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要旨 

家庭内暴力は、1970 年代に欧米で社会問題として議論されるようになり、

日本で 90 年代、家庭内暴力は社会問題であるという認識が高まり、「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成立した。中国では、「家

庭内暴力」に関しては「中華人民共和国婦女権益保障法」と「婚姻法」が規定

されていたが、法律面における家庭内暴力の処罰がまだ不完全だと思われる。

法律では、配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していないが、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性である。配偶者からの暴力など

の女性に対する暴力は、女性の人権を侵害する重大な問題である。 

いままでの家庭内暴力に関する研究では、心理的機制から家庭内の葛藤とし

て捉えられ、個人の心理メカニズムに還元する心理学分野と、女性への暴力を

社会構造や社会経済的条件との関係で捉えた社会学的分野が主としているの

であるが、そのほか、DV 問題が各々の学問分野で焦点化されてきた。 

中日における DV 暴力が起こる社会的・文化的背景には共通していることが

多いとしばしば指摘されてきたが、本稿では、中日の女性に対する DV の実態

を把握し、社会心理学の視点から DV が発生した原因を解明し、中日における

支援センターの構築を比較したい。主に中日女性に置かれた家庭内暴力の現状

を把握し、暴力が発生する原因について考察し、両国が家庭内暴力に対する法

律的保護と障害後の介護の相違、被害者への支援を論じる。 
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1.はじめに  

中日における家庭内暴力が起こる社会的・文化的背景はそれぞれ相違点があ

り、法的と制度的整備を検討する課題が多い。また女性に対する家庭内暴力に

関する研究はいろいろ行われてきたが、中日を対象とした比較研究は少ないよ

うである。 

暴力の原因としては、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないとい

った社会通念、妻に収入がない場合が多いといった男女の経済的格差など、個

人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係している。男女

が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提と

して、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのである。女性に対

する暴力と男女間に存在する権利、支配、特権という背景から、その根本的 

原因を検討する必要がある。 

女性に対する暴力の程度や形態、社会文化的構造などに中日両国には重要な

類似性があると思われる。取り組み方や経験、共有できる部分は非常に多い。 

本稿は先行研究に踏まえ、中日データを収集し、中日の家庭内暴力現象の実態

を論じる。そして、社会心理学分野で中日の家庭構造、家族分担を明きからに

し、中日の DV が発生した原因について分析しようと思う。 

 
 

2.先行研究 

2.1 日本における家庭内暴力の研究 

宇治和子（2012）は日本における DV 理解の現状に関して考察し、日本は家

制度と儒教的男尊女卑の価値観が根強いためジェンダー意識が強く、性役割分

業体制が徹底しているから、家庭内暴力の被害者は家族の情緒的な安定や満足

にも責任を負い、暴力が加わると、暴力をなだめられない自分を責め、行動の



責任が加害者にあると考えられなくなるという心理学上で日本における家庭

内暴力が発生した原因を解釈した。 

蓮井江利香(2011)は、配偶者間の DV における「別れにくさ」の主な理由が、

女性は経済的事情や子どもの養育といった生活上の問題という経済的な不安

を抱えることもあり、恋愛感情を理由に束縛や行動の制限や強制などが正当化

されたり、親密な関係であるがゆえに暴力が許容されるべきだと合理化された

り、加害側と被害側の双方に認知のゆがみが生じやすいという特徴があると述

べている。 

各々の学問分野で焦点化され女性への暴力に関する研究には、DV を個人の

心理メカニズムに還元する心理学の分野と家庭内の葛藤として社会学的分野

から捉えられたものがある。松島京（2002）は家庭内での家庭の中における男

性から女性にふるわれる暴力の原因が、構造的なものであり、被害女性たちが

暴力的な関係を断ち切るためには、問題は個人の問題ではなく社会的な問題で

あり、家庭内で発生する暴力の構造を指し示し、家族が構造的な暴力を生産し

やすい集団であると指摘した。また、ジェンダーの視点から、家族内に存在す

る男性と女性の性別役割も DV の原因のひとつであるという提示した。 

小西聖子（2008）は内閣府の男女間の暴力に関する調査および厚生労働省の

調査などを中心に被害の実態を分析し、精神健康の分野における DV 被害者へ

の適切な支援が重要だと考え、DV 被害の実態と実証研究を行った。小西によ

ると、日本における精神健康分野における家庭内暴力研究は着実に進展してい

るが、DV に限らず女性に対する暴力の臨床を専門とする臨床家も相対的に少

なく、研究者も少なく、論文もさらに少ないのが現状であり、今後 DV による

PTSD（心的外傷後ストレス障害）への認知行動療法が期待されると述べた。 

 

