を増やすこと。第二に、個人経営の託児所によ
る子供の受入を支援すること。第三に、家事サービス会社の類の組
織を継続的に運営し、家庭のためにサービス員を斡旋することに
よって、各家庭の育児をサポートすることである。」

　ここで示されているように、婦聯は、家事サービスを子ども・育児支
援事業の延長線上に位置づけている。そして、個人経営の託児所と保育
係による家事サービスを幅広く展開していくことで、働く女性の育児負
担を減らすとともに、託児所や家事サービス経営による雇用の創出をも
視野に入れていたことがわかる。このことは、当時「婦女回家」論争が
盛んに議論されていたことを考慮すれば、女性の家庭回帰を阻止しよう
とする婦聯なりの対案であったと評価することができよう。
　婦聯は、家事サービス事業を通じて、女性の家庭回帰を回避しつつ再
生産労働の担い手を確保し、都市部の女性（とくにレイオフされた者）
のための雇用創出を図ろうとしていた。だが、実際にはこの２つの課題
はなかなか噛み合わなかった。結果的に、女性を再生産の領域に位置付
けてしまう「回路」を作ることになり、それが今後も再生産されていく
可能性に道を開いてしまった。
　さらに、羅瓊は、家事サービス事業の重要性を訴えるために、すでに
北京で「保姆」として働き、未登録で零細業務を引き受けながら暮らし
ている、約３万人の家事サービス従事者についても触れた。こうした人々
を三八家事サービス社が受け入れることにより、市場の需要を満たし社
会の安定を維持できるとアピールした。そして、都市部の末端行政組織
である居民委員会と基層の婦聯組織に対して、彼女らを組織化し、知識
を学ばせ、法律を遵守し、意識を高めるよう教育係として役割を果たす
べきであると指示した12。ここで注目したいのは、羅瓊は個人的に「保姆」
の仕事をしている農村女性を社会の不安定要素の一つとして語ってお
り、家事サービス事業の展開の眼目として社会の安定維持といった側面
も含めていたことである。見方によっては、農村女性に対して都市部の
ルールを教育することで、社会の不安定要素である彼女らの管理・監督

12 中国婦女報1986年５月２日、１面。
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を図ろうとしたといえなくもない。こうした観点があったことは見過ご
すべきではないだろう。
　その後、1986年10月１日には、「北京市家庭サービス員管理暫定規定」

（［北京市家庭服務員管理暫行規定］、京政辦発（1986）110号、1986年９
月11日公布、1986年10月１日施行、1995年７月15日廃止）が施行され、
北京に来て家事サービスに従事する者についての規定が定められた。本
規定の目的は、「家庭サービスに対する大衆の需要にこたえ、家庭サー
ビス員と利用者の双方の合法的な権利利益を保護し、社会における労働
力の管理と戸籍管理の秩序を守るため」である。また、本規定では、家
事サービスに従事する者のことを「家庭サービス員」と称し、子どもや
病人の世話など家事サービス業務に従事する「女性人員」であると定義
している。
　家庭サービス員として三八家事サービス社に登録する際には、出身地
の政府機関によって発行された紹介状と健康診断書などが必要であり

（２条）、家事サービス会社以外には、いかなる「単位」と個人も家庭サー
ビス員を紹介する活動をしてはならない（４条）とされた。家事サービ
ス会社がサービス員を利用者に紹介する際には、三八家事サービス社で
作成した家庭サービス契約書を使うよう求めており（５条）、三八家事
サービス社と区・街道所属の家事サービス会社は登録済みのサービス員
に対して教育と管理の義務を負い、サービス員のサービス水準を高める
よう積極的に取り組むべきである（６条）とした。
　これらの規定のなかで着目すべきは、家庭サービス員の従事者が女性
に限定されていることである。そして、仕事の内容が主に子どもの世話
や病人の介護であると定められていることである。これは婦聯が家事
サービス事業を展開することになったきっかけと密接な関係がある。つ
まり、女性の就業を確保するためには子どもの世話をどうするかがもっ
とも切実な問題であったために、子どもの問題を解決する延長線上に家
事サービス業が置かれていたわけである。家事サービスは女性のやるべ
き仕事であるという社会的認識がそのまま政策面においても現れている
といえよう。また、社会の安定を図るために、特定の事業者以外の参入
を拒否していること、市婦聯の三八家事サービス社が農村からの女性を
管理する役割としていたことがわかる。
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　このように、就業対策として期待され展開された家事サービス事業で
あるが、結果からみると、北京市に居住する都市女性の就業状況の改善
にはそれほど寄与しなかったと考えられる。というのも、北京市の三八
家事サービス社に限っていうと、不足した家事サービス員を埋めるため
のリクルート先としては、北京市内から郊外へと拡散していき、さらに
1980年代半ば以降からは地方政府と協力関係を結び農村女性の労働力の
受入を開始し、現在はその殆どが農村女性によって担われているからで
ある13。北京市家政服務協会の統計によれば、北京市には約15万人のサー
ビス員が登録されているが、そのうち１万人未満のサービス員が北京市
でレイオフされた元労働者であり、ほとんどは農村から上京してきた女
性、主に甘粛省、四川省、河北省、河南省からの者であった14。

（２）地方婦女聯合会の取り組みおよび家事サービス事業の変化
　北京市婦聯による1980年代の家事サービス事業の展開は、その後早く
も地方にまで広がり、いまや婦聯組織の女性就業を図るための重要な方
策として位置付けられるようになった。家事サービス事業が展開される
に至った背景には、高齢化の進みや子どもの養育、さらに夫婦の共働き
など様々な社会的要素が考えられるが15、当初の意図が、都市部の待業
青年やレイオフされた女性労働者のための雇用創出であることは、すで

13 大橋史恵・前掲注９）124頁参照。
14 北京家政服務業研究課題組「北京家政服務業的現状及其規範性発展」経済研
究参考2010年57期40 ～ 55頁。1999年末のデータによると、この年の北京市の
レイオフ労働者は合計9.3万人であり、そのうち女性は4.8万人の52％を占めて
いる。また、北京市による職業訓練を通じて再就職したのは60.2％に達すると
される。劉淇「在紀念第四次世界婦女大会五周年大会上的講話（2000年５月11
日）」北京市婦女聯合会編『北京婦女発展報告（1995 ～ 2005）』（中国社会科学出
版社、2006年）22頁参照。
15 2007年に、労働保障部により公表された「中国家政服務業現状白書」によれ
ば、60歳以上の人口と10歳未満の人口はそれぞれ約10％、25％であり、両者を
合わせると35％となる。都市部と農村部の人口比率を３：７に計算すると、都
市部における高齢者と児童の人口はおよそ1.2億人に達する。近い将来、この
両者の人口に対するケアの問題は喫緊課題となることを示している。
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に述べたとおりである。そのために、地方婦聯においてもそれぞれの状
況に応じて活動していくことが求められたわけだが、ここでは、その取
り組みについて検討することにしたい。
　婦聯組織が都市部において女性就業を促すために実施してきた重要な
方策としては「巾幗建功」シリーズの活動がある。「巾幗」とは女性の髪
飾りを指すものとして、転じて女性を意味する。巾幗と命名された家事
事業所が多く作られ、たとえば、市のレベルにおいては巾幗家事サービ
スセンター、区の婦聯は巾幗家事サービスステーション、社区において
は「（服務）点」（ポイント）など、職業訓練を通して家事サービス員の養
成を図り、都市部の家事市場における需要を埋めていくのに重要な役割
を果たしていた。また農村においては、「双学双比」活動を展開し、知
識や技術を学ばせ、女性のエンパワーメントを高めるための取り組みが
行われ、さらに政府や都市部の婦聯、家事業者の協力を得て、都市部に
向けて家事サービス員を送り込むことにより、余剰人員の減少が目指さ
れた。
　徐州市の場合、「政府の代わりに荷を担ぎ、女性のために問題を解決
する」［替政府分憂、幇婦女解難］というスローガンの下で、農村・都市
部の女性就業問題を解決する突破口として家事サービスが進められた。
とりわけ巾幗家事職業技術訓練学校を設立し、家事サービス員、保育士、
産後ママヘルパー、ホームパーティー・ヘルパー、グリーン豆腐作り、
生け花など８種類の専門を設け、職業訓練を一定期間受けた者を都市部
に家事労働力として送り出した。行き先は主に、北京、上海、広州、深
センなど多くの需要が見込まれる都会が中心で、これまですでに6827人
を送り出したとされる16。
　その他、広州市婦聯は、農村の余剰人員問題を解決するために、オー
ダー式［訂単式］養成方式をとり、市場のニーズに応じて人材を育成す
る試みが行われている17。また、湖北省婦聯は、一万名巾幗家事サービ

