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トヨタ財団  2016年度研究助成プログラム 

実 施  報  告  書 

 

題目：生殖補助技術で形成される家族についての研究 

研究代表者/報告者：仙波由加里 

お茶の水女子大学 ジェンダー研究所 特任リサーチフェロー 

 

 

 2016 年度研究助成プログラムに採択され、2017 年 5 月より開始した研究プロジェクト（題

目：生殖補助技術で形成される家族についての研究）は、2020 年 2 月にようやく成果物を刊行

することができた。本報告では、特に 2018 年 5 月に提出した中間報告書以降の研究プロジェク

トの実施内容と、成果物として発行した『血のつながりを越えて 提供精子・提供卵子・養子で

できた家族の物語』の内容を中心に報告し、このプロジェクトを通して報告者が得た成果や報告

書に対する反響等について最後に述べたい。 

 

１．中間報告提出後のプロジェクトへの取り組み―オーストラリア調査が実現しなかった理由 

2017 年 5 月より研究プロジェクトに着手しはじめ、2017 年 9 月にはイギリス調査を実施し、

同時に日本国内でも各地でインタビュー調査を実施していた。2018 年 5 月以降は、それらのイ

ンタビュー調査のデータ整理を中心にプロジェクトの作業をすすめた。 

その一方で、本プロジェクトのもうひとつの大きな調査先であるオーストラリアでの調査は、

以下のような経緯から断念せざるを得ず、研究計画の変更を余儀なくされた。 

2018 年 9 月、本プロジェクトとは別の研究プロジェクトのために、オーストラリアのヴィク

トリア州を訪れる機会があり、本プロジェクトのオーストラリア調査も当初、2018 年の 9 月の
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訪豪にあわせて設定したいと考えていた。そのためメルボルン大学のモナシュバイオエシック

スセンターの准教授である Dr. Catharine Mills から、University of Technology Sydney の Dr. 

Isabel Karpin, Dr. Anita Stuhmcke, Dr. Jenni Millbank の 3 人を紹介していただき、彼女たちと

メールで連絡をとり、調査協力を依頼した。残念ながら先方の都合で 9 月の調査協力はむずかし

いとの回答をもらい、かわりに 2019 年 1 月であるなら 3 人とも調査協力が可能との返事をもら

った。そのため、あらたに後期の授業が終了する 2019 年 1 月末にオーストラリア調査実施を設

定して準備を進めていた。 

しかし 2018 年 12 月末に調査者である報告者が網膜剥離を起こし手術を受けたために、1 月

の訪豪を延期することになった。そしてあらたに 2019 年 3 月にオーストラリアでの調査を再設

定しようとしたが、2019 年 1 月に網膜剥離を再発し、この時は目のダメージが大きく、医師か

ら 2 か月間の安静を言い渡されたために、3 月いっぱい休職し、研究活動も中断せざるを得ない

状況になった。その際に、Dr. Anita Stuhmcke から 4 月の調査を提案されたが、まだ健康上の不

安が残るためオーストラリアでの調査をキャンセルした。 

そしてこの時期に貴財団にも研究期間の延長と研究計画の変更を申請し、それまでに実施し

てきたインタビューのデータを中心に成果をまとめることにした。それと同時に、学会での報告

や論文投稿もすすめることにした。 

ただ、2018 年 9 月にオーストラリアのヴィクトリア州を訪問した際に、Victorian Assisted 

Reproductive Treatment Authority (VARTA)でインターンをしていた提供精子で生まれた女性

を紹介され、インタビューをすることができた。そのインタビュー内容を成果物（冊子）の中で

はオーストラリアでの調査の一部として加えることができた。 

 

２．成果物の作成 

 2019 年 5 月頃より、成果物の作成（まとめ）に本格的に取り組むようになった。貴財団のプ

ログラムに採択された他の研究者がまとめた成果物などを見ながら、自身の研究成果のまとめ

方を検討した。 
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 貴研究助成プログラムを申請する際に、研究計画書に、「まとめた情報は、小冊子にまとめ、