2.2 中国における家庭内暴力の研究 

中国における家庭内暴力に関する研究はまったく違った段階を経ていた。劉

栄、田中豊治（2009）は中国における家庭内暴力について、新中国が成立して

以来から 80 年代まで、女性は男性と平等になれないため、生まれた時から自



分のあらゆる権利を主張できなくなったうえ、男性の都合で暴力を振るわれ、

ドメスティック・バイオレンスが社会問題になっている。 

一般家庭では、夫婦共働きで家計を維持し、それぞれが収入を有し、家庭の

経済面において女性も自主権を持つようになってきた。さらに、80 年代に入

り、市場経済が導入され、女性の自我意識が強くなり、自我に基づいた生き方

をする自主権が保障され、さらに寛容になった社会で発展のチャンスを得て、

自尊・自愛・自立・自強という主体性が強調され、自由に職業を選べるように

なった。上海社会科学院社会学研究所が実施した「中国婚姻質調査」では、夫

の収入が家庭収入の７割以上を占める家庭が 24.5％、6 割以上が 19.2％、5 割

以上は 27.2％で、合計 70.9％の家庭において、夫の収入が妻より高く、夫が家

庭収入の主要分担者であることが示されている。農村部でも同様で、「男工女

耕」現象が一般的で、夫が収入の高い仕事を得るために出稼ぎをし、妻が収入

の低い農業労働や、育児、老人介護など無収入の家事労働を任せられている。

何燕侠、南方暁（2004）は社会的･文化的に構築された男性優位の性別秩序が､

中国社会および法律の中に埋め込まれていること､村･家族･親が暴力を振るう

加害者の庇護者となるという家父長制的要素が中国農村社会に根強く存在し

ていると指摘し、現代の中国社会との関係を念頭におきながら､ジェンダーの

視点から､女件の人身売買､強制売春､家庭内暴力など女性に対する暴力の現状､

および法的対応とその問題点を研究した。 
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3.日本における女性に対する家庭内暴力 

3.1 日本における家庭内暴力の概念 

 家庭内暴力は、1970 年代に欧米で社会問題として議論されるようになり、

その法的・社会的対処が検討され施行されるようになってきた。日本で 90 年

代、家庭内暴力は社会問題であるという認識が高まり、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」が成立した。中国では、「家

庭内暴力」に関しては「中華人民共和国婦女権益保障法」と「婚姻法」が規定

されていたが、法律面における家庭内暴力の処罰がまだ不完全だと思われる。

さらに、日本に比較してみれば、精神の分野における家庭内暴力被害者への適

切な支援は、少数の被害者にしか行われていない。 



まず、「家庭内暴力」の範囲を明らかにしよう。日本では、法律上における

具体的な暴力の定義として、DV 防止法第 1 条では、「この法律において『配

偶者からの暴力』とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう）又はこれに準ずる心身

に有害な影響を及ぼす」と総称すると明記されている。また、広義でとらえて

見れば、よく言う「ドメスティック・バイオレンス」（Domestic Violence）と

いう言葉の Domestic は「家庭の」という意味をもっており、直訳すると「家

庭内暴力」となる。しかし、日本でいう「家庭内暴力」は子どもから親への暴

力、親から子どもへの暴力、老親への暴力等を指しているとされる。中国は多

民族国家であり、さらに同民族であっても結婚や家族の定義にも地域差がある

が、「家族」や「家庭構成員」の明確な定義は、保障法・婚姻法のどちらの法

文中にも見られない。鄭澤善（2007）が指摘したように、「家庭内暴力」の明

確な定義も法文中には見られないが、2001 年 12 月 24 日から実施された最高

人民法院の婚姻法の適用に関する法的解釈では、家庭内暴力を「行為者による

殴打、縛り、傷つけ、自由の制限およびその他の手段で家族に肉体的、精神的

傷害の結果をもたらす行為で、持続的、経常的な家庭内暴力は虐待の構成要件

に該当する」とされている。 

 

