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中国損害賠償法に関する一考察
――生命侵害を中心に――
王
要

愛

旨
在中国法律体系中,损害赔偿并非一个独立的法律部门,但关于损害赔偿方面的法

律规定却贯穿于刑事、民事、行政等多方面的法律之中,成为中国法律体系的一个重要
组成部分。近年来,涉及公民个人的纷争诉讼最多的是损害赔偿事件。其中人身损害赔
偿和精神损害赔偿问题更是学界争论的焦点。侵害生命权之损害赔偿综合体现了上述两
方面的问题。本文对我国的侵害生命权之损害赔偿的理论和立法现状等进行分析,通过
与日本法之相关内容的比较探讨,提出了对侵害生命权之损害赔偿制度的有关内容进行
重新构造的设想。
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中国損害賠償法に関する一考察（王）

はじめに
生命侵害が法的に、刑事責任と民事責任を生ぜしめるのは、今日世界各国に共通する法原則
であろう。しかし、その中でも特に民事責任について言うならば、社会体制の相違から、ある
いは経済発展の度合いや支配的な文化伝統等の違いにより、諸国における民事責任の内容や範
囲にはかなりの差異がみられるように思われる。人身損害賠償において、とりわけ生命侵害の
場合、中国の法と理論および実務には、日本のそれと比較して大きな差異が認められる。
日本では、通説によれば、損害とは「加害行為がなかったならばかくあるはずの差額」
（差額
説）と考えられている。非財産的損害―慰謝料を別として、金銭的価値ある（換算可能な）市
場経済的利益のみを相当な範囲で賠償すべき損害として項目的に積み上げることとなり、人身
損害賠償の場合、被害者の実収入を基礎にした逸失利益を中心とする賠償構造をとっている。
このような賠償構造の下では、とりわけ生命侵害の場合、被害者が事故当時に得ていた現実の
収入の格差がそのまま賠償額に反映され、結果的に被害者の間で人間価値に著しい格差を生じ
ることとなる 1) 。1969 年から、西原道雄をはじめとして多くの学者がこの逸失利益を中心とし
た個別的損害項目積み上げ方式（差額説）を厳しく批判してきた。ところで一方、中国では、
人格権と身分権から構成された人身権は、直接な財産的内容を持たず民事的権利として認めら
れている。人身的損害は、法益について被った不利益である損害 2) のうちの非財産的損害であ
り、人身権は金銭で換算・評価できないと考えられている 3) 。したがって、中国における生命
侵害による損害賠償は、被扶養者の利益損害だけを重視している。しかし、このような賠償構
成は、被害者を保護および救済するには、極めて不利な面があり、立法および実務において多
くの問題が存在している。生命侵害に対してどのように救済するのか、これに関する制度をど
のように構成するのかの問題が、本稿における主な課題である。日本における人身損害賠償理
論についての研究はかなり発達しており、損害賠償法が現実の社会に果たしている機能という
側面においては、両国の社会体制・法制構造の相違を越えて共通に論じえる理論は、中国法に
も示唆があると考えている。
本稿では、まず、中国における人身損害・精神的損害について、金銭賠償の否定から肯定へ
の理論の転換および立法の発展過程を検討する。次に、現行の一般法と特別法における生命侵
害による損害賠償額の算定方法を明らかにする。最後に、中国における生命侵害による損害賠
償に関する現行制度の問題点を指摘し、日本法と比較しながら、その発展方向について考えて
みる。

一

生命侵害による損害賠償に関する理論および立法の発展
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1

人身的損害に対する金銭賠償の転換
日本では、賠償の対象となる損害は、大きく財産的損害と非財産的損害とに分けられる。財

産的損害には、人的損害（死亡、傷害など）と物的損害とが含まれる。そして、さらに財産的
損害には、積極的損害と消極的損害の 2 種がある。積極的損害は、現実に生じた損害である。
消極的損害は、逸失利益（得べかりし利益の喪失）などとも呼ばれる。非財産的損害は、精神
的損害―慰謝料である 4) 。損害賠償の基本原則としては、被害者に生じた損害をすべて金銭で
評価し、すべて金銭によって回復し解決するのが合理的であるとされており 5) 、金銭賠償原則
を採っている。
中国では、
「民法通則」第 106 条と第 117 条によって、損害は、財産的損害と人身的損害とに
分けられるが、近年、一般的に損害は財産的損害、人身的損害および精神的損害の 3 つに分け
られるようになった 6) 。また、財産的損害と非財産的損害という分け方もある 7) が、いずれの分
け方においても、
「自然人の人身権は、人身非財産的権利ともいう。自然人が法律に基づいて享
有するその人格および身分と分かつことができない、且つ、直接な財産的内容を持たない民事
的権利 8」」であると定義し、これに対する損害は、1 種の非財産的損害であるとみられる 9) 。
中華人民共和国の成立後、長い間、人身権は重視されなかった。立法において、1964 年の民
法草案は、民法の任務として経済関係を規律することばかり強調し、人身権については全く言
「文化大革命」前の教科書には人身権の内容が見られず、人身権を研究す
及していなかった 10) 。
る著作も存在しなかった 11) 。その時代の中国では、旧ソ連の社会主義法理論の影響を受けて、
財産以外の人の身体、生命、健康、名誉などは商品となりえず、人格は極めて高尚なものであ
るから金銭には換算し得ないという認識があった。すなわち、人格権に対する金銭賠償制度は
ブルジョア階級の法観念であり、金銭万能主義のあらわれであるとみなされていた。非財産的
損害に対する物質的賠償は、社会主義の基本原則に適合せず、社会主義法の性質に反する 12) 。
また、原状回復の原則からみれば、人身の損害（傷害、死亡）が、金銭では計算不能あるいは
回復することは不可能である 13) 。さらに、
「全部賠償 14) 」は中国の損害賠償の基本的原則となさ
れているため、非財産的損害に対する賠償は無形・抽象であるが故に全部賠償の原則に反する 15)
と考えられた。要するに、損害の範囲は財産的損害のみであり、非財産的損害は金銭賠償の範
囲に含まれないことが強調されていた。したがって、改革開放政策実施前の中国においては、
人身侵害に対しては、ただ財産上の損害のみ、加害者は賠償の責任を負う。財産上の損害のな
い人身の侵害に対しては、その他の法律責任を以って制裁をし、民事責任を負わないものとす
る 16) 。それゆえに、不法行為が他人の生命を侵害し、被害者が死亡した場合の法律上の賠償と
は人身死亡したことにより得るべき代償ではなく、死亡により必然的にもたらされる直接な経
済的損害 17) である。経済的損害をもたらしていない場合には、刑法、行政法などのその他の方
式を通じて処理されなければならなかった 18) 。
その後、文化大革命の深刻な教訓 19) を受けて、人身権に対する民事上の保護が重視されてき

