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要旨  
 
 
本論文では、“我が国の少子高齢化”という難題に一石を投じる。	

婚姻年齢の上昇や医療技術の発展に伴い、生殖補助医療(不妊治療)を受ける

患者は年々増加している。2013年の治療件数は36万8764件、その結果4万2554名

が出生しており、子供19名当たり1名が生殖補助医療で出生している。しかし不

妊治療の成績は加齢に伴い、30代後半から急激に悪化する。45歳以上の女性が1

回の治療で出生に至る確率は2％以下であり、流産率も60％以上と急速に上昇す

る結果、子に恵まれない夫婦も少なくない。また日本は体外受精実施件数が世

界一多いが、1回の採卵あたりの出産率は世界 下位である。子に恵まれなかっ

た夫婦が社会的養護の一環として養子縁組を希望する例も増えて来ているもの

の、登録里親への児童委託率は低いままで推移しており、国際比較では欧米諸

国はもちろんのこと、一部のアジアの国々よりも圧倒的に少ないのが現状であ

る。	

また人口動態を見ると、我が国の年間出生数は第1次ベビーブーム期には約27

0万人、第2次ベビーブーム期には約210万人であったが、1975年に200万人を割

り込み、それ以降毎年減少し続けた。2016年の出生数は97万6978人となり、189

9年の統計開始以来、初めて100万人を割っている。	

そのような中、人工妊娠中絶の年次件数は約17万件であり、出生数の約2割に

あたる数の児が人工的に命を絶たれている。日本産婦人科医会のアンケートで

は、人工妊娠中絶に至った十代の対象者のうち、妊娠が分かった時に「嬉しか

った」と感じた者が31.6％おり、人工妊娠中絶を選択した理由としては「収入

が少なくて育てられない」「若すぎる」「未婚のため」などが順に挙げられてい

るものの、「産みたかった」とした回答者も39.3%おり、妊娠判明が予期しない

ことであったとしても、その後の支援により“産む”という行為がより有力な

選択肢となってくる。	

我が国の少子高齢化という難題に対しては、「働き方改革」などで妊娠・出産・

育児がしやすい環境を整えるだけでなく、養子縁組制度を充実させることにより、

産みたくても児の命を絶たざるをえなかった例を減らすことが有効である可能

性がある。そしてそのような養子縁組制度の整備は、生殖補助医療で子を授らな

かった夫婦だけではなく、LGBTs（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender）など

のマイノリティとされる人々にも福音となるものであろう。	
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第１章  
本邦の生殖補助医療(不妊治療)に関する分析 
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1.1	 本邦における生殖補助医療件数は著しく増加傾向  
 
女性の社会進出などに伴う婚姻年齢の上昇や、医療技術の発展に伴い、本邦で

生殖補助医療（不妊治療）を受ける患者は年々増加している。2015 年の治療件
数は 42 万 4151 件であり、その結果 5 万 1001 人が出生している。厚生労働省が
発表している 2015 年の人口動態統計の年間推計では 2015 年の推計全出生数は
100 万 8000 名であり、子供 20 名当たり 1 名以上、つまり 40 名の学級を想定す
れば、1 クラスに 2 名以上が不妊治療による恩恵を受けこの世に生を受けている
ことになる。  
不妊治療を受ける当事者、もしくは殖補助医療に関わる医療提供者でなければ

このようなことを実感する機会は少ないが、現代では夫婦の 7 組に 1 組が不妊
に関する悩みを抱えているとされる。不妊に対する治療はごく一部の「なかなか

妊娠できない人たち」だけが受けるものではなくなってきており、一部の国民に

は身近な医療技術になりつつある 1)（図 1）。  
 

 

 
 

図１：不妊治療実施件数の年次推移  
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1.2	 加齢とともに上昇する流産率と染色体異常  
	