3.2 統計データからみた被害者の状況 

日本における家庭内暴力の実態について、内閣府男女共同参画局が 2002 年

度と 2005 年度に「配偶者等からの暴力に関する調査」を実施し、家庭内暴力

の実態を明らかにした。日本内閣府男女共同参画局は母集団全国 20 歳以上の

男女という標本数 5000 人を選出し、男女間を取り巻く環境の変化に応じた被

害傾向の変化などアンケート調査した結果、配偶者（婚姻届を出していない事

実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から身体的な暴力を受けたことのある

人の割合は、各々女性 26.7％、24.9％、男性 13.8％、13.6％、精神的な嫌がら

せ、脅迫があったという人が、女性 16.1％、16.6％、男性 8.1％、8.8％、性的

な行為の強要があったという人が女性 15.2％、15.8％、男性 3.4％、4.3％とな

っており、女性の割合は男性よりはるかに多いことが分かる。配偶者間（内縁



を含む）における犯罪の被害者の検挙件数（図 1）の割合が発表され、犯罪事

件の女性配偶者の割合 93.3%で、傷害事件で女性配偶者の割合 94.5％（2550

件）、暴行事件も同様女性配偶者の割合 94%（2775 件）と男女差が非常に大き

く、圧倒的に被害者は女性である。 

図 1 配偶者間（内縁を含む）における犯罪の被害者（検挙件数の割合） 

 
3.3 中国における家庭内暴力の概念と現状 

中国の法律上の定義から捉えれば、家庭内暴力とは「行為者による殴打、縛り、傷

つけ、自由の制限およびその他の手段で家庭内メンバーに肉体的、精神的傷害の

結果をもたらす行為で、持続的、経常的な家庭内暴力は虐待の構成要件に下該当

する」と、最高人民法院は「中華人民共和国婚姻法」（2001年 12月 24日から実

施）が解釈した。 

中国における家庭内暴力は、深く社会背景があってできた独特な社会現象である。中国

において 2.7 億世帯のうち、30％の家庭に家庭内暴力が発生しており、しかも、暴力の８

割は夫によるものであり、妻が主たる被害者となっているとある。(『中国婦女報』(2000

年 12 月 10 日付) 

2002 年の４月から６月にかけて、中国婦女聯合会が全国の 13 ヵ省、地域の県・市・区

において「全国家庭道徳状況問卷調査」を実施したところによると、都市部、農村部とも

に家庭内暴力の発生率は低くはなく、調査中、「暴力をともなう夫婦喧嘩をよくする」の

は 7.9％、「たまにする」のは 38.7％となっており、半数近くの家庭で暴力事件が発生し

ている。しかも、農村部では都市部より多発しており、中西部では東部より多発している

ことが分かった。以上のデータから女性の権利意識が一段と高まっていることがわかって

きたほか、21 世紀に入り、中国の家庭内暴力の件数は増加する傾向にある。女性に対す

る家庭内暴力の問題が改善されていないことが明きからである。 

 

４中日における女性に対する家庭内暴力の成因 

4.1 日本における女性に対する家庭内暴力の成因 

 

ミネソタ州ドゥールース市のドメスティック・バイオレンス介入プロジェクトは DV が

発生した原因を図で説明し、DV を取り巻く社会外部社会の現状では、別役割分業の強制、

女性の経済的自立の困難、結婚に対する社会通念、子供をめぐる社会的通念、世帯単位の



諸制度、支援システムの不備など大きな社会的状況が混在し、それを根底にパワーとコン

トロールで支配関係を維持することを明示している。ここで、社会的背景 

 

