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中国における高齢者虐待の問題（3）

――その実態と対策――

張 　 　 萍

〔抄　録〕
前稿の「中国における高齢者虐待の問題」（１）では，筆者は家庭内で起こった高齢

者に対する虐待行為を大きく身体的虐待，経済的虐待，財産権の侵害，精神的虐待，

婚姻自由の侵害，介護・世話の放棄の六つに分類した。

さらに「中国における高齢者虐待の問題」（２）では，成人子女が年老いた親に対す

る身体的虐待，経済的虐待，財産権の侵害の実態を整理し，その原因を考察した。

本稿は前述した研究の続きであり，主に高齢者が成人子女から受けた精神的虐待，

介護・世話の放棄の実態およびその原因を分析することを目的とする。
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はじめに

中国では，２0１6 年に 65 歳以上の高齢者が全人口の １0.8％を占め，先進諸国の高齢化率より

はるかに低いが，しかし，高齢者人口総数は １億 5000 万人を超え，世界最大規模となっている。

社会保障制度が比較的に完備され，老人ホームの利用率が高い先進諸国において，高齢者虐待

事件の多くは老人ホームなどの施設で起きている。これに対して，社会保障制度の整備が遅れ，

老人ホームの利用率も低い中国では，老後の生活が子どもに頼らざるを得ない高齢者は数多く

いる。このため，成人子女が親を扶養するのは当然であると同時に，高齢者虐待事件も，主に

年老いた親と成人子女の間に発生している。

これまでの研究の中で，筆者は中国の伝統文化と現行の法律規定を整理し，道徳と法律の視

点から，成人子女が親に対する虐待行為を身体的虐待，経済的虐待，財産権の侵害，精神的虐

待，婚姻自由の侵害，介護・世話の放棄の六つに区分している。しかも，収集した資料を分析

して，年老いた親は成人子女から受けた身体的虐待，経済的虐待，財産権の侵害の実態と原因

を考察した。
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本稿では，主に年老いた親が成人子女から受けた精神的虐待，介護・世話の放棄の実態およ

びその発生要因を分析する。

１．子女による親への精神的虐待

家族を重視する中国では，親と子の関係はきわめて緊密である。多くの高齢者にとって，子

どもは家族の継承者だけではなく，家族の繁栄の希望および自分の老後の幸福を支える支柱で

もある。この故に，子女の成長と幸せのために自分を犠牲にしてまで尽くした高齢者は子女か

ら虐待を受けた時，地獄に叩き落とされたような気持ちになり，強い精神的打撃を受ける。

１.１　子女による親への精神的虐待とは何か

子女による親への精神的虐待とはどういうものなのか，人によって様々な解釈がある。広い

意味でみれば，子女による親への身体的虐待，経済的虐待，財産権の侵害，婚姻自由の侵害，

介護・世話の放棄といった行為は，いずれも親に精神的な苦痛を与えた行為であるので，親に

対する精神的虐待でも言える。こうした広義の概念と区別するために，本研究では狭義の視点

から，子女が親に暴言を吐く行為および親との交流を拒否する行為のみを精神的虐待として定

義している。

ここでの「子女が親に暴言を吐くこと」とは，子女が汚い言葉で親を中傷したり，罵ったり，

親の名誉や体面を甚だしく貶められる行為を指し，「子女が親との交流を拒否する行為」とは，

主に子女が親の存在を無視し，長い間親と会話しないこと或いは連絡しないことを指す。

高齢者が身体機能の低下につれて，精神の面においても傷つきやすくなっている。子女によ

る精神的虐待が年老いた親の精神的・心理的健康を悪化させる根本要因となっている。親は子

女への愛情や期待が高いほど，報われない気持ちが強くなり，喪失感，虚無感，絶望感，孤独

感はいっそう深まるからである。こうしたマイナスの感情を抱いている高齢者は持病の悪化，

配偶者の喪失といった状況に加え，うつ病になりやすくなる。なお且つ，うつ病患者にみられ

る悲観，頑固，不潔，せん妄などの症状は，子女の親に対する反感や嫌悪を買いやすくなり，

親に対する精神的虐待もさらにエスカレートするおそれがある。（武麗ら，２0１２ 年）

高齢者はうつ病が進行して重症化してくると，生きる意欲が減退し，自殺に走る可能性もあ

る。中国老齢科学研究センターが ２0１0 年 6 月 １ 日に行った「中国の都市と農村における高齢

者人口の状況に関する追跡調査」 （１）によると，調査日までの過去五年間に，自殺したいと本気

で考えたことのある高齢者は調査対象全体の ２.１0％を占めている。地域別でみると，自殺願望

があった高齢者は都市において １.67％を占め，農村地域では ２.46％を占めている。また，同調

査の対象の中で，0.67％の高齢者は自殺未遂を経験した。その内，都市における高齢者の自殺

未遂率は 0.60％であり，農村における高齢者の自殺未遂率は 0.7２％であった。即ち，農村にお
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ける高齢者の希死願望比率および自殺未遂率はいずれも都市より高い。

