
 

 

 

Zoom シンポジウム 

  生殖補助医療について考えてみましょう 
 

 日時   ： ２０２１年１０月２日（土曜日） １８時～２０時３０分 

 講演者   ：  柘植あづみさん 明治学院大学教授 

             石塚幸子さん  「 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ（DOG）」 

 

1. 新たな「生殖補助医療法」から不妊と不妊治療、親子関係の今後を考える  柘植あづみ 

 

明治学院大学の社会学部で教えています柘植あづみと申します。私の専門は医療人類学です。

調査の指導をしてもらったのが文化人類学の先生で、医療人類学という分野があるというのを大学

院生の時に知りまして、私がやっていることは医療人類学だったんだと後付けで理解しました。やり

たいことをずっとやっていたら、もう 30年過ぎていたという状況です。 

 

今日の話は技術そのものの良し悪しというよりは、生殖補助医療に関する法律と民法の特例、親

子関係の特例に関してです。この法案は昨年（2020年）12月 4日に成立しました。法律案というの

が突然出されて、3週間で成立してしまったんですけれども、その間、議論というのがあまりなされて

なくて、本当に生殖補助医療、生殖技術全般を考えるのにいったいこの国は何を認めて、例えば親

子とか家族をどういう風に受け止めるのかとか、先進的な医療をどういうふうに考えていくのかというこ

とを考える大事なチャンスだったのに、本当にささっと議論なしに通されてしまったという悔しさがあり

ます。それについてお話をしたいと思います。テーマは『新たな「生殖補助医療法」から不妊と不妊

治療、親子関係の今後を考える』です。 

 

１）新たな「生殖補助医療法」について 

この法律は正式には「生殖補助医療の提供及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法

の特例に関する法律案要綱について」と言うタイトルの法律でした。法律の趣旨は次のように書いて

あります。それによると「生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子または精子を用いた生殖

補助医療による出生した子の親子関係に関し民法の特例を定める」とある。これが何を言ってるの

か、よく分からない文章ですけれども、第 9条と第 10条を見ますと、具体的に女性が自己以外の女

性の卵子、つまり自分以外の卵子、他人の卵子、またはその卵子を用いた胚（受精卵が発達してい

ったもの）を用いて生殖補助医療、体外受精、顕微授精といった方法によって子供を妊娠して出産

した時は、その出産をした女性をその子の母とする、ということが書いてある。 

 今までの民法でも出産したものを母とするとは書いていませんが、母と解釈されてきたんです。だ

からなんでわざわざこの法律の条文がいるのかなと。他人の卵子で妊娠して出産した時には、これ

までも出産した人が母だと解釈されていました。今までと違わないよということを言っていｒだけです。

第 10条が妻が夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療によって懐胎したこと

については、夫は、その子が嫡子であることを否認することができない。実はこの法律には、他人の

卵子を使って妊娠、出産することを認めるとは一言も書いてない。この法律で他人の精子を使って

妊娠出産することを認めることも一言も書いていない。先程、島薗先生が代理出産もそのうち認めら

れるのではないか、と言われてましたが、この法律を元々作りたいと言っていた主に自民党の国会 
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議員の方たちは、代理出産を認めることを法律案に入れてました。しかし、今回は入りませんでし

た。その理由も後ほどお話していきます。 

 先程の法律なんですけれども、第 3条のところで卵子を他人からもらってきて、妊娠して出産した

ら、産んだ人が母とか、精子をもらって妊娠する場合にも夫の同意があれば生まれた子は夫は自分

の子供ではないということはできない、と書かれている法律です。それがこの法律をつくった目的に

なるわけです。誰が生殖医療技術を使えるのかということは書かれてない。代理出産とか生まれた子

どもの権利とかも書かれてない。ただ、医療が安全であるべきだとか、インフォーム・ドコンセントでき

ちんと説明がなされるべきだということが書いてある。非常に抽象的なことが書いてある法律です。具

体的なことは、第 3条で概ね 2年をめどとして検討が加えられ、その後、法制上の措置を講ぜられ

るものとすると、そこにどういうふうにこの技術を規制するか、誰が使っていいのか、どういう人が医療

を実施できるかというようなことは後で決めますとだけ書かれている。2番目に、生殖補助に用いられ

る精子、卵子または胚の提供、斡旋について。現在、卵子を買うのは海外、東南アジアで行うのが 1

番多いんですが、アメリカでも、業者が入って精子や卵子を提供してくれる人を斡旋してもらう。不妊

治療をしている人、もしくはシングルの女性とかレズビアンの女性に精子提供者の斡旋、またはたま

にシングルの男性、男性同性カップルに代理出産する人を提供、斡旋したりする業者がいるんです

けれども、どんな技術を認めるか認めないかもこの法律には作れなかったので、2年をめどとして作

りますと言うことが書いてあります。3番目に、他人の精子、卵子を用いて、そして妊娠出産して子供

を持った場合に、生まれた子供がいったい誰の精子か、誰の卵子で自分が生まれたのかというよう

な情報を知りたいと言った時に、その情報を提供するかということについても、今回はその情報の保

管とか開示に関して制度は何も決めていないんです。それについても 2年以内に検討しますと言っ

てます。結局この法律、生殖補助医療とか生殖技術といわれるものの法律を作る時に 1番根幹にな

るところを、全部積み残して作ったという法律なんです。なんでこんな中途半端な法律を作ったんだ

ろうかっていうこと、今日は考えていきたいと思っています。 

 

２）法案提出から成立までの疑問 

 この法案提出には、自民党と公明党が与党で、これに加えて立憲民主党それから国民民主と維新

が賛成して、社民党は一旦賛成するんですがその後反対するという状況になりました。超党派の議

員が法案提出者（発議者）になりました。私の知る限りですが明確に反対したのは共産党と沖縄の

風、令和新撰組などあまり議員の数が多くないところでした。この法律案を出した発議者からは「生ま

れてくる子供のための法律です」という風に何度も強調されて、その法律の案をきちんと読まないま

まに、議員の皆さんは「生まれてくる子供のための法律なんだって」という風な理解をされてた方が

多かったように思います。なんでそうなったのかっと言うと、法案の内容がさきに述べたように抽象的

な条文が並べられたためです。女性のリプロダクティブヘルスというのを守るみたいなこと、児童の権

利についても書かれているんですが、本当に絵に書いた餅のような文言で、実際にそれを具体的に

どう規制したり実現するのか、インフォームドコンセントを守りますとか女性の健康の安全を確保した

上で生殖医療やりますというのを、どうやったらできるかというのは全く何も書かれていない。もちろん

この法律が基本法だからと言われてしまえばそれまでなんですが、具体的にどんな法律をどれくら

い真剣に作ろうとしているのかは全く見えなかった。内容が具体的でなかったために参議院法務委

員会で先に審議することになった——参院先議と言われるらしいんですけれども——その参議院で先

に審議して 14項目の付帯決議が付けられました。衆議院法務委員会では 15項目の付帯決議が 

 



 

加えられました。すごく短い法律なのに、これだけ付帯決議が付いた法案だったんですけれども、そ

れでも修正なしで通ってしまいました。 

 私はもう、こんな状態で通って、法案の内容に賛成反対という状況じゃなくて、こんなスカスカな内

容の法案で通す理由がわからないと思って、いろいろな政党の方、議員の方にも会ってロビイングし

たんですけれども、関心がないか、あるいはそんなこと言っているのという反応で、もう自民・公明が

法案を出すと言ったら通るのに、わざわざ超党派の議員立法にするといっているので、反対するより

も賛成しといたほうが得かなっていうそんな雰囲気を感じました。 

 法案が参議院に出されたのが 11月 9日でした。三日後の 12日に参議院法務委員会に審議を

かけるという幹事会で決定されました。それで参議院の本会議を通って衆議院にまわされました。衆

議院幹事会では、12月 5日の土曜日に国会閉会が決まっていたので 4日に衆議院法務委員会に

出しまして 4日のうちに本会議にかけて成立させた。法案提出から成立まで 3週間ぐらいです。 

 

３）生殖補助医療法の背景 

 この法律を作る背景は、生殖補助医療に関する規制は、まずヨーロッパでかなり早くにできます。

イギリス、フランス、スウェーデン、スイス、それにオーストラリアやニュージーランド、カナダでも長い

間議論して 1980年代半ばから 2000年代にかけてどんどん法律ができてきました。 

 日本では生殖補助医療技術に関する規制は日本産婦人科学会の「見解」（実質的な指針）のみに

よっていた。生殖補助医療技術の応用件数も多いにも関わらず法律ができなかった。精子提供によ

る人工授精というのは 1948年から慶応大学で実施・公表されていて、それ以外の全国の病院、特

に大学病院でも実施されてきていました。しかし国や、学会に対する登録・報告制度がないので、一

体どれだけの病院がこの精子提供による人工授精をやって、何人の子供が生まれて、どれくらいの

精子提供者の人数がいて、誰が関わったのかとかいう記録が残っていたとしても個人のプライバシ

ーにかかわるので開示されない、残されているのかどうかさえわかっていない。潰れてしまったクリニ

ックもあるし、カルテの保存期間は法律で 5年間ですのでもうなくなってるかもしれないという状況で

す。 

 日本産科婦人科学会が初めてこの精子提供による人工授精で登録報告 1年間に何件やって何

人の子供が生まれたことを報告するという制度を取ったのは 1997年、実施して半世紀経ってからだ

ったんです。それともう一つ不思議なのは、精子提供による人工授精を認めてるんですが、産科婦

人科学会は体外受精での精子提供は認めていない。技術的には体外受精で、提供精子を用いるこ

とはできますので、こっそりやっているクリニックがあって、それは違反してることになるので、報告さ

れていないというような状況もあります。1990年代になると、日本で実施していないために、アメリカ

に渡航して精子提供とか卵子提供によって体外受精をして子供を持つ、または代理出産、代理懐

胎と法的には呼ばれてますけれども、代理出産を求めてアメリカに渡航するという事例も報告されは

じめます。英語ができないとだめという壁があったのが日本語で通訳とか翻訳とかしますとエージェ

ントが現れて、日本の産婦人科クリニックに色々パンフレットを配ったりして、アメリカで代理出産をと

いうような案内パンフレットがかなり不妊治療をしている大学病院からクリニックレベルまで配られて

いたような時代です。1996年に国内で姉妹間の卵子提供や、親友からの卵子提供による体外受精

の実施によってお子さんが生まれたということを長野県の有名な諏訪マタニティークリニックが公表し

ます。日本産科婦人科学会は「見解」で実施してはいけないと言ってるのに実施したとして、このクリ

ニックの医師を除名にします。除名されたことで裁判が起こったりするんですが最終的には和解して

学会に戻ってます。 



 

