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○司会　おはようございます。

　私は、本日、総合司会を担当させていただきます櫻田でございます。どうぞよろしくお願い

をいたします。

　本日のシンポジウムでございますが、「生殖補助医療と法」というふうに銘打ちまして、日本

学術会議と関西大学法学研究所の共催ということで催させていただいております。かねてより

この問題につきましては、世情をにぎわすようないろいろな問題もございまして、かつて厚生

労働大臣と法務大臣の連名によりまして日本学術会議に対しまして、この問題についての報告

書を出してほしいということで諮問を受けました。その報告書はお手元にはないかと思います

が、平成20年 ₄ 月16日に法務大臣に対して提出されております。しかしその後、ご存じのよう

にまだ何の施策もなされておりませんで、状態としては従来どおりということでございます。

　そこで日本学術会議のほうといたしましても、まだ十分に論じられていなかった問題を含め

て、法学委員会のもとに「生殖補助医療と法」という分科会を設けまして、そこで審議をして

いることでございます。そういう中で審議に対する報告書の回答、その中で金澤一郎会長が付

言をされているわけでございますが、こういうことでございます。

　この提言に至る審議結果については、対外報告「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題」

としてまとめられていますのでご参照くださいということですが、あわせて生殖補助医療をめ

ぐる諸問題について、国民の間で幅広く議論がなされ、社会的合意が早期に形成されることを

期待しますということになっておりますので、改めてこの機会にこういう代理懐胎を中心とし

ます生殖補助医療の課題につきまして、新たに何人かの先生方にそれぞれの分野からご報告を

いただきまして、皆様のご意見を伺いたいと、そういう機会を設けてはどうかということにな

りましたので、本日のシンポジウムということになっております。したがいまして、活発なご

議論をいただければと念じているところでございます。

　それでは最初に、これは日本学術会議の共催ということでございますので、日本学術会議の

第 ₁部の部長をしておられます廣渡先生の方から少しごあいさつをいただきたいと思います。

　それでは、よろしくお願いいたします。

〔行事記録〕
第41回シンポジウム
日本学術会議法学委員会「生殖補助医療と法」分科会公開シンポジウム

生殖補助医療と法
～代理母と子どもの知る権利をめぐって～

と　き：2009（平成21）年11月29日（日）10：15～18：00 
ところ：関西大学千里山キャンパス　尚文館ＡＶ大教室

※文中にある（ppt.○）は p.115以降の資料をご参照下さい。
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○廣渡清吾　皆さん、おはようございます。

　きょうのシンポジウムは、日本学術会議と関西大学法学研究所の共催ということでございま

すので、最初に日本学術会議からごあいさつをさせていただきます。

　日本学術会議については、ご承知の方もいらっしゃると思いますし、ご承知でない方もいら

っしゃると思いますが、1949年に設置されまして、ことしで満60年を迎えます。第 ₂次世界大

戦後の日本の戦後改革の中で科学の声を行政に反映するということを目的にして、日本学術会

議法という法律がつくられて、それに基づいて設置されております。国の行政機関の一つでご

ざいます。そこには会員が210名、それから連携会員、これは会員と連携して日本学術会議の活

動を推進するという役割をもちますが、連携会員が約1,900名、合計約2,100名の科学者がこの活

動に参加をしております。

　日本学術会議の組織は、先程櫻田先生からもご紹介がありましたように、私は第 ₁部の部長

を務めておりますが、三つの部に分かれまして、第 ₁部が人文・社会科学、第 ₂部が生命科学、

第 ₃部が理学・工学と、この三つの部に分かれておりまして、この三つの部の下に30の専門別

の分野委員会がございます。そのうちの一つに法学委員会がございます。この30の分野別委員

会のもとにたくさんの分科会が設置され活動しております。その一つがきょうのシンポジウム

を準備いたしました「生殖補助医療と法」の分科会ということでございます。

　このテーマの重要性については、先程既に櫻田先生からおっしゃっていただきましたけれど

も、日本学術会議は2008年の ₄月に報告を出しました。これは二つの省から審議依頼がありま

して、それにこたえて回答を出したということです。広く社会にアピールをする報告を出して

おりますが、その中でも生殖補助医療の問題は、なお今後の問題であって、さらに検討すべき

たくさんの論点を抱えていて、今後の検討を期待するということで報告が終わっております。

つまり原理的な考え方は出しましたけれども、さらにそれを詰めるべきたくさんの問題を抱え

ているということで、この分科会が設置されて、きょうご報告いただくような形で審議が進ん

でいるということでございます。

　最後に一つだけ、今の日本学術会議の活動の中心をご紹介したいと思いますが、「日本の展

望」を学術から提言するということで、2,100名の会員、連携会員の総力を挙げて取り組んでい

ます。 ₈月に政権交代があり、民主党政権が誕生いたしました。科学技術を推進するというこ

とはよく言われるのですけれども、実は科学技術という言葉の中には、私たちの人文・社会科

学が含まれておりません。かつ、自然科学の中でも基礎科学、基礎研究というものを中心にし

ない形で科学技術というコンセプトが立てられて、それが政策の中心として推進されておりま

すので、これでは科学技術そのものの将来も危ないと、もっと広く学術全体を推進すべきであ

るという見地から、今、報告書を準備しておりまして、来年の ₄月に国民に向けてアピールを

するという予定にしております。

　日本学術会議は、ホームページがございますので、皆さんご関心をお持ちいただけましたら、

時間がございましたときにはホームページをちょっとのぞいていただきますと、私たちの活動

がどんな広がりを持っているかおわかりいただけるかと思います。今後ともよろしくお願いい
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たします。

○司会　廣渡先生、どうもありがとうございます。

　それでは、最初に予定されております10時半までの部分でございますが、まだ若干時間がご

ざいますけれども、早速講演をお願いしたいというふうに思います。

　最初にお話しいただきますのは、吉村先生でございます。吉村先生は、きょうお配りしてお

りますものにも書かれておりますように、慶應義塾大学の医学部の教授であらせられるととも

に、日本産科婦人科学会の理事長でもございまして、この問題については、かねてよりいろん

な分野で発言をされている方でございます。

　そこで、生殖補助医療についてということで、最初にご報告をお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○吉村泰典　皆さん、おはようございます。

　慶應大学の吉村と申します。私、産婦人科医になりまして30数年が経過し、生殖医療を専門

としています。

　きょうは、生殖医療の現況と課題ということでお話をさせていただきます。

　生殖医療にブレークスルーが起こりましたのは、やはり1978年にイギリスで体外受精・胚移

植が成功したことによります。もともとこの技術というのは、赤ちゃんが持てない患者さんに

対し卵子を取り出して体外で受精させるもので、不妊の治療として発展してきました。しかし

ながら、最近になり、この技術を利用して卵子を提供したり、受精卵の提供をしたり、代理懐

胎といった医療行為が現実に行われるようになってきました。

　こういった医療は、人間の尊厳、あるいは社会の秩序に大きな影響を及ぼす可能性があるこ

とは、皆様方もよくご存じだと思います。これが（ppt. ₃ ）我が国の生殖医療の歩みですが、

昭和24年にＡＩＤと申しまして、ドナーつまり他人の精子を妻に人工授精することで赤ちゃん

が生まれました。ですから、もう60歳ぐらいになっておられると思います。イギリスからおく

れること ₅年ですが、我が国でも体外受精が成功しました。その後90年代までは余り大きな問

題が起こりませんでしたが、91年日本人夫婦が渡米をいたしまして、アメリカ人の女性に子宮

を借りて代理出産したという事実が報道されました。それから93年になりますと、アメリカ人

の女性から卵子の提供を受けた、要するに、妻に卵子がないため卵子の提供を受けて赤ちゃん

をつくったという事件が起こりました。それまではアメリカで行われていただけでありました

が、98年になりますと、我が国においても長野県の産婦人科医師によって兄弟姉妹の精子や卵

子を使った体外受精が実施され、2000年代になりますと代理出産の報道もされました。それか

ら、2005年には母親が娘のために代理出産をしたこと、2008年になりますと、インドでの代理

出産の女児が無国籍となってしまったという事件も起こりました。

　これが（ppt. ₄ ）体外受精の方法です。このように軽い麻酔をかけ、腟から超音波ガイド下

に卵巣に針を刺し卵子を取ってきます。卵子を取って培養皿に入れ、精子をかけ合わせ受精さ

せます。できた受精卵をさらに培養いたしまして、 ₄細胞、 ₈細胞になったところで胚を子宮

に戻すといった方法です。最近ではもう少し長期間胚を培養して、胚盤胞の時期まで ₅日間程
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培養し、良好な胚を戻す方法が行われています。

　この図は（ppt. ₅ ）顕微授精です。この顕微授精の方法とは、顕微鏡下で細い針を使って精

子を ₁匹、卵の細胞質内に注入するという方法です。

　これが（ppt. ₆ ）我が国の体外受精の登録実施数を示しています。わが国では現在500を超え

る多くの施設で体外受精が行われています。この施設数は、世界的にどうかと見てみますと

（ppt. ₇ ）、我が国における施設数は世界で第 ₁位です。アメリカでも大体400程度ということを

考えますと、我が国は世界の中でも最も多くの施設で体外受精が実施されていることになりま

す。この施設数が多いということは決して良いことではありません。施設数が多いと統制をと

ることが難しくります。

　これが妊娠率です（ppt. ₈ ）。破線を見ていただきたいんですが、これは臨床妊娠率です。20

％ということは、100回実施すると20回は妊娠できるということを示しています。最近になっ

て、その成績が下がってきています。最近はフレンドリーと申しまして、余り卵巣を刺激しな

いで自然に近い状態で体外受精を行うことが多くなっています。これは患者さんにとっていつ

でもキャンセルもできますから、大変都合良いことではあるのですが、 ₁回の採卵の数が減る

ので結果的に成績が悪くなってしまいます。患者さんは当然のことながら何回も体外受精を受

けなくてはならないことになります。患者さんにしてみれば、いい点もあれば悪い点もありま

す。

　最近になって非常に良い成績が得られるようになってきたのは、凍結融解胚の妊娠成績です

（ppt. ₉ ）。30％を超えていますが、これは世界でもトップレベルの水準に達しています。受精

卵が余った場合に凍結をさせておき、これを患者さんの都合の良い時期に戻してあげる。 ₁回

の体外受精で多くの受精卵ができますと、それを凍結しておいて、それを ₂年後、 ₃年後に戻

すことができます。

　これは（ppt.10）、体外受精で生まれた子どもの割合を示しています。1999年に全出生児の ₁

％を超えました。すなわち99年からは100人に ₁人以上のお子さんが体外受精関連技術で生ま

れていることになります。一番新しいデータでは ₁ .88となっておりまして、56人に ₁人ぐらい

の割合で体外受精児が生まれていることになります。

　欧米では ₃％を超える国々は多くみられます（ppt.11）。我が国が特に高いというわけではあ

りません。すなわち大体 ₂％から ₃％ぐらいの世界の赤ちゃんは、今、体外受精で生まれてい

ることになります。

　体外受精においては、いろいろな問題点があります（ppt.12）。実線が、双胎つまり双子を示

しています。破線が ₃胎以上を示しています。排卵誘発剤を使うようになって少しずつ増えて

きたわけですが、やはり体外受精をするようになりまして、急激に ₃胎以上の妊娠が増えてき

たことがおわかりいただけると思います。そこで日本産科婦人科学会もこの状況を放置してお

くことができないということで、世界に先駆け1996年より移植胚数の制限をしてきています。

さらに2008年からは、移植胚を原則 ₁個にするように指導しています。

　多胎の割合ですが（ppt.13）、やはり双胎が非常にふえてきたということがおわかりいただけ



― 39―

ると思います。特に問題なのは ₃胎以上が急激に体外受精が実施されるようになってからふえ

てきたということです。この点につきましては、日本産科婦人科学会は会告を出すことによっ

て多胎が減少してきたことは評価できるのではないかと思っています。今後は ₃胎以上をなく

する努力が大切になってきます。

　この図は（ppt.14）Ｙ染色体を示しています。Ｙ染色体には短腕と長腕がありますが、長腕

の一部に精子をつくる遺伝子があります。これら遺伝子は特定されているわけでありません

が、精子を形成するための様々な遺伝子の存在が考えられています。無精子症の患者ではこれ

ら遺伝子に欠失がみられる場合があります。当然のことながら、こういった欠失のある無精子

症の人は、これまでは赤ちゃんをつくることができなかったわけです。しかし、遺伝子の欠失

があっても、遺伝子に異常があっても、少しの精子がみつかる人もいます。以前であれば、こ

ういった男性は、自分の子どもを持つことをあきらめＡ IＤを受けていましたが、今日では精

子を見つけ出し、顕微授精をすれば妊娠できるようになってきました。このような人で遺伝子

検査をしてみますと（ppt.15）、人によってはバンドが見られない、つまり遺伝子の欠失がある

人がみつかることがあります。今では欠失のみられる人であっても精子を見つけ出し顕微授精

すれば赤ちゃんを作ることができます。

　子どもができた時に、女の子であればＹ染色体は受け継がれませんから、全く問題ありませ

んが、男の子が生まれますと大きな問題点が出てきます。これは男の子が生まれた時に父親の

異常が受け継がれるかどうかを検討した成績です（ppt.16）。この研究により、父親の遺伝子の

欠失が生まれた男の子どもに受け継がれていることがわかります。　しかし、もう一つの問題

点は、お父さんの欠失よりも、子どもの欠失の方が大きくなってしまうことがあることです。

お父さんの遺伝子を調べ欠失があった場合、どういうようにインフォームドコンセントを取る

かが問題となります。子どもが生まれた場合、男の子が生まれると、お父さんと同じように精

子が少なくなったりすることがありますよということを前もってご夫婦にお話しておかなけれ

ばなりません。患者さんにお話をいたしますと、「また顕微授精しますから」と答える方がほと

んどで、「そうすれば生まれるんでしょう。」と簡単に考えている患者さんが多いことも、非常

に危惧するところです。

　これは体外受精などに伴う妊娠の臨床的諸問題をまとめたものです（ppt.17）。確定的なの

は、二卵性双胎が多くなることです。二卵性が多いということは、胚を ₂個以上戻して妊娠し

ますと二卵性双胎になる可能性があります。しかし胚を ₁個移植しても双子になることがあり

ます。これは一卵性双胎が多くなるからです。体外受精では自然妊娠の ₂倍から ₅倍の頻度だ

と言われています。12. ₅ 倍という発生のリスクの報告もありますが、いずれにしてもリスクの

高い一卵性双胎が多くなることは問題です。染色体異常は通常の体外受精では余り問題となり

ませんが、ＩＣＳＩすなわち、顕微授精では多くなるということも言われています。もともと

ＩＣＳＩを受けるカップル、顕微授精を受ける人は染色体異常の人が自然妊娠の方より多いと

考えられていますので、これはＩＣＳＩの操作によって増えるとは言えないとする報告もあり

ますが、現在のところこれまでの報告ではＩＣＳＩで染色体異常の頻度はやや上昇すると考え
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てよいかと思います。当然のことながら、多胎が多くなるので未熟児で生まれる子どもが多く

なります。その他、死亡率とか、奇形率が高いといった報告はありますけれども、これらの点

につきましてはまだエビデンスはありません。

　体外受精が一般的が実施されるようになり、着床前診断も行われるようになってきました。

これは人の ₈細胞の胚ですが（ppt.18）、その中から ₁個の割球を取り出し、この割球を使って

遺伝子診断をすることになります。これは非常に難しい方法で、この ₁個の細胞で診断できれ

なければ、この胚を捨ててしまうことになってしまいます。この着床前診断について、これま

で我が国でもさまざまな検討を行ってまいりましたが、現在では重篤な遺伝子疾患で遺伝子異

常がわかっているものに対しては、日本産科婦人科学会では実施してよいということにしてい

ます。

　方法ですが、簡単に図示しますと（ppt.19）、まず体外受精をし胚を作ります。 ₄細胞とか ₈

細胞のときに細胞（割球）を ₁個取ってきます。割球を使って遺伝子の診断をし、正常である

胚を子宮に戻すことにしています。そして妊娠出産することになります。

　この着床前診断については、さまざまな反対意見や賛成意見があります（ppt.20）。ご意見を

お伺いしておりますと、反対意見の方が説得力はあるように思います。着床前診断は、命の格

付につながる、生まれてくる命を受精卵に異常があるからといって抹殺するのはおかしい、そ

れは人間の勝手である。あるいはこういう大事なことを一学会で是非を決定するのはおかしい

といった意見もあります。このような是非の判断は学会が決めるようなことではないと思いま

す。一方、賛成意見を見てみますと、選択するのは患者自身であるべきである。生みわけで自

分の子ども、男の子が欲しい、女の子が欲しい、そういったことは外国で認められてるのに日

本で認められないのはおかしいというような意見があります。

　日本産科婦人科学会は、着床前診断については ₇、 ₈年前よりいろいろな障害者団体とも話

し合いを続けてまいりました。論点としては（ppt.21）、受精卵を廃棄するということが本当に

許されるのかどうか、例えば遺伝子に異常があったからといってそれを廃棄してもいいのかど

うか、そして正常な受精卵を残す選択というのは許されるのかということです。学会としては、

大変な作業となるのですが、現時点では小委員会を設け、申請を受けた症例に対し ₁例 ₁例承

認してよいか、審査の対象外であるのかどうか、許可することができないかを審査することに

しています（ppt.22）。その適応については重篤な遺伝性疾患に限っており、一般的には成人に

達する前に生存が危ぶまれる病気に対しては、この着床前診断を行ってもよいという立場をと

っています。

　ところがヨーロッパでは（ppt.23）、高齢初産になると、当然のことながらダウン症を初めと

する染色体異常が多くなりますが、そのスクリーニングとして着床前診断を実施しています。

一方、遺伝子の診断に比べますと、染色体の数的異常の診断は比較的簡単であり、簡便に行え

るということから、例えば35歳以上の方とか、体外受精で何回も失敗し赤ちゃんが得られてな

い人とか、それから ₂、 ₃回流産してる人にスクリーニング検査として実施されています。最

近の特徴はソーシャルセクシングといって、男の子が欲しい、女の子が欲しいということにも
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着床前診断が使われています。

　私ども学会は、これまで述べたような厳しい条件下で実施してきましたが、会員から学会が

訴えられるといった事件が起こりました。着床前診断を受けたい人に対し学会が制限を加える

のは違法であるということで訴えられましたが、最高裁では、学会のスタンスは違憲ではない

との判断が得られました（ppt.24）。

　一方、難病治療のために受精卵診断が使われることがあります（ppt.25）。例えば子どもが生

まれ、その子どもが病気、遺伝病を持っていたとします。要するに遺伝病の子どものために細

胞を使えるような子どもをつくるという、これはデザイナーベビーと呼ばれています。骨髄移

植ができるような子どもを妊娠する、そのために着床前遺伝子診断を応用するといったことも

欧米では行われています。

　着床前診断ができるようになると、体外受精をした時に ₁個の割球を取り出し、それからＥ

Ｓ細胞を樹立することができます（ppt.26）。この ES細胞を凍結しておけば、将来自分が病気

になった時にその ES細胞を使う、このようなことも可能になってきています。

　生殖医療に関して、先進諸国の中で法を持っていないのは我が国だけといってもよいでしょ

う。例えば法令に基づく規制といいますと、これはクローン規制法というのを皆さんはご存じ

だと思いますし、国のガイドラインというようなものであれば、ＥＳ細胞の樹立についてとい

ったものがあります（ppt.27）。

　我が国では生殖医療に関する法はありませんが、日本産科婦人科学会が様々なガイドライン

（ppt.29）を出しています。これまで学会が出したガイドラインを我が国の産婦人科の先生方は

よく守っていただいていると思います。このように体外受精、着床前診断などについては学会

の自主規制を実施してきました。

　医の倫理を考える場合に、二つの考え方があると思います（ppt.28）。インフォームドコンセ

ントを徹底して自由主義の原則を確立するというのは、これはアメリカ的な考え方で、自己決

定権に制限を加えることができるのは他者危害の原則のみであるとするものです。一方では、

この自由主義には限界があるとの考え方もあります。この限界とは自己決定権だけでは規制で

きないような事例があるといったことからガイドラインをつくっていくというのがヨーロッパ

的な考え方です。

　こういった状況の中で、2003年に代理出産、国内 ₂例目、夫の義理のお姉さんが代理母にな

ったというようなことが我が国でも行われたことが報道されました（ppt.30）。最近の出来事だ

けを列挙してみました（ppt.31）。第三者を介する生殖補助医療に関して、厚生科学審議会で答

申案は出されましたが、国で必要な法律などをつくっていないということなどもあり、生殖医

療機関からなる民間団体であるＪＩＳＡＲＴが、姉妹、友人からの卵子の提供を承認する決定

を下しました。この団体では倫理委員会も厳しく実施しておられますし、一定の医学的基準も

つくっています。そして規定に従い実施され、すでに子どもが誕生しています。それから、独

身の男性がインドで代理懐胎を依頼し、生まれた子どもの帰国が認められなかったことも報道

されました。また、61歳の祖母が代理懐胎をしたという事件も起こりました。さらに、受精卵
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の取り間違いという事件も起こりました。それから人身売買したミャンマー人の代理母を中国

が強制送還したとの報道もありました。安い金額で代理懐胎が依頼されており、これは女性の

搾取につながると考えられています。

　平成10年ぐらいから ₅年間もかけ、厚生科学審議会の専門委員会と生殖補助医療部会で二度

にわたって検討し、15年 ₄ 月に最終的にその報告書がまとまりました（ppt.32）。夫と妻以外の

精子、卵子を認める、そして代理母は禁止する、提供は無償、それから匿名性の原則を守る、

兄弟、姉妹からの提供は現時点では認めないことになりました。子を出産した人を母とし、同

意した夫を父とし、提供者を特定できる個人情報まで子どもは知ることができるとしました。

　匿名性について説明します（ppt.33）。ドナーの精子を人工授精するＡ IＤはもう昭和24年か

ら慶應義塾大学病院を初めとする様々な医療機関で実施されています。優生思想を排除するた

めにはクライアントの夫婦と提供者の匿名性の担保が必要となることから、これまでＡ IＤは

匿名で実施されてきました。この匿名性を守らないと、提供者のプライバシーを守ることがで

きなくなります。もう一つ付随してくることとして、医療者サイド側から見ると、匿名性を守

らなければ提供者の減少が予想されます。スウェーデンなどでは現実に提供者が減りました。

　出自を知る権利については、二宮先生がお話しされると思いますので、私は簡単に申し上げ

ます。国連で批准された子どもの権利条約というのがあります（ppt.34）。その第 ₇条に、子は

その父母を知り、その父母によって養育される権利を有するという項があります。このことよ

り、子の出自を知る権利が強調されるようになってきました。

　我々は2000年にＡＩＤで子どもが生まれた父親にアンケート調査をしています（ppt.35）。出

自を知る権利を子どもが行使するためには、親が子どもにその事実を伝えなくてはなりませ

ん。絶対にしない、できればしたくない、まだ考えてないという答えが多いところを見ますと、

ＡＩＤを受けた父親は、ほとんど子どもに伝えていないということになります。スウェーデン

においては人工授精法がもう行使されてから20年以上たっておりますが、子どもは誰一人とし

て出自を知る権利を行使してないといわれています。つまり、スウェーデンでも両親はやはり

生まれた子どもにＡ IＤを実施した事実を話していないことが予想されます。

　これは才村先生が特別養子制度の真実告知に関してお取りになったデータです（ppt.36）。特

別養子制度では、裁判所は両親に子どもが養子であるということを伝えた方がよいことを推奨

しています。一般論としては打ち明けた方がよいと思ってる人は ₆割ですが、実際に告知をし

たかどうかということになりますと、30％以下に減少しています。つまりいかに特別養子でも

告知が難しいかということを示しています。

　子どもに事実を伝えることは大変難しいことです。いろんな国々でも、苦慮しています。子

どもの権利として出自を知る権利を単に認めればよいということではすまされないということ

も考えておかなければなりません。これは厚生科学研究で行ったアンケート調査です（ppt.37）。

生まれた子どもが精子、卵子の提供によって生まれた事実を知る、こういったことについてど

う思いますかという質問に対し、知らされるべきであるという人は10数％のみであります。知

らされるべきではない、親の考えに任せるべきであるという方が多数を占めています。知らせ
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るべき情報はどこまでかと申しますと、13％ぐらいの方のみが個人を特定できる情報まで知ら

せると答えています。

　厚生科学審議会では、出自を知る権利をどのように扱うかということが大きな問題になりま

した（ppt.38,39）。いろいろな考え方がありましたが、結果的に親が子どもに対して提供によ

り生まれた子であるということを告知しなければならないとしました。子どもには15歳からそ

の権利を行使することができる。そして、ドナーを特定できる情報まで開示することになりま

した。当然のことながら子どもに対して特段の配慮をしなくてはいけません。前提として、ク

ライアントの夫婦、あるいは提供する者が生まれた子どもに出自を知る権利があるということ

を認識することが大切になります。

　出自を知る権利をもう一度考えてみますと、やはり子の保護、人間的尊厳性を守るという観

点から極めて大切な権利であると思います（ppt.40）。しかし、これをどこまで認めるか、特定

できる個人情報となりますと、ドナーの匿名性との関連も問題となります。これは非常に難し

い問題だと思います。最も大切な点は、クライアントの夫婦が精子や卵子の提供を受けて体外

受精を受けるような場合は、子どもに対して真実告知をしなくてはいけないということです。

告知があってはじめて、子どもが出自を知る権利を行使することができます。それから、私た

ち医療者側も、子どもにその権利があることを十分認識していくことも大切です。

　もう一つの問題点は、法的な親子関係の問題です。第三者を介する生殖補助医療が行われる

ようになると、母の存在ということが非常に難しい問題となってきます（ppt.41）。これまでは

当然のことながら妊娠、分娩の母が法律上の母であったわけですが、卵子を提供した人が果た

して母でないのか、あるいは子を欲し契約する人が母ではないのか、これらが非常に大きな問

題点となります。民法の親子関係の規定に関しては、772条の第 ₁項に妻が婚姻中に懐胎する時

に（ppt.42）夫の子として推定する。ＡＩＤは夫婦間で実施していますので、これにより夫が

父となるわけです。行為規制で代理懐胎は禁止するとされていたので、法制審議会では三つの

点が提案されました（ppt.43）。出産した人を子の母とする、卵子の提供を受けても、卵子を提

供した人は母でないことになります。生殖医療を受けてよいと同意した夫が父となります。も

う一つは、精子を提供した人は父ではないことを規定しました。

　代理懐胎ということになりますと、以前は妻に子宮がない、卵巣がないといったときに、夫

の精子を他の女性に人工授精する方法が用いられました（ppt.44左図）。最近はクライアント夫

婦の卵子と精子を体外受精させ、他の女性に移植し妊娠分娩をしてもらう代理懐胎が増えてき

ています（ppt.44右図）。アメリカで日本人夫婦100例以上代理懐胎が行われてきたと予想され

ていますが、全く問題なく日本で自分の実子として認められてきました。このときには（ppt.45）

アメリカでの領事館の方が代理懐胎で生まれた子であることを知ってしまったために実子と認

めるわけにはいかないということになってしまいました。向井亜紀さんのケースも子の福祉の

観点から考えると大きな問題ですが、高裁と最高裁の判断は違っています（ppt.46,47）。

　高裁においては、社会はこういった代理懐胎を認めているのではないか、血縁関係を重視す

ると母として認めてあげてもいいのではないか、また子の福祉の観点からも親としてよいので
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はないかと判断されました。しかし、最高裁は一律の基準で親子関係は決められるべきだとし、

母として認めないとの判断が下されました。

　代理懐胎については、立法による速やかな対応が必要だと思います。今の代理懐胎の状況を

見ていると、現行の民法では対応できないところがあります（ppt.48）。それからもう一つ、産

婦人科の立場からは代理懐胎における妊娠、分娩のリスクを強調しなければなりません。我が

国の周産期医療は世界でトップレベルにあり、現在素晴らしい周産期医療が実践されていま

す。この ₃、 ₄年、母親が死亡する確率も減少していますが、このような我が国であっても年

間50例ぐらいの分娩でお亡くなりになる方はお見えになります。こういった妊娠分娩のリスク

を果たして他人に負わすことができるのでしょうか。それからもう一つ大きな問題点は、出生

児に異常が出たときにクライアント夫婦が子どもを引き取らないといったことが起こる可能性

があります。欧米では実際に起こっています。

　しかし、代理懐胎について一般の国民の方々に聞いてみますと（ppt.49）、ほぼ半数の人は認

めてよいと考えています。しかしながら、学術会議では（ppt.50～52）、代理懐胎については原

則禁止、営利目的の代理懐胎は処罰すべきであり、施行医とあっせん医、依頼者も処罰される

べきであると結論されています。そして、子の母は分娩者とし、その後養子縁組にすべきであ

るとしました。

　現代の生殖医療においては、生殖グローバリゼーションを考慮に入れていかねばなりません

（ppt.53）。日本でもし規制したとしても、外国で実施することは可能です。しかし、これら第

三者を介する生殖補助医療はクライアントの希望だけでは完結しないということが大きな問題

点となります。それにも増して、権利を主張できない新しい命、子どもに対して、どう責任を

取るのかが問題となります。通常の医療との違いを強調しておきたいのですが、通常の医療で

あれば医師と患者との間で完結します。生殖医療とは子どもをつくるための医療ですが、その

生まれてくる子どもの同意というのは得ることはできないという非常に特殊な医療であるとい

うことをおわかりいただきたいと思います。

　そしてもう一つ強調しておきたいことは、これまで国は生殖医療に対して十分な検討を加え

てきませんでした。そのため学会がガイドラインを決めざるを得ないという状況にありまし

た。ところが、第三者を介する生殖補助医療の施術の是非に関しては国としてどう考える、立

法府でどのように対応するといったことが肝要となります。このような問題は学会で考えるよ

うなことでないと思います（ppt.54）。

　これがテイクホームメッセージ（ppt.55）です。生殖補助医療のような先端医療に関しては、

その倫理観は時代とともに、技術革新とともに変わり得ます。しかし、生殖医療ではクライア

ント夫婦とまったく別の人格をもった子どもが生まれてきます。自己決定に基づく生殖補助医

療であっても、生まれてくる子どもの同意を得ることができないということです。

　生殖医療においては、いかに妊娠をし、生まれるかどうかが問題にされますが、それにも増

してその子どもがどのように成長してゆくかを観察してゆくことが大切になります。そのため

には長期フォローができるような体制をつくっていくことが必要だと考えます。
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　どうもご静聴ありがとうございます。