4.1.1 社会的背景 
 

 社会が発展するにつれて、が社会構造や外形的な生活様式の変化にもかかわらず、文化

には根強く持続する慣性があると認識されてきた。家族は、社会構造の重要な一部として、

長らく続いてその文化の力が根強く残っている領域である。よって、家族の特徴には社会

制度としての構造から影響されているといえる。 

Gelles(1993)は、家族の構造はすなわち社会制度であり、それゆえ社会学的なパースペ

クティブが重要になってくると指摘し、家族は社会における最も暴力的な社会制度であり、

家族は暴力を高い確率で産み出す社会制度であると見なすべきであると主張する。 

Gelles は家庭はそもそも暴力を産み出す傾向にあると主張し、その特徴を 

①家族の接触時間の長さは成員間の葛藤を引き起こしやすい。 

②家族以外の人よりも家族成員との相互作用が大きい。 

③家族の介入の度合いは強く、その裁ち切りも強い反動を生む。 

④家族成員の興味は多様なため、本質的に葛藤が起こりやすい。また意見の不一致の解

決は勝者と敗者を産み出す。 

⑤家族成員であるというだけで、価値や態度や行動などが絶対的な権力として押しつけ

られる。 

⑥家族成員の年齢や性別が異なるため、世代間・性別間の争いが起こる可能性が高い。 

⑦家族は年齢や性別による決められた役割や責任を持つ唯一の社会制度である。 

⑧現代家族は私的な制度であり、そのためプライバシーが高く、社会による統制は低い。 

⑨子どもは自分の意志で家族成員になったわけではない。集団から離れたり相反する意

識をもてば葛藤が起こるのも当然である。 

⑩家族の中には出産、育児、高齢化、といったような多様な変化変遷があり、不安定で

ある。また成員の感じるストレスは他の成員にも伝わる。 

 

 にまとめた。Gelles の理論から、家庭内暴力は社会構造との関係は明確でありかつ強

固なものであると推測できよう。 

 DV は家父長制・父権性、または男性の支配の必然的な結果であると考えられ、この制

度においては、女性が社会において不平等であることを反映している。つまり、家父長制

度は、男性が女性に対して自らの権力を行使し、維持することを可能にし、その中で、暴

力の現象を引き起こすとされる。日本に目を向けてみれば、日本の家族制度は、氏姓制度

から、大家族制度をへて核家族制度へと変遷してきた。古代の日本においては、氏神を中

心にした氏子、つまり血縁関係を中心とした社会から成り立っていた。中世になると家を

中心とした関係に変貌し、大家族制度が確立されるに至る。大家族制度の特徴といえば、

血縁関係中心、封建的家父長制度、長子相続、出生順位による階級社会、性別による差別

主義があげられる。というのは、大家族制度は、家父長を中心としたヒエラルヒーに基づ

く制度であり、根本的な規範は、封建的な秩序に基づいていた。大家族制度化では、家庭

内労働もそれなりに、組織化され、必要に応じては、その家族が支配する地域社会の秩序

や制度、行政にも影響力が及んでいた。そのため、大家族制度の中で、妻、情勢は政治的・

経済的優位な家父長に対して絶対的な服従を強いられ、家父長は自分の命令に従わせよう

と妻、女性に対して暴力を振るい、暴力を振るわれる妻、女性も耐え、また「家」制度に



支えられた社会も家父長や男性の暴力に対して寛容であった。いじょうのように、日本に

おける社会学的知見から、近代家族観の家制度や性役割分業体制、男性優位などの概念と

論理的に矛盾しない。家族というシステムは社会文化的なシステムの一部であり、社会文

化的なシステムに何らかの変化があれば、家族システムはその影響を受けざるを得ない。

家庭内暴力もそうした社会制度としての構造から影響され、現代社会にいたったのである。 

 
  

