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一, はじめに

日本においては, 2013 (平成25) 年頃から ｢性的マイノリティ｣

｢LGBT｣ などの用語が広く使われるようになってきている｡ 雇用の場面

を中心に, これまで社会から排除されがちであった外国人や女性, 障がい

者, 高齢者などが活躍できる社会づくりが目指されて久しいが, ダイバー

シティとインクルージョン (Diversity and Inclusion), すなわち多様性と

包摂を目指す現代社会において, 性的マイノリティの問題がいま注目を集

めている｡ とくに2015 (平成27) 年には, 電通ダイバーシティ・ラボに

よる ｢電通 LGBT調査2015｣ が国内で LGBT当事者が人口の7.6％を占め

ることを示し, ｢LGBT元年｣ などとも表された｡ その後も性の多様性に

関する人権の視点からの活動や, さまざまな学域において研究も進められ

ている
(１)
｡ LGBTとは, ｢レズビアン, ゲイ, バイセクシャル, トランスジェ

ンダー｣ のアルファベット表記の頭文字を取った言葉である｡ 実際には,
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(１) 科学研究費採択課題においても, LGBTをキーワードとする研究課題

は2005 (平成17) 年頃から見られるが, 2013年度～2016年度は新規採択課

題として20件を超える研究が存在する｡ なお, 性の多様性, 性的マイノリ

ティをキーワードとする研究は, それ以前から医学, 社会学, 文化人類学

他, さまざまな領域で存在する｡ (科学研究費助成事業データベースによ

る)



多様な性のあり方はこの４つの分類では不十分であり, それぞれの属性の

なかでそれぞれの抱える問題を差異化して認識すべきであるが
(２)
, この

LGBTという語が, 性的マイノリティの問題を社会に広める役割を担った

ことは否めないように思われる｡

本稿は, 性的マイノリティ当事者が, ｢子をもつこと｣ や ｢子の育みに

関わること｣ に伴う問題について検討するものである｡ 社会において, 個

人の性のあり方が多様であると認めることは, 当然ながら, その当事者の

家族関係も多様であるという認識につながっていく｡ 親子に関する社会の

諸制度は, 親子関係を, 異性カップルと血縁のつながった子との間のもの

として位置付けてきたし, とりわけ民法では, 嫡出推定制度を定め嫡出子

と非嫡出子を区別することで, 法律上の婚姻による異性の夫婦とその間の

子から成る親子関係に優位性を持たせてきた｡ しかしながら, 現状として,

親子関係はすでに多様である｡ 当事者の少なくとも一方が再婚である婚姻

が婚姻全体の約25％を占める昨今においては, 再婚家庭において血縁に

よらない親子関係が存在することも少なくない｡ またひとり親家庭におい

ては, ｢子の育みに関わる親｣ は単独であり, 両親 (父母) ではない｡ 性

の多様性の視点から見ても, 性的マイノリティ当事者自身が子どもをもう

けたり, 養親や里親として子を養育することもあり, 考えるべき問題は血

縁関係や嫡出性という域を超えている｡ すなわち, 現実の問題として ｢子

をもつこと｣ ｢子の育みに関わること｣ は一定の親子観を離れ, すでに多

様性を帯びているのである｡ 本稿では, まずは, 性的マイノリティの家族
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(２) LGBT, 性の多様性に関する基礎的な知識を確認できる新書として,

風間孝・河口和也 『同性愛と異性愛』 (岩波新書, 2010), 森山至貴

『LGBTを読みとく―クィア・スタディーズ入門』 (ちくま新書, 2017) を

あげておきたい｡ とくに後者では, 多様な性のあり方について ｢LGBT｣

と一括りにすることの問題について, ｢『LGBT』 とまとめることの過ち｣

として述べている (24頁以下)｡



形成における問題を整理することを試みたいと思う｡

二, 性的マイノリティ当事者の親子関係をめぐる諸問題

NHKにより2015年10月に行われた日本全国の LGBT当事者への調査
(３)
の

結果を見ると, LGBTを含む性的マイノリティ当事者のうち, 子どもが

｢いる｣ と答えた人は5.6％であった｡ 子どもをもつに至った経緯について

は, 以前の法律上の夫や妻との間に産まれたというケースのほか, 生殖補

助医療を利用したケースがみられる｡ 子どもが現在 ｢いない｣ と答えた

1,615人のなかで, 子どもが欲しいかどうかについて回答した1,092人のう

ち, 子どもが ｢欲しい｣ と答えた人は半数以上であった｡ このように, 子

どもをもつことを望む当事者は少なくない｡ このような現実を前に, 民法

を中心とする親子関係を定める法状況は, 沈黙のままである｡ 以下では,

性的マイノリティ当事者が ｢子をもつこと｣ ｢子の育みに関わること｣ に

ついて, 法律上の問題点について考えていきたい
(４)
｡

１) 同性カップルが ｢子をもつこと｣

レズビアン, ゲイのカップルが ｢子をもつこと｣ ｢子の育みに関わるこ

と｣ には, どのような問題があるだろうか｡ 日本では, そもそも同性カッ

プルに婚姻する道が開かれていないため, 同性カップルの当事者と子ども

との間に嫡出性の問題は生じない｡ 同性カップルが ｢子をもつ｣ 形態は一
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(３) NHKが LGBT法連合会の協力のもと, 2015年10月に実施した調査｡