- 165 -

中国損害賠償法に関する一考察（王）

た 20) 。1986 年「民法通則」が制定された時、人身権について専門的な節が設けられた。また、
第 120 条は、
「市民の姓名権、肖像権、名誉権、栄誉権が侵害を受けた時は、侵害の停止、名誉
の回復、影響の除去、謝罪を要求する権利を有し、あわせて損害の賠償を請求することができ
「市民・法人の名誉権が侵害を
る」と規定している。さらに、最高人民法院の司法解釈 21) では、
受けたことにより賠償を請求した場合、加害者は不法行為によりもたらした経済的損害を賠償
しなければならない。市民が提出した『精神的損害賠償』の要求については、人民法院は加害
者の過失の程度、不法行為の具体的情状、被害者にもたらした精神的損害の結果などの状況に
基づいて、これらを斟酌して決定することができる」と規定している。このように、明確に第
120 条にいう「損害」が「経済的損害」と「精神的損害」であるとし、金銭賠償は、人身権の
ような非財産的損害に対しても適用されるようになった。

2

生命侵害による損害賠償に関連する立法の発展
「民法通則」第 120 条は、中国民法学界における「新突破」であるとして高く評価されてい

たが、施行直後からその範囲がきわめて狭いなどの多くの欠点が存在することが明らかになっ
た。精神的損害賠償の範囲は、120 条に列挙されている姓名権、肖像権、名誉権、栄誉権など
人格権に限定されていた。したがって、生命・健康が侵害された場合、精神的損害賠償は適用
されないことになる。生命侵害による損害賠償の範囲は、
「民法通則」第 119 条によって、葬儀
費、被扶養者の生活補助費および生前の治療費に限定されていた（詳しい内容は本稿の四を参
照）。重傷事件の場合、治療費と被害者およびその家族の生活補助費などの賠償項目が含まれて
いるため、最高何十万元の賠償額を下す判決もあった。それに対して生命侵害の場合は、被扶
養者のいない場合は、遺族が得られる賠償金は、わずか百元程度の葬儀費等、実際的経済損害
「賠償するなら重傷よりは死んだほうがましだ」23) という考えがあり、交通事故の場
である 22) 。
合、加害者が重傷の責任を避けるため、故意に殺人犯罪を起こす事例も少なくないのである。
姓名、肖像などの人格権が侵害された時、
「民法通則」120 条に基づいて精神的損害賠償を請求
することができるが、それより苦痛の大きい生命・健康による精神的損害賠償が認められない
のは、法的には明らかに不公平、不合理であり、中国損害賠償制度の大きな欠陥であるといわ
れている 24) 。
この問題に対応するために、その後、制定された「道路交通事故処理弁法」（1991 年）、「製
造物責任法」（1993 年）、「国家賠償法」（1994 年）等の特別法の中には、「民法通則」に規定さ
れていない「死亡賠償金」という新しい名目の賠償項目が登場した。「死亡賠償金」は、「精神
的損害賠償」や「慰謝料」という用語を使用していないものの、実質上その性質は生命侵害に
よる精神的損害に対する金銭賠償に近いものであると思われる 25) 。ところが、これまで「精神
損害賠償」あるいは「慰謝料」を明言している法律はないため、実務において、
「不法行為によ
って被害者にもたらされた精神的損害に対しては、法律の明確な規定がある場合のみ、金銭賠
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償を請求することができる 26)」という考えによって、法律的根拠がないことを理由として生命
侵害による精神的損害賠償を否定し、上記の特別法でカバーする範囲外の一般的生命侵害事件
に対して、「死亡賠償金」は適用されなかった。
「民法通則」の人身損害賠償範囲がきわめて狭く、賠償額が相当低い等の多くの欠点が存在
することは、ほとんどの学者が指摘してきたところである。その解決策として、主に三つの方
法が提起された。
「民法通則」の不十分性・不完全性を根本的に解決するには、より完全
①立法による解決 27) 。
な「中国民法典」を制定すること、あるいは新たな不法行為法を制定することが望ましいこと
は言を待たない。中国の現行の民法通則は精神損害の適用範囲が狭く、被害者の権利が保護を
受けることができないため、将来の民法典においては精神的損害の本質、範囲および法律責任
に対して相応の規定を設ける。
「民法通則」の損害賠償範囲の拡大あるいは賠償額算定の根
②司法解釈の公布による解決 28) 。
拠となり得る司法解釈の公布を求める。
③現行の特別法の規定を類推することによる解決 29) 。
「 道路交通事故処理弁法」、
「 国家賠償法」
で認められている「死亡賠償金」の性質を慰謝料とみなし、これを広く生命健康権侵害の事例
に類推適用する。
こうした実務と学説の要請を背景にし、2001 年 3 月 8 日最高人民法院は「精神的損害賠償責
任に関する若干問題の解釈」を公布した。これは、中国において初めて精神的損害賠償という用
語を用いた明確な法律規定である。この司法解釈では、精神的損害賠償の適用範囲、損害賠償請
求の主体、精神的損害賠償金額の算定の根拠などが規定された。精神的損害賠償の適用範囲は、
以下のようである。①自然人の人格権、すなわち、生命権、健康権、身体権、氏名権、肖像権、
名誉権、人格尊厳権、人身自由権、プライバシー権およびその他の人格権利が侵害を受けた場合
である。②被後見人を不法に監護の下から離れさせ、親子関係および近親者関係が重大な損害を
受けた場合である。③自然人が死亡した後、死者の人格権などが侵害を受けた場合、その近親者
がこれによって精神的苦痛を受けた場合である。④人格を象徴する意義を有する特定の記念物品
が、永久的に滅失または破損した場合である 30) 。この司法解釈の施行は、人民法院が精神的損害
賠償事件を審理するための法律根拠を提供することになり、中国法整備における大きな進展であ
るといわれている 31) 。