日本の当事者や一般の興味を持つ人に配布する」、そしてその波及効果として、「一般向け小冊

子にまとめることによって、今後、特に提供精子や提供卵子の利用を考えている人には、子ども

の誕生後を考える上での重要な情報になると思われる。また、社会一般の人にも、生殖技術で形

成される家族があり、そうした家族が自分たちの家族の成り立ちについて、どのような考えを持

っているかを知るための情報になると思われるものを提供できる」と書いた。そこで、この計画

書に立ち返り、報告書ではあるが、一般向けの冊子を作製することにした。  

冊子の作成にあたっては、これまで報告者が別件で世話になったことのある出版社「人間と歴

史社」（http://www.ningen-rekishi.co.jp/）の編集者や社長から様々なアドバイスをいただき、

構成を考えたり、またインタビューのまとめ方を検討した。当初はそれぞれの事例に細かな分析

を加え、まとめていこうと考えていたが、「人間と歴史社」に編集者の一人から、ターゲットを

一般の人とするなら、研究者としてのむずかしい分析をいれたものではなく、人生の物語として

まとめたほうが、一般の人にも受け入れられやすいとの意見をもらった。そのため、その方向で

冊子用の原稿の執筆をはじめた。 

原稿はそれぞれの事例についてまとめ、その原稿をインタビューに協力してもらった方々に

送り、確認してもらう作業を行った。日本語の冊子であるため、イギリスで調査協力してくれた

方々には、テープ起こしした英語のファイルに、冊子の中で使う部分をハイライトで示し、紹介

したい内容を英語で説明して、冊子への掲載の了解を得た。 

冊子は最終的に『血のつながりを越えて 提供精子・提供卵子・養子でできた家族の物語』と

いうタイトルで 2020 年 2 月に完成し、500 部印刷した。本書は大きく海外編と国内編の二部で

構成し、全体で 21 件の事例を紹介した。そして最後に報告者が全体の解説を加えた。 

完成したばかりの冊子を、2020 年 2 月 23 日（日）に鹿児島で開催された日本生殖心理学会・

学術集会（鹿児島）に参加した際に、はじめて関係者何人かに配布した。この日本生殖心理学会・

学術集会のテーマは『家族のカタチ』（https://www.jsrp.org/5）であり、まさに完成したばかり

の冊子と大きく関連するテーマであり、冊子を読んでくださった方からもさまざまなコメント
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をいただくことができた。貴トヨタ財団にも 3 月 6 日に 6 部、完成冊子をお渡ししている。 

また 2020 年 2 月下旬から、研究協力者、不妊治療クリニック、日本生殖補助医療標準化機関

（JISART）、不妊当事者自助グループ、研究者、不妊カウンセラー、一般の不妊当事者、提供

精子で生まれた人、ジャーナリスト、養子関連の機関で業務を行っている人などにも郵送、もし

くは手渡しで配布し始め、現在のところ約 200 部、配布を終えた。今後も必要に応じて、当事者

集会やクリニックなどで配布する予定である。 

 冊子の表紙、および目次は以下のとおりである。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2020 年 2 月 20 日発行 

トヨタ財団 2016 年度研究助成プログラム報告書 

『血のつながりを越えて 提供精子・提供卵子・養子でできた家族の物語』 

仙波由加里著、人間と歴史社作成 
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『血のつながりを越えて 提供精子・提供卵子・養子でできた家族の物語』 

目次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

３．冊子に対するコメント 

 完成した冊子を多くの人に配布し、非常に興味深いコメントを多数いただいた。特にコメント

を多く寄せてくださったのが、不妊治療を受けているか、もしくは不妊治療を通して子どもを持

った人たちからである。いただいた感想やコメントを拝見しながら、日本でも血のつながりを越

えた家族は存在しているのに、可視化されない存在であるため、他の家族がどのように過ごして

いるのかを知ることができず、不妊という経験の末、子どもを持った人達の経験を知ることがで

きてよかったという声が多かった。また感想を寄せてくれた人の中には、周囲からの理解は得に

くいだろうと、親子の間に血のつながりがないことで、家族やとくに子どもが偏見や差別にあう

のではないかと心配しているといった内容も多く見られた。 

ここでは、いただいた感想やコメントのいくつかを抜粋して紹介したい。 

 