 

４）AIDをめぐる裁判と法制化への動き 

 ところで 1990年代に明らかになった AI D（非配偶者間人工授精 Artificial Insemination with 

Donor's semen）をめぐる裁判の判例で、法務省がを日本も法律を作らないといけないと思った裁判

の判決が 1998年に 2件出されました 。 

 1件目は離婚の際に親権をめぐる裁判で、妻が最初は子供の親権を取れなかったために、この子

どもは実は AID で生まれたので、夫は子と遺伝的なつながりはないので、父親にはなれないと高裁

に控訴した。それからもう 1件は、夫の同意がないままに妻が AID で妊娠出産した。夫は夫婦間の

不妊治療には同意していた。しかし他人の精子を使わないと妊娠がどうもできなかったみたいで、妻

がそれを夫に言わずに、医者には夫の同意をもらっていますと言って他人の精子で妊娠出産した。

生まれた子供を見て、父親はどう気が付いたのかわかりませんが、自分の子供か疑って、嫡子否認

を家庭裁判所に訴えて、父子関係がないことが認められました 。 

 このような判決が出たので当時厚生省は専門委員会を立ち上げて議論し、決めたのが具体的な

事というよりは基本的な考え方です。生まれてくる子の福祉を優先する。人を生殖の手段として扱っ

てはならない。これは主に代理出産を想定してます。安全性に十分配慮する。優生思想を排除す

る。商業主義を排除する。人間の尊厳を守る。このような原則を設けて精子や卵子の提供は認める

けれども代理出産は法律で禁止するということ、法律を作った方がいいということを報告書に示して

います。 

 それを受けて 2001年から 2003年に実施された審議会の下にある部会では、生殖補助医療に関

する法律案を作るのを目標にすることが、最初の生殖補助医療部会が開催された時に明確に述べ

られている。かなりの回数議論を重ねて法律案を作ろうと努力しまいた。その背景として、一つがイン

ターネットにおける精子提供の実施。次が、姉妹間での代理出産の実施・公表。これを実施した医

師は先ほどの諏訪マタニティークリニックの医師です。2000年に出た専門委員会の報告書には代

理出産禁止と書かれていたので、それに異議を申し立てるために代理出産したことを公表していま

す。また、 AI Dで生まれたことを大人になって知らされた二人が、提供者の情報にアクセスできない

ことから、提供者を知ることができないことで生じる困難やアイデンティティの崩壊、親が嘘をついて

きたことによる不信とか親子関係の亀裂などについて、自分たちの気持ちを話し出したのです。それ

がこの生殖補助医療部会の議論に影響した。もう一つ 2003年には韓国の卵子バンクが日本で活

動し始めた。この後、韓国は 2005年に法律を作って、卵子をお金で売買するのは禁止した。それ

によって、外国人には卵子提供ができなくなったた。 

 2003年に生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関す

る報告書」が出された。時間の都合で詳しくは説明できませんが、決まったのは、第三者からの精

子・卵子・受精卵の提供を容認する、代理懐胎を罰則付きで禁止する、生まれた子供が希望すれば

その提供者の情報というの 15歳以降だったら提供者の情報を全面開示する、そのための情報管理

についても法律に定めることに決めた。ちなみに先ほどの去年通った法律案にはここまで具体的に

は書いてないのです。2003年の報告書では、提供者は匿名の第三者とし、兄弟姉妹からの提供は

当面認めない。営利目的での精子や卵子、受精卵の提供者を斡旋することを禁止するということを

明確に出しました。 

 法務省でも並行して議論されていました。法務省は民法の改正について検討した。他人の卵子で

妊娠して出産した場合には出産した女性を子どもの母親とする。夫以外の男性から提供された精子

で妻が妊娠出産することを夫が同意していたら、生まれた子供が遺伝的に夫の子供でなくても、父

親になることを拒否できない。もう一つ法務省の審議会で議論されていたのは、精子提供した男性



 

を、例えばシングルの女性が子供を持った時にその父親欄は空欄です、その時には子供の方から

提供者に強制認知の訴えができてしまう。シングルの女性で、父親欄が空欄の場合には、提供した

人が子供を強制認知することもできる。そのために、提供者は父親にはならない。提供した人から子

供を認知することもできないし子供の方からその男性を認知してくれということはできない。そういうこ

とが中間試案に書き込まれました。 

 

5）法案が出てこない 

 2003年に厚労省と法務省が報告書を出し、法案は作りますと厚生労働省の局長がちゃんと記者

会見で話して、「厚労省はこれをたたき台に法案づくりに入る」と 2003年の読売新聞で報道された

にも関わらず、進まない。読売新聞の記事にはどういう風に提供者や生まれた子どもの情報管理を

するか、が書いてあって、15年後には生まれた子どもが提供者について知る権利を認めるんだから

ということも書いているんです。情報も 80年間保存するという風に書いてあるんですが、法案が出て

こない。 

 何で法案が出てこないのか。朝日新聞では「卵子提供に道開く法案は足踏み。次期国会への提

出見送り」と報道された。韓国の卵子バンクを利用して子供が生まれている例もあると報じながら、自

民党の国会議員の佐藤泰三さんにインタビューしている。この人はキーパーソンではないと私は思

っていますが、彼は生殖補助医療の問題は、社会的側面が大きく法にそぐわない、という。次期通

常国会での法案提出はない。名前は出ていませんが、国会議員の一人は票に結びつかないと本音

を漏らした。さらに、臓器移植法の例にならい、議員立法が想定されている、と報じられてている。こ

こからも法案が一体どうなったのか、わからない。 

 2005年のある商業的医学雑誌においてインタビュアーが衆議院議員の A さんに尋ねている。A

さんはこの法案は不妊当事者にとってあまりに厳しい内容で到底受け入れることはできないと強く反

対し、今国会の提出は見送られることになった、と説明している。A さんが提出前の法案に反対した

理由として、代理懐胎は禁止すべきではなく許可されるべきだ、兄弟姉妹からの卵子提供を認めな

いことは理解できない、精子提供などによって生まれた子供の出自を知る権利が認められているが

それが認められれば提供者が減ると予想されるのでその出自を知る権利がどれほど重要な権利な

のか疑問がある、などが反対理由として説明されている。どうもこの辺で法案が潰れたようです。 

６）再び法制化の動き 

 その潰れている間に代理出産を巡る裁判が生じます。皆さんよくご存じの事例が 1件です。もう 1

件は、一般の女性で年齢が 50歳を過ぎていて、お子さんを連れて帰って自分を母親として、夫を

父親として出生届けを出したら、役所から「あなた本当に産んだんですか」と言われ、その人は正直

にお話されたら、有名人の夫婦で裁判になっているのと同じ事例ではないかということで、出生届け

の受理を拒否されたということで、裁判を起こしています。 

 最高裁の判決は、どちらの裁判も出産した女性が母であるとしましたが、現行民法では想定してな

い例なので立法が必要と付け加えられた。それで、厚生労働省と法務省による法案の法制化が潰

れたということをたぶん知っていて、厚生労働大臣と法務大臣の共同名で日本学術会議に法律に

関する検討を依頼します。学術会議へ依頼した理由としては、医学、法学、哲学、倫理学、社会学

などいろんな人がいるので、そういう人たちで検討して欲しいと依頼されます。 但し、学術会議の検

討の構成メンバーはほとんど法律学と医学の専門家でした。あまり社会的、倫理的な議論とかはなさ

れなかったように思います。学術会議は 1年かけて 2008年に「対外報告」を出しました。この結論

は代理出産は原則禁止。例外を研究として行う余地は残しました。代理出産についての検討だった

ので、卵子提供とか精子提供については入っていませんでした。しかし、これも政府には無視されま 



 

 

す。厚労大臣と法務大臣が諮問し、それに対しする提言を出したにもかかわらず、全くの無視です。

この後に自民党が一度政権政党から離れますが、2013年に政権に帰り咲きます。 

 2014年以降、自民党がプロジェクトチームを結成して、法案を出す出すと言っていましたが、結局

出されずに 2020年になり、やっと法案は提出された。その間に何が起きたのか？自民党内での勢

力が反対と賛成に分かれていて、代理出産を是認して法律をつくって進めたい派、一方もっと家族

に対して保守的で代理出産なんてとんでもない、精子、卵子提供にも反対または消極的な勢力、そ

れから技術についてどうするかはあまり関心はないけど、子供が出自を知る権利には賛同している

少数者もいそうです。  

 出自を知りたいでしょうという人も自民党内でいると思いますが、自民党は代理出産の反対派と是

認派に割れていて、是認派が代理出産を認める法案を出そうとしても反対または消極的な勢力の方

が力が強かったので、なかなか法案を出せない。それで 2013年、14年、15年に法案に入れてい

た代理出産を認めるというところをとりあえず外し、親子関係だけに絞った法案が 2016年、つまり今

回成立した法案です。ですから、出自を知る権利についてはこれも外した。それから特定不妊治療

の助成金拡大と不妊治療を保険適用については積極的な人たちがいた。それから議員立法に野党

を巻き込み、つまり自民党議員が出した法案に対して自民党から反対されるかもしれないというとこ

ろがあって、野党もみんな巻き込んで賛成してるんだっていうのを示して、自民党の保守派にそれを

示して法案を提出した。野党の方が法案提出者（発議者）になる魅力を感じたのだと思います。自民

党に対する貸しかもしれませんが、私はそう勝手に思っている。それから立憲民主党も党内で意見

が割れていた。さらに製薬会社などの利権が関わってくるのではないかなと思います。いろいろなダ

イナミズムがあったんじゃないか。結果として急激に 2020年に動いた。 

 