○司会　吉村先生、どうもありがとうございます。

　本日のシンポジウムのイントロダクションとしては、大変ふさわしいお話をいただいたかと

存じます。

　それでは引き続きまして、次に室伏きみ子先生にお願いをいたしますが、室伏先生は、お茶

の水女子大学大学院の教授でいらっしゃいますけれども、ご専門は生物学ということでござい

ますので、そういう観点からお話をいただけるものと存じます。

　それでは室伏先生、よろしくお願いいたします。

○室伏きみ子　それでは、生物学から見た生殖補助医療の課題というテーマでお話をさせていた

だきます。

　私は、先程ご紹介がありました日本学術会議の委員会で、代理懐胎を中心とした検討を進め

ておりました。それで、本日はこの代理懐胎を中心とした生殖補助医療の課題について生物学

者の立場からお話をさせていただきたいと思って居ります。

　先ず、胎生についてご説明します（ppt. ₂ ）。胎生とは、お母さんがおなかの中に子どもを持

って、その子がある程度の大きさになったときに外界に生み出すというシステムですけれど

も、これは哺乳類が進化の過程で獲得してきた大変便利なシステムです。つまり、生まれた子

が敵から逃れられない状態は非常に困りますので、敵から逃げられるようになるまで母体中で

育てるという、効率よく生き残るためのシステムだと思っていただきたいのです。ただし、人

間の場合には、生まれたばかりの赤ちゃんはまだ何もできない状態ですから、生まれた後の養

育ということが非常に大切なことになるわけです。

　おなかの中で子どもを育てるとき、胎児は母体にとっては異物です。つまり胎児は、母親に

とって自分とは異なった存在なのです。皆様、ご存知のように、動物の体には免疫のシステム

があります。これは、外から入ってくる異物について、それを排除するという、大変便利なシ

ステムです。そのおかげで、外から入って来るいろいろなバクテリアや花粉など、その個体に

とって悪い影響を及ぼすものを排除する、そして自分の体を守るという仕組みがあるわけで、

異物である胎児を追い出してしまうのが、本来の生物の営みであるはずなのです。

　胎児は、母親の遺伝子などを半分は受け継いでいるわけですけれども、半分は父親由来の遺

伝子などを受け継いでおりますので、父親由来の組織適合性抗原を持っているわけです。です

から、母親はこの子どもに対して拒絶反応を起こして、そして体外に捨ててしまうということ

が起こっても全く不思議はないわけです。胎生においては、母体の免疫の攻撃からいかに胎児

を守っていくかという、かなり大きな問題を抱えつつ、子どもを育てていくのです。

　異物である胎児が、なぜ母親の子宮に着床して育つことができるかということですが

（ppt. ₃ ）、これにはいろいろなメカニズムが関わっています。胎児と母体とは、胎盤によって

隔離されているわけですけれども、完全な隔離状態ではないことが知られています。妊婦の血

中からは、胎児の細胞が見つかっています。胎児の方の免疫機能はまだ未成熟ですので、母親

の細胞を攻撃することはないわけですけれども、妊娠中の母体は、半分は自分とは違ったもの
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を持つ胎児に対して、免疫機能を発揮して攻撃してもおかしくはないのです。でも、受精卵か

ら由来している胎盤という組織が、母と子の間の免疫寛容という働きに重要な役割を果たすこ

とがわかっています。ただ、その詳細については、まだ詳しいことはわかっておりません。

　免疫寛容というのは（ppt. ₄ ）、害のない侵入物、外から入ってくるものの中で、自分の体に

は害のないものに対しては反応しないようになる、そういった仕組みのことです。その免疫寛

容が母と子の間の関係に重要な役割を果たしていて、妊娠を維持できるということがわかって

います。

　ただし、免疫寛容がうまく働かない場合は、せっかく妊娠しても、その子どもが外へ出され

てしまう、つまり母親の体からの攻撃を受けて拒絶されてしまうということが起こるわけで

す。つまり母と子の免疫寛容というのは、非常に微妙なバランスの上に成り立っているのです。

微妙なバランスの上に立つ調節機構がここで働いています。もしも母親の免疫機構に破綻が起

こったような場合には、胎児が排除されてしまうこともありますし、そのために、例えば習慣

性流産ということが起こります。 ₃回以上続けて流産することを習慣性流産と呼ぶようですけ

れども、こういったことですとか、妊娠中毒症などが引き起こされる原因にもなるわけです。

ですから、半分は母親の遺伝子を持った子どもの場合にも、こういう免疫寛容の破綻というこ

とは起こり得るわけで、当然のことながら母親と胎児とが全く他人同士であった場合には、こ

ういった免疫機構の破綻ということが、恐らく普通の妊娠、出産よりもはるかに高い確率で起

こるということが言われております。

　胎児は、母胎の中で逃れられない環境、子宮の中で育たなければならないわけですけれども、

そのときに胎児の成長に影響を及ぼす要因がいろいろ知られています（ppt. ₅ ）。一つは母胎の

栄養条件です。非常に栄養条件の悪い母親の胎内で育った子どもは、将来、かなり肥満児にな

るということが言われています。それから食品ですが、どんなものを食べたかが影響しますし、

たばこやアルコールなど、あるいは何か毒になるようなものを体の中に入れたとか、あるいは

有害な微生物に罹患したとか、こういったことが胎児の成長に大きな影響を及ぼすことが知ら

れています。

　母胎の精神的な状態や身体的な状態が胎児の生育環境を変化させるということは、いろいろ

な例で知られております。例えば母親の病気ですとか、妊娠中に非常に大きなストレスを受け

たというような場合には、いろいろ子どもに影響があらわれてきます。動物実験で明らかにさ

れたことの一つをご紹介します。妊娠の初期にストレスに対応して分泌されるようなストレス

ホルモンというものがあるのですが、これを胎児に与えてやると、そのストレスホルモン分子

に対する感受性がひどく低くなるという実験結果が報告されています。その結果、低体重です

とか、記憶や学習能力の低下、あるいは成長の速度を低くするといったことが、実際に動物実

験で確かめられています。

　動物と、この場合はラットですけれども、ラットと人は違うだろうとおっしゃる方も中には

いらっしゃるのですけれども、人でもやはり新生児の低体重との関連というものが証明された

という報告があります。ですから、母胎がどのような精神的な状態にあるか、身体的な状態に
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あるかということが、おなかの中で育っている子どもにとっては非常に大きな影響を与えられ

る要因になるわけです。

　子どもが着床して、そして細胞分裂を繰り返して、だんだんに胎児が育っていく中で脳が完

成していくわけですけれども（ppt. ₆ ）、大体、受精後17日目ぐらいに神経膠という構造ができ

てきます。これは脳と神経の芽生えだと思っていただきたいのですが、27日ぐらいたちますと、

もう少し立派な構造、神経幹というものがつくられてきます。そしてそれがだんだん大脳です

とか、小脳ですとか、皆さんがお持ちになっているすばらしい働きを持つ脳へと分化して、そ

して最終的には、とても高度な働きをする脳がつくられるわけです。脳神経の細胞はふえて、

そしてそれが大脳皮質という場所に移動して、そこで非常に高度なネットワークを構築しま

す。このことは、いろいろなテレビ番組を見られたり、本を読まれたりして、ご存知の方も多

いかと思います。脳のネットワークの構築というものが、私たち人間の、ほかの動物とは違う

高度な精神活動を形づくるわけですから、この脳の細胞が移動し、そしてネットワークを形成

するという、このことは非常に重要な過程です。母体の中で、子宮の中で、こういった脳の成

熟が行われてくるわけです。

　このネットワークが確立する上では、遺伝子が指令を出します。遺伝子が生物の形や働きを

決めているわけですから、ネットワークの確立にも遺伝子が非常に重要です。遺伝子は生物の

設計図と言われておりますので、遺伝子がネットワーク形成に重要であることは当然のことで

すけれども、そのほかに、環境要因が大きな働きをするということがわかっています。

　環境要因といいますのは、先程お話ししました母体の栄養条件やら、母体がさらされている

いろいろな毒のあるものとか、そういったものもありますし、母親が分泌しているホルモンで

すとか、神経伝達物質、サイトカイン、オータコイドなど、こういったものもあるわけです。

子宮内の様々な環境因子が胎児の脳の発達に極めて大きな影響を与えるということがわかって

います。ですから、妊娠中の環境は極めて重要です。その環境は、胎児が大きくなるとか、い

わゆる成長ということだけでなくて、脳の発達、精神活動というところにも大変大きな影響を

与えるという可能性が示唆されています。

　様々な生物個体は、外からのストレスに対応していろいろな反応を起こすわけですけれど

も、ここでちょっと覚えておいていただきたいのは、皆様の体をつくっている60兆個もの細胞

のそれぞれが、様々な外部環境の変化に対応して、いろいろな応答反応を起こすということで

す（ppt. ₇ ）。これを細胞のストレス応答と呼びますが、これは私の研究分野の一つです。生体

から細胞を取り出して、それを培養することができます。その培養している細胞にいろいろな

タイプのストレスを与えてやって、そのときに何が起こるかということを研究することができ

ます。そのときに環境の変化に応じて非常に細胞は敏感に応答して、自分を守るための反応を

引き起こします。もともと細胞は、遺伝子が、細胞の働きについての複雑なプログラムを持っ

ていて、そのとおりに動いているわけですけれども、外から環境ストレスが与えられて、自分

の生存に問題があるような状況が起こりますと、細胞は従来のプログラムをちょっとお休みさ

せて、自分を守るための反応を起こすのです。ですから、従来は、遺伝子というものが非常に
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厳密なもので、その指令通りに生物は働くというふうに考えられていたのですけれども、実際

には環境の変化によって遺伝子の発現の仕方、つまり遺伝子からどのようなタンパク質がつく

られるか、どのような形や働きが生じるかといったことが、環境変化によってかなり大きく影

響されるということがわかってきました。かなり遺伝子発現というのは柔軟であるということ

なんですね。特に高等な動物細胞でストレス応答の仕組みに関しては研究が進んでいます。ス

トレス、いわゆる環境の変化が、生体の細胞の膜で受容されて、つまり細胞の膜が環境変化を

感知して、それによってストレスに対応して自分を守るタンパク質を細胞はつくってくれま

す。細胞の中で起こるいろいろな困った現象から細胞を守って、細胞が死なないようにしてく

れるという、そういう非常にすばらしい仕組みを生物は持っているんです。そういうすばらし

い仕組みを私たちの60兆個の細胞はそれぞれ持っていて、そういう細胞からでき上がった私た

ち個体は、またその神経ですとか、その他のいろいろな働き合いによってさらに自分の生存を

守り、自分をいかに成長させていくかという、そういう調節機構を持って生きているのです。

胎児のときにだんだんに脳組織などもでき上がってきますので、そのときに与えられる環境要

因というものがいかに重要であるかということがおわかりいただけると思います。

　これは（ppt. ₈ ）ちょっとお遊びのスライドですが、実は40億年ぐらい前に生物がこの地球

上に生まれてきて、最初に生まれた生物がもう既に環境変化に耐えて生き残るためのメカニズ

ム、すなわちストレス応答能力を身につけているんです。ですから、私たちが、こういった40

億年も続いている生物の営みの延長上にあって、いろいろな環境変化に対して自分たちの体を

守る、自分を守るという、そういうシステムを身につけているのだということを覚えておいて

いただきたいなと思います。

　遺伝子の発現、つまり遺伝子からいろいろなタンパク質がつくられて、そして体の形やら働

きが決まるという、そういうことが非常に柔軟に行われるとお話ししましたが、胎児において

はもっと柔軟性は高いわけです（ppt. ₉ ）。胎児が成長するときに、先程から遺伝子というのは

整然とプログラムされていると申しましたけれども、整然とプログラムされた遺伝子発現によ

って胎児は成長するわけなんですけれども、先程申し上げましたように、危険にさらされます

と遺伝子の指示を修正してしまって、そして自分の生存を図るような、そういう方向に遺伝子

の発現を調節するわけなんです。ここで胎児の場合に大事なのは、環境からの影響を、母親か

らのシグナルを通して受け取っているということです。つまり、胎児は外界に接しているわけ

ではありませんから、外から与えられるストレスなどの環境からの情報といったものは、母親

を通して受けているわけです。ですから、母親の状態が胎児の成長のためには極めて重要であ

るということが言えると思います。

　妊娠をいたしますと、母体はいろいろなホルモンを分泌しますけれども、ここに（ppt.10）

お示ししましたようなホルモンが母体の精神的、身体的な状況を反映して分泌されて、そして

妊娠を維持して胎児が正常に育つように働いてくれるわけです。こういうものが自然に分泌さ

れて、胎児を守って育てるわけですから、私たちの体というのは本当にすばらしくできている

と思います。
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　出産時にも、やはりある大事なホルモンが分泌されて（ppt.11,12）、子どもを無事に世の中

に生み出すという、そういう働きをするんです。胎児にとっては、出産というのは非常に劇的

な環境変化です。つまりそれまでは子宮の中で、羊水の中で、とてもよい環境で育っていたわ

けですけれど、それが突然、陸上の、とても厳しく激しい不快な環境へと生み出されるわけで

すから、これは、とても大きな変化なんです。そのときの変化をできるだけ和らげるために、

やはりここでもホルモンが分泌されて、これが非常に絶妙なバランスで母と子をつらい思いか

ら救い、痛みを和らげて幸福感を高めるような、そういった働きをしてくれるわけです。ここ

では特に細かくはご説明致しません。

　その後、生まれてきた子どもを育てるときに、やはり母親を取り巻く環境因子や精神的、心

理的な状態が、育児のときに大事なホルモン、すなわち、お乳を出したりするホルモンの分泌

に非常に大きな影響を与えます（ppt.13）。そういった状況で子どもを育てる、育児というのは

母親、父親、あるいは周りの方たちが、ただ単に子どもを育てるという活動ではなくて、やは

り親・養育者と子どもとの間の共同作業であるということが言えると思うんです。その中で子

どもを慈しみ育てるという、そういう欲求が生まれてきて、これを愛着というふうに心理学者

の方はおっしゃっていますけれども、これが、親と子、あるいは養育者と子の間に愛情、コミ

ュニケーション、そういったものを発達させて、子どもの脳の形成に非常に大きな役割を果た

します。ですから、常に育てている養育者と育てられている子とがコミュニケーションを取り

ながら、愛情深い環境で育っていくと、子どもの脳の発達が非常に促進されるのです。ところ

が親子の間でコミュニケーションがない、断絶、無視されてしまうというような状況で育ちま

すと、子の脳の発達は阻害されて、大変大きな問題を引き起こすということもわかっています。

　こういった養育者と子との間の相互作用が脳の発達を左右するわけで、育児という過程、育

児という作業を通して親子の関係というものがまた大きく育っていくわけです。妊娠によって

ホルモンが分泌され、そして身体が変化して精神的な変化も起こります。妊娠すると、身体的、

精神的にとても不安定な時期がありますけれども、これもホルモン分泌がなせるわざです。そ

して母親になるための生物学的な準備が行われて、出産時に、大変大きなリスクを乗り越えて

出産をするわけです（ppt.14）。

　こういった妊娠中の母親のいろいろな状況が胎児の環境を変化させて、成長に大きな影響を

与えるわけですけれども、この ₉カ月の妊娠期間というのは非常に大きなリスクがあるわけで

す。先程、吉村先生のお話に妊娠のいろいろな問題点などについてのお話がありましたけれど

も、そういった多くのリスクを乗り越えて胎児と母親の間では母性というものが育っていくの

です。この母性というのは、自分が守り育てるべき子どもの存在というのを認識するという上

で、非常に重要だと思います。最近、せっかく生んだ子どもをどこかに捨ててしまって平気な

母親が、あるいは父親がふえているようで、なぜなんだろうととても不思議に思いますが、本

来、私たち動物というのは、こういった母性をはぐくむ、そういう仕組みを持っているわけで

す。

　生物としての人と生殖ということについて少しお話をさせていただきます（ppt.15）。多くの
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生物にとって、生殖というのは命をかける行為です。つまり子孫を残すということが生物の最

終的な目的であると。したがって、子孫を残してしまうと、もう後はそこでもう寿命を終えて

しまう生物がほとんどです。ですから、生殖能力を失った後もずっと生き延びて、そしておじ

いさん、おばあさんという人たちが若い人たちの手助けをするというのは人間だけだと言われ

ています。これは（ppt.21）、クリスティン・ホークスという人が、1998年に「おばあさん仮

説」という仮説を立てました。これは大変おもしろい仮説です。現生人類がゴリラやチンパン

ジーなどとは違って、おばあさんというものが存在する、そのことが文明や文化を創造し、発

達させてきたんだと、そういう仮説が出されました。確かにゴリラやチンパンジーはかなり長

い生殖年齢を持っていますが、子どもを生み育てることが終わった段階ぐらいで、もうみんな

命を終えてしまうんです。ですから、人間だけが、生殖年齢が終わった後も長く生きていると

いうことなります。

　生物学的視点から、代理懐胎の安全性と問題点を考えてみます（ppt.16）。普通の妊娠、出産

でも非常に生命の危険を招く例があるということ、これは先程吉村先生が数値を出してお話し

くださいましたが、私もここに少し数字を出してあります。かなりたくさんの妊婦さんが、10

万人の妊婦さんのうち ₅人から ₆人の方が亡くなってしまう、そして1,000人生まれてくる中で

20人から30人ぐらいの子どもさんが亡くなってしまうと、こういう状況があるわけです。

　こういった普通の妊娠、出産でも生命の危険というものがあるわけで、そういう生命の危険

を伴うような妊娠、出産を代理する第三者にかぶせてしまっていいんだろうか、生命の危険に

さらしてしまう可能性というものに目をつむっていいのだろうかというのが大きな問題の一つ

だろうと思っています。おなかの中の赤ちゃんも、本来あるべき環境とは違う環境で育つわけ

ですから、問題が生じる可能性というのは高くなるはずです。ただ、これについては全くデー

タがありませんので、実際にどうであるかということはわかりませんけれども、動物実験やら、

そのほかいろいろな観察例からは、問題の生じる可能性が高くなるということが言われていま

す。身体的な、精神的な危険性に関して、子どもと代理母がそれを担わなければいけないわけ

で、いわゆる依頼者は傍観者であるわけです。自分たちは余り危険に身をさらすということは

ないということも問題だと思います。

　自己決定権（ppt.17）についても、吉村先生のお話にありましたが、生殖補助医療における

自己決定権ということを生物学的な視点から考察しますと、やはり人というのは社会的な存在

で、サラブレッドを生み出すような、そういうこととは違うんだということが言えると思いま

す。それから、妊娠、出産に伴うリスクとか、妊娠中の胎児の成長に及ぼすいろいろな影響を

含めて、生まれてくる子どもの権利と幸せが最大限に守られることが必須であると考えます。

代理懐胎を依頼しようとするクライアント、それから代理懐胎を請け負おうとするホストマザ

ーが、いわゆる自己決定権、自分たちの決定、自分たちの幸福探求権だというふうなことをお

っしゃいますけれども、吉村先生のお話にありましたように、ここには子どもの意思が介在し

ないわけです。つまり本質的には自己決定ではないということです。従って、この生殖補助医

療というのは、一般の医療行為とは本質的に異なるものであるということが大事な点だと思い
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ます。

　最近マスコミで取り上げられています祖母が孫の代理母となる（ppt.18）、このことについて

の生物学的問題点を挙げてみますと、生殖年齢を過ぎて、生殖能力を失った母親が娘の代理で

妊娠、出産するというのは、かなりこれは危ない、リスクを持っている、そういう行為だと考

えられます。このことは、実際に実施している医師の方も、当事者の方も、想定の上で実行な

さっているんでしょうけれども、祖母のリスク、それと一緒に子どもが、一度生殖能力を失っ

てそれをホルモンで何とか元に戻そうとした、そういう子宮の中で育つことのリスクについて

は、全く何のデータもありませんし、そこで何が起こってくるかということについてはわかっ

ていないわけです。科学的なリスク評価なしに技術が進められているということは、危険性を

無視した行為ではないでしょうか。祖母の命のリスクというものの上に、孫の世代を生み出す

ということにどういった意味があるのだろうかということについても考えなければいけませ

ん。社会的な問題、倫理的な問題もほとんど議論されていないのが現状ですので、日本学術会

議からの提言のように、やはり国レベルでの科学的な検証と取り組みが必要であるということ

が言えると思います。

　ここで最後のスライドですが（ppt.19）、科学的根拠に基づいた社会的合意を形成するという

こと、これが極めて重要なことだというふうに考えています。つまり、生まれてくる子がどん

な人生を全うできるのか。つまり、生まれてきてすぐには、その子どもは元気であっても、い

ろいろな遺伝子の上での問題が起こっている可能性というのは否定できないわけです。そうい

った子どもが育っていく中でどんな問題が生じるのだろうか、そういうことを常に考えなけれ

ばいけないわけで、やはり生まれてくる子は健康で人生を楽しみ、全うできるという権利を有

することを忘れてはいけないわけです。代理懐胎というのが子どもに与える影響については、

科学的なデータは全くありません。今まで代理懐胎の例はあるようですが、その子ども、その

母親についての追跡調査などは全くなされておりませんので、こういった科学的データをこれ

からそろえることが必須であるというふうに考えられます。

　そういう危険性などを無視して、ただ技術だけが拡大していきますと、その中で予知できな

い危険性というのが必ず生まれてくるはずです。こういう技術をどう利用するかということに

おいては、子の福祉が最優先されなければいけない。子の福祉を考えた上で技術が評価されて、

次世代に納得してもらえるような社会的合意を形成することが必要です。これが今を生きてい

る私たちの使命だろうというふうに考えています。

　生命を生み出す技術というのは、もしかすると人類の運命までも左右する、そういうことに

なる可能性があるわけです。人類が今後どうなるかわからないわけですから、私たち現世を生

きている世代は、未来に対して責任を持つことが極めて重要です。今よければよいのではなく

て、未来の人類がどのように幸せな生を生きていけるかという、ここが非常に重要だと思いま

す。この、「未来に対する責任」ということを忘れずに、これから、やはり国としての合意形成

をしていくべきでしょう。ぜひ、国会などでの議論を望みたいところです。

　以上です。ご静聴ありがとうございました。
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○司会　室伏先生どうもありがとうございます。

　ただいまでお二人の先生のお話を伺ったわけでございますが、午前の部は12時まででござい

ますので、これからしばらく質疑応答ということにさせていただきたいと存じます。

　それでは何かご意見、ご質問がございましたら、フロアの方から承りたいと存じますが、ご

質問の際にはぜひお名前をおっしゃっていただいて、できましたらご所属と申しますか、お立

場を明らかにしていただきたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。

　それではご自由にご発言いただきますようにお願いいたします。

○質問者Ａ　××××大学の博士課程でジェンダー論を学んでいます×△△と申しますが、吉

村先生にちょっとお尋ねしたいんですけれども、室伏先生もおっしゃいましたけれども、代理

懐胎で生まれた子どもが人生を健康に全うする権利があるだろうということと、先生も生殖医

療そのものが、生まれた子どもが死ぬまでどういうふうにちゃんと人生を送っていくかをフォ

ローする必要があるとおっしゃったんですが、体外受精に関して、生まれた子ども、もう既に

今、約50人に1人が体外受精で生まれているわけですけれども、その子たちがどんなふうに育っ

ていっているか、健康面といったことでも、どういうフォローアップがこれまでなされてきた

のか、あるいは今後なされるとすると、どういう制度化というか、ができるのかということに

ついて、ちょっと教えていただきたいです。

○吉村泰典　大変重要な問題点だと思います。我が国ではもう25年以上、体外受精が行われてお

り、登録業務というのは88年ぐらいから実施していますが、子どもの詳細なデータはこれまで

ありませんでした。日本産科婦人科学会では、生殖医療を実施している医療機関からデータを

いただいて、独自にそのデータを集めてきました。しかしながら、妊娠の転帰が不明である症

例が多いことが大きな問題点であり、学会では2007年からオンライン登録を始めました。

　 ₁歳、 ₂歳、 ₃歳のデータが集まってくるのが理想ですが、現時点におきましては生まれて

₁カ月間のデータしか集計することはできません。こういった長期追跡調査は、欧米のように

国レベルでやっていかないと、一学会がこの機能を担っていくということは難しいと思いま

す。欧米ではすべて国レベルでデータを把握しております。生まれた子どもに、例えば背番号

みたいなものが当然ついてくることになりますから、日本では反対をされる方が多いと思いま

す。クライアントがこういったデータを取ることを希望しないこともあります。さらに、日本

における子どものデータが取れないもう一つ大きな問題点は、分娩する施設と体外受精をする

施設が異なっていることが多く、連携がうまくいっていないことも問題です。これは医療者側

だけの問題ではなくて、体外受精で生まれたという事実を知られたくないといった患者さん自

身の問題もあります。日本の母子手帳というのは大変よい制度で、世界では類をみない制度で

す。例えば母子手帳に体外受精をしたのかどうかということを書いていただけると、非常にデ

ータは取りやすくなると思いますが、このことに対し患者さんの多くは反対されています。

様々な点で難しい点があるということをご理解していただきたいと思います。

○司会　よろしゅうございますでしょうか。ほかに何かございませんでしょうか。
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○質問者Ｂ　××と申します。家庭裁判所の調査官をしております。

　吉村先生にちょっとお伺いしたいんですが、 ₂点。先生もご指摘になってましたように、ド

ナーの秘匿の問題と、それから子どもさんの知る権利の問題、これはもう根本的に矛盾してる

問題だと思うんですが、そのあたりの問題を実際に生殖補助医療に携わっておられる、実際に

子どもさんの出産にかかわっておられる先生方がどういうふうに整理して実務についておられ

るのか、生まれてこられる子どもさんへのそこに関する責任の問題をどう整理されてるのか、

そのことを一つお伺いしたい。

　それからもう ₁点は、出自の問題が非常にあいまいなまま置かれるとすると、これは可能性

の問題ですけども、将来、兄弟姉妹同士の婚姻の問題が出てくると思うんです。そこの近親相

姦の問題について、全く可能性としては低いからそれでいいんだというふうに考えておられる

のか、そこのところをあいまいなまま置いておかれておられるのか、そのあたりのところもぜ

ひお伺いしたいと思います。

　その ₂点お願いいたします。

○吉村泰典　ドナーの匿名性の原則と、それと出自を知る権利は、当然のことながら真っ向から

対立します。出自を知る権利は、国々によってその考え方が異なっています。我が国におきま

しては、これまで配偶子提供による生殖補助医療として行われていたのはＡＩＤのみです。卵

子提供による体外受精は一部の機関を除いてこれまで行われていません。精子提供による体外

受精も行われていません。これまでＡＩＤは匿名性の原則を貫き、出自を知る権利を認めない

という方向で実施してきました。今後ともそのままでいけるのかどうかということについて

は、医療者が判断するのではなくて、国民がどのような判断するのかによります。つまり、出

自を知る権利ということに対して、我が国としてどう対応するのかということです。

　これまでは当然のことながら、ＡＩＤは匿名性の原則で行っておりましたので、患者さんが

もし精子提供者を知りたいといって来られましても、たとえデータがわかっていたとしても、

これまでのデータはお知らせできないことになります。この点については、私どものところで

はもう20年ほど前からＡＩＤのデータをまとめた台帳がございまして、この子どもはだれから

の精子によって生まれたということについてはわかるようにはなっておりますが、今まで情報

をお知らせしたことはございません。

　それから、近親婚のご指摘がありました。この点につきましては、以前統計学者に統計をと

っていただいたことがあります。この確率は極めて稀であり、その可能性は医療上考えなくて

もいいといわれています。

○質問者Ｂ　ありがとうございます。

○質問者Ｃ　××と申します。定時制高校の教師で、退職した者です。

　室伏先生が最後に、これからの議論として、ちゃんとした科学的根拠を持った議論を進めな

きゃならないということをおっしゃいまして、そのスライドの中に代理出産が子どもに与える

影響については、科学的なデータがないというふうに書かれていました。私は直感的に思うん

ですけれども、室伏先生のお話は、全体として代理出産の危険性を問うものだったと思うんで
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す。免疫からしても、あるいは代理母の中で育つ子どもについても、大変危険性を伴うものだ