 
4.1.2 ジェンダー 

しかし、家族内が安定していても、雇用の減少による経済的な変化や、社会的につくられ

るジェンダーといった家族外部からの影響を受けることにより、家族のシステムや成員は

変化をせまられる。（松島京、2000）父長制度を基盤とする家庭では、加害者は性別役割

分担意識を持つ傾向が強いとみられ、その役割分担意識と暴力の関係も研究されている。

固定的な役割分担意識（例えば、「妻を働かせるのは、男らしくない」、「暴力を使って

も家庭のリーダーであるべきである」、「感情をあらわすのは男らしくない」、「男は家

事をやるべきではない」）と暴力の関連性を指摘する傾向にある。 

日本は家制度と儒教的男尊女卑の価値観が根強いためジェンダー意識が強く、性役割分業

体制が徹底している。すなわち、いまだに性別役割規定 「男性は家族を養うために外に

出て働く、男性には行動力が求められ、攻撃的な性格が望ましい」「女性は男性が働いて

いる間家を守り、家事・育児に専念する、女性には細やかな気配りや従順さが求められる」 

にそった価値観が根強く残り、女性に従順さを求めるために男性が暴力を振るうことを正

当化する考えを持つ男性も少なくなく、社会自体が夫、男性の暴力に厳しい目を向けてい

るとはいえない。 

 政府の作成した標準家族は、夫が外で働き、妻は専業主婦、子ども二人。妻が料理、掃

除、洗濯、育児等を担う。女性はこうあるべき、妻や母親はこうあるべき価値観の刷りこ

みが男女にある自己犠牲的良妻賢母の生き方が理想である。その結果、妻役、母役であっ

て、社会人として個の確立が困難である。日本は憲法や法律で男女平等を掲げ、女性差別

撤廃国際条約を批准国しているにも拘らず、依然女性差別が歴然とあることを指摘され、

速やかに改善を促進するよう勧告された。それぐらいに女性差別が強い国である。世界経

済会議による発表指数で、男女格差の少なさの度合いを示す。経済活動への参画と機会、

教育の機会、政策決定への参画、健康の 4 分野における指数により算出。2008 年 130 カ

国中 98 位。 

 ジェンダーと DV についてみると、男女平等が進んでいる国においても、犯罪には性別

差があり、男性の暴力は女性の暴力よりも圧倒的に多い。1970 年代には、フェミニスト

の学者たちは、女性の社会進出の機会が増加し、男女均等の思考・行動が進めば、女性の

犯罪も男性と同様のレベルで起こるのではないであろうかと仮説を立てたが、現時点そう

いう結果を示す傾向にはない。憲法では男女平等が謳われ、男女雇用均等法が施行されて

いるが、就労環境や収入において、男女が平等になっていないことが現実である。まず、

賃金格差がある。女性の平均所得は男性の平均所得の 6 割しかいない。また、女性の多数

は相変わらず非正規職員、パート勤務が多い。こうした収入格差や職場環境の不備が多く

あって、女性は経済的自立が困難な状況があるために、DV の被害にあっても、離婚に踏

み切れないでい被害をひどくしているケースも多い。 

 
 