中国疾病検測システム ２0１0 年人口死亡原因に関する報告書も同じような結果が示されてい

る。同年全国 60 歳以上高齢者人口の自殺死亡率は １0 万人あたり 37.58 人であり，その内，農

村では １0 万人あたり 50.76 人であり，都市では １9.60 であった。農村高齢者の自殺死亡率が都

市の約 ２.6 倍になっている（蔡玥ら，２0１２ 年）。

また，前述した中国老齢科学研究センターの調査によれば，親子関係の不和と高齢者の自殺

願望率の間に強い相関関係がある。都市と農村を問わず，「親孝行な子女を持っている」と答

えている高齢者の内，自殺を考えたことがある人は僅か １％（都市 １％，農村 １.２％）に過ぎな

いが，これとは逆に，「親不孝な子女を持っている」と答えている高齢者の内，自殺を考えた

ことがある人は １9％（都市 １9.4％，農村 １9.１％）を超えた。つまり，親不孝な子女の言動に

よりうまれた憤怒，不満，悲しみおよび絶望といったマイナスの感情が，高齢者の自殺リスク

を高めた要因となっている。（羅萌ら，２0１5 年）

成人子女がなぜ親に対して精神的虐待を行なうようになったのか，その原因について主に以

下の四点が挙げられる。

①親子間の金銭的なトラブルによること

親子間の金銭的なトラブルの表れ方は親の経済力により異なる。自分自身の力で生計を立て

られない高齢者にとって，子女からの経済的援助は不可欠なので，経済的援助の提供を拒否す

る子女に対して，高齢者たちは往々にして親族や調停機関ないし人民法院（裁判所）を通じて

扶養義務の履行を求める。親のこうした行為により体面と金銭の損失を被った子女は，親に気

遣いをしなくなり，暴言で親を攻撃するようになる。

他方において，金融資産や不動産を保有している高齢者は自己利益だけを考えている子女の

搾取に直面している。貪欲な子どもが多いほど，親の財産をめぐるトラブルの解決は難しくな

る。生きている親にその財産を早く分与するように迫り，自分の欲求が十分に満されなければ，

親を罵倒したり，嫌がらせたり，孤立させたりする子どもは少なくない。

②親嫌いの心理によること

都市と農村を問わず，子どもが大人になり自立して親から離れた後，親嫌いという理由で長

年親と連絡しないケースは珍しくない。親と疎遠な子どもの言い訳によると，その責任はすべ

て親にある。例えば小さいごろから親に愛されていないこと，親との性格の不一致，親の無責

任・無常識・乱暴な言葉使い・暴力を振るったことなどの過去の憎しみや辛みが親に会いたく

ない要因として強調されている。逆に，親の立場からみれば，こうした言い訳は親不孝な子ど

もが親の苦労と犠牲を無視して，親の老後の面倒をみたくない口実に過ぎないことになる。ま

た，親子の疎遠の背後には，いつも姑と嫁の不仲問題が存在することも看過することができな
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い。

③親の介護によること

現在の中国では，病気や加齢などにつれて，身体機能が低下し，自立した生活ができず，介

護を必要とする高齢者は急増している。にもかかわらず，老人ホームなどの高齢者福祉施設を

利用している人はごく僅かであり，大多数の要介護高齢者は依然として家族の介護に頼ってい

る。その理由を調べてみると，人気の高い施設には入所が困難なこと，希望するサービスが得

られないこと，施設入所者イコール子どもに捨てられた者だという考え方，施設の費用負担が

高すぎることなど，様々である。親に対する子女の介護は，その所在地域の公共サービスの供

給状況，文化的慣習および家庭の財力により，様々な方法で行われている。都市部とりわけ大

都市においては，夫婦ともに働いているため，家政婦を雇って親の身の回りの世話を行ない，

子女がその介護を手助けする家庭は少なくない。これに対して，経済的に余裕がない家庭，と

くに農村地域の家庭では，子女が自ら親の介護を担っているのが一般的なやり方である。

「長く病気を患うと孝行息子にまで嫌がられる」という諺に示されているように，子女の親

の介護による肉体的・精神的疲労は親への虐待につながりがちである。特に高齢者の罹りやす

いうつ病や認知症などの病気に関する知識はまだ中国で普及されていないため，こうした病気

を患った親の言動の異常が理解できず，故意の嫌がらせだと誤解し，親をひどく嫌うようにな

り，怒鳴りながら親の面倒をみている子女は多くいる。

④核家族化の進展によること

都市化や産業構造の変化に伴い，中国では核家族化が進み，一人暮らしの高齢者や高齢者夫

婦のみの世帯が増え続けている。高齢者のみの世帯は二世帯同居や三世帯同居より，親子の間

に生活上のいろいろこまごまとしたことによる衝突が少なくなる反面，深い寂しさや孤独感を

感じる高齢者は少なくない。子女や孫世代との親密な交流だけを老後の生きがいや楽しみとす

る高齢者が非常に多いからである。ところが，成人子女は一般的に自分の生活を最優先にして

いる。親の近くに住んでいても，あまり実家に戻らず，親のことに一切関心を向けない人もい

るし，親元から遠く離れて暮らしている場合，長年親と会わず，連絡でさえ取らない人も多く

いる。近年，寂しさや孤独を我慢できず，訴訟を起こし，子女に情緒的な支援の提供を求める

高齢者が顕著に増えている。

１.2　子女による親への情緒的支援をめぐる論争

２0１3 年 7 月 １ 日までに，人民法院は子女による親への精神的虐待案件を審理する際，主に

１996 年に制定された『中華人民共和国高齢者権益保障法』を引用していた。この法律では「扶

養者が高齢者に対して経済的扶養，生活ケアと情緒的支援を提供する義務を履行しなければな
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らない」（第 １１ 条）という規定が定められているが，しかし，違反した場合の罰則に関する規