有効回答数は2600票｡

(４) 性の多様性と親子関係の法的問題については, 渡邉泰彦氏による比較

法研究のほか, 大島梨沙 ｢同性カップルによる家族形成と法制度の変容｣

二宮周平編 『性のあり方の多様性―一人ひとりのセクシュアリティが大切

にされる社会を目指して』 日本評論社, 2017, 218頁以下に問題状況の整

理がある｡



様ではなく, それぞれに法的課題がある｡ 具体的には, 同性カップルが,

一方の以前の婚姻中にもうけた子を養育しているケースもあるし
(５)
(ケース

Ａ), 生殖補助医療を介して子をもつこともある (ケースＢ)｡ レズビアン

カップルの場合, ドナーによる精子を用いて一方が懐胎し, 出産にいたる

ケースがある (ケースＢ①)｡ また, ゲイカップルが, 代理母を通じて子

をもうけることもある (ケースＢ②)｡ その場合, 卵子提供を必要とする

が, 卵子提供者と分娩者が相違するケースもありうる｡ いずれにせよ共通

なのは, 生物学上, 同性カップルが実子をもうける場合, カップルの一方

と子の間のみに血縁関係がある状態が生ずる｡

ケースＡについて検討する｡ この場合, 子にはすでに法律上の父母が存

在する｡ 分娩主義を採る日本における解釈では
(６)
, 子を分娩した者が母であ

り, レズビアンカップルの場合はその一方が, ゲイカップルの場合は一方

の以前の妻が母である｡ 男女の夫婦の再婚ケースでは, 再婚配偶者と他方

配偶者の連れ子とはいわゆる ｢連れ子養子縁組｣ により親子関係を創設す

ることができ, 婚姻中は実親と養親が共同で親権を行使すると解されてい

る｡ しかしながら, 同性カップルの場合には婚姻が認められていないため,

連れ子との間で養子縁組を行えば, 他方, すなわち実親の側の子への親権

は失われてしまう (民法818条２項)｡ つまり, 同性カップルがどんなに

安定した共同生活を送っていても, 一方の連れ子に対し, 当事者双方が共
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(５) 同性愛者やトランスジェンダー当事者が過去に異性との間で婚姻の履

歴をもつこともある｡ これは, 社会における結婚観やジェンダー役割を規

範的なものととらえ, それに適合しようと努力した結果であることも少な

くない｡

(６) 民法には嫡出子の母子関係は何を基礎とするのかを定める規定はない

が, 最高裁は判例において, ｢分娩の事実｣ (最判昭37・4・27民集16巻７

号1247頁), あるいは ｢懐胎・出産｣ (最決平19・3・23民集61巻２号619頁)

により, 法律上の母となることを示している｡



同で親権を行うことはできないのである｡ 異性の連れ子再婚のケースと比

すれば, その差は大きい｡ この差を生じさせているのは, 同性カップルが

婚姻できないことである｡

ケースＢ①については, 後述のように, 国内の登録施設ではレズビアン

カップルがドナーから精子提供を受けられないため, 精子に関する取引が

自由な国で第三者の精子を入手し
(７)
, 海外で AID

(８)
(Artificial Insemination by

Donor：匿名第三者の提供精子による人工授精 (非配偶者間人工授精))

を受けるなどして, レズビアンカップルの一方が出産する｡ この場合, 日

本では妊娠し出産した者が法律上の母とされるため, 分娩した女性が母と

なる｡ このとき, 同性カップルに婚姻関係が認められないため, 子は非嫡

出子となる｡ 非嫡出子の親権者については母と解されているため, 法律上

の母となった一方のみが親権者となる｡ カップルの他方が養子縁組をする

こと自体は可能だが, ケースＡと同様, 婚姻関係がないため共同親権の行

使ができない｡

次に, ケースＢ②のゲイカップルの場合, カップルの一方の配偶子と第

三者の提供配偶子を体外受精させ, これを代理母の子宮に移植し, 出産す

るケースがある｡ 日本では, 代理母による出産は認められておらず, 海外

で法律上婚姻している夫婦の受精卵を用い代理母が出産したケースにおい

ても, 最高裁は, 母子関係について ｢分娩者＝母｣ と解釈した (最決平19・

3・23民集61巻２号619頁)｡ したがって, このようなケースでは, ゲイカッ
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(７) 知人からの精子提供も考えうる｡ 国内でも個人が精子提供サイトを通

じて, 医療機関を介さず行われる精子提供の実態があるようである｡

NHK ｢クローズアップ現代｣ においても, この問題が取材・報道された

(2014年２月27日放送)｡

(８) 日本では, AIDは, 日本産科婦人科学会に登録された実施施設 (提供

精子を用いた人工授精に関する登録施設) のみで行われている｡ 2017年７

月時点で12か所｡



プルは当事者双方ともに法律上の親とはならない｡ もちろん, 養子縁組を

通じて一方の嫡出子とすることは可能である｡ 男女の法律上の夫婦であれ

ば, 夫婦が共同で養子縁組を通じて代理母の出産した子との親子関係を創

設することが可能であり, 特別養子縁組の要件を満たすとも判断されてい

る
(９)
｡ ここでも, 現行民法における親子関係をめぐる法制において, 子を養

育する同性カップルが法律上の婚姻ができないことが大きな障害となって

いる｡

２) 同性カップルが ｢子の育みに関わること
(10)
｣ の是非

周知のように, 日本では同性カップルに法的な婚姻は認められていない｡

憲法第24条１項は ｢婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し……｣ と定

めているため, 日本では異性婚のみが保護され, 同性婚は認められないと

いった主張も一部に存在する
(11)
｡ また, 具体的に婚姻の要件や効果を定める
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(９) 代理出産のケースで特別養子縁組が認められた審判が報告されている