というふうにおっしゃったと思うんです。そこに代理出産が子どもに与える影響について、科

学的なデータを集めるべきだと私は思えないのです。科学的根拠というのがそもそも何かとい

う、おっしゃりたいこと、わかる気もするんですけども、私たちはどんな子どもでも、生まれ

てきた子に対しては、その子の最善の利益を図るためにあらゆる手だてをするのであって、代

理出産によって生まれてくる子がどうなるかということを科学的、客観的にデータを集めるな

どということはできないのではないかというふうに思うんですが、どうでしょうか。

○室伏きみ子　そういうお考えもあるかと思います。ただ、私は生物学者としての立場から、代

理懐胎によっていろいろな危険性が考えられますので、それを指摘させて頂きました。生まれ

てくる子どもが、将来様々な問題を抱える可能性があるということが、動物実験や、それから

いろいろな調査によって懸念されているところをお話ししたわけです。

　ご意見は、生まれてくる子どもに、例えば何らかの疾患があったとしても、親などが一所懸

命愛情を注いで育てるから大丈夫というふうなご趣旨だったかと思うのですが、ただ、生まれ

てくる子どもの問題というのは、その子一代の問題ではないわけです。つまり新しい命をこの

世に生み出すということは、そこから何代もの人間、何代もの子どもたちが引き続いてくるこ

とがあるわけで、人類が今いろいろな技術を手に入れて生命をいじっているという状況がある

わけですけれども、それがもしかすると人類の将来を脅かすことにもなりかねないというの

が、生物学者として私たちが抱いている懸念です。

　一代だけ見て、その子のために一所懸命、私たちは愛情を注ぐから大丈夫というふうに思わ

れるのは、それはとてもよくわかるんですけれども、その後に何が起こってくるかということ

について、やはりもっときちんとしたデータを集めて、それによって今の技術の問題点を洗い

出すことが必要です。どういうところに問題があって、どういうふうに改善したらそれがなく

なるだろうかとか、あるいはこの技術はもう使わない方がよいとか、そういうことも徐々にわ

かってくると思うんです。

　ですから、学術会議が提言を出しましたことは、科学的に検証したうえで、社会的合意を形

成しようということなのです。例えば、現在までに生殖補助医療、代理懐胎で生まれてきた子

どもさんと親御さんについて、きちんと登録していただいて、その過程をずっと追って、ある

いはどうしても代理懐胎をやりたいと思われる方がいらっしゃったなら、国の何らかの組織に

いろいろな調査などをゆだねて、そしてそのデータをしっかりと集めた上で、そして、そこで

また国としての議論をした上で、社会がそれを認めてもよいという合意がなされるのならば、

それなりに進んでいくでしょうし、あるいは非常に危ないことが多いので、やはりやめましょ

うということだったら、それはそれでいいんだと思うんです。

　ですから、私が申し上げたいのは、こういう生命を扱う技術は、あくまでもその人個人だけ

の問題ではなくて、もっと先まで、つまり人類の未来に何らかの影響を及ぼすことがあるので、

そのためには科学的にきちんとした検証が必要であると、そういうふうに申し上げたかったわ

けです。
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○司会　よろしゅうございますでしょうか。

　それでは、ほかに何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。特に何か、ここにご参加の

先生方の方からでも何かございませんでしょうか。

○質問者Ｃ　私は、愛情を注げばどんな状態で生まれてきたって大丈夫だっていうふうなことを

言ったわけではないのであって、こういうことはないんでしょうか。そういう技術を使って、

どうしても我が子が欲しいという希望が大変高くて、それにこたえるために行われてきたんだ

という言い方が一方であったと思うんですよ。そうすると、危険性がはっきり科学的に確証さ

れるまでは、先程からずっと問題になっているように、あいまいな状態でずるずると事実だけ

が積み重なっていくと、そういう心配をしなくてもいいのかということを私は聞きたかったの

です。

○室伏きみ子　その件につきましては、吉村先生のお話にも、私の話の中にも出てまいりました

けれども、日本学術会議がこのことについて、ともかく早くに国のレベルで議論を始めてほし

い、そして法律をつくってほしいということを要望しているわけです。何も状況がわからない

ままに、ただずるずると続けてしまったことで大変困った結果を招くことも当然あり得るわけ

です。もちろん何も問題なかったということになれば、それはとてもいいことなんですけれど

も、やはりそういう危険性をはらんだ中で歯止めなしに技術だけが実施されるということは、

非常に危険だと思います。それをどうしたらよいかということは、日本学術会議でどうしたい

ということではなくて、やはり国民全体のコンセンサスを得ることが重要で、そのためには科

学的なエビデンスが必要であるということです。できるだけ早くに、そういうエビデンスをき

ちんと積み重ねる機関なり何なりをつくって、そこで国として責任を持って早くに議論と法律

の制定をするべきでしょうということが日本学術会議の提言であるとご理解いただきたいと思

っています。

○司会　吉村先生。

○吉村泰典　今のご質問の方のおっしゃることはよくわかるんですが、やはり代理懐胎の是非論

と、それから既に生まれた子どもをどう扱うかということは大切な問題です。室伏先生がおっ

しゃった、この子どもにどのような将来的な問題が起こるかということとエビデンスを集める

ということとは全く違う問題で、並行してやっていかなくてはならないと思います。

　医療者側から見ますと、患者の絶望があって、医者側の傲慢があって、そういったことが生

殖医療の是非を決定するようであってはならないと思います。つまり患者がそう願っているか

ら、医者がこれをできるから、生殖医療を実施する、これは問題です。通常の医療であれば、

それだけでいいと思います。そこで考えなくちゃいけないことは、生殖医療では現実に存在し

てきて生まれてきた子どもが、どのように成長してゆくかを見てゆかなければならないと思い

ます。

○司会　それは治療することに国民的合意があるという前提ですね。つまり通常の医療が行われ

るということについて。

○吉村泰典　そうですね。
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○司会　そこのところを考えたいという、こういうご趣旨でよろしいですか。

○吉村泰典　そうですね。

○司会　ありがとうございます。

　まだこの機会に何かご意見ございますでしょうか。ございませんでしょうか。

　まだこれ、総合討議ということで、最後にまとめていろいろお話を伺う機会もございますの

で、大体時間の方も参りましたので、午前の部はこれで終了させていただくと。午後、改めて

何人かの先生にお話をいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは午前の部は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

○司会　それでは午後の部を始めさせていただきたいと存じます。

　午後の部の最初のご講演は、「生殖補助医療在り方検討委員会の報告書をめぐって」というこ

とでございますので、町野先生、千藤先生、それからコメントを床谷先生ということでお願い

をしております。

　皆様のお手元に参っていると思いますが、アンケートがございます。これはお帰りになるま

でにお書きいただきまして、こちらのほうにいただければ幸いかと存じます。よろしくご協力

をお願いいたします。

　それでは、最初のご報告を町野先生にお願いするわけでございますが、町野先生は上智大学

法学研究科の教授でいらっしゃいます。刑法がご専門ということでございます。この生殖補助

医療在り方検討委員会の報告においてもいろいろ取りまとめにご尽力いただいたわけでござい

ますので、いろいろご意見を伺いたいということでございます。それでは、よろしくお願いい

たします。

○町野　朔　ご紹介いただきました町野でございます。私は今、紹介にありましたとおり、法律、

しかも刑法という、この問題とはかなり距離のある場面で勉強している人間でございます。

　きょうの午前中のお二方のお話を伺った皆さん方にはご理解いただけると思いますが、この

問題は法律家がやったらかなりとんちんかんなところで終わる、要するに的外れな議論で終わ

る分野です。午前中のお話にありましたような医学的、社会的、いろいろな問題を基礎としな

がら、さらに法律の方も入って議論するという格好でなければできない。学術会議というのは、

その限りではそういうことに向いていた場所ではなかったかと、午前中のお話を伺いながらつ

くづく思ったわけでございます。

　午前中のお話を伺って、私はもう ₁回また考えなきゃいけないなと思うところは沢山ありま

したが、今からでは間に合わないなと思っているところです。

　これが（ppt. ₂ 左）、学術会議報告書はこんな格好をしているわけです。学術会議は、報告書
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を出す前に公開シンポジウムを行いました（ppt. ₂ 中央）。そして報告書が出た後、法律雑誌

『ジュリスト』というのがありまして、それがこのような特集を組んでおります（ppt. ₂ 右）。

もしお暇のある方がおいでになりましたら、ここらをちょっと見ていただければというぐあい

に思います。ちなみに、この公開シンポジウムについても、ここにはありませんけれども、『学

術の動向』という、学術会議の機関誌の中にこの内容が取りまとめられて載っております。

　一体、何で学術会議がこういうことをやらなきゃいけなかったかということです（ppt. ₃ ）。

その背景は、生殖補助医療の規制のための立法が必要だということが、多くの人たちは考えて

いたということがありました（ppt. ₄ ）。

　「生殖補助医療」と、医療という言葉をつけたらいいのかという議論もあります。これは先程

食事をしながら伺ったところでございます。例えば人工授精というので、これは体外受精を含

まないタイプですが、一番最初に行われたわけですけれども、そのときに人工授精の中でＡＩ

Ｄというタイプのもの、つまり精子提供による人工授精もあって、その倫理性はかなり問題に

なりました。そして、さらに体外受精・胚移植の技術が開発された。それは先程の吉村先生の

お話の中にあるところでございます。ここのところでもちろんＨＩＤ、ＡＩＤとの組み合わせ

ということが起こる。そして、さらに代理懐胎、人工授精、体外受精、どんどん広がってくる

ような状態になったわけでございます。

　一番最初に、厚生科学審議会という厚生省の中の委員会が、このような報告書を出しました

（ppt. ₄ ）。そしてこれを受けまして、この内容をさらに発展させるということで、当時の厚生

省の方で次のような、報告書をつくった（ppt. ₄ ）。これは生殖補助医療のやり方というのは、

どの範囲で認め、どの範囲で認めないかと。認めるとしたら、どのような規制を課すべきかと

いうことを議論しました。もう一つは、法制審議会の方で、これは親子関係、生殖補助医療に

よって生まれた親子についての関係のことを議論するということがあったわけでございます

（ppt. ₄ ）。

　しかし、これらがすべてうまくいかないというような状態があった。つまり、どうしてうま

くいかないかといいますと、国会に上程されるというその間にいろいろ最高裁の判決が出始め

るわけでございます（ppt. ₅ ）。凍結精子を用いた死後出産児の嫡出父子関係について消極の判

決が出ております。これは、判例集未登載ですが、そういうのが出たり、それからさらに凍結

精子を用いた、これについて死後出産児の非嫡出父子関係について消極の判決が出て、そして

さらにこの判例集に登載されてませんでしたけれども、これは提供卵子を用いた代理懐胎の場

合についての決定が出て、そして皆さんご存じのように、高田夫妻事件と言われております夫

の精子、妻の卵子を用いた代理懐胎における妻との母子関係について消極の最高裁の決定が出

ております。ということがあって、こういうような状態の中で立法がなかなか進まないという

ことになって、法務大臣と厚生労働大臣のほうから審議の依頼というのが学術会議のほうにあ

ったわけでございます（ppt. ₆ ）。そこから学術会議のほうの議論が始まったということになり

ます。

　報告書の内容は（ppt. ₇ ）、結局、できた報告書というのは、非常に広い、ある範囲でブロー
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ドな問題を、審議の依頼ということがあったんですが、その中でも代理懐胎に限り、さらに胚

移植型代理懐胎を中心とするということになったわけです。

　そのほかにも生殖補助医療の諸問題、特に出自を知る権利の重大性ということは、皆さんが

認識されているところでございましたけれども、この辺については時間がないということもあ

りまして、今後の課題ということにされたわけでございました。

　これが（ppt. ₈ 左）要するにクラシックなタイプで、先程の吉村先生のご報告にあったわけ

ですけれども、今、主に学術会議が議論したのは右側（ppt. ₈ 右）のほうの、胚移植型のタイ

プのものでございます。

　代理懐胎そのものについては、いろんな対応の仕方が考えられるわけです（ppt. ₉ ）。一つの

立場は、全面解禁しろというものです。日本産科婦人科学会の会告自体は、今のところそれを

法律じゃありませんけど、禁止をしております。そのために、これを取ってしまえと、やめち

ゃえと、全部フリーにしろという議論が一つの考え方としてあります。もう一つは、現状のま

までいいだろうというものです。日本産科婦人科学会の会告による禁止はこのまま置いておい

て、法律による規制は行わないと。それから、法律による禁止はしよう、しかし処罰規定をか

けることはないだろうというのが次の考え方です。それから、法律によって部分的に処罰しよ

う、全部じゃない、部分的に処罰しようという考え方もあります。もう一つは全面的処罰。い

ろんなレベルの考え方があるわけでございます。

　報告書は、この問題についてどういう考え方をとったかといいますと（ppt.10）、まず基本的

な視点は、どこに害があるのかと、そこからやっぱり考えなきゃいけないだろう、倫理違反か

どうかということだけを議論しても、いろんな倫理というのはあり得るわけですから、それは

決め手にならない。どこに一体、害が、代理懐胎を認めるということによってどのような害が

生ずるのかと、その害というのは禁止する理由になるのかということが一番最初の議論であっ

たわけでございます。

　そこのところで、報告書の中をごらんいただければおわかりになると思いますけれども、こ

のときに害を受けるのはだれかというと、午前中の吉村先生とか室伏先生のお話の中にありま

したとおり、代理懐胎を引き受けた人についての被害が大きい。もう一つの問題は、出生した

子どもというものについては、どのように扱うかと、その人たちがどのような被害を受けてる

かということもやっぱり頭の中に置いて議論しなきゃいけない。このことを頭の中に置いた上

で、これだけで禁止し得る理由になるかというのは次の問題で、学術会議のほうとしては、こ

れは禁止すべき理由になるよという考え方を報告書としてはとったということでございます。

　そうすると、禁止するのに、現在行われている会告だけで十分だろうかということが問題だ

ったわけです。一つの考えは、いや、現在、会告による規制が行われていて、そしてそれに公

然と違反する人というのはごく限られているので、よくやっているんではないでしょうか、日

本のやり方というのも悪くない。法律をつくったって違反する人は幾らでもいるのに、法律を

つくらなくてもこれだけ違反が少ないんだから、これで十分じゃないかという考え方もありま

す。しかし、全部学会で規制といいますか、全部責任を持って学会がやらなきゃいけないとい
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うのは、これはかなり大変なことではないかという議論があったわけでございます。それから

第 ₂に、もう一つは国民に対してこれは禁止されてるんだというメッセージを出す必要がある

んじゃないだろうかという議論もあったわけでございます。そのようなことで、法律による禁

止のほうに次に行ったわけでございます。

　そして、じゃあどの範囲で禁止するかというと、全部について処罰しろという考え方もかな

り強かったわけです。しかし、やっぱりここまでする必要はないのではないだろうかというこ

とで、やはり先程の代理懐胎者に対する被害ということ、つまり妊娠、出産ということがどれ

だけ女性に対してリスクと負担になるかということを考慮の上で、これの危険性が高いものだ

けを処罰しようということにしたわけでございます。そのために、処罰は営利目的による行為

だけに限定した。これは考え方はお金をもうけるのはけしからんということで処罰してるわけ

じゃないわけです。営利の目的において行われるということは、何回も反復されるから、それ

だけ被害が及ぶ可能性が高いということを考慮した上でのそれだということでございます。

　そして、そういうものである以上、依頼した人、例えば名前がさっきから出ております、高

田夫妻のような依頼した人たちも処罰すべきであるということになりました。これはかわいそ

うじゃないかという議論はかなりありました。しかし、恐らくは被害を他人に転嫁して、代理

懐胎を行ってくれる女性の方に転嫁するというのは、その人は心情を考えて許すかというと、

それはできないだろうということになったわけです。

　そしてもう一つは、このような被害を相手に与えるということは、恐らくは国内だけで対応

すべき問題ではなくて、国外にいる人たちについても、特にこういうような代理懐胎ツアーみ

たいなものが生じてしまうという可能性は防がなければいけないだろう、海外に被害を及ぼす

ことも防ぐべきであるということで、国外犯も処罰するということになったわけでございま

す。

　もう一つは非常に議論がありましたのは、全部それじゃあ禁止するのかというと、そうでは

ないと（ppt.11）。というのは、一つは世論のほうは、部分的に、ある場合は許容していいんで

はないだろうかという議論がかなり強くあったわけでございます。しかし、このような、いわ

ば全面禁止じゃなくて、部分的にある範囲を許容するという考え方をとろうというのが一つの

考えでありました。しかし、医療関係者のほうには、かなり抵抗がありました。これは禁止し

ておいて部分的に一つでも許すと、どんどんそれが膨らんでいってしまう可能性があるという

ことで、これがアリの一穴というような議論なんですけれども、スリッパリースロープとか、

そういうことをいろいろ言われるわけです。だから「全面禁止」という建前は維持したい。し

かし、ある場合は実施できるようにしようと考えました。

　そこで次のような、法律によって全面禁止するが、部分的に施行することを認めることにな

りました。これはまるで調査捕鯨のようなことを言うのだなというので、非常に批判が強かっ

たわけでございます。しかし、私はこれはほかの方たちのご意見とは違うかもしれませんけど、

基本的には、これは部分的許容だろうと私は思います。「部分的に許容する」といっても手を挙

げてやりたい人はやっていいという話ではない、要件に合致すればやっていいという話じゃな
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くて、公的管理のもとで徐々に行っていこうというものです。

　このようなことが頭の中にありますのは、人工妊娠中絶を許容することにしたために、その

ために最初は非常に委員会の審査等の厳しい条件のもとで許可を受けたとき初めてできるとい

うことにしていたんですが、これでは合わなくなって、すべて指定医師の認定によって中絶が

できるということになったためにわっと膨らんだということがあります。一時期には、恐らく

は出産数以上の胎児が中絶されてたという事態もあったように聞いております。したがいまし

て、このようなことを避けようと、だから施行するときについては、だれかが届け出てやって

いいという問題ではなくて、これをある範囲で公的な管理といいますか、いろいろデータをそ

ろえながら、危険性がないかどうかを見ながら、それである範囲許容して、ずっと追跡といい

ますか、そのことを見ながらデータを取ってやるということにしたいということであったわけ

でございます。

　この限りで「臨床試験」という言葉を医療関係の方がお使いになったということは、多くの

人たちについては人体実験するつもりかというような形で、それが受け取られたわけですけ

ど、頭の中にありましたのは、データの収集と被験者の保護、そういうことを考慮に入れなが

ら、臨床試験のときのイメージを生かしながら、これを試行的に実施するというイメージでで

き上がっているわけです。したがって「部分的許容」とか、あるいは「試行的実施」とか、ど

っちの言葉を使うかは別といたしまして、これでとらえている報告書の考え方というのは、か

なり限定されたものだということになるわけでございます。

　もう一つの問題は親子の関係でございます（ppt.12）。報告書の中で注目すべきものは「連動

の否定」です。つまり、代理懐胎は禁止するということをとったといたしまして、依頼女性と

出生した子どもの間の母子関係を否定する理由は、直ちにそこから出てこない、別の考慮を要

するということです。これは、恐らくはかなり思い切った考え方だろうと思います。

　私は刑法でございますから、刑法の人間というのは、これは当然のことだというぐあいに考

えます。こういうことを言うと、また極論を言うということですけれども、例えば強姦は禁止

されていて犯罪です。しかし、強姦によって生まれた子どもについて、強姦した男性とその子

との間の親子関係を否定する理由はないわけです。

　先程の吉村先生のご報告にもありましたが、法務省の考え方は、「禁止規範は行為規範に連動

するから、代理懐胎の禁止は親子関係の否定につながる。」という、単純な考え方によっている

んだろうと思いますけれども、そのようなものはとらないということにしたわけでございま

す。そして、そうしながらも、妊娠、出産した人が母となるというルールは依然として維持す

べきだということにしたわけでございます。

　母子関係を決めることについては、いろんな基準があり得るだろうと思います。要するに血

のつながり、遺伝子のつながりということで決めるべきだという考え方もあるし、あるいは早

い時期に母子関係を決めた方がいいという考え方もある。それが早期の確定、それから分娩と

いうことによって明確になってるんだから、この点を維持すべきだろうというようなことで、

いろんな議論があったわけでございます。
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　報告書が「分娩者母ルール」をとるかというと、保守的に前の最高裁が結局それをとってい

るから、それに従えということじゃなくて、これには理由があるのだというのが民法の方々の

ご議論であったように思います。つまり、後から遺伝子の存在だとか、そういうことによって、

遺伝子がつながっているかどうかということを決めるということになると、子どもの地位が極

めて不安定になる。長いこと座った後で、これで、いや、遺伝的にはこれは親子じゃないよと

いうことになって覆されるというのは、子の地位の安定について極めて問題があるだろうとい

うことが一つの問題です。そして、その背後にさらにありましたのは、室伏先生が先程お話し

されましたとおり、おなかの中に子どもがいて、その子どもをはぐくんでるという事実という

のは、その上に法律上の親子関係を認めることについては大きな意味を持つんじゃないだろう

かという認識があったわけでございます。

　このように若干複雑な議論をとっておりますけれども、このようにして「分娩者イコール母」

ルールの維持ということが行われたわけですが、養子縁組によって母子関係を設定することの

可能性も、これは当然認めているわけでございます。

　これは当然じゃないかとおっしゃられる方もおられるかもしれませんが、例えばイギリスあ

たりではこれを認めていないわけでございます。分娩者母ルールを維持しながら、代理懐胎に

よって依頼者の側との間の母子関係を養子縁組によって設定するということは認めていないわ

けですけれども、日本ではこれを認めることにしようという話でございます。

　以上のような内容であったわけですけれども、日本学術会議は法制審議会のような、要する

に何らかの法律をつくるとか、政策決定をするということの依頼を受けてこういう報告書を出

すというのは極めて異例のことでありました。しかも、これは立法に結実する可能性は極めて

小さいことは多くの人が認識していたところでございます。しかし、そうするとこれは無意味

なことを日本学術会議はやったのかということが次の問題です。一体何だったんだろうかとい

う話でございます（ppt.13）。

　学術会議としては、かなり困難な仕事だったということは、私は認識しております（ppt.14）。

つまり先程言いましたとおり、一定の結論を出すことが求められていたわけです。よくあるよ

うに、これは問題が困難であるので、「慎重な検討がなお留保される」という、よくあるパター

ンの議論はとることはできない。じゃあ、何のためにおまえらに依頼したのかと、難しい問題

だから議論をゆだねたのに、難しいからもっと後で、もっとみんなで考えようというのでは、

非常に格好が悪いといいますか、それだったら引き受けるなよという話になるわけでございま

す。引き受けた以上は、問題を先送りすることは許されないということ、まずその立場に追い

込まれていたということでございます。

　したがいまして、何か審議するだけで足りるわけじゃなくて、結論が幾つか出なきゃいけな

いと。だから、ある場合には結論が一致せずに両論併記という格好になるのもやむを得ないと

いうことであったわけですけど、これはできるだけ避けたいということがあったわけです。他

方、世論の方は、代理懐胎許容、卵子提供者が母という方向に動きつつあったことは事実でご

ざいます。この中で学術会議は、世論がこのような方向にあったことは頭の中に置きながら、



― 62―

しかもこのような困難な状況でいろんなことを考えなきゃいけない、非常に大変だったと思い

ます。

　学術会議は、学者の集団です。学者というのは、要するにわがままで個性が強いと、妥協を

嫌うという、そういう人たちが集まったところでございます。このために、私は余り苦労いた

しませんでしたけれども、座長がかなり苦労されたと思っております。私も一応メンバーであ

ったので、私も苦労させたと思っております。さらに生殖補助医療をめぐる考え方の筋道がほ

とんど見えていない、この領域について正面から議論しなければならなかった。さらに世論で

かわいそうじゃないのかとか、あるいは当然じゃないかとか、そういう議論は、それは我々で

もある程度頭の中にありますけれども、そこからではどうしてそうなのか、どう考えたらいい

のか、これについてもう ₁回いろいろ考えなきゃいけないという点がありました。考え方の筋

道も最初のころはほとんど見えていなかったと私は思っております。

　それでも長いこと議論いたしまして、2006年12月21日委員会を設置し、計27回も開きました。

そして2008年 ₄ 月 ₈ 日に学術会議の幹事会でこれが承認されたということになり、そしてお話

にありましたとおり、両大臣に回答が行われたという話でございます。

　大臣に回答が出されたときの写真がこのようになっておりまして（ppt.15）、報告が出たあ

と、法務大臣に対して回答を渡したんです。国会のほうは（ppt.16）これに対して、学術会議

の報告書というのは余りにも保守的で認めがたいという議論が最初は出たようでございます。

代理出産の法整備を進める超党派勉強会というのがありまして、ここでは到底受け入れられな

いと、自分たちで代理懐胎を進める法整備をこれから行うんだということがあったわけです。

それで代理懐胎を許容する法律をつくろうという動きが出た。しかし、これはすぐその後に動

きがとまってしまったわけでございます。

　さて、世論の側は一体どうだったかというと（ppt.17）、先程触れましたとおり、世論調査は

代理懐胎肯定派という人が非常に多かったわけでございます。この中で新聞記事、これは随分

このときも学術会議の事務局のほうが新聞といいますか、メディアとのことをやはりかなり重

視しまして、学術会議のメッセージというものはどれだけ発信されているか、どれだけ理解さ

れているかということについて、やっぱりかなり考えをいろいろ気にしていかなければいけな

いところがあったわけです。これが、だから新聞記事もほとんど事務局の方が集めてください

まして、我々も拝見しながらいろいろ議論している。学術会議の議論は公開で行われておりま

したけれども、公開でやるということがどれだけの意味があるのか、果たしてメディアは理解

してくれるだろうかというのはかなり気になったところでございます（ppt.18～21）。

　日本の生命倫理についての議論のやり方というのは、おおむね「社会的合意を目指す」とい

うことです。したがいまして、世論は代理懐胎肯定派が多かったわけですから、社会的合意論

からすると容認の方向に行くのではないかという推測がかなり強かった、これが新聞記事のう

ちの一つでございました（ppt.17）。恐らく容認に行くんだろうなということであったわけでご

ざいます。ところが、学術会議の報告書が今のような方向、つまり全面禁止、試行的実施とい

うことにまとまり、マスコミの反応はそれに対して非常にシビアなものでございました。学術
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会議の議論は「浅い」ということが言われたわけです（ppt.18）。きょうの午前中のお二人の先

生の議論を聞いていただきますと、浅いなどと到底言えるはずはないと思うんです。恐らく学

術会議での委員の先生のご議論を聞いていても、十分理解できないことがあるんじゃないだろ

うか、それだとしたら、マスコミとしてはもうちょっと一歩踏み込んだ取材をする義務があっ

たんじゃないかと、私はそのとき思いました。

　そして、他方では理解を示すジャーナリストの例としては、これがかなり例外的なものなん

ですけれども、青野由利さんという論説委員の方、毎日新聞の方ですけれども、この方にもこ

の委員会に来ていただきまして、お話を伺ったことがあります。この中でやはり言われている

ことは、要するに科学的データが集まっていないからおかしいじゃないかというような議論を

言われてるのは、そういう問題ではないんだということをはっきり言われたというのは、私は

卓見だろうと思います（ppt.19）。ただ、学術会議としては一つの方向性を示すんじゃなくて、

もう ₁回議論するのではないだろうか、議論のデータを提供するということじゃないだろうか

と言われている点については、私は先程のような経緯がありますから、それは到底できない、

そういう問題ではないだろうと思います。

　報告書の結論については、マスメディアのほうの対応は、代理懐胎を許容するか否かだけが

マスメディアの頭の中にありまして、それ以外についてはほとんど興味を示していないという

ことがあります。「試行」を認めたということについてと、処罰の範囲が依頼者のほうまで及ん

でいる、営利目的の場合に限定してる、ここらを問題にするものがかなりあったようでござい

ます（ppt.20）。

　代理懐胎の試行的実施を認めたということについては、好意的な反応もありました（ppt.21）。

ただ、これは恐らくは学術会議の報告書を見てもらえれば、そんなに簡単にできるものではな

いということもおわかりと思います。ここらで若干同床異夢的なところが、もしかしたらある

のかもしれないと思います。

　学術会議がこれだけ苦労したのに、一体何の意味があったか。私は、基本的視点の提示とい

うことについて、かなりまとまってきたということがあると思います（ppt.22）。四つぐらいの

やはりキーワードがこの中にあります。

　一つは、子どもの福祉を中心として考えるべきであるということ。代理母となった人たちの

ことを考えなきゃいけない。そして他方では、子どもをつくる権利、生殖の権利も考えなきゃ

いけない。しかし、以上のことが家族制度の枠内で解決されなきゃいけないという、この点に

絞られたんじゃないかと思います。

　これはある範囲で、皆さんこのフレーズで議論されてきたんだろうと思うんですけれども、

幾つかのつながり、これがどのような位置づけを持ってやられるかについて初めて議論された

のがあの場ではなかったかと思います。井戸端会議的な議論からの脱却というのが、あったと

思います。

　もう一つは、要は倫理的にいいか悪いかということだけで、例えば悪いということだけで、

直ちに法律による規制をすべきではないということです。例えば、アメリカでは禁酒法という
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のがあってひどい状態を招いたということはご存じだろうと思います。倫理は基本的には個人

的な問題です。それが社会の中で一般に共有されてる倫理だからといって、それを個人に押し

つける権利は社会にはないということです。そのことも理解はされたと思います。

　また、何もかも処罰しろということで済むわけではないということも確かです。昔、駐車違

反というのを全部処罰しておりましたけれども、これでは世の中えらいことになるというの

で、それは刑罰の範囲から外す。スピード違反も反則金にかえるということになったことから

おわかりのとおり、刑罰を使うことだけで事態が悪くなるわけではない。一般論としては、刑

罰は一番お金がかからない方法です。そのかわり、どれだけの意味があるか、そして、ある場

合には ₁億総犯罪人化するという、そういう危険性があるということです。そして警察が全部

入ってくるということです。

　非常に困難だったのは、生命倫理という分野に属する政策決定の問題であったということで

す。日本の場合は、慎重論と社会的合意論しかない、これが日本社会の生命倫理だったと思い

ます。これは亡くなられた加藤一郎という先生が言われたんですけれども、社会的合意論とい

うのは、自分の意見を言わないで社会が一致してるからこれでいいという議論なんで、こんな

反倫理的な議論はない。私もそのように思います。やはり倫理的に正しいかどうかというのは、

みんながそう言ったからによって決まるわけじゃない。みんなが反対したから反倫理的になる

わけじゃない。

　しかし合意形成のあり方についてきゅうきゅうとしているのが日本社会です。このようなこ

とから、以上のような日本の生命倫理分野における政策決定について、何らかの意味といいま

すか、私としてはかなり大きな意味があったのではないかというぐあいに思います（ppt.23）。

できればこれからこれを続けていかなければいけないと思います。日本の、つまり我々学者集

団、研究者集団も含めてなんですけれども、この問題だけじゃなくて、一つのトピックについ

て、ある時期は一所懸命議論する、しかししばらくしたらやめちゃう。例えば今回の場合につ

いても、もう恐らく立法というのが動くことはかなり難しい状況になっている。そうなってく

ると、余り議論しないということがある。マスコミがそうなるのは、ある意味でしようがない

ことがありますけれども、学術会議のような研究者集団はそれではいけないところだろうと思

います。

　そういたしますと生殖医療について、残された問題って随分たくさんあるわけでございま

す。代理懐胎のほうからいろいろ議論をして、しかし、この考え方の筋道というのは、このよ

うに考えてきたということは出自を知る権利だとか、いろんな問題についてどれだけの意味を

持っているか、そして恐らく何か意味を持たざるを得ないだろうと私は思います。それについ

てもやらなきゃいけない。風化というのは世論の中で非常に早く始まっておりまして、きょう、

このような機会があったということは、私は非常によかったことだろうと思います。

　どうもご静聴ありがとうございました。

○司会　町野先生、どうもありがとうございました。苦悩する委員会の諸問題についていろいろ

お話を伺いました。
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　それでは、次に千藤先生にお話を伺いたいと思いますが、千藤先生は関西大学の法学部の教

