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比較法的視点からみた法と文化

西谷祐子

ヒマラヤ学誌　No.20, 47-53, 2019

I．はじめに
　この度、京大高等研究院副院長及び特別教授松
沢哲郎先生のご厚意で、2018年 11月 19日から
24日までブータン第 17次隊に参加させていただ
き、初めてブータンに渡航する機会を得た。ブー
タンは、山深い秘境にあり、その見事な自然と、
歴史的及び文化的価値の高い建造物やティンプー
の街並みの美しさで知られている。筆者は、以前
からブータンに惹かれていたうえ、2017年 10月
のソナム王女ご来学時に 1）、ブータン王国初の
ロースクール（正式名称はジグメ・シンギ・ワン
チュック・ロースクール。以下、「JSWロースクー
ル」という）2）構想が進んでいると伺い、どのよ
うな法制度があるのか、また国民総幸福の理念を
どのように社会の中で実践し、法学がそれを支え
ているのかについて関心をもっていた。特に筆者
の専門分野の観点からも、ブータンにおける法と
社会のあり方は、大変興味深い。
　筆者は、国際法学の一分野である国際私法を専
攻しており、国境を越えた私人間の取引や家族関
係などの規律のあり方について研究している。特
に 10年ほど前からは、西欧諸国におけるムスリ
ム移民などの受容をめぐる議論を中心に、多文化
主義に基づく家族関係の規律のあり方、そして家

族法における個人の文化的アイデンティティーの
尊重について研究している 3）。たとえば、本国で
一夫多妻婚をしたアルジェリア人の夫が二人の妻
を連れてフランスに移住できるか、その夫が死亡
した後に二人の妻が寡婦年金を取得できるか等の
問題を扱っている。これは、どこまでムスリム移
民の宗教的及び文化的背景を尊重するか、そして
どこまで受入国の基本的価値や人権規範を貫徹す
るかというデリケートな問題を孕む 4）。
　筆者は、このような問題関心の延長線上で、近
時はアジアの家族法制にも研究対象を広げており、
いずれ法と文化人類学の学際研究（「法人類学」と
いう）にも取り組みたいと考えている。アジア諸
国は、各々独自の伝統と文化をもち、政治・経済・
社会体制も大きく異なるため、家族法制も区々に
分かれている。たとえば、中国、台湾、韓国及び
北朝鮮は、儒教に由来する同姓同本制の伝統をも
つため、婚姻後も原則として夫婦別姓であり、日
本とは異なる。インド、インドネシア、マレーシ
ア等には、世俗法のほか、宗教、人種又は原住民
ごとに異なる家族法制もある。このように一国内
で家族法が並立している状態は、西欧諸国による
植民地支配に由来するもので、法文化論としても
日本との比較においても興味深い 5）。