定が定められていない。また，長い間，子女による親への精神的虐待の構成要件とはどういう

ものかについて，具体的な司法解釈も示されていなかった。したがって，こうした訴訟を受理

するかどうかは，すべて裁判官の判断に委ねられていた。一般的に言えば，高齢者は子女から

ひどい中傷，罵倒や侮辱を受け，名誉が棄損され，精神的苦痛を強く感じるという理由の訴訟

は受理されやすい。子供があまり実家に戻らないために親が精神的に不安定になっただけの理

由の訴訟は不受理の可能性が高い。

なぜ法律では子女による親への情緒的支援に関する具体的な内容およびその定義について

ずっと定められていないのか，中国の法学界では，子女による親への情緒的支援に関する規定

を制定すべきかどうかをめぐって，反対派と賛成派の間に真っ向から意見が対立しているから

である。

反対派は主に次の三つの理由を取り上げて，子女による親への情緒的支援に関する規定を制

定する必要がないと強調している。

一つ目の理由は，子女による親への情緒的支援は道徳的義務であり，法的義務ではないから

である。

二つ目の理由は，法律の形で子女による親への情緒的支援の内容を具体化・数量化すること

が不可能なので，子女による親への情緒的支援に関する規定が制定されても，こうした案件に

関する判決および判決後の執行の難しさは結局変わらないからである。つまり，判決文に子女

の帰省回数について記入されても，実際に執行できない可能性が高い。裁判官は強制的に子女

を親のところに連れていくこともできないし，どのように執行しているかについて監督もでき

ないからである。また，子女は心中では判決に不服であり，恨みの感情を抱きながら帰省した

場合，親に対する精神的虐待がさらにエスカレートするおそれもある。

三つ目の理由は，今までの判例をみれば，高齢者の要望した通りに判決を下した場合，敗訴

となった子女の面目が丸潰れになったため，訴訟終了後の親子関係がさらに悪化し，情緒的支

援提供の目的の達成につながらないケースが多くあるからである。この故に，子女の親に対す

る情緒的支援は，道徳教育を通してその必要性と責任感を啓発・認識させるべきことで，無理

矢理に法律によって規制されるべきではないという。（楊遂全ら，２003 年；田媛ら，２0１１ 年；

劉坤琪，２0１4 年）

上述した見解に対して，子女による親への情緒的支援に関する規定を定めるべきと主張して

いる人たちは，高齢者のみの世帯が増加しつつある社会の現実を直視し，家族の団欒を老後の

生きがいとする高齢者の子女による情緒的支援への切望に応じて，法律ではこれに関連する規

定を明確に定めておかなければならないと考えている。その理由として，以下の三つが挙げら

れている。

第一に，子女の親に対する情緒的支援は道徳的義務だけではなく，法的義務でもある。した
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がって，子女が精神的に親を虐待してはいけないこと，時々実家に戻って親を顧みる義務を，

法律で明確に規定するべきである。

第二に，明確な法律規定が制定されてはじめて，高齢者は堂々として法律という手段で子女

に情緒的支援の提供を求めることができ，裁判官の裁判もやりやすくなる。明確な法律規定が

ない状況は二つの弊害をもたらしている。一つは子女からの精神的虐待がまだ刑法違反に至ら

ない場合，被害を被った高齢者は訴訟を起こしても受理されない可能性があるため，法的救済

を受けることができないことである。もう一つは，子女による精神的虐待はひどいものであっ

た場合，被害者が刑法しか利用できないことである。現実には，多くの高齢者は子女からひど

い虐待を受けても，相変わらず子女の利益を配慮するので，できるだけ子女への刑事的制裁を

避けたい。また，刑事訴訟の判決は子どもの面目を潰すことを意味し，必ず親子関係の改善に

不利な影響を与えることも考慮しなければならない。民事訴訟で訴えることができれば，裁判

官は調停や訓戒などの方法を活用して，親子関係の改善に向けて取り組みやすい。

第三に，『中華人民共和国婚姻法』が「離婚後，子を直接扶養しない父または母は，子に面

接交渉の権利を有し，他方はそれに協力する義務を負う」（第三十八条）と定めているように，

年老いた親も離れて暮らしている子女に対して，定期的に帰省したり連絡したりすることを要

求する権利がある。したがって，法律上では年老いた親に情緒的支援を提供しない子どもの行

為に対して，罰則を科すべきである。（胡賢斐，２007 年 )

２007 年に『中華人民共和国高齢者権益保障法』の改正作業が開始されてから，一般民衆も

新聞やインターネットなどへの投稿を通してこの討論に積極的に参加していた。法規制定賛成

派は，子どもに情緒的な支援の提供を要求することが高齢者の基本的な権利であり，子どもが

年老いた親の精神的需要を満たす義務を負うべきだと主張している。これに対して，法規制定

反対派は親子間の確執に複雑な原因があり，法律が過度に介入すべきではないと考えている。

また，親と遠く離れて暮らす一人っ子同士が結婚する場合，遠方の両家の親を常に面倒をみる

ことは非常に困難なことだと，多くの人々によって強調されている。（揚法宣ら，２0１１ 年；範

珉菲，２0１１ 年）

法規制定賛成者が多数を占めているため，『中華人民共和国高齢者権益保障法』が ２0１２ 年

１２ 月 ２8 日に第 １１ 期全国人民代表大会常務委員会第 30 回会議で改正され，２0１3 年 7 月 １ 日に

施行された。この法律では，子女が親に情緒的支援を提供することを法的義務として規定され

た。同法の第 １8 条は，「家族の成員は，高齢者の精神的需要に関心を払い，高齢者を軽視した

り，粗末に扱ったりしてはならない。高齢者と別々に暮らしている場合は，頻繁に実家に帰り，

親を顧みなければならない。雇用者側は，国家関連規定に基づき，離れて暮らす被扶養者を抱

える社員の帰省休暇を保障しなければならない」と定めている。

改正された『高齢者権益保障法』は，高齢者に対する精神的虐待案件を審理する法的根拠と

なっている。しかし，この法律は子女が親に情緒的支援に関する子細な規定を設けておらず，
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違反者に対する具体的な罰則についても定めていない。このため，裁判官は子女による親への