16 中国婦女網 http://www.women.org.cn/allnews/02/2628.html（閲覧日2015年
３月30日）。
17 中国婦女網 http://www.women.org.cn/allnews/05/34.html（閲覧日2015年３
月30日）。
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ス員訓練プロジェクトを立ち上げ、家事サービスの競争力を高めるため
に、独自ブランドの構築にも力が注がれている。たとえば、「湖北木蘭花」
がそれである。自ら養成基地を作り、教育に必要な教材を作り、各分野
の専門家も確保し、認証サービスなど一体化したシステムを構築し、都
市部はもちろん、農村部の女性に対しても専門的な訓練を行ったうえで、
省内外の都市へ送り出すほか、「湖北木蘭花」というブランドで仲介業
者の経営も始めている18。
　このようなブランドは、ほかに四川省の「川妹子」、陝西省の「米脂婆
姨」、江蘇省の「好蘇嫂」などがあるが、セクシュアリティを表わす言葉
が多く使われている場合があれば、強い女性像を表わすものもある。「妹
子」は女の子を、「婆姨」はおばさんを、「嫂」はあによめを意味するが、
いずれも女性という性別が強調されている。「木蘭」はもともと民間伝
承の中に登場する父に代わって従軍し活躍した人物として、強くて勇敢
な女性イメージを連想させるものである。このような家事サービスのブ
ランド構築の背後には、人の世話をするという意味で敬遠されがちな「保
姆」という呼称を避け、伝統的な家事使用人とは異なる、「現代的」な意
味づけを目指している19、といった側面もなくはないと思われる。
　1990年代後半から企業や民間による家事サービス事業者が増え始め、
現在全国では約2000万人の家事サービス員と60万体の家事サービス事業
所が存在している20。それにもかかわらず、中国家政服務業現状白書に
よれば、瀋陽では４万人（世帯）、武漢では９万人（世帯）、南京では24
万人（世帯）のサービス員不足が予想されており、潜在的には巨大な市
場になりうる就業領域といえよう。目下、レイオフ労働者は650万人、
失業者は570万人、毎年の新規労働者は800万人、さらに農村には余剰人
員が1.4億人もいると予測され、これに対処するには、有効な就業対策
が不可欠である。その意味では、家事サービス業は職業難問題を解決す

18 中国婦女網 http://www.women.org.cn/allnews/0702/14091.html（閲覧日2015
年３月30日）。
19 大橋・前掲注９）144頁参照。
20 劉明輝「家庭工人体面労働公約対中国立法的影響」婦女研究論叢2012年３期
42頁参照。
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るにあたって良い手段であり、そのメリットに国も着目するようになっ
たといえる。2009年７月には、人力資源と社会保障部を筆頭に、商務部、
財政部、全国総工会、全国婦聯など８部門により全国的に「家政就業工程」

（家事就業プロジェクト）が実施され、その運営には国家財政から専用
の補助金が充てられた。
　また、同年11月11日に、全国婦聯は武漢において「家庭サービスを発
展させ女性の就業を促進する業務連絡会議」を開催し、女性の就業を実
現するためには家事サービスを発展させる必要があると主張し、婦聯組
織が家事事業を展開できたのは党や政府によって重視してもらえた結果
であるとしつつ、党や国家の核心任務を中心に関係各部門と協力して新
たな家庭サービスの発展モデルを模索するべきであるとした21。
　2010年に９月１日に、温家宝首相は国務院常務会議において各種資本
による家事サービス業への投資を奨励し、家事サービス市場を育ててい
く必要があると述べ、９月26日には「家事サービス業を発展させること
に関する指導意見」（国辦発（2010）43号）を発した。これまでの婦聯が
進めてきた家事サービスは、女性の就業問題だけではなく、社会全体の
失業問題を解決するための有望な手段として、政府によって国家戦略へ
と格上げされたわけである。政府のねらいとしては、市場経済導入によ
りますます広がりつつある都市部と農村部の格差、貧富の格差を少しで
も縮めるために、家事サービス業の展開を通じて、格差や失業問題を解
決し、最終的には社会の安定を図ることに目的があると思われる。
　このような党中央や政府の決定には、特定の性別が家事サービスを担
うべきであるといった文言はないものの、果たして家事サービスの産業
化、市場化がこれまで家庭において女性がもっぱら果たしてきた再生産
領域における性別役割分担を変えられるのか、注目される。場合によっ
ては、国家戦略へと格上げされたことによって、再生産領域において克
服されるべき性別役割分担がさらに固定化される懸念さえ生じるかもし
れない。また、家事サービス業の分野においてジェンダー分析を抜きに
したまま、国家レベルで事業を進めていくのであれば、失業問題をある

21 婦女観察・中国 http://www.womenwatch-china.org/newsdetail.aspx?id=1879
（閲覧日2015年３月30日）
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程度緩和することができるかもしれないが、男性より女性の方がより多
く家事サービス業に身を置いている現実とは無関係に政策が実施される
ことにもなりかねない。