京都大学大学院法学研究科・教授

第 17次隊の方々と共に（前列左から 3人目） JSWロースクールの建設現場から（前列左から 3人目）
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マーは、慣習法として一夫多妻婚（ポリガミー）
を認めており、アフリカのコンゴ、シエラレオネ、
そして南アフリカの一部の部族なども一夫多妻婚
を許容している 6）。また、イスラーム法系の国々
は、コーランが 4人までの妻帯を認めていること
から、一般に一夫多妻婚を認めており、トルコや
チュニジアだけが例外となっている。近代化が進
んでいるエジプトにおいてすら、1994年 8月 14
日の憲法裁判所判決は、夫が複数の妻をもつ権利
はイスラーム法上の「絶対的な原則」であり、一
夫多妻婚の禁止は違憲であるとしている 7）。
　その一方で、近時は、欧米諸国において同性婚
又は同性パートナーシップの導入が急速に進んで
いる。それとともに、婚姻の制度趣旨も、従来の
生殖を目的とした婚姻観から、個人の自由及び
カップルの共同生活の尊重を中心とした婚姻観へ
と変容している。同性婚を導入したのは、オラン
ダ（2001年）、カナダ（2005年）、米国（2015年）、
オーストラリア（2017年）、スペイン（2005年）、
英国（2013年）、フランス（2013年）、ドイツ（2017
年）などであり、他の多くの国でも（スイス、イ
タリア、ギリシアほか）同性パートナーシップを
導入することで、同性カップルに法的保護を与え
ている。同性パートナーシップの場合には、同性
婚と異なって、パートナーと共に養子縁組をする
ことができない、又はパートナーが死亡しても相
続権がない等の制限がある。もっとも、東欧諸国
のブルガリア、ポーランド、ルーマニアなどは、
ギリシア正教の伝統を踏まえて憲法上も同性カッ
プルの法的保護を禁止しており、EU域内でも制
度が大きく分かれている。2018年 6月 5日の EU
司法裁判所判決は、べルギーで同性婚をしたルー
マニア人と米国人の男性カップルがルーマニアに
移住しようとした事件において、ルーマニアは
EU構成国として少なくとも米国人配偶者に滞在
許可を与える義務があると判断しており 8）、今後
の動向が注目される。
　比較法的には、宗教に基づく婚姻制度をもつ国
も多い。特に中近東諸国は、オスマン帝国が導入
したミレット制度に従い、イスラーム法、ユダヤ
法、カノン法、プロテスタント法、ドローズ法な
ど、その者が属する宗教によって別々に婚姻関係
を規律している。また、インド、パキスタン、タ
イ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、

　このような観点からは、ブータンにおける法と
文化がどのような特徴をもち、他のアジア諸国と
どのように相違しているのか探求することは、学
問的にも大いに興味をそそられる。本格的な研究
は、他日を期さざるを得ないが、今回の初めての
渡航を通じて、ブータンの国情及び国王を中心と
した政治・社会体制の一端を垣間見ることができ、
大変有意義であった。この場をお借りして、松沢
先生、山極総長を始め、ブータン第 17次隊の渡
航にご尽力くださり、ご一緒くださった皆様に厚
く御礼申し上げたい。
　以下では、JSWロースクールにて筆者が講演し
た内容について紹介したのち（II）、今後の学術交
流の可能性について述べたうえで（III）、本稿を
閉じることとする。

II．比較家族法と文化
1．はじめに
　筆者は、今回のブータン渡航に際して、2018
年 11月 22日に開催された JSWロースクール及
び京都大学合同シンポジウムにおいて、「Law and 
Culture in a Comparative Perspective」と題する講演
を行う機会を得た。これは、今後、JSWロースクー
ルと学術交流を進めるにあたってのメッセージと
して、法と文化のかかわりを起点に各国の家族法
制の相違を概観したうえで、相互に異なる法と文
化を尊重することの重要性とともに、グローバル
社会の中で共通の価値を実現するための法的枠組
みを構築することの意義を伝えようとしたもので
ある。

2．家族制度の多様性
　法は、社会規範の一つであり、各々の国及び社
会の伝統、慣習、宗教、そして文化と密接にかか
わっている。とりわけ各国の文化的背景の相違は、
家族法制に最も如実に反映されている。これは、
婚姻や離婚といった社会の根幹をなす制度につい
ても当てはまる。