精神的虐待案件を審理する際，相変わらず判定困難，処罰困難，執行困難，執行監督困難等の

問題に直面している。現在，一体どのようにこのような案件を審理し，判決を下すかは，原則

的に裁判官の自由裁量に委ねられている。

２0１3 年 7 月 １ 日に，江蘇省無錫市北塘区人民法院で 77 歳の女性儲氏が娘夫婦に情緒的支援

の提供を求める訴訟について下した判決は，改正後の『高齢者権益保障法』が適用された初の

判決である。この判決文に主に次のような内容が書かれている。儲氏は病気で入院する場合や

自立生活できない場合，娘である馬氏が儲氏の日常生活の面倒を見るべきであること，儲氏は

自立した生活を送る期間中には，被告馬氏の家から原告儲氏の家まで 40 キロの距離があるこ

とを考慮して，馬氏は ２カ月ごとに一回儲氏に会いに行くべきあること，しかし，法定祝祭日

である端午節（旧暦 5月 5日），重陽節（敬老の日，旧暦 9月 9日），中秋節（旧暦 8月 １5 日），

国慶節（１0 月 １ 日），元旦（１月 １ 日）の内，馬氏は少なくとも二回母親のところに行って顔

をみせなければならないであること，春節期間すなわち大晦日（旧暦 １２ 月 30 日）から元宵節

（旧暦 １月 １5 日）までの間に，馬氏は最低でも一回母親に会いに行かなければならないこと，

馬氏の夫である朱氏は，馬氏の前述した義務の履行に協力する義務を負うこと，被告が判決に

従わない場合，原告には強制執行を申し立てる権利があること，強制執行が行われる場合，裁

判官は被告に対して，罰金または拘留を言い渡すことができること，という。（張寛明ら，

２0１3 年）

ところが，この判決が下された半年後の新聞記者の追跡取材によると，敗訴となった娘は裁

判官が命じた通りに母親のところに通うようになっているが，しかし，親子関係は依然として

悪く，修復されていないことがわかった（薛晟，２0１4 年）。親を憎しみながら，法律の圧力で

やむを得ず親に顔をみせた子どもは，親に真の快楽を与えることができないこと，法律判決と

いう簡単な方法で複雑な親子間の感情トラブルを解決できないことは，この事例に示唆されて

いる。

目下のところ，どのように改正後の『高齢者権益保障法』を活用して子女による親への精神

的虐待案件を審理するかに関して，裁判官には様々な思考がある。

一部の裁判官は，子女による親への精神的虐待案件を審理する時，子どもの面目を潰した強

制的な判決より，調停という柔軟な方法が親子関係の立て直しにつながりやすいと考えている。

扶養者と被扶養者の相互理解，相互尊重があってはじめて親子関係を改善できるためである。

したがって，強制力のある判決を下すこと，特に判決文に子どもの帰省の回数まで記入される

ことは，裁判官のやむを得ない最後の手段として使うほうが望ましい。（魏麗娜，２0１5 年）

『高齢者権益保障法』の第 １8 条規定の「高齢者と別々に暮らしている場合は，頻繁に実家に

帰り，親を顧みなければならない」という条文に関して，裁判官が基本的に当事者の事情およ

び子どもの義務履行能力を確認したうえで総合的に判断している。
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例えば，この条文の中の「頻繁」という字句について，次のように解釈している裁判官がい

る。即ち，海外や親の家から遠く離れた地域に暮らしている子どもの場合，半年ごとにまたは

一年ごとに帰省することは「頻繁」だと認定できるが，しかし，親のすぐ近くに住んでいる子

どもの場合，一週間ごとに親に会いに行くことは「頻繁」とは言えないかもしれない，という。

また，この条文の中の「親を顧みる」という字句について，多くの裁判官は広義的に解釈す

るべきと主張している。即ち，「親を顧みる」という内容は単に親に会いに行くことに限らず，

親と雑談すること，親の家事を手伝うこと，電話やメールで常に親と連絡をとることなども含

めるべきである。しかし，こうした内容は判決文にいちいち記入するべきではない。これには

二つの主な理由がある。一つの理由は「親を顧みる」ことに豊富な内容が含まれており，判決

文に具体化されたら，脱法行為を招きかねないということである。二つ目の理由としては，「親

を顧みる」ことに関する一部の内容だけが判決文に記入されれば，被告が他の義務を履行しな

くても良いという誤解を招きやすいからである。判決文に具体的な内容を記入しないことは，

親子関係を改善したい子どもに改める機会を与え，高齢者の権益をよりよく守ることになる。

（董城ら，２0１3 年）

精神的虐待案件の処罰困難，執行困難をどうやって解決したらよいのか，一部の裁判官は子

どもが親に情緒的支援の義務を尽くしたかどうかが相続財産の分配にかかる基本原則とされれ

ば，問題の解決につながると考えている。つまり，『中華人民共和国継承法（相続法）』第十三

条の規定に従い，相続財産を分配する際，被相続人に対して情緒的支援の義務を尽くした相続

人に対しては，多く分配することができること，逆に，被相続人に対して情緒的支援の義務を

尽くさなかった相続人に対して，分配を行わないかまたはこれを少なくする。こうした方法が

運用されるなら，精神的虐待案件判決の実行力を高めることもできる。（宋華俊，２0１5 年）

改正後の『高齢者権益保障法』はすでに数年実施されているが，しかし，子女による親への

情緒的支援を法的義務とすべきかどうかをめぐる論争はまだ終わっていない。どのように高齢

者に提訴されている子女による精神的虐待の案件を審理し，判決を下すかについては，各地の

人民法院は模索しながら進めている。

2．子女による親の介護・世話の放棄

中国の社会通念および法律の規定によると，親が老衰または疾病のため自立して生きていけ

なくなった場合，扶養の義務を有する，しかも扶養能力を備えている子どもはその親に対して，

扶養の義務を履行しなければならない。ここでいう扶養とは経済的扶養，情緒的支援，生活ケ

アを指す。

親を介護・世話する能力を備えていながら親に対して最低限必要な介護や世話を提供しない

人は，世論の非難を受けるのみならず，違法行為として提訴される可能性が高い。違法行為は
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悪質な結果をもたらすと，遺棄罪に問われることになる。