７）法案成立と疑問 

 やっと野党の議論（異論）を封じて、というのは自公は野党に法案は見せるけれども、法案に対して

一切の修正案は受け付けないと言って、野党に法案を渡したんだそうです。これは複数の国会議員

から聞きました。反対意見が出る前に成立させるために、参院先議で参議院でさっさと通した。衆議

院に回した。この参議院で通りそうだと言うときに衆議院の議員に話しに行ったときに、「衆議院では

いっぱい法案が積み重なっていてるので、今国会ではそんな法案出てこないよ」と言った議員がい

らっしゃいました。しかし衆議院にも法案が提出されあっさり通りました。課題として積み残したまま法

律を作っちゃった。生まれてくる子とか親になりたい人、配偶子と提供者全ての安全と健康につい

て、文字としては安全と健康と書いてあるんだけど、どうやったら安全と健康を守れるかが一切書か

れていない。インフォームドコンセントも書いてはあるが、何を説明するのかも何も書いていない。意

思決定支援とか書いてあるが、これも具体的なこういうような意思決定支援に必要な知識とか相談と

かカウンセリングサポートグループとか具体的には書かれてない。子どもを持った人への支援は書

いてあるが、子供の出自を知る権利というのは実現するのが非常に難しいことなんですけれども、制

度を作るのも簡単ではないんですが、子どもを持った人の支援も何も書かれていない。だから生ま

れてくると親になりたい人、配偶子などの提供者、特に提供者が法律の中でほとんど人間扱いされ

てなかった。見えない存在、社会学ではよく言う「不可視化されている存在」、です、ほとんど見えな

い透明人間になっている。生まれてくる子、親になりたい人の気持ちはほとんど書かれていない。こ

の法律は親になりたい人とこの技術を使いたいお医者さんのための法律なんじゃないかと思いまし

た。優生思想にしても、商業主義にしても、提供者の尊厳にしても、子供を産めない、産まない女性 

 



 

のこと、遺伝に関すること、特別養子縁組制度があるにも拘らずどうしてこのような技術が進むのか、

などいろんなことを考える必要がある。 

現在、この法律が国会を通ってから国会議員連盟が具体的なことを議論しているという。非公開

の部分を作り、公開の部分は講師による講演だけ公開されている。発議者は議論を公開すると言っ

てきたが、結局こういう状態です。議連がどんな法案を 2年以内に出すのか非常に不透明で、報道

されている限りでは出自を知る権利は含まれるんだけど、出自を知る権利がどこまで保障するのか、

まったくわからない。 

もう 1つ、今年の 6月に日本産科婦人科学会からこういう提案書が出てます。今まで日本産婦人

科学会が作ってきた指針とほとんど同じで、ただそこの中に卵子提供が加わっている。精子提供に

よる体外受精と卵子提供が、夫婦の不妊治療で使えますというようなものです。これがいったい誰に

対して書かれた提案書なのか書かれていない。議連に向けているのかわからないというような状態

です。この提案書の内容は、今まで産婦人科学会が言ってきたこと。ただし、ここに出自を知る権利

と情報の管理が入っているので、多分、出自を知る権利は認められるんだろうと言われています。関

連して、子供が生まれたあとの相談窓口の設置とかいうのは入っています。 

 

８）まとめ 

 日本で初めての生殖補助医療の法律というのは、結局 2003年に出された法務省の中間試案とほ

ぼ同じ民法の親子法の特例を定めたに過ぎないものだった。法務省の中間試案にあった精子、卵

子の提供者が親になることを子から訴えられないことも削除した法案だった。つまり、これまでに生じ

た裁判例を解決する法律になっていない。例えば夫ががんにかかり、亡くなった。 化学療法とか放

射線療法するために、その前に凍結保存してあった。夫の死亡後に妻がその凍結保存した精子で

子どもを持った。そして夫が父親だと認めて欲しいと、裁判を起こした。結局裁判の判決は、亡くなっ

ている人を父親とすることはできない。もちろん妊娠中に亡くなったならいいけど、そうではなくて亡く

なった後に妊娠したというのがはっきりしている時は認められないという判決です。 

トランスジェンダーの人たちで女性から男性になった人、男性から女性になった人が生殖補助医

療を使えるのか裁判も進んでいます。その人たちが子どもを持つことについていかに考えるのか。提

供精子とか、もともと男性であった時に凍結保存しておいた精子を自分が女性になってから自分の

女性パートナに人工授精して、パートナーが妊娠出産した。女性になった人は、その子供の母親に

なりたい。でも出産した母親がいるので母親が無理だったら父親になりたい、という裁判も生じていま

す。世界はセクシャル・マイノリティの生殖補助医療の利用について法律を策定して議論していま

す。フランスが今年の夏に女性のほうだけですが、シングル女性もしくは女性同性カップルが提供精

子で子どもを持つことを認めました。 

日本は何のために 2020年の冬に急いで 3週間ぐらいで成立させたんですか？非常に政治的判

断で、自民党の力の強い所にいたので今出せば通るということで通した。それに対して野党は何の

反発もしなかった。一部、立憲民主党の女性議員たちがジェンダー平等議員グループの方が法案

の内容に対して反対の意見を出してますが、それは立憲民主党の中ではほとんど無視されたまま出

されています。日本産婦人科学会の姿勢も従来と同じです。そして議員も医師も議論する姿勢がな

い。技術を求めている当事者は、政治的に利用できるという姿勢ではないのか。なぜ不妊の人が苦

しむのか、さらなる生殖補助医療を止めるかについても全く考慮されていない。少子化対策として不

妊治療に保険適用しているが、それを歓迎する不妊治療してる人たちがわかっているのだろうかと

いうのが不安です。少子化対策に使われているということが伝わっていない。子供を生みたい、持ち

たいという人たちは、不妊治療の夫婦だけではなく、LGBTQのカップル、シングル女性、男性にも 



 

 

 

 

いる。それではなぜ、技術を使えるのはなぜ「夫婦」に限るのかについても問い直す必要があるので

はないか。その人たちは、自民党議員にもロビイング活動もしてたんです。 

さきほどのように生殖補助医療は票にならないという新聞記事を見ました。票になるときには話を

聞くけれども、票にならないと切られるのかなというような印象もあります。私は技術の応用を広げて

いこうという主張してるのではなく、家族、親子とは何かをこの機会に考えるべきだ、議論すべきだと

考え、それが、こういう法律制定の機会であったにもかかわらず全くなされずに通ってしまったことが

とても残念でした。非常に納得がいかない法案の成立であったということを今日はお話しました。 

 

 

 

２．AIDで生まれた当事者の立場から思うこと    石塚幸子  

 

  今ご紹介いただきましたように、私は精子提供で生まれた当事者の立場です。昨年法案が提出さ

れそうだとわかって実際に成立されるまでの間、議員の方に会ったり、修正案を求めるためロビー活

動などを行ってきました。先ほど柘植さんからその話はあったと思うので、今日は実際当事者が何に

困っていて、何をどう解決してほしいと思っているのかについて、自分の体験を含めながらお話でき

ればいいかなと思っています。 

  

1)AID とは 

 まず私たちが生まれた技術、AID 非配偶者間人工授精） 呼ばれているものが、1948年に慶應

大学病院で始まりました。その後 50年間位は特に何のルールもなく、1997年になって初めて日本

産科婦人科学会（日産婦）の会告ができました。会告で示されたのは、実施する施設を登録制にす

ること、毎年何件実施し、子供が何人生まれたかを報告することなどです。しかしそのような形にはな

ってはいるものの、登録していない施設でも AIDが行われていたり、報告している生まれた子どもの

数も、AIDをやった施設で必ずしもみなさんが出産するわけではなく、公表資料を見ると経過不明

数というものがあり、AIDはやったけれども生まれたかどうか、報告を特にしてないというのもあるよう

です。今から 19年前ぐらいに自分が AIDで生まれたことを知ったのですが、その当時も AIDで生

まれた子供の数は 1万人から１万５千人という風にいろんなところで書かれていました。最近もやっ

ぱり 1万人から１万５千人くらいと言われ続けていて、実数はよくわかっていないんだなと思っていま

す。この会告の時に、ひとりの提供者から生まれる子供の数は 10人までというふうに書かれたんで

すけれども、私はこの会告ができる前に生まれているため、昔は何人に提供していたのか、そもそも

今も会告にどの位従っているのかは不安だなと思っています。 

 

２）生殖補助医療の親子関連法について 

 その後、柘植さんのご説明にもあったように、2003年、2008年に法制化すべきではないかという機

運が 2回ほど高まったりもするのですが、そこではできず、昨年初めてできました。どうせ法律ができ

るなら、せめてこの 2003年の厚生労働省の報告書を基にしてほしかったと昨年すごく思いました。

2003年の厚生労働省、その前の厚生省の話し合いから継続的に議論されていて、複数年にわたっ

て合計 3、40回会議をもって議論した上での結論でした。それを法制化せず、それよりも後退した内

容で昨年出来てしまったと言うのがすごく悲しかった。 

  



 

 

昨年の法律のことについても私から少しお話します。そもそも私は法律が出来る事に、そんなに前

向きな気持ちは、持っていなかった。なぜかというと、法律ができるということは精子提供とか卵子提

供が法律のもと認められてしまうということで、それがすごく嫌だなという思いがあって、長年そんなに

前向きに早く法律を作ってほしいとは思えなかった。しかし、昨年、突然法案が出るという報道があ

って、しかも実際に出てしまい、いろんな議員の方の話を聞いていたら、法案は必ず通ってしまいそ

うだという状況がありました。  

 せめて通るのであれば、私たちがロビング等で求めていた出自を知る権利をこの法律の中に入れ

て欲しい、その上で一刻も早く情報を保管、管理して欲しい、開示のためのシステム作りをして欲し

いということを訴えていました。今は、各クリニックとか、病院ごとにその情報を保管しているという状

態で、保管しているのかどうかというのも定かではないという状態です。今後 2年の検討課題とされ

てしまいましたが、その間にも生まれる子たちはいるわけです。そうであるならば、まずはとにかく出

自を知る権利を認めて、今後実施する技術については提供者情報をきちんと国で保管して管理し

てほしいと思っていました。しかし修正案の検討は全くされず、その不備だらけの案のまま成立して

しまった。正直、私もこんな法律なら出さない方がいいのではないかと昨年はずっと思っていました。

議員の方に会うと、「子どものための法律らしい」というようなことを言う人が多くて、その程度の理解

で賛成してしまっているのかというのがすごく悲しかった。親子関係が不安定よりは安定した方が良

いとは思いますし、そういう意味で反対しづらい内容だけを出して、法案化したんだなと、うまいなと

思いました。父親が誰で母親が誰だということを一応書いた法律ではあると思うんですが、であるな

らば、やっぱり提供者の法的地位をきちんと明記すべきだし、それが書かれてない時点で不備があ

る法律だったのではないか思います。議員の方は、そもそもこの問題に興味がないし、知らないとい

うことがありましたが、特に当事者の現状が理解されてないように私は思いました。また、出自を知る

権利に強く反対している人たちがいるんだなというところも、私が感じたところです。 

 