4.2 中国における女性に対する家庭内暴力の社会的背景 
 伝統的中国社会では、「家父長制」の強烈な影響がまだ残っている。陰と見なされた

女性は家庭内のものであり、男子の附属物という扱いを受けている。女性は男性と平等に

なれないため、生まれた時から自分のあらゆる権利を主張できなくなっている。 

4.2.1 ジェンダーバイアス 

中国の伝統社会は、父権及び夫権中心の社会で儒教思想の影響が深かった。特に「三従

四徳」という思想は、女性を男性に服従させ、男性が社会と家庭の権力の中心となるとい

われた。 

家庭内暴力発生の原因にあたって、中国では主に伝統的文化における男尊女卑思想の影

響、男女平等の夢と現実との相克、経済面における女性の男性に対しての依存症、理想的

な結婚と現実との矛盾、結婚後の家庭関係の悪化などが指摘されている。家庭における女

性の地位が低いほか、男性を依存していきていかなければならない。こうした社会や地域

や家族の女性に対する態度や結婚観、婚姻関係における男女の役割と地位などが現れる。

（劉栄、田中豊治、2011） 
80 年代に入り、市場経済が導入され、女性の自我意識が強くなり、自我に基づいた生

き方をする自主権が保障されるようになってきている。しかし、中国農村部では 93%の農

家が男児出産を望み、男尊女卑の伝統が残っている。中国の家庭内暴力は農村地域が多発

した原因はおそらくその原因によるところが多いのではないか。全国農村婦人代表会の

1996 年の全国大会決議は、人権やジェンダーの意識化が必要だと強調している。①自分

の肩にかかる労働が過重である、②生活に多くの費用がかかり貧困をさらに圧迫する、③

夫からの不受容と虐待に苦悩している、④家族との軋轢に悩む、⑤子供の教育と安寧が心

配である、⑥貧困と避妊政策がもとで身体的にも精神的にも健康が損なわれている、⑦面

子に束縛される、⑧世間で生きていくための知恵がない、⑨女性、貧困、農村人という三

重に弱い立場にあり、差別されている、⑩村共同体の繋がりが薄くなり、経済的・精神的

に弱っている。このことから、中国の農村地域の女性はあくまでも受動的な立場に立たさ

れており、女性自らの意思決定力は弱く外への発信も少ない、精神的圧迫される状態にあ

ると指摘される 

 そのため、女性に対する暴力の直接原因となったのは家庭内暴力を黙認し、持続させ

る根本的環境に導くのである。 

 

4.2.2 男女の格差 

中国の家庭内暴力の主な原因の一つが、男尊女卑観念の根強さであることは否定できな

い現実であるが、男女の経済的、社会的地位の不平等は家庭内暴力発生のもう一つの主な

原因である。家庭内暴力に関するアンケート調査でも、「経済的格差が地位の不平等をも

たらした」という結果が出ている。楊青松と登克平が行ったアンケート調査の結果によれ

ば、23％の女性と 13％の男性が家庭内暴力の発生は「家庭の経済事情」と密接な関係が

あることを認めた。家庭内暴力の被害者の多くが、無職か収入が低い女性で、彼女たちは

経済的収入がなくなったか、無職になって夫から暴力を振るわれ始めることが多い。 

また、夫婦間の学歴差があげられる。中国では 93%の農家が男児出産を望み、女性は就

学の機会は少なく、男尊女卑の伝統が残っており、経済的に貢献しない女性は敬遠される

という。経済的な必要性から女性の都市への出稼ぎも多い。近年の都市と農村の格差は、

著しく拡大しており、売買婚や売買春を増加させる結果を生んでいる(アジア経済研究所、

1995)。以上のデータは、家庭内暴力の暴力の引き金となった要素を示しており、男女間

の格差が見られる。 



 また、家庭内暴力の中で、女性自身の原因で被害者となったケースが多数を占める。暴

力を受けた女性は、とにかく家を守りたい、家を崩さないように、屈辱を忍び、むしろ自

分のせいで、自分が悪いと反省し、暴力のことを隠すことにした。しかし、女性の無知と

軟弱が、逆に暴力を振るう男性の気焔をあげさせ、心理的に女性を支配する気になり、さ

らに女性の感情を無視し、重ねて一層酷く暴力を振るうようになった。この立場の女性を

分析すれば、いくつかの類型があることが分かる。１）子どものため、家庭を保全するた

め、２）恐怖心理、３）たとえ離婚しても、１人の力で生きていけない、４）暴力を仕方

なく受ける、５）当事者の法律意識が低下している、６）少数の女性が自ら第三者になり、

夫の疑惑を誘った。 

 

 