2.１　遺棄罪とは何か

中国の『刑法』には遺棄罪に関する規定がある。その第二百六十一条に，「高齢者，未成年者，

病気に罹った人およびその他の自力で生きていけない者に対して，扶養の義務を有するが，し

かしその義務を履行しない者に対して，情状が極めて悪質な場合は，五年以下の有期懲役，拘

留または管制 （２）に処する」と記されている。

中国の司法解釈 （3）によれば，遺棄罪の客体即ち被害者が一般的には以下の状況に置かれる家

族の構成員に限られている。

① 老衰，身体障害，病気等のために，働く能力を喪失したうえ，収入もない者。

② 収入があるにもかかわらず，老衰，身体障害，病気等のために，自力で生活する能力を

喪失していた者。

③ 未成年または知的障害等のために，独力で生活する能力を持っていない者。

遺棄罪の主体は被害者に対して法的扶養の義務を有する，しかも扶養能力を備える人でなけ

ればならない。また，故意という主観的要素はこの犯罪の構成要件の一つである。法律の解釈

では，故意とは扶養責任者は被扶養人が自力で生きていけないことを知りながらその扶養を拒

否する態度を指す。

しかし，扶養責任者は自力で生きていけない被扶養人の扶養を拒否する行為は，どんな場合

でも『刑法』の遺棄罪が適用できるというわけではない。悪質な結果をもたらした行為のみが，

遺棄罪に該当する。悪質な結果を招かない遺棄行為は『治安管理処罰法』第四十五条に基づき，

五日以下拘留または警告を処する。

要するに，遺棄罪には四つの構成要件を必要とする。第一に，行為者と被害者の間に扶養者

と被扶養者の関係があること。第二に，被害者は独力で生きていけない者であること。第三に，

行為者は扶養能力を備えていながら，故意に扶養の義務を履行しないこと。第四に，遺棄行為

は悪質な結果をもたらしたこと，と考えられている。（孫青，２0１5 年）

現実には，子どもが親を遺棄したことにより，遺棄罪で人民法院に処罰された刑事事案は多

くない。遺棄罪の適用基準が高く，悪質な結果をもたらさない場合，その起訴が受理されない

からである。そのうえ，悪質な結果には具体的にどんな内容が含まれるかについて，法律では

長い間明らかにされていないため，遺棄案件の審理の困難さが増している。メディアに報道さ

れている案件を整理してみると，警察が捜査に踏み切った案件はほとんど被害者が死亡したも

ので，被害者の死亡に至らない遺棄行為は一般的に警察の捜査の対象にならないので，法的処

罰を受ける可能性も低い。

南昌市で起きた一つの事件をみてみよう。２0１3 年 ２ 月 ２8 日の『江南都市報』の報道によると，

夫が他界した 69 歳の金春則には息子と娘がいる。彼女は健康状態があまりよくないが，様々
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な事情により賃貸住宅で一人暮らしをしている。２0１3 年 ２ 月 ２ 日，金春則は娘の家に向かっ