（３）家事サービス業を取り巻く法的・政策的状況
　これまで述べてきたように、高齢化や夫婦の共働き、育児などの需要
により、家事サービスは第三次産業においてすでに不可欠な事業に成長
している。現在の家事サービス従事者数は全国で2000万人を超えており、
家事サービス事業所も60万か所以上に達しているとされる。しかもその
従事者の96％以上が女性であり、主に農村から来た女性と都市部の失業
女性によって構成されている22。これらは、家事サービス会社と正規の
労働契約を結んで従事している人もいれば、利用者との個人的な関係に
よって従事している人もおり、その雇用形態は実にバラバラである。
　深セン市で行われた2009年調査結果23によると、家事労働者のうち、
親戚や友人の紹介によるものがもっとも多く、全体の53.53％を占めて
いる。ここには、家事サービスに従事する者は仕事の現場が依頼者個人
のプライベート空間であるため、互いに信頼関係を築けなければ円滑な
仕事はできなくなってしまうといった事情がある。次に多いのが、家事
サービス業者と婦聯・労働局による紹介で、それぞれ17.17％と17％で
ある。家事サービス業者による紹介の17.17％のうち、労働契約は
11.11％、雇用契約は51.52％を占めており、契約のない比率も10％以上
もある。このように労働法が適用される労働契約はごく一部にとどまっ
ており、そのほとんどは雇用契約とされている。雇用契約の場合、仕事
中に怪我をしたり、事故があったとしても労災による保険や補償の対象
外になったりする場合が多く、労働者は不利な立場に置かれる傾向にあ
る。
　また、家事サービス員の待遇状況も他の業種に比べると相対的に低い

22 北京大学法学院婦女法律研究与服務中心と国連女性発展基金によって共同
で行った、家事プロジェクト2007年調査結果によるものである。
23 胡大武「我国発達地区家政服務員労働権益保障的法律思考──基於深セン市
的実証分析」河南省政法管理幹部学院学報2011年５－６期135 ～ 141頁参照。
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水準に留め置かれている。深センの場合、月給として800元から1000元
を得ている者は14.28％、1000元から1500元は48.97％、1500元以上の者
が35.71％である。これは、深セン市の月給の最低ラインである900元に
比べたらとりわけ低いとはいえないが、2009年の市民の平均給料の4263
元に比べると、相当低い水準であることがわかる。上海では、月給が
3000元以上の者の比率はわずか6.6％であり、66.9％は2000元未満であ
る24。
　家事労働は個人の家庭の中で行われているため、閉鎖的な側面があり、
そこで起きたことが外部に漏れることは難しいのが特徴であることか
ら、労働者の権利が侵害される蓋然性も高くなる傾向にある。たとえば、
労働時間がオーバーするといった事態は必ずしも珍しいことではない。
上海で行われた調査では、48％の家事サービス員が毎日10時間以上働い
ており、36％が休日を与えられていないとされる。家庭において住み込
みで働く形態を取っている者が多いので、勤務時間の実態把握が困難で
ある。さらに、家事サービスに従事しているのはほとんどが女性である
ため、性的嫌がらせを受けるケースも多数あるとの報告もある25。
　このように、中国で「朝陽産業」と称される家事サービス業は様々な
問題を抱えている、というのが現状である。2000年８月に公布された家
事サービス員の国家職業基準［家政服務員国家職業標準］において、家
事サービス員［家政服務員］を職業の一種として規定したとはいえ、社
会的に存在する差別感情はいまだに根強い。上記の深センの調査報告に
よれば、家事サービス業が拡大するのにともない四つの特徴が表れてき
たという。すなわち、家事サービス員の女性化、外来化、若年化、文化

24 王瑞傑「上海市家庭服務業現状分析与規範化建設」科学発展2011年５期94頁
参照。
25 韓会敏「家政服務員性騒擾問題的職業特点」譚琳＝姜秀花編『婦女／性別理
論与実践（下）』（社会科学文献出版社、2009年）662～ 667頁参照。著者によれば、
北京市における家事サービスの利用者のうち、50％以上が「やむを得ず」利用
するという状況であり、そのほとんどは高齢者介護や子どもの世話であるとさ
れる。サービス員の労働環境も利用者の住宅状況によって異なるが、個室の部
屋を与えられない場合も多く、狭いキッチンや居間を利用しているケースが多
いとする。このような労働環境は、権利侵害に繋がりかねないと著者は主張する。
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的貧困化である26。こうした特徴は彼女らが周縁化されてしまう可能性
を示しており、実際、基本的な権利が侵害されていたとしても十分な救
済を受けられない場合が多いとされる27。中国社会のような規模で家事
サービスを商品化、産業化、市場化していくには、まずもって家事サー
ビス員の権利を実効的に保障するための法的整備が喫緊の課題であ
る。
　実際、学者や NPO 団体からは、家事サービスに関する法整備の呼び
かけが盛んに行われている。もちろん全国婦聯もそうした取り組みに努
めてきた。2012年３月に開催された全国政治協商会議（第11期第５回会
議）において提案された建議28をみると、そこには社会における家事サー
ビスの需要が普遍的に存在していることを考慮し、家事サービスの職業
化を実現するための制度を整備するようにとの提案がなされている。そ
の内容は、主に六つの方面からなる。第一に、家事サービス仲介事業所
のシステムを会社員制へと転換させ、家事サービス業の専門化、産業化、
職業化を図る。第二に、家事サービス業全体に対して職業訓練を展開す
るよう政府は指示すべきであり、サービス技術の向上に努めるとともに、
自らの権利義務を守るためにも一定の法律知識を習得させる。第三に、
家事サービス業に関する諸制度に基準を設け、企業もサービス員も消費
者も容易に法を遵守できるようにし、三者が安心して利用できるシステ

26 深セン市の調査結果によれば、家事サービス員のうち、20代から50代まで
が約92％を占めている。なかでも、20代から30代までのサービス員が23％の比
率を有しているという。また、学歴別にみた場合、高卒以下が76.25％（中卒が
51.25％、小卒が22.50％、文盲が2.5％）である。胡大武「我国発達地区家政服務
員労働権益保障的法律思考」河南省政法管理幹部学院学報2011年５－６期135
頁参照。
27 家事サービス員の権利を守るために法制度を整備する必要があると主張す
る学者が多数いる。代表的なのは、劉明輝「家政工獲得労働保障権利的障害及
路径」西南民族大学学報（人文社会科学版）2011年５期120 ～ 124頁；韓会敏・
前掲注24）662 ～ 667頁；鞠海亭＝沙文韜「家政服務提供者人身損害賠償的責任
承担」法学2008年１期58 ～ 66頁；賀玲「整体主義制度観的家政工労働権益保護
立法」前沿2011年21期86 ～ 88頁などである。
28 「関於推進家政服務職業化発展的建議」中国婦運2012年４期35 ～ 37頁参照。
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ムを構築する。第四に、家事サービスにかかわる管理細則や諸制度を設
け、市場参入には厳格な手続きを要することとする。第五に、家事サー
ビス業者のモデルを立て、小規模の業者を含めてブランドと市場影響力
を持ってより発展していくことを目指し、母親と嬰児、高齢者介護の面
で社区による嘱託を行い、その際には資金を供出し行政指導を行うこと
で、業界全体の迅速な発展を図る。第六に、政府部門、業界、マスメディ
アによる家事サービスに関する適切な宣伝により、家事サービス業の社
会的地位を高める。
　しかしながら、以上の六つの提案は、いずれも具体性に欠けており、
必ずしも女性の権利利益に配慮したものになりえていない。経済政策と
いう大きな枠組みのなかに家事サービスを位置づけるという点では、

