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　韓国では、戸主制度は2005年に撤廃された。

それまでは、戸主が絶対的な権限をもち、家族

員は、結婚するにしても戸主の意向に逆らうこ

とができない。それが法律によって定められて

いた。そこには、配偶者関係、親子関係、兄弟

姉妹間の序列など、家族成員間の序列構造があ

り、男女差別が構造化されていた。

　ホームドラマでも、それはたびたび描かれて

いる。たとえば、テレビドラマ「がんばれクム

スン」では、離婚経験のある女性へとの結婚を

認めない。ましてや、子があるシングルマザー

との結婚は、猛烈に反対される。子どもの養育

権は、母親の意向を無視して、夫側の家族が強

く主張する。結婚すれば夫の家族との同居が、

当然のこととされるなどが描かれれている。

　山下英愛さんは『女たちの韓流‥韓国ドラマ

を読み解く』（岩波新書、2013年）や、webサイ

トのwomen's action networkで連載されている「女

たちの韓流」で、ドラマを通して韓国社会を読

み解いている。それによれば、「がんばれクムス

ン」は、韓国社会で戸主制度撤廃の闘争が闘わ

れていた2005年に韓国文化放送（MBC）で放送

され、戸主制度のもとで打ち当たる壁を乗り越

えて行くシングルマザーを描き、〈男女平等放送

賞〉の大賞を受けたという。

　私は、戸主制度撤廃の闘争は、家庭内の民主

化闘争であると思う。この闘いがどのように展

開し、民法の改正にまで至ったのか、それにお

おいに学ぶ必要があるだろう。日本では、戦後

の平和憲法によって、家制度は撤廃された。し

かし、それは不徹底なもので、戸籍制度では、「戸

籍筆頭者」を中心に家族単位の編成となってお

り、完全に個人を単位としたものではない。また、

法的には、家制度は廃止されたものの、家意識

はさまざまな局面で残存し、結婚しても夫の姓

を選択するカップルは96％と圧倒的多数であり、

この比率には、ほとんど変化はない。

　夫婦別姓についても、家族としての一体感を

そこなうとして反対意見が強く、未だに実現に

は至っていない。結婚差別は、親の反対、親族

の反対によるものが多い。「婚姻は、両性の合意

にのみ基いて成立」という憲法第24条の規定に

かかわらず、親の同意を重要なこととする考え

方は根強い。

　他方、韓国の戸主制度の撤廃は、女性解放運

動の闘い、民主化闘争の盛り上がりによって勝

ち取られたものである。このことの意味は大き

い。戸主制度の撤廃は、それにとどまらず、戸

籍制度の撤廃と突き進んだという。日本がもた

もたしている間に、韓国社会は、女性差別の撤

廃や国家人権委員会の設置など、先に進んでい

る。

　私は、こうした問題意識から、韓国の戸主制

度の撤廃には、どのような背景があたのか、戸

韓国における戸主制度撤廃の背景をさぐる
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主制度の撤廃が、家族のありかたや男女平等に