①不妊クリニック医師 （メールにて） 

私たちがすべきことは、悪いケースになる場合があるから禁止して、こうしたことは世の中に存在しな

いことしようではない。それでは問題の根本の解決にはならない。（身内からの提供を）禁止するな

ら非匿名のドナーを獲得する方法を具体的に考えて欲しいと、国に働きかけることが大事。絶対に

当事者を巻き込んで考えていかなければいけません。 

②研究協力者から（メールにて） 

私自身、“血のつながりを越えて”を読んで、海外の提供精子、提供卵子での家族の形を初めて詳

しく知ることが出来ました。出自についても海外はオープンで、出自を知る条例もあったりしておど

ろきました。 

でも最近は日本でも幼稚園のお母さん方とお話ししていても、不妊治療していた、もしくは今現在

も不妊治療に通っていると、日常の会話の中で教えてくれる事が結構あります。それだけ今の世

の中に不妊治療が増えているのだとも思うのですが、隠すことなくオープンに話せる時代になりつ

つあると思います。 

“血のつながりを越えて”を沢山の人に読んで頂き、いろいろな家族の形を知ってもらい、日本も
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海外のように偏見や差別が少ない国になってほしいと思います。 

③不妊当事者から (メールにて) 

不妊治療を 6 年前に卒業しました。今回、仙波さんの書籍を拝見させていただき、また考える機会

を与えていただけたことに感謝いたします。海外の治療についての認識や治療についての周囲の

告知、子供への告知が、日本とは全く違うことに、世界はこうも違うのか！と思いました。 

日本は周りの目や世間体を気にして、告知は限られた人のみ。でも、海外では周囲にも告知し、周

りも認め、ごく普通の家族。幼少期のころから子供にも伝え、子供も理解をしているとのこと。 

私自身、治療開始当初は子供には伝えずいくと決めていましたが６年経つと状況も変わってきます。

子供も６歳になり、兄妹が欲しい、赤ちゃん産んでよ！と言ってきます。産めないのといっても、じゃ

あなんで私は産まれてきたの？と・・・・子供は治療の経緯を知らないので当然ですよね。そんな時

に、ごまかすというか、話をそらすことに何とも言えない思いがありました。オープンに話せていたら、

どのようになっていたのかな？とも思ったことがあります。告知に対する考えを、もう一度考え直す

時期かな・・・ 

ただ、今の日本の現状ではとも思います。世間の認知、理解がなければむずかしいです。少しづつ

でもいいので、認めてもらい理解してもらえれば。色々な家族の在り方があって、そこには家族を持

ちたくても持てない事情があることを、わかってほしいです。そんな社会になることを願います。 

仙波さん、海外での取材と日本の取材ありがとうございました。海外での認識とてもよくわかりまし

た。なかなか自分では知る機会がないですし、情報もありません。書籍にしていただけたことで、私

たちも拝見することができ、改めて考える機会ができました。この本を、たくさんの方に読んでいた

だき、理解してもらえたら良いなと思います。 

④提供精子で子どもを持った男性 （メールにて） 

血のつながりを超えて、やっと読めました。本の中から特に気になった言葉を書き出してみました。 

・ドナーコンセプションネットワーク 

・家族とは、思い出の製造所 

・特別なことではなく、普通のこととして伝えていきたいと思っている 
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・卵子提供での体外受精を受けると一回あたり５万ドル（約５５０万円）かかり、６回試しても妊娠で