二

現行法における生命侵害による損害賠償額の算定

日本では、生命侵害による損害賠償額の算定する場合は、逸失利益という方法が採用されてお
り、平均余命期間によって死者の実収入を基礎として逸失利益を算出する。実務においては､大
別して次のような二つのやり方が行われている。第一は、損害を積極的損害・逸失利益・精神的
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損害の三つに分け､各損害項目ごとに損害額を算定しそれを合計する方法であり､個別算定方式
ないし個別積み上げ方式と呼ばれている（その算式は死者の年間収入×稼動可能年数−生活費−
中間利息）。交通事故による人身損害賠償においてはこの方法によるのが一般的であり､それ以外
の人身損害においてもこの方法によることが多い。第二の方法は、個別算定方式のように個別の
損害項目に分解せずに､人身損害全体に対する賠償額を一括して算定する方法である｡一括算定
方式ないし包括算定方式と呼ぶことができる。公害や薬害訴訟において原告が主張し、裁判所が
採用してきた方式である 32)｡
中国では、生命侵害による損害賠償額は、死亡賠償金などの精神的損害賠償および生前の被扶
養者の生活補助費を中心として算定する。以下、現行法における賠償額の算定方法を検討する。

1

一般法における賠償額の算定

（1）「民法通則」における賠償額の算定
人身損害賠償について、「民法通則」第 119 条は「市民の身体を侵害して、傷害を与えた場合
は、医療費、休業による損害および治療に必要な費用を賠償しなければならない。治療の結果と
して、症状が固定し、後遺症がある場合は、以上の賠償の費用以外に生活補助費を賠償すべきで
ある。死亡事故の場合は、さらに葬儀費、生前の被扶養者の生活補助費等を支払わなければなら
ない。」と規定している。
個々の賠償費目について、最高人民法院は以下のように解釈している 33) 。
①

休業による損失について

被害者の休業期間は、その実際損害の程度および回復情況に従い､かつ､治療病院の発行する
証明または法医鑑定等を参照して認定しなければならない。賠償費用の標準は､被害者賃金標準
または実際収入の金額に従い計算することができる。
被害者が農村請負経営者または個人工商業者である場合は､その休業の計算標準は､被害者の
一定期間内の平均収入を参照してこれを定めることができる。被害者が経営を請け負う栽培業
または養殖業等季節性がきわめて強く、速やかに経営しなければより大きな損害をもたらす可
能性のある場合は、被害者が措置を講じ損害の拡大を防止するべきであるほか、さらに加害者
が措置を講じ損害の拡大を防止するよう裁定することができる 34) 。
②

医療費の賠償について

医療費の賠償は、一般に所在地の治療病院の診断証明ならびに医薬費および入院費の証明書
を基礎としなければならない。医務部門の承認を得るべきであるのに承認を得ず、無断で病院
を別に捜し治療した費用は、一般に賠償の対象とならない。損害と関係のない薬品を無断で購
入し、またはその他の病気を治療した場合も同様である 35) 。
③

看護費用について

病院の承認を経て専任で看護にあたる者の休業補助費は､収入の実際損害に従い計算するこ
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とができる。取得するべき奨励金は、一般に賠償すべき金額に算入することができる。本人に
賃金収入のない場合は、その補償標準は､当該地区の一般臨時工の賃金標準を限度としなければ
ならない 36) 。
④

生前の被扶養者の生活費について

他人の身体を侵害し死亡させ、または労働能力を喪失させた場合、被害者の扶養に頼り、か
つ、その他の収入源のない者が侵害者に対し必要な生活費を支払うよう要求する場合は、これ
を支持しなければならない。その金額は､実情に基づき確定する 37) 。
葬儀費の賠償については、最高人民法院は明示していないが、実務に採用されている以下の
方法がある 38) 。
①