授でいらっしゃいまして、民法がご専門ということでございます。それではよろしくお願いい

たします。

○千藤洋三　関西大学の千藤です。

　皆さんがお手持ちの、私の本日お配りしましたレジュメ、資料をちょっとごらんになってく

ださい。（資料 P ₁ ～ P ₇ ）

　実は私は、きょう、正直申し上げまして、日本学術会議の会員、これは学者の国会議員とま

で言われているぐらいの非常にすぐれたプロフェッショナルの方々で構成されている、もっと

も日本の衆参議員の議員さんというのは、必ずしもプロフェッショナルな人とは限りませんけ

れども、お粗末な人もおられるようですが、こと学術会議の会員というのは、私たちそうでな

い者にとって本当にあこがれの存在というか、雲の上のようなお仕事のよくできた日本の、あ

るいは世界の学界に業績を残されるような方たちで構成されております。

　そうした方たちがつくられた報告書に対してどのようにして私の意見を述べるかということ

で、私は正直申し上げまして、皆さんのお手持ちのところの ₇ページのところですけれども、

ここのところが私の意見ですけれども、こういうのを出すのは余りにも失礼ではないか、先程

の町野先生がおっしゃられたように、まさに井戸端会議レベルにしかすぎないのではないだろ

うかと、そう思いながら、しかし私としてはともかく自分が今思っていることを言って、30分

の責めをふさごうと、そういうように思っております。

　私は、それではどうしてこういう問題で発言する機会を得たのかと申しますと、佐藤先生、

法学研究所の所長が、昨年、韓国の漢陽大学とのミニシンポジウムの中でこの問題を取り上げ、

私が司会のような役割をさせていただいたときに、以前に韓国を訪問してわかったんですけれ

ども、資源のない国で、むしろこうした生殖医療技術の発展というのを韓国は政府を挙げてや

っているんじゃないだろうかという観点から聞こうと思ったんですけど、漢陽の先生方は明確

には答えられなかったという点もありまして、今回やってみようと。

　ただ、他には全く何もやってこなかったのかと言われると、そうでもありませんで、もちろ

ん大学の法学部の家族法の授業で、といっても、本当に15分か20分程度で終わるようなテーマ

ですけれどもやりました。それ以外に、関西大学は高大連携といいまして、高等学校に大学の

先生方を派遣して講義する、そこの中で私は ₃年前から、高等学校のほうが選ぶんですから何

も私が押しかけて行ったわけじゃなしに、私が提示しているこのテーマ、だれが法律上の母親

かということで、タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田延彦さん夫妻がアメリカの

女性に代理出産を依頼し、双子の男の子が生まれた。2006年 ₉ 月29日に東京高裁は、東京都品

川区の出生届不受理処分の取り消しを命じる決定をした。この事件をふまえて、法律上の母は

だれかを考えてみようということで高等学校に行く機会を得ております。

　以前は、法学とは何か、政治学とは何かとか、相続とは何かということで話したんですが、

さっぱり受けなかった。もう本当につらい思いをしましたが、このだれが法律上の母親かとい

うテーマは非常に受けがよくて、現在までのところ、 ₃年間で18校、同じ高等学校が ₃回も頼



― 66―

んできたこともありますけれども、高等学校に行って講義のようなものをしております。

　そこでおおむね若い人たちが意外と熱心に聞いてくださいます。私の場合は、もう年寄りだ

から、この問題は君たち、まさに君たちの今後 ₅年、10年後の問題だから、君たちが考えてみ

るべきだと、そういうように言ってきましたら、随分と受けがいいんですけども、ただ、一つ

の高等学校だけ男女共学校で講義が終わった後、校長室に戻るときに女性の担任の先生が私に

向かって、男の子にどう思いますかって聞いてたけど、それは答えるのが難しいでしょうねと

いうように言われたんです。私、まさに男だからこそ考えてほしいんだと言い返しそうになっ

たんですけど、そうですねという程度で抑えた経験があります。ある女子高校では40人も50人

もの学生さんがこれに対する意見を大学あてに送ってきてくれたりします。

　それで、先に皆さんにお渡ししました資料のメッセージですけれども、これは一体何でこん

なことを今回やったのかというと、資料 No. ₁ というのがあります。この代理出産母子と認め

ずが、例の最高裁の判断のときの読売、その裏も読売で、No. ₃ が『朝日新聞』です。それから

No. ₄ は、この10月に『読売新聞』で連載されたもので、No. ₄ 、No. ₅ は、現在の法学部の親族

法の授業で配ったものです。それから No. ₆ もですね。

　 ₆段目のとこをごらんになったらおわかりになりますように、厚生労働省の集計では2008年

度に何と24万2,292件の中絶が行われたと。昔に比べると減りましたが、08年の子どもの出生数

は109万人余り、少ない数ではないと。日本というのは物すごくアンバランスな国だと私は思う

んです。この日の目を見ることなく死んでいった、何といいましょうか、子どもたちのことを

考えますと、本当にどうなってるんだろうというのが正直なところです。

　そして、No. ₇ がきょう午前中に吉村先生が紹介してくださったのと同じ事件を取り上げた

ものです。そして、その隣の人生案内は、子宮全摘で生めない体にという新聞、人生案内です。

それと No. ₈ 、 ₉ は、かつて学生に配付した資料が家にありましたので、きょうのＡＩＤで生

まれた子どもの出自を知る権利について、もうこのときから随分考えられていたんだと。しか

し、日本というのは何も進んでないねということが言いたい。

　それから No.10は、親権を持った親でも、何とむしろその制限をしなければいけないという

時代が来ていると。そしてけさの『朝日新聞』ですけれども、虐待防止学会の提言で、監護権

の削除を求めるという記事が載っておりました。

　それから No.11は、例の熊本県の赤ちゃんポスト問題ですけれども、ここでは配りませんで

したが、『読売新聞』の記事でしたか、何と福祉や教育関係者のお子さんが捨てられていたそう

です。だから、この問題は、きょうお越しの皆さんのように非常に知的レベルが高い人、ある

いはそうでない人、そういうことと関係なしに、本当に大きな問題だと、そしてそこにおける

意見としては二つ、資料 No.11の左側ですけれども、こういうことはすごくよくないという考

え方と、いや、そうじゃなしにこれをしなければ生きられる子どもも生きられないんだと、そ

ういう二つの対立した考え方がある。なかなかこうした意見の対立にうまく調和をとることが

難しいにせよ、現実の我が国の状況をあらわしていることは確かだと思います。

　それから No.12は、これは体外受精というものがいつ行われ、特に日本の場合、東北大学の
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鈴木先生が最初に行い、しかもこの先生は後に日本医師会の会長か何かになられまして、早く

体外受精の子どもの地位というものを法的に確立してくれといったにもかかわらず、それが

1987年ぐらいでしたか、もうそれから何十年たったことでしょう。その意味で町野先生がおっ

しゃられたように、早く立法化することは必要だろうと、そういうことは私もつくづく思うわ

けです。

　No.13は、子宮頸がんが随分とふえているということです。昨年のノーベル賞のドイツ人学者

が子宮頸がんの発見とその治療法の開発でノーベル賞をもらい、ことし秋から、15歳以上の女

性に年 ₂回、無料の子宮頸がん、子宮体がんですか、検診のチケットが配られるような状況に

なっております。私の大好きなＺＡＲＤの坂井泉水さんもこの子宮頸がんで亡くなった。そし

て今回の問題になっております向井亜紀さんも子宮頸がんで、せっかくおなかの中にいた赤ち

ゃんを取り出してしまった。卵巣だけはともかく残していただいたということから、代理懐胎

の問題が始まってるんですけれども。

　そして次に、これはちょっと余計なことだったかわかりませんが、No.14とNo.15で、根津医

師と野田国会議員が対談している、この方たちはどういうことを考えておられるのか、きょう

はもちろん時間がありませんので、皆さんも家に帰られて、この方たちの意見は何なのかとい

うことをお読みになっていただければと、そういうように思っております。

　こういう形で、私は新聞を使って大学教育、あるいは高等学校の講義に行ったりしており、

ときには、このような新聞記事などを配付して、学生にできるだけ社会に関心を持ってもらい

たいと、そういうやり方をとっております。

　さて、それで最初のページに戻っていただきたいんですけれども（資料 No. ₁ ～ No.15）、正

直申し上げまして、室伏先生のけさの講演を聞きまして、私ちょっとノックダウン寸前という

ぐらいまで打ちのめされております。やっぱり母と生まれてくる子どもとのつながりというの

を人類学的に考えたときに、この生物学としての人の重要性というのを私たちはもっと認識す

べきじゃないだろうか。しかし、そうは言いましても、何らかの形で多少でも反論ができると

すれば、1000分の ₁であれ、私たち人というのは室伏先生が思っておられるほど生物学的存在

ではないんじゃないかという気がするわけです。私たちはやっぱり、要するに社会的存在では

ないんだろうかと。そこが理科系と文化系の違いなんだと切って捨てられれば、すみませんと

謝る以外ないんですけれども、私はそういうところが、つまり生物学的には、これが本当のお

父さんだ、お母さんだと言ったところで、法学的には別にそれと違ったっていいのではないだ

ろうか。それは、我妻先生もかつてそういう趣旨のことをおっしゃられたことがあるんですが、

要するに親子鑑定等でお医者さんの鑑定が出ても、何も裁判官はそれに従う必要はないんだ

と、このお父さんとこの子の間に法的に親子関係があるんだったらそれでいいんだと、それが

法律学なんだと、それは2000年も3000年もある意味において法学と医学と、そして哲学ですか、

そういう三者関係の中で法学が堅持してきた誇りだと私、思うんです。

　でも、室伏先生のいわれるように妊娠した母と懐胎児との間の結びつきである母性というの

がここまで重要であるということになりますと、どうしても法学的な立場が弱くなってしまう
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んですが……。

　さて、それで、もう吉村先生、町野先生が詳しく触れられましたので、私としてはざっと見

ていくことにいたします。まず、報告書全般についてのあらかじめの率直な感想を述べます。

私は論文を書くときは、いつも結論を先に書くのですが、同じように結論から先に述べますと、

正直、この報告書が出たときに驚きました。もっと認めてくれるんじゃないかという甘い期待

があったんですけれども、原則全面禁止でした。

　甘い期待というのはどこら辺かと申しますと、せめてイギリスのように、国がセンターのよ

うなものをつくって、そこに依頼者と医療者とそして子宮を提供してもいいよというボランテ

ィアの人との三者の中で、きちっと公開の中で隠すことなくこの技術を進めていくということ

です。私はせめてそれぐらいは出るかなということを期待してたのですが、正直申し上げまし

て、そんなに難しいことかなという気はいたしました。

　それでⅡのところに入りますが、報告書作成に至るまでの経緯、これは長々と次のⅢの提言

の内容も全部この報告書に従って書いたものです。私の文章はできるだけ入れずに、この報告

書どおりの文章にしております。

　まず、⑴ですけれども、当初、委員の間では代理懐胎を絶対禁止、条件つきで容認、現状の

法規制のない状態でよいとするなど、基本的な考え方が大きく異なっており、禁止するとして

も法律によるか、刑罰を科するか、容認するとしても条件は何か、どこまで認めるのか、さま

ざまな意見があったという。だから何が言いたいのかというと、それが原則であれ全面禁止に

なぜ至ったのか、どういう議論がなされたのか、ひょっとすると理科系の先生方に引きずられ

たんじゃないかという気もしております。

　そこで、日本学術会議の分科会としては、共通の理解と認識のための作業、外部有識者から

のヒアリング、代理懐胎を54％の者が受け入れるとの報道について調査担当者から直接ヒアリ

ング、それから諸外国の現状把握につとめた後、報告書原案作成に入り、平成20年 ₁ 月31日に

シンポジウムを開催し、原案概要を提示し、参加者との意見交換を行い、アンケート結果など

についても報告書作成の判断材料として斟酌したと、こういうことです。

　非常に緻密に努力され、先程、町野先生も27回の会合があったということですし、私として

はもう敬意を表する以外にないんですが、ただ、その平成20年 ₁ 月31日のシンポジウムの中に

非常に厳しい態度の東大の大村敦志先生が入っておられますけども、私はむしろなぜ樋口先生

をお呼びにならなかったのか、これまた東大の先生ですけども、向井さんの場合の意見書をお

書きになられ、今回も『法学教室』で最高裁の決定法理の誤りを非常に詳細に突いておられま

す。私は、こうした最高裁に反対の人たちの意見をお聞きになられたんだろうかと疑問に思い

ます。これ以上申しませんけれども、ともあれ ₁年余にわたる検討内容と結論、そして提言が

なされたということです。

　次にⅢの提言の内容ですが、まず代理懐胎の是非についてですけれども、母胎の保護や出生

した子の福祉を尊重する立場から、⑴から⑷まで、大事なとこだけ見ていきますが、⑴は代

理懐胎については法律による規制が必要であり、それに基づき原則禁止とすることが望まし
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い。それから⑵は、営利目的で行われる代理懐胎には処罰をもって臨む。処罰は施行医、あっ

せん者、依頼者を対象とする。代理懐胎者は被害者であるから、処罰しないということですが、

私は処罰についても少し異論があります。

　⑶⑷は、母体の保護や生まれる子の権利、福祉を尊重し、医学的、倫理的、法的、社会的問

題を把握する必要性などにかんがみ、先天的に子宮を持たない女性及び治療として子宮の摘出

を受けた女性に対象を限定した厳重な管理のもとでの代理懐胎の試行的実施は考慮されてよい

とする。そう言うのであれば、なおのこと、先程のイギリスのようなやり方の道もあったので

はないだろうかと私は思うわけです。

　次に、米印のところですけど、親子関係の決定方法については、⑸で、代理懐胎により生ま

れた子の親子関係については、代理懐胎者を母とする。こういうことですが、これには、後で

申し上げますが異論があります。

　そして、その他の問題として、 ₂ページの事由ですけれども、代理懐胎を始めとする生殖補

助医療について議論する際には、生まれた子の福祉を最優先すべきであるという。これはもう

もっともなことです。もっともなことではありますけれども、少しここでも、ほんの、これこ

そ ₁万分の ₁％の異論があります。といいますのは、私たちもそうですが、すべて生まれた人

間というのはこの世に生まれて、物心つく、何でこんなおやじやおふくろの子に生んでくれた

んやと。私たちは、代理懐胎で生まれた子のみならず、すべて人類というのはそういうものだ

と私は思うのです。それが人間ではないでしょうか。

　Ⅳについて、報告書では代理懐胎のメリットとデメリットという書き方はされておられませ

んでした。だから、これは私が勝手につけたんですけれども、メリットの方は、生まれつき子

宮のない女性や腫瘍その他の疾患で子宮を切除した女性などが、自分の遺伝子を受け継ぐ子を

持ちたいとする願望を満たすことができると。これだけだったと思います。一所懸命丁寧に読

みました。もう読みまくったんですけども、恐らく皆さんが読まれてもこれだけだろうと思い

ます。はっきりと願望を満たすことができるという言葉までは使っていませんでしたけども、

このことだろうと思います。

　デメリットの方は、非常にたくさんありました。もう医学的側面からというのは省略して、

⑵倫理的・社会的側面からというアのところです。依頼者及び懐胎者の自己決定とその限界、

自己決定が果たして自己の十全な意思で完全に自由な意思決定によってなされるか。当事者双

方が単なる所有物の貸借や通常の労働とは根本的に異なる代理懐胎という行為に随伴する心身

の負担とリスク、子の引き渡しの際の代理懐胎者の喪失感、⒞ですが、両当事者の心理的葛藤、

⒟、子の誕生に至らない可能性など、起こり得ることとその重い意味を常に十分に理解した上

で意思決定を行うか疑問であるとの指摘もあるんですが、私は本当にそのとおりだと思いま

す。すばらしいご指摘です。

　そして、代理懐胎の依頼または引き受けに際して、自己の意思ではなく、家族及び周囲の意

思が決定的に作用することも考えられる。とりわけ家を重視する傾向のある現在の我が国で

は、義理の姉妹、あるいは本当の姉妹、親子間での代理懐胎において、このような事態が生ず



― 70―

ることが懸念される。さらにこのようなことが繰り返されるときには、それが人情あるいは美

徳とされ、それ自体が一つの大きな社会的圧力にもなりかねない。まさにそのとおりだと思い

ます。 ₃日か ₄日ほど前の53歳のお祖母さんが孫を生んだなんてそうです。もう本当に美談で

す。

　『週刊朝日』も読んでみましたけども、本当にいいことしか書いてないと言ってもいいぐらい

です。もっともこのお母さんになる方は、27歳の母親ですが、この方にドンペリドンという薬

を飲んでいただいたら母乳が多少でも出るんです。だから、こういうことももう医学の世界で

は行われており、先程、吉村先生に聞いておくべきだと思ったんですけれども、本当にこうし

た生殖補助医療技術というのは進んでいっているんだろうと思います。

　ともあれ、私は我が国において、家制度の残映がまだ残っている今日の社会の中で、たとえ

ば臓器移植の場合に、なぜ親族優先規定ができたのか、本当にそれはむしろ圧力をかけること

になるだろうと、私はそのことをすごく危惧するんですけれども、同じようなことがまさに起

こっているのではないかと思います。

　 ₃ページのところで、その他、子の福祉の問題、それからＡＩＤで生まれた子どもたちの真

実を知りたいということ。代理懐胎の場合には、むしろ私はＡＩＤの場合よりも秘匿性がやや

少ないかなという気はするものの、たとえ代理懐胎を将来的に認めるにしても、絶対にこの秘

密にするということは認めてはいけない。もう本当に、これは侵すことのできない人間の尊厳

性の問題だと私自身も考えております。

　それから、 ₃ページの一番最後から ₃行目の生物学的秩序の問題、これはまさに室伏先生が

おっしゃられたように、人間というのはやはりもともと生物なんだと、そこのところを忘れる

べきではないという、このご指摘も本当にまさにそのとおりだと思います。

　法的側面から、というのを一切飛ばしまして、 ₇ページの私の思ってることだけに焦点を絞

って今の考えを述べてみたいと思います。₇ページの一番上ですが、この報告書の提言内容は、

確かにすぐれております。もう非の打ちどころがないと評することさえできると私は思うので

すが、ただ、だめ出しが多い。もうあれもだめ、これもだめ、それもだめ、まさに先日の民主

党の事業仕分け人のように、あれもだめ、これもだめというと、本当に息が詰まるといいまし

ょうか、もう少し夢を与えていただければというのが私の率直な感想でした。その意味も含め

て、以下のようなささやかな疑問を申し述べます。

　まず、報告書のとおり、わが国において本当に代理懐胎を原則禁止とする立法が成立するだ

ろうか、私は疑問に思っております。報告書は、国民の意識と乖離していないだろうかという

気がしてしようがないのです。

　 ₂番目に、禁止立法が成立したとしても、グローバル化した今日の社会において、外国での

実施等を阻止し得ないのではないだろうかという疑問がどうしても払拭し切れません。

　 ₃番目に、報告書は産めない女性への配慮に少し欠けていないだろうかというように思いま

す。実は ₆年にわたって生理がこないということで悩んでいた娘が今度結婚して、ようやっと

妊娠したんですが、非常に親としてはうれしい。この娘が、もし子どもできなかったらどうす
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るか。私の女房は幸いにして私より11年近く若いので、53歳でまだ生めると、私はひそかに思

っていたんです。子どもが ₃人いて、女房に ₄人目つくってくれんかと言うたら、つくっても

よいが、あんたが育てるならばと。育てるなんて私にはとても無理だと断念したのですが、そ

のことを持ち出して、娘に代わって、ちょっとつくってくれんかという……。いや、実は本当

に父親として娘に子どもができないというのは、やっぱり何かこう、つらい気持ちがありまし

た。

　たまたま娘と話ししたときに、今、産婦人科で15年ぐらい体外受精を試みてるけどうまくい

かない人がいるんだよという話から、そういう場合にはどうするのかと聞いたら、産婦人科の

待合室にパンフレットみたいなのが置いてあり、不妊治療の後に、ということのようだけど、

と答えた。それはどういうことか、養子縁組とか特別養子縁組でもしたらいいというのか、あ

るいは代理懐胎を勧めるというようなことでもあるのか、多分そんなことは多くの産婦人科医

師はしてないだろうと思いましてとくに突っ込んで聞かなかったんですけど、娘の方から答え

てくれました。その答えが意外でした。そこに書いてあるのが、産めないことよりも産まない

決意をというんです。自分が産めないという悩みを抱えて生きるんじゃなしに、自分は産まな

いんだと。なるほど、こういう人へのアプローチの仕方もあるのか、と私はもう感心しました。

　そういう意味で、もう少し産めない女性への配慮というのが、例えば報告書は非常に厳しい

口調でしたけども、要するに試行的実験というようなものを利用できるような糸口のような、

それは非常に難しいことではありましょうけれども、そうした配慮があってもよかったんじゃ

ないかと思いました。

　それから ₄番目の代理懐胎者の気持ちや立場を否定し過ぎていないだろうか。ここは私も非

常によくわかるんです。代理懐胎ビジネスが世界的にはやっておりまして、非常に問題になっ

ていることはわかるんですけれども、貧富の格差の中で貧しい女性をこき使う、あるいは何と

いいましょうか、代理懐胎のボランティアで申し出た人の気持ちを逆なでするように、あなた

方が自己決定するのはおかしいんだと、パターナリズムであなた方は自分に危険が及んでいる

ことを認識すべきだというような形の報告書になっておりますけれども、それも私は言い過ぎ

なんじゃないだろうかという気がしてなりません。

　 ₅番目に、産めない日本人女性の苦しみを救うために、その母親の産める日本人女性が代理

懐胎する時代は、もう到来しているんじゃないだろうかと、そういう気がしております。これ

は臓器移植法が今回なぜ改定されたかということを考えれば、すぐわかる問題です。

　それから ₆番目に、代理懐胎の依頼者と医療者に対して刑罰を科すべきだろうか。それほど

本当に刑罰を科すほど悪い行為なんだろうか、仮にもし科した場合には、子の養育をだれが担

うのか、これは樋口先生等が指摘されているところです。むしろ不幸をもたらすだけではない

か。

　 ₇番目に、生殖補助医療技術の進展、あるいは暴走かもわかりません、に対する恐怖感には

本当に共感を覚えますが、共存する以外に道はないのではなかろうか。むしろ医学の進歩を享

受できる時代であることを率直に受けとめるべきではないだろうか。もっとも、例えば夫の死
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後数十年経過した後に、凍結精子を用いて懐胎するケースを容認するかと私に問われれば、今

の私は、やはり余りにも課題が多いことを踏まえて否定するしかないと考えております。

　 ₈番目に、分娩者イコール法律上の母ルールは絶対不可侵的なものだろうか。生まれた子の

扶養義務の負担者がまさに外部から見れば明らかにわかるということで、出産した女性に押し

つけてきた歴史が日本にあるんじゃないか。私はそう思うわけです。むしろ現代こそ、民主党

が子育てに、つまり国が初めて直接支援をしようとする時代が来てるわけです。本当に戦前の

日本は軍国主義で生めよ、ふやせよと言ったけれども、何も国は国民 ₁人当たりに金を出した

わけでもない、せいぜい昭和17年に私生児という差別用語を撤廃した、あるいは死後 ₃年の認

知請求を認めるという形で兵隊を外部に不安なく送り出すという政策を取っただけじゃないか

という気がするわけです。今の日本で婚外子の数が少ない原因の一つも、女の人が結婚外に子

どもを生むなんて、こんな恥ずかしいことはあるか、という意識を国家が植えつけてきたんじ

ゃないでしょうか。日本は婚外子はわずか ₂％か ₃％ですか、もうちょっといきましたか、フ

ランスは昨年で54％を超え、スウェーデンは65％を超えた。これは二宮先生が最も専門とされ

るところです。後からぜひお聞かせ願いたい。

　 ₉番目に、実親子関係を定める基準が一義的に明確なものでなければならないのだろうか。

代理懐胎にあっては、代理懐胎者が子を育てる気持ちが全くなく、精子、卵子の提供者で、か

つ苦労して子を育てようとする人がいた場合に、特別養子縁組の利用でいいのではないかとい

う意見もあろうが、これも二宮先生から批判されるところですけれども、この育てようとする

親を法律上の親とするという視点があってもよいのではなかろうか。そういうターニングポイ

ントに私たちは、そういう時代を迎えているんじゃないか。

　10番目に、我が国で代理懐胎が禁止されたにもかかわらず、外国で代理懐胎が行われたとい

うケースを想定したときに、代理懐胎者が全く養育の意思を有しなかった場合にも、代理懐胎

者を法律上の母親と決めつけることが、子の福祉にとって本当に妥当なのだろうか。私はその

ことに疑問を持っております。もっとも育ての親が最初から法律上の親になると、本当の子宮

を提供した親が消えてしまう、先程のＡＩＤの出自を知る権利等との絡みの問題は出てくるこ

とは否定できませんが。

　以上で、私の報告書を読ませていただいた限りの現在の率直な気持ちを申し上げました。ど

うもありがとうございました。

○司会　千藤先生、どうもありがとうございます。大変熱い心でもちましてご批判をいただきま

した。後でまたご議論をいただきたいと思いますが。

　それでは時間のほうも来ておりますので、床谷先生にコメントをちょうだいしたいと思いま

す。床谷先生は、大阪大学の国際公共政策大学院の教授でいらっしゃいまして、同じく民法が

ご専門ということでございますので、よろしくお願いいたします。

○床谷文雄　大阪大学の床谷と申します。よろしくお願いします。

　ただいまの千藤先生の熱い訴えのようなコメントはできませんけれども、私は大学院のとき
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から血のつながらない親子関係、当時は他児養育と言っておりましたけれども、他児養育制度

の研究、親子法の中では具体的には養子縁組と里親里子制度ですけれども、これを大学院のと

きから研究の中心に置いてやってきました。

　生殖補助医療との関係では、私のかかわっている学会では98年に日本家族（社会と法）学会

というところでこの問題を取り上げました。また、私法学会では2002年に、比較法学会では2004

年に生殖補助医療の問題を取り上げました。

　こういう学会の動きは、その当時の時々に新聞で報道されるニュースに後押しされるという

か、学会で企画している間に、 ₁年たってる間に新しい事件が起きるというぐらいのスピード

でしたので、なかなか議論と実態とが追いつかないというような思いをしながら、その時々の

シンポジウムにはかかわらせていただきました。ことしの私法学会では、家族法改正というこ

とで、生殖補助医療に伴う親子関係の法規定の改正ということを検討する機会がありましたけ

れども、この生殖補助医療にかかわる親子関係の問題については、神戸大学の窪田先生から提

案があり、その議論の座に出されました。

　今回の学術会議の在り方検討委員会の報告書につきましては、私は昨年の『ジュリスト』で

親子関係の認定の問題ということでコメントの記事を書かせていただきました。先程町野先生

が挙げておられた関連の資料の中の一つであります。

　ただいまは、千藤先生はこの報告書に反対の立場、もう少し余裕が必要ではないかとか、当

事者の気持ちをもう少しおもんばかったものが必要ではないかということでご発言されたかと

思いますけれども、私は基本的にこの学術会議の報告書の内容には、大方の研究者がそれまで

に発言してきたものを集約したものとして、特段の異論はないというのが私の基本的な立場で

す。唯一、試行ということには、私は非常にひっかかりましたけれども、先程町野先生からも

説明があり、試行という言葉の意味は、自分たち文化系の人が考えてるようなものとはどうも

違うらしいなという、またそういったような説明をいただいたのですけれども、それでもやっ

ぱり試行するということは何か実験をしているようで違和感というのがいまだに抜けないとい

うところがあります。

　さて、代理懐胎の問題について、報告書は、基本的にはこれを禁止する。その上で出てくる

親子関係の問題については別途考えるというのが基本的なスタンスであったわけですが、これ

につきましては、まず第一の代理懐胎を禁止するということについては、私も賛成の立場のほ

うでおります。

　これは卵子提供、精子提供は認めるけれども、代理懐胎を認めないという、そこの線引きが

果たして納得できるかという意見もあろうかと思います。精子をもらったり、卵子をもらった

り、あるいは胚をもらって生むことは認めるけれども、それをほかへ回して、ほかに生んでも

らうということを認めないと。そこに何の違いがあるのかということで疑問を持たれるという

点もあろうかと思います。これについても、きょうの朝方からの議論の中で吉村先生のご報告

の中にありましたように、自分たちだけの医療として完結しない、精子、卵子の提供にしても、

自分たちだけのもので完結してるわけではないのですけれども、別の母胎を使うというのは、



― 74―

それとはやはり水準が相当に違うリスクを他者に及ぼすということで、相当に危険、精子、卵

子をもらう、輸血をする、そういうものとは相当に違うのであろうというふうに考えます。し

たがいまして、代理懐胎は禁止するという立場を支持しております。

　その上で、親子関係についての問題なんですけれども、私は親子関係についても基本的には

報告書の立場を支持しています。まず、母親の問題について、先程千藤先生は分娩主義という

ものは絶対的なものか、親子関係が早期に定まらなくちゃいけないというのは、それほど強い

ものなのかということで、論拠について疑問を呈されました。これにつきましては、吉村先生

の親子関係の中にはさまざまな母親がいる。遺伝学上の母もいれば、妊娠、分娩の母もおり、

子を欲しい契約する母もいる。その中から法律上の母を選ぶというのが法のシステムであると

いう説明がありましたけれども、この点については、基本的には分娩主義による出産時の母子

関係の確定という基本線、これが多くのいろいろなケースを総合して考えればふさわしいので

はないかというふうに考えているわけです。

　私が代理懐胎の問題を考えるときには、先程の町野先生の事件の紹介の中にもありましたけ

れども、日本では代理懐胎のケースは ₂件の事件があると。向井、高田さんのご夫婦のケース

と、それからその前にあった卵子も提供してもらったケースで別の女性に生んでもらったケー

スというのがあります。

　このケースの場合は、母親は子どもを夫の精子を使って、別の女性の卵子をもらって、また

別の女性に産んでもらうということですけれども、しかし我が子としたいという強い希望を持

っておられるということになりますので、子どもを欲する契約する母というのと遺伝上の母と

分娩の母がまさに分かれていくというものであります。こうした場合に、子どもが欲しい、子

どもを育てたいということで自分の夫の精子を使ってほかの女性に卵子をもらってでも、別の

女性に産んでもらってでも自分たちの子どもとしたいという、その強い意思、育てたい、産み

たい、自分の子が欲しいという意思に足場を置いて、その希望した女性を親とするという立場

もあるかと思います。アメリカにはそういったような判決や取り扱いがあるということも知ら

れておりますけれども、私はこの両者の、卵子をもらってでも産みたいという、夫婦の精子、

卵子によって子どもを持つという高田さんたちのケースだけではなくて、両者を考えていく

と、やはり母親については意思とか、遺伝とか、そういうことではなくて、出産の時点でのつ

ながりというものを基準とするのがよいのではないかというふうに考えております。

　先程最初に申し上げましたように、私の基本的なところは、血のつながらない親子関係でも

親子として成立させていけばよいし、そのような親子関係こそ必要ではないかというふうに考

えておりますので、代理懐胎をしてでも自分の卵子を使って夫の精子を使って子どもを産みた

いという気持ちにこたえるというよりも、養子縁組のような制度をもう少し発展させる方がよ

いのではないかというのが素直な感想であります。

　解釈論としては、最高裁の判決で母親については母子関係を基準とするということになって

おりますから、今後の私たちの議論というのは、立法論の土俵で議論をしていくということに

なると思います。ことしの私法学会でも、その立場で産んだ女性が母であるという提案に対し
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ては、それはおかしいのではないかと、部分的には血縁による母子関係への修正というのを認