３）私たちにとって最も重要な課題とは 

 私たち当事者が何を一番問題だと思っているのかというと、私は告知と提供者情報の部分が大き

いと思います。親子関係が不安定なことに、私たちは悩んでいるのかというと、正直、そこはそんなに

優先順位が高くない。それよりも、適切な時期に告知をされていない、告知の時期が遅いというとこ

ろと、その告知のされ方が、適切でない方法でみんなされてしまっている。だからこそ、親子の信頼

関係がそこで崩れ、その回復が非常に難しいというのが多くの当事者が抱えている問題です。また、

私たちは提供者情報を知りたいと訴えていますが、それがわからないことで生じている問題として、

多くのかたがおっしゃっているのが、病院に行って医療を受診するときに聞かれることがありますが、

その時に、例えば自分の親族とかにこういう病気の人がいるかとか、こういう薬を使うとこういう症状を

起こしたことのある人がいるかとか、そういうのが答えられない。分かりませんですませてしまうんで

す。本当にわからなくていいのかなと思うことがよくあります。また、近親婚の可能性というところでい

くと、日産婦のガイドラインができた後は、ひとりの提供者から生まれる子供は 10人というふうに一応

なってはいますけれども、本当に守られているのかなというのもありつつ、それ以前は何人やってい

たのかなとか、提供者自身にも子供が産まれていれば、その子供も私にとっては異母兄弟にあたる

わけで、そうした人たちの人数とか実態が追い切れていない、わかっていないというところがある。そ

の可能性は低いとは言われるかもしれないんですが、これも大きな問題だというふうに思っていま

す。提供者情報がわからないということで、一度崩れたアイデンティティーを立て直すことが非常に

難しくなっていて、自分の中の埋まらない空白があることで、自分がいったい何者なのかというところ 



 

 

に悩んでいる当事者たちが多くいます。この部分が解決できないと本当の意味で子どものための法

律ではないのではないかということを昨年強く感じました。 

 

４）生まれる人が事実を知る経緯と時期 

 大きな問題の一つである告知についてです。告知の時期とされかたの何が問題なのかというところ

でいくと、私たちの自助グループというのは基本的に生まれた人で構成されていて、生まれた子供

の会なのですが、とは言っても成人してから事実を知った人たちで構成されているので、メンバーは

大人です。親の病気だったり、死だったり、離婚だったり、なんらか言わざるを得ないような問題が家

庭内に起きて告知をされるということがほとんどです。 

 何が問題かというと、もうすでに家庭の中で問題が起こっていて、そこに加えて自分が AIDで生ま

れたということを知らされる状態なので、多くの方は二重のショックを受けています。そして、その事実

を知る年齢が非常に遅いんです。私は 23歳の時に事実を知りました。私たちのグループの中だと

それはすごく早いんです。なぜかと言うと、私の場合、父親に遺伝性の病気があって、その関係で早

く知ったんです。多くの人は親が自分の死を考えるくらいの病気になった時に、「実は」という形で言

われるケースが多い。そうなると、言われる子供自身も 30代とか 40代とかそれなりに年齢を重ねた

後の状態なわけで、多くの人はご自身も結婚していたり、パートナーがいたり、お子さんを産んでい

たりという形の方がいらっしゃいます。人生の大きな決断をした後に「実は」という形で、それまで思っ

ていたことと違うことを言われてしまうと、皆さんそれまでの自分が行ってきた選択とか決断にすごく

揺らぎが出てしまい苦しんでいる。かつ特に子どもを生んだ後に知った人は、たかが 1/4 と思うかも

しれませんが、1/4ほどルーツがわからない次の世代を、知らなかったとは言え産んでしまったという

ような言い方をしている方が何名かいらっしゃいます。自分も知らなかったけれども、この問題に自

分の子供とか、自分のパートナーとかを巻き込んでしまったと感じていらっしゃる方も多くいらっしゃ

います。多くの人は自分が AIDで生まれたということを突然知り、そのことを自分の家族とか自分の

子供とかに言わなくてはいけないということをどうやって言うのかを悩んだりしている。遅くなってか

ら、人生のいろんな選択をした後に知るということはとても辛いことだなと私は感じています。 

知らないほうがよかったのではないかと言われることもあるんですが、知った後に納得してしまうとこ

ろもあり、私自身そうですが、私、父との関係はあんまり良くなくて、私に関心を持っていないような父

親だったんです。もちろん血がつながっていないということのみにおいて、そういう関係だったわけで

はないと今ならわかるんですけれども、全然子供に関心を持ってくれない父親が昔はすごく嫌だっ

たんですが、そうした親の態度などが、自分が実は血が繋がってないということを知った時に、仕方

ないと納得してしまう気持ちが私にはあり、またそう思ってしまうことはすごく悲しいことだなと思いまし

た。母親が不倫して実は生まれたのではないかと疑っている子の話も聞いたことがあります。AIDで

生まれたということを、例えば「あなたは AIDで生まれたのよ」ということを親が言わなければ、子ども

に隠し通せているわけではないと思います。私の場合は、父親の病気や血液型について家の中で

タブーな話題となっていて、しかしそれが何でかなんて全然気づかないし、そこまで深刻には捉えて

いなかったんですが、AIDで生まれたという事実を知ると、経験としてちょっと気になっていたいろん

な違和感が突然つながり、そうだったんだと納得してしまうようなところがある。これは割と多くの当事

者の方が言っていることで、家の中に大きな秘密とか親が触れて欲しくないような問題があった時

に、子どもは敏感でそういう話題は避けるし、親が嫌な事は触れないようにする。そういう配慮を無意

識にしていると思います。事実を知り、そこが原因だったのかと思ってしまう事をさみしいなと私は思

っています。そういう風に感じる方が当事者では多いです。 



 

 

５）私が事実を知って感じた問題 

 では、実際に私の経験です。私は、23歳の時に AIDで生まれたことを知りました。父親が筋強直

性ジストロフィーでした。筋ジストロフィーの遺伝の形は色々あると思うんですが、父の場合は遺伝の

確率が強くて、その病気が自分にも遺伝しているかもしれないというふうに知り、悩み始めたのが 23

歳の時でした。それを見ていた母親がもう隠せないと思ったらしく、告知をされました。衝撃的だった

ので、すごくよく覚えていて、8月 8日ですが、もう日付を絶対にいつも忘れないんです。当時は実

家に住んでいて、お風呂から上がったら大事な話があると言われて、しかも、いつもくつろぐような部

屋ではなくて、お客さんを通すような客間に呼ばれて何が起こるのかなみたいなドキドキの中で言わ

れました。告知の仕方自体すごく間違っていたと思うんですが、私が告知を受けて言われたことは三

つでした。お父さんとは血が繋がってないから病気は遺伝してないということ。昔、慶応大学病院で

他の人の精子をもらうということをやっていて、それで産んだと。誰の精子を使ったかはわからないか

らということをそのときに言われました。 

 私がそこで感じたことは、実は 1番最初は、遺伝してないんだよかったということです。そのすぐ後

に 23年間もこんな大事なことを、母親は私に言ってくれなかったということがすごくショックで、父親

の病気がなかったらたぶん一生言わないつもりだったんだと思うと、それが正直許せないと思った

し、自分の 23年間が親のついた嘘の上に成り立っていたように感じて、それがすごく悲しくて、自分

にとっては大事なことなのに秘密にされていたことが騙されたと感じたし、裏切られたと感じたし、そ

れがすごくショックでした。私にとって提供者というのは、遺伝的なルーツなのに、それを知らなくてし

ょうがない、知れないことがしょうがないと思っていることが正直許せないと思いました。私が 23歳で

知ったのは早い方ではあるんですが、それでもやっぱりそれなりに 23年間生きてきて、いろんな経

験とか体験とかを積み重ねて、23歳の自分というものが出来ていたと思うんです。その土台の部分

には出自というものがあると思っていて、それが突然違うと言われてしまうと、その上に積み重ねてき

たそれまでの経験とか体験とかがすべて違う、嘘だったように思えてしまう。本当のこともたくさんあっ

たとはおもうんですが、土台が嘘だったと言われてしまうと、その上に積み重ねてきた自分のいろん

な経験とか体験とか、23歳までの自分が全て崩れてしまったように感じて、それがすごく辛かった

し、苦しかった。 

次に、「親が隠したいと思っている」ということなんですが、私が知ったあと、友達に相談したりしたの

ですけれども、この問題をほかの人に話したことを親にすごく責められて 、これは人に言ってはいけ

ないことなんだと思いました。告知をされた後も、親には、この話題を極力したくないような態度を取

られたし、誰かに相談したら相談したこと自体をすごく責められた。これは人に言ってはいけないこと

で、私自身の生まれた技術ではあるのですが、その技術を母親は人に知られたくない、後ろめたい

ことだと思っているんだなと思ってしまった。それがすごく悲しくて、自分自身を母親に認められてい

ないかのように私には思えて、それがすごく辛かったし、悲しかった。私はその事実を知って以降、

AID というもの自体についてだったり、とにかくその事しか考えられなくてしまった。実は 8月に告知

を受けて、9月の末には家を出てしまいます。今思うと、いい選択だったと思うんです。悲しかったり、

怒りだったり、苦しかったり、1つの言葉では表せないような感情で、とにかく涙が出てきてしまい、夜

も寝られなかったり、ご飯が食べられなかったり、母親とは顔を合わせたくないから家にも帰りたくなく

て家に帰らなかったりということで過ごしていましたが、これ以上一緒にいても傷つけあうだけだなと

思い、私は家を出てしまいました。家を出た後もひたすら AIDがどういうものなのかを探していて、当

時は大学院の一年目だったんですけれども、大学に行っても研究どころではなくて、図書館に行っ

ては不妊という問題について書かれている文章を探したりしていました。 



 