(神戸家裁姫路支部審判平20・12・26家月61巻10号72頁)｡ 先行する代理出

産により子をもうけた夫婦の親子関係について争われた上述のケース (最

決平19・3・23民集61巻２号619頁) において, ｢特別養子縁組を成立させ

る余地は十分にある｣ との補足意見 (津野修裁判官, 古田佑紀裁判官) が

示されていた｡

(10) 北米と日本の同性カップルの子育てについて, 豊富な実例を取材した

報告として, 杉山麻里子 『ルポ同性カップルの子どもたち―アメリカ ｢ゲ

イビーブーム｣ を追う』 (岩波書店, 2016) がある｡ また, オーストラリ

アで2015年に製作された映画 『Gayby Baby―same-sex families told by the

kids』 (ゲイビー・ベイビー) は, 同性カップルを親にもつ４人の子ども

ゲイビーたちを追うドキュメンタリーである｡ 思春期の子どもたちの日常

を映しながら, 家族の多様性について子どもの側から捉える作品である｡

(11) このような主張に対し, 辻村みよ子氏は, 憲法24条１項は, ｢婚姻を

異性間でしか認められないとは明記していない｣ (辻村みよ子 『憲法と家

族』 日本加除出版, 2016, 128頁) と述べている｡ 憲法24条の解釈上の問



民法においても, 婚姻当事者は ｢夫婦｣ として定められている
(12)
｡ 欧米を中

心に同性婚の合法化が加速するなか, 日本における議論状況は具体的な提

案が示されるような状況にはまだない｡ しかしながら, 東京都渋谷区, 世

田谷区など一部の自治体で, パートナーシップの宣誓書への受領証を発行

するなど, 同性カップルを承認する取り組みが広がっている
(13)
｡ また, 企業

においても, 性の多様性に寛容な態度を表明する動きが見られる
(14)
｡ そのよ

うななかで, 当事者たちが ｢子をもつこと｣ ｢子の育みに関与すること｣

を求めるのは, 家族形成にかかわる権利にもとづくもので, ごく自然なこ

とであるように思う｡

諸外国においても, 同性カップルが子を養育することについて, 宗教的
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題としても, ｢憲法制定当時においては, 同性婚が念頭になかったことは

明らかと思われるような立法事実を認めつつも, 状況の変化によってこれ

を認めようとする動きもあるなど, 解釈の幅は広がっている｣ (同129頁)

と説明する｡

(12) 民法728条ほか, 親族編における多数の条文において ｢夫婦｣ という

表記が見られる｡ なお, 科研費採択課題 (研究課題番号17H02244) の共

同研究者とともに, 2018年２月にハワイ大学マノア校ロースクール

(University of Hawai‘i at ������William S. Richardson School of Law) を訪

問し, ハワイ州の性の多様性をめぐる法制や社会の状況についてヒアリン

グを行った｡ Calvin G. C. Pang教授へのヒアリングでは, ハワイ州で同性

婚が合法化されていく過程のなかで, ハワイ州法における husbandと wife

の表記が修正されていったことについて説明を受けた｡ この調査について

は, ハワイ大学マノア校ロースクールの多数の先生方にご協力いただいた｡

この場を借りて感謝申し上げたい｡

(13) 2018年５月現在, 東京都渋谷区, 世田谷区, 那覇市, 伊賀市, 宝塚市,

札幌市の６自治体において, 何らかの形でパートナーシップ制度が導入さ

れており, 福岡市など同様の制度の導入を検討する自治体がある｡

(14) さまざまな報告があるが, 最近の紹介として, 東優子, NPO法人虹

色ダイバーシティ, NPO法人 ReBit 『トランスジェンダーと職場環境ハン

ドブック―誰もが働きやすい職場づくり―』 (日本能率協会マネジメント

センター, 2018) 115頁以下がある｡



な側面や家族観をめぐる議論から賛否両論が存在する｡ とくに, 同性の両

親に子が養育されることに好意的な立場においては, 同性の両親に養育さ

れる子どもと異性の両親に育てられる子どもの間には, 発達の面において

差がないとする研究をその根拠として主張する｡ 例えば, 2013年に発表

されたオーストラリア・メルボルン大学における Simon Crouch氏らによ

る調査研究
(15)
では, 315組の同性カップルとその間で養育される 5～17歳の

子ども500人に対し, 異性の両親に育てられる子どもと比べてどのような

差異があるのかについて, 幅広い視点からの調査が行われた｡ そこで示さ

れたのは, 家族の結びつき, 一般的な健康や行動の面について, 同性の両

親に育てられる子どもは異性の両親に育てられる子どもに比べ有意に高い

ポイント (＋6％) をあげたことであり, その他の面では, 両群にとくに

有意差はなかった｡ この研究では, 同性カップルの家庭ではジェンダーに

関するステレオタイプの強制力が伴わないため, 各自が自分の役割を自由

に獲得することができ, その結果, 家族の結びつきや健康状態に良い影響

を与えていると分析されている｡ なお, オーストラリアにおいては, 2015

年12月にビクトリア州において同性カップルが共同で養子縁組をするこ

とが認められ
(16)
, その後, 2018年３月にノーザンテリトリー準州において

同性カップルの養子縁組を認める法案が可決されたため, オーストラリア
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(15) Crouch, S. R., Waters, E., McNair, R., Power, J. and Davis, E. (2014)

Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent

families : a cross-sectional survey. BMC Public Health. 14 : 635.