（1）婚姻
　たとえば婚姻についてみると、近代化以後の日
本、韓国、中国や、キリスト教の伝統をもつ西欧
諸国は、一夫一婦制（モノガミー）を前提として
きた。しかし、アジアの中でもブータンやミャン
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も、裁判所を介さずに当事者の届出だけで成立す
る協議離婚制度を導入しており、ポルトガル（2008
年）、イタリア（2014/15年）、スペイン（2015年）、
フランス（2016年）と続いているのは注目され
る 12)。
　宗教上の離婚制度をもつ国も多い。イスラーム
法系では、伝統的に宗教上の儀式として、夫が妻
に対して 3回タラークと宣言するだけで離婚が成
立する。これは、一種の追い出し離婚であり、し
かも妻の面前でなくてもよいとされたため、多く
の国では妻が知らない間に夫が一方的にタラーク
宣言を行い、財産分与もなしに妻と離婚する事案
が多発した。そこで、トルコやチュニジアはタラー
ク離婚を廃止しており、エジプト（2000年）や
イラン（2002/13年）、モロッコ（2004年）など
も夫婦に事前に調停手続を行うよう義務付けるこ
とで、妻の関与を確保する法改正を行っている。
他方、ユダヤ法では宗教上の儀式として、夫がラ
ビ法廷で妻にゲットと呼ばれる離婚法を手渡すこ
とで離婚が成立する。ゲットを手渡すことができ
るのは夫だけであり、他の者は代理できず、ラビ
にも離婚を命ずる権限はない。そこで、夫がゲッ
トの手交を拒めば、妻は永久に宗教上の婚姻に縛
られ、再婚できず、他の男性ともった子が私生子
となるなど大きな不利益を被る。そこで、米国や
カナダの裁判所では、妻を救済するため、夫にラ
ビ法廷に出頭するよう命じた例や、慰謝料の支払
いを命じた例がある。
　それに対して、フィリピンでは、現在でもカト
リックの影響が強く、離婚を禁止している。バチ
カンや、中近東諸国においてカノン法が妥当する
共同体でも、同様に離婚を禁止しており、一旦婚
姻すると、夫婦は自らの意思で離婚することはで
きない法制となっている。ただし、これらの法制
も、実は婚姻無効判決を得る可能性を広く認めて
おり、人違いであった又は近親婚であった（従妹
同士の婚姻など）等の理由があれば、婚姻が当初
から成立していなかったと扱うことで、自動的に
夫婦関係を解消できるよう工夫している 13）。

3．法制度の成り立ちと社会のかかわり
　以上のような比較法的な概観を踏まえて、改め
て日本の家族制度を振り返ってみると、どのよう
に位置付けることができるか。日本は、明治維新

ブルネイなども、世俗法のほか、その者が属する
宗教、人種又は原住民ごとに異なる家族法制を
もっている。インドでは、宗教法がヒンズー教、
イスラーム教、パールシー教、キリスト教、ユダ
ヤ教ごとに分かれており、原則として本人が帰属
する宗教によって適用される家族法が決まるが、
当事者の合意で世俗法を選択することもでき、リ
ベラルな法の多元性によっている 9）。