どのような影響を及ぼしているのか。また、法

の改正によって直ちにそれが貫徹されるわけで

はなく、さまざまな抵抗や巻き返しが行われて

いるのではないか。そのようなことをさらに深

く学びたいと思った。

　今回は、山下英愛さんの仲立ちによって、朴

仁恵さんにインタビューすることができた。朴

仁恵さんは、『女性運動のフレームと主体の変化：

女性人権言説を中心に』（図書出版ハヌル、2011

年。山下英愛さんが現在翻訳作業中）を出版さ

れている。朴仁恵さんは、聖公会大学大学院で

社会学博士号をとられ、現在、仁川女性ホット

ライン会長、韓国女性ホットライン連合常任代

表、全国性暴力相談所・被害者保護施設協議会

常任代表、韓国女性団体連合人権委員長などで

活躍されている。朴仁恵さん自身は、戸長制度

撤廃については、あまりよく知らないとして別

の専門家を紹介されたが、朴仁恵さんは、女性

への暴力を家父長制の脈絡で分析されていると

ころからも、是非、お話を伺いたいとお願いし、

インタビューすることができた。2015年 3 月 9

日の午後、仁川廣域市富平區の「シスターフード」

の事務所で、1時間半ほど朴仁恵さんから韓国の

戸主制廃止運動について話を伺った。通訳は、

伊地知紀子さんと高誠晩さんがしてくださった。

　ーーー戸主制度撤廃の闘争は、家庭内の民主

化闘争であると思っていますが、その背景には

どのような動きがあったのでしょうかという問

いかけに対して、朴仁恵さんは、つぎのように

語ってくださった。

　「80年代にいくつかの契機がありました。韓国

の民主化闘争があり、各地の女性団体があつまっ

て、全国レベルで、「女性団体連合」ができました。

「女性団体連合」結成以前は、自由主義フェミニ

ズムでしたが、それに、ラディカルェミニズム

が加わりました。このことは重要で。ふたつの

流れが統合されるとういうかたちで力を得て、

家族法改訂委員会がつくられました。

　家族法改訂委員会の働きかけで、少しづつ、

いくつかの改訂がなされました。90年代初めで、

最後まで残っていたのが戸主制でした。そこで、

戸主制撤廃運動という名前で運動が展開される

ことになりました。戸主制撤廃運動には、女性

団体だけではなく、労働運動団体、言論団体、

教員団体、障害者や環境保護など市民団体のほ

か、宗教団体も加わり、これらの人たちが加わ

ることによって、運動は大きくもりあがりまし

た。

　韓国政府が、女性差別撤廃条約を批准（1984年）

し、その後毎年だされる報告書に、「戸主制は撤

廃されなければならない」という文言が常に入っ

ていました。

　 戸主制に関連して、同姓同本不婚という制度

があった。たとえば、金さん同士は結婚できな

いという民法上の規定があった。金さんの祖先

の出た土地、これを本貫というが、同じ金とい

う姓を名乗っていても、本貫が違っていたら結

婚できる。しかし、本貫が同じだったら、絶対

結婚できないということが法律で決まっていた。

現実は結婚していたのですが、そのような「同

姓同本不婚」という制度を撤廃させたのが1997

年です。

　戸主制は、この最後に残っていた同姓同本不

婚という制度をなくすことで、なくなりました。

　戸主制撤廃運動には、柱が 2つあって、一つは、

文化運動です。さっき、ここにおられた金孫ウ

イギョンさん。あの方は、父の姓と母の姓を一
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緒に名乗っておられます。そのように父母両姓