5．中日における家庭内暴力に対する法整備と援助センターの構築 

5.1 日本の DV に関する法的整備 

 日本では、DV を防止するために、DV の被害者を保護し、支援するための法律として、

日本は 2001 年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」

が施行された。また、二度改正が行われ、着実に DV をめぐる行政機関をはじめとする制

度は整備されつつある。 

 この法律のもと、日本の家庭内暴力の対策として、１、配偶者暴力相談支援センターの

設置、２被害者発見のための通告義務の規定、３保護命令制度の創設という三つの大きな

柱がある。そのなかで、配偶者暴力相談支援センターは、被害者の相談、指導、相談機関

の紹介、一時保護、情報の提供、その他の援助業務を行っている。各センターは都道府県

に設置され、多くは婦人相談所が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っている。配偶

者からの暴力を受けている被害者を発見した場合は、配偶者暴力相談支援センターまたは

警察に通報するように努めなければなりません。医療関係者は、業務上被害者を発見した

場合には配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報することができ、暴力をふるう者

のつきまといをやめさせる手段としては、保護命令の申立てができる。 

DV への対応としては、まず相談し、その後一時保護、保護命令発令と進むことを反映

して、DV の現状についての説明には、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数と

警察における暴力相談等の対応件数、婦人相談所における一時保護件数がよく用いられる。

2015 年内閣府が発表した資料によると、配偶者暴力相談支援センター（DV 防止センター）

における相談数（図 1）は、02 年から 14 年まで 10 年間で倍近くに増加している。警察に

おける暴力相談等の対応件数（図 2）は平成 13年－25年に 16倍に増加している（警視庁）。

婦人相談所における緊急一時保護件数（図 3）は平成 13 年から 24 年まで増加上代にある

（厚生労働省）。いずれの数値も総じて増加傾向を示していることから、日本における

DV は、現在も増加傾向にあり、その解決に取り組んでいる機構の利用者数も増加傾向に

あるものと推定される。 

 

 
図1 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数 



 
出所：内閣府男女共同参画局、配偶者からの暴力に関するデータ、2015 

 

図2 警察における配偶者からの暴力事案等の認知件数 

 

出所：内閣府男女共同参画局、配偶者からの暴力に関するデータ、2015 

 

図3 婦人相談所における緊急一時保護件数 

 



 

5.2 中国法的整備 

中国では、『中華人民共和国婦女権益保障法』（以下は『保障法』）と『中華人民共和

国婚姻法』（以下は『婚姻法』）は DV に関する法律として制定されており、その他に地

方によっては条例が規定されている。『保障法』第 3 条では、女性の合法的権益の保障と

男女平等の促進を目的に定めている。国および各地方自治体の社会発展計画に女性の発展

に関する方針を入れるように規定されている。『保障法』第 46 条で、女性に対する家庭

内暴力の禁止、国の家庭内暴力防止の対策措置、行政部門・自治体組織・社会団体による

家庭内暴力の予防と制止、被害者の救済を明記している。2001 年の『婚姻法』改正で、

DV 対応規定が盛り込まれた。家庭暴力防止を目的とする。長年、DV 特別法の制定が課題

となってきたが、婚姻法に含む形式を採用した。民事法である婚姻法に刑事手続も規定さ

れているのが特徴である。中国においては、刑法その他の法令において、暴行、傷害等の

罪について規定されており、これらの規定は配偶者からの行為に対しても適用される。配

偶者からの暴力の処罰について特別に定めた法律は存在しない。 

法律のほか、2008 年５月、最高人民法院中国応用法学研究所で、『家庭内暴力に関わ

る婚姻事件の審理指南』（以下は『指南』と略する）を編制し実施した。この『指南』は

被害者への人身安全の保護についての規定である、「事後懲役型から事前保護型」への転

換である、「犠牲補償と配慮の原則」を明確に確立した。『指南』によると、婚姻財産を

分割する場合に、従来の機械的な平均分割ではなく、適切に犠牲者に配慮することがわか

った。 

5.3 日本援助センターの構築 

 都道府県において、支援センターとしての機能を果たしている婦人相談所は、一時保護

を行うという他の支援センターにはない機能を有している。また、都道府県の支援センタ

ーは、法施行時より被害者の支援を行ってきた経験を生かし、都道府県における対策の中

核として、処遇の難しい事案への対応や専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力

することが望ましい。 

 都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援セン

ターの機能を果たしている。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者

暴力相談支援センターの機能を果たすよう努める。配偶者暴力相談支援センターでは、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、１、相談や相談機関の紹介、2、カ