定額賠償。すなわち地方が制定した統一的賠償額により賠償する。

②

弾力的賠償。すなわち地方が制定した統一的賠償額に基づいて､裁判官が賠償額を決定す

る。
③

実際額賠償。すなわち実際に支出した費用を賠償する。ただし、支出する費用は制限が

ある。
この制限は、主に賠償費用の項目および標準に関するが、その内容は以下の如くである。
ⅰ

死体の運送費。賠償額は、葬儀部門の死体運送費を基準として、実際の支出によって計

算する。
ⅱ

火葬費。葬儀部門で死体を火葬する時、実際の支出によって賠償する。

ⅲ

骨灰箱費。当地の中等商品の価格に限って、実際の支出によって賠償する。

ⅳ

第一期の骨灰箱の保存費。実際の支出によって賠償する。

ⅴ

死者の衣装費。中等商品の価格に限って、実際の支出によって賠償する。

（2）精神的損害賠償の算定
最高人民法院によって公布された「精神的損害賠償責任に関する若干問題の解釈」において
は、精神的損害賠償額の算定基準および限度額について規定していない。その金額は、以下の
6 つの要素に基づいて確定する。すなわち、
①

権利侵害者の過失の程度。

②

侵害の手段、場面、行為方式等の具体的情状。

③

権利侵害行為によりもたらされた結果。

④

権利侵害者の利益獲得状況。

⑤

権利侵害者の責任を負担する経済的能力。

⑥

受訴人民法院所在地の平均生活水準。

法律および行政法規に身体障害賠償金、死亡賠償金等について明確な規定がある場合、法律
および行政法規の規定を適用すると規定している 39) 。
最高人民法院唐徳華副院長が、本司法解釈の関連問題について記者の質問に答えた際に、精
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神的損害賠償額の算定について、「『解釈』が最高および最低限度額について規定していないの
は、事件が千差万別であり、各地の経済的発展レベルも差が大きい。かつ社会も発展し変化し
続けているからである。したがって、裁判官が事件の具体的な状況に基づいて決定すべきであ
る 40) 。」と指摘し、裁判官の自由裁量権が強調されている。ところが、今中国の裁判官の全体的
レベルからみれば、完全に裁判官に自由裁量権を持たせていいのかは疑問がある。精神的損害
賠償額の算定問題は、極めて難しく、しかも重要であり、より一層検討する必要がある。この
問題については、別の論文に譲る。

2「道路交通事故処理弁法」における賠償額の算定
交通事故による人身死傷事件が、人身損害賠償ケースで一番多いといわれる。日本では、今
日、自動車事故による生命侵害の損害賠償の理論と実務は、生命侵害一般の損害賠償をめぐる
法的処理を指導しつつあるといっても過言ではない。そこで、中国における交通事故による死
亡における損害賠償の範囲と損害額の算定について考察する。
中国では長い間、交通事故の損害賠償問題は、行政機関または行政手段によって解決されて
きた 41) 。被害者が人民法院に損害賠償の訴を起こしても、人民法院は「法律の規定がない」こ
とを理由に受理しなかった。1986 年に制定された｢民法通則｣の第 123 条は、一連のいわゆる「高
度危険責任」を規定しているが、それには「高速度運送手段」も含まれている。こうして「民
法通則」第 123 条は、人民法院が交通事故による損害賠償事件を法的紛争として受理し裁判す
る法的根拠となったのである。その後、1991 年 9 月 22 日、国務院は「道路交通事故処理弁法」
が発布された。「道路交通事故処理弁法」は、全部で 8 章､50 カ条からなる。第 1 章総則､第 2
章現場処理､第 3 章責任認定､第 4 章罰則､第 5 章調停､第 6 章損害賠償､第 7 章その他の規定､第
8 章附則である。その内容を見ると、行政管理と行政責任についての規定もあれば、民事責任
についての規定もある。公法と私法の区別を重視せず、同じ法律の中に性質の異なる事項が混
「道路交通事故処理弁法」によって処理さ
在している 42) 。現在でも、交通事故損害賠償事件は、
れ、中国の交通事故損害賠償は、主に行政手段により解決されると言える 43) 。
「道路交通事故処理弁法」には、いくつか欠点 44) が存在しているが、本法では、損害賠償を
類型化して、一々項目を設け、さらに賠償の最高と最低限度を規定し、特に新しい「死亡賠償
金」という項目に関する規定が注目されている。その第 37 条は、項目ごとに詳しく算定基準を
定めているが、ここでは、主に死亡賠償金と被扶養者の生活費を紹介することにする。
死亡賠償金は､事故発生地の平均生活費によって算定し、10 年とする。16 歳未満の場合は､
年齢が 1 年若いと 1 年ずつ減らしていく。70 歳以上に対しては､年齢が 1 歳増すごとに 1 年減
らす。但し､最低はすべて 5 年とする（第 8 項）。例えば、14 歳の場合は 8 年とし、74 歳の場合
は 6 年とし、11 歳以下および 75 歳以上の場合はすべて 5 年とする。
被扶養者の生活費は、死者が生前に扶養していた、その他の生活収入がない人に限るとして、
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事故発生地における職員の生活困難の補助費基準によって算定する。16 歳未満の人に対しては、
16 歳までの扶養とする。労働能力のない人に対しては､20 年の扶養とし、但し､50 歳以上の場
合は、年が 1 歳増すごとに 1 年を減らし、最低 10 年とし、70 歳以上の場合は、5 年とする 45) （第
9 項）。以上の賠償は、原則として一時金で支払うと規定されている（第 36 条）。
この「死亡賠償金」の性質について、
「逸失利益」に近いもの 46) と考える学者もいるが、国務
院法制局および公安部交通局は「死亡賠償金はただ死者の家族に対する慰めおよび死者の家族
の被った損害に対する一種の補償である」とみなしている 47) 。同法の死亡賠償金の賠償方法は、
賠償の標準が妥当で、実行しやすいという利点があり、その他の人身損害賠償額を評定する時
も参照になると評価されている 48) 。