の名乗り運動が生まれました。

　戸主制撤廃運動は説明が難しいのです。日帝

時代からの歴史がある。なので、すぐにだれに

でも戸主制の問題点がわかるように、父母両姓

の名乗り運動を始めた。最初に、父母両姓の名

乗り運動を始めた方は、漢方の医師だった女性

です。

　韓国は、父系血統を記録する戸籍というのが

あるが、それが、戸主制廃止によって、戸籍が

なくなるわけですが、なくなった場合、個人の

存在をどのように記録するのかが問題になりま

す。そこで、討論会などを開いて、結果的に「家

族登録システム」を考えるようになりました。

運動をはじめてから50年かかって、やっと戸主

制が撤廃できました。

　この戸主制撤廃にもっとも強く反対してきた

のは、儒学者グループです。儒学者たちは、全

国におられるおられますが、ユリという儒学者

たちの団体があります。その団体が、戸主制撤

廃の話題が国会にでるたびに、全国からバスを

何百台とつらねて、白い服の韓服をきて、馬の

毛で編んだ帽子をかぶって、国会前をデモしま

した。儒学者たちがいうには、「戸主制度が廃止

されたら、国が滅びる」というのです。しかし、

戸主制度がなくなっても、国は滅びてはいませ

ん。最後には女性たちが勝って、民法は改正され、

戸主制度はなくなりました。

　以下、質疑応答

〈N〉同姓同本不婚という制度がなくなった97年

が戸主制がなくなったとおっしゃられたが、

制度としては、2005年に民法の大改正が行

われ、戸主制が全面的に廃止されたと書い

てあるものを読みました。この違いをどの

ように理解したらよいのでしょうか？

〈朴仁恵さん〉法律で廃止されたのは97年ですが、

あたらしく「家族登録制」が始まったのが

2005年です。なので戸主制度廃止は05とと

らえた方がよい。
　［野口の注釈］韓国の家族登録制のもつ意味について理解が

不足しているので、韓国において、戸主制度の廃止と家

族登録制との関係、同姓同本不婚の廃止と戸主制度の廃

止について、詳しく調べてみる必要を感じた。

　
〈F〉女性差別撤廃条約が84年に批准された。そ

の報告書というのは、政府がだしているも

のか、それともNGOがだしているものか？

〈朴仁恵さん〉報告書は政府がだすものもあるの

ですが、毎年出したというのは、女性団体

が出したカウンターレポートです。

〈R〉女性団体が出した報告書に対して、女性差

別撤廃委員会は、どのような見解を出され

たのか？

〈朴仁恵さん〉女性差別撤廃委員会も、「戸主制

は廃止すべきだ」という見解をのべ、それ

をもって女性団体は、政府に圧力をかけま

した。

〈A〉女性差別撤廃条約について重ねて質問。日

本だったら、85年に批准した時に、雇用に

おける差別をなくせというのが一番大きな

要求で、雇用が男女平等になって、国籍法

が男女両系主義になって、家庭での男女平

等の三つが大きく変わった。韓国では、戸

主制以外に、女性差別撤廃条約の批准によっ

て、大きく変わったのは、他に何があるの

か？

〈朴仁恵さん〉同性愛結婚です。

〈N〉先に自由主義フェミニズムとラディカルェ

ミニズが交流して大きく変わったとおっ
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しゃられたが、その違いはどのようなもの