きなかった場合はすべての金額が返金されるシステム 

・それでも事がうまく運べば人は好意的に受け取ってくれる 

・代理出産は卵子提供よりむしろ簡単だとさえいう 

・家族に秘密があってはいけない 

・体外受精で子供ができたことは話すが、精子提供を受けたことについては話していない 

・あきらめることが一つの道なら、あきらめないことももう一つの道だ 

・全く血縁関係のない４人家族 

でも、一番心に響くのは、やはり、【経験したものでないとわからない思いがある】これです。これ一

点に尽きると思います。私達のように経験した者には手に取るようにわかる感情であるものの、でも

一般の方には伝わるのだろうかという疑問は残ります。同じような経験を乗り越えた。でもまだ悩ん

でいる。だからこそ、一歩踏み出して戦っている方を見ると涙が出る。先程も記述しましたが、全く知

らない人に、どうすれば、受け入れてもらえるのか。それ以上に子供たち本人がどう受け止めて、素

直に生きれるのか。これからを生きる子どもたちを思うと心配です。 

そして、海外との制度の違い、考え方の違いも歴然としている事に驚かされました。間違いなく、日

本より寛容です。私達の感覚に近いかなと思います。異文化を受け入れてきた歴史の違いもある

のだと思いますが、日本ではまだまだ偏見が大きいのは事実。後ろめたい気持ちは微塵ありませ

んが、今の日本での現実を受け止め、乗り越えなければならないのは、選択をした私達の務めだと

思います。とりとめのない言葉になりますが、この本を読ませて頂いた感想です。 

子どもも４歳になり、元気に成長しています。あっという間ですね。少しずつ、ものごとがわかるよう

になってきました。精子提供を受けたということを言うべきなのか、妻とももっと話をしなければなら

ない。家族について考えるきっかけを頂き、ありがとうございました。 

新型コロナウイルス感染拡大が少しでも早くおさまりますように。子供を欲しいと望む人たちの思い

が叶いますように。 
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⑤提供精子で子どもを持った女性（メールにて） 

はじめまして。書籍を送って頂きありがとうございました。義父からの精子提供で２児の母親となっ

たものです。 

読んだ感想として皆、様々な違った境遇でどの家族もお互いを思いやり強い絆で結ばれていること

は確かだということです。普通に授かれなかった分、色々な苦労をしているので何かあっても乗り越

える力は普通に授かった夫婦よりそうなるのかもしれません。私も夫が無精子症とわかったときは

暗闇の中に放り出された気分で気持ちがいつも落ち込んで時には傷つけるようなことを夫に言って

しまったときもありました。でもカウンセリングを通して夫婦の気持ちずれに気づき、話し合いをたく

さんしてお互いの意見を出し治療に進むことができ子供を授かった今は、その時がうそのように明

るく楽しい毎日を送っています。もちろん子育てで大変なときもありますが、やっと授かった子供の

笑顔や寝顔をみると吹き飛びます。今は何か問題がおきても無精子症が判明したときから思うと二

人で乗り越えた自信があるので大丈夫です。そういった意味で南時恵さんがＰ９３でいっていた「夫

とはじっくり話せる関係が築けた」と話していたのに同感です。私たちも無精子症を通してじっくり話

せる夫婦になっていきました。 

告知については、最近では早い段階で子供の成長に合わせてわかりやすく伝えていくほうが子供

にとってよいのではという傾向になっています。やはり何か起こったときに知るよりは早くに知ってい

たほうが子供にとっていいのではないかと考えるからです。私も現段階で悩むところですが子供の

性格や様子を見ながら慎重に伝えていければいいのではと考えます。 

仙波さんは差別、偏見、否定的な意見に対して考える機会をとの願いで本書を書かれています。第

三者である仙波さんがこのように思っていただき、このような素晴らしい書籍を書いて頂いたたこと

は当事者の私たちにとって大変喜ばしいことであり感謝申し上げたいです。曳田サト子さんが P８８

で「その立ち場にならないとわからないことは～」全く同感で当事者以外が否定することは簡単で

す。自分も当事者でなかったら気持ちがわからず切り捨てていたかもしれません。仙波さんはマイノ

リティである私たちに寄り添いながら取材して丁寧に文書にして代弁してくれている。この書を読ん

だ人が一人でも多く私たちに寄り添ってくれたらこんなにうれしいことはありません。普通に授かれ
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なかった様々な形の家族がお互いを思いやって幸せにしていれば他人がどうこういう筋合いはない