 「情報がない、研究者がわからない、相談する場所人が居ない」ということについてお話します。当

時の私は同じ当事者を探していました。何故かというと、私が、怒りだったり、悲しさだったり、何とも

言葉で表せない思いで、日常生活を送るのも大変な状態だというのは、私が過剰に反応してるから

ではないかと、当時は思っていたんです。なぜかというと、相談する場所や人がいなくて、本来親に

相談できればいいんですが、親はこの話題に触れたくないという思いがすごい強くて、私も触れられ

なくて、友達や知り合いに言ったり、カウンセリング受けたりとかはしていたんですが、私がそのとき感

じていた気持ち、親に対して裏切られたとか騙されたとか、すごく否定的な思いが含まれているんで

すが、親に対してそういうことを言ったりすると多くの人から育ててもらったのだからもう少し感謝しな

さいとか、そこまでしたならあなたは愛されていたはずよとか、よく言われてしまった。そう言われてし

まうと、それ以上自分の悩みを打ち明けられなくてすごくそれが辛かったんです。ほかの当事者たち

はそれをどういうふうに消化して解消できているのかを教えてほしいと思い、当事者団体みたいなも

のを当時すごく探していました。しかし、なかった、見つからなかった。私にとって重要だと思ってい

る提供者についても知るすべがなかった。相談する場所に行ってみたらカウンセリングで逆に傷つ

いてしまったりとかがあり、当時の特に知った直後の半年ぐらいは本当にひどい状況でした。 

「出自に人為的介入があったことに対する違和感」という問題は、知った直後に感じたことというより

は知っていろいろ考えているうちに、私は提供者を知りたいともちろん思っていますが、なんで自分

の提供者が知りたいのかなと思った時に、私は自分が精子と母親からできているという感覚があり、

母親の相手というのが、精子という「モノ」になってしまい、そうではなくてきちんと人がいて、人と人の

間から私が生まれていて、今ここに存在しているというのを確認させてもらいたい思いが強い。だから

提供者については、その断片的な情報ではなく一度でいいから会いたいというような思いを持って

いたりします。 

一言では表せないいろいろな悩みとか、解消できないいろいろな思いとかを抱えて家を出て半年

ぐらいは本当にこの事しか考えられなくて、とにかく調べて、生きていくためにバイトをしているような

生活をしていた。私が家を出て、ひたすらこの問題を調べていた時期に、先ほどの生殖補助医療部

会の話し合いが行われているというタイミングだったんです。生殖補助医療部会の議事録が公開さ

れていて、それをすごい読んでました。読んだら、多くの専門家と言われる人達が AIDは子供に秘

密にすることでうまくいっている、大きな問題は起こっていないみたいなことを普通に発言していて、

しかもその人たちは生まれた子どもがその後どうなっているかの調査を何もしていないんです。して

いないくせに、そんな発言をしていて、それがそのまま通っているかのように見えて、私はそれがす

ごく頭にきていた。当時悲しかったし、辛かったし、苦しかったけれど、怒りの感情が本当に強くてそ

れが原動力にはなっていました。そのように半年ぐらいを過ごしていました。当時、たまたま生殖補助

医療部会の内容が頻繁に記事になっていたんです。ある時、新聞記事でその生殖補助医療部会の

内容が報道されたときに、生まれた子供の当事者の話というのが出たんです。私はそれまで当事者

を探していて、全然見つからなくて、初めて自分以外の当事者の話を読んだのはその記事だったん

ですが、その当事者は提供者が分からないことはむしろ無限の可能性だみたいに言っていました。

いろんな意見があるので、そういう意見があってもいいと思うんですが、当時の私はそれにすごく納

得がいかなくて、私は当事者だけど、そんな風に思ってないし、AIDにはすごく問題がいっぱいあっ

て、だからこそ、うちの家庭はうまくいかなかったし,私は今、こんな思いを感じているし、おかしいとい

う思いがちょっと止められなくて、その記事の新聞社にメールをしたんです。そうしたら記者の方が対

応してくださり、いろいろ情報を教えてもらったり、そのうち生殖補助医療部会の記事が出るタイミン

グで、私も取材を受けて私の記事が出たんです。そうしたら生まれた当事者で医師の男性がいらっ

しゃるんですが、彼がたまたま私の記事を読んで、新聞社に連絡をしてきて、新聞社の方が仲介を 



 

 

してくれて、初めて自分以外の当事者に会いました。その後、さらに輪が広がり 2005年に「非配偶

者間人工授精で生まれた人の自助グループ」と言うものを作りました。 

 

６）非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ 

 これは宣伝です。私たち本を一度出したんですけれども、基本的には匿名の精子提供で生まれた

人達が多いんですが、中には親族間の提供で生まれた人の話もあるんです。私たちのグループ内

にはそういう方もいて、提供者が分からないことが問題と思うと、親族間であったら提供者が誰かとい

うのはわかるんですが、それなら問題がなくなるのかというとそんなこともない。もしご興味があれば、

是非この本を読んでいただければと思います。 

本を作るきっかけ、なぜ本を作りたかったのかというと、メディアで私たちの問題がいろいろと報道さ

れることはありがたいと思う一方で、私たちの思いと違うような報道のされ方も多くて、それが嫌で自

分たちの言葉でちゃんと問題を伝えたいという思いがあり、本を出したというところがあります。その

最たるものが何かというと提供者を親と呼ばないでほしいというのがあり、よく新聞の見出しとかで「実

の親を探す」とか、「遺伝上の親を探す」みたいな見出しで、私たちの意見が出されてしまうんです

が、あくまでも提供者なんだから提供者という言い方で伝えてほしいといつも思うのに、報道のされ

方もそういうところがすごく問題だなと思っています。本を出したのもそうだし、できるだけ自分の言葉

で自分たちの思いは伝えたいなというのがあります。 

 

７）出自を知る権利とは 

 私たちが求めている出自を知る権利がなんなのかですが、私は 2段階あると思います。「告知」と

「提供者情報」で、法律で保障できるのは、「提供者情報」です。提供者情報を国できちんと管理し

て開示のためのシステムをつくって欲しい。ただ、そのためには自分がどのようにして生まれたのか、

自分が AIDで生まれたということをしらなければ、権利は行使できません。告知というのは法律で義

務にはできないんだと思います。法律で提供者情報を保障して、開示のシステムを作るのは当然必

要ですが、と同時に親が告知をするための支援を行う必要があるんではないかと。 

 提供者については、実の親でもないのにそういう書かれ方をするのが私は嫌で、多くの親の人たち

が告知をためらう理由にも、告知をしたら子供が提供者の方に行ってしまうんではないか、みたいな

恐れがあるんだと思うです。提供者のことを実の親というふうに書くことが、それをいっそう煽ってるん

じゃないかなと私は思います。提供者はあくまで提供者と言ってくれないかと思います。 

昨年、ロビングをしていた時にも感じた提供者についての誤解を解きたいといつも思います。出自

を知る権利を認めると提供者のプライバシーが守られなくなるということをすごく言われました。法律

で出自を知る権利を認めると、過去に提供した人の所に突然大人になった子供があなたの子供で

すと訪ねて行くみたいな想像がされているようなんですが、そんなことはない。法律ができた後に生

まれた人に出自を知る権利が認められたとして、それは過去にさかのぼってまで認められることでは

ないということを私たちはきちんと理解しています。そこが凄く混同されたまま出自を知る権利を認め

ると、提供者のプライバシーが守れないみたいなことを反対理由にしている議員の人が多い。その

わかっていなさもすごく悲しかった。 

出自を知る権利を認めると、提供者が減るのではないかという事もよく言われたんですが、海外の

例を見ると、それまでは医学部の学生が提供者になっている例がやっぱり多くて、それが出自を知

る権利を認める法律を作った後は、その人自身に子供もいるような男性の層に変わるというようなこと

が言われています。日本でもそういうふうに変わっていくのではないかなと思います。権利を認めた 



 

 

上で技術を続けるなら、提供者を募集する層を変える必要があるんではないかと思います。すべて

の子供が知りたくなるわけじゃない。海外だとみんながみんな提供者情報までいっているわけではな

い。出自を知る権利を、例えば 15歳以上に認めますと言ったとして 15歳になったらみんなが開示

を請求するわけでもない。興味がないと思っても、自分が結婚したり、子供を産むタイミングになった

時にやっぱり知りたいという人も出てくると思うので、知りたいと思った時に知れる環境を整えてほし

いと思います。提供者が減るということを出自を知る権利の反対理由にする人が多いんですが、出

自を知る権利を認めたら提供者が減ってしまうというんだったら、私はもうこの技術自体をやめるべき

だと個人的には思います。 

 

８）関わるすべての人が幸せになるためには 

 精子提供には反対の立場です。ただ止められないと思います。なぜかというと医療を介さないでで

きてしまうからです。今、SNS上で精子をやり取りしているようなことが問題になっています。内心反

対ですけれど、もう止められない。だからどういうやり方でやるのがいいかを考えるしかないというの

が、今の私の考えです。卵子提供とか代理出産はちょっとそことは同列ではないんではないかなと

いうふうには思います。 

 やるならどういうやり方でやるのかというところで考えると、全ての人が幸せになるやり方を考えなく

てはいけないと思います。今のやり方を維持する中で、子供にどこまでの権利を認めてあげられるか

というふうに、今考えられている気がしているんですが、私はその考え方は違うと思います。子どもの

権利が守られないやり方でしかできないんであれば、技術はやめるべきだし、技術を続けていくので

あれば、全ての当事者が納得できるやり方を考える必要があると思います。 

 私は子供の立場として、もっと早く告知して欲しかったし、技術を隠すべきものとして扱って欲しくな

かったし、提供者については知りたい時に知りたい情報を与えてほしいと思います。今までわりと子

供がどうしたいか、親は何を望んでいるかという子供と親の話が多かったと思うんですが、私は提供

者も当事者の 1人として、もっと表に出す存在になった方がいいのではないかと思います。だからこ

そ、法律でも父が誰、母は誰だけではなくて、提供者はどういう立場にあるのかということをきっちり

明確にすべきだと思います。提供者を隠すべきものとして扱う限りこの技術自体が後ろめたくて、悪

いことをしてるような印象が消えないのではないかと私は思います。内心反対ではありつつ、続けて

いくのであれば、提供者が提供すること自体が、もっと歓迎されるような仕組みのなかでやってほし

いなと言う風に最近は思います。 

 