しかし不妊治療の成績は、加齢に伴う卵子の質の低下により、30 代後半から

急激に悪化する。45 歳以上の女性が１回の治療で出生に至る確率は 2％以下であ

り、流産率も 60％以上と急速に上昇する（図 2）。その結果、子に恵まれない夫

婦も多く存在しているのが日本の現状である。	

そして生まれてくる子の中には、染色体異常などのため出生後に早期に命を

落としてしまう児も含まれていることを忘れてはならない。40 歳で妊娠した

女性の流産率は全体の 50％以上、生まれてきた子供がダウン症候群（21 ト

リソミー）になる確率は約 100 分の 1 になるという調査結果が発表されて

おり、20 歳の母親からダウン症児が生まれる確率は 1667 分の 1、25 歳で

は 1200 分の 1 であるから、12〜 16 倍以上の開きがある。	

女性が高齢になると、なぜ卵子も老化していくのだろうか。卵子は女性が胎

児のときに一生分が作られ、卵子が卵巣の中にある期間が長くなるほど遺伝を

司る染色体や DNA にダメージが蓄積され、細胞分裂の力が低下するとされる。

ダウン症候群をはじめ、生まれてくる胎児の先天的な異常や疾患はこの卵子の

老化が大きな原因のひとつになっている。また流産はごく普通の妊娠でも 1 割

前後発生するが、その原因のほとんどが染色体の異常によるものである。母親

が年をとるごとに、上述のように染色体の異常も起こりやすくなるため、高齢

出産では流産の確率が高まってゆく。他の遺伝子異常による先天性疾患には、

心臓の変形など重い障害を伴い、生後 1 年で 90％が亡くなるエドワーズ症候群
（18 トリソミー）やパトー症候群（13 トリソミー）などがある。発生割合は
3000〜5000 分の 1 と低いが、高齢出産でリスクが高まる点は同様である。  

 

 
図 2  生殖補助医療技術における妊娠・生産・流産率   
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1.3	 日本は不妊治療を受けても出産できない国  

「世界ナンバーワン」  
  
日本は体外受精実施件数が世界一多いが、1 回の採卵あたりの出産率は世界

下位とされるデータがある 2)（図 3）。  
この理由として、以下のようなことが考えられる。  
 
 

①本邦ではそもそも不妊治療の開始時期が高齢であり、不利な条件で治療を受け

ている。  
 
②本邦では不妊治療に健康保険が使用できず、また助成金も「夫婦合算の所得で

730 万円以下」などの制約があり、不妊治療を受けることに対する金銭的ハード
ルが高い 3)  

 
③英国のガイドラインには「自然周期の体外受精は患者に提案しないこと」と明

記されているが、日本では自然周期法を実施していることが少なくない  
 
④また一つの家が一つの戸籍に登録される「家」の概念もあり、高齢で卵子の質

が低くても、戸籍上の親の遺伝子や、母体の子宮で子どもを出産することに他国

よりもこだわる傾向がある  
 
⑤日本では卵子提供・代理出産が法制化されておらず、不妊治療を終了する目安

も明らかには示されていないため、失敗を続けていても治療を継続するほかなく、

不妊治療回数が数を重ねる傾向がある  
 
⑥受精卵は凍結させたほうが妊娠率は上がり新鮮胚移植より凍結胚移植のほう

が約 1.5 倍も妊娠率が高いとされるが、「受精卵の凍結」という行為に抵抗を感
じてしまうために、統計に反して新鮮胚移植を選択することがある。  
 
⑦不妊治療に関する正確な情報が集約されている場所や Web サイトが乏しく、
不妊治療の成績が「30 代後半から急激に悪化すること」や、「高額な費用がかか

ること」などについての情報が広まっていない。これらは中学・高等学校教育な

ど、学校教育を受ける年齢から触れるべきものと考える。  
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図３	 生殖補助医療の実施件数と出生率  
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第 2 章  
本邦の人口動態と人工妊娠中絶に関する分析 
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2.1	 本邦の人口の推移と今後の推計  
 