めていくべきではないかという、そういう意見もありました。それに対して一定の支持は恐ら

くあるのだろうと思いますけれども、私としてはその立場を支持するというわけではないとい

うところであります。

　母子関係については、そういった形で学術会議の報告書やその前の法制審議会がまとめた中

間報告の立場を支持するということでよいのではないかというふうに考えております。

　ここから先は非常にちょっと違う立法論になるのですけれども、養子縁組の制度をもう少し

見直しておく必要があるだろうというふうに考えます。これは代理懐胎をして生まれてきた子

どもについては、特別養子縁組の手続を生まれてから行うということで、現在その対応がとら

れていると思いますけれども、制度としては妊娠、出産する前にそのような手続ができるよう

な制度を立法化してはどうかと考えております。日本は昔から虚偽の出生届というのがあるよ

うに、養子という言葉を非常に嫌がります。したがいまして、一たん分娩した母親を母として、

それから欲した人を養母とするというようなやり方は、恐らく余り望まれないというふうに考

えるところもあるんですけれども、養子縁組について出産とか、妊娠中に既にそういうような

形で、生まれた後の養育の親を決めるということを、出産前に手続をとる制度を導入すること

によって、出産後、直ちに親のところの戸籍に入籍することができるというような形で制度を

つくる方がよいのではないかというふうに考えております。

　代理懐胎は禁止ですと言いながら、どうもこの話をしていきますと、代理懐胎をしている人

にそういう養子縁組制度を当てはめることが背景にあるのではないですかというようなことを

後ろから言われているような気がしながら、今、こういうお話をしているわけですけれども、

一応私の意識の中では分けております。通常の妊娠、出産で胎児を体内に抱えている人と、子

どもがぜひ欲しいという人は、生まれる前から共同作業をして、生まれた後はこの人が母にな

るのだということを事前にきちんとそろえて、そのための準備を行うというような制度を、そ

ういう仕組みをつくることが必要ではないかということであります。

　この前の、先程来出ております、53歳のお祖母ちゃんが母親になってと、テレビのナレーシ

ョンは祖母が、母がという表現が、法律上は産んだ方が母になるとかというようなことは最後

の最後で少しコメントが入っていたかと思いますけれども、そうではない、あくまで祖母が孫

を体内に入れているんだというイメージを植えつけるようなテレビ放送だったように受け取り

ました。ちょっとその点、非常に問題を感じたのですけれども。

　それともう一つ、ちょっと私から見て、これはと思ったのは、母親になる人もホルモン治療

によって母乳が出ると、先程千藤先生もおっしゃいましたけれども、そういうようなことがあ

る。これは虚偽の出生届の場合も、もらい親になる母親がそういうふうに産婆さんに指導を受

けてお乳が出るように、産んでないんだけれどもお乳が出るようにするというようなことをや

って虚偽の出生届をやってきたというのはあったということですので、ほぼ同じようなこと

を、今、医学的にやってるということなんだろうと思うんですけれども、その点が一つ印象に

残りました。
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　もう ₁点は、私がお母さんよということで、自分の母親の中にいる胎児に対して問いかけて

いる場面がありました。通常、男性であると思い出すと思うんですが、妻の体内にパパだよと

か、お父さんだよということを言う。それと同じように、女性にそういう感覚があるというこ

とは、私ははっと思ったんですけれども、自分が産まないけれども、自分が母親になるよとい

うような感じ方を女性もするということがあるんだということはすごく印象的でした。ただ、

それはその人を実母とするというまでの必要はないのではないかというのが私の基本的な考え

方です。

　少し、ちょっと先程の千藤先生の熱い主張に当てられまして、何をコメントしていいのかな

と思いながら、少しクールにしゃべったつもりですけれども、ご理解いただけたらと思います。

　以上でございます。

○司会　床谷先生、コメントありがとうございます。

　それではコーヒーブレイクが14時50分から予定されておりますので、それまでの時間を使わ

せていただいて、これから質疑応答に入りたいと思います。

　それで、先程申しましたようにお名前、できましたらお立場のほうも言っていただいて、活

発にご議論いただきたいと思います。

　それでは何かご発言ございましたらお願いをいたします。

○廣渡清吾　廣渡でございます。私も主催者のほうの1人かもしれませんけれども、大変おもしろ

い報告を次から次に聞かせていただいたので、ちょっと質問をさせていただきたいという気持

ちになりました。千藤先生の問題提起は非常に迫力があって、うんうんと思って聞いていたの

ですけども、二つ論点があります。

　一つは、日本学術会議では、自然系の先生と人文社会系の先生が始終議論をしております。

その際に地球環境問題と生態系の破壊の問題、これを議論するときには必ず人間の行為によ

る、と限定をつけます。科学技術というのは人間がつくり出したものなので、科学技術の進展

による環境の破壊や生態系の破壊を、人間の行為による破壊、必ず人間の行為によるというの

が前につくわけですけれども、議論していますと、自然系の先生はこうおっしゃるんです。我々

としては、もうとめようがありません。科学技術の立場からこれをとめるという論理は出てき

ませんので、どうぞ人文社会系の先生、価値の問題に立ってこれを逆転させるように議論を構

築してください、制度をつくってくださいというようにおっしゃいます。

　きょうの千藤先生の話に、学術会議のレポートが自然系の先生にあおられて人文社会系の先

生がちょっとシュリンクしちゃって、こういう報告になったのではないかというご指摘があり

ましたが、実は私はそういう構図ではないのではないかと思います。きょう、吉村先生と室伏

先生にお話しいただきましたけども、このお二人の先生は、千藤先生のように医学の進歩に基

づいて徹底的に人間社会の人々の要求にこたえて、もっとどんどんやるべきだという方向でお

話になりませんでした。そういう意味では、きょうは自然科学と人文社会系の伝統的な構図で

はなかったということをちょっと感じましたので、それは一つです。

　それから子どもが生まれるということについて、代理出産の場合に、生まれる子どもが自己
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決定的に関与できない。したがって、これは当事者、つまり一方で産みたい親と他方でそれと

契約をする代理母、この人々の自己決定の問題としては、立ててはいけないのだ議論が示され

ました。その議論は当然なのですけれども、もともと子どもが生まれるという人間のあり方に

とっての問題を考えると、子どもはいかなる意味でも自分が生まれることについて自己決定的

な関与はできない、それが自然的な与件です。ですから、子どもが「生まれる」ことについて

の問題は、そもそも自己決定の問題ではなくて、もちろん子ども無視の大人の自己決定の問題

はまた別に考えなくてはいけませんが、「子どもが生まれて子どもが育つ」というのは、ひたす

ら社会的制度をどうつくるかということの問題ではないかと思います。

　それからもう一つ、千藤先生がおっしゃいましたけども、親子関係は看做し、擬制です。も

ともと本当にこれが真実かという話だけではなくて、看做しの話を含んでいるとおっしゃいま

したが、それはそのとおりであって、現行制度でも分娩主義をとっているのは、母親から生ま

れたことは間違いない。この子はこの母親の子だというのは、ほとんど自然的事実だけれども、

父親のほうはもともとそうではない。嫡出推定の制度のもとで何も知らない父親は、自分の子

どもでない子どもを自分の子どもだとして育てている可能性がある。それはちょっと言い過ぎ

かもしれませんけれども、つまりそういう制度が親子の制度であるというわけです。ですから、

もともと子どもを産み育てるというのは、そういう擬制・看做しの関係を含んでいるわけなの

で、したがって子どもが生まれて、いかに上手に育つかというのは、人々がいかにその社会的

制度を設計するかによる。

　現在、問題になっているのは、その社会的制度の設計について、これまで考えられてきたノ

ーマルな形態とは違ったものを考える必要があるのか、あるいは考える必要があるとしても、

上手に考えることができるのかという問題が問われていると思います。

　そのときに問題なのは、看做しという場合には、なるべく実態に近い形で看做す必要がある。

実態からうんと離れると、幾ら法律といえども擬制的な関係は維持できないので、つまりそれ

はなるべく自然に近い形で社会的な制度をつくる必要がある。それはどこまで可能なのかとい

うことが問題なのではないか。しかし、根本的には我々が予測し得ない、室伏先生がおっしゃ

っいましたが、生態系の変化、生物としての人類の未来への変化、そこが問題なので、容易に

この問題に踏み切ってよいとは思われない。このように自然科学者としての見解を述べられま

した。

　この点からして、私は法律学者が社会制度を設計するときに、どこまでそのリスクを見込ん

で社会に受け入れられる制度をつくることができるかというふうに問題を立てなくてはならな

いと強く思った次第です。

　もう一つ、床谷先生が養子制度の活用とおっしゃったのは、まことにそのとおりでして、私

の知っているドイツ人の家族は、エジプトとベトナムからそれぞれ養子をとって、それで非常

にうまく生活をしている。それからよくご存じかもしれませんけど、前のドイツの首相のシュ

レーダーは、 ₁人実子がいますけれども、配偶者が高齢なので子どもが生めない、しかし一人

っ子のために、兄弟姉妹がほしいということで、ロシアのプーチン大統領に頼んで女の子を養



― 78―

子にした。このような事例は、私たちは自然的なつながりはないんだよということを社会的に

も個人的にも全面的にオープンにした上で、立派な親子関係をつくるという覚悟を持った形で

社会的に子を育てるという制度を設計するということなので、私はむしろもっと自覚的にやる

とすれば、そういう方向に合理的に制度設計をすべきではないかということも思いましたの

で、ついでに申し上げます。

○司会　ありがとうございます。

○質問者Ｄ　××大学法学部の××と申します。

　学術会議で議論されたかどうかということをお尋ねしたいんですけれども、千藤先生のお話

の中にもありましたけども、仮に日本で規制しても、どうしても子どもの欲しいカップルとい

うのは、代理懐胎、代理出産を認めている国に出かけていく。そして、国によっては依頼者が

法律的にも親だと認めるところがあって、そういうところで仮に出生証明書を得て、日本に帰

って出生の届出をした場合に、実際に分娩をした女性が母親であるというふうに言っても、戸

籍の扱い上、そういう抜け穴といいますか、そういった形で日本で依頼した夫婦が法律上の母

親というふうな形での届出の受理という可能性があるということが議論されてると思うんです

けれども、実際にそういうことがどのぐらい行われているのかというふうな正確なデータとか

というのは余りないと思うんですが、仮に日本で規制しても、そういうやり方で実施をしたと

きに、それが日本での親子関係が、例えば先程説明された ₂件で、神戸のケースの場合は、女

性の年齢が50歳以上だったから出生の事実を確認しなさいということで親子関係が認められま

せんでしたし、向井さんのケースについては有名人で、出産していないという事実が明らかで

あったために戸籍の扱いが親子関係を認めないという扱いになったんですけれども、それ以外

のケースで実際に依頼をして代理懐胎、代理出産をしたケースでも、日本で法律の親子関係が

認められる可能性があるかどうか、そういったことがあるとして、それが学術会議でどういう

ふうな形で議論されたのか、もしそういうのがあれば教えていただきたいと思います。

○司会　これは町野先生、よろしゅうございますか。

○町野　朔　そこらの問題というのは、前に言われたのは、実際上、届出が受理されるケースで

すね。そのことはもちろん当然議論されましたけれども、後の方では、最高裁の判決を踏まえ

た上で、そういうことは恐らくないだろうという話だと思いますけれども、そこらは佐藤先生

のほうがもしかしたら詳しいかもしれませんけれど、いかがでしょうか。

○佐藤やよひ　学術会議で私は、その点につき報告しております。戸籍上からはわからないけれ

ども、親子関係不存在確認の訴えというのが日本にある限り、戸籍上は表見的に法律上の親子

関係があるようでも、その法律上の親子関係は覆される可能性が極めて高いものであると。要

するに、これはもう全く表見上のものでありまして、ただ、戸籍の記載を消滅させるためには、

戸籍法上発達してきた親子関係不存在確認の訴えによらなければなりません。これが非常に怖

い訴えであると。いつでも、だれからでも、訴えることができるというもので、最近ようやく

最高裁で権利濫用論で、余りに長きにわたる親子関係が表見上続いたものについて、第三者が

相続の関係とかということで、それを否定するような訴えは認められないという判決がありま
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した。それがある限り非常に怖いから、正しい届出をしてほしいと。ですから、むしろそうい

うことのないように、そして法律の回避ということが行われないような制度設計のつくり方が

重要であるというお話はやっております。

○町野　朔　どうもありがとうございます。

　というようなことでございまして、ただ、そのための法律上の制度設計というのはかなり議

論が難しいという話だったですよね。

　それで、私もその場で勉強させてもらったんですけれど、親子関係不存在確認の訴えという

のは、かなり問題のある判例理論であるというのが初めて私は民法の先生からそのときに教え

ていただきまして、そういうことでございます。

○司会　先程千藤先生の非常に熱いご主張があったわけでございますが、何かその点につきまし

てもご意見ございませんでしょうか。どうぞ。

○質問者Ｅ　××と申します。今、大学生でちょうどこの問題を勉強しておりまして、レベル的

にはまだ学部生になれたかどうかなんていうところなんで、とんちんかんな質問になるかもし

れませんが、ちょっと千藤先生のお話と関係ないとは思うんですけれども、代理出産でできた

親子関係について、こちらの報告書では普通養子または特別養子縁組による親子関係の成立と

いうことで書かれておるんですけれども、実際、普通養子と特別養子では効果が大きく異なり

ますし、要件も大きく異なるので、両方どちらか好きな方を当事者に選んでくださいという形

でこちらは出されているのかというのが1点と。

　仮に養子縁組による親子関係を認めた場合、代理懐胎による出産は公序良俗に違反するとい

うことで、はっきり報告書に明記されておるんですが、公序良俗に違反するにもかかわらず親

子関係が認められるというのは、特別養子については、その他特別な必要があるから大丈夫で

すよということは記載があったんですけれども、実際どのような議論で、公序良俗に反するん

だけど養子が認められますということが言えるのかというところをちょっとお教えいただけれ

ばと思います。お願いいたします。

○町野　朔　選べると思いますが、そこらは民法の大家がおいでになりますから、そちらの方に

伺っていただきたいと思います。代理母となって出産した人と生まれた子どもとが母子関係に

あるとしますと、ある場合には彼女の同意がなくても、特別養子縁組は可能です（民法817条の

6）。それに対して、普通養子縁組では、法定代理人の同意が必須です（民法797条）。選べると

いっても、要件の点で違っていることに気をつけるべきでしょう。

　あと、公序良俗に反するから養子縁組できないというのは、その理屈は一つわからないんで

すけれども、どういうことでございましょうか。

○質問者Ｅ　こちらの理解不足もありますのであれなんですけど、イメージとして、公序良俗に

違反するのは、一応、無効というのが普通にあるので、親子関係については公序良俗に関係な

く認めてもいいということで理解していいのか、そういうレベルの質問です。

○町野　朔　一つその前に、公序良俗に反するという文言は、報告書の中になかったんじゃない

かと思いますけど、公序に反するというのは最高裁の判決でして、良俗という言葉は最高裁は
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避けております。

○質問者Ｅ　最高裁は避けておりますけども、報告書の中で公序良俗に反するということを明ら

かにするというような一文があったような気がしたもんですから。

○町野　朔　この中にありましたか。そうですか、わかりました。

　今のときに、代理懐胎の契約が公序良俗といいますか、そちらが民法90条に違反するという

ことですか。そのことと、やはり養子縁組の場合とは、それはリンクする話ではないという話

ですよね。それはちょうど先程言いましたとおり、強姦というのは犯罪だけれども、親子関係

の設定は別の問題ですから、それと同じレベルの問題だと思います。

○質問者Ｅ　ありがとうございます。

○床谷文雄　1点だけちょっと補足しておきますと、フランス法の議論の中で、特別養子縁組に当

たるような養子制度を代理懐胎によって生まれてきた子に適用できるかどうかという議論があ

って、フランスでは代理懐胎を禁止していると。禁止してるような違法な行為から生まれてき

た子についても、それは違法な結果なので、そういう子どもをフランス式の養子縁組にして、

結局その子が、縁組が認められるということになると、その行為を結局間接的に助長すること

にもなるので、そういう子どもについてはフランスの完全養子の適用は認めないという、そう

いう議論がされているということはあります。

　ただ、日本の場合は、おっしゃられたように代理懐胎契約そのものは、そこについての良俗

性、違反性という、公序に反するかどうかというものと、生まれてきた子の養子縁組とはもう

全く別という形で一般には考えられていますので、一応分けて考えるということです。

○司会　公の秩序については、これは最高裁の決定の中で言っていることだろうと思います。こ

れは分娩者イコール母ルールが日本の公序であるということでありまして、親子関係を一切認

めないという趣旨ではないと思いますので、養子縁組については別にこれを認めることが公序

に反するとまでは言っておりません。

　何かほかに。

○質問者Ｆ　×××大学の××と申します。児童福祉を教えています。

　床谷先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、妊娠中から特別養子縁組ですか、を進め

る制度を提案したいとおっしゃってたんですけども、そのことに関して、もう少し詳しくお伺

いしたいんですけれども、これは代理懐胎のみについてのことでおっしゃってたのか、それと

も一般的な特別養子縁組も、例えばこの親が育てることが今後難しいだろうと思う親に対し

て、妊娠中からそういう手続を進めるということをおっしゃったんだろうかどうだろうかとい

うことをお伺いしたいんです。もし後者であれば、ちょっと私は反対といいますか、出産して

からの母子関係がすごく大事ですし、出産後に子どもをやっぱり育てたいという方もサポート

によってはあるかと思いますが、いかがでしょうか。

○床谷文雄　後者の方です。特別養子縁組については、妊娠中の同意は無効であるというのが現

在の扱いですし、ドイツ法のように生まれてから8週間は親の同意はできないというふうに明

文を置いている国はほかにも幾つかあって、生まれてからの親子関係、母子関係と、生まれる
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前の母子関係というのは一応違うから、妊娠中の同意をもって縁組関係を決めてしまって、生

まれたらすぐそこから引き離してしまうということについて反対されるというのも、そういう

ご意見だとお伺いしましたけれども、私はそれも可能としてはどうかというふうに考えており

ます。ただし、そこは実際に妊娠中に手続までとって手放したけれども、産むまでの間に、産

んだ段階でやめたい、手元に取り戻したいというような場合にどうするかということについて

は、なお調整の余地はあるかと思いますけれども、ご質問いただいたことについては、代理懐

胎の子についてのみではなくて、一般の特別養子法の制度の変更として、そういうふうにして

はどうかという趣旨で先程は申し上げました。

○司会　よろしゅうございますか。ほかに何かございませんでしょうか。

　時間のほうも一応50分ということでございますので、来ておりますから、この午後の最初の

部におけますご議論はこの程度でおさめさせていただいて、まだ何かございましたら、後の総

合討議のところでいろいろご意見を賜ればとも思います。

　それじゃあ、どうも先生方ありがとうございました。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

○司会　それではお待たせいたしました。午後の第2部を始めさせていただきますが、この第2部

におきましては「子どもの知る権利について」ということで、3人の方々にお話をいただきま

す。

　最初に二宮周平先生からお話をいただくわけでございますが、二宮先生は立命館大学の法学

部の教授でおられまして、民法がご専門ということでございます。

　それじゃあ、よろしくお願いします。

○二宮周平　では、お手元のレジュメに沿って進めてまいりたいと思います。（資料 P1～11）

　この日本学術会議の報告書に、子の出自を知る権利につきまして、子の福祉を重視する観点

から最大限に尊重すべきであるが、それにはまず長年行われてきたＡＩＤの場合について十分

検討した上で代理懐胎の場合を判断すべきであり、今後の重要な検討課題であるとされていま

した。

　さらに説明書きの中で次のようなことが課題として挙がっておりまして、そもそも子に出自

を知る権利を保障すべきか、子がそれを有するとしたときに、親から子への告知がどのように

なされるべきか、その権利を行使できる子の年齢の確定、開示請求権を有する者の範囲、知る

ことのできる内容など、制度上、明確にすべき多くの問題が存すると、記述されています。

　レジュメの①から⑤につきましては、後でご紹介しますが、2003年の厚生労働省の部会で肯

定され、一定の結論の出ていることではあります。しかし、なかなかそれが一般的な共通の理

解になっていないところもありますので、もう一度ここでおさらいをしてみて、代理懐胎につ
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いても同じように子の出自を知る権利が妥当するのではないかと思っていますので、そのこと

にも触れていきたいと思います。

　最初に当事者、関係者の気持ちですが、ＡＩＤで生まれた子どもさん自身の気持ちにつきま

しては、私の後に当事者の方からご報告がありますので、詳しく聞いていただければと思いま

すが、簡単に触れておきますと、この学術会議の前回の部会の第 ₈回委員会で、次のようなこ

とを当事者の方がお話しされています。

　自分がＡＩＤで生まれたことを知る契機が親の病気や死亡であったり、すなわち遺伝性疾患

が自分にもあるのかどうかということの確認であったり、あるいは離婚とか、夫婦げんかなど

家庭内の危機的状況の中で、実はおまえはという形で知らされる。したがって、二重のショッ

クがあるわけです。しんどいときにそういうことを知らされるのですから二重につらい。その

つらさの中身は、育ての親と血がつながっていないということではなく、長い間、隠されてき

たということ、最も信頼できる存在である親との関係で隠し事があったということに一番傷つ

いているということなのです。

　このようなことを考えてみますと、隠されていたことへの不信を乗り越え、信頼関係に基づ

いて親子関係をどうやってこれから修復していったらいいのかという課題があることがわかり

ます。もう一つは、自分が育ての親と血のつながりがないということがわかったわけですから、

一体自分はだれの子なんだろう、どうやって生まれてきたのだろう、そういうことを知りたい

と思われる。当然の欲求であろうと思います。

　ですので、子どもの知る権利については、二つのポイントがあるといえます。一つは、どう

やったら秘密をなくして信頼に基づく親子関係をつくっていけるのか。もう一つは、自分のア

イデンティティーを知ること。この二つが知る権利の骨格の中にあるように考えます。

　午前中の吉村先生のご報告にもありましたが、じゃあＡＩＤで子をもうけた親たちはどうい

う意識でいるのかということについては、簡単に整理したいと思いますが、親たちはＡＩＤを

した事実を子どもに知らせるべきだと思うかについて、絶対に話さないほうがよいというのが

₇割を超えます。すべての夫婦が、今のところ告知をしていないと答え、将来、事実を伝えよ

うと思っているかについても、伝えないが ₈割を超えています。ただし、子どもが偶然ＡＩＤ

の事実を知って、精子提供者を探したいと言ったらどうするかについては、探してほしくない

が半数ぐらいありますが、あとは会えるよう協力するとか、協力はしないが本人に任せるとい

うことで、柔軟な態度、すなわち子どもにとってよいと思うことをしてあげたいという、そう

いう親の気持ちもあらわれてるような気がするのです。

　精子提供者についても、慶應病院のほうで調査をなさいました。回収率は必ずしも高くあり

ませんが、提供者の場合には、子どもとの接触はどんな形でも絶対にしたくないとか、自分の

提供精子で本当に子どもが生まれたかどうか知りたくない。精子提供しておいて知りたくない

と言っても通じないように思うんですが、そういうふうに思われている。事実を告げられるべ

きではない。自分が提供した精子で現実に子どもが生まれることがわかったらショックだと回

答をなさる方もありました。



― 83―

　生まれてきた子どもが強く望むならば、自分の情報をどこまで教えてよいかについても、何

も教えてほしくないというのが45％あり、名前、個人を特定できる情報まで教えても構わない

は12. ₁ ％にとどまっています。そして、子どもが会いに来る可能性があるとしたら提供はしな

かったかに対しては、提供しなかったが ₃分の ₂、会いたくないというのが ₉割近い。家族に

紹介しない。自身が精子提供したことを自分の家族に話していない、精子提供は匿名のままが

よいと、こういう回答になっています。

　育てている親の方も、精子提供の人も匿名であることを求めているということがわかりま

す。

　参考までに、不妊治療を経験されている人たちのデータも挙げておきました。ここではいろ

いろな勉強会をしたり、情報に接していますので、かなり高い肯定率があるようです。告知を

する理由についても、知る権利があるという回答が最も多いのではありますが、しかし親子関

係をより確実なものにするため、子どもにうそをつきたくない、秘密を抱えていると本当の親

子になれないといった気持ちも吐露されているようであります。

　日本の現状ですが、これは会告で見解が示されておりまして、現在のところ、こういう出自

にかかわるプライバシーにかかわる記述というのは ₂カ所あります。 ₁カ所は本法、これは非

配偶者間人工授精方法を指します。本法の実施に関しては、被実施者夫婦及びその出生児のプ

ライバシーを尊重する。 ₅の中に、精子提供者のプライバシー保護のため、精子提供者は匿名

とするが、実施医師は精子提供者の記録を保存するものとするとあります。この保存について

解説では、保存期間について長期間の子どもの福祉に関係する可能性がある本法の特殊性を考

慮し、より長期の保存が望ましいとあるだけで、子の出自を知る権利については言及はありま

せん。したがって、当然この法を実施されるお医者さんも、この治療を受けようとするご夫婦

に対して説明もしておらず、提供者についても説明はしていない。したがって、先程述べたよ

うなアンケート結果になるのは当然だということが言えると思います。

　子の知る権利についての議論の経過ですが、2000年12月の段階では、成人した子は提供者を

特定できないものについて、提供者が開示することを承認した範囲内で知ることができるとあ

り、先程のご報告で、統計的にはほぼあり得ないと思われる近親婚についての記述があるとい

う、こういう状況でした。提供者のプライバシーや家族関係を守ることによって、生殖補助医

療の実施を確保することにウエートが置かれていたと思われます。ところが ₂年 ₈カ月後の部

会報告になりますと、15歳以上の子に年齢が下がり、情報の内容も氏名、住所等、提供者を特

定できる内容まで含められました。そして、この出自を知ることによって子どもたちの受ける、

あるいは関係者が受けるいろいろな葛藤に対してカウンセリングなど、具体的なサポートをし

ていこうというスタンスが述べられています。

　この部会報告では、知る権利の根拠として、子が提供者の個人情報を知ることは、アイデン

ティティーの確立のために重要であると述べられています。匿名性が奪われるわけですから、

先程のアンケート調査にもありますように提供者は減るだろうということが予測されます。そ

して、それは構わないと、それは子の福祉の観点からやむを得ないと、覚悟の上で提供する人
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の精子を受けてと、こういう考え方になりました。ただし、重要なもう一つのこととして、出