９）さいごに 

 法律では義務化できない告知をどうやって進めるのかというのを考えなければいけないと思いま

す。なぜ告知が進まないのかを考えると、AID という技術自体が社会からどう見られているのかという

ことが、大きいんだと思います。いままでの AID というのは、婚姻している夫婦がいて、そこに子供が

生まれて、事実を隠し続ければ、いわゆる普通の家族を装うことができて、そのために使われてきて

しまったと思うんです。でも私はその使いかたをするのであればやめてほしいと思います。個人的に

は血の繋がりがなくても親子だし、家族だし、そういういろんな家族の形があってもいいと思っていま

す。その中でこうした技術を使うのであればいいんじゃないかと思います。社会もそういう家族とか親

子のあり方を認める社会になる、そういう社会を求めていくのであれば、この技術が今後も続いてい

くのは仕方ないのではないかなと思っています。 

  



 

 

 

子どもの「育ち」までを考えるというところで、昔は不妊の人が悩んでいて、子供が生まれたらゴール

と感じたのかもしれないんですが、生まれた人にとっては生まれてからが始まりで、私達も「生まれた

子供」と言われがちなんですが、そう言う私たちはみんな成人なんです。日本では子供のことは親が

考えてあげるべきみたいな風潮が強い気がしています。権利を求めている私たちはもう子供ではな

くて、ひとりの成人で、出自を知る権利が認められない、提供者情報がわからないことで、こんなに苦

しんでいる。1人の大人の人としてみたときに、出自を知る権利の重要さというのをもう少し考えてほ

しいなと思います。 

 最後に、私は自分が生まれた AID という技術を反対だと言えるまでに 10年ぐらいかかりました。言

ってはいけないんじゃないかなと思っていたんです。自分が生まれた技術だし、それで生まれている

人たちがいっぱいいて、今も選択している人たちがいて、その技術を否定することはいけないことで

あるかのようにずっと思っていたんです。しかしそうすると、どんな技術を使おうが、子供さえ生まれ

れば、そこに至る技術について水を差すようなことが言えなくなってしまう。そうなると議論ができない

んじゃないかなと。私は AIDで生まれているけれど、自分の存在を否定するわけではないけれども、

この技術自体には賛成はしていない。反対だといってもいいんではないかとある時点からやっと思え

るようになり、ちょっと気持ちが楽になったところがあります。子供が生まれることの素晴らしさみたい

な雰囲気が、世の中にはあり、それに水を差すような議論ができにくくなってしまっているのですが、

そこを避けて通らずに話さないと、 どんな家族を認めるのか、どんな社会を目指すのかの議論がで

きない。それができないと法律ができても、かかわる人たちの幸せにはつながらないのではないかと

思います。 

 

 

 

３．質疑 

 

島薗：柘植さんのお話は、卵子提供とか代理出産というふうなことまで視野に入っている、あるいは、

同性カップル LGBTＱの子どもや受精卵をもらう話も入っているわけです。それに対して石塚さんの

お話は精子提供を受けた子どもの出自を知る権利ということで、ここにとても重要な革新的な問題が

入っていることは確かです。それと違う広がりもあるということを念頭に置きながら進めていきたいと思

います。 

 

質問 1：日本産婦人科学会の提案書では、出自を知る権利について認める方向なのでしょうか?ま

た、公的管理運営機関の業務としていろいろ提案されていますが、この提案書は 2年後の出自を

知る権利等の決定に、どれだけ影響力があるのでしょうか? 

柘植：日本産科婦人科学会のホームページに出ております。そこにどこ宛かも書かれてなくてどこで

議論したかということだけが書かれた提案書というのがあります。出自を知る権利についてですの

で、提案書に「管理情報の管理業務」とか「出自を知る権利」についてどうするかということが書いて

あります。かなり具体的なものというよりは、その法律よりはずっと具体的なんですけれども、例えば

提供者のマイナンバーを使うとかです。医学的なことがかなり書かれていますし、使える人は不妊治

療をしている夫婦のようなことが書かれています。このたたき台になったのは、日本で今、日本生殖

補助医療標準化機関が出自を知る権利について議論していて、これを見本にしてルールを作って

いるようです。  



 

  

子供を持つ人は提供者を選べるのか。アメリカなんかは非常に商業化しているので、髪の色、瞳の

色はもちろん、肌の色とか身長とか、出身大学まで出しているようなところもありますし、特技とか音楽

とか絵とかスポーツとか特技があるのかとか、そんなところまで選ぶ場合もある。この提案書では属性

は ABO式血液型以外を合わせることは認めないとか、実施機関がきちんとルールを守っているか、

データの管理ができるとか、産まれたお子さんへの相談窓口の設置などが決めてあるなどが、話し

合われて産婦人科学会の委員の名前が出ている。これら委員が話し合って案を作り、産婦人科学

会では理事会で承認されています。 

 どう使われるかですが、2003年の時のように厚生労働省の方に普通ならこの審議会の専門員会と

か部会が設けられます。私は産科婦人科学会が出したのが、これ私のゲスの勘ぐりですけれども、

厚生労働省での議論をさせないためなんじゃないかと思いました。厚生労働省のこれまでの専門員

会や部会の審議結果は、代理出産を認めろという議員の意見に対してはそれを認めない立場を通

してきています。最近も不妊の人たちの声を聴くワーキンググループでも、不妊治療しても子供がで

きなかった人たちもいますよとか、養子縁組してもいうこんなに幸せな家族いますよという人たちの声

を結構効いてて発信していました。それに対しては、生殖補助医療を進めたい議員の方から文句も

出た。そのため、厚生労働省の審議会で議論すると不妊、生殖補助医療に関してはかなり否定的

になるのではないかと言うので、直接産婦人科学会にもっていって、産婦人科学会が提案をして、こ

れでも議連がたたき台のように作って法律にしてしまうのではないかというふうに私は睨んでいます。

法案を検討している時に産婦人科学会の会長が自民党本部に何度か行ったという話を聞きました。 

厚生労働省を飛ばして自民党と相談しているのかなというような気もします。 

島薗：産婦人科学会の中で、不妊治療を促進したいグループが当然ある。そういうところが推進のた

めの案をまとめてる可能性があるということ示唆してくださったような気がします。 

 

質問２：感想としては、こんな大変な問題が具体的にあったんだというのを知って非常にびっくりしま

した。社会の在り方とか、親子のあり方を今のままの状態でやるんであれば技術がない方が良い。む

しろそれを進めるのであれば、社会のあり方や親子関係そのものも考えて変えていかなければなら

ない。その上で 2つ今の状況の中で質問したい。ひとつは告知、知る権利といわれるところで、少し

でも早く知っておきたかったと言われるんですけれど、親としても知りたくなる時期というのは難しい、

なかなか分からないのではないか。その人が知りたいと思う時にと言われたんですけど、それがいつ

かは非常に難しいのではないか。 

もう 1つは、知ったことによって相手の提供者に会ってみて、その後、それを知ったことでものすごく

苦しむというような問題事例というのはないのか。知れば済むのか。 

 

石塚：告知は幼い時からしてほしいというふうに思っています。知りたくなる時期というのは、自分が

AIDで生まれたということを知った上で、提供者について知りたくなる時期についてはいろいろある。

告知をされたい時期がいろいろあるということではない。告知自体はものごころつく前から、養子の告

知のやり方が参考になると思います。その上で自分は提供者を知りたい、自分は提供者を別に知る

必要はない、という選択をそれぞれの子供ができる必要があると思っています。知りたくなる時期が

いろいろというのは、一生知らなくていいという人もいると思いますし、その提供者情報が開示される

年齢になったらすぐ知りたい人もいれば、自分が結婚するときとか子供を産むことを考えたときに、や

っぱり知りたいとなるようなこともあるんだと思います。2つ目の質問で、知った後の問題というのは提

供者について知りたいと思って、実際会ったり知ったりした後に生じた問題です。日本の場合はまだ 



 

 

そういう事例が出ていないので、正直分からないけれども、海外だと実際、知ることができた人がい

て、先々月ぐらいに別の国際フォーラムで、日本とベルギー、オーストラリアの当事者 4人が集まっ

たフォーラムがあったんですが、そのときにたまたまベルギーから出席している女性の当事者は、提

供者に出会えた人だったんです。その人の話を聞いて、私もそうなんだなと思ったのは、彼女は提

供者が判明して、しかも会えた、しかしおっしゃるようにそれで解決しているわけではなくて、会えた

ことで、また問題が生じていた。それはどうしてなのか？私も英語がよくわからないので、うまく説明で

きないのですが。中には提供者に会えてすごく幸せみたいな人もいます。しかし、実際会えたこと

で、その提供者との関係をどううまく作るか、どこまで親密になるかということもすごく難しいし、何が正

解なのかは正直、私も現時点では分からない。日本では今、提供者は知ることができないので知り

たいと訴えていますが、知ったら今私が話した問題が全て解決するのかわからない。多分しないし、

今後ご質問があったように知ったことで、新たに生じる問題は出てくるんだろうなと思っています。 

 