内閣府は日本の高齢化の現状や将来予想をまとめた 2018 年版の高齢社会白書

を発表しているが、この中で国立社会保障・人口問題研究所の推計を元に 2065
年までの人口・年齢階層別構成推移を算出している。それによると、2065 年時
点では全人口の 38.4％が 65 歳以上となり、2017 年時点の 27.7％から 1 割以上
も増加する。より高齢な 75 歳以上 (後期高齢者 )に限れば、13.8％から 25.5％と
2 倍近くの増加となる。  
総人口は 2055 年には 1 億人を割り 9744 万人、その後もさらに減少を続け

2065 年には 9000 万人を切ると推計されている。そしてそのうち約 3400 万人が
65 歳以上の高齢者となる。高齢者人口そのものは団塊世代との兼ね合いもあり
2040 年過ぎでピークを迎えるものの、それより下の世代や総人口も減少してい
るため、高齢者比率は毎年増加する。2035 年にはほぼ 3 人に 1 人が高齢者 (65 歳
以上 )、そして 2065 年には約 2.6 人に 1 人が高齢者となる予測となっている 4)

（図 4）。極度な高齢化は生産や納税と福祉介護の均衡を崩し、社会構造の変革
を強要し、負担が大きい若年世代が支えきれなくなるのは容易に想像できる。  
 
 

  
図４  
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2.2	 本邦の人工妊娠中絶に関する推移  
 
人工妊娠中絶件数、および人工妊娠中絶実施率（15 歳以上 50 歳未満女子人口

千対）の長期的な推移を見ると、昭和 30 年から平成 7 年にかけて件数・実施率
とも大きく減少した。年齢階級別に人工妊娠中絶実施率を見ると、昭和 30 年代
には 20 代及び 30 代で特に高く、20 歳未満は低かったが、現在は年齢階級間の
差は縮小している。  
平成 28 年度の人工妊娠中絶実施率（年齢計）は 6.5 であり、年齢階級別では

20 歳未満は 5.0、20 代が 11.7、30 代が 8.5 であった。人工妊娠中絶の年次件数

は約 17 万件であり、これは年次出生数の約 2 割にあたる。平成 7 年以降も人工

妊娠中絶数は全体として減少傾向であり、10 代も減少しているものの、28 年度

における 10 代の人工妊娠中絶件数は約 15,000 件であり、うち義務教育の年齢に

あたる 15 歳以下が約 840 件であった 5)（図５）。	

10 代での予期しない妊娠は学業を中断するきっかけともなり、母子ともに貧
困に陥るリスクを抱える。加えて予期しない妊娠や若年妊娠は虐待リスクの要因

の一つであることも指摘されている。思春期から性や避妊に関する正確な知識を

習得し、妊娠や出産に関して男女ともに責任を持った判断や自己決定ができるよ

う適切な教育を行い、若年者でもアクセスしやすい相談・支援体制をより一層充

実させることが求められる。  
 

 
図５：年齢階級別人工妊娠中絶件数及び実施率の推移  
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2.3	 どうすれば人工妊娠中絶を選択しなかったのか？  
 
日本産婦人科医会の調査「10 代の人工妊娠中絶についてのアンケート（平成

15 年）」によると 6）（表 1）、人工妊娠中絶に至った十代の  対象者のうち、妊娠
が分かった時に「嬉しかった」と思ったものが 31.6％（204 人 /延べ 645 人）い
た。また、産みたいかを問われたところ、「産みたかった」と回答したものが 39.3％
（246 人 /延べ 626 人）であった。  
すなわち人工妊娠中絶を受ける十代女性は、必ずしも妊娠判明時に「困った」