専門外でもあり, 筆者が本論をどのくらい正確に理解できたか自信がな

いが, この研究がオーストラリアの性的マイノリティの子の養育をめぐる

議論に大きな影響を与えたことは確かである｡

(16) The Adoption Amendment (Adoption by Same-Sex Couples) Act 2015

による｡ ただし, この段階では, 養子縁組を行う機関に対する宗教上の理

由による免除 (religious exemption：すなわち, 同性カップルの養子縁組

を拒絶することを容認する) が認められた｡



全土において同性カップルの養子縁組が認められている｡ 2017年12月,

国民投票の末に同性婚を合法化したことの影響が大きいと思われる｡

このほかにも, 親子関係の質や子どもの社会情緒面及び性的発達の視点

から, レズビアンカップルに養育される子どもと異性の両親が養育する子

どもの間に大きな違いがないことを示した長期間にわたる調査
(17)
なども存在

し, 2002年の段階で, アメリカ小児科学会 (American Academy of

Pediatrics) は同性愛者の親を支援する内容の報告書を出している｡ さら

に, 国勢調査の調査項目をもとに, 同性カップルの両親と異性カップルの

両親, それぞれ95組のもとで養育される子どもたちの間に, 親子関係,

養育におけるストレス, 子どもの一般的な健康や情緒的な困難, 対処行動,

学習行動などの面において, 両群の子どもたちの間に有意さは示されなかっ

たとする新しい研究も報告されている
(18)
｡ この種の研究は, 性的マイノリティ

が里親, 養親となることをサポートするものであるが, 同性カップルの子

育ての健全性を証明しなければならない社会の実状については違和感を覚

えざるを得ない｡ 異性の両親に育てられる場合でも, 虐待その他の養育上

の問題は多数報告されているからである
(19)
｡
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(17) Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J.,

Stevens, M., & Golding, J. (2003). Children with lesbian parents : A commu-

nity study. Developmental Psychology, 39(1), 20�33.

(18) Bos, H. M. W., Knox, J. R., van Rijn-van Gelderen, L., & Gartrell, N. K.

(2016). Same-sex and different-sex parent households and child health out-

comes : Findings from the national survey of children’s health. Journal of devel-

opmental and behavioral pediatrics, 37(3), 179�187. この調査の内容につい

ては, https://www.nllfs.org/images/uploads/pdf/nllfs-same-sex-different-sex-

parent-households-2016.pdf より入手可｡

(19) 前掲注17における研究は, 同性の両親が育てる子どもの抱えるスティ

グマの問題について指摘している｡ これはむしろ, 性的マイノリティの子

育てに対する社会の側の知識や理解の問題である｡



３) 性同一性障害者の問題
(20)

日本では, 2003 (平成15) 年に成立した性同一性障害者特例法 (以下,

特例法) の下, 2004年から2016年の間に7000件を超える戸籍上の性別取

り扱い変更の申立てがあった｡ 性別変更の手続後は, 変更した性別での婚

姻や養子縁組が可能となる｡ しかし, 特例法は, 性別変更をする者に対し,

血縁関係のある子どもをもうけることを予定していない｡ 現行の特例法で

は, 性別変更の要件として, 第３条１項に ｢現に未成年の子がいないこと

(３号)｣, ｢生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある

こと (４号)｣ と規定されているからである｡

性別変更の申立て段階で ｢未成年の子がいないこと｣ を要件とするのは,

長らくの間, 子の親を異性の男女と考えてきた社会において, 家族秩序の

混乱, 子の福祉への影響を懸念したものだと説明されている
(21)
｡ この点は,

特例法の立法過程において当事者団体を混乱させた
(22)
｡ 2008 (平成20) 年

の同法の改正により, 第３条１項３号は ｢現に子がいないこと｣ から ｢現

に未成年の子がいないこと｣ となったが, 立法当時は, 子をもつ当事者に

性別変更の道を閉ざす内容であったためである｡ この点につき, 東京高裁

は ｢５要件の存在により, これを満たさない性同一性障害者の利益が制約

されるとしても, そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し, 著しく不合
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(20) この点につき, 谷口洋幸ほか編 『セクシュアリティと法―身体・社会・