です。みんながお互いを思いやり尊重する成熟した世の中になってほしいです。これからの活動の

健闘をお祈り申し上げます。 

⑥提供精子で子どもを持った女性（メールにて） 

先日は報告書をお送りくださり、誠にありがとうございました。じっくりと読ませていただきました。 

本当におかげさまで我が家にも待望の子どもを授かりました。日々我が子と接していると、まさに目

の前にいる子どもが紛れもない「我が子」であり、産まれてきた経緯などは、「どう産まれてきたか」

という１つの事実関係であって、それが「我が子」であるか否かを左右するような性質のものではな

いと深く実感しています。そしてこの我が子に出会うために、これまでの困難があったのではないか

とまで感じます。 

この度の報告書にはイギリスやオーストラリアでの大変丁寧なインタビュー結果も数多く掲載されて

おり一つ一つ興味深く拝読しました。その中で感じたことは、国や人種、言葉は違えど、親と子ども

の繋がりは、親が子どもに対してどれだけの愛情を持って接してきたか、という点が非常に重要で

あり、そこは当然ながら日本でも外国でも全く変わりはないということです。そして、日本ではとかく

当事者ではない方があれこれ批判的に議論されがちですが、イギリスなど外国では個の人権を尊

重し、個を救済する方向で、制度的にも整備され、また社会の風潮としても認容され、より進んでい

るように感じました。 

報告書の中で興味深かったのは、多くの方が子どもが非常に小さな頃から「どのようにして我が家

の子どもになったのか」ということを子どもに真摯に伝えようとしている点でした。近い将来、我が家

にも訪れる大きなテーマであり、夫婦でしっかりと話し合いながら愛情を持って取り組んでいきたい

と改めて強く感じました。特にイギリスなどでは、子どもに読み聞かせるための専門の書籍があるこ

とを報告書の中で知り、非常に興味を持ちました。何らかの方法でこのような書籍を活用する方法

も模索しつつ、子育てに邁進していきたいと思っています。 

改めましてこの度は大変貴重な報告書をお送りくださり、誠にありがとうございました。 
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４．調査協力者のその後 

 インタビュー協力してくれた日本の家族には、完成した冊子を２月中に送付した。そしてそ

の受け取りの連絡とともに、調査後の近況を聞くことができた。非常に興味深かったのは、イ

ンタビューをした日本の生殖医療や養子で血のつながりを越えた家族となった９家族のうち、

4 家族にあらたに家族が増えていたことだ。３家族は提供精子で 2 人め（１組は双子）の子ど

もが家族に加わり、１家族は養子で子どもを迎えていた。１人目の子どもを持つときには、ど

の夫婦も大きな不安を抱えていたが、２人目（双子が生まれた家族もあった）の子どもを持つ

ときには１人目ほどの不安はなかったといった内容が添えられていた。2 人目の養子を迎えた

家族は、ダウン症の子ども迎えていた。1 人目の養子を育てる中で、親子の間に血のつながり

は重要ではなく、子どもとの出会いを縁ということばでくくっていた。 

 

５．そのほかの研究成果の発信 

 冊子の発行の他に、本研究プロジェクトを通して、以下のような成果発信を行った。 

①2018 年 12 月 8 日第 30 回日本生命倫理学会年次大会学会報告 京都府立医科大学「理想的な

配偶子ドナーとはどのような人か―ニュージーランドと英国でのドナーへのインタビューか

ら―」 

②査読付き論文：仙波由加里単著 「どのような人が理想の配偶子ドナーとなりうるか―ニュ

ージーランドと英国のドナーたちの経験から―」『生命倫理』（Vol.29 No.1）2019 年 9

月、pp.69-84. 