自の告知を親に強制することはないとあります。子が出自を知る権利を行使するためには告知

が必要なのですが、それについては強制しないという立場をとっています。

　 ₂年 ₈カ月の間に ₁から ₂に大きく展開といいますか、前進したわけですが、しかしいろい

ろな意見がありまして、子どもの受ける精神的な衝撃に対して最も身近な養育親が最大の配慮

ができるようにすべきである、日本社会の現状を踏まえて慎重にすべきであるという意見もあ

りました。

　ここで各国の経験をざっと見てみたいと思います。知る内容は、自分がＡＩＤにより出生し

た事実を知るということと遺伝的な親、つまり精子提供者を特定できる情報を知ると、この二

つのレベルがあります。この ₁、 ₂を可能とすることを法律で定めている国が、これも自分が

調べたのではなくていろいろな研究をなさっている先生方の著書から引用させていただいたわ

けですが、そこに書いてるような国々があります。共通事項ですが、各国とも法的な親子関係

は、ＡＩＤ子とその子を育てている男性、育ての親との間に成立しており、ドナーとの間には

いかなる法的な親子関係も成立しないとしています。しかし、子どものアイデンティティーの

確立のために必要なこととして、特定情報へのアクセスを保障しているわけであります。

　権利を行使できる年齢は、成人年齢にするところが多いようです。アクセス先は公的な機関、

実施した医療機関、分かれています。この法律が制定する前に、既に生まれている子どもさん

たちについても、できるだけ権利保障をしようというのでボランタリー登録制度を設けて、法

律を制定する前だったけれども、自分の情報は教えて構いませんよという方の登録ができるよ

うな形態にしています。

　各国とも親に対する事前のインフォームドコンセント、人工授精をするときに告知の必要性

も含めて丁寧に説明をする。子どもが権利を行使するときにはカウンセリングなどのサポート

も定めています。親の告知義務については、これまで規定する国はありません。つまり、子ど

もにはさまざまな条件があります。身体的、精神的発達の度合いは子どもさんによって違いま

す。その育てている親御さんの家庭環境も違います。だから、いつ、どのような形で子どもに

告知していくのかは個別の家庭にゆだねざるを得ない。最も子どものことを配慮している育て

の親に最後の判断権はゆだねざるを得ないという発想があって、義務化までには至ってないの

であろうと思われます。

　以上、概観でありますが、少し特徴的なことをご紹介いたします。まず、子の出自を知る権

利を認めることによって、どんな影響があるか。提供者が減少する。午前中、吉村先生がおっ

しゃったとおりです。しかし、ある程度回復する。スウェーデンでは、そこに書いてあるよう

な実績までは回復しておりますが、もちろん法律ができる前までの数値には至っていません。

その後、体外受精の方法が進歩しましたので、あえて人工授精によらなくてもいいという実情

もあると語られていました。新しく法律をつくったイギリスでは、実際に今、減少に直面して、

何カ月待ちと、こういう状態になっているということをお医者さんがおっしゃっておられまし

た。
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　次に、出自を知る権利の行使ですが、これも吉村先生がご紹介になったように、法律ができ

て20年以上たち、もう成年に達し、開示請求があってもいいスウェーデンで請求件数は2007年

調査の段階ではゼロであるということでした。しかし、半数以上の子どもが自分の出自につい

て告知を受けていたというレポートがあります。この告知を受けたというのには社会的な背景

がありまして、心理学の専門家によるサポートがあったり、ＡＩＤを扱った児童書が発行され

たりという、国を挙げての取り組みがあり、浸透していったという状況があるようです。オー

ストラリア、ニュージーランドでは、子どもが ₅歳から ₆歳のころまでに、ほぼ100％が告知を

受けているという調査報告もありました。ニュージーランドは、特にオープンなようでして、

養子縁組もそうですし、ＡＩＤに限らず、卵子、胚の提供を含む提供型生殖補助医療で生まれ

た子どもに出自を知る権利を保障し、約15年前から身元を特定されるドナーによる生殖補助医

療を実施していたと。さらに子ども世話法という法律があり、子どもの育ての親とドナーとの

間で、ドナーとドナーによる子の交流や監護について自由な取り決めをすることができる。情

報へのアクセス権は、ドナーにも保障されています。そして全当事者の同意がある場合には、

裁判所は取り決めが子の福祉と最善の利益にかなうと判断するときに具体的な命令を出すこと

ができるとなっています。この命令が出ますと強制力があるというわけで、提供者と育ての親

と子どもとの交流が保障される可能性、これを認めている国のようです。

　もちろん先程ご紹介があったように、フランスのように出自を知る権利も認めない、自然分

娩の場合でも匿名出産として母の氏名を秘匿にするような制度も設けている国もあります。だ

から、私が紹介したのは、自分の主張に都合のいい国を紹介するという、あしき法律家の慣行

に従っているのかもしれません。

　さて、ここで子の出自を知る権利について、少し法的な検討をしてみたいと思います。よく

アイデンティティーの確立ということが言われ、人格権の一種として位置づけることができる

と言われています。それを述べたものが幾つかあります。子どもの権利条約、先程吉村先生か

ら紹介されましたが、子どもの心理的安定のために、人格形成の助けとなるために、子の出自

を知る権利があるという議論がなされましたけれども、フランスのように出自を知る権利を認

めない国もあれば、当時は養子法の中でそういう国もあり、ＡＩＤについては例外としたいと

いう国もあったために、「できる限り」という表現をつけたと説明されています。

　しかし、これは1989年当時のことですから、20年もたち、子どもの権利、主体性の問題、そ

れから実際に生まれた子どもさんが当事者としていろいろな意見を述べられ、調査報告書もつ

くられるという段階になりますと、この「できる限り」というのは例外を許すという意味では

なく、子どもの最善の利益を図るために「できる限り」という表現がついたのだという解釈を

とるべきだという主張も出てきました。

　ドイツでは、嫡出否認権、自分の母親が夫以外の子どもを生んでいるかもしれない、そうい

うときに争う権利は父に認められていただけなのですが、子どもにもその権利があるのではな

いかというので争われた事件がありました。そこで出自を知ることを人格権として位置づける

判例が出ました。これに基づいてドイツでは法改正がなされています。
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　日本の学説を見ましても、生まれてくる子の人間的尊厳性の保障は、大人の側の子を持つ権

利よりも重視されるべきものだと言われた方がいます。1999年のこと、これは床谷さんの紹介

があった98年の日本家族（社会と法）学会で発言された深谷松男先生です。この立場というの

は、報告書にもあらわれています。千藤さんは、万分の ₁でも子を持ちたいという親の利益と

いうことをおっしゃいました。深谷先生は別にそれを否定されてるわけではありませんが、よ

り重視されるべきものは何かというと、それは子どもの尊厳ではないかということなのです。

　次に、人格権としての法的構成について、最も早くこのことを述べられましたのは唄孝一先

生です。家族法と医事法と、両方の研究をなさっていた方で、1978年に人工授精にかかわる問

題に関する対談の中で、次のようなことをおっしゃっていました。「子ども自身、あるいは人間

一般が自分のアイデンティティーを知る権利というのが人権の中にあるような気がして、近親

婚などの社会的立場の問題からばかり言われていますが、むしろ私はそうでなく、今まで余り

言われていない個人が自分のアイデンティティーを知る権利ということのほうが頭にあるので

すが、本当の生物学的に、遺伝子的に親である者との関係を知る権利みたいなものを残したい

気がするわけですね」と、述べられていました。

　それから20年後の論文の中では、先程のドイツの判例、あるいは子どもの権利条約などを引

用し、子の権利の内容として、記録の保存、閲覧請求、面会請求、そして認知請求まで視野に

入れて公認に傾くとされています。唄先生がなぜそこまで踏み込まれたのかということについ

ては、後の責任論のところでご紹介したいと思います。

　憲法上の権利としても、13条に基づいて幸福追求権の一環としてこれが根拠づけられるとい

う見解も出てまいりました。ですから、人格権的把握については、ある程度学説でも主張が浸

透しつつあるように思います。

　もう一つの出自を知る権利の中で私が強調したいと思うのは、信頼に基づく安定的な親子関

係の確立ということです。親の自己決定に対して、子どもは自分の利益をどうやって対抗した

らいいのだろうか。先程廣渡さんが自然分娩の場合でも子どもは親を選べないということをお

っしゃっていました。自然分娩で生まれた子どもは親に対して、あんたは父ちゃんじゃないと、

もっとしっかりしろみたいなことが言えるのか。なぜ人工授精のときにだけ対抗する利益とい

うのを強調するのかと問われるわけです。今のところでは次のように考えています。

　親の側は自己決定、自分たちで子どもをもうけたいという決断をして、この方法を利用する

ことができます。それに対して、生まれてくる子どもの利益を優先すべきだということを多く

の方がおっしゃいます。では、そこで優先するべき利益とは一体何なんだろう、どういう形で

親の自己決定に対して子どもが自分の利益を主張することができるんだろう。それを考える

と、出自を知る権利というものに思い至ります。自分は自分のアイデンティティーを知る権利

がある。それを親に主張することによって、親は真実を告知しなければならない。たとえそれ

が困難であっても、子に伝えなければならない。子に伝えても、子が安心できるような養育環

境を、あるいは親子のきずなをつくっておかなければならない。こういう重い責務を親に課す

ことができるのではないか、こんなふうに考えているのです。
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　これも家族〈社会と法〉学会で井上さんがおっしゃっていることですけども、自己決定とい

うのは、国や社会に対しては言えても、子どもに対して自己決定ということは言えないだろう

ということであります。子どもたちの願いは、秘密にすることへの抵抗でした。実際に親子が

同じ思いで過ごし合った経験こそが親子のきずな、人間同士の信頼の基礎にある。信頼の揺ら

ぐ関係からは安定した家族も、社会も生まれ得ない、こういう立場に立つ必要があるように思

われます。ＡＩＤで生まれた子どもさんたちの発言、いつも繰り返される言葉として、医師も

提供者も、そして夫婦も、黙ってひた隠しにする医療が子どもにとって幸せな医療となるのだ

ろうか、子どもが欲しいと願い、ＡＩＤという選択をした。それならば、その選択に堂々とし

ていてほしいと、隠されれば隠されるほど自分の存在が隠すべきものであるかのように思えて

きてしまうという、そういう切実な願いが語られています。

　子が遺伝的親を知り、自己のアイデンティティーを確立することの願いよりも、隠され続け

たこと、家族に秘密があって自分だけが知らされずにいたこと、そういうことに対する自己喪

失感、疎外感、怒りが語られているのだと思います。選択権のない子どもが親の一方的な意思

決定を恣意的なものでないものにするための対抗軸として、そしてそれを通じて信頼に基づ

く、血がつながってないということがわかっても、子どもも安心し、親も自信を持って育てら

れるように、そういう親子関係を確立するための手法として出自を知る権利を位置づけること

ができないかと思います。

　最後に、はぐくみへの協働というところに触れます。金城さんも代理懐胎など生殖補助医療

の研究をずっとなさっている方ですが、彼女が一番気になっていたのは、人工生殖の場合に提

供者の人が匿名を希望する、それはなぜかということをたどって、やっぱり人工生殖とか生殖

補助医療が社会的な認知を得ていない、許容されていない、だから何か後ろめたいことをやっ

ているのではないか、だから隠すということになる。それは子どもの福祉にとっても望ましく

ない、提供者の尊厳を確立するためにも、提供者は自分の存在を明らかにし、子どもたちに対

して自分の存在を知らせることによって、その成長をサポートしていく必要があるのではない

か、提供ということの尊さがそういった行動によって社会的に確認していくことにも通ずると

いう指摘をされています。

　先程紹介しました唄先生は次のように言われています。「ＡＩＤにみずからの精子を提供し

ながら、その提供者がその将来につき一顧だにせずに済んだ臨床実務を、提供者の権利義務、

特に責任の消滅をたやすく認めてきた法理論も果たしてこのままでよいのか」と「それが未来

向けの生殖物質であることに十分に思いを凝らして、社会一般としても医療者側としても反省

し、再検討する余地は少なくないのではあるまいか」と。

　私は、生命の誕生にかかわるものは、誕生後のはぐくみにもかかわるべきだと思います。生

命に対する連帯、いとおしみというのは、その過程で生まれてくるのであって、これを分離す

ることはできないと思います。もし、提供型生殖補助医療を認める、代理懐胎を認めるという

のであれば、あるいは人工授精、第三者の精子提供を認めるというのであれば、ニュージーラ

ンドのように子ども、提供者がお互いの情報を共有し、面会したり、交流したりできるように
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すべきである、生命の誕生にかかわったものとして、はぐくみへの責任を担うべきであり、子

どももその成長の過程でそうした交流を通じて自分自身も責任を担っていくべきではないかと

思うのです。

　これは代理懐胎にも応用できると思います。代理懐胎は、確かに依頼者夫婦の胚を用いてい

る場合には、遺伝学的な父母は当該夫婦です。養育上の親と遺伝学上の親は一致します。しか

し、実際に分娩する女性は当該夫婦の妻ではありません。だれが胎内で育て分娩したかは、子

にとってはやはり出自にかかわる内容と言えると思います。どうやって自分が生まれたかとい

うことを知る権利はあるのではないでしょうか。また、この権利があることによって安定した

信頼できる親子関係を築く義務を親側に課すこともできるように思うのです。さらに代理母の

視点もあります。きょう午前中の室伏さんと吉村さんのご報告でありましたように、懐胎中の

養育、胎内の中での養育で、ある種の心理的なきずなや身体的な影響が生まれますと、出産後

に手放すことに対しての罪障感なり、喪失感などが生まれることがあります。代理母自身に子

どもがいるときには、何でお母ちゃん、赤ちゃんを手放したのと、こういう非難を受けること

もあるといいます。こういう代理母の尊厳を回復するために、これも受け売りですが、大野さ

んの新書の中に紹介されていたのですが、赤ちゃんお披露目パーティーに代理母も招待する、

生んだお母さんはこの人なんだよということを堂々とみんなに言う。そのことによって代理母

自身も精神的な回復をしていくと。これは床谷さんがおっしゃったように、妊娠中から依頼主

と出産する人が交流を持って人間関係をつくっていくという試みもなされていると聞きまし

た。

　商業的な利用への歯どめとして、出自を知らせる、代理母がなぜかかわったのか、そのとき

に子に対して誇れることかどうか。出自を知る権利ということになると、代理母は商業的にあ

なたを産んだみたいなことは言えなくなるだろう。また、育ての親もそういうことは言いにく

くなる。それによって商業的利用の歯どめになるかもしれないなどとも思ったりしています。

　最後に ₇のところは、私が考えた条文試案です。これは全くプライベートな案ですが、例え

ばこんな法律ができたらどうだろうということで、議論のたたき台になりやすいと思ってつく

ってみました。報告時間、あと ₁分だけいただいて簡単にご紹介しますと、これは代理懐胎も

含めます、認められた場合には含めます。子どもは自己の出生について、生殖補助医療を受け

たこと及び受けた生殖補助医療の種類を知ることができる。年齢は成年に達したときというこ

とにしました。子を養育する親は、子の発達段階に応じて出自を子に知らせるよう努めなけれ

ばならない。出自に関して子に知らせる範囲及び内容については、子を養育する親が子の年齢、

養育環境などを考慮して個別に判断することができるという形にいたしました。第 ₅条で、専

門機関の関与を保障します。事前のインフォームドコンセント、そして子どもに対してはテリ

ング、年齢に応じて、その子どもさんの状況に応じてアドバイスを受けながらテリングをして

いくということであります。

　参考文献の一番最後に、岩崎美枝子さんが作成された告知のためのガイドブックをあげてい

ます。これはイギリスの例を参考にしたものですが、年齢別になっています。 ₄歳から ₅歳ま
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でにはこういう言い方を、小学生になるとこういう言い方を、思春期になってる子どもたちに

伝える場合にはこういう言い方をという、具体的な方法が、なぜそれが必要なのかということ

も含めて書かれてあります。こういう取り組みなくして出自を知る権利を権利として保障する

ことは、私は無責任だと考えています。

　そして最後に、子と提供者の交流について、子のほうから権利があるということを規定して

おきました。

　皆さんと議論することができればありがたいと思います。ご静聴どうもありがとうございま

した。

○司会　どうもありがとうございます。

　それでは引き続きまして、「非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ」の会員の方か

らお話をいただきたいと思います。

○非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ会員　今、ご紹介いただきました××△△と

申します。よろしくお願いいたします。

　私は、今までお話しいただいた先生方とは違いまして、研究としてこういったことをしてい

るということではなく、ＡＩＤという非配偶者間人工授精という、この技術で生まれた当事者

の立場として、ここにある当事者グループをつくっていまして、その中で社会運動としてとい

うか、この技術の抱える問題について皆さんに知っていただきたいなと思って、このような活

動をしています。

　印刷物等には私、名前を書いていないんですけれども、まだ完全に名前や顔を出した上で、

自分が当事者だということを明らかにして発言していくというような準備はちょっとまだでき

ていないので、この場では名前は名乗っているんですけれども、会場を出ましたら配慮してい

ただきたいなと思います。

　きょう、私がお話しするテーマは（ppt. ₁ ）、子どもの知る権利についてということですの

で、個人の経験を交えながら、子どもの知る権利についてと、私自身がこの生殖技術について

どう思っているかということについてお話ししたいと思います。

　まずＡＩＤとはということで（ppt. ₂ ）、これは午前中にお話もありましたので簡単にですけ

れども、男性側に不妊の原因がある場合に用いる人工授精のことで、1948年に慶応大学で初め

て行われています。これまでも出てきたように、匿名の第三者の精子を利用しています。私は

この技術で生まれていますので、私の両親がこの技術を選びまして、父親とは、私は遺伝的に

血はつながっていません。戸籍上はもちろん両親の実子に入っています。提供者については、

当然、情報は全くありません。

　出自を知る権利といったときに、私はまず二つがそのことなんだと思います（ppt. ₃ ）。これ

は今、前にお話しいただいたところでも出てきたことなんですけれども、まず自分がどのよう

にして生まれたのかということです。私の場合でいえば、あなたはＡＩＤで生まれたのよとい

うことですよね。それともう一つ、自分の遺伝的ルーツがどこにあるのかということです。こ

の先、例えば提供者を知る権利が法律等で認められたとしても、それを私たちが行使していく
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ためには、親がこの技術であなたを生んだということを伝える必要が当然あるわけです。伝え

てもらわなければ、私たちはその権利を行使できないので、この二つのことがちゃんと保障さ

れて、初めて私は出自を知る権利が保障されているんだと思います。

　自分の遺伝的ルーツがどこにあるのかということで、何でそれを知りたいんだということを

よく言われるんですけれども、知りたいと思うのは、やっぱり当然だと思うんですよ。皆さん、

だれでもあなたはＡＩＤで生まれて、実は父親と血がつながってないと言われれば、じゃあ自

分はだれと血がつながっているのかというか、自分のルーツはどこにあるのかを知りたいのは

当然だと思います。

　多くの場合に、大体両親がいて、その人たちがそのまま遺伝的なルーツで、もちろん死別と

か離婚で親がいないというケースもあると思うんですけれども、その場合であっても、ある程

度の父親、母親の場合もありますが、人物像について想像はできると思います。養子について

も、養子の方も戸籍をたどれば、そこまでたどり着くという道は保障されています。しかし、

私たちには情報は病院等に保存されているのかもしれないんですけれども、それは知れないと

いうことになっています。

　知りたいと思うこととはまた別に、最近思うのは、例えば医療とかを受診する際に、よく親

の病歴とか、親戚の病気のこととかを聞かれるんですけれども、そういうときに私たちは半分

がわからないわけで、それについて一切答えられないんです。そういうときに、何というか、

自分の体質にすごく自信が持てなくて、そういう医療を受診する際に不安を感じることが最近

あります。やっぱりそういったことは、私たちが受けてる不利益なことだなと思って、とても

おかしいことだと思っています。

　私は、子どもには出自を知る権利が当然あって、最低限それが保障されないのであれば、こ

の技術は行われるべきではないと思っています。

　今、ＡＩＤを実施する際に、どういった説明がされているのかわからないんですけれども、

当然、子どもに告知をするというような選択肢は、ＡＩＤをする夫婦の方々には伝えているん

だと思います。ただ、告知を実際に子どもにするかどうかは親の選択に任されているんだと思

います。でも、私はそれではやっぱり弱いと思っていて、この技術を実施するんであれば、も

ちろん告知を強制はできないんですけれども、告知をすることを前提に医療者側もこの技術を

進めてほしいし、選ぶ夫婦の方々も告知を前提で選んでいないのであれば、私はその選択は、

そのご夫婦にとって最善の選択ではないと思っています。

　生まれた人が事実を知る経緯ということなんですけれども（ppt. ₄ ）、私は今、年齢は30なん

ですが、23のときに事実を知りました。きっかけとして、ここに親の病気や死、離婚などがき

っかけにとあるんですけれども、私自身、父親が遺伝性の筋萎縮症だったので、その父の病気

がわかったときに自分への遺伝の可能性を疑っていたら、母親がもうこれ以上隠せないと思っ

たようで、そのとき初めて事実を知りました。

　同じ自助グループにいるほかの方々の話を聞いても、やはり皆さん、親が子どものために積

極的に告知をしたという例は ₁件もなくて、私のように親の病気だったり、父親が死んでだっ
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たり、離婚に際して家庭内の危機的な状況が起こって仕方なく知らされたという方がほとんど

です。

　やっぱりこれは子どもには二重のショックを与えています。事実を知る年齢が非常に遅いと

いうのもあるんですけれども、私の場合、23で知ったのはすごく早くて、多くの人は父親が病

気だったり、死ぬかもしれないような事態というのは、もうちょっと年齢がたってから来るん

です。そういうこともあって、ほかの方々はみんな私よりももっと年齢が後になってから知る

方が多いです。

　そういった方に話を聞くと、ここにも書いてあるんですが、結婚や出産など、人生の大きな

決断をした後に知ることになると、その人にとってのショックというか、負担はより大きくな

ります。結婚もして、自分自身子どもを産んだ後に事実を知った方というのも何人かいらっし

ゃるんですけれども、そういった方々は、自分も遺伝的なルーツが半分わからないわけなんで

すけれども、その方が産んだ子どもは ₄分の ₁わからないんです。たかが ₄分の ₁と思うかも

しれないんですけれども、そういった自分のなかの不明な部分を次の世代に引き継いでしまっ

たことに、すごく子どもに対する申しわけなさを感じていたりとか、そもそも子どもにその事

実をどう言ったらいいのか、自分自身ＡＩＤを受け入れられないのに、そのことを自分の子ど

もにはどう伝えたらいいのかという形で悩んでいる人も少なくありません。

　じゃあ、知らなければよかったのかと思われるかもしれないんですけれども、知る前から感

じる違和感や緊張感というのが私もありました。これはほとんどの人がそう言っています。事

実を知って、当然びっくりもするんですけれども、今までの家庭の中の状況ですとか、父親と

の関係性において、何というか、やっぱりそうだったのかというか、そういう納得する気持ち

も感じてしまいました。中には、母親が不倫をして自分を産んだのではないかということを小

さいころから疑っているような人もいます。子どもは非常に敏感で、親の言動とか、直感的に

感じる部分ってすごく多いと思うんです。でも、それで親が触れてほしくないとか、この話題

は避けているということを感じ取れば、子どもはそこを避けるわけで、だから子どもには言っ

てないから秘密はばれてないと思われるかもしれないんですけれども、私はそんな感じで隠し

通せてるとは言えないんじゃないかなと思っています。

　続いて、事実を知って感じた問題ということなんですけれども（ppt. ₅ ）、まとめると、私は

この五つのことを感じました。先程もお話が出ていましたが、血がつながっていなかったとい

うことには当然驚くんですけれども、それよりも長い間、親が隠していたということと、隠し

たいと思っているということが、私にはすごくショックでした。子どもにとって親は最も信頼

できる存在のはずなんですけれども、私と親の関係の間にうそがあったということが一番悲し

かったことです。これは知る年齢が遅くなればなるほど、子どもに与えるショックは大きいと

思います。私の親もそうだったんですけれども、告知をした後も親はこの話題を極力避けるん

です。もうできる限り触れたくないという、そういった親の、さらにまだ隠したいというよう

な態度を見るにつけ、私はそんなに親が隠したいと思っているような技術で生まれてしまった

恥ずかしい子なのかというふうに思えてしまって、何か親の認めていない感じが、私自身を認
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めてくれていないように感じて、すごく悲しかったです。

　続いて、今まで信じていたものが突然崩れてしまう感覚なんですけれども、これはアイデン

ティティーが崩れるということなんですが、私は知った直後、自分の今までの人生というのが、

親のついたうその上に成り立ってきたもののように感じて、すごく何だかよくわからないもの

になってしまったんです。私は思うんですけれども、自分というのは、小さいころからの体験

とか、経験とか、いろんな積み重ねで形づくってくるものなんだと思うんですが、出自という

のは、その自分というものの土台の部分であって、そのことが今まで自分が信じていたものと

突然違うと言われて空白になってしまうと、その上に積み重ねてきたものすべてが崩れてしま

う感覚を味わうんです。それって本当に耐えがたくて、自分は一体何なんだろうということに

すごく直面して不安だし、どうしていいかわからないし、この感覚が本当に一番つらかったで

す。

　情報が全くないということについては、ＡＩＤがどんな技術で、次の提供者がわからないと

いうこともそうなんですけれども、だれが提供者で、どういうふうに行われているものなのか、

知りたいのは当然なんですけれども、私が知りたいと思っても親は教えてくれないわけで、親

は故意に教えてくれないわけではなく、親自身全く情報を持っていないんです。だから子ども

が知りたいと思ったときにも、親も何の情報も与えることができませんでした。

　そして最後、相談する場所や人がいないということなんですけれども、今言ったように、親

は全く相談ができないような状況で、私は知った直後、当事者グループ等を探したんですけれ

ども、それもなくて、それがやっぱりおかしいなと思って、知って、その後、何人かの当事者

と出会って自助グループを立ち上げたんですけれども、あとはそれ以外にも何というか、一般

というか友達とか、カウンセラーと言われるような人々にも相談をしてみたことはあるんです

けれども、よく言われたことは、不妊治療までしたんだから、あなたは愛されていたはずだと

か、親にここまで育ててもらっておいて、こんな何か親に対してちょっと文句があるような物

言いをするのかみたいなのはよく言われました。そう言われてしまうと、子どもの立場ではそ

れ以上、物が言えなくなってしまうんです。私を含め、この技術で生まれた人たちは、別に親

が嫌いなわけでもないし、親を非難したいわけでもないんですけれども、そうではあっても、

この技術に対して問題があると感じるし、それを原因として不安とか、いろんなことを感じて

しまうんですけれども、そういう何かマイナスな感情を持ちつつ、でも親のことは好きだしと

いう板挟みの状態が厳しいというか、苦しいわけで、でもそこを理解してくれる人というのが

ほとんどいなくて、それもかなりつらい日々でした。

　私は今、こうやってお話ししたりとかもちょっとはできるようになったんですけれども、 ₇

年前ぐらいなんですが、 ₇年前に知ったときは、本当に日常生活が送れないぐらいに精神的に

も動揺してましたし、私は知って ₁カ月後にはもう親と一緒に暮らすのが苦しくなって家を出

てしまったんですが、あとは当時通っていた大学も通えなくなってやめてしまったんです。何

かそういったことを考えると、すごく自分の人生においても、人生を大きく変えるほどのすご

い重大なことだったと思います。
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　続いて、じゃあ受け入れて生きていくために必要なことということなんですけれど（ppt. ₆ ）、

私、やっぱりこの技術を考えるときに、親は選ぶ選ばないという選択はあったと思うんですよ。

ただ、子どもはいろんな環境で生まれてくる子がいるとは思うんですけれども、もうこの技術

で生まれてきたという事実を受け入れて生きていくしかないと思うので、そう考えた場合、生

まれた子どもにとって最善の環境が整えられることが私は一番重要だと思っています。

　じゃあ、そのために何が必要なのかというと、ここに挙げた二つなんですけれども、まず親

の積極的告知と、この技術を親自身が肯定するということです。先程も言ったように、私は事

実を知った後、うちの親は、私がもう知ってるのにもかかわらず、この話題を出すことをすご

く避け、私がだれかに相談でもしようものなら、それをすごく非難しという状態だったんです。

そういう何というか、親がひたすら隠そうとする状況を見ると、自分はそんなに隠したい技術

で生まれてるのかというところがすごく悲しかったです。子どもは結局みんな、親にありのま

まの自分を認めてほしいと思っているわけで、それが親子の安心感につながると思うんですけ

れども、血がつながってないということを隠せば隠すほど、じゃあ血がつながってないと親子

じゃないのかと言われているようで、やっぱりそれで親子関係が、うちは一度崩れてしまいま

した。

　じゃあ続いて、一度崩れてしまった自分を再構築するための情報と環境ということなんです

けれども、これはさっきも言ったように、アイデンティティーが崩れるというような感覚を感

じ、失われてしまった空白になった部分を埋める作業というのが私たちには今、必要になって

います。そのためには、やっぱりこの技術がどんなもので、だれがかかわっていて、親がどん

な思いでこれを選んだのかとか、そういったことを一つずつ確認しながら埋めていくしか、こ

れは解決できないことなんだと思います。もちろんそれは ₁人でできることではないので、相

談できる機関も必ず必要です。やっぱり同じ立場の当事者の存在というのも、私にはすごく救

いになっていましたので、やっぱりこういったグループも必要だと思っています。

　提供者の情報についてなんですけれども、私は提供者に会いたいと、当然思っています。提

供者についても、その存在を隠すんではなくて、提供者がいたことで今、自分がここに存在し

てるんですが、そのことを私は確認させてほしいなと思っています。そのためには断片的な情

報、例えば身長は幾つで、体重は幾つで、職業が何でみたいなことだと、やっぱり十分ではな

いと思います。私はその人に会いたいと思っていて、実際に会って、実感としてそこに人がい

たということを確認したいんです。そのためには、やっぱり限定された情報ではなく、特定で

きるまでの情報の開示でなければだめだと思っています。

　そうなんですけれども、今はそういった状況になっていなくて、じゃあ何が課題なのかと考

えたときに（ppt. ₇ ）、何度も言ってるんですが、親自身がこの技術を肯定できていないという

のがそもそも問題だと思っています。下に、夫婦がいて、血のつながった子どもがいるという

のが家族の形とあるんですけれども、私個人的には、養子とか、ステップファミリーとか、そ

ういういろんな家族のあり方があって、それを認めていく社会の中でＡＩＤという技術を使っ

て、ＡＩＤの家族をつくるというのであればいいかなとちょっと思うんですけれども、今、実
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際にＡＩＤが行われているのは、夫婦がいて、血がつながった子どもがいるという形を、言い