「婦女回家」においても確認された問題構造と何ら変わるところはない
というべきなのかもしれない。

３　小括

　本章では、家事サービス事業が当初は女性の就労と育児を支える事業
として展開され、それが後に失業問題を解決するための国家戦略として
扱われるに至るプロセスをみてきた。都市部の女性の就業を支えるため
に家事サービス業は展開され、後に農村から出稼ぎに出てきた女性に
よってその家事サービス業は支えられるようになった。
　ここで、二つのプールがみられることを確認しておきたい。すなわち、
都市部のために労働力を提供する農村というプールと、都市部の家庭に
おいて再生産労働を担う農村女性というプールである。都市部の再生産
労働は、家事サービス事業の展開によって産業化されるとはいえ、その
担い手の実態はほとんどが女性であることから、伝統的な性別役割分業
が固定化され現代的にリバイバルされている面を否定することはできな
い。また、農村部の女性は、都市部で行われる職業訓練を通じて人的資
本を獲得するがゆえに、「家事サービス員」として働き、きわめて従属
的な形で都市部の再生産領域へと包摂されていく。しかも、婦聯組織が
このプロセスを補完したことはすでにみてきたとおりである。たとえば、
北京市婦聯は、家事サービス会社の経営存続にあたって、四つの点につ
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いて言及していた。そして「婦女回家」とは異なる方途によって雇用問
題を解決しようとしていた。すなわち、都市における再生産労働力（と
りわけ育児のための労働力）の需要を満たすことによって雇用問題を解
決しようとした。
　ところが都市女性のための雇用創出の取り組みは効果をもたらさな
かった。待業青年や失業者も家事サービスへの就業に積極的ではなかっ
た。つまり、家事サービス事業における再生産労働力の需要と供給は、
都市内部では解決できず、結局農村女性による家事サービス業への参入
を積極的に進めざるを得なかったのである。子ども・育児支援事業をめ
ぐって、婦聯はある種の「回路」の形成に一役買ったかもしれないが、
それ以上の成果を挙げるには種々の限界が立ちはだかっていた。婦聯は、
女性をめぐる問題をそれ自体固有の問題として捉えることができないた
め、子ども・育児支援事業の面においても家事労働は女性が担うべきで
あるとの通俗的な意識を変えさせることができないでいる。結果的に、
婦聯の就業政策により性別役割分業体制は維持され、国家の就業政策と
相俟って固定化されてしまうのではないだろうか。改革開放以降のジェ
ンダー秩序において再生産労働の女性の負担が増大していることに注目
が集まっている。だが、この秩序それ自体は都市女性の家庭回帰という
国家が想定しているような事態によってもたらされたのではなく、農村
女性を再生産領域へと組み込むことで成り立ってきたのである。

第４章�　婚姻法の制定および改正における婦女聯合会の取り
組み

　1949年９月に、中国人民政治協商会議で採択された「共同綱領」の６
条では、女性の解放について次のように述べられている。「中華人民共
和国は婦女を束縛する封建制度を撤廃する。婦女は、政治的・経済的・
文化教育的・社会的生活の各方面においてすべて男子と平等な権利を有
する。男女の婚姻の自由を実行する」。また48条では、「母親、嬰児およ
び児童の健康を保護することに注意を払わなければならない」との規定
が置かれている。ここで掲げた「男女平等」、「婚姻の自由」、「母親や子
の利益の保護」という理念は、その後施行された婚姻法（1950年４月13
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日中央人民政府委員会第７回会議採択、同年５月１日施行。以下、50年
法と記す）の制定へ向けた基本的な方向性を示している29。
　50年法は、日中戦争時代から各解放区において実施されてきた中華民
国民法に基礎を置く婚姻条例、中華ソビエト婚姻条例、旧ソ連および東
欧の新民主主義諸国の婚姻関係法律や文献などを参照して制定されたも
のであった。それゆえ、他の法律に比べて法整備するうえでの物理的環
境が十分に整っていたといえるだろう。何よりも、人口の半分ほどを占
めている女性の問題、すなわち「婚姻の自由」30や「母親への保護」を条
文として明記することによって、従来の女性にはなかなか認められるこ
とがなかった離婚が女性の意思に基づいて可能になった。封建的家父長
制の下で支配され、場合によっては奴隷同様の生活を強いられることさ
え珍しくはなかった女性たちが解放されるようになったという点で、50
年法の成立は極めて画期的なできごとであった。その後、50年法は1980
年と2001年に二度の改正が行われているが（以下、それぞれ80年法、01
年法と記す）、いずれの時点においても「婚姻の自由」に関する条項は維
持されており、そこには、離婚の自由を含めた「婚姻の自由」を女性の

29 婚姻法が制定されてまもなく土地改革法（1950年６月28日中央人民政府委員
会第８回会議採択、1987年11月24日失効。「50年土地法」と称す）が施行された
が、婚姻法と同様に、土地法もこれまで各解放区において実施されてきた条例
のもとで制定されたのである。その意味では他の法律に比べて早期立法の法的
基盤が整えていたといえる。また、人口の半数以上を占める農民の問題、すな
わち３億以上の農民への土地分配は、新政権にとって、農民が封建的社会から
解放されて「国家の主人公」になったという意味においては、非常に重要な意
味を持っていた。ちなみに、1930年代、各解放区において続々と土地法が施行
された際、ようやく地主階級の抑圧から解放された農民たちは、土地法のおか
げで「翻身（fanshen）」したと喜びを表現した。なによりも、婚姻法と土地法
の制定は、共産党政権が民衆の支持を得るための戦略的な手段として、これか
ら行われる国家の経済建設に必要な人的資源の確保と密接に関係しているとも
いえよう。それ以外にも、女性に関わる同一労働同一賃金や労働者保護暫定条
例などが制定され、女性を保護する立場からの法整備が次第に行われていった。
30 中国語の「婚姻（hunyin）」という言葉は、日本語の婚姻（こんいん）より意
味の範囲が広く、中国語の場合は結婚と離婚の両方を含む。したがって「婚姻
の自由」といえば、結婚の自由と離婚の自由が含まれている。
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権利利益として保障しようとする国の姿勢が窺える。
　ところで、このような1950年に制定され1980年と2001年に改正されて
きた婚姻法は、時代の産物として、それぞれの歴史的背景の中で誕生し、
そのときどきの社会的特徴を反映したものとしてみることが可能であ
る。また、これは、女性解放＝男女平等という特定の歴史的使命を背負っ
てきたという点からみれば共通した課題の下に置かれていたとも考えら
れる。したがって、婚姻法は、中国の法制度におけるジェンダー的な特
徴を見出すのに格好の材料となりうる。全国人民代表大会内務司法委員
会副主任である朱光がいうように、女性の権利保護の法体系は、憲法か
ら婚姻法、そして「女性法」31へという三つのステップを踏むことによっ
て完成したのである32。そして、これまでの婚姻法の制定・改正のプロ
セスにおいては、必ず婦聯組織が参加していたという事実があった。そ
こで、婦聯組織はどのような考え方に基づいて、そのプロセスに関与し
ていたのか。本章では、婚姻法の立法過程における婦聯組織の関与状況
を検討し、婚姻法の制定にいかなる影響を与えたのか、ジェンダーの視
点も含めて検討することにしたい。

１　1950年婚姻法の制定について

（１）制定過程
　建国に先立って行われた各解放区における土地改革が、封建的な地主
階級を撤廃し土地を均等に分配することによって、目にみえるような形
での経済的利益を得たとするならば、婚姻や家庭関係についての規範で
ある婚姻法は、必ずしも目にみえるような形ではないかもしれないが、
人々の間で長年培われてきた人生観や価値観に対して変化をもたらすも