③すまいる親の会（AID で子を持った親の会）での勉強会で報告（2019 年 12 月 21 日、城西

国際大学）『子どもへのテリングを考える―イギリスの事例から』 

 

６．本プロジェクトのために情報提供してくれた機関と専門家たち 

 本プロジェクトにおいて、情報提供や研究協力者のリクルート等に協力してくれた専門家や

組織は以下のとおりである。 
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①イギリス調査 

 DC Network Yaél Ilan-Clarke（Donor Conception Network – リサーチコーディネータ） 

 Dr Marilyn Crawshow (York 大学) 

②オーストラリア 

 Catherine Mills (Monash University) 

 Kate Bourne(VARTA カウンセラー) 

 Dr. Isabel Karpin, Dr. Anita Stuhmcke, Dr. Jenni Millbank（University of Technology Sydney） 

③日本 

 渡辺みはる（不妊クリニックカウンセラー） 

 

６．研究を通してみえたこと 

本研究を通して、イギリス、日本、オーストラリアの血のつながりを越えた家族に会うことが

できた。研究協力を得られた家族の物語はどれ一つとっても同じものはないが、家族を持つまで

の苦労や葛藤はどの物語にも共通するものが見られた。子どもを持った親も、生殖医療で生まれ

た人も、経験した者でないと分からない思いがある。報告者自身、実際に血のつながりを越えた

家族を持つ人たちと会って話を聞き、あらためて学ぶことは多く、そうした人々の思いに共感す

ることができた。生殖医療や養子で形成された家族とはいえ、普通の家族とかわらない。どの親

にとっても子どもは大切でかけがえのない特別な存在で、子どもの幸せを願う親の姿は血縁が

あろうとなかろうと同じだと感じられた。ただ、血縁を持たない子どもを持つ親は、自然妊娠で

子どもを持った親が考えなくてもすむような心配を抱えていることがわかった。 

血のつながりのない親子関係の中で親が悩むことの一つに、子どもに出生の経緯についての

事実を話すかどうかということがある。そして話すと決めたなら、いつどのように話すかが問題

となる。今では養子の場合は子どもが幼いうちに出生の事実を話すことが奨励され、それが一般

的となってきている。本書で紹介した養子縁組で子どもを迎えた日本の 3 家族の親たちも、子ど

もには事実を伝えているか、子どもが理解できるようになったら話すつもりだと語っていた。 
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しかし、生殖医療技術で形成された家族は、少し状況が異なる。本書に登場したイギリスの提

供配偶子で子どもを持った親たちは、全員が子どもに提供配偶子で生まれたことを伝えている

か、将来伝えると話していた。そしてオーストラリアのヴィクトリア州で会った提供精子で生ま

れた女性も幼いうちに、提供精子で生まれたことを親から聞かされていた。もちろん、たまたま

調査に協力してくれた家族がそのようにオープンだったともいえるかもしれない。しかしそれ

は、イギリスもヴィクトリア州も「子どもの出自を知る権利」を法で保障していることによる影

響が大きいと思われる。また、どちらの地域も日本よりも提供精子や提供卵子を使った生殖医療

技術が盛んに行われており、こうした医療で形成された家族が数多く存在している。一般の人の

中にも身近に血のつながりをこえた家族を知っていたり、メディアを通して見聞きすることが

少なくないため、それが偏見や差別を減らす効果をもたらしているかもしれない。一方、日本で

インタビューに協力してくれた提供精子で子どもを持った親たちの中には、今も出生の事実を

子どもに伝えることにためらいを感じている人もいた。 

イギリスとオーストラリアでは、提供精子で生まれた子どもにもインタビューすることがで

きたが、幼いうちに親から出生の事実が伝えられているケースでは、親との間に血縁がなくても、

生まれた時からそれが自分の家族にとっては普通のこととして、また自分の出生についても肯

定的にとらえている傾向がみられた。また生まれた子どもがドナーの情報を得ることができる

場合でも、子どもは決してドナーを親とは思っておらず、自分の親は自分を愛し育ててくれた人

だとはっきりと認識していた。それは親子関係の基盤がしっかりしていることを意味している

と思われる。 

匿名での精子提供は、日本でもすでに 70 年以上の歴史があり、これまでに精子提供で生まれ

た人の数は国内だけでも少なくとも 1 万 5000 人はいると言われている。そして、そのほとんど

の親が子どもに出生の経緯について事実を知らせていないと推察されている。それは、親が子に

も周囲にも子の出生の事実を隠しておけば、誰も親子の間に生物学的なつながりがないことに

気づくわけがないと信じられてきたからである。提供精子による人工授精が開始された当時か

ら、医師は提供を受ける夫婦に、子どもが生まれたことは子どもにも周囲にも話さないようにと
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アドバイスしてきたことも影響している。 