方は悪いんですけど、見せかけ上、見せるためにこの技術を使っているとしか私には思えない

んです。やっぱり子どもに自分の選択を堂々と言えないのであれば、その選択はおかしいと思

っています。

　親と子どもの意識の違いというところなんですけれども、よく言われるのは、告知をするこ

とで子どもを傷つけるから、あえて告知をしないという方も多いです。事実を告げると子ども

を傷つけるというんですが、じゃあ傷つけることを何であえてやるんだと私は逆に聞きたくな

ってしまって、そういうような意識でこの技術をとらえていること自体、その方々にとって、

やっぱりその選択は本当に合ってたのかなと思ってしまいます。

　私たちが望んでいることと、親が子どものためにこれがいいだろうと思ってやっていること

が違うんです、この生殖技術では。そういった意味でも、まずは生まれた人、子どもの声を聞

いてほしいなと思います。今までそういったことは一切されていないと私は思っています。や

っぱりどうしても技術を進めたい、子どもをこの技術で持ちたいという親や医療者側の意見の

みで進められてきてしまっているんじゃないかと思っています。

　そして、告知のための情報がないということなんですけれども、告知をしろと言ったところ

で、やり方がわからないというのは当然あると思いますので、それについてはどういうやり方

がいいのか、何歳でやったらいいのかという情報は、当然必要になってくると思います。

　私は、最後にも書いてあるんですけれども、私たちの社会がそもそもこういった技術で子ど

もを持つということを受け入れているのか、受け入れる覚悟ができているのかというところに

すごく疑問を持っています。代理出産は話題になったかもしれないんですけれども、その以前

のこととして、精子提供とか卵子提供だって問題があるわけで、でもその問題をどう解決して

いくかという議論にすらなっていないというか、問題があること自体知られていないと私はど

うしても感じていて、精子提供や卵子提供についても、社会的に認知を得ているとはどうして

も思えないんです。その社会で、やっぱりこの技術を進めていく必要が、これ以上あるのかな

と個人的には思っています。

　じゃあ、なぜ告知をした方がよいのかと、どのようにすればよいのかということなんですが

（ppt. ₈ ）、ここにも書いたように、まずはできるだけ早くです。これはやっぱり親子の信頼関

係を崩さないためにです。私はもう生まれたら、その場からでも言ってほしいと思ってるんで

すけれども、子どもは当然難しいことは理解できないと思うんですが、子どもが理解できなか

ったとしても、親が子どもに何かとても大切なことを私たち子どものために伝えてくれている

という親の態度というか、それだけは伝わると思うんですよ。結局言ってる中身よりも、それ

が伝わることのほうが私は親子関係では重要だと思っているので、告知はできるだけ早くして

ほしいと思います。早くすることで、血がつながっている人が親子という価値観ってやっぱり

あると思うんですけれども、それができ上がる前に、うちの親子は、血はつながってないけど、

それがうちの家族の形なんだということを子どもに伝えてほしいなと思います。告知は一度で

終わりではなく、何度も、その時々に必要な情報を。子どもはやっぱり ₁回では理解できない
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し、年齢を重ねるに従って知りたい情報も変わってくると思うので、その時々に必要なことを

必要な量だけ伝えてほしいなと思っています。

　提供者についてなんですけれども、私はやっぱり知りたい子もいれば、知りたくない子もい

ると思います。だから、提供者の情報を今後保障したとしても、全員が全員開示をするとはや

っぱり思えません。知りたい子、知りたくない子の違いが親子関係によって左右されるとも思

っていません。だから、親子関係が悪い環境で育った子は、提供者の情報を求めるとか、逆に

うまく親子関係がいっていれば提供者を求めないということには、ほかの当事者を見ていると

なっていないし、そういうものでもないし、知りたいか知りたくないかは、やっぱり個人的な

性格というか、そこによるものが大きいんじゃないかなと思います。そうは言っても、私はや

っぱり何歳のときにどうやって伝えたとしても、子どもにある程度のショックを与えることは

避けられない技術だと思っています。ただ、やっぱり告知をすることで、最後にも書いてます

が、親子の信頼関係は保たれるし、それが当たり前の親子の形になるし、子ども自身が自分を

肯定して、この技術を受け入れて生きていくことがそれでできるようになると思います。

　これが一応最後のスライドなんですけれども（ppt. ₉ ）、これは個人的な考え、この技術につ

いての考えなんですが、私は生殖技術の選択肢がふえることが本当によいことなのかなと思っ

ています。生み方の選択肢がふえて、それを自由に選べるようになることが、私たちにとって、

権利としてあるとか、自由になっていいんじゃないかと言われてる気もするんですけれども、

私は本当に自由に選べているのかというところに疑問があって、さっきもちょっと言いました

が、夫婦がいて血がつながっている子がいるという家族が当たり前というような背景がそこに

はないのかなって、子どもが産めないと不幸って思われているような、そういう社会の背景が

あった上での選択になってるんじゃないかなと、どうしても思ってしまいます。

　それと、ＡＩＤについては、これまでそれ以外の卵子提供とかもそうなんですけれども、と

にかく技術が先行して、ある程度広がってきたときに、社会の現状に合わせるように事実を後

から追認してきたという形でしか進んでないと思っていて、このような進め方で今後も卵子提

供とか代理出産が認められていくことにすごく違和感を感じています。

　二つ目、私は現在行われているＡＩＤには反対と書いてるんですけれども、これも難しいと

ころで、私はやっぱり当事者なので、子どもがもっと安心して生きていけるように告知をして

ほしいし、そのための環境も整えてほしいし、提供者を知る権利を当然保障してほしいと思っ

ています。でも、そういった条件整備を進めていくということは、イコールこの技術を認める

ことを前提にしてしまうわけで、そこに何というか、自分の葛藤があります。私はやっぱりど

うしてもこの技術に賛成だとは言えなくて、ＡＩＤについて言えば、これまで全く振り返りと

評価が行われているとは思えないんです。それを全く行っていないのに、どうして自信を持っ

て行っていけるのかというところがすごく疑問です。それなのにもかかわらず、精子が認めら

れているんだから、卵子だっていいじゃないかとか、そういう何かほかの配偶子の提供を認め

る前提にされてしまっていることにすごくおかしいなと思っています。もう精子提供や卵子提

供については、既に議論済みだと、こんなことを言うと言われてしまうかもしれないんですけ
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れども、私はその議論の中に、子どもの意見というのが入ってたのかなって、やっぱり思って

しまいます。そこで入ってた子どもの意見というのは、大人が考える子どもにとってはこれが

いいはずだというものでしかなかったと私は思うので、やっぱり子どもの意見を聞いた上で改

めて議論をし直してほしいと個人的には強く思っています。

　最後、技術を否定することと当事者を否定することは違うというところなんですけれども、

これはマスコミの報道とかにもすごく私は責任があると思っていて、不妊の方のつらさとかに

は焦点がすごく当てられていて、不妊だとかわいそうで、でもそういう人たちがこういう技術

を使って子どもが生まれて、それで幸せになれるみたいな、そういう報道がすごく多い気がし

ています。そういうのを見るにつけ思うのは、子どもがいない人は不幸なのかなって、まずそ

こに私は疑問があって、子どもさえ生まれれば、その人たちが今感じているつらさはすべて解

消できるのかなって、何かそこがすごくいろんなことが抜け落ちてる気がします。そうは言っ

ても、私も子どもが生まれることはすばらしいことだと当然思っていますけれども、何という

か、かけがえのなさだけがすごく焦点化されてしまっていて、そこにちょっとでも水を差すよ

うな発言をすると、何かあなたは冷たいとか言われてしまうんです。それで、そういうことが

すごく言いづらいんです。

　事実として、私はＡＩＤで生まれてますけれども、ＡＩＤではもう何万人と人が生まれてい

て、今は卵子提供でも生まれていると思いますし、実際にＡＩＤや卵子提供を選択する人たち

も、今、世の中にはいて、そういう人たちがいる状況でその技術に何か否定的なことを言うと

いうのはすごく難しくて、でもここに書いたように、私、技術を否定することと当事者を否定

することは違うと思います。私は当事者ですけど、この技術に反対だとやっぱり言いたいので。

個別の事例と技術の是非はやっぱり違うというのをわかってほしいなって思っていて、個々

の、生まれてしまったというのは失礼なんですけど、子どもについては、その子が生きていく

に当たっていい環境が整えられるべきだと当然私も思います。思うんですけれども、個別の事

例がすごいかわいそうだからといって、その技術自体を認めていいってことにはならないと思

うんですが、そこがすごく混同されている気がしていて、私はすごくおかしいなと思っていま

す。

　私は研究者ではないので、当事者の立場でこういった機会があれば発言をしているというこ

としかできないんですけれども、やっぱりこのまま技術がどんどん進んでしまうことにすごく

危機感があって、何かできないかなってすごく思ってるんです。今までやっぱりこの技術を使

うことのいい面ばかりが報道されてきたというか、表に出てきた気がしていて、悪い面もある

んです、見えてないだけで。私は両方の面が出た上で、社会として議論をして、この技術を私

たちは受け入れていくのか、どうしていくのかということを、今、決めなくてはいけないんで

はないかなと思っています。

　なので、もう時間がないんですけれども、私はやっぱり当事者として反対しているというこ

とは、これからもちゃんと言っていきたいなと思うし、当事者以外の方でも、こういった技術

に疑問を持ってる方はたくさんいらっしゃると思いますので、そういった方々と一緒に、私、
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今、新しい会を立ち上げようとしてるんですけれども、これまで目を向けられてこなかった子

どもが生まれた後の問題とか、子どもの視点から見たこの技術の問題とか、いい面だけじゃな

いところをもっと社会に知ってもらった上で議論を活発にしてほしいなという問題の投げかけ

を新しくつくる会でやっていきたいなと思っています。なので、もしそういったことにも興味

がある方がいらっしゃれば、ぜひ声をかけていただきたいなと思います。

　以上で私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○司会　子どもの知る権利について、当事者の立場から大変貴重なお話をいただいたと思ってい

ますので、また後の議論のところでもよろしくお願いいたします。

　それでは次に、コメントとして小泉先生にお願いいたします。小泉先生は、関西大学の法学

部の教授でいらっしゃいますけれども、憲法がご専門ということでございますので、よろしく

お願いいたします。

○小泉良幸　関西大学の小泉と申します。

　今、当事者の方の声を聞いた直後のことで、改めて考え直してみなければいけない問題がた

くさんあることに初めて気づかされるという不明を恥じている次第ですけれども、それでも私

にできることは、憲法学の立場から、そして、自己決定権についてこれまで若干の研究をして

きた立場から、子どもの出自を知る権利についてコメントさせていただくということに尽きま

す。

　第 ₁に、この権利が憲法上の権利として、日本国憲法によって保障されていると考えるべき

か否かという問題についてお話しします。そして第 ₂に、仮にこの権利が憲法上の権利として

保障されるべきとして、それと対立し、競合する利益との調整はいかにあるべきかということ

についてです。なお、この権利は、例えば第三者から卵子提供を受けた形での生殖補助医療に

よって出生した子についても当然問題となるわけですが、ここではＡＩＤによって出生した子

の問題を中心に考えます。

　さて、第 ₁の問題です。まず、混同されやすい他の権利との異同を簡単に説明しておきます。

第 ₁に、子どもの出自を知る権利は、いわゆる知る権利とは別物です。行政の保有する情報開

示を請求する権利を中心として発達してきた知る権利は、民主主義や国民主権原理を根拠とす

る権利です。生殖補助医療を用いて生まれた子が、自己の遺伝上の親を知る権利は、民主主義

や国民主権の問題とは全く関係ありません。

　また第 ₂に、子どもの出自を知る権利は、いわゆる自己情報コントロール権の射程にも、厳

密には含まれていません。自己情報コントロール権という権利は、個人識別情報に対して、当

の個人がアクセスし、適正な管理を要求する権利です。ＡＩＤの問題に即して言うならば、こ

の権利は精子提供者であるドナーの側の権利として問題となります。子どもの出自を知る権利

は、ドナーの自己情報コントロール権と対立し、競合する関係にあるということになるでしょ

う。

　それでは、子どもの出自を知る権利の主張を、憲法学はどのように受けとめるべきでしょう

か。養子の場合を例に挙げるまでもなく、法律上の親と遺伝上の親とが異なるということ、ま
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た遺伝上の親を知ることができないという事態は、生殖補助医療を用いた子にとってだけでな

く、一般に発生する事態です。そのような中で、殊さら生殖補助医療によって出生した子に限

って、子どもの出自を知る権利を憲法上の権利として認めるべきであるとすれば、それに値す

る理由づけが必要となります。私は差し当たって、次の ₂点が重要なのではないかと考えてい

ます。

　第 ₁に、生殖補助医療を用いて生まれた子が自己の出生方法を知ったときのアイデンティテ

ィークライシスの深刻さの程度です。これ、頭ではわかっているつもりだったんですけれども、

当事者の方のお話を伺って、これがとても大きな問題なのだという認識を改めて持った次第で

す。

　そして第 ₂に、そのようなアイデンティティーへの危機をもたらすおそれを十分に承知しつ

つ、国が生殖補助医療を容認していることに伴う国の負うべき特別な責任です。憲法は、すべ

ての個人の尊厳を平等に承認することの上に成り立っています。その一つのあらわれが、憲法

13条から導き出される人格的権利です。憲法学では人格的自律権と呼ばれています。ＡＩＤに

よる出生を知った子の平等な尊厳承認の要求として、子どもの出自を知る権利を憲法上の権利

として位置づけることは十分にできるのではないでしょうか。ただし、次の ₂点で留保が必要

であると考えています。

　第 ₁に、憲法上の権利の多くは、その行使にとって成熟した判断能力を必要とするという意

味において、大人の権利として構想されています。子どももまた憲法上の権利の主体ではある

ものの、成熟した判断能力の欠如する程度に応じて、子ども本人の利益という観点からの制限

が正当化されます。パターナリズムに基づく制限と呼ばれています。ここでの問題に即して言

うのなら、子どもの出自を知る権利を行使できるようになるのは、ＡＩＤによって出生した子

が成人してからという条件をつけることが正当化されることとなります。法律上の親や専門家

カウンセラーとの慎重なコミュニケーションを条件として、未成年であってもこの権利を行使

することを認めることができるかもしれません。しかし、それは法律レベルでの慎重な決定に

ゆだねられるべき問題であり、憲法上の権利としてそこまで要求することは困難でしょう。

　第 ₂に、子どもの出自を知る権利を行使するためには、ドナーの情報の保存や管理が必要と

なるばかりでなく、どのような内容の情報につき、だれがどのような手続で開示を請求するこ

とができるのかなどを具体的に定めておく必要があります。憲法上の権利として、子どもの出

自を知る権利が保障されているとしても、そのような定めを設ける具体的な法律が存在しない

以上、憲法を根拠に裁判所に対して直接情報の開示を請求することは極めて困難です。その意

味において、この権利の性格は、我々憲法学の業界用語なのですけれども、抽象的権利という

ことになります。

　さて、冒頭で述べた第 ₂の問題に移ります。仮にこの子どもの出自を知る権利が憲法上の権

利として保障されるべきであるとして、それと対立し、競合する利益との調整はいかにあるべ

きかという問題です。差し当たって、次の ₃点、法律上の親の利益である家族の平和とドナー

のプライバシー、それから第 ₃に生殖補助医療を利用するカップルの権利という三つの観点を
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踏まえて考えてみます。

　第 ₁に、遺伝上の出自を知る権利は、それを子どもに知られたくないという法律上の親の利

益と対立します。出自を知る権利によって、家族の平和が侵されるという議論です。家族の平

和論と呼んでおきます。出自を知る権利があるのなら、出自を知らされない権利もあるという

一部の民法学者の中にある議論の実質は、さきに述べた遺伝上の親を知ることは子ども本人の

利益にとってよくないというパターナリズムに基づく議論と、この家族の平和論がないまぜに

なったものでしょう。この議論も憲法学的に検討しておく必要があると思います。というのは、

日本国憲法は、その13条と24条で親密な人間関係を形成する権利を保障し、その親密な人間関

係を形成する権利の一部として、家族関係を形成する権利を保障していると解されるからで

す。仮に、この家族関係を形成する権利の主体が親、より具体的には法律上の親であるとする

ならば、遺伝上の親を知る権利の法的承認は、法律上の親の家族関係を形成する権利と対立し、

競合する関係にあると言えなくもないからです。

　もっとも、ここで注意すべきは、法的な権利を承認するとしても、法的な権利が行使される

局面というのは、通常はその権利を行使しなければどうにもならない程度にまで社会関係や人

間関係が壊れてしまったという局面です。ここでの文脈に即して言うならば、家族の平和が既

に失われている局面です。子どもの出自を知る権利を法律上の権利として承認したとしても、

午前中のお話の中で統計資料などで示されましたように、この権利が恐らく実際に行使される

のは、このような例外的な局面なのではないかと考えます。

　法的な権利を認めるということは、その行使を義務づけることを意味するものではありませ

ん。また、法的な権利を承認するということは、その権利の行使を子どもに対して推奨し、奨

励するものでもありません。自己の出生方法に深刻な疑問を抱き、それが原因、あるいは結果

となって家族の平和が決定的に壊れてしまったという局面において、子どもがこうむったアイ

デンティティーの危機を乗り切るために遺伝上の親を知りたいという切実な要求を持ったと

き、遺伝上の親を知ろうと思えば知ることができるのだという制度を用意しておくことに、こ

の権利論の意義があるのだと考えています。

　したがって、この点、異論があろうかと思うのですが、この権利を行使するための実際上の

前提であるという理由で、法律上の親に対してＡＩＤを用いた旨の告知を義務づける制度には

反対です。家族関係を形成する親の権利にとって重い負担となるからです。先程当事者グルー

プの方から、告知義務とセットにならない限り、出自を知る権利というのは画にかいたもちな

のだという、権利という名に値しないのだという厳しいご意見がありました。この点、改めて

考えてみなければならないと思っているのですけれども、私の感覚だと、ぎりぎり二宮試案の

中にあった告知に努めるべきものとするという、倫理的な規定がぎりぎりのところかなと、少

なくとも法的にはそうなるのではないかと考えております。

　さて、第 ₂に、子どもの出自を知る権利は、ドナーのプライバシーないし自己情報コントロ

ール権と対立します。もちろんこのような評価は、精子提供が匿名を原則として行われている

という現状を前提とするものです。したがって、この権利を法的に承認する場合には、ドナー
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になろうとする者に対して遺伝上の子に対する開示があり得ること、開示される情報の範囲な

どについて事前に告知し、同意を求めていれば、ドナーのプライバシーとの関係での問題はな

くなります。

　もっとも私が気になるのは、そのような制度が導入される以前に、ＡＩＤを用いて出生した

子どもたちの権利との関係で、ドナーのプライバシーのいわば遡及的な制限の可否についてで

す。子どもの出自を知る権利が法律レベルでつくり出される権利なら、法律が制定され施行さ

れた時点まで、こんな権利はなかったのだからということを理由として、そこで線を引いて、

遡及的な救済を否定することもできます。けれども、私がここでしている議論は、憲法上の権

利としての位置づけです。したがって、この権利を抽象的であれ、憲法上の権利として位置づ

けるのであれば、法律の制定施行以前においてもこの権利は当然憲法上存在していたというこ

とになるわけですから、過去にさかのぼって権利侵害を救済する必要が理論的に生ずることと

なります。

　関連して、いわゆる匿名原則を廃止すると精子提供者の数が減少し、不妊治療に支障を来す

おそれがあるという問題について考えておきます。憲法上の権利の保障という観点からするな

らば、生殖補助医療を用いて既に生まれてきた子の権利、利益こそが問題です。子どもの出自

を知る権利を認める結果として、ドナーが激減するとしても、そのこと自体がこの権利を承認

すべきことの妨げにはなりません。けれども、他方で考えておかなければならないことは、生

殖補助医療を利用して子をもうけるカップルの権利とでもいうべきものがあるのかどうかとい

う問題です。仮にこのような権利があるとしましょう。その場合、ドナーの数が激減し、不妊

治療体制自体に支障を来すようなおそれがあることが明白に予測される場合に、ドナーの確保

という利益と子どもの出自を知る権利とを慎重に比較衡量をすることなしに、匿名原則を撤廃

することは生殖補助医療を利用して子をもうける権利の侵害と評価されるかもしれません。

　生殖補助医療を利用して子をもうける権利という権利は、確かに弱い権利だと思います。け

れども、次のような場合を考えてみてください。人口増加に悩む途上国が、人口抑制政策の一

環として、不妊治療の利用を一切禁止する法律を制定したという場合です。この例なんですけ

れども、これは在り方懇のメンバーの ₁人でもあった憲法学者の辻村みよ子教授が著書の中で

挙げておられる例です。私もこのような法律、人口増加に悩むからということで、抑制政策の

一環として不妊治療の利用を一切禁止するという法律、このような法律は明らかに人権侵害で

あると考えます。であるのなら、生殖補助医療を利用して子をもうける権利というものそのも

のを頭から否定してしまうべきなのではなく、匿名原則の廃止を検討する際に、このような権

利をも組み込んだ慎重な利益衡量を行うべきではないかと考えております。

　なお、私に要請されているコメントの範囲を超えますが、一言述べさせていただけるのなら、

在り方懇報告書の中で、生殖補助医療を利用して子をもうける権利がほとんど重みを与えられ

ていないように見えることが気になります。この権利論の不在が、代理懐胎契約を原則禁止し、

原則の例外として、それを部分的に許容するというのではなく、医学的見地からの専門合理性

の認められる場合に限って、いわば別枠としてその試行という形で認めるという、やや理解の
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難しい提案につながっているのではないでしょうか。

　最後に素朴な疑問を述べさせていただきます。子どもの出自を知る権利を認めるということ

は、次のステップとして、どこに向かおうとしているのかという疑問です。遺伝上の親を知る

ことができたということで、この権利論は自己完結するのでしょうか。それとも、遺伝上の親

に対する親子関係の存在確認訴訟や法律上の親に対する嫡出否認の訴えなどと連続していく議

論なのでしょうか。これは遺伝上の親を知った後の、遺伝上の親と子の関係をめぐる問題の一

つの極端なあらわれの場面かと思います。権利を承認したその後でということについても考え

ておく必要が、少なくとも法律家にはあろうかと思います。

　以上でコメントとさせていただきます。ご静聴ありがとうございます。

○司会　ありがとうございました。

　以上で、子どもの知る権利について、 ₃人の方々のお話をいただきました。子どもの知る権

利につきましては、17時まで時間がとってありますので、これから質疑応答をお願いしたいと

思っております。

　それでは子どもの知る権利について、何かご意見、それから ₃人の方々のご報告についての

質問がございましたら、よろしくお願いします。

○質問者Ｇ　準備をしてきているわけではないので、上手に話せるかどうかわからないのです

が、発言してみようと思います。名前が×××××といいます。質問というよりは発言になる

のですが、ちょっとしてみるといいのではないかと、報告者の方にお話をしたときに言われま

したので、そうかなと思って発言してみようと思います。

　私は、出自を知る子の権利について、当事者の方と共有するところがあって、メールでやり

とりをして、実際にお会いしてそれを確認してという経緯があって、こちらにも寄せていただ

いてるのですが、私の場合は、生殖補助医療というのではなくて、平たく言うと両親が朝鮮半

島出身者で、日本国籍を途中で取得してという経緯がありまして、小学校時代は公立の小学校

に通っていたんですけれども、しばしば学校の担任の先生から暴力を受けたり、ノートをあけ

ると大人の文字で罵詈雑言が書かれていたりと、毎日泣き暮らす日々が小学校 ₃年、 ₄年の ₂

年ほど続くというようなことが、例えば小学校であったんですが、両親はもうとにかくそのこ

とについては子どもに隠し続けるという覚悟のもとに生活をしておりましたので、27歳で、自

分でこれはいけないと覚悟して、資料館に通って、『官報』に毎日、きょうこの人たちが日本国

籍を取得しましたみたいな報告があるらしいというのを聞いて、毎日、 ₁枚ずつページを繰っ

て、家族の名前を探し求めて、そこでようやく自分の家族の名前を発見するということである

とか、わざわざ昔は就職活動をする段階で応募者の戸籍を調査するということがあったそうで

すが、それに備える形で前の住所というのが日本国内であるようにという願いから、両親がわ

ざわざ住民票を転々と動かし、そこで日本国籍を取得し、またそれを動かしてというふうにし

ていたものをひっくり返す形で調査をするというのを繰り返して、ついに自分の従前の氏名と

いう、今まで聞かされたこともないし、見たこともない、日本語ではない、日本人の名字とし

ては見たことのない××というのを見つけるという形で、一応自分の出自にかかわる情報を確
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認しました。それが27歳でした。

　それを確認するまで一切知らなかったかというと、先程ＡＩＤの当事者の方もおっしゃって

たんですが、彼女は私が直接お会いするまでの間に ₃往復だけメールのやりとりをしてたので

すが、そのわずかなやりとりの中で、多くを語らなくても私たちは問題を共有しているという

ことを強く感じることができたんですけれども、私の書いた中で彼女が引用して、ここがもの

すごく共感できたというふうに返ってきたので、すごく印象的だったのは、ずっと確認するま

で知らなかったわけじゃないと、常に部屋じゅうに転がっていた、靴下が裏返しになって転が

ってる感じがあって、あの靴下ひっくり返すとこういう柄なんじゃないかと、常にそういう、

何というんでしょう、真実に結びつくような情報が生活のあちこちに転がっている中で育って

きて、それを思い切ってひっくり返してやろうという覚悟を決めるのにすごく長い時間を要し

たんだと。その感覚というのはすごく時間の厚みのあることなので、当事者でないとわかりに

くいことのようなんですが、まさにそうした形で周りに情報のかけらというのはあって、外の

人たちに対しては絶対的に情報をコントロールし、出したくないと思っている夫婦であって

も、自分たちのかけがえのない子どもを手に入れた、その経緯であるとか、すごく重い体験を

してるわけですから、夫婦の中で共有したいという、まさにプライバシーを共有されてるそこ

で、人生の第一歩を踏み締めてる当事者には、そこをまさに感じるチャンスが山ほどあるのと

同じで、私の場合もそうしたことはあったと。触れさせたくないと思うことによって、例えば

親族との一切のかかわりを断つ。また帰化手続といったものに際して、役人の方が一切のつき

合いを断てというふうに言ったそうですから、一切親族と会えないという状況の中で異常を感

じ取るとか、そういう環境がありました。

　私の場合は、これは私の個人情報として、私の権利において語るんですが、家族のプライバ

シーと私のプライバシーがオーバーラップするので、その点すごく心苦しいし、つらいんです

けれども、兄は私が生まれてから後に祖父母のところに預けられていて、 ₁世と呼ばれる世代

の人たちのところに育てられていて、小学校に上がる時点で全くご近所には隠し通してる家庭

に戻ってきたこともあって、精神的に病みましたので、その治療の体制をつくった段階で、隠

して生きるというのはとてもつらいんだと、彼女みたいにすごく理路整然と問題を整理し、前

に立って、皆さんにこれだけ整理した形で苦しみを語るというのは、すごく勇気も要るけれど

も能力も要ることであって、押しつぶされてしまう人もいるわけです。

　私は、兄が社会に出て行く上でのサポートをする上で、兄弟を代表して親に戦いを挑まねば

ならないと、そういう覚悟の中で出自を確認しようと思って戸籍の調査をし、官報を ₁枚 ₁枚

めくりということをやったんですけれども、先程から出ている資料で相談機関の整備などとい

う形の話も出てますが、私は心理カウンセラーの援助を得たいと思って、特に精神科医のサポ

ートを得てる状態の兄への影響が心配でしたから、そのサポートを得ようと、そのころしたん

ですけれども、この話はちょっとどうかなと思ったのですが、やっぱりその事実も大きいと思

うので話してしまいますけれども、結果的に心理カウンセラーの方に援助をお願いしてみたと

ころ、精神病院でちょっと会ってみましょうと言われて、最初にお会いしたと。そこから、ど
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ういう法的枠組みでやっているのかよくわからないので、私が一番気になったのは、クライア

ントとしてそのサポートを求めているのは私であるけれども、私の情報が私の家族のプライバ

シーを多く含んでいて、その人たちは私が選んだカウンセラーなり、医療機関なりに自分の情

報を開示することを選んではいないと。対立する中で、私の家族のプライバシー権を守るため

に、私はまず自分の選んでいるセラピストが私自身に対してどのような権利保障をするのかと

いうことについてこだわる必要があるんだと思いましたので、あなた、プライバシーについて、

私のプライバシーを守る責任をどの程度にお考えですかというふうに尋ねたところ、あるとお

っしゃったのですが、長い言い争いというか、言い争いに似たセッションを繰り返した結果、

最終的にわかったのは、そこの病院の精神科医の方は、私には一度も会ったことないのですが、

自分が診察しているという虚偽の書類をつくって ₇割を自治体から、 ₃割の保険費、自己負担

分を私に請求という構造をつくった中で、医療機関でカウンセリングサービスを行う正式な、

何というんでしょう、ライセンスとか、そういう仕組みは我が国はまだないんですけれども、

そういう状態の人が私に会ってるという状態だったということが最終的にわかって、私として

は、兄への援助になり、私のアイデンティティークライシスに際して専門家の助言を得て、さ

らに前へ展開させていきたいと思っていた試みをすべて横へ置いた形で、そこで遭遇した事件

に対処せざるを得なくなって、それは訴訟にもなったんです。さらに保険費の不正受給事件と

いう形で、ある新聞社が報道したのですが、今度、そういう事件も多かったのか、厚生労働省

のほうの研究班で公式に資格制度を整備しようではないかということについて議論されている

研究班があったのですが、そちらの研究班のほうで新聞報道の新聞記事だけを用いて、あたか

も私に直接取材してつくったかのような事例報告をなさっているのを厚生労働省のインターネ

ット上や、我々この研究班はこのような議論を行っておりますという紹介がてら掲示されてい

た議事録で発見したんです。

○二宮周平　本当に申しわけありません。私の方でお話ししてみたらと言ったので責任があるの

ですが、議論の時間というのがあるので、今、出自を知る権利というのが非常にセンシティブ

な権利であって、要するにＡＩＤだけではなく、自分の民族的出自であるとか、あるいは差別

にかかわるようなこともあるので、非常に難しい権利であるということをこの場で認識してい

ただけたら、今の場ではそれでとどめておいていただきたいと思うのですが、よろしいですか。

○質問者Ｇ　わかりました、はい。いや、長くなるので申しわけないなとは思ったのですが、た

だもう少し言わせていただくと、そういう形で、両方裁判になる形になったのですが、そうす

るとやっぱり、結果としては、裁判所は憲法上の権利として、私は一定の物事の分別がつく年

齢において、自分の出自にかかわる情報について告知されるべきであったと思うのに、それを

受けられなかったということに端を発して、話がここまで及んでいるという形で訴訟で争った

んですけれども、当時の法律の文書で、国籍を本人の意思ではなく変えたとしても、本人が何

歳になったら伝えなければならないというふうに明記している部分はどこにもないのでという

形で退けられるということが去年の秋にありました。

　10年以上、最初、私が自分の出自を確認しようというふうな試みを持ってから裁判が終了す
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るまで時間がかかったんですけれども、話が膨らんでしまって申しわけないなと思いつつ話さ