か。例えば、戸主制度に関連しては？

〈朴仁恵さん〉戸主制度に関連しては、自由主義

フェミニズムもラディカルフェミニズも、

意見の相違がなかった。しかし、新しい家

族登録制については、意見が分かれた。こ

れは女性団体内部の対立ではなくて、男性

が中心になっている団体の間での意見の対

立•葛藤があった。

〈F〉家族登録制については、何が争点であった

のか。

〈朴仁恵さん〉個人情報をどこまでだせるのかと

いう点です。例えば、狭い場合は、名前、

生年月日、住所だけにするという案。広い

場合は、本人の家族の名前、離婚、再婚、

婚外子など、いろんな情報を盛り込む案。

結局は、証明書をほしい人が、どの情報が

ほしいのか、各項目にチェックして申請す

る。そのような折衷案が、現在、実施され

ている。

〈F〉ということは、登録するときには、結婚し

たとか、しなかったどか、子どもを生んだ

とか、生まなかったとかいう、情報をすべ

て出すのですか。

〈朴仁恵さん〉もとの戸籍があるから、そこから

の情報が転記されている。

〈N〉戸籍制度が廃止さんれたのは08年で、個人

単位の登録制度になった。戸主制度は廃止

されたのは05年であって、その具体的な中

身はよくわからない。話を聞くと、折衷的

なものとして、家族関係の情報が残ってい

る。個人単位の登録制度が、どこまで徹底

して行われているのか？それをめぐって、

どのような議論があるのか、教えてほしい。

〈K〉：死んだ人は、除籍簿にはいる。生きている

人は、戸籍簿。今、

〈N〉戸籍の公開制度はどうなっているのか、本

人登録制、他者が戸籍謄本をとる、プライ

バシーの侵害。

〈K〉　韓国では、本人以外は取れないのが原則。

検察のリーダーが、婚外子だった。かれは

朴大統領の反対派だった。朴大統領側が、

彼の戸籍を違法に閲覧して、婚外子である

ことを暴露した事件があった。

〈朴仁恵さん〉女性団体と女性団体以外の団体、

戸主制廃止のための市民の会という女性団

体以外の団体は、新登録制度をめぐって、

女性団体は家族別記録制を主張した。でも

女性団体以外は、一人一籍を主張した。女

性団体は、個人単位の一人一籍にすると予

算がかかる。あるいは国民に誤解を招く、

混乱を招く可能性が高い。今までとはまっ

たく違うので混乱を招くという理由で反対

し、家族別記録を主張した。
　［野口の注釈］　戸籍制度が廃止されたということの意味を、

もう少し詳しく調べてみる必要がある。個人単位の編成

か、家族単位の編成かの争点をめぐる論争の中味を明ら

かにする必要があるだろう。

　
〈S〉戸主制度の廃止は、大きな意味があったの

だろうけれども、国民にどのように受けと

められたのか？儒学者が反対したという話

があったが、普通の大多数の国民にとって、

この改革は、どのような意味をもつのか、

ちゃんと理解されていたのでしょうか？

〈R〉戸主制の廃止が、家庭の中の力関係にどの

ような影響を及ぼしているのか、ミクロな

レベルでの意識変革への変化は、どうだっ

たのでしょうか？

〈朴仁恵さん〉当時の韓国で、民主化闘争の英雄

は金大中でした。一般の国民も戸主制度の
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廃止は、当然の社会変化だと受けとめてい