（2）離婚
　離婚についても、各国ごとに違いがある。欧米
諸国において、カトリックは、婚姻を秘蹟の一つ
とし、神が婚姻によって結び付けた人同士を人間
が切り離すことはできないとして、離婚を禁止し
てきた。そして、近世以降、国家が教会に対抗す
る中で次第に政治権力を獲得し、離婚を認めるプ
ロテスタントも伸長するにつれて、婚姻制度の世
俗化が進み、離婚が導入されてきた背景がある。
そこで、欧米諸国では、離婚は国家権力の行使と
して、裁判所が離婚判決を下すことで行われ、裁
判離婚主義がとられてきた。欧米のカトリック系
の国々で離婚が導入されたのは、1970年代以降の
ことであり、イタリア（1970年）、ポルトガル（1975
年）、ブラジル（1977年）、スペイン（1981年）と
続いた。しかも、当初は、離婚を認めるのに厳格
な要件を課しており、配偶者の不貞行為や不治の
精神病など、婚姻関係を継続できない重大な事由
がある場合にのみ、離婚判決が下された 10）。
　それに対して、アジア諸国においては、日本を
始め、韓国、中国、台湾、タイ、そしてブータン
などが早くから協議離婚を認めており、当事者が
離婚に合意して当局に届け出るだけで離婚が成立
する。これは、仏教では「合わせ物は離れ物」と
いうように、他人同士の結び付きを解消すること
に抵抗がなく、古くから離婚が認められてきたこ
とによる。ただし、北朝鮮だけは、以前に協議離
婚制度が悪用され、夫が事実上妻を追い出す事件
が頻発したため、1956年に裁判離婚主義に移行
しており、社会主義体制下で厳格な要件の下での
み離婚を認めている 11）。その一方で、近時の欧米
諸国は、個人の自由と自己決定権を尊重するため、
客観的に婚姻関係が破綻しているか、あるいは当
事者が離婚に合意していれば離婚できるように手
続を簡素化している。伝統的なカトリック諸国で
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家事調停を用いるなど当事者の合意に基づく紛争
解決を優先する制度となっている。これらの特徴
には女性や子の保護が不十分となる負の側面もあ
り、手放しでは賛同できないが、少なくとも日本
の家族制度が日本の社会や伝統を反映し、西洋法
を直接継受せずに形成されてきたことは肯定的に
評価してよいであろう 16）。このように家族にかか
わる基本的制度を構築する際には、各々の社会、
伝統、文化、宗教などに配慮しながら、各国が独
自の形を模索することが望ましい。
　そもそも一国の法秩序は、憲法を頂点とする制
定法の体系として構築されるが、抽象的な法規範
を整備するだけでは、真の意味での法とはいえな
い。むしろそれをどのように現実社会において適
用し、具体的な紛争解決に役立てていくかを考え
る必要がある。そこで、裁判所が制定法上の法規
範を適用する際には、土地の慣習法や部族法、宗
教法などの多様な規範も参照しながら、その適用
結果の妥当性を確保することが望ましい。そして、
裁判所の判断が積み重なることで、次第に具体的
な法規範が明らかになるものと想定される。また、
紛争解決のためには、裁判所が白黒を付けるだけ
ではなく、当事者の合意に基づく和解や調停を活
用することで、人々が納得し、社会の中で落ち着
きのよい解決を導くこともできる。このように法
が社会の中に定着してうまく機能するためには、
各々の伝統、慣習、文化などの人々の思考に合う
法規範を見つけ出していくことが重要になる。
　ブータンは、国民総幸福を理念とし、仏教を基
盤とした固有の伝統や文化をもっており、他国と
は異なる価値観や社会規範が存在する部分も少な
くない。それゆえ、ブータンが今後、法制度を整
備していく際には、その独自の法のあり方を考え
ることが望ましいと思われる。JSWロースクール
での法学教育においては、欧米諸国や日本、中国、
インドなどの法を教えるだけではなく、ブータン
の政治経済や社会構造、さらには宗教や倫理観念
なども勘案したうえで、ブータン固有の法制度の
あり方を考える機会があってよいであろう。現に
JSWロースクールでは、「Law and Happiness」と
いう特別の授業科目も予定しているとされ、ブー
タンの社会に合致した独自の法規範を模索するう
えで、意義深い試みであるといえよう。