せていただいたのは、やっぱり大きな時間を割かざるを得ないんですよ。その間、個別の情報

について、それは特殊だからと言ったらそれまでなんですけれども、不測の事態が幾つにも玉

突き衝突のようにどんどん起きていく中で、その過程の中で自己のアイデンティティーについ

てどのように確立していくのかという問題を傍らでやりながらということになるので、その問

題の厚みからすると、先程当事者の方がおっしゃっていた告知を絶対の条件にするのでない限

り技術を認めるなというのはかなり条件が厳しいというふうな反応もちょっとあったように思

うんですが、それはやっぱり情報を握られてしまって、力の行使を受けてしまった弱い側から

するとすごく違和感のあることで、そんなに長い時間を自分の人生から奪っていくような大き

な条件について、机の上でぽんぽんと右から左の形で考えてしまうより、もう少し立ちどまっ

ていただきたい。10年、20年かかってしまうような事件がどんどん玉突き衝突のように起きて

しまうかもしれないという重みをやっぱり感じていただきたい、そういうことです。

○司会　ありがとうございます。

　当事者の方のご意見を補足する形でお話をいただいたと思いますが、ほかに何かご意見ござ

いますでしょうか、あるいはただいまの意見について。

○質問者Ｈ　きょう1日いろいろ本当に考えさせられることが多くて、来てよかったというふう

に思っています。特に当事者の方の発言といいますか、本当に考え抜かれていて、ただ、私は

この問題を、子どもの出自を知る権利という形で進めていっていいのかということについては

疑問があります。それは当事者の方自身が、そのことの条件整備を進めれば進めるほど、この

ＡＩＤという生殖補助医療を認めていくことにならないかという、何かその懸念が当事者の方

からはっきり出されてたというふうに思うんです。

　私、そこのところは物すごく大事なところだと思っていまして、子どもの権利条約が子ども

の知る権利というものを定めている文脈は、もうちょっと違った、今、後に言われた方のほう

の文脈に近くて、生殖補助医療そのもののあり方をにらんで、子どもの権利条約はああいうこ

とを言ってると私はちょっと思えなくて、むしろ子どもの権利条約で子どもの出自、子どもが

みずから知る権利ということをここに持ち出すことによって、そのことの条件整備さえ進め

ば、このＡＩＤの技術というのはどんどん進めていっていいんだという、何かそんなことにな

りはしないかというのが大変心配なのです。

　これはもう知ってる方、あるいはどう考えてるかということをご存じの方があったら教えて

いただきたいんですが、なぜ日本では生殖医療について寛大な、むしろ日本学術会議、先程の、

むしろ自然科学者の方が慎重で、社会科学者や人文科学者の方がもうちょっと多目にやっても

いいやないかという、何かそんな逆転した議論になってるのは、私はまさにそのとおりだと思

ってるんです。何といいますか、なぜ日本の社会が生殖補助医療について寛大であり、そのテ

クノロジーに詳しい専門家たちのほうが、きょうのお話を聞いてる限りは慎重であって、私は

その慎重であるほうに賛成なんですけれども、なぜ日本の社会は寛容なのかと、ここのところ

をしっかり考えてみないと、みずからの遺伝子を残したいと思ってるカップルが子どもを持つ
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権利、そちらにばかりウエートがかかってしまうと、かわいそうではないか、気の毒ではない

かと、だれでも子どもを持ちたいでしょうという方向に流れていくんではないかと、そういう

方向で議論が進むとぐあい悪いというふうに私は思うんですけれども、なぜ日本の社会が一般

に寛大だと、あるいは寛大だというふうに世論操作が行われているのではないかというふうに

も思うんですけれども、その辺はどうなのでしょうか。

○司会　その辺については何かご意見ございますでしょうか。

○二宮周平　だいぶ誤解があるように思います。代理懐胎については、人文社会学者においても

肯定する人は少数派です。制限していこうという立場のほうがまだ強いと思います。肯定する

方も、午前中、千藤さんがおっしゃったように、もう本当にぎりぎりのところで考えておられ

ます。

　ところが、ＡＩＤについては、深刻な議論が全くなく実施されてきました。その点について

はおっしゃるとおりです。それは、自分たちの子が欲しいという願望があります。実際にＡＩ

Ｄで生まれた子どもさんも、要するに子どもを生まなければ、この家にはいさせてもらえなか

ったといったお母さんの発言を報告されています。家制度の中で跡継ぎを生まなければ役目が

ないといった意識も影響していて、これは報告書にもあり、千藤さんも強調されたところです。

家制度的意識の残っている中でＡＩＤについては黙認されてきたような経緯があるのではない

かと考えています。

　生命の物質を男性は提供するわけですが、そのことについての未来物質としての自覚を持た

ないといけないという、唄先生の発言の重みを感じているところで、ＡＩＤもきちんと議論し

ないといけない。これを実施する以上は、やはり出自を知る権利を保障して、子どもの利益を

守る対抗軸にしていく必要があると考えています。

○司会　子どもの出自を知る権利という、何か一般的にタイトルがなっておりますけど、これは、

あくまでも生殖補助医療における子どもの知る権利ということに、本日のテーマはなっており

ます。

○質問者Ｉ　一つ教えていただきたいと思うんですけど、きょう午前中に代理懐胎の問題、それ

から昼から知る権利の問題、その二つがあったわけですけど、この二つというのは切り離すこ

とができないと思うんです。それで、これについての何か判別できる方法はあるのかどうか、

いわゆる権利を認めるという問題と、知る権利、これは切り離すことはできないわけです。子

どもができて、それであと子どもをどうするかという問題ですから、切り離しができないわけ

ですから、いわゆる判別できる方法はあるのかないのかというのが1点。

　それで、もしもあるとするならば、その結果の優先順位というのかな、そういう優先順位を

つけることができるのかどうか、あるいは何かやっぱりこれに対して判定を、判断を下す必要

があるのかないのかということ。

　それからもう一つは、区分ができるのかどうか、はっきりと。それでその辺のところをどう

いうように考えてこの問題を対処していけばいいのか、教えていただきたいと思っておりま

す。以上です。
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○二宮周平　判別ということの意味が少しわかりにくかったのですが、代理懐胎の是非とそれか

ら子どもの知る権利を認めるか認めないかの区別ということでしょうか。

○質問者Ｉ　判定のですね。

○二宮周平　判定。

○質問者Ｉ　……やはりそういうような問題があって、いわゆる代理懐胎というんですか、それ

とやはりできた子どもに対しての権利というのとは切り離すことができないわけです。それ

で、だからこれらの間の区別ができる何か判定できる、判別ハンスウというのかな、そういう

ようなものが判断できる、処置できる内容があれば教えていただきたいと。あるいは何かどち

らかのほうを優先するとするならば、どちらのほうの場合であればどういうような優先度をつ

ける、それでどちらの場合であればどういう優先度をつける、知る権利のほうか、それとも権

利を認めるほうか、だからその辺のところを明確にしていただかないと、何か話がチャンポン

になってると思うんです。だから、その辺一つ、私わかりませんので教えていただきたいと。

　それで、あるいはまた区分できるよい方法があるというならば、その相関関係、関係のほう

を相関で無くて結構です、マルチメディアアナリシスで結構ですから、そういう多変量でもっ

ての話でも結構ですから、どういうような関連を考えていけば区分できて、間違いなく評価で

きるということができるならば、そういう方法を教えていただきたいと思います。以上です。

○二宮周平　これは個人的な見解になってしまいますけれども、私自身の考えでいきますと、血

のつながった子どもをもうけたいという要求が親御さんにあることはわかっております。そう

いう親の自己決定と利益よりも、生まれてくる子どもさんの立場を優先したい。どちらを優劣

つけるかというと、やっぱり子どもの利益を優先したいということになります。これは人工授

精の場合でも同じだと思います。

　なぜ子どもの利益を優先しないといけないかというと、子どもは自然分娩の場合もそうです

が、親の決めたこととはかかわりのないところで生まれてくるのですけれども、その子どもの

利益をどうやって守るか、自然分娩の場合ですと、父と母がいて子どもを自分たちの子どもと

して一所懸命育てようという意欲のもとで生まれています。だから、子どもにいろんなトラブ

ルや障害があっても、子どもを責任持って育てようと思います。しかし人為的な手段を用いる

場合には、そこの保障があるのかどうか、私は自信がありません。だから子どもの利益は最優

先、そのために出自を知る権利を保障する、自分に対して本当のことを言ってください、言っ

ても大丈夫なだけの親子関係を築いてください、そういうことが言えるために子どもの出自を

知る権利を認めたいと思っていたのでした。

　それで、先程発言を途中で遮ってしまって申しわけなかったんですが、私が発言された方に

言ってほしいと思ったのは、自分の出自について隠し続けられていたときの子どもさんの気持

ちです。発言された方の場合には、『官報』で一々自分で確認をして、そこまでして知りたいと

いうことをおっしゃっていたわけです。それでいろんなトラブルにもなってくる。だから、や

はり触れさせたくないというふうに親が思っていても、子どもは違う立場でいる。そのことで

は生殖補助医療と民族的な出自にかかわることとは共通することがあると思ったので、発言を
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お願いした次第でした。どうも申しわけありません。

○質問者Ｄ　すみません、先程もちょっと質問させていただいたんですけども、××大学法学部

の××と申します。

　二宮先生にちょっと教えていただきたいんですけれども、最後のところに条文案をつくって

おられて、その前のご説明もいろいろお伺いしたんですけども、 ₂条のところで、子の出自を

知る権利というふうにして、子どもの側から権利構成をした場合に、その情報を提供する義務

を負うのは、二宮先生のお考えだと ₃条で、親がそういう情報提供義務を負うというふうな構

成なんでしょうか。そのときに、出自の情報を得るときに必要なものについての管理等につい

て ₄条とか ₅条とかというふうな形での構成にされているのかという、これがまず第 ₁点で

す。

　それともう ₁点、 ₃条のところで、親はというふうな規定をしてるんですけれども、親とい

ったときに、養育している親というふうな表現もありますけれども、例えば血縁的なつながり

のある親と、それから主にＡＩＤを想定しておられるんだろうと思うんですけども、ＡＩＤで

子どもを出生した場合に、母子関係については血縁的にも親子関係があり、かつ養育もしてお

り、法律上の親子というふうな形での戸籍の記載もあるわけですけれども、父子関係について

は戸籍の記載は父子関係が記載されていて、法律上の父子関係も特にＡＩＤに同意をしなくて

嫡出否認をしない限り、法律的にもそういう構成でいけると思うんですが、かつ養育してると

いうことになりますよね。それが、例えば今度、父母の間の関係が解消されたときに、実際に

じゃあ親権者が例えば母親がなったりしたときに、新たに家族形成されて、そこで例えば養子

縁組か何かがあったりしたときに、今度は養育しているときとＡＩＤを実施したときに、その

直後、養育している親と、こういった違いが出てきたりすると思うんですけども、その点につ

いてどういうふうに考えているかと、 ₂点なんですけども。

○二宮周平　最初の情報提供ですが、これは子ども自身が第4条に書いている公的管理運営機関

に対して情報の開示請求をするということです。だから、子ども自身が開示請求するためには、

前提として親が子どもに語らないといけない。子どもとしては、そうなのかと納得して個人を

特定できる情報まで要らないと思えば、別に第4条を使う必要はないわけです。だけどやはりだ

れだか知りたいなと思っても親のほうは細かい情報を知りませんから、だったらああいうとこ

ろがあるから行ってきてごらんということになる。その行ってきてごらんと言われたところ

で、カウンセリング等々を受けて、情報を受けとめられるようにしてから情報にアクセスでき

るようにするという形でして、親自身が提供者の個人情報を語るということは想定しておりま

せん。知っておれば語っていいかもしれませんけれども。

　それから後半のことは、ちょっと私もＤさんの説明全部フォローし切れておりませんので、

家族関係が離婚、再婚等でいろいろな過程を経ていることはあるかもしれませんが、基本的に

は最初の段階で生殖補助医療を依頼した人たちの責任の問題として考えています。

○司会　どうもありがとうございます。

　午後の ₂部の問題につきましては、これで質疑応答を終わらせていただきまして、この後 ₅
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時半まで、本日の全般的な点について総合討論ということをお願いしたいと思います。

　もし、ご報告者のほうから言い足りないところ、何かご意見ございましたら、まず何かお話

をいただけますでしょうか。

○町野　朔　幾つかあります。出自を知る権利について、今お三人の先生方にちょっとご意見を

伺いたいところがあります。きょうのお話、大変ありがとうございました。特にＡＩＤで生ま

れたという事実を知ったときの問題の大きさというのはよく理解できます。

　問題は、だからこれに対してどのような制度設計をしたらいいかという話です。厚生労働省

の報告書は、要するに一律に子どもに告知せよというものです。この解決の仕方が妥当かとい

うことが一番問題だろうと思います。きょうご報告された自助グループの方のお考えでは、そ

のようなものもやっぱり適切だというお考えだろうと思いますけれども、二宮先生と小泉先生

のほうも同じようなお考えなのでしょうか。知らないでいれば、それで一応おさまってるから

いいじゃないかという議論もあるわけです。それを何で好んでこういうところに教えなきゃい

けないかということもあり得ると、議論としては。そこらを考えた上で制度設計をするという

のは大変なので、厚生労働省の報告書自体というのは、結局実を結ばなかったのは、私は一律

告知ということに、それは非常に強いスタンスで打ち出して、こうしなければ出自を知る権利

を認めることにはならないんだという態度をとったことで、かなりこれで報告書全体が、立法

に乗らないということになったんではないかと思っております。そこらは二宮先生と小泉先

生、どのようにお考えでしょうか。特に二宮先生、できるということでやっておりますから、

しなければならないという規定は一つもないんですよね。どの範囲でそのことをお考えでしょ

うかという質問でございます。

○二宮周平　何度も繰り返していますが、基本的にはいろいろな当事者の方や専門家の著作を読

んで、間接的な経験で申し上げるだけなのですが、できるだけ小さいころに血のつながりがな

いということを伝えたほうがいいと思います。

　年代に応じて、その子に理解できる範囲で徐々に深めていったらいい。だから、基本的には

そのことによって親子の信頼関係が築けるのだという立場に立っています。ですので、出自を

知る権利といっても、その権利があるから親としてはやはりそういうことはすべきなんだな、

したほうがいいなと、親御さん自身が自覚していただくという立て方をしています。子どもさ

んには、いろいろな身体的な、あるいは精神的な発達状態の問題もありますし、その子どもさ

んが育っている家庭環境の問題もあります。だから、親が子どもたちの状態を見て、今、話し

た方がいい、いや、今は話すべきではない、どこまで話すのか、そういうことの判断はすべて

親にゆだねたい。そんなことはできませんと言われますから、イギリスあるいはニュージーラ

ンド、オーストラリアでやってるように、ちゃんと生殖補助医療をやる前の段階から教育訓練

を受ける。そして、した後についてもいろんな教科書や、あるいはグループでテリングの練習

をしたりする。受けとめ方が子どもたちによってどう変わるのかということも勉強する。そう

いうことを踏まえた上でテリングというのは実施していかなければならないと考えているの

で、一律の義務づけはできない。個別判断でその場その場で親が、つらいけれども、でも、技
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術を利用したわけですから、子どもが何かのときに事実がわかって苦しむ、それをなくすため

には早い段階で告知しなければならないと考えます。それは法で規定するものではなく、施術

を受ける当事者の人が自覚してなすべきことであるということから、努めなければならない、

あるいは事実を伝えることができるものとするとか、そういう形の規定文にしたいと思いまし

た。

○小泉良幸　私の立場も、今、二宮先生のご発言を聞く限りではほとんど同じなのです。一律の

告知義務、そしてそれを法律上の告知義務というような形にすることには反対です。

　反対の理由というのは、先程述べましたように、これは国が法律で義務を定めるということ

は、国家の統治権力がその分、家族関係の内部に入ってくるということです。これは、それが

法律婚家族に対して一定のレベルを超えて余りに重い負担になるときには、この家族関係を形

成する権利―この権利は明らかに存在します―の侵害というふうに評価されてよいからで

す。

　もう ₁点、権利と義務がカップルになってないと意味がないかというと、必ずしもそうだと

は思わないのです。この権利があるのだということ、それに対応する親の法的な義務がないと

いう、この片
カタリン

輪状態であったとしても、権利が法的に承認されているのだということが、親子

関係のあり方というのを、大きく変えると思います。そのような権利が法的に認められている

中で道徳的義務、先程の二宮先生の語り口をかりるなら、親の責任としてどうあるべきか、ど

う子どもと向かい合うべきかということは、そのような権利が法的に承認されているのだとい

う状況とそれがない状況とでは全く違うと思います。そのことは、逆に言うと、権利を認める

んだったら、逆に親の側の義務も法的に定めなければというところに一足飛びに飛んでいくこ

とによって、先程町野先生の発言にもありましたように、コンセンサスの形成を困難にするよ

うなところに最初から突き進まない方がよい。しょせん法律学というのは賢慮の学、プルーデ

ンスの学ですから、そのほうが賢明なのではないかというふうに考えております。

○非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ会員　私は、言わないでうまくいってるの

に、なぜあえて言うのかというところについて、まず言うと、言ってないから子どもは気づい

てないって思ってるのは、結局親と大人だけで、結構みんな知る前から感じてたという部分は

あるので、でも実は知ってるけど、親に知っていることを隠して生きている子どもとかもいる

わけですよ。それってなんて不健全な親子関係だと思ってしまうんです。そんな家族をつくり

たいがためにこの技術をやったんではないと思うし、そういう意味で言えば、やっぱり言わな

くてうまくいってるから、あえて言う必要はないというのはおかしいと思うし、もちろん告知

をすることを強制はできないと私も思ってるんですけれども、でも、やっぱりセットじゃない

と、私は当事者なので出自を知る権利が保障されているとはどうしても思えない。じゃあどう

したらいいのかということについては、しろと言われても多分できないと思うので、先程も先

生方がおっしゃっていたように、実施をする前に告知するかどうかは親の判断ですということ

ではなくて、告知をするのがいいことで、その前提でなければ技術はできない、告知の仕方は

こうするんです、告知にはこういうものが必要です、何歳ぐらいになったらどういうふうにや
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って、それで問題が起きたらこういうところに相談に行けばいいし、親同士の交流もできるし、

生まれた子どものサポートもできますみたいな情報とか環境を整えることで、セットでやって

もらえるようにするのがいいかなと思っています。

○司会　よろしいでしょうか。

　吉村先生、室伏先生のほうは何かご意見ございますでしょうか。

○吉村泰典　午前中も申し上げましたけれども、出自を知る権利というのは本当に難しい問題だ

と思います。私も10年前の考え方と今の考え方は随分変わってきています。

　ただ、我が国は、先程申しましたけれども、生殖補助医療に関しては全く法律を持ってない

先進国であります。一方では出自を知る権利というものが非常に強く叫ばれています。非常に

アンバランスなような感じがいたします。すなわち、我が国は、出自を知る権利を認めるだけ

の体制ができているのかどうかということをもう ₁度考え直さなくてはいけないだろうと思い

ます。すでにＡ IＤで ₁万5,000人か、 ₂万人のが生まれてきています。今の我が国の状況の中

で出自を知る権利を声高々に強調したとしても、これを受け入れるだけの社会にその土壌があ

るのかどうか。いろんな意味で社会全体も変わっていかなくてはならないし、国の生殖医療に

対する考え方も変わっていかなくてはならないと思います。出自を知る権利の議論を聞きます

と、この議論だけが常に先行し過ぎているというような感じがします。この権利の大切さとい

うことに関しては、私も全く意識が変わりました。出自を知る権利は認めていく方向性でよい

と考えています。

○室伏きみ子　私も吉村先生のおっしゃることと同じような意見を持っています。

　今まで厚労省の審議会ですとか、いろいろな委員会で生殖補助医療についての議論がもう10

年以上にわたって行われて、学術会議でも、これは国として議論をして、早くに法律を制定し

てほしいというふうに言っているのにもかかわらず、もう ₂年間もそのままほうっておかれて

いるわけです。ですから、そういう状況の中で、出自を知る権利については、私も非常に重要

な権利だと思いますので、ぜひ全体の議論の中できちんとした位置づけをしていくべきだと思

っています。しかし、全体を議論して、国としての方針を出そうという姿勢が、今、我が国に

はないんですね。これはやはり、何のために学術会議に審議依頼したのかとか、そういうこと

をもう少し強く言って、何とか今の新しい政権に議論を始めてもらえるようにしなければいけ

ないのではないかという気はしています。その中で、最後にご議論いただいた子の出自を知る

権利についても、もっときちんとした形で、国民としてコンセンサスが取れる形で何とか形を

つくっていくべきだろうと思います。国民的合意という、社会的合意ということに疑問を差し

挟まれた方もいらっしゃいましたけれども、やはり合意がないところで物事は進められないの

で、何としてでももう少し国が責任を持って法律をつくり、出自を知る権利についても明確な

態度表明をするべきだろうというふうに考えています。

○司会　どうもありがとうございます。

　フロアの方から何かご意見ございますでしょうか。

○質問者Ｊ　法律の議論のとき、私もいつも混乱するんですけれども、きょう、生殖補助技術を
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利用して子どもをもうける権利というふうに言われたんです。それを例えば人口抑制政策の一

環として不妊治療を禁止する、そういう法律ができるとすれば、それはやっぱり人権侵害だろ

うと言われて、それは全くそのとおりだと思うんですけれども、そもそもその場合には、人口

増加政策の一環として不妊治療が奨励されるということと比べてみるべきというか、日本の場

合、少子化社会対策基本法で不妊治療をそれに組み入れるということになっているわけです

が、そもそも町野先生の中にも出てきたんですけど、リプロダクティブ・ライツというのは、

国際的に女性が子どもを産むか産まないか、何人子どもを産むかというのは、人口政策、抑制

政策であれ増加政策であれ、その一環としてそれを使われてはならないというための主張であ

ったはずなので、そこから権利という言葉、リプロダクティブ・ライツというのは考えられな

ければいけないと思うんです。そのときに、じゃあ生殖補助技術が使えます、それで子どもを

つくる権利が私たちにあるでしょうという主張が、どういう文脈でなされているのか、それの

名宛人はだれなのかというようなことも含めて、それと実際に憲法上の権利というのは先程抽

象的な権利だというようなことも言われましたし、あと例えばどういうことを権利として私た

ちが当然のこととして要求できるのかとか、その辺のやっぱり議論がいつも混乱しているとい

う印象を持っていて、きょうもちょっとそこのところに違和感を感じました。

○小泉良幸　どうもありがとうございます。

　まず、確認的に述べさせていただきたいことなんですけれども、憲法上の権利を認めるとい

うことと、その権利がどれほどの重みを持った強い権利なのかというのは、全く別の問題です。

私が申し上げた生殖補助医療を利用して子どもをもうける権利というものは、弱い権利だと思

います。その権利の行使によって、子の代理母となる女性の身体の搾取というような問題と比

較された場合に、その権利が勝つかと言われたら、私は負けると思います。だけれども、こう

いう制度をつくるときすべてそうですけれども、対立し、競合する利益を慎重に比較検討する

中でコンセンサスをつくり上げていくという作業の中で、憲法がどのような役割を果たすべき

かという観点から見たときに、これは、最後は負けちゃう権利なんだから、最初から土俵の上

に乗せなくてもいいよというような構成はすべきではない。あくまでこういった権利、それが

解釈上無理ならだめですけれども、日本国憲法の解釈上、そのような権利があるのだというふ

うに一応の権利として解釈可能であるならば、それをその土俵の上に乗せて、その権利と対立

する利益を慎重に衡量するという枠組みを設けること、それが結果として、例えば子どもをも

うけるカップルの権利や生殖補助医療を利用してもうける権利というのは、対立する利益の前

で一歩譲っていただかなくてはならないのだという結論に公共的な決定としてなる場合におい

ても、負けてしまった側であっても納得できる議論になるのではないかと思ってます。

　先程言われたリプロダクティブ・ライツに関するご指摘、全く発言者の方の説明されたとお

りの権利です。その点の説明を省いてしまったことが誤解を招いたかもしれません。ただ、憲

法学の中では、私がきょう述べたような権利というのは、積極的なリプロダクティブ・ライツ

という位置づけをされています。女性の身体に対する自己決定権というもの、典型的には妊娠

中絶をするかしないかという権利、それが女性の身体性というところから出てきている権利だ
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ということは確かなんですけれども、その自由を国家の統治権力や社会的権力、家制度も含め

て、あるいは医療関係者の専門合理性によって侵されない権利として、そういう権利があるわ

けですけれども、その権利を本体部分としつつも、社会が一定の技術、生殖補助医療という技

術を利用可能な状態になったときに、少なくともその医療技術に対するアクセス権というもの

を全く否定してしまうような制度設計、あるいはそのアクセス権を、これを平等に配分しない

ような制度設計というものは、これは弱い権利であるとしても、そこの部分は憲法論として論

じていくことができるのではないかという趣旨で申し上げました。

　十分な答えになっていないかもしれません。

○司会　ありがとうございました。

　ただいまずっと子どもの知る権利について、いろいろとご議論いただいておりますけれど

も、その前提となります生殖補助医療の是非と申しますか、そういう点について何かご意見ご

ざいませんでしょうか。特に何かご意見はないでしょうか。

　先生方のほうでも何かその点について補足していただくことはございますでしょうか。

○吉村泰典　今の少子化対策と生殖補助医療に関してですが、生殖医療においては年間2万人が

生まれるだけでありまして、それが少子化対策につながる問題ではないと思います。それより

も、生まれない子ども20数万人とか、そういった子どもを産んで育てることができる社会をつ

くっていく方が少子化対策につながると思います。

○司会　ありがとうございます。

○二宮周平　吉村さんと、それから室伏さんから、子どもの知る権利を受けとめるほど日本の社

会は成熟してるのかどうか疑問であるというご発言がありました。精子提供した後、何人子ど

もが生まれたのか、どうしているのかという管理も登録もできていない。そういう仕組みを変

えていくためには、きちんとルールに乗せる必要があると思います。そのときに社会的合意を

形成するといっても、みんなで集まって話をしてたって、なかなか合意はできないです。すで

に2000年にやり、2003年にやり、2008年にやり、それでも合意はまだ得られていないですよね。

私は合意形成という場合には、一つの価値理念を示して、その上で議論することが必要だと思

うのです。そのときの価値理念というのは、子どもをもうけたいという親の欲求ではなくて、

生まれてくる子どもを守る、この理念以外にあり得ないと思う。そのもとで制度は構築すべき

であろうと思うのです。私は、子の出自を知る権利を、そうやって子どもを守るための一つの

考え方になり得ると思って発言させてもらいました。

　

○司会　どうもありがとうございます。

　時間のほうがそろそろ参っておりますので、終わりにさせていただきたいと存じますが、そ

もそも生殖補助医療といいますのは、家族の平和といいますか、家庭の平和ということを実現

するために考えられているのではないかと思うのですが、それが逆に家族の平和を乱すことに

もなっているということで、そういうところからまた考え直して、これから議論がまだまだ続
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くことでございますし、現状は少しも変わっておりませんので、今後ともいろいろとご意見を

いただければと思っております。

　きょうは長い間ありがとうございました。こちらの方々、どうもありがとうございました。

　それでは共催校の関西大学のほうから佐藤先生にごあいさつをいただきます。

○佐藤やよひ　皆様、長い間ありがとうございました。それから報告者、コメンテーターを務め

てくださいました先生方、日曜日であるにもかかわらず遠いところから、しかもお忙しいとこ

ろ、大変ありがとうございました。

　非常に内容の濃い議論ができたのではないかと思っております。実を申しますと、私の専門

は国際私法という、渉外的法律関係に適用する法を決定する法という、非常に変わった法律を

扱うものでして、これは櫻田先生と同じ専門です。この代理懐胎というものがアメリカで行わ

れる、あるいはお隣の韓国で行われるということで、国際的要素を含む形で最初にあらわれて

きたというところから、国際私法の立場から関心を持ちました。私の関心というのは、むしろ

代理懐胎の是非というよりも、国際私法上、いかなる問題が発生するかという、皆さん方よく

ご存じのインドでの代理懐胎の例で問題となりましたようなところにございました。ただ、き

ょうは国際私法的な観点からの報告というものは一切省きまして、医学、生物学、そして法律

学でも民法と憲法といった立場からのご報告、さらに自助グループの方から実際にどういうふ

うな気持ちになるのかということを、非常に具体的で、初めて聞いた方にもそのショックが伝

わってくるような形でご報告いただいたことはまことにありがたかったかと思います。

　在り方検討委員会の報告が出ましたときに私が感じましたことは、在り方検討委員会の報告

書というのは、当時の検討委員会の委員が皆それぞれの立場から相当激しい議論をしてつくり

上げたものであるにもかかわらず、それに対する政府の対応というのには、かなり腹が立った

ということです。こういう報告書が出てくるのだったら無視をするとか、それから議員の人た

ちからは、立法しないことの理由に、この問題は余り集票力、要するに選挙で論点になるよう

なものではないから、それについて力を尽くしてもしようがないと。そのことにつきましては、

そういうことを言う人は全員落としてしまえと言いたくなるぐらい本当に腹が立ちました。け

れども、こういうささやかなシンポジウムでありましても、地道に続けていくことによって立

法が動くのではないか、さらに家族法の改正がそろそろ始まるのではないかということで、現

在のところこの論点は取り上げてもらっていませんけれども、そういうところにも徐々に浸透

していくことによって、この問題が表に出て、立法にもなっていくということを祈念してやみ

ません。

　今後、いい立法ができるということを願って、この会を終わらせていただきます。皆さん、

どうもありがとうございました。

○司会　それでは、どうもありがとうございます。