と感じ、「産みたくない」と考えて人工妊娠中絶を選択するわけではないことが

読み取れる。さらに同調査では、人工妊娠中絶を選択した理由として、「収入が

少なくて育てられない」、「若すぎる」、「未婚のため」、「子育てに自信がない」、

「学業に差し支える」、「親の反対」などが順に挙げられており、環境や状況によ

りその選択が変化していた可能性がうかがえる。  
つまり、妊娠判明が予期しないことであった（予期しない妊娠）としても、そ

の後の支援により産むという選択をする可能性があると言える。また妊娠・出産・

育児をより肯定的に捉え、そこに至る過程を身近に感じ、考えられるようにする

ために、地域や学校で乳幼児等とのふれあい体験を促す企画を積極的に展開する

ことも有用であろうと考える。  
出産育児に対する経済支援、未婚であっても産みたい女性には、産めるような

環境を整える体制や、シングルマザーに対しての社会全体の理解が必要であり、

また第 1 章で見てきたように晩婚化による高齢出産のリスクを考えれば、10 代
での妊娠出産支援は少子化対策に有効であろうと思われる。  

 
 

 
 

表１	 10 代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果から  
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第 3 章  
本邦の社会的養護の現状に関する分析 
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3.1	 本邦の社会的養護の仕組み	

	

	 虐待や経済的理由などの家庭的な理由で保護者のもとで暮らせなくなった⼦
どもたちを、公的な責任として社会的に養育することを「社会的養護」と呼ぶ。

日本全体で約 45000⼈もの⼦どもたちが社会的養護のもと、⾃分の親と離れて暮
らしている。	

	 社会的養護は⼤きく 2 つに分類される（表 2）。	
ひとつは施設養護で、児童福祉施設や乳児院などの施設で⼦どもを養育する。

もうひとつは家庭養護で、特別養子縁組や里親、ファミリーホームなど、家庭的

な環境で子どもを育てる取組みである。	

	

＜施設養護＞	

看護師や児童心理士、社会福祉士など専門的な職員を配置し、福祉施設におい

て社会的に養護された子どもたちを養育している。	

	

【乳児院・児童福祉施設】	

定員の多い施設で、数 10⼈〜100⼈ほどの⼦どもたちが生活する。	
【⼩規模グループケア】	
児童養護施設、乳児院で 6⼈を原則に⼩規模グループによるケアを行う。	
【地域⼩規模児童養護施設（グループホーム）】	
定員 6⼈の養育施設。地域の住宅地などに置かれる。	
 
 

 
表 2	 社会的養護の分類  
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＜家庭養護＞  
里親研修を修了して面接や審査も終え、登録された者がマッチングによって子

どもを迎え、一緒に暮らしていくのが里親である。長期になると見込まれるので

あれば特別養子縁組を模索し（6 歳未満の子どもを対象）、短期の見込みであれ
ば養育里親家庭へ、というように、里親の種類によって担う役割が異なる。  

 
【養育⾥親】  
自治体からの委託で、家庭で子どもを養育する。期限は実親のもとへ家庭復帰

できるまで、あるいは 18 歳になるまで。  
【専門里親】  
虐待経験のある子どもや、障がいを持つ子どもを養育する。養育里親経験や児

童福祉分野の経験があり、専門的な研修を修了した者が登録できる。  
【⼩規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）】  
児童養護施設職員など、相当の子ども養育経験をもつ者の家で、5〜6 人の子

どもを養育する。  
【特別養子縁組】  
夫婦が子どもを引き取り、戸籍上も実の子どもとする養子縁組を指す。  
普通養子縁組と特別養子縁組とのちがいを、以下に示す 7)（表 3）。  

 

 
 

表 3  普通養子縁組と特別養子縁組とのちがい  
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3.2	 社会的養護の基本理念と原理 8)		

	

	 社会的養護の基本理念	 	

	

①子どもの 善の利益のために	

・児童福祉法第１条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、

適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、

その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉

を等しく保障される権利を有する。」	

・児童の権利に関する条約第３条「児童に関するすべての措置をとるに当たって

は、児童の 善の利益が主として考慮されるものとする。」	

・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会

的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うもの。	

	

②社会全体で子どもを育む	

・『社会的養護』は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で

社会的に保護養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うもの。	

	

	

表 4	 厚生労働省資料：「社会的養育の推進に向けて」	
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	 社会的養護の原理	 	

	