3「国家賠償法」における賠償額の算定
「中華人民共和国国家賠償法」は、1994 年 5 月 12 日公布され、1995 年１月 1 日から施行さ
れることになった。
「国家賠償法」においては、人身損害賠償の範囲、金額の算定等について明
定している。これは、中国らしい特徴といわれている 49)。
国家賠償法における責任の内容は、民法通則 134 条と異なり、賠償金の支払いを主要な方式
とする。生命侵害による損害賠償方式および計算基準として、「国家賠償法」第 27 条 1 項 3 号
では、「被害者たる市民が死亡した場合には、『死亡賠償金』および葬儀費を支払わなければな
らない。総額は国の前年度の職員・労働者の年平均給与の 20 倍とする。死者が生前に扶養して
いた労働能力のない者に対しては、さらに生活費を支払わなければならない」と規定している。
生前の被扶養者の生活費の給与基準は、当地民政部門の生活救済に関する規定を参照して処
理する。扶養される者が未成年である場合、生活費の給付は満 18 歳までであり、その他の労働
能力のない者の場合、生活費の給付は死亡までであると規定している。
｢民法通則｣、「道路交通事故処理弁法」と異なって、「死亡賠償金」と葬儀費との合計金額が
「国の前年度の職員・労働者の年平均給与の 20 倍」に定額化されている点は、注目されている。
また、被扶養者の労働能力のない者の生活費は、その者の死亡まで給付することも「道路交通
事故処理弁法」の平均余命によって算定する方法と異なる。国家賠償法における「死亡賠償金」
の標準が高すぎて一般の加害者が負担できないこと、また、被害者の年齢の差を区別せず且つ
葬儀費と合算するという計算方法は、その他の人身損害賠償に適用すべきではない 50) と評価さ
れていたが、この算定方法の理由としては、第一に、被害者の家族が確実な賠償を得ることを
保証するためである。第二に、訴訟遂行の巧拙によって賠償額が上下するような、
「無原則で無
秩序な賠償」（原語で「乱賠」）を回避するためである 51) と考えられている。
上述の二つ特別法のほか、消費者権利利益保護法、製造物責任法などにおいても「死亡賠償
金」という賠償項目が設けられた。いずれも死者の近親者に対して、被害者の死亡によっても
たらされた損害を補償することを目的とするが、同時に、その精神的損害を慰めて、家族の喪
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失の苦痛から回復させる機能を果たしていると考えられる 52) 。現行の諸特別法において、生命
侵害による損害賠償の項目は、生前被扶養者の生活費と死亡賠償金から構成されている。精神
的損害賠償額の算定について、最高人民法院の司法解釈は、
「法律、行政法規が障害、死亡賠償
金などについて明確な規定があった場合、法律、行政法規の規定に適用」しなければならない
と規定している。すなわち、上述した特別法における「死亡賠償金」の規定は、依然として生
命侵害による精神的損害賠償額の算定方法として適用している。

三
1

生命侵害による損害賠償制度への検討

法律の適用関係について
日本では、国家賠償法、自動車損害賠償保障法その他の特別法が、民法とは異なる要件や帰

責原則を採用しているとしても、損害賠償の方法そのものは、民法に依拠して行われており、
統一されている。また、契約違反であるか、不法行為であるかを問わず、損害賠償の効果が同
じである（416 条）。これに対して、中国では、損害賠償の法律を適用する際に以下の問題が存
在する。
まず、一般法と特別法の適用関係について。前述したように「民法通則」、
「道路交通事故処理
弁法」および「国家賠償法」などの法律および行政法規における損害賠償の算定方法はそれぞれ
異なっており、その結果、被害者の状況（年齢、被扶養者の多寡など）が同じだとしても、被害
の原因（交通事故か国家賠償かなど）によって、賠償金額は大きな違いがある。また各法律、法
規を制定する背景と時間の差があり、中国の経済発展の過程において、各地方に経済的格差が生
じたため、現在の実際状況に適合しないのも事実である 53)。このような差異は被害者を保護する
面において極めて公平性を欠いている。
また、請求権競合の場合における法律の適用関係については、契約違反による損害賠償には精
神的損害賠償が含まれていないため、損害賠償請求権の競合が生じた場合、当事者が不法行為に
基づく請求権を選択する傾向がある。また、それぞれの法律に規定している賠償方法が異なった
ため、当事者が訴訟請求に適用する法律を選択する時にも混乱が生じうる 54) 。
さらに、刑事付帯民事訴訟の法律の適用関係については、2000 年 12 月 4 日「最高人民法院
が刑事付帯民事訴訟範囲問題についての規定」第 1 条第 2 項は、
「被害者が犯罪行為によっても
たらされた精神的損害を付帯民事訴訟で提起する場合は、人民法院は受理しない」と規定して
いる。また、2002 年 7 月 20 日から施行された最高人民法院の「刑事事件の被害者が提起した
精神的損害賠償の民事訴訟を人民法院が受理するか否かの問題についての回答」は、次のよう
に規定している。
「 刑事事件の被害者が被告人の犯罪行為によってもたらされた精神的損害に対
して付帯民事訴訟を提起した場合、または、当該刑事事件が審理された後、被害者が単独に精
神的損害賠償の民事訴訟を提起した場合は、人民法院は受理しない」。実際上、生命侵害の場合