以後、1880年代から西洋法を継受することで近
代国家を構築し、法の近代化を進めてきた。しか
し、家族制度については、江戸時代の武家の伝統
に基づく日本独自の「家」制度を導入し、戸主を
筆頭とする「家」を単位として家族関係を規律し
た。これは、天皇を君主に頂く明治憲法下の国家
体制において、「家」を社会構造の最小単位とし
て位置付けることでヒエラルキーを構築するもの
であった。戦後の日本国憲法の下では、「家」制
度が廃止され、男女平等及び個人の尊厳を基礎と
した家族制度に移行した。しかし、欧米諸国の家
族法が個人の価値観や社会の変容とともに柔軟に
発展してきたのに対して、日本での法改正はなか
なか進んでおらず、異なる部分も多い 14）。
　日本の家族制度の特徴は、夫婦の婚姻家族を単
位としている点にある。夫婦は、婚姻後に夫又は
妻の氏のいずれか一方を共通の氏として選択し、
未婚の子とともに同じ氏を称することで家族の単
位を構成する。これは、中国や韓国のように夫婦
が婚姻後も原則として従前の氏を維持する法制
や、欧米諸国のように夫婦に氏の選択権を与え、
両者の結合氏の使用も認める法制とは異なる。ま
た、日本では、子の身分も父母の婚姻の有無によっ
て厳格に区別され、婚姻家族の内部で生まれた子
は嫡出子、外部で生まれた子は非嫡出子となる。
親権についても、父母が婚姻している限りでのみ
共同親権が認められ、離婚後は父又は母の一方だ
けが親権者となり、非嫡出子であれば母が自動的
に親権者となる。これは、欧米諸国が離婚及び事
実婚の増加とともに、父母の婚姻如何にかかわら
ず、親である以上は原則として子に対する共同親
権をもち、協力して子の監護養育を行う法制に移
行したのと大きく相違している。このように日本
の家族制度は、社会の基本的単位の理念形として
婚姻家族を基盤としている。これは、日本では非
嫡出子の出生率が 2,3％に過ぎないのに対して、
ドイツでは 35％、英国では 48％、フランスでは
57％に及んでいるという社会構造の違いも反映し
ている 15）。
　それと併せて、日本では、家族法が契約法や不
法行為法（損害賠償法）などの他の民事法の分野
から切り離されてきたため、当事者の権利及び義
務が明確に定義されていない。また、裁判の場で
明確に白黒を付けるのではなく、協議離婚のほか、
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の格付けなどによって法の遵守を促す緩やかな枠
組みもできている 20）。また、地球規模での気候変
動に対応し、実効的に環境を保護するためには、
国際社会全体で規範を設定し、ともに遵守してい
く必要がある 21）。同様に、国際社会の中で平和を
構築し、武力紛争を避けるためには、国連を中心
に国際的な紛争解決の仕組みを整えることが重要
である。とりわけ大量殺戮や民族浄化、住民の強
制移住などの重大な犯罪が行われた場合には、そ
れを裁くための条約（ローマ規程）が締結され、
オランダのハーグに国際刑事裁判所が設立される
など 22）、国際法の遵守を強制するための手段も次
第に発展しつつある。
　このようにグローバル化が進み、国際社会に共
通の法的課題が生じてくると、日本やブータンも
無縁ではなく、共通利益の実現に向けてともに参
画していくことが望ましい。それゆえ、JSWロー
スクールとの学術交流を進める際には、グローバ
ルな法的課題も視野に入れながら、協力して教育
及び研究に取り組むのが有益であろう。

III．おわりに
　本稿でみてきたように、ブータンの JSWロー
スクールとの学術交流は、筆者個人にとって新た
な知見を得ることで研究を発展させるための有益
な契機となりうるだけではなく、京都大学、さら
には日本にとっても重要な貢献をなしうる貴重な
機会となるように思われる。今後の学術交流の発
展に期待しつつ、本稿を閉じることにしたい。
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Summary

Law and Culture in a Comparative Perspective

Yuko Nishitani

Kyoto University Graduate School of Law, Professor

    This contribution reports the author’s first experience of visiting the Kingdom of Bhutan and the speech 

she gave at the Jigme Singye Wangchuck School of Law (“JSW School of Law”) on 22 November 2018. 

In the text of her speech, the author first gives a comparative overview of divergent family institutions, 

particularly marriage and divorce, throughout various jurisdictions in Asia, Africa, Europe, and America. 

Second, grounded in the diversity of legal institutions and the experience of Japan, the author analyzes 

the relationship between law and culture in general. She points out the importance of making allowances 

for particular traditions, customs, culture, and religions of respective societies in constituting suitable 

legal institutions and developing appropriate legal norms. The same consideration arguably applies also 

to Bhutan. Third, the author opines that, while individual legal institutions and legal norms ought to 

reflect the specific conditions of each society, various challenges posed through globalization require 

developing common, international legal frameworks. In dealing with global issues, such as human rights 

violations and corporate social responsibility, climate change and environmental protection, as well as 

armed conflicts and penal sanctions, cooperation between countries in the international community is of 

crucial importance nowadays. Against this background, it is hoped that academic exchange between Kyoto 

University and the JSW School of Law be enhanced and yield fruitful results in the future. To conclude, 

the author sincerely thanks Prof. Matsuzawa, Prof. Yamagiwa and all the colleagues and friends who 

kindly organized the wonderful trip to Bhutan and accompanied her in a friendly, collegial spirit.