ウンセリング３、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護４、自立し

て生活することを促進するための情報提供その他の援助５、被害者を居住させ保護する施

設の利用についての情報提供その他の援助６、保護命令制度の利用についての情報提供そ

の他の援助を行う。 
 そのほか、市町村に配偶者暴力相談支援センターを設置した場合、都道府県と市町村は

緊密な連携が必要であり、被害者の立場に立った切れ目のない支援のためには、都道府県

は、一時保護等の実施、市町村への支援、職務関係者の研修等の広域的な施策等、被害者

の支援における中核として考えられる。市町村については、身近な行政主体の窓口として、

相談窓口の設置、緊急時における安全の確保、地域における継続的な自立支援等が基本的

な役割として考えられる。 

配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、民

間の団体との連携に努め、次のように業務を展開する。 

１、被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。 



２、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。 

3、被害者の一時保護を行うこと。 

４、被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

５、第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

６、被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

今後の取り組み方策として、DV 相談機関の中核としての機能を更に強化し、関係機関

とのコーディネートや各区保健福祉部の婦人相談員・母子自立支援員による DV 相談につ

いての協力・サポートを行う必要がある。各区から関係機関との連絡調整を積極的に行い、

関係機関との連携強化に努め、男女共同参画センターでは、DV を理解し、女性の視点に

立ったカウンセラーの配置や情報アドバイザーの更なる対応技術向上が必要である。  
。  

 

5.4 中国援助センターの構築 

DV が発生する場合、中国の関係行政機関はそれぞれ被害者援助を行っている。国務院

は中国女性発展綱要を制定し、女性に対する暴力問題を社会発展計画に組み入れる。人民

検察院は法に基づき公訴を提起する。公安機関は被害者の申し出を受け、法に基づいて調

査、加害者を行政処分する。国・各自治体レベルの婦女連合会は、各民族、各分野の女性

の利益を代表し、保護居民委員会・村民委員会（および所属部門）暴力阻止、調停する。 

日本とは違って、中国は正式な配偶者暴力相談支援センターがないため、被害者援助は

各婦女連合会、NGO、法律援助センターが担っている。1990 年代より、全国婦女連合会お

よび各地の婦女連合会が、女性被害者のためのホットライン、苦情投書箱、センターを開

設している。また、大学や NGO が法律援助センターを開設している。省レベルの統計によ

ると、NGO などが約 1000 のホットラインを開設していると言う。 

中国では、各省、市、地区の婦女連合会と司法部人民調停制度をもととした人民調停委

員会制度を主体となったネットワークが構築されるようになった。このネットワークは各

都市、農村まで延長し、専門的の女性仕事委員が配置され、女性の権益を守っている。現

在中国における人民調停員はすでに 1000 万に達し、彼らは家庭、財産、子供に関する紛

争を調停する。 

暴力防止政策の一環として、事前予防と事後保護するための関係機関（配偶者暴力相談

支援センター、警察、社会福祉事務所など）を設立することが目の前で求められている。

各省、市、地区で、暴力相談支援センターの設立、定期的に家庭内暴力に関する講演会の

開催する、暴力を禁止する法律の普及が必要である。事後保護のため、暴力を振るわれた

女性への避難所となった相談支援センターが必要となった。センターには専門家を窓口に

配置され、暴力を予防することも期待できよう。 

 

 

 

 

 



終わりに 
DV は職業、階層、学歴、年代、経済力、国籍といった壁を越えて、日本だけでなく、

世界中で起きている。暴力の原因としては、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方が

ないといった社会通念、妻に収入がない場合が多いといった男女の経済的格差など、個人

の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係している。男女が社会の対等

なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力

は絶対にあってはならないことなのである。 

Gelles は、家族は社会における最も暴力的な社会制度であり、家族は暴力を高い確率

で産み出す社会制度であると主張する。DV は家父長制・父権性、または男性の支配の必

然的な結果であると考えられ、この制度においては、女性が社会において不平等であるこ

とを反映している。 

中日の DV が発生した根本的な原因は家父長的な価値観とそれに基づく性役割観が巧妙

に取り入れられ、暴力による支配関係の持続に使われることに共通しているように見える。

そのほか、日本には男女の格差、中国農村には、伝統的文化における男尊女卑思想、学歴、

マクロ経済的地位による原因が見られる。そして、配偶者暴力相談支援センターは、被害

者の相談、指導、相談機関の紹介、一時保護、情報の提供、その他の援助業務を行ってい

る。日本では、各センターは都道府県に設置され、多くは婦人相談所が配偶者暴力相談支

援センターのの機能を果たしている。中国では、被害者援助は各婦女連合会、NGO、法律

援助センターが担っている。各省、市、地区の婦女連合会と司法部人民調停制度をもとと

した人民調停委員会制度を主体となったネットワークが構築されるようになった。暴力防

止政策の一環として、事前予防と事後保護するための関係機関を設立することが急務とな

っている。 
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