- 172 -

現代社会文化研究 No.25 2002 年 11 月

は、その侵害行為は、不法行為であると同時に犯罪行為でもある。したがって、この司法解釈
は、大いに生命侵害さらにその他の損害賠償の範囲を限定したものである。現行の刑事付帯民
事訴訟制度は、民事上の権利を保護する面においては、きわめて不十分である。例えば、付帯
された民事訴訟が刑事責任の否定によって棄却されたり、事実の認定と法律の適用において、
いずれも刑事法を中心・根拠とし、民事当事者の弁論権が完全または部分的に剥奪されたりし
ている。また、刑事法廷の裁判官が民事法律についてなじみがないため、刑事付帯民事判決に
おいて、民事賠償の原則は、被告人の賠償能力があるかどうかを前提とし、関連する民事法規
の援用がきわめて少ないのである 55) 。刑事付帯民事訴訟と民事法の規定に矛盾する部分は、将
来の立法において、解決しなければならない問題となっている。
このように、特別法および司法解釈は、そのときどきの問題に対応して徐々に立法されてきた
ため、その内容は、当時の損害賠償制度の不備が認識され、それを補完する目的として設けられ
たものである。統一的に整備されたものではないため、多種多様な基準に差異が存在し、同じよ
うな生命侵害を受けたとしても、どの制度から救済を受けるのかによってかなりの不公平が生じ
てしまうのである。したがって、将来、民法典においては、損害賠償の範囲と方法を統一する必
要があると考えている。

2

損害賠償の構成について
上述したように、中国における死亡に対する賠償は、死者の生命ではなく、死者の近親者の

精神的損害および経済的損害に対してであると思われる 56) 。損害賠償額は被扶養者の生活補助
費を中心とする。
「民法通則」第 119 条が「生前の扶養者の生活補助費等を支払わなければなら
ない」というとき、扶養侵害説を採っていると考えられている。すなわち、不法行為により他
人に死をもたらした場合、死者が生前第三者に扶養義務を有していたのであれば、加害者は当
該第三者に必要な生活費を賠償する義務を生ずる。加害者は被害者の生命を侵害したと同時に
その被扶養者の扶養の権利をも侵害したのである 57) 。
ほかの賠償項目と比べると、被扶養者生活の補助が一番拡大しやすい項目といえる。その要
因は、年齢上の差異、被扶養者の多寡であると思われる。つまり、被扶養者の多寡によって最
終的に賠償額に格差を与える｡交通事故における賠償額を見ると、同じく被害者に責任がない事
「民法通則」第 119 条の「生
例においては、賠償額の格差は最高が最低の六倍になる 58)。また、
前扶養者」の範囲は、一般的には、死者の法定扶養者だけと考えられている。すなわち、
「我が
国の立法趣旨は、事実上の扶養関係が含まれていない。その原因は、事実上の扶養関係の限界
が実務おいて把握することができず、且つ、我が国の立法も従来できるだけ損害賠償の範囲を
拡大しないような習慣からみれば、事実上の扶養関係が含まれるはずがないのである。したが
って、法定扶養に限って、被扶養者（原文間接被害者）の範囲を確定すべきである 59) 」。このよ
うに、
「 生前扶養者」といえども、実際上は扶養されていた生活の源泉のない近親者だけである。
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この賠償構成は、扶養されていない近親者の利益が保護されていないのである。したがって、
民法典を制定する際は、生命侵害による損害賠償額の構成は、改めて検討する必要があると思
われる。
民法典の不法行為法部分の起草研究を担当している張新宝は、死亡に対する賠償金の算定に
ついて、死亡前を、収入のある成年、収入のない成年者および未成年者の 3 つのタイプに分けて
分析を行い、1 万〜数万元の最低限度額と平均収入の 30 倍を超えない最高限度額を提案した60) 。
しかし、このような算定方法は、精神的損害賠償、逸失利益および被扶養者の生活費の概念を
同じように扱って、特に収入の有無によって、賠償額を算定するという発想は、新たに理論上
および運用上の困難が生じ、むしろ損害賠償額の算定理論の後退であるともいえる。
死者の生前収入による逸失利益の算定方式に対しては、日本では、昭和 39 年から、西原道雄
をはじめとして多くの学者から批判されてきた 61) 。その根本的趣旨は、本来平等であるべき人
の生命・身体の侵害に対する賠償額に収入によって極端な個人差を生ぜしめるのは法の理想か
らいって好ましくないのである 62) 。重度の身体障害・精神薄弱者について、逸失利益はないと
した判例 63) からみて、確かに「人間をあたかも収益を生み出す家畜や機械と同じ側面で捉えよ
うとし、稼動能力を期待できない老人や重度の心身障害者は、労働能力の生命、身体の価値は
なんら評価されない 64) 」ように感じられる。また、収入の多少・有無によって、賠償金を細分
化する際に、その具体的立証が困難である。社会の変化やアクシデントおよび個人事情によっ
て、事故がなくても、今の収入を何年間確保することができるかどうかの立証は、極めて確実
性が欠けている。まして中国における死亡に対する賠償は、遺族に対する救済であり、逸失利
益ではないため、死者の実際収入によって算定するのは、法理上に矛盾がある。したがって、
平均的賠償額はより妥当であり、今の収入の確保に自信がある平均的な賠償額で満足できない
高額所得者は、保険加入により自己防衛すればよいと思うのである。
いわゆる「西原理論」は、逸失利益を批判した上で、生命侵害を非財産的損害とみて、それ
を算定するのだが、そこで定型化・定額化をはかることが主張されている。この理論における
非財産的損害としての死傷損害全体の定額化は実現されなかったが、実務では、西原理論を理
由づけに用いて、事件処理の簡易迅速化のため、入院雑費や葬儀費等、費用別の定型化・定額
化を推し進めた。また、被害者の多数いる公害訴訟では､個々の被害者についての損害の立証の
負担を緩和し､また､被害者間の団結を維持するという訴訟戦略もあって､個々の被害者の逸失
利益を別々に算定することなく､財産的損害と精神的損害を一括して（包括請求）、かつ多数の
被害者について一律の額を請求（一律請求）することが少なくない。そして､これを認容する判
決も出ている 65) 。
「西原理論」の基本理念―人間平等および生命そのものは金銭で評価できないことは、中国
の伝統的理論に合致していると思われる。確かに「人身権は、財産ではない。それは、経済学
上の価値を持たず、金銭で評価できないため、観念上からそれに対して評価するよりほかはな