言説との交錯』 (法律文化社, 2017) 第４章では, 性的マイノリティの親

子関係について, とくに性同一性障害者の問題状況について述べる (執筆：

山下敏雅)｡

(21) 南野知惠子監修 『｢解説｣ 性同一性障害者性別取扱特例法』 (日本加除

出版, 2004) 89�92頁｡

(22) 二宮周平 ｢トランスジェンダーがおかれている社会の現状と課題｣ 二

宮周平編 『性のあり方の多様性―一人ひとりのセクシュアリティが大切に

される社会を目指して』 日本評論社, 2017, 53頁参照｡



理であることが明白であるといえず, 憲法13条に違反するものではない｣

とした｡ また特例法の ｢５要件により, これを満たす性同一性障害者とこ

れを満たさない性同一性障害者との間に区別が生じることになるとしても,

憲法14条１項に違反するものではない｣ と判示している (東京高決平成

17・5・17家月57巻10号99頁)｡ 最高裁も, 性同一性障害と判断され戸籍

上の性別を男性から女性に変更するよう求めた事案において, 家裁, 高裁

が子のいることを理由に申立を却下していた事例で, 特例法第３条１項３

号について, ｢現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合,

家族秩序に混乱を生じさせ, 子の福祉の観点からも問題を生じかねない等

の配慮に基づくものとして, 合理性を欠くものとはいえないから, 国会の

裁量権の範囲を逸脱するものということはできず, 憲法13条, 14条１項

に違反するものとはいえない｣ と判断した (最決平19・10・19家月60巻

３号36頁)｡

これに加え, 特例法第３条１項４号の生殖腺の除去要件については, 変

更前の性別での生殖機能によって子が生まれることから生じる混乱を抑止

することがその立法趣旨とされる｡ 当事者の視点から考えると, 生殖腺の

除去要件は, 戸籍上の性別を変更するためには不妊化手術を受けることを

義務付けていると解することもできよう｡ この点につき, 自己決定権を保

障した憲法第13条に反するとして争われたケースがある (岡山家審平成

29・2・6)｡ 裁判所は, ｢憲法13条に違反するほど不合理な規定というこ

とはできない｣ として申立てを却下している
(23)
｡ 一方で, 2013 (平成25)

年12月10日, 最高裁は特例法に基づき性別変更した男性に対し, 婚姻後

に妻が第三者の精子提供により懐胎した子との間で嫡出親子関係を認める

判断を下した (最決平成25・12・10民集67巻９号1847頁)｡ つまり, 日本

論

説

法と政治 69巻 2号Ⅱ (2018年 8月) 251(1043)

(23) この審判に対する解説として, 渡邉泰彦 ｢性別変更における生殖不能

要件の要否｣ (LEX / DB 25545225) がある｡



の親子関係にかかる法制度, そして司法の判断においては, 性別変更をし

た者が自身と血縁関係のある実子をもうけることはできないが, 生殖補助

医療の利用により血縁関係のない嫡出子を持つことは認められたことにな

る｡

性的自己決定権やリプロダクティブ・ライツの観点からすると, 多様な

性のあり方が承認されていくなかで, 性別変更した当事者に ｢子をもつ｣

権利を保障することは当然のことではないかと考える｡ 性的マイノリティ

当事者の場合, 子をもうける過程で生殖補助医療の利用や養子縁組制度と

の関わりが大きく
(24)
, 法整備が求められている｡ 生殖補助医療の利用要件,

子の出自を知る権利をどう考えていくか, このあたりの問題を含めて, 現

行法の枠組みを超えた議論が喚起される必要があるように思う｡

４) 性的マイノリティが ｢子の育みに関わる｣ とき―里親として

2017 (平成29) 年４月, 大阪市が男性二人の同性カップルに対し里親

認定をしたことが話題になった
(25)
｡ 塩崎恭久厚生労働大臣 (当時) は, この

話題に対し, ｢同性カップルでも男女のカップルでも大事なことは, 里親

として育てていただく子どもさんのために愛着形成がしっかりなされ, そ

して健康で経済的にも安定している家庭の中で, 子どもさんがしっかりと
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(24) 性同一性障害者が養子縁組をすることは法制上可能だが, 民間機関の

養子あっせんにおいては, 戸籍謄本を提出することから性同一性障害者の

性別変更の事実がわかると, 優先順位が取り下げられるとのことである｡

山本蘭 ｢性同一性障害の当事者がおかれている社会の現状と課題｣ 医学の

あゆみ256巻４号 (2016) 306頁｡

(25) 毎日新聞記事 ｢男性カップル里親に―大阪市が全国初認定｣ (2017年

４月６日朝刊) ほか, 複数機関による報道が見られた｡ なお, レズビアン

カップルについては, これまでも兵庫県ほか里親認定の実績が確認されて

いる｡



真っ直ぐ育っていることが大事でありますので, どのようなカップルであ

ろうとそれが達成できれば我々としてはありがたいと思います｣ と述べ

(平成29年４月７日会見), 同性カップルが里親として登録されることに

ついて, 厚生労働大臣として肯定的な態度を示した｡ 塩崎氏は, この後,

日本における要保護児童の養育環境について, 日本で長く続く施設入所偏

重から里親など家庭的養育を優先する方向へと舵を切った｡

現在の日本には, 45,000人の社会的養護を必要とする子どもたちがある

とされる
(26)
｡ 2016 (平成28) 年５月に児童福祉法が改正され, 社会的養護

を必要とする子どもたちをめぐる国の政策は大きく変わろうとしている｡

この法改正の後, 厚生労働省に置かれた審議会 ｢新しい社会的養育の在り

方に関する検討会｣ が始動した｡ 2017 (平成29) 年８月には ｢新しい社

会的養育ビジョン｣ として, 家庭養育優先・施設の専門性の強化などが掲

げられ, 就学前の子どもは原則施設入所させず, ３歳未満の子は５年以内

に, ３歳から就学前児童については７年以内に, 里親と小規模住宅型児童

養育事業 (ファミリーホーム) への委託率を75％にするといった方針が

示された
(27)
｡ 背景として, 改正児童福祉法第３条で家庭的養護が推進された

ことが大きいが, 2016 (平成28) 年度末で社会的養護のうち里親等への

委託率は18.3％にとどまっており, 施設入所が多数を占める日本の要保護
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(26) 厚生労働省 ｢社会的養育の推進に向けて (平成29年12月)｣ 資料によ