ている途中に突然倒れて，通行人の通報により救急車で病院に搬送された。医者の検査で彼女

は高血圧と半身不随といった病気を患っていることがわかった。病院で数日の治療を通じて金

春則の病状は安定し，退院して自宅療養できるような状態になった。しかし，彼女を迎える親

族がいないため，ずっと病院に滞在せざるを得なかった。金春則が入院中に，病院側は何回も

その息子や娘と連絡し，母親の見舞いにくるよう要求していた。ところが，金春則の息子は自

分自身ががん患者で，かつ経済的困難を抱えており，母親の見舞いに行くことができないと説

明した。金春則の娘は自分と母親の関係が悪く，母親の顔を見たくないという理由で母親の見

舞いを拒否した。その後，病院側の再三の説得により，２月 ２4 日に，金春則の娘はようやく

ある知人に頼んで母親の退院手続きをさせたけれども，母親の医療費を一銭も払わなかった（昌

岳ら，２0１3 年）。このような病気の親を病院に置き去りにした事件は全国各地で発生しており，

特別な事例ではない。

また，子どもは病弱な親を浮浪者のために設置されている政府の救援機構や老人ホーム等に

置き去りにした事件も度々発生している。

例えば，２0１3 年の春節前に，85 歳の陳氏が彼女の息子に南寧市政府救援機構の玄関の前に

捨てられた。彼女の手にはその息子が政府に送る手紙を握っており，次の内容が書かれている。

私の母親は慢性的腎臓病など数種類の病気を患っており，毎月数千元の医療費を必要とし，も

う払えなくなっている。今現在私は母親と縁を切ることを声明する。政府に私の母親の面倒を

みることを懇願する，という。救援機構がすぐ陳氏を病院に搬送し，数カ月の治療を通じて病

状が安定するようになった。これと同時に，救援機構の調査では，陳氏は親を扶養する経済的

余裕がある子ども 4人を有するため，公的社会救助の対象とならないことが明らかになった。

しかし，その子どもたちは母親の治療費も払わず，面会もしない。救援機構はやむを得ず陳氏

を老人ホームに入居させ，現地の政府はその費用を暫定的に負担している。（盧荻ら，２0１3 年）

上述した事件に関する報道は大きな反響を呼んでいた。社会正義を守るために，病弱かつ年

老いた親を遺棄した者が素早く法に基づいて処罰されなければないと，多くの人々は強く主張

している。関連法律規定の不備を補足するために，２0１5 年 3 月 ２ 日に，中国最高人民法院，

最高検察院，公安部，司法部は「法に従い家庭暴力犯罪の案件を処理することに関する意見」

を公布した。その中に遺棄罪の悪質な結果をもたらした遺棄行為について，具体的な司法解釈

を打ち出した。即ち，悪質な結果をもたらした遺棄行為とは一般的に次のような行為を指す。

①扶養責任者は被扶養者に対して長期的に面倒を見ておらず，経済的扶養の義務も尽くさない

こと，②扶養責任者による追い出し，脅迫により，被扶養者はやむを得ず家出し，落ち着くと

ころがないために，乞食・浮浪者になったこと，③扶養責任者は重い疾病を患っている被扶養

者あるいは自力で生きていけない被扶養者を遺棄したこと，④扶養責任者の遺棄により，被扶

養者がひどい身体的損害を被り，あるいはその他の深刻な被害を受けたこと，をいう。（最高
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人民法院等，２0１5 年）

『刑法』における遺棄罪の条文である「悪質な結果をもたした遺棄行為」の具体化は，被害

者の死亡に至らなかった悪質な遺棄事件に関する刑事裁判の充実・迅速化を促した。

2.2　遺棄罪案件の特徴およびその問題点

メディアの報道をまとめて見ると，子どもによる親の遺棄案件の特徴としては，以下の四つ

が挙げられる。

第一に，公訴事件が多いこと。事件の発覚から裁判までの流れからみると，まずは高齢者の

死亡が発見されたため，公安警察はその死亡原因を偵察してから，人民検察院に事件を送致す

る。次は人民検察院の検察官は事件について審査を行ない，扶養責任者の遺棄が高齢者の死亡

原因であるという事実を認定すれば，人民法院に公訴を提起する。最後では人民法院の裁判官

が公正で慎重な裁判を通じて被告人に判決を言い渡す。

第二に，配偶者を失い，一人暮らしをしていることが死亡した高齢者の共通の特徴であるこ

と。その多くは病気のために独力で生活する能力を失った 80 歳以上の老人である。子どもに

よる介護・世話の放棄が，彼ら彼女らの死亡を招いた直接原因となっている。

第三に，農村地域の犯罪率が都市より高いこと。これは地域間の所得格差に起因したもので

ある。都市における高齢者はほとんど公的年金制度と医療保健制度にカバーされており，貯金

と不動産を所有している人も少なくないので，経済的に子どもに頼るところがない。これに対

して，公的年金制度と医療保険制度は ２0１２ 年になってようやく農村地域にまで普及されたた

め，農村における高齢者の年金受給額がいまの段階ではまだ少ない。働く能力を喪失し，かつ

病気や老衰により自活できなくなった老人たちは子どもに頼るほかはない。

第四に，多くの死亡した高齢者は 4人以上の子どもを有していること。一部の事件では，そ

の子どもたちは親を扶養する経済力を持っているのみならず，皆親の近くに住んでいる。しか

し，誰もが病弱や老衰の親の面倒を見たくない。兄弟姉妹が親の扶養範囲をめぐって喧嘩した

り，縁を切ったりすることもよく見られるケースである。伝統的な「多子多福」（子だくさん

が福をもたらす）という理想の家庭像は破壊され，今は「多子多難」の時代を迎えているよう

である。

第五に，犯罪者に対する刑罰が軽いこと。メディアに報道された事件のほとんどは子どもの

扶養責任放棄により親を死亡に至らせた悪質な事件であり，事件責任者も皆遺棄罪の罪で有罪

判決を受けた。しかし，最も重い刑は有期懲役 3年 6カ月であり，最も軽い刑は有期懲役 6カ

月にすぎない。

これに対して，一部の人々は，遺棄罪の裁判では事件責任者に対する量刑が軽すぎるため，

加害者を処罰するという目的に達していないだけでなく，同じような罪を犯している者に対す

る警告・教育および再犯防止の役割もよく果たされていないと批判している。２0１4 年 １２ 月 ２6
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日に中国中央テレビに報道された一つの事件は，典型的なケースである。