しかし、遺伝子検査が身近になってきた現在、親が事実を隠していても、子どもが思わぬこと

をきっかけに親と生物学的なつながりのないことや、自身の家族とは別のところに、自分と生物

学的なつながりを持つ人がいることを知りえる時代になってきている。たとえば、日本は災害の

多い国だが、災害で行方不明になっている身内を探そうとするときに、現在では必ずといってい

いほど DNA 鑑定が使用される。震災という非常事態の中で、家族が行方不明になり、捜索目的

で提出した DNA サンプルで親子に血縁がないことや、自分の家族とは違うところにきょうだい

がいることが知ったら、特に事情を知らされていない子どもはひどく混乱するだろう。 

生まれた子が出自をたどれないケースは他にもある。赤ちゃんポストという言い方で知られ

ている熊本市にある慈恵病院が取り組んでいる「こうのとりのゆりかご事業」がその一つだ。こ

の事業では、親が匿名で子どもを残していくため、保護された赤ん坊は産みの親の情報を何ひと

つ持ちえない。産みの親はわからなくとも子どもの命を助けることができるため、この取り組み

には大きな意義があるといえるが、子どもは将来、出自がわからないために不利益を被る可能性

も高い。こうしたこともあり、慈恵病院では現在女性が匿名で出産できるようにし、その出産し

た母親の情報を児童相談所で保管して、子どもが 18 歳になったときに、希望すれば産みの親の

情報を得られるようにする「内密出産」の導入に向けて準備をすすめている。しかし、国は子の

取り組みを支持していないことが残念だ。 

また、産院での新生児取り違え事件などが今でも時々話題となるが、助 産師に よ るお産か ら

病院での 出産へ と切り 替えが推 奨され た昭和 の一時期 には、赤 ん坊の 取り違え は珍し

い出来事 ではな かった らしい 。実際 に出産 時 に赤ん坊 の取り 違いに よって 、実の 親が

別にいる ことを 知り 、親 探しをし て家族 を見つ けたケー スもあ る。（ 大塚玲子「親は誰？

46 歳で｢産院取違え｣を知った人の闘い 育ての親を介護しながら､実親を探し続ける」『日本東

洋経済 Online』2019 年 8 月 1 日、https://toyokeizai.net/articles/-/293144?page=3） 

自らの出自を知らない人たちが、皆、自分の出生に関する情報を求めるわけではないが、こう

した情報を求める人がいるならば、可能な限り出自をたどれるシステムは構築しておくべきで
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はないかということを、この研究プロジェクトを通して強く感じた。 

「出自」とは、自分の生物学的な親や出生の経緯についての情報であり、この情報は私たちが

アイデンティティを形成する上で重要かつ不可欠であるとも言える。そして出自を知ることは、

私たちの権利の一つともいえよう。アメリカでは 1990 年頃から、養子・里子への出生の事実の

告知とアイデンティティの関係性に関する研究が多くみられるようになった。それらによると、

養父母が養子に対して生物学的な親の情報を提供すること、すなわち子どもに出自の情報を提

供することが、子に肯定的な効果をもたらすという結果も報告されている（森和子(2007) 養子

になった我が子に伝えたいこと －生い立ちの理解を助ける海外の絵本分析を通して－、文京学

院大学人間学部研究紀要 Vol.9, No.1, pp.109-129）。日本でも近年、養子を扱う児童福祉機関で

は養親に対して子どもが幼いうちに出生の経緯やどのように親子が家族となったかについて、

適切な時期に告知することを奨励するようになってきているところが多い。こうした傾向を反

映しているのか、日本財団が実施した養子縁組家庭に行なったアンケート調査の結果では、170

人の養親の回答のうち、真実告知をしている家族が 80.1%も占めていることが明らかになった

（日本財団（2016）養子縁組家庭に関するアンケート調査結果（概要版） 2016 年 12 月 

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/happy_yurikago/img/09.pdf）。 