る｡

http : // www.mhlw.go.jp / file / 06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku / 0000187950.pdf (最終アクセス2018.4.20) に

おいて確認可｡

(27) この方針については, 全国児童擁護施設協議会による意見書をはじめ,

社会的養護に関わる現場において厳しい評価が見られた｡ その多くは, 社

会的養護の現状を踏まえない方向性や施設への偏った見方を批判するもの

である｡



児童の現状から考えると大きな変革である｡ 要保護児童に対するこのよう

な国の新しい政策のなかで, 今後, 里親委託は一定数増えることが予想さ

れる｡ 要保護児童のなかには多様な性を生きる子どもたちも確実に存在す

る｡ また, 性的虐待などの被害から, 異性の親とのかかわりを拒絶した方

が良いケースもあるだろう｡ つまり, 要保護児童の背景や ｢要保護｣ 状態

は決して一様ではない｡ したがって, 里親の側にも多様性が求められるの

である｡ 性的マイノリティ当事者が里親として ｢子の育み｣ に加わること

には, 社会的に大きな意味があると考える｡

ところで, 里親については児童福祉法第６条の４において定められる｡

養育里親, 専門里親, 養子縁組里親, 親族里親に区別されるが, 血縁関係

のない場合, 養育里親が一般的である｡ 同条１号によれば, 養育里親とは

｢厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する

者｣ であり, ｢養育里親名簿に登録された者｣ を指す｡ 同条１号では, 養

育里親の要件として, 括弧書きながら, ｢都道府県知事が厚生労働省令で

定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定め

る要件を満たす者に限る｣ とされている｡ 児童相談所をもつ69自治体

(平成28年度段階, 47都道府県と20の政令指定都市, 中核市のうちの２市)

が示す養育里親の要件は一様ではない｡

一例をみると, 2016 (平成28) 年度にもっとも里親委託率の高かった

新潟県 (里親委託率48.9％) では養育里親の要件として, ｢要保護児童の

養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有し

ていること｣ ｢経済的に困窮していないこと｣ ｢里親希望者及びその同居人

が児童福祉法に規定する欠格事由に該当しないこと｣ ｢養育里親研修・養

子縁組里親研修を修了していること｣ という４点が示されている｡ また,

筆者の居住する滋賀県は里親委託率が比較的高い地域であるが, 養育里親

の要件として, ｢心身ともに健全であること｣ ｢子どもの養育についての理
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解および熱意ならびに子どもに対する豊かな愛情を有していること｣ ｢子

どもの福祉を理解し, 社会的養護の担い手としての責任を持って, 関係機

関等と協力し, 子どもを養育することができること｣ ｢経済的に困窮して

いないこと｣ ｢滋賀県が定める養育里親研修を修了していること｣ といっ

た要件に加え, 里親希望者及びその同居家族が児童福祉法第34条の20に

定める欠格事由に該当していないことを必要とする
(28)
｡ 多くの自治体で里親

の要件としているのは, 児童福祉法, 厚生労働省各通知に沿った内容であ

る｡

一方, 東京都では ｢東京都里親認定基準｣ として, 他の自治体に比べか

なり詳細な内容を有している｡ 里親には, ｢社会通念上事実上の婚姻関係

にある者を含む｣ (里親認定基準注釈７) とされているため事実婚夫婦は

里親として認められるが, ｢家庭及び構成員の状況｣ として里親となる者

に配偶者がいない場合, ｢補助者｣ として, 20歳以上の親族もしくは事実

婚の同居者の存在を必要としている｡ この要件の下で同性カップルは, 異

性の事実婚関係と同様の関係とみなす解釈をしない限り排除されることに

なるが, 東京都は, 同性カップルの関係は ｢親族｣ ｢事実婚｣ には該当し

ないとしてきた｡ 2017年の毎日新聞の調査によると, 東京都のほかにも

同性カップルの申請に対し ｢受理するか分からない｣ としたり, 児童相談

所の評価や実際のマッチングの適否の判断において同性カップルであるこ

との影響は不明とする自治体が, 全体の約２割にのぼった
(29)
｡

厚生労働省は, 2017 (平成29) 年度から, 里親の新規開拓から委託児
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(28) 滋賀県の里親制度に関する調査研究として, 森本美絵・宮里慶子 ｢滋