この事件の経緯は次の通りである。

重慶市万州区に住んでいる解昌英は 85 歳で，息子 4人と娘 3人を養育した。夫が亡くなっ

た後，病衰している解昌英は農村地域の習俗に従い，同じ村に住んでいる四人の息子に扶養さ

れている。即ち四人の息子は順送りに一カ月ごと交代で母親の面倒をみている。２0１4 年 １ 月 １

日に，四男の当番が終わり，朝御飯を食べた後，母親を長男の家に送った。しかし，長男は自

分の当番になることをわかっているにもかかわらず，事前にドアに鍵をかけて外出した。四男

は母親に長男の帰宅を待ってくれと指示して自分の家に帰った。解昌英は ２時間以上待っても

長男が帰宅していないため，やむを得ず四男の家に戻った。しかし，四男は自分の当番がすで

に終わり，母親の継続居住を拒否した。解昌英は仕方なく次男と三男の家に行って助けを求め

た。次男も三男も自分の当番ではないという理由で母親を自分の家に入れなかった。現地では

１月が一年で最も寒い時期で，昼間の気温は １.9 度であり，夜間は 0度以下に下がった。翌朝，

次男が自分の孫を小学校へ送る時，口と鼻から血が流れた母親が自宅の玄関の前に倒れている

のを発見したにもかかわらず，しかし見ないふりをして孫と一緒に学校にいった。学校から戻っ

た時，母親はすでに死亡していた。鑑定医の鑑定によれば，解昌英は寒さと飢餓に耐え切れず

転倒して，体内の大量出血のために死亡したのである。その後，重慶市万州区人民検察院は解

昌英の扶養責任者である四人の息子の行為が彼女の死亡の直接原因であると認定して訴訟を提

起し，重慶市万州区人民法院は遺棄罪で解昌英の長男に有期懲役 ２年，彼女の次男，三男およ

び四男にそれぞれ有期懲役 １年 6か月を言い渡した。（中央テレビ，２0１4 年）

多くの視聴者がこの事件の悪質さと処罰の軽さに怒りを覚えた。この判決では犯罪性質認識

の間違いが刑罰の適用の誤りをもたらしており，上述した被告人の犯罪行為が極めて悪質で，

間接故意殺人罪で重い刑罰を受けるべきだと，一部の法律専門家は考えている。被告人たちは

解昌英の子どもとして，彼女の老後の面倒をみるという法的義務を尽くさないのみならず，彼

女の死亡に対して明らかに間接故意という主観的態度を有しているからである。中国の刑法で

は，間接故意とは自己の行為が社会や他人への危害結果を生じさせることを知りながら，この

結果の発生を放任しておいた心理状態を指す。解昌英が死亡した夜は，上述した通り現地の最

も寒い日である。長男と四男は高齢かつ病衰の母親を深夜になっても屋外に放置し，飢えと寒

さにより死亡する可能性があることを知っていながら，母探しに行かなかった。次男と三男は

深夜に母親の「助けてくれ」という叫び声を聞いた時，すでに母親が危険な状態にあったこと

を承知したにもかかわらず，しかし母親を助ける行動もしなかった。特に翌朝，次男は自宅の

玄関に倒れている母親を見てもみぬふりをして救急車さえ呼ばなかった。四人の息子の内，誰

かひとりでも救いの手を差し伸べたら，母親の死亡が避けられるはずのである。法律の観点か

らみると，四被告の行為と解昌英死亡の間に因果関係がある。換言すれば，四被告が母親扶養

という法的責任を免れるために，彼女の死亡を座視していた。四被告の間接故意が母親の死亡
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の直接原因であるため，間接殺人罪で量刑すべきであり，重慶市万州区人民法院が遺棄罪で言

い渡した判決は，罪刑均衡の原則に違反している。（佟麗華，２0１4 年）

罪刑均衡の原則は中国刑法の基本原則の一つである。『刑法』第五条では，「刑罰の軽重は，

犯人が犯した犯罪行為および負うべき刑事責任に適応しなければならない」と規定されている。

即ち，加害者が犯した罪とその罪に対して課される刑罰との釣り合いが取れた状態で刑罰を科

さなければならないという考えである。言い換えれば，重罪には重い刑罰を与え，軽い罪には

軽い刑罰を与えるべきである。重い罪を犯した者に軽い刑罰を与えるなら，社会正義の実現な

らびに犯罪者懲罰という目的を達することができない。逆に，軽い罪を犯した人に厳罰すると，

国民は司法制度に対して不信感を抱くようになる。

罪刑均衡の原則に従えば，扶養責任者の遺棄による被扶養者の死亡事件が発生した場合，公

安機関がその偵察結果を検察機関に送致した後，検察機関が入念な審査を通して，被告の犯罪

行為に相当する罪名を認定し，人民法院に正しい量刑基準を提供しなければならない。さらに，

人民法院は個々の案件を具体的に分析し，被告人の犯罪情状，犯罪の結果及びその社会的影響

を総合的に考慮した上で，被告人が犯した罪に相応する刑罰を言い渡すべきである。このため

に，犯罪の軽重および情状を区別せず，すべての案件を遺棄罪で判決してはいけない。また，

検察官は裁判官の判決が間違いだと思うなら，直ちに上訴を通してその誤りを正し，法律の正

当な適用を監督する役割を果さなければならない。

遺棄罪と故意殺人罪を明確に区別するために，最高人民法院等は ２0１5 年 3 月 ２ 日に次のよ

うな司法解釈を公布した。即ち，「遺棄罪と故意殺人罪の境界線を正しく区別するために，被

告の主観故意，犯罪行為を行った時間と場所，被害者を死亡させた責任，および被害者が被告

人に頼る程度等を総合的考慮して判断しなければならない。ただ扶養義務を逃避するため，被

害者の死亡を希望せず或いは其の死亡を放任していない被告人は，自力で生活できない被害者

を福祉施設，病院，派出所等の場所或いは広場，駅等通行人が比較的に多い場所に置き去りに

して，被害者を他人の救助を得ることを希望する場合，一般的に言えば遺棄罪を言い渡す。被

告人が被害者の死亡を希望する或いは其の死亡を放任する場合，および被告人が扶養義務を尽

くさないことにより，生活扶助が欠けている被害者を死亡させた場合，或いは自力で生活がで

きない被害者を荒れ果てた山等通行人が滅多にいない場所に置き去りにして，被害者が他人の

救助を得にくい場合，故意殺人罪を言い渡さなければならない」という。（最高人民法院等，

２0１5 年）

上記の司法解釈が適用されれば，解昌英の死亡案件は故意殺人罪で再審理すべきだと筆者を

含めて多くの人々は考えている。

言うまでもなく，あらゆる遺棄案件が刑事訴訟を通して解決するわけではない。中国はまだ

発展途上国であり，しかも世界最多の高齢者人口を抱えている。限られている財源の制限で，

政府はすべての高齢者に対して無償の経済的支援と生活ケアを提供することができない。その
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ため，現在および今後相当長い期間において，高齢者の扶養特に生活ケアが主にその子どもに