31 女性権利利益保護法［婦女権益保護法］（1992年４月３日採択、2005年８月28
日改正）のことを指す。「女性法」は、女性の権利保護一般について独自の規定
を定めた現行82年憲法48条を具体化したものとして理解されており、現在では、
女性の権利利益を保護する基本法として位置づけられている。木間正道＝鈴木
賢＝高見澤＝宇田川幸則『現代中國法入門（第６版）』（有斐閣、2012年）97 ～
98頁参照。
32 中国婦女報1998年８月18日、１面。
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のであった。
　日中戦争期から西北地方を中心とする革命根拠地においては33、たと
えば、晋察冀辺区、陝甘寧、晋綏などにおいては婚姻条例がすでに制定
されていた。だが、そのなかには国民党政府の統治下における民法典親
族編に依拠したものが多く、しかも各地方の実情に即して作られたもの
であったため、必ずしも内容的に統一した婚姻条例が定められていたと
いうわけではなかった。したがって、全国解放を目指し、解放を目前と
した新政権にとっては、新たな統一した婚姻法を制定することが求めら
れることになった。
　1948年９月20日から10月６日の間に、河北省平山県西柏坡村で中共中
央による全国解放区婦女工作会議が開催され、劉少奇は全国解放に向け
て各地方の婚姻条例をまとめあげ、統一した婚姻法を作ることを提案し、
その起草作業を中央婦女工作委員会へと委任した34。そして、現在では
これが50年法成立の第一歩となったと考えられている。
　当時、中央婦女工作委員会の代理書記を務めていたのは鄧頴超である。
鄧は婚姻法を起草するためグループを立ち上げ、草案作りに着手した。
この起草グループは、鄧をはじめ７名の女性幹部によって構成されてい

33 国民党政府による中華民国民法の親族編は1931年から施行された。日中戦争
の勃発により国共合作が成立し、形式的に国民政府の行政地域にある革命根拠
地（位置的に辺境にあるため辺区とも称した）は、同法の適用範囲に置かれた。
建前としては、国民政府の法令を実施し、それを根拠地の事実に適合させるも
のとして、地元政府により制定公布されることとなる。そして根拠地の法（た
とえば、各地の婚姻条例）は、その法形式からすれば、同民法に対する補充的
な性質をもつ特別法とされる。しかし、それらの法は根拠地に独自のものであ
り、国民政府法令とはその精神、原理を異にしている場合もみられる。した
がって、それらの法は、本質的に中華ソビエトのものを継ぎ、そして新中国の
法に継承されるのである。福島正夫＝宮坂宏編訳『中華ソビエト共和国・中国
解放区婚姻法資料（改訂版）』（社会主義法研究会・中国農村慣行研究会、1966年）
８～９頁参照〔非売品〕。
34 『羅瓊訪談録』・前掲注４）100頁参照。ちなみに、今回の会議において鄧頴
超は、翌年の上半期に中国婦女第一回全国代表大会を開催すると同時に、中華
全国民主婦女聯合会を設立することを宣言した。政権成立後、婚姻法の起草作
業は引き続き全国婦聯によって担っていくようになった。
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たが、そのうち法学を修めた者はわずか１名のみで、残りの６名は法律
学の知識をまったく持ち合わせていなかった35。そこで、起草作業にあ
たってまず行ったのは、各解放区における婚姻状況に関する実態調査で
あった。全国各地の地方政府や法院を対象とした調査を行い、婚姻条例
の実施状況をしっかり把握することによって、そこから得られた経験や
教訓を婚姻法の草案作りに生かすことにした。
　調査結果によれば、解放区での婚姻状況は凄まじいものだった。たと
えば、山西、河北、察哈爾36などの農村地域では、民事案件における婚
姻にかんするものが33.3％～ 99％を占めるに至っており、北京、天津、
上海、西安、哈爾濱などの都市部の民事案件における婚姻案件は11.9％
～ 48.9％を占めていた。そしてこれら婚姻案件のうち、離婚や婚約取消
をめぐる案件の比率は、農村地域で平均54％、都市部では51 ～ 84％を
占めていた。離婚の原因としては主に請負婚の強制、売買婚、虐待、早
婚、重婚、姦通および遺棄などを理由とするものだが、その比率は78
～ 82％を占めていた。しかも女性からの離婚請求が多く、58 ～ 92％を
占めていたともいわれている37。したがって、新婚姻法を制定するにあ
たっては、こうした状況、すなわち、封建的な婚姻制度から女性たちを
守り、その権利利益を最大限に保護することが、新政権の重大な課題と
して浮かび上がってきたわけである。
　また草案の起草過程においては、その理論的根拠を確保しておくため
に、マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンの学説および毛沢東
思想のうちの女性問題や婚姻、家族、社会の発展の相関関係を論じた箇
所を中心に、継続的に研究が進められた。また、各解放区における婚姻
条例や各地から集めてきた実態調査の資料38に加えて、中華ソビエト婚

35 グループメンバーは、鄧頴超、帥孟奇、楊之華、康克清、李培之、王汝琪、
羅瓊の７名であり、そのうち王汝琪が唯一の法学部出身者であるため、彼女に
執筆を担当させたという。『羅瓊訪談録』・前掲注４）102頁参照。
36 現在は山西と河北に分割されている。
37 中華全国婦女聯合会編『蔡暢・鄧頴超・康克清婦女解放問題文選（1938－
1987）』（人民出版社、1988年）172 ～ 173頁〔鄧頴超〕参照。
38 たとえば、中国の新旧制度の状況が分かる各解放区の婚姻条例、関係書類、
新聞、雑誌、人民法院の業務報告、そして関連する判決書、調停書、統計材料
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姻条例（1931年）、ソ連および東欧の新民主主義諸国の婚姻法39を参照し
たとされる40。1950年５月に張家口市委・市政府による婚姻法を学ぶた
めの拡大幹部会議における鄧頴超（当時全国婦聯副主席）の報告41によ
れば、新法公布までの１年５ヶ月の間に、中共中央法制委員会と中共中
央婦女工作委員会が主に草案の起草を担当し、他の関係部門は積極的に
協力したとされる。そして、初稿の段階では、各民主党派、人民団体、
司法機関、その他の関係部門の意見を取り入れるために、数回にわたる
座談会が開かれ、内容はもとより用語や用法についても繰り返し修正が
加えられた。最終的には、中国人民政治協商会議全国委員会常務委員、
中央人民政府委員および政務委員の三者が臨席する座談会で修正作業が
行われ、1950年４月13日に中央人民政府第七回会議において婚姻法草案
が採択され、こうして50年法は誕生することになった。

（２）主な争点および内容
　50年法は、総則、婚姻、夫婦間の権利義務、親子関係、離婚、離婚後
の子の扶養と教育、離婚後の財産と生活、附則の８ヶ章27ヶ条から構成
されている。その制定過程でもっとも争点となったのは、婚姻の自由、
とりわけ離婚の自由をめぐる部分についてであった。同法の１条には、
請負・強制、男尊女卑、この利益を無視する封建的な婚姻制度を廃止す
ると宣言した上で、男女の「権利の平等」、「婚姻の自由」、さらに「女性
及び子の合法的利益」を保障する新民主主義婚姻制度を実行するとの規
定が設けられた。また、17条１項では、「男女双方が自らの希望で離婚
を望むときには離婚を許す。男女の一方が強く離婚を求め、区人民政府