賀県の里親支援体制の現状とその実際―2009年度～2012年度の調査から｣

京都橘大学研究紀要40号85頁以下がある｡

(29) 毎日新聞記事 ｢東京都, 同性カップルは除外 69自治体調査｣ (2017

年４月16日朝刊)｡



童の自立支援までの一貫した里親支援を, 児童相談所を有する都道府県の

業務として位置づけている｡ 今後, 里親認定の要件など, 里親運営につい

て自治体間での差を埋める努力が必要とされるし, 実際のマッチングの過

程で性的マイノリティが里親として委託されることに差別的な扱いがない

よう働きかける必要がある｡ 性的マイノリティ当事者のうち, 性同一性障

害者については嫡出性や特別養子縁組の成立を認める司法の判断があり,

里親認定を受けることについても今のところ問題は指摘されていない｡ 同

性カップルの里親委託については上述のような現状があり, 委託後の支援

の一環としてジェンダー・アイデンティティの面から子どもをフォローす

ることも必要となるかもしれない｡ これについては, 海外の取組みから学

ぶことが多いように思う｡

５) 生殖補助医療へのアクセスの問題

レズビアン, ゲイカップル, 性同一性障害者で戸籍上の性別変更を行っ

た当事者が ｢子をもつ｣ 過程においては, 自然懐胎が望めないため, 生殖

補助医療技術を利用することになる｡ 日本では, 生殖補助医療に関する立

法が存在せず, 医療機関は日本産科婦人科学会の示す会告 (自主ルール)

に従っているのが現状である｡ それでは, 性的マイノリティ当事者の生殖

補助医療へのアクセスはどのように考えられているのだろうか｡ 日本産科

婦人科学会の会告などにおいて, 性的マイノリティの生殖補助医療技術の

利用の可否について明言するものは存在しない｡ ただ, 2015 (平成27)

年６月の日本産科婦人科学会の会告 ｢提供精子を用いた人工授精に関する

見解｣ において, ｢被実施者は法的に婚姻している夫婦｣ とされており,

これによると, 第三者の精子による人工授精 (AID) については, 法律婚

夫婦に対し実施されていることになる｡ したがって, 特例法による性別変

更後の性同一性障害者が婚姻した場合にはこの要件をクリアでき, 前述し
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た特例法にもとづく性別変更後の性同一性障害者が婚姻し子をもうけたケー

スについての最高裁の判断は, 前提として, 性同一性障害者への生殖補助

医療へのアクセスを認めるものでもある
(30)
｡ 一方で, 同性カップルの場合に

は婚姻ができないため, 現在の会告のもとではこの施術を受けることがで

きない｡ とくにレズビアンカップルにおいてこの問題は深刻である｡

より高度な生殖医療技術である体外受精についてはどう考えられている

のだろうか｡ これについて, 日本産科婦人科学会は2014 (平成26) 年ま

で, 体外受精の対象を ｢婚姻して｣ いる者としていた｡ 非嫡出子の相続分

規定違憲決定 (最大決平25・9・4 民集67巻６号1320頁) の後, 2014 (平

成26) 年, 法律婚の届出をしない事実婚夫婦にも実施を認める会告を発

表している｡ 以下では, 体外受精にかかる日本産科婦人科学会の理念や,

施術対象を事実婚にも拡大した経緯について見てみたい｡ 性的マイノリティ

当事者のうち, とくに同性カップルについては, 同性婚が認められない現

在, 事実婚カップルと同様にその関係を婚姻に準ずるものとして保護する

余地が十分にあると考えるからである｡

日本産科婦人科学会が1983 (昭和58) 年に定めた体外受精に関する会

告では ｢被実施者は婚姻しており, 挙児を希望する夫婦で, 心身ともに妊

娠・分娩・育児に耐え得る状態にあり, 成熟卵の採取, 着床および妊娠維

持が可能なものとする｣ とされていた｡ その後, 前述のように, 2013

(平成25) 年９月の非嫡出子相続分規定違憲決定, 同年12月の民法900条

の改正を受けて, 体外受精を受ける患者の要件として ｢婚姻しており｣ の

部分が削除された
(31)
｡ したがって現在の会告によると, 体外受精を受ける患
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(30) 前掲注22の論稿がこの点に触れている (56頁)｡

(31) 公益社団法人日本産科婦人科学会会告 ｢｢体外受精・胚移植／ヒト胚

および卵子の凍結保存と移植に関する見解｣ における ｢婚姻｣ の削除につ

いて｣ (2014 (平成26) 年６月発表)｡ なお, 2006 (平成18) 年の段階で,



者は法律婚夫婦に限定されない｡

一方, 日本生殖医学会 (旧名：日本不妊学会) は, 2006 (平成18) 年

の段階で国際的な動向を受け, すでにガイドラインを発表して体外受精を

事実婚の不妊カップルにも実施すべきであることを主張していた
(32)
｡ その一

部を引用する｡ ｢近年, 親子・男女の結合・家族のあり方や考え方は大き

く変容し, 多様化している｡ また, 社会の側も多様化したカップルに対し

て寛容であることが求められている｡ 不妊治療として体外受精を希望する

カップルのなかには, 事実婚を選択したカップルも少なくない｡ そのため,

不妊カップルに対する体外受精の実施にあたり, 対象者を法的婚姻関係に

ある夫婦に限定した日産婦《日本産科婦人科学会》会告については, 治療

を受けるカップルおよび治療を行なう医療機関双方からその問題点が指摘

されている｡ (※《 》は筆者により記した｡)｣ ｢事実婚の不妊カップル

に対する本人同士の生殖細胞を用いた治療を可能とするべきと考える｣｡

ここでは, 親子やカップルの結びつきや家族観に関する多様性の承認が契

機となっているように見受けられる｡

この問題に関して, 日本産科婦人科監事 (当時) の吉村泰典氏 (慶応大

学医学部) は2014 (平成26) 年の産経新聞の取材において, 体外受精の

実施を法律婚夫婦に限っていた理由を, ｢生まれた子供に法的な不利益が

ある以上, 事実婚のカップルへの体外受精を推奨できなかった｣, ｢法律婚

に比べ不安定とされる事実婚の夫婦間で, こうした第三者を介する生殖補

助医療を行うことは, 家族関係をさらに不安定にしてしまう｣ と説明して

いる
(33)
｡ つまり, 非嫡出子への法律上の不利益や, 法律婚夫婦が親としてもっ
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戸籍等での婚姻実態の確認書類の提出要件は削除されていた｡