頼ることは，依然として社会とくに農村地域の主流であることが指摘されなければならない。

こうした社会の現実をふまえて，違法行為の軽微の遺棄事件に関して，親族ならびに関連機関

の調停や教育を通して，できるだけ扶養責任者の自覚と良心を呼び起こし，彼ら彼女らに老親

の扶養義務を尽くさせることは最も現実的な解決策だと言えよう。

おわりに

子女による親への虐待案件を処理している人々は，常に道徳と法律の境界をどのように区分

するべきかという難題に直面している。道徳と法律の関係からみれば，歴史的に形成された道

徳慣習が法律規定の制定に強い影響を与えているため，道徳は人々の心の中の強制力のない法

律であり，法律は成文化した強制力のある道徳であるという考えもある。この意味で，現在施

行されている『中華人民共和国高齢者権益保障法』は，まさに中国で古代から形成されてきた

「親孝行」慣習の法律化といってもよい。とはいえ，悪化した親子関係を良い方向に変化させ

て改善するために，道徳と法律は各々の役割を果さなければならないことが強調されている。

こうした認識をふまえて，悪質な結果をもたらしていない子女による親への虐待案件に関して，

事件処理担当者は一般的に訓戒，啓発，指導等といった道徳教育を通じて問題解決に努めてい

る。

〔注〕
（1）  調査対象は 60 歳以上の高齢者 ２0,000 人，１9,986 人が答えた。その内，都市における高齢者は

１0,03２ 人，農村における高齢者は 9,954 人である。
（2）  管制とは人民法院の判決と公安機関の執行に基づき強制的な拘束せず，社会の監視下におく処分を

いう。
（3）  司法解釈は中国の独特の制度である。これは抽象的な法律条文を具体化し，裁判の公正性と効率性

を高めることを目的とする。多くの司法解釈は本法である法律の条文数をはるかに超過する詳細な
条文を有しており，裁判実務では法規範として法律と共に引用される。

〔参考文献〕
楊遂全ら著『婚姻家庭法典型判例研究』人民法院出版社 ２003 年
王浩「精神虐待――都市老人面対新“家庭暴力”」『哈爾濱日報』２006 年 7 月 １6 日
胡賢斐「論精神贍養法律制度的完善」『柳州師専学報』２007 年第 １期
田媛，田海燕「各方熱議“常回家看看”入法」『北京日報』２0１１ 年 １ 月 6 日
揚法宣ら「“常回家看看”遭遇操作瓶頚」『揚州日報』２0１１ 年 １ 月 7 日
範珉菲「“4２１”家庭有話説」『陝西日報』２0１１ 年 １ 月 １5 日
武麗ら「農村地区老年人抑郁与虐待関係的現状研究」『中華疾病控制雑誌』２0１２ 年 １0 月第 １6 巻第 １0 期
蔡玥ら「中国人群 ２0１0 年自殺死亡現状分析」『中国予防医学雑誌』２0１２ 年第 6期
昌岳，朱葉「69 歳老人被棄医院拷問社会救助体系漏洞」『新法制報』２0１3 年 ２ 月 ２8 日



佛教大学社会学部論集　第 66 号（2018 年 3 月）

― 15 ―

盧荻，王斯「8旬老人被遺棄福利院半年　4子女無人接其回家」『揚子晩報』２0１3 年 7 月 １9 日
張寛明，苟連敬「77 歳老太訴請女児“常回家看看”無錫市北塘区法院判決予以支持」『人民法院報』２0１3
年 7 月 ２ 日

董城，郭海麗「一場判決伝逓“孝老”正能量」『光明日報』２0１3 年 １２ 月 ２9 日
薛晟「“常回家看看”入法第一案：女児回家母親不領情」人民網・江蘇視窓 ２0１4 年 ２ 月 １6 日 http://

js.people.com.cn
中央テレビ「今日説法・母親的呼救」２0１4 年 １２ 月 ２6 日
佟麗華「放任 85 歳老母親凍餓死亡是遺棄還是故意殺人？」捜狐博客 ２0１4 年 １２ 月 ２9 日 http://tonglihua.
blog.sohu.com

魏麗娜「立法常回家看看已兩年　約束子女探望父母仍執行難」『広州日報』２0１5 年 １ 月 ２8 日
最高人民法院，最高人民検察院，公安部，司法部「関於依法弁理家庭暴力犯罪案件的意見」２0１5 年 3 月 ２
日

孫青「浅議遺棄罪刑法規制的缺陥与完善――以典型案例分析為視角」中国法院網 ２0１5 年 7 月 １5 日
http://www.chinacourt.org

宋華俊「蘇州強化老年人権益司法保護」『人民法院報』２0１5 年 １0 月 ２１ 日
羅萌ら「中国城郷老年人自殺意念研究」『老齢科学研究』２0１5 年第 7期

〔付記〕

中国の少子高齢化の急速な進展につれて，数年前から私は「中国における高齢者虐待の問題」

に関する研究を始めた。その研究の成果として，中国における高齢者虐待の定義に関する論文

は『社会学部論集』の第 49 号に掲載され，子女による身体的虐待・経済的虐待・財産権の侵

害の実態と原因に関する論文は『社会学部論集』の第 55 号に掲載された。しかし，資料不足

のため，子女から親への精神的虐待，子女による親の介護・世話の放棄，子女による親の婚姻

の自由の侵害に関する研究は私の課題として残った。幸運なことに，平成 ２8 年度佛教大学の

教員研修制度を利用して中国に一年間滞在できた。今回の研修期間中に，新聞や雑誌の閲覧，

テレビの関連番組の視聴，一般の人々との雑談，専門家の意見交換を通して，この三つの問題

に関する資料を大体収集した。特に北京テレビ局の番組である「第三仲介室」の視聴から得た

ものが多かった。有名な弁護士事務所の弁護士，家族紛争仲介機構の専門家，カウンセリング

の専門家達がこの番組の司会者となり，家族問題を抱え，本気に悩みを解決したい人々が自ら

の意志で番組に参加したため，貴重な一次資料を手に入れることができた。

この論文は平成 ２8 年度研修成果の一部である。

なお，原稿チェックして，貴重なアドバイスを頂いた現代社会学科の星明教授に心から感謝

致します。
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