などが含まれる。
39 たとえば、「ソヴエート・ロシア婚姻、家族および後見に関する法典」、東
欧の新民主主義諸国の婚姻家族法問題に関する論文、朝鮮民主主義人民共和国
の男女平等法令及び実施細則などが参照された。
40 中華全国婦女聯合会編・前掲注37）169 ～ 170頁〔鄧頴超〕；陳紹禹（幼方直
吉＝長谷川良一訳）「中華人民共和国婚姻法起草経過及び理由に関する報告（一）
──1950年４月14日中央人民政府委員会第七回会議のために」法社会学２号

（1952年）119頁参照。
41 中華全国婦女聯合会編・前掲注37）169 ～ 178頁参照。
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と司法機関の調停を経ても効果がないときにも離婚を許す」との規定が
盛り込まれた。
　離婚の自由ということの内容としては、いわゆる協議離婚と単意離婚
の双方が含まれるが、ここに何らかの条件を付けるかどうかをめぐって
主に議論がなされたようで、とりわけ「離婚の自由」を強く主張したの
は鄧であった。当時、完成した草案を党中央に送る際に同封された鄧の
書簡によれば42、草案に示されている「一方が強く離婚を堅持するときは
即時離婚を許し、いかなる条件も付けない」という文言を強く主張する
との意思表示が示されている。その理由として、鄧は次のように述べる。
多くの資料によって証明されているとおりだが、これまでの「中国社会
でもっとも抑圧されているのは女性であり」43、「早婚や幼婚［童養媳］44、
売買婚などの普遍的な現象」は女性に多くの苦痛を与え、これを根絶し
ない限り婚姻の自由もありえない、と。
　しかし、こういった主張は、当時においては少数意見に過ぎず、むし
ろ多数意見はこうした見方に反対であったとされる。たとえば当時の全
国婦聯執行委員会委員で最高人民法院委員であった李培之は、条件付き
の離婚を主張しており、重婚、虐待、家族不仲、生活上の悪習慣などを
離婚するにあたっての具体的な条件として挙げている45。また、このよ

42 鄧頴超「関於婚姻条例草案致毛沢東、劉少奇、朱徳、任弼時、周恩来等的信
（1950年１月21日）」党的文献2010年３期５～８頁参照。
43 毛沢東が1929年３月に発表した「湖南農民運動視察報告」において、女性に
対する権力支配について言及したことがある。すなわち、中国の男性は普通三
種類の系統的な権力の支配を受けているが、それぞれ国家による政権、宗族・
家長による族権、鬼神による神権である。ところで、女性になると、上記の三
つの権力支配のほかに、さらに男性による夫権の支配を受けているとされる。
この四つの権力支配を受けている婚姻制度こそ封建主義婚姻制度である。
44 成年前の幼女、少女を安く買い育てて将来男児の妻とする旧中国の婚姻制
度の１つである。男児誕生を見越して買う場合もあった。親、子どもの世話以
外に雑役に使われ、一種の家内奴隷ともされる。封建的な中国社会における潜
在的な結婚難を背景の下では、貧家の口減らし、労働力確保などの意味合いも
含んでいると考えられる。
45 具体的には、以下のような条件が含まれる。①革命に違反する行為があり、
現在も継続中である者；②重婚者；③一方を虐待または遺棄し、現在も継続中
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うな条件を挙げる理由として、容易に離婚を認めてしまうとすれば、不
安定な家庭を許容することになり、ひいては女性が生産労働に参加する
ことに対しても影響を与えることが予想されるからであるという。それ
ゆえ、家庭問題を解決するには人民を教育・改造するといった方針を採
用するべきであると主張する。
　ともあれ、離婚の自由をめぐっては完全に意見が一致することはな
かったものの、８条でみられるように、「双方ともに敬愛し合い、助け
合い、扶養し合い、睦まじく団結し、生産に励み、子女を養育し、家族
の幸福と新中国の建設のために協同して奮闘する義務がある」という点
では、その目指すところが国家建設のための夫婦像であることに変わり
はなかった。そして、中共中央法制委員会は更なる修正作業を経てから、
離婚の自由を条件なしで認めるという鄧の意見を採り入れる形で党中央
に草案を最終的に提出した46。
　結果からみると、条件なしでの「離婚の自由」が認められたことになっ
たわけだが、これが可能になったのは、とりわけ農村部においてこれま
での間に行われてきた土地改革を通じて女性の経済的自由が確保される
ようになってきたことも無視できないと考えられる。改革後の土地の均
等分配が家族単位の経営形態を取っていたとはいえ、個々人の割り当て
分については個々人の財産としてカウントされていたからである。
　このようにこれまで離婚の請求が一方的に男性によって握り続けてき
た中で、「婚姻の自由」を原則とする50年法の公布は、当時封建的家父
長制により抑圧されていた女性にとっては重要な意味を持つことは確か
であろう。
　また、50年法は離婚にともなうリスクを最小限にするための規定も設

である者；④一方の父母またはその他親族による虐待があり、同居するのに耐
えがたい者；⑤他方を陥害し証拠が足りる者；⑥よくない嗜好があるまたは正
業に就かず繰り返し勧告しても改めなく他方に影響を与える者；⑦仲が悪くこ
れ以上同居することができない者；⑧生死が不明になって３年以上経った者；
⑨その他重大な事由のある者で、このなかの１つに該当すれば、他方は離婚を
請求することができるし、不服の際には上訴できるとした。鄧頴超・前掲注
42）６～７頁参照。
46 黄傳会「新中国第一部婚姻法的誕生（下）」中国人大2007年４期51頁参照。
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けていた。たとえば、９条で「夫婦双方には職業を選択し、仕事と社会
活動に参加する自由を有する」ことが規定されているともに、10条では

「夫婦双方には、家庭財産に対して平等な所有権と管理権［処理権］があ
る」と定められた。いうまでもなく、これは「男女平等」という同法の
基本精神に合致するものであると評価できる。
　ところが、この「男女平等」という基本精神に反する規定も設けられた。
23条１項では、「離婚の際に、女性の婚前財産は女性に帰するが、その
他の財産については双方の協議で決める。協議が整わなかったら、具体
的な財産状況に応じて、女性や子どもの利益を配慮しかつ生産労働参加
が有利になることを原則として人民法院により判決を下す」との規定が
ある。さらに、24条では、「離婚の際、夫婦の共同生活における負債は
共同生活により得られた財産で返済し、もし共同生活時に財産を得られ
なかったまたは得られても債務の返済に不足する場合、その負債は男性
が負担する。各自の負債は各自で返済する」ことが定められた。
　このような規定が設けられているということであれば、離婚の際、女
性に一定の経済的保障を与え、経済的リスクからくる離婚の躊躇をなく
すというメリットが認められる一方で、他方、逆に男性にとっては「離
婚の自由」を制限する方向に作用するといった可能性も十分にありうる。
だが、これはおそらく、離婚権を一方的に握り続けてきた夫に対して妻
はなんら発言権もなく従うしかなかった従来の慣習、典型的には夫の妻
に対する抑圧的な振る舞いに対抗するものであるとともに、夫が自らの
都合で離婚し妻を捨て、結婚と離婚を繰り返すといったことができない
ように設けられた規定であると考えられる。
　したがって、50年法における「離婚の自由」は、ある意味では妻に向
けての自由であり、夫に対してはむしろ制限する側面がある。妻が置か
れてきた歴史的状況と経緯を踏まえたうえで設けられた対策である新法
が、逆に夫にとっては脅威となりうる性格をも含んでしまったわけであ
る。
　またその他、女性の身体的特徴に基づいて作られた条文も確認される。
18条では、「妻が妊娠期間中、夫は離婚の申し立てをすることはできな
い。夫が離婚を申し立てることができるのは分娩後一年後となる。ただ
し、妻が離婚を申し立てた場合、この限りではない」とされた。さらに、
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26条３項には、「離婚後、授乳期間内の子は、授乳する母親が扶養する
ことを原則とする」とある。これらの規定は、妻の合法的な利益を保護
するための規定として女性の「母」という特性に特化したものである47。