 今回、最初の研究計画では調査の対象としていなかった養子で形成された家族も加えること

にした。調査に協力してくれた養子を迎えた夫婦は 3 組とも不妊を経験し、不妊治療をあきらめ

て養子を選択した家族だった。そして、これら養子をむかえた家族の話を聞くことで、さらに血

のつながりがなくても、家族、そして親子の絆は強く結ばれるということを強く感じさせられた。

特に 2 人の子どもを養子で迎えた家族に会ったときは、親子 4 人全員で報告者を迎えてくれて、

非常に仲のよさそうなにぎやかで明るい家族が、会話の中で「うちは 4 人とも血のつながりがな

い」といい、そのことばに非常に大きな衝撃を受けた。まさに血のつながりを越えた家族だった。 

愛知県で養子縁組に長く携わってきた矢満田篤二氏も、養子への真実告知は不可欠であると

いう。その理由は、子どもには「出自を知る権利」があるからで、育ての親は知りうる範囲のこ

とを子どもに伝える必要があると主張している。また、養親の口からではなくその他の状況で、
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養子であることを子どもが知ったら、その後の親子関係に負の影響を及ぼす可能性が高いとい

う点も鑑み、親自身が真実告知することの重要性をあげている（矢満田篤二、萬屋育子『「赤ち

ゃん縁組」で虐待死をなくす 愛知方式がつないだ命』（光文社新書、2015 年）。これは、養

子に限らず生殖医療で生まれた子の出自についてもいえることだろう。矢満田氏には、2020 年

2 月の鹿児島で開催された日本生殖心理学会・学術集会でも実際にお会いすることができた。 

本調査では、男性不妊のカップルが夫の父親の精子を用いて子どもを持った家族の物語も多

く紹介した。この特殊生殖医療で生まれてきた子どもは、生物学的には育ての父親と異母兄弟の

関係となる。その複雑さゆえに、こうした家族づくりを否定的に見る人も少なくない。しかし、

実際に私が会ったこの医療技術でできた親子は、一般家庭の親子と何ら違いはなかった。そして、

子どもが将来祖父の精子で生まれたことを知っても、だからといっていきなり祖父を父親と思

い、育ててくれた親を兄弟と意識するようになるとは思えなかった。かつては、きょうだいや親

戚間で子が養子縁組されることはめずらしくなかったという。こうした医療もそれにつづく関

係ととらえることはできないだろうか。 

カップルがなぜ父親の精子を選んだのか、その理由にはもちろん精子ドナーがなかなか見つ

からず、妻も妊娠・出産をする上での年齢的な限界が迫っていて、父親の精子を使わざるを得な

かったという人もいた。しかし、生まれてくる子どもの将来を考え、どこの誰だかわからない男

性の精子を使いたくなかったと答えたカップルも何組かいた。私たちはその言葉にもっと真摯

に耳を傾けるべきだと考える。ドナーが誰かわかっていれば、体質や病歴、性格やその人となり

も明らかであり、匿名の精子を使うよりも安心できるというのだ。日本で非匿名の精子を提供で

きない現状の中で、こうした選択をする人を誰が責められようか。ドナーがどのような人である

かにこだわるのは、子どものみならず親もそうなのかもしれない。 

家族のかたちは本当にさまざまである。血縁のある親子であれば、何も問題が起こらないわけ

ではない。それなのに、なぜ人は家族の血縁にこだわるのだろうか。私の出会った家族は、大半

が血のつながりを越えて親子の絆を深め、家族として穏やかな生活を営んでいた。大事なのは家

族を持ちたいと思う人が、誰でも家族をもてるようにすることであり、家族がどのような経緯で
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つくられたとしても、その家族に対して本来誰も批判する権利はないのだと考える。 

貴財団の研究助成を通して、血のつながりを越えた家族という自分にとっては新たな世界を

知ることができた。今後は親以外の精子や卵子で生まれた子どもの側からの声に注目して、さら

に研究をすすめたいと考えている。 
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