①家庭養育と個別化	

・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に

よって養育されるべき。「あたりまえの生活」を保障していくことが重要。	

②発達の保障と自立支援	

・未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を

目指す。愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要。自立した社会生活に必要な

基礎的な力を形成していく。	

③回復をめざした支援	

・虐待や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや

心理的ケアが必要。安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼

関係や自己肯定感（自尊心）を取り戻す。	

④家族との連携・協働	

・親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの発達や養育を保

障していく取り組み。	

⑤継続的支援と連携アプローチ	

・アフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性の

ある養育。様々な社会的養護の担い手の連携により、トータルなプロセスを確保

する。	

⑥ライフサイクルを見通した支援	

・入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続ける。虐待や貧困の世代間連鎖

を断ち切っていけるような支援。	

	

	

	 社会的養護の基盤づくり	 	

	

・大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、

親子を総合的に支援していけるよう、ハード・ソフトともに変革していく。	

・家庭養護を推進していくため、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う

里親やファミリーホームを優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設養

護についても、できる限り小規模で家庭的な養育環境の形態（家庭的養護）に変

えていく（表 4）	

・また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新し

ていくことが重要。	

・施設は、社会的養護の地域の拠点として、家庭に戻った子どもへの継続的なフ

ォロー、里親支援、自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、

専門的な地域支援の機能を強化する。	

・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する

仕組みづくりが必要である。	
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3.3  本邦の社会的養護の現状  
保護者のない児童・被虐待児など養護を必要とする児童などに対し、社会的養

護を行っている対象児童は、2017 年時点で約 4 万 5 千人となっている（表 5）。 
 

 
表 5  里親数、施設数、児童数など  

 
 
ここ十数年で乳児院の需要が高まり、乳児院が約１割増となっている（図 6）。  
 

 
図 6  要保護児童数の推移  
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3.4	 社会的養護が増加している背景：虐待  
 
全国の児童相談所（児相）が平成 28 年度に対応した児童虐待の件数（速報

値）は、前年度比 18％増の 12 万 2575 件で、過去 多を更新した（図 7）。  
調査を開始した平成 2 年度から 26 年連続で増加し、厚生労働省は「心理的

虐待が増え、警察からの通告が増加している。報道によって学校など関係機関

の意識も高まっている」と分析している。  
また里親に委託されている子どものうち約３割、乳児院に入所している子ど

ものうち約４割、児童養護施設に入所している子どものうち約６割は、虐待を

受けていた。  
 

 
 

図 7  虐待を受けた児童の増加  
 
 
	 虐待の内容別では、子供の前で配偶者や親族らに暴力をふるう「面前ＤＶ」

や他の兄弟と差別的扱いをするなどの「心理的虐待」が６万３１８７件で

多。前年度より１万４４８７件増えて、全体の５１・５％を占めた。  
	 次いで「身体的虐待」が３万１９２７件（前年度比３３０６件増）、育児放棄

である「ネグレクト」が２万５８４２件（同１３９８件増）、「性的虐待」が１

６２２件（同１０１件増）だった。  
 
	 児童虐待の増加等に伴い、児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を

受けた子どもなどへの対応として、社会的養護の量・質ともにその拡充が求め

られている。  
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3.5	世界各国に比し、本邦は里親委託児童の割合が	

著しく低い	

 
2009 年 12⽉に国連総会が決議した「児童の代替的養護に関する指針」では、

社会的養護が必要な場合に「安定した家庭を児童に保障すること、及び養護者に

対する安全かつ継続的な愛着⼼という児童の基本的なニーズを満たすことの重
要性」について⾔及している。政府においても⼤規模施設よりも⼩規模施設での
養育、施設での養育よりも家庭での養育を推進しているが、日本にいる約 45000
人の社会的養護を受けている子どもたちのうち、約 39000 人が児童養護施設や
乳児院で暮らしており、里親家庭で暮らしている子どもたちは約 6000 人となっ
ている。   
これは OECD（経済協力開発機構；Organization for Economic Co-operation 

and Development）諸国の中で 低の水準となっており、日本の里親家庭の数は

まだまだ不足していると言える 9)（図 8）。  
制度が異なるため単純な比較はできないが、欧米主要国では概ね半数以上が里

親委託であるのに対し、日本では「施設：里親」の比率が約９：１となっており、

施設養護への依存が高い状態にある。  
 

 
 