- 174 -

現代社会文化研究 No.25 2002 年 11 月

い 66) 」のである。したがって、中国の現在の経済水準からして、多額の賠償を命じても加害者
に負担能力がないことは事実であり、賠償問題の簡易迅速な処理のためには、死亡に対する賠
償を定型化・類型化することがより有効適切であろう。そして、遺族固有の損害は､扶養利益に
限定せず、より広い範囲のものを考えるべきである。実際、家族の一人が事故により死亡した
場合､その遺族が受けた損害は､財産的損害に限定しても､扶養利益の喪失に限るものではなく、
その死者が家族の内部で果たしていた経済的寄与はより多様である。たとえば、遺族の生活権
の侵害 67) 、家計共同体への寄与分の喪失 68) 、婚姻共同生活の破壊 69) 等多様な視点から見るべき
である。
私の考えでは、生命侵害による損害賠償項目は 2 つの内容によって構成すべきである。すな
わち、その 1 は、生前被扶養者の生活費のかわりに、死亡によって、遺族に対する経済的賠償
として「死亡賠償費」を設置する。この費用は、死者の収入、年齢、被扶養者の有無とかかわ
りなく、定額とする。具体的算定は、事件発生地の平均的生活水準を 20〜30 年とする。また、
この「死亡賠償費」には、葬儀費が含まれる。その 2 は、
「精神的損害賠償金」である。道路交
通事故処理弁法における「死亡賠償金」は、平均生活費の 20 倍を基準として算定するが、この
ような算定方法は、精神的損害賠償の重要な機能の一つ―調整機能が果たすことができないの
であるため、精神的損害賠償額の算定に際して、その調整機能を重視すべきである。すなわち、
精神的損害賠償額をもって、加害者に故意・重過失・軽過失の有無、被扶養者の有無などの個
別的情状を斟酌し、全体的賠償額を調整する。

3

損害賠償請求の主体
日本の判例は、生命侵害によって生じた損害賠償請求権は、一旦死者本人に所属し、之が相

続によって、相続人移転するという構成をとっている 70)。判例の相続説と学説の否定説は、現
在でも対立したままの状態である 71) が、相続説の長所としては、賠償請求権者の範囲が明確で
あることである（711 条）。すなわち、相続説においては死者の賠償請求権者は相続権を持つ近
親者である。また、判例は、いくつか近親者と類似するものに賠償請求を認めている 72) 。
精神的損害賠償の請求権者は、最高人民法院の「精神的損害賠償責任に関する若干問題の解
釈」第 7 条によれば、死者の近親者、すなわち、配偶者、父母および子である。以上の者がい
ない場合は、その他の近親者が訴訟を提起することができる。
「 民法通則」中に定める近親者は、
配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫および外孫が含まれる 73) が、この司法解
釈によって、兄弟姉妹などをその他の近親者とみなし、順序が分かれている。その理由は、
「一
般的には、死亡賠償金の請求権者を死者の近親者と思われるが、実際上、死者の近親者は死亡
賠償金の請求権者としては範囲が広すぎであり、死者の相続人に限定すべきである。まず、第
一順序の相続人（父母、配偶者、子）が請求権者となり、もし第一順序の相続人がいない場合
は第二順序の相続人が請求権者になる 74) 」。すなわち、実務で扱われている請求権者は、法定相
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続人の範囲および順序と同じようにみられる。
中国における死亡賠償金は相続財産ではなく、分配する時、相続法の原則を適用することが
できないと主張している学者がある 75) 。法定相続は、長年の立法および実務の経験を重ねて、
社会の各種の要素（国情文化）などを総合的に考慮したうえで確立した制度であり、
「わが国の
相続制度は、未成年者、無労働能力者または生活困難のものおよび被相続人の生前扶養者の権
利および経済利益を配慮 76) 」する原則も損害賠償の原則に一致しているため、請求権者として
の近親者を確定する時に、法定相続に参照するのは合理的であると思う。