質問３：加藤英明先生に以前お話を聞いて発信したこともあって、AIDで生まれたかたの困難さとい

うか、苦しさというのが非常にリアルに感じていましたので、この話もよくわかりました。今の先ほどの

会ってどうするかの話で言うと、加藤さんは会ったらその提供者と酒が飲みたいという言い方で、まさ

にこれ言い得て妙で微妙な関係です。会ってどうするかわからないということだと思うんですけど、で

も探しておられます。結局、その家族の問題、家族間の問題だというのは、まさにその通りだと思い

ます。これは例えば、神戸に本部を置く「卵子提供の OD NET」という NPOがあるんですけど、ここ

の代表も卵子提供するが、日本の家族観を変えたいとおっしゃってます。どっちから見ても家族観

はこのままでいいのかなっていう問題があると思うんです。そこで石塚さんへの質問です。AIDで生

まれた方、ご自身のことに関して非常によく分かった。そのかたが子供を作った、子どもができてか

ら自分の出自のことをどういうふうに実際その子供に伝えるのか、あるいは伝えないのか。私がお

母さん、あるいはお父さんは AIDで生まれたんだよということを、具体的にどう伝えるのか、否定的に

伝えるのか、それとも家族観、人間観、そういうことまで含めてお話しをするのか、非常に興味深い、

気になる。もちろん人それぞれで伝え方は全く違うと思うんですけども、石塚さんのご存知の範囲で

ちょっと教えて頂ければなと思う。もう 1つは今ネットで精子がどんどんやり取りされてます。LGBTＱ

の人がそれを求めてるという事実もある。ネットでこういうやり取りすることに対して規制をすべきだと

思われますか。 

 

石塚：私の立場にあるような人が子供を産んだ時にどう伝えるかで、私には子供がいないので正直

わからないし、実際にそのような立場の方からもそんなに詳細は聞いてないんですが。要はおじいち

ゃんだと思っていた人が、実は血のつながりはなかった、ということをどう言うか、否定的に伝えるか、

家族観も含め、どう伝えるかというのは、そもそもその当事者自身が親からどう伝えられて、それをど

う受け止めているかにもよるので、何とも言えない。私は親がすごく AIDを後ろめたく思っている技

術として伝えられたからこそ、今、技術にすごく否定的なところがあるように、私が同じような伝え方を

すれば、たぶん子供は否定的にもなるんだろうし、子供がいらっしゃるほかの当事者の方が、どう伝

えてどう感じているかは、それぞれみたいです。親と同じように否定的に受け止める子もいれば、そ

んなに大したことではないというふうに受け止めている子もいるみたいです。二つ目の方は規制した

方がいいんじゃないかと思っていますが、すごく難しい。ただ私、どういうふうにして、あなたを産んだ

のかをその子供に、例えば、SNS上で見つけた提供者からもらって生んだとして、どうやって言うの

かなと思ったり、堂々と言えるのかなというふうに思ってしまいます。親が堂々と言えず、その技術を 



 

 

肯定できないやり方だとすれば、私が今技術を否定的に受け止めているのと同じようになってしま

う、そういう意味では、SNS上で精子をもらったりするのは、個人的には規制すべきかなと思っていま

す。AID反対とは言いつつも、現実的なことを考えると、提供者の存在はもっとオープンに明るい場

所に出してちゃんと見える形として、提供者をもっと尊重できるようなやり方で続けるべきだと思って

います。そうであるならば、例えばですけれど、国が率先して精子バンクを作るとか、本当に続けた

いなら、それぐらいやってもいいと思っています。今行われている精子のネットでのやり取りとかは、

規制できるならした方がいいんじゃないかな思っています。 

柘植：今のにちょっと補足です。今のご質問で、LGBTQの方の需要っていうのを認めると、それは

子供の都合を度外視した見方になるのではないかっていうことは、それはそうなんですけれども、不

妊の夫婦でもそうなんではないでしょうか。不妊の夫婦であっても、シングルの女性であっても子供

の都合よりも自分たちの欲求として子供を求めていますし、つまり法律を作るときに、親になるってい

うことに権利がいるのかとか、どういう人が親になってもいいのかということを決めるわけです。それを

議論なく、今までの親っていうのはこういうものだというのを決めつけて押し付けて行くっていうのも違

うのではないか、私はそこで議論はすべきだと思っています。それは私は海外でもインタビューして

きたんですが、アメリカで卵子提供で子供を持った方たちへのインタビューをしてたときに、これはご

夫婦でお子さんができなくて、だから卵子提供を使って産んだ方たちにインタビューしてたんです。

そのときに 1組、卵子提供ではなくて、レズビアンカップルで精子提供でお子さんを持った人たちの

お宅に伺ってインタビューさせていただいた。とてもオープンで、すごくいろんなことを考えていらっ

しゃった。子供達 2人いらしたのですが、子供達にどういうふうに生まれてきたのかを小さいときから

伝えていて、ドナーを知ることが出来ることも伝えていた。考えた上で、ドナーを選択していて、さらに

人種差別にセンシティブで、自分たちもどちらかというとレズビアンというマイノリティで、だから差別さ

れないようにというのではなくて、社会を変えるようにという形で、1人目の提供者の方が、たまたま知

り合いで提供してくださった方が、ダブルというか、ミックスというか、それも白人ではない人だったん

です。さらにネイティブアメリカンの血も受け継いでる方だったんです。2人目のお子さんを持つとき

には、精子バンクを使ったんだけれども、でもその時に白人ではないっていうところと、そのほかの人

種同士がミックスであることと、子供にその人の情報を、大きくなったら伝えてもいいという条件に丸を

付けてた人を選んだ。かなりの数のリストの中で該当者が 2人ぐらいしかなかったらしいんですが、

そのかたにお願いしたと言ってました。どういう風に親になるということを考えて、その社会の中で不

妊治療っていうか、子供を持つための技術を使うということは、どんなふうに考えて、そして精子を選

ぶ卵子を選ぶということをどういうふうに受け止めているのかっていうのが、すごくその思想として出て

くる。そうすると、不妊治療をして、卵子提供者をお金で選んだ人たちは、やっぱり自分が瞳の色が

ブルーで金髪だったらブロンズだったら、それを選びたいとか、すごく一生懸命選ぶんですが、それ

は決してキレイな子供が欲しいと言うよりは、自分達夫婦に似ているかっていうところをすごく気にす

るんです。エスニックグループというか、自分たちは北欧系のルーツを持っている、夫はこちらのル

ーツを持っている、その辺のルーツっていうものにすごく気にしている夫婦が多かった。多かったと

言っても卵子提供をした人は 9組にしかインタビューできなかったんですが。私もそれまで北村さん

がおっしゃったように、瞳の色やら髪の色やら身長やら学歴やらをむしろ選ぶと思っていた、そういう

方もいらっしゃると思うんですが、自分たちがどんな家族を作りたいかというのが、自分たちの歴史、

家族の歴史というのを選んでるんだなって言うのを感じた。私が思ってた、好きな瞳の色を選んだと

いうのとはちょっと違っていたなという印象を抱いています。 

 



 

 

質問４：私は出自を知る権利を認められるべきだと思いますけれども、出自を知ることを可能とするこ

とは、技術的には受精前に精子あるいは卵子を遺伝的に選択することを可能にすることにも到達す

るだろうと思う。もちろん現時点で人間の全体が正確に遺伝的にデザインをすることはできないわけ

で、目指すとしても目の色とかそこら辺をしようという方向につながっていくとしたら、ちょっと気になる

事だと思ってます。 

柘植：不妊治療として AID とか体外受精とかで子供を持つ方たちは、別に私たちは優秀な子供が

欲しいわけではない。私たちの子供が欲しいんだとか、どちらかの遺伝的なつながりを持っている子

供が欲しいだけだって、おっしゃるんですが、実際に、卵子提供という技術が日本で認められてなく

てできないので（姉妹間や友人間など少数は行われていますが）、海外に行って卵子を買ってくる、

卵子提供者から提供を受けてくる人たちは、例えば、タイが法律を厳しくしたので、あまりタイに行か

ないんですが、ただ、タイのクリニックがそれ以外のマレーシアとかカンボジアとかにお店（クリニック）

を開いているというところがあるんですが、そういうところに行って、卵子提供受ける日本人のカップ

ルが、妊娠する前に着床前検査を受けるんです。日本ではそれもまだ臨床研究段階なんです。受

精卵の染色体の異数性がないかと、異常がないかということをチェックした上で、体外受精で胚移植

している。ここで 1つの選別してるわけです。 

さらに出生前診断を受けた方がいいと医師に勧められる。自分たちの卵子精子ではない、もしそ

の子が遺伝病を持っていたら受け入れられないかもしれない。なので出生前診断を受けることも勧

められて、それでも子供がどうしても欲しいからと検査を受けない人もいます。卵子提供というのは、

そういう選別をかなり可能にしている技術であって、子供を持つための技術と子どもを選ぶための技

術が本当にくっついています。以前は持つための不妊治療と、子供を選ぶための遺伝的ないろん

な検査とかの技術は別だったんですが、今やもうくっついてます。くっついて選別していると意識し

ないで、私たちは子供が欲しいだけなんだって言う。そういう気持ちなのに、実は選んでいる、選ば

されているという状況にあります。 

さらに、ヒトゲノム編集が可能になるというときの議論で、ヒトゲノム編集を受精卵にできるではない

かと、再生医療でも生殖細胞を作れるではないか、いろいろ言われています。精子や卵子を、培養

している細胞から作ることができるという時に、ゲノム編集すれば遺伝的なものも選べるわけです。そ

のことを認めるかについて議論した時に、私はとんでもないっていう話をしたんですが、その時にい

やいや、再生医療研究の培養細胞から精子や卵子を作ったら提供者がいらないわけで、出自の権

利とかっていうのは問題にならないわけで、あとどっちの親かということも問題にならないからいいん

じゃないですか、ということを言った方がいらしてびっくりしたんです。私は石塚さんやほかの方、外

国人でも同じようなことをおっしゃった方の言葉を聴いているので、物と人との間に生まれたという印

象が嫌で、人と人の間に生まれたんだってことを確認したいとおっしゃってたと思います。オーストラ

リアのインタビューでもそういうふうにおっしゃった方がいらしたので、再生医療で培養細胞からでき

た精子や卵子を使えば、提供者の問題がないじゃないかという発想はどこからくるのだろうか？そう

いうようなところまですべて技術はつながっています、ということをお伝えしたかったです。 

島薗：いのちが授かるものから命をつくる方向への変化というのが進んでいく。LGBTQ も子供を持

てるというのは差別を克服していくという面や家族間の変化という面があるけれども、同時に命を人

為的に作る、いのちを物と考える、そのことが私にとってはとても大きな問題です。そういうことがどん

どん進んでいくことのプロセスを秘密の会議でやってるみたいな状況はとても違和感があるというの

が、私の基本的な感じでございます。 

 



 

 