（３）1950年婚姻法に対する評価
　50年法は、1950年４月30日、毛沢東の指示による「中央人民政府の中
華人民共和国婚姻法の公布施行に関する命令」によって５月１日より施
行の運びになったが、封建的な婚姻制度を廃止し、新民主主義に立脚し
た婚姻制度を実効的なものとすることがその目的であった。
　従来、婚姻はもっぱら「父母の命」「媒酌の言」によるものであると人々
には理解されており、財産の多寡と家柄の高低といった物質的基盤の下
で行われるものであると同時に、占いや八卦など非科学的な「神権」の
干渉がついてまわっていた。しかし、新しい50年法の下では、婚姻は男
女双方の自由意思に基づくものであるとされ、男女それぞれの主体的な
行為として決定されるものとなった。また、「離婚の自由」を認める一
方で、他方、生産向上や国家の経済建設を考慮して婚姻問題を処理する
ことが求められていたことから、党・政府は、婚姻を社会国家と無関係
な私的領域にとどまるものではなく、社会国家の構成員たる男女の公私
の利益が統一されたものである、と解する立場を採る。
　このように、毛沢東の指示に端を発し中共中央の指導によって実行さ
れたという事情からみると、50年法は明らかにトップダウン式の立法過
程を通じて成立したものであった。また、草案の起草グループは全国婦
聯の幹部が中心メンバーとなり、全員が女性であったけれども、しかし
そのほとんどのメンバーには法律学的知識が欠けていたという点も、そ
の特徴の１つとして特筆されるべきである。もちろん、中共中央法制委
員会も立法作業に関与してはいるが、初期における草案の起草が主に全

47 これらの保護規定は、ソビエト法の継受であるとされる。1926年に制定され
たソビエト・ロシア共和国の「婚姻・家族・後見法典」には夫婦の平等、一夫
一婦などが盛り込まれ、また、その後に制定された中絶禁止法は妊婦に対する
政策面での配慮が施されていた。李秀清「新中国婚姻法的成長與蘇聯式的影響」
法律科学（西北政法学院学報）2002年４期81頁参照。
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国婦聯によって担われていたことは、前述したとおりである。その後の、
中共中央法制委員会をはじめその他の関係部門と繰り返し展開された修
正作業によって、婦聯が起草した草案の原型がどれだけ残ったかは不明
である。だが、すでにみたとおり、鄧のような婦聯幹部の意見が明確に
反映された部分も確認されることから、50年法が夫より妻の権利利益保
護へと傾斜した形で制定されたということについては、一定程度理解さ
れるところであろう。
　実際、1950年４月16日付の人民日報によると、50年法の立法精神につ
いて以下のような見解を掲載している。すなわち、「婚姻法制定におけ
る基本原則は、長期にわたって人民に付けられた封建的婚姻制度の枷を
徹底的に破壊することであり」、その立法精神は「男子を中心とする夫
権支配を覆し、女性と子の正当な利益を保護する」ことである。
　当時の政治的、経済的情勢も含めてみると、ちょうど新政権が封建的
な社会から新民主主義社会へと転換した時期でもあったことから、新国
家を建設するには全国民の参加が必要であると考え、そのためには女性
も含めた人民に対して社会参加へと向けた高い意識が要求されたと考え
られる。とりわけ女性に対しては、古い封建的な家族制度によって家庭
に拘束され、身動きもできないような状態から解放させることが、新政
権にとって最大の課題となったわけである。
　こうして、50年法には男女平等という側面があったとしても、女性た
ちの地位向上というよりは、むしろ国家の経済発展の一手段として使わ
れる労働力としての女性解放を目指すために誕生したという側面があっ
たことも看過すべきではない。そうすることで、女性は封建的な家族制
度や家庭から解放され、社会へと参画し、それは徐々に国家へと吸収さ
れながらも、その反面として国家の「主人公」へとなっていくのである。
　また、50年法は、いわゆる西洋近代法から確認されるような意味での
家族法からは逸脱した性格をもっており、中国の人びとからも「離婚法」、
あるいは「女性のための法」と呼ばれた48。そして全国婦聯にとって、そ
の後も続く婚姻法の改正という問題は、多くの場合、中共中央から下さ
れた政治的任務であり、社会改革を促す作業の一環として機能したと考

48 王思梅「新中国的第一部『婚姻法』的頒布與実践」党的文献2010年３期26頁参照。
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えられる49。ただ、いずれにせよ、1949年を１つの分水嶺として、女性
たちは長い歴史の中で常に家庭に属すものとして扱われてきた地位から
一応は解放され、それ以降は男性と同様に家庭から社会へと自らの居場
所を変えながら、国家の中へと編成されていくことになった50。

（４）婚姻法の貫徹運動
　50年法の施行に際し、新政権は決して機械的にこの法律を人民に押し
付けるようなことはせず、長期にわたる組織的・大衆的な教育、啓蒙活
動を通じて、人民の自主的な協力を促すよう努めた。たとえば、1950年
４月17日、全国民主婦聯第１期第17回常務委員会では、50年法の宣伝と
立法趣旨を貫徹するために、『新中国婦女』誌に特集を設けて法律専門
家による寄稿を募り、雑誌を通じて婚姻法に対する理解を深めるための
措置をとることを決定した51。また、鄧頴超は、「中華人民共和国婚姻法
に関する報告」において、婚姻法の成立過程と内容説明をした後に、今
後如何にして本法を実行していくかについて次のように述べた。

　「幹部自身が新しい婚姻法を理解し、…大衆の中に深く入りこみ
宣伝教育をし、…間違った恋愛態度には厳しく対処」するとしつつ、
何よりも婚姻法の趣旨は「女性自身の問題」の解決という点にある
わけだから、積極的に婚姻法を学習するよう女性たちには呼びかけ
る必要がある52。