4

総合的救済システムの必要
ここ数年、日本では「総合的救済システム」が提唱されている。いわゆる「総合的救済シス

テム」とは、不法行為制度、責任保険制度および社会保険制度などを統合したものである 77) 。
その最終の目的としては、人身被害についての不法行為訴権を廃して、統一的な保障制度を設
けることである。すなわち、
「不法行為から社会保障へ」といわれている。このような発想を完
全実現するには、理論および時間の問題があるが、現在では、日本において、人身被害に関す
る救済制度は、日々に発展している。責任保険および社会保険制度は極めて普及・発達してい
るほか、
「医薬品副作用被害救済基金法」、
「犯罪被害者等給付金支給法」などのような救済的法
律も整備しており、不法行為による人身被害の救済は、法律および多くの社会保障制度などの
複合体によって行われている。
ところで、改革開放前の完全な社会主義体制の中国の都市部においては、
「単位」社会による
「単位」は、日本語の職場に相当するが、その機能は大きく異
社会保障制度の存在があった 78) 。
なる。
「単位」とは労働を媒介として全人民を組織化し、政治・行政・経済・思想のあらゆる面
「単位」は、そこに働
から支援・管理・支配する現代中国の政治体制の基層システムである 79) 。
く従業員の給与、賞与を支給するのみならず、住居、医療、年金等の社会保障さらに子供の教
育、就職斡旋までそのサ−ビスを提供するのが一般である。たとえば、労働災害の場合、被害
者本人の医薬費、入院費、生活費およびその家族の生活費等は、被害者の所属「単位」が負担
「撫恤費」を給付す
する 80) 。さらに、労災によって死亡した場合、所属する「単位」が葬儀費、
る。交通事故による死亡事故の場合、その費用は、加害者本人が負担するのではなく、加害者
が所属する「単位」が負担する 81) 。
このような社会背景においては、完全な社会保障制度としての「単位社会」が存在し、
「単位」
によって基本的な生活―人身事故が発生した場合には、被害者とその家族のその後の生活は完
全に保障される以上、損害は発生せず、また残された家族が生活に困窮するという事態も発生
しなかった。社会主義国では、
「基本的な生活は完全に保障されるのだから、その上、新たに不
法行為訴訟によって賠償を与える必要はない」 82) という思想が支配していた。そして、一旦人
身事故が起こった時に、「単位」、「組織」とかかわりがない事件でも、「単位」または「組織」
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からの救済を望んでいる考え方は、いまだに中国社会の一般的通念として残っている。これは、
中国における近代的ないし個人主義的人身損害賠償制度を未発達のままの段階にとどめてきた
原因の一つでもある。
1978 年の 11 回 3 中全会以降、1980 年代に入ってにわかに、改革開放の政策が実行され、中
国社会に様々な変化が発生した。市場経済の確立によって、企業改革や計画管理制度、住宅制
度、医療保健制度等一連の改革が続々と登場した。それと同時にかつて機能していた「単位」
社会が崩壊していくなかで、個人対個人の不法行為による損害賠償の事例が急速に増加してき
た。かつての「単位」社会による社会保障は、保険に移行しつつあるのである 83) 。ところが、
1979 年に施行されてからまだ時間がたっていないため、保険に対する国民の認識は低く、いま
だ生活水準も低いため、保険料を支払うことがまだ生活費の一部分になっていない。高度に発
展している日本の生命保険と比べると、中国の生命保険加入者はまだきわめて少ないのである84)。
また、中国の現行の保険制度によって、自動車第三者責任強制保険は、いまだ個人所有の自動
車と外国人所有の自動車に適用されているにすぎない。このように、中国では責任保険がカバ
ーする生命侵害の対象は、ごく限られた範囲にとどまっている。保険の適用対象は極めて狭い
ため、経済の変化に適応しておらず、被害者の補償にとって極めて不十分である。
人身損害賠償額の高まるにつれて、損害賠償金の支給は保険で保障されなければ、個人負担
では、現実に履行できなくなるのは、事実である。特に刑事付帯民事事件の場合、被害者がな
んら賠償も得られないことはしばしばある。不法行為法の目的は、制裁よりも救済の機能にあ
り、社会に生じた損害をいかに公平かつ合理的に社会に分担させるかということにある。この
観点に立てば、経済体制の改革によって、
「単位社会」の社会保障制度が崩壊しつつある今日の
中国においては、不法行為法制度、保険制度、人身被害特に生命被害に関する特別救済法制度
など総合した救済システムの整備が必要であると思う。

結び
以上、不十分ながらも、中国における生命侵害による損害賠償について日本と対応して比較
検討を行った。最後に、これらの検討を通じて明らかとなった問題を取り上げ、結びとしたい。
まず、生命侵害に対する金銭賠償は、現在の法理論および実務において定着してきた。しか
し、現在施行している各法律法規および司法解釈は、その制定の背景、時期が異なったため、
具体的範囲およびその算定方法についての規定は、実に多種多様である。これらの諸法律を適
用する時、司法上に混乱をもたらし、結果的には不公平が生じうるため、民法典を制定する際
には、統一する賠償方法を定め、特別法およびその他の法律と一致せず矛盾する規定を改正す
る必要がある。また、損害賠償の構成について、中国の従来の学説と現行法律が採っている扶
養侵害説は、欠陥があり、新しい立法において、改めて検討する必要があるが、日本における
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生命侵害による損害賠償の中心である逸失利益の算定について、私は、その構成に欠点と不合
理を感じる。実際に、高収入者、無収入者、幼児、主婦等の逸失利益の算定は困難であり、賠
償額に格差が生ずるのも事実である。したがって、中国における賠償額の構成には、逸失利益
のような収入による算定方法を取り入れるべきではない。賠償額を算定するには、類型化・定
額化をはかった上で、個別の情状を斟酌し、精神的損害賠償額をもって、全体的賠償額を調整
すべきである。このほか、損害賠償の実現を確保するために、関連する救済法制度も必要であ
ると考えている。
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