質問５：レシピエント、つまり親になりたいと思っている人たちには、その提供した人の情報は得られ

ないけど、子供がその成長してから知りたいと言えば、知ることが出来るという。なぜ親には伝えられ

ないのか。ドナーを知っていることで告知に繋がる、子供に説明する時には説明しやすい。 

柘植：親がドナーを選ぶようになる、優先思想に繋がるという事です。これは子供が出来てから知る

ことができるようにすればよい。子供が知ることで親が知るということはある。清水さんの質問は、親が

ある程度知ってるのが告知につながると考えている。私は賛成でも反対でもなくて、そうかなと思う。

私は特に今まだ何もお答えできません。だからこそ議論した方がいいんではないかなと思います。 

石塚：賛成とも反対とも分からないんですが、提供者を知っていた方が伝えやすくなるのかな、どうか

なというのがちょっとわかりません。海外では、法律では出自を知る権利が認められていないけれ

ど、独自なシステムで（例えば、ドナーシブリングレジストリー）遺伝的な兄弟を探そうとか、提供者を

探そうという民間の取り組みがあるのを知っていますが、割とそこに親自身が登録しているケースが

あるようです。ただ、私も選ぶ時点では知らなくていいんじゃないかと思っています。子供が知りたい

時に知れて、その結果、親も知れるようになればいいんではないかなというのが個人的な考えです。

ただ知った方が告知が進むっていうのだったら、私は告知をとにかく進めて欲しいと思っているの

で、それもありなのかなとは思うけれど、最初にそれをやってしまうと、この人の精子が良いとか選び

始めてしまうんではないかなと思ってしまう。提供者を選ぶ時点では選択肢がなくていいのではない

かなと思っています。 

 

質問６：特に人と人との間から生まれた事を確認したいという石塚さんの言葉に非常に力づけられま

した。生まれてくる子の出自を知る権利というのを尊重されなければならないという説得的なお話で

した。ちょっと話が違うんですけども、臓器提供について日本では匿名で行われてレシピエントにド

ナーを知る権利は認められていない。臓器提供の話と配偶子等の提供とはまったく違うレベルのこと

だと考えるべきなんだろうか。そうすると何をもってその違いを説明するべきなのか。臓器は人間の

体の 1部だけども、配偶子は人間の全体性に関わるという。そういう理解でいいんだろうか。哲学的

な問いで申し訳ないんですけど、何かお考えがありましたらお聞きしたい。 

柘植：臓器提供と配偶子提供のアナロジーというか類似性みたいなところですが、臓器にしても配偶

子にしても、物という形にすることで、やり取りが簡単にできるようになったわけです。少しですが実際

に卵子提供しドナーになったアメリカの 2人にお話を聞いた。2人とも提供したのは、「もの」、「遺伝

的な物質」で、学歴の高い方はジェネリティック・マテリアルとおっしゃっていましたし、もう一人の方

も、あれは遺伝的な子供になるものなんだからみたいな言い方をされた。「もの」と見ることで人にあ

げる、もらうということができるんじゃないか。臓器についても臓器に人格がついてくると思っていたら

なかなか受け取る方も重くなると思うし、あげる方もこだわってしまうかもしれないです。  

 それからもう 1つ、臓器移植という技術が進んでいった、精子提供や卵子提供、生殖補助医療と

いう技術が進んでいったことでドナー不足ということが出てくるんです。もともとはそんな技術が出来

てからでないと、ドナー不足というよりもドナーがいるからたまたまできたはずなのに、それがその技

術を必要としている人たちがたくさん増えて、ドナーが足りません。だからもっとこういう風にしましょう

と技術をめぐる制度を変えていくわけです。何のためにこの技術をどんどん進めたいのかいうところ

を考えないと、ドナーは人間扱いされないし、匿名の方がやりやすいんだと思うんです。臓器移植に

関してなぜドナーは匿名でないといけないのかというところの議論に立ち戻る。それのほうがいろい

ろ社会問題が生じないでしょう。ではなぜ社会問題が匿名でないと防げなかったのかというところと、

卵子、精子、受精卵の提供のときに、なぜ提供者情報が必要かというと、生まれる子供がいる、人間 



 

 

がいるからです。臓器移植で生体臓器移植の場合は誰からもらってくるかはわかるけれども、脳死

体の臓器移植の場合にわからなくしてるのはなぜなのかというところの議論からしないと、この答え自

体が分からないままではないかなと思いました。 

 

質問７：柘植さんが、今の子どもを持つ技術と子供を選ぶ技術というのが一体化してるとお話をなさ

ってて、一点だけここにも触れて欲しかったなと思うことについてです。生殖補助医療法の第 3条 4

項のところで、「生殖補助医療により生まれる子については心身ともに健やかに生まれ、かつ育つこ

とができるよう必要な配慮がなされるものとする」となっていました。日本でも着床前診断がどんどん

実用化、あるいは商業化しておりますので、実際にこの法律で定められることで、国がそういう事を奨

励、あるいはさらには強制しているのかとも読み取れるのかなと私はこれを見た時に凄く強く思いまし

た。そのあたりについてもコメントをしていただくとありがたい。 

柘植：その点は、法案の議論の時にも出されていたもので、私もこれは問題だなと思います。医療化

を進める検査だけでなくて、「健やかに生まれる」ために、医療がもっともっと関わっていくことを許す

ように読み取れます。法律を出した議員たちは、そんなつもりは全くないとずっと説明しているんです

けれども、技術があってその技術が使える時に、親になりたい人たちが、私たちは選別したいわけじ

ゃありませんと言っても、ある特定の病気がある子が生まれるというのを排除するか、しないかというこ

とを選択できるとなったら、病気を排除するということを選択する人たちは、少なくないんじゃないかと

思う。第 3条 4項についての考えというのが作った人たちは、そんなつもりはないと言っても、そうい

う技術を使って行けるような読み方ができるようにするとまずい、その文言がまずいんじゃないかと思

います。 

アメリカでのさっきの卵子提供で子供を持った人の事例で、生まれたお子さんが双子だったんで

すが、2人とも低緊張症で何かの病気かもしれないという疑いがあった。筋肉の緊張が緩い、おだや

かな症状で、調べた結果がまだ子供の時にこういう症状の場合でも、病気ではなく、大人になって治

っていることもあるんだという説明もされたが、遺伝子的な病気による場合もある。それで夫がその遺

伝子があるかどうか検査した。夫にはその遺伝子があった。ただし、潜性遺伝病と言われる昔、劣性

遺伝病と言ってましたが、両親ともにその遺伝子が無いと病気が発症しないという種類の病気かもし

れない。それで卵子を提供してくれた若い女の子がその遺伝子を持っているかどうかというのが親に

とっては気になるわけです。「それはエージェントに聞かなかったんですか」と質問したところ、その

女性が、思ってもみないすごい答え、素晴らしい答えをした。「その女の子は若くて今の人生を謳歌

している。私に子供を持つチャンスをくれたその女性が今、あなたは、この遺伝子がないですか、検

査をしてくださいと尋ねることで、その女性の青春というか、20代前半（大学生が多いといわれてい

る）と思うんですが、その人の人生を変えちゃうかもしれない。だから子供が、小さい時だけ発症して

るのか、あるいは病気なのかを確定してから尋ねようと思っている」というふうに夫と話している。そこ

まで考えて提供者のことも考えて卵子提供で子どもをもつ人がいるんだなって、私はすごく驚きまし

た。その答えを聞けてよかったなと思いました。すべての親になった人が、そうとも限らなくて、遺伝

病の遺伝子のある卵子提供者だなんて、そんなとんでもないって言って検査して当然エージェント

に行く人はいると思います。実際にある特定の、アメリカの中で多く発症する遺伝病についてスクリ

ーニング検査はすでにしているというエージェントがいっぱいあります。 

島薗：精子、卵子の段階では選ばないという制度にしておいても、着床させてから調べてしまうと言う

事になると結局は選別が進みます。人工的に命を作るということが、生殖補助医療の中に潜在的に

入っていますので、それがどんどん増えていくことになる。そして、ほかの医療にも影響を及ぼす。普 



 

 

通の人たちの着床前診断ということも増やしてしまうことが 起こる可能性は非常に高いと私は思いま

した。 

柘植：私、ほかのインタビューもしていて、出生前検査とか全くされずに出産した方なんですが、恋

愛結婚ですごく遠距離の方とたまたま出会って結婚して、生まれたお子さんが潜性遺伝病で、非常

に稀な 10万人に 1人ぐらいの病気だった。夫婦のどちらもその遺伝子変異を持っていた。しかし、

そのどちらの親族にもその病気の人はいない。非常に健康で、健康なことをむしろ誇りに思ってたぐ

らいの方たちが結婚されて、基本的な出生前診断でも、その病気は 10万人に 1人ぐらいなので検

査ないと思います。 

このように、出生前検査をどんなにしても着床前検査しても病気を持った子が生まれてくる場合は

あるし、もちろんよく言われるように、生まれた後にも障害とか病気を持つ子どもたちは少なくないわ

けで、それを選べるという技術を過信することで、かえってそういう病気を持った子どもを受け入れら

れなくなる、という社会になってしまう。そういう社会は、誰にとっても不幸なんじゃないかなという気が

しています。 

私自身も子供ができなかったので、親の気持ちというのはいろんな方にお話を聞いてしか分から

ないんですが、だけど、例えば自分の持っている遺伝子が子供に伝わってその遺伝病を発症したこ

とも親が責任を感じちゃうというような発言もあるわけです。もちろん悩まれるのはわかるし、責任感と

いうか、罪の意識に近いような、子供に遺伝させてしまったと思う気持ちもわかるんですが、もっとそ

れをおおらかになんか受けとめられる、生まれる時もあるよねという、そういう風に思えたらいいなと思

う。これは願望ですけれども持っています。 

 

島薗：とても今日は充実した時間が 2人のお話、そしてやり取りの中で過ごせたと思います。そし

て、考えるべき課題が非常に多い、大きいです。今のその進め方に、大きな問題があるということも

確認ができたと思います。是非このこういう形の討議の場も増やしていかなければならないし、そうい

うロビー活動的なことも含めて、また、ジャーナリズムの人にも頑張って欲しいと思います。我々も考

える場を増やして行きたいと思っております。以上で、今日の集いを終わりにしたいと思います。 

                                                        以上 