　婚姻法が、土地改革に次ぐ「第二の翻身」といわれるほど画期的な意
義をもたらしたことは確かだが、そこには離婚の自由も含まれていたた

49 李秀清・前掲注47）79頁参照。
50 李小江＝朱虹＝董秀玉主編『性別与中国』（生活・読書・新知三聯書店、1994年）
３頁参照。
51 全国婦聯辦公庁編・前掲注１）19頁参照。
52 これは、1950年５月14日に河北省張家口市政府にて婚姻法の勉強を目的と
する拡大幹部会議において行われた報告である。中国語のタイトルは、「関於
中華人民共和国婚姻法的報告」である。中華全国婦女聯合会編・前掲注37）176
～ 178頁参照。
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め、離婚件数も著しく急増することになった。全国各地の人民法院が受
理した離婚件数の統計によれば、1950年は186,167件であったのに対し、
翌51年には409,500件と２倍以上に増加し、さらに52年に至っては上半
期のみですでに前年並みの398,243件にまで達した。しかも、離婚を申
請したのは圧倒的に女性の側であって、その数は全離婚件数の四分の三
程度を占めるまでになっている53。
　もっとも、離婚の自由を享受し離婚を選択した女性にとって、その前
途は決して平坦なものではなかった。長年にわたって、培われた風俗や
習慣はとうてい一朝一夕に改まるものではなく、人民のなかには依然と
して封建的意識が根強く存在していたからである。貧しい生活のなかで
金を貯め、ようやく手に入れた妻を離婚によって失うとすれば、それは
農民たちにとって牛や羊や土地などの私有財産を失うのと同じく、多大
なる損失だと考えられたのも無理のないことであろう。
　したがって男性の側、すなわち、夫が妻からの離婚請求を容易に認め
るといったことは考えられないことであったと予想される。嫁が１人の
人格として振る舞い、自己の権利として離婚を夫に対して請求するなど
ということは、従来の中国社会において本来的にあり得えないことで
あった。そのためもあってか、離婚の申し出を行ったことを夫の側から
責められ、自殺や虐殺されるといった事件が多数発生し、報告されてい
る。
　たとえば、河南省の淮陽専区では婚姻法が公布されてから一年未満の
うちに殺害された女性の人数が212人にのぼり、商邱専区でも1951年の
１月～４月までに30数人の自殺者が出たとされる54。また、湖北省の大
冶専区では1951年１月から６月までの間に婚姻トラブルにより虐待死し
た女性は61名に達し55、山東省莱陽専区では1952年１月から４月までの

53 劉景範「貫徹婚姻法是当前各級人民政府和全国人民重要的政治任務」人民日
報1953年３月20日、１面。
54 「中南区廣大青年男女開始獲得婚姻自由、還有逼殺婦女事件発生、必須継続
貫徹婚姻法、堅決貫徹婚姻法、保障婦女権利！」人民日報1951年９月29日、３面。
55 「中共湖北、湖南省委発布指示、糾正幹部中対待婚姻法的錯誤観点」人民日
報1951年９月28日、３面。
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間の女性死亡者数は97名に達した56という。さらに華東地区では、1950
年５月から1952年末までの間に男女合計11500余名が婚姻のトラブルで
命を落としたとみられている57。
　このように婚姻法は、綿密な調査・討論などにもとづいて制定公布さ
れたものであったとはいえ、「現実からみれば、極めて高い理想を示し
たものであった」という指摘58は、まさに正鵠を得たものであった。また、
これらの社会的現象は、従来の封建的な婚姻観と婚姻慣習の根深さを示
す反動であるとともに、そこから新たな家庭や夫婦関係の構築へと社会
構造の転換を意味するものであるといえよう。
　もっとも、上記のような事件が起きた理由としては、婚姻トラブルに
よる家庭内の不和以外にも、地方の法を執行する幹部たちの婚姻法に対
する理解の不足による、婚姻への干渉（離婚請求の不受理や離婚させな
いなど）や婚姻法の宣伝不足などが挙げられている59。そこで、1953年１
月14日、中央婚姻法貫徹運動委員会が立ち上げられ、同年３月を婚姻法
貫徹運動月とする全国的な宣伝活動が展開されることになった。これは、
婚姻法が公布されて以来の広範かつ系統的な宣伝運動であった。農村部
でも都市部でも地域を問わず婚姻法の宣伝活動が展開された結果、全国
に配布された宣伝パンフレットは2000万部に達し、成人の多くが２回、
３回、多いものでは10回以上もこの宣伝教育を受けたといわれている。
同年３月18日には中央婚姻法貫徹運動委員会の副主任である劉景範が、

「婚姻法を貫徹することは各級人民政府と全国人民の重要なる任務であ
る」と題した全国向けの講演放送を行い、４月上旬には全国のほぼ70％
の地域で運動のスケジュールを完了し、一連の貫徹運動も一段落を迎え
た60。その後、婚姻法の宣伝事業は、次第に各級政府、団体、学校など
が担当すべき任務として、それらの通常業務として組み込まれていくこ

56 中華全国民主婦女聯合会「為按層教育幹部加強婚姻法的宣伝減少以至消滅婦
女自殺被殺事件的発生給各級婦聯的通知」1952年７月21日。
57 劉景範・前掲注53参照。
58 中国婦人研究会「変革する中国の家庭」中国研究月報273号（1970年）３頁参照。
59 李洪河「新中国成立初期貫徹『婚姻法』運動中的社会問題及其解決──以河
南省為中心的歴史考察」中共党史研究2009年７期99頁参照。
60 張希坡『中国婚姻立法史』（人民出版社、2004年）210 ～ 214頁参照。
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とになった。
　このような貫徹運動は、封建的な婚姻制度への批判として、親密な人
間関係にある家庭という領域に踏み込むだけに、その展開過程において
長期性・複雑性・困難性が伴うことはいうまでもない。また、長期にわ
たって培われた封建的な宗族制度と婚姻制度は、婚姻法の施行によって
も急には消滅させることができるわけでもなく、そうした旧制度が有す
るイデオロギーに対しては、根気が要求されることも確かである。した
がって、上記婚姻法貫徹運動とは、まさに旧制度と新制度との間で繰り
広げられたイデオロギー闘争という一面があった。土地改革が封建主義
をその経済的基礎から覆したとするならば、婚姻法は宗族制度という上
部構造の面からこれを覆したのであって、社会主義建設は経済過程と意
識過程という二つの面からの変革を必要としたのである61。

� （未完）

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「中国のジェンダー
法政策推進過程における婦女聯合会の役割」（2013年３月24日授与）を加
筆・修正したものである。執筆・加筆・修正にあたって、科学研究費の

「研究活動スタート支援（2012 ～ 2013年度）」（課題番号：24830001）お
よび「若手研究（B）（2014 ～ 2016年度）」（課題番号：26780001）の援助
を受けた。

61 小野和子『中国女性史──太平天国から現代まで』（平凡社、1978年）241 ～
245頁参照。さらに、小野は、「運動の目的はたんに法律としての婚姻法を普及
することにあるのではなかった。婚姻法の示す男女平等の精神に基づいて、家
庭と夫婦の間における民主・平等・和睦を実現し、生産に対する促進的な作用
を起こさせることにある。新しい人間関係を樹立することによって、来るべき
経済建設と文化建設の力量を強化すること、専制政体の『根拠』をなしてきた
旧家族制度にかわって社会主義の『根拠』をなすべき新しい家庭を創造するこ
とが要請されていたのである」とする。小野和子「婚姻法貫徹運動をめぐって」
東方学報49号（1977年）303頁参照。