図 8  諸外国における里親等委託率の状況（2010 年）  
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第 4 章  
本邦の養子縁組制度への提言  
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4.1		早期の家庭養護移行が望ましい理由	

〜発達心理学をもとに考える〜	

 
 

	 発達心理学では、0〜6 歳の乳幼児期における愛着関係形成が、自己肯定感・
人への基本的信頼感を醸成するとされている。3 歳までの幼児期前期では、こと
ばの獲得や行動範囲の拡大、食事や排泄の自立などから自我を拡大し、充実して

ゆく。そして 3〜6 歳までの幼児期後期では、社会性の発達・ルールの理解など
から自制心も発達をみるが、他者との比較もするようになる。「9 歳の壁」とい
う言葉もあるように、これまでよりも深い人間関係理解に心が傾いてゆく時期を

迎える前に、家庭養護に移行できることが望ましい。特別養子縁組の養子の年齢

が 6 歳以下に設定されていることも、このような理論が背景にあるものと考え
る。  
愛着形成は養育者と子どもの感覚的な相互交流を通してなされるため、虐待を

受けた時であっても、1 歳までなどの可能な限り早期に養育者を設定することに
よって、特定の人との特別な結びつきである愛情が育まれ、情緒・対人関係など

心身の発育の土台を築きやすくなる。 10 )  

「3.4	 社会的養護が増加している背景：虐待」でみたように、社会的養護を必
要とする多くの子どもが虐待を受けている。この事実は、養子縁組の対象となる

子どもたちの多くは不適切な養育環境の影響を受け、発達が遅れていたり、基本

的な生活リズムが安定していないことを意味する。「また見捨てられるのでは？」

などと猜疑心を感じやすく、人に対する安心感や信頼感が薄い。そして「どうせ

自分なんか・・・」などと深刻に傷ついたり、自己肯定感・自己調節力が育ちに

くいのである。  
	 このような影響を受けても、日々の丁寧な生活や、愛情を持ったかかわりによ

って愛着が再形成されることにより、こころの発達がすすんでゆく。安心感の中

で、発達課題を視野に入れながらゆっくりと育ちを支えること、子どもの傷つい

ている面を理解し、それをじっくりと手当てしてゆくような関わりが大切なので

ある。「子どもを育てる」とは「子どものいまの状態を受け入れる」ことでもあ

り、忍耐を伴う営みである。宗教的な心の支えが乏しい本邦においては、里親と

なることを希望する者も、このような心構えをしっかりと身につけて臨む必要が

あるだろう。  
私たちにできることは、子どもが自ら気づき、発達してゆくプロセスのサポー

トである。  
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4.2		特別養子縁組数は増加しているが絶対的に少ない	

 
特別養子縁組は、保護者のない子どもや実親による養育が困難な子どもに温か

い家庭を与えるとともに、子どもと実父母との親族関係は終了し、戸籍にも実親

の名前が記載されず養父の「長男」「長女」などと記載される。特別養子縁組は

原則 6 歳までの早期に養育の法的安定性を与えることにより、子どもの健全な
育成を図る仕組みなのである。  
本邦における特別養子縁組の成立数は平成 10 年代後半〜20 年代前半は横ば

いで推移してきたが、平成 25 年頃から大きく増加はしている。これは関係者が
早期の社会的養護の認知や、養子縁組プロセスに力を尽くしてきた結果であり、

敬意を払いたい。  
しかし「3.5 世界各国に比し、本邦は里親委託児童の割合が著しく低い」で見

たように、仮に本邦の里親委託児童の割合を 12％から欧米諸国並みの 60％に上
昇させたいとすれば、社会的養護を必要とする子どもが 45000 人とすると、
27000 人の養子縁組が必要になり、平成 27 年の特別養子縁組数である 542 件の
約 50 倍の数が必要となる計算となる。 7)  