ました。戸主制度の廃止によって、大きな

社会変化はないといって、女性団体は訴え

ていました。当時、マスメディアは、戸主

制度の現実の事例を紹介した。例えば、再

婚した女性の子どもは、自分の父の姓と再

婚した父の姓が違う。それによって不便を

受ける。家計の中心的な担い手が母であっ

ても、戸主は幼い子どもとなっている。戸

主制度によって母が、法的権利が制限を受

けるなどの事例をマスメディアは積極的に

報道した。

〈R〉戸主制度の廃止によって、女性の家庭内で

の地位には、目に見えるような大きな変化

はなかった。家庭での意思の決定、戸主制

の廃止は影響を及ぼしていないのではない

か。

〈A〉移住外国人の場合、どうなるのか？

〈朴仁恵さん〉名前を載せられるけれども、国籍

をとらないと、名前と国籍しか載らない。

〈A〉戸籍がないから、結婚すれば、夫の戸籍に

載るわけですか。

〈朴仁恵さん〉ただ住民登録番号がないので、名

前と母国の国の名前しか載らない。幽霊の

ようなあつかい。いろんなケースがある。

離婚した場合、夫の側にある家族登録から

除かれる。再婚するとその夫の家族登録譜

にのる。再婚しないと、一人だけの記録だ

けになる。

〈F〉家族登録と住民登録の 2つがあるのですか？

〈朴仁恵さん〉家族登録と住民登録の 2つがある。

家族登録は、家族関係の記載。だれと結婚

した、だれを生んだとか。住民登録は、居

住地中心、引っ越し、現在、同居している

家族の全員の名前が載せられる。家族全員

の情報を調べるためには、家族登録と住民

登録を調べる必要がある。問題は移住女性

の場合ですね。韓国籍をとっていない移住

女性は、より複雑な事情に巻き込まれてい

る。住民登録もないし、家族登録もない。

彼女は、離婚自体が成立していない。そも

そも家族になっていないからだ。プロセス

では、まず旦那が婚姻届けをだす。それで

韓国に入国する。彼女は、国籍を取得をし

ないと、家族登録ができない。外国人登録

で記載される。2年の結婚継続して、はじめ

て永住権が取得する権利ができる。この 2

年が非常に重要で、不安定。2年以内であれ

ば、帰国しなければならない。夫の許可が

なければ、永住権がとれない。

〈A〉逆に、夫が外国人で、韓国人が妻の場合は

どうなるのか？

〈朴仁恵さん〉その場合も同じで、妻の許可が必

要とされる。家族法は、韓国人を対象とし

ているので、外国人の場合は、除外されて

いる。夫が妻を管理するということになっ

ている。妻を奴隷状態にとどめるという批

判が女性団体からあがっている。

〈F〉家族登録制になって、個人単位にするか家

族単位にするかという議論があったが、移

住外国人の立場からすれば、個人単位の登

録制にすべきだという意見はないのです

か？

〈朴仁恵さん〉一人一籍にしても、韓国籍がない

ので、できない。

〈A〉イジャスミン氏は、国会議員になったが、

彼女の場合はどうか。

〈朴仁恵さん〉イジャスミン氏は、移住女性の一

世ですが、韓国籍をとっている。日本と違

うのは、婚姻届けをだして、婚姻ビザで入



88

『人権問題研究』15号

国する。イジャスミン氏も、婚姻ビザで入

国した、多文化家族の一人です。韓国籍を

とったのですが、韓国の多文化政策は、国

の統治戦略として活用されるので、当時、

与党の比例代表として選ばれた。アイダマー

ルのダナヤングループの友だちがイジャス

ミンさんですが、当時、比例代表として選

ばれたときも、友だちが非常に心配した。

政府に利用される可能性がたかい。実際に、

国会では移住女性のために動けていない。

ただ、移住女性のためにやってますという

プロパガンダのために使われている。彼女

の個人的な活動は、フィリピンで大きな台

風の被害を受けたとき、フィリピンを援助

する法律を提案して、通った。そのときも、

なぜフィリピンのための法律をつくるのか

という非難が起きた。実際、彼女が国会の

中で、あまりめだたない。女性団体たちも、

それを心配している。

〈A〉多分、日本との違いで、韓国では、女性は

戸主になれなかった。戸主制度が廃止され

て、家族登録制度になった、はじめて戸籍

筆頭者になれた。それが、日本とすごくち

がう。

〈朴仁恵さん〉女性が世帯主になれるようになっ

た。現在では、家族登録は、現在の状態し

か載らないので、離婚の履歴は残らない。

〈朴仁恵さん〉戸主制度の廃止運動は、戸籍は日

帝の植民地の統治の残滓だというで、それ

が非常に大きいことだった。しかし、儒学

者たちは、韓国の伝統として守ろうとした。

韓国から見たら、女性も戸籍筆頭者になれ

るということは、信じられないくらい大き

な変化だった。

〈N〉韓国の戸主制度の撤廃は、家族のありかた

や男女平等に極めて大きな影響を及ぼすも

のあったでしょう。しかし民法の改正によっ

て直ちにそれが貫徹されるわけではなく、

さまざまな抵抗、バックラシュがあったの

ではないでしょうか。

〈朴仁恵さん〉バックラシュについては、実際上

の生活上の変化がないので、それほど大き

なバックラシュは起っていません。

　ーーーー長時間にわたって、お話いだだき、

ありがとうございました。

〈朴仁恵さん〉戸主制度に関連した論文は、あま

り多くないのですが、2004年、梨花女子大

学の社会学科の修士論文、「韓国女性運動の

時期別組織連帯に関する研究ーー家族法改

正運動にみる事例」があります。

　なお、2015年春の人権問題研究センターの現

地調査は、3月 9日から12日にかけて行った。訪

問したところは、下記の通りである。それぞれ

個別に報告すべきところであるが、ここでは、

戸主制度の廃止をめぐって報告した。

　 3月 9 日（月）朝、関西空港を出発し、仁川

空港着。仁川廣域市富平區富平 4洞の「シスター

フード（Sister Food）」を訪問、ここで朴仁恵さ

んからの韓国の戸主制廃止運動について話を

伺った。

　 3月10日（火）は、「人権希望カンガンスルレ」

（仁川廣域市南區道禾 1洞を訪問、ここで、活動

について報告を聞き、意見交換。ソウル特別市

麻浦區城山洞の 「戦争と女性の人権博物館」を見

学、意見交換。

　 3月11日（水）は、京畿道議政府市高山洞の
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「トゥレバン」を訪問、意見交換。「Camp 

Stanley」周辺見学、昼食後、一部の人を金浦空

港に送り届けたあと、ソウル市内に戻る。

　 3月12日（木）は、「朝鮮族タウン」を見学、

同胞世界新聞社を訪問、意見交換

　カリボンドンの再開発計画現地事務所を訪問、

意見交換。午後、金浦空港から帰国した。

　参加者は、阿久澤麻理子，伊地知紀子、狩俣

正雄、高誠晩、島和博、高木久美、土屋貴志、

野口道彦、古久保さくら、山崎孝史、梁優子（あ

いうえお順）の11人であった。

―――――――――――――――――――――――
＊大阪市立大学人権問題研究センター特任研究員