	 つまり現行の対策では追いつかず、抜本的な改革が必要になることを意味する。 
 

 
図 9  特別養子縁組の成立件数  
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4.3		少子化対策における提言	

 
養子縁組の候補となる里親の数を増加させるために、これまでの広報戦略では

追いつかないであろうことは容易に理解できる。私の本論文における提言の一つ

は、「第 1 章  本邦の生殖補助医療 (不妊治療 )に関する分析」でみてきたように、
不妊治療で残念ながら子を授かることができなかった夫婦への広報を増加させ

ることである。  
不妊治療は多額の経済的負担を負いながら実現できるかわからない、しかし素

晴らしい未来の狭間で患者の心を大きく揺れ動かしている。不妊治療を終える年

齢はガイドラインでも明確には設定されていないため、なかなか妊娠・出産に至

らない夫婦は、底なし沼でもがいているかのような絶望の中を、一抹の光を夢見

て治療に励んでいる。もちろん人の感じ方はそれぞれであるが、「養子縁組」と

いう選択肢があることを不妊治療のクリニックとタイアップして示すことによ

って、救われる夫婦も少ないものと考えられる。  
 
そして「第 2 章  本邦の人口動態と人工妊娠中絶に関する分析」でみてきたよ

うに、産みたくても産めずに人工妊娠中絶を選択している母も多い。もちろんこ

の中には染色体異常を調べる羊水検査で異常を認めたため中絶を選択するよう

なケースも含まれているが（このような数のデータは見つからなかった）、10 代
の若い母親の卵子からの胎児も多く中絶されていることからは、疾病を抱えてい

る児ばかりが中絶されているわけではないことは容易に想像できる（疾患を抱え

た胎児に対する中絶の是非については、本論文の内容を超える）。養子縁組の候

補者が増加し、実際の養子縁組数が増えることによって、このような中絶を選択

するケースが少しでも減れば、働き方改革などの組織変革を伴う政策だけではな

く、日本の少子化に対する大きな一本の柱ができることになるだろう。  
 
そのために、やはり義務教育年限から、妊娠・出産・中絶などだけではなく、

社会的養護や養子縁組についても教育・周知が重要になってくることは論を持た

ない。  
 
また社会的養護は子どもを守るための制度であることは言うまでもないであ

ろうから、この制度を人口増加や夫婦のためにと履き違えているのではという意

見もあるだろう。しかし、養子がほしいと考える夫婦が増えなければ、結果的に

家庭養護に移行できる数は減るだろうから、子どものためにもならない。社会的

養護を優先することによって、結果として少子高齢化社会にも寄与する可能性が

あるのである。  
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4.4	セクシャルマイノリティの人も子を持てる社会へ	

 
養子縁組制度の整備は、生殖補助医療で子を授らなかった夫婦だけではなく、

LGBTs（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender）などの現行では子を授かること

が難しい“セクシャルマイノリティ”とされる人々にも福音となる可能性がある

ものである。	

東京都では 2018 年 10 月より里親認定基準が改正され、表 6 の４に示されてい

るように、配偶者がいない場合の要件が緩和されることになった。「配偶者がい

ない場合に必要な補助者」が「20 歳以上の親族もしくは事実婚の同居者」から、

「成人の親族もしくは親族以外の同居者も可」とされたことによって、東京都に

おいて LGBTs の方なども養子縁組を行うことができるようになったように思え

る。11） 	

しかし民法 817 条の 3 には「養親となる者は、配偶者のある者でなければなら

ない。」という記載があり、現実に配偶者関係にない者が補助者となることによ

って養子縁組を行うことを難しくしている。	

  社会的養護を充実させるためにも、少子化の対策としても、法律改正が必要に
なってくるものと考えられる。  
 

 

 
 

表６	 2018 年 10 月の東京都里親認定基準改正  
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