(32) 一般社団法人日本生殖医学会ガイドライン ｢事実婚における本人同士

の生殖細胞を用いた体外受精実施に関する日本不妊学会の見解｣ (2006年

２月２日付) 参照｡



とも安定した関係にあるとの認識にもとづき, 体外受精の実施を法律婚に

限っていたということのようである｡ 非嫡出子への法的差別が解消された

現在では, 夫婦やカップルの関係の安定性を子どもの生育環境の視点から

どう考えるかが問われている｡ 法律婚夫婦に比して, 事実婚や同性カップ

ルの関係の安定性についての国内のデータは無いように思われる｡ 生まれ

てくる子どもの視点からも広く検討されるべき課題である｡

加えて, 不妊治療費助成事業の対象についても触れておきたい｡ 2017

(平成29) 年４月, 塩崎恭久厚生労働大臣 (当時) は, その対象を事実婚

カップルに広げることを検討する考えを示していたが, 報道によると ｢父

親が確定できない恐れがある｣ などという指摘に配慮して見送られたよう

である｡ 事実婚カップルに対する不妊治療の公的助成は京都府など一部自

治体が独自に実施しているが, 厚生労働省は認めていない｡ ｢子をもつ｣

ことを希望する当事者にとって, 生殖補助医療へのアクセスが必要とされ

る場合には, 事実婚はもとより, 性的マイノリティの家族形成の権利につ

いても配慮されるべき時が来ているように思う｡

三, まとめに代えて

以上述べてきたように, 性的マイノリティ当事者が ｢子をもつこと｣

｢子の育みに関わること｣ には, 法的な問題だけでなく, 家族政策上のさ

まざまな課題がある｡ 1994年にカイロで開催された第３回国際人口・開

発会議 (International Conference on Population and Development：ICPD)

において提唱された, 性と生殖に関する権利 (Reproductive Rights, 以下,
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(33) 産経新聞オンライン記事 ｢少子化対策の切り札？事実婚の体外受精容

認｣ (2014年１月13日)｡

https : // www.sankei.com / life / news / 140113 / lif1401130038-n1.html (最終ア

クセス2018.5.1)



リプロダクティブ・ライツ) の視点からは, カップル及び個人は, 生殖に

関するさまざまな権利を有していると考えられている｡ 性的マイノリティ

当事者についても, そこから排除されるものではないし, されるべきでも

ないだろう
(34)
｡ リプロダクティブ・ライツは, ｢すべてのカップルと個人が

自分達の子どもの数, 出産間隔, ならびに出産する時を責任を持って自由

に決定でき, そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利｣

であり, その権利は, ｢差別, 強制, 暴力を受けることなく, 生殖に関す

る決定を行なえる権利も含まれている｣ とされる
(35)
｡ この権利は, 先進国に

おける中絶容認運動と途上国での人口抑制政策, また優生学的な人口管理

政策に対する反対運動を背景として提唱されたが, 現代の問題として, 性

的マイノリティ当事者が ｢子をもつ｣ 基本的な権利としての意義をも有し

ているといえるだろう｡

とはいえ, 日本国内における性的マイノリティ当事者の生殖や親子関係

をめぐる法的問題は, 既述のように課題が多く, 現実に沿ったきめ細やか

な検討が求められている｡ 諸外国では, 同性カップルの養子縁組を認める

国が増えている｡ 特に注目されるのは, 2016年３月31日, アメリカ連邦

地裁においてミシシッピ州の同性カップルへの養子縁組を禁じた法を違憲

とする判断である
(36)
｡ この判決を契機として, 現在ではアメリカ合衆国のす
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(34) 岡山大学ジェンダークリニック医師の中塚幹也氏は, 医学の立場から

この権利との関わりについて述べる｡ 中塚幹也 ｢性的マイノリティのリプ

ロダクティブ・ヘルス/ライツ｣ (特集 ｢LGBTを正しく理解し, 適切に対

応するために｣) 精神科治療学31巻８号, 2016, 1073頁以下｡

(35) 谷口真由美 『リプロダクティブ・ライツとリプロダクティブ・ヘルス』

(信山社, 2007) 8 頁｡

(36) See Campaign for Southern Equality v. Mississippi Department of Human

Services, 175 F. Supp. 3d 691 (S.D. Miss. 2016).

他州ではすでに廃止していたが, ミシシッピ州にのみ, 同性カップルが養

子を迎えることを禁じる法が存在していた｡



べての州において同性カップルの養子縁組が合法化された｡ 海外において

は, 生殖補助医療へのアクセスの要件についても, 同性婚が合法化する流

れのなかで, さまざまな形で法整備が試みられている｡ 日本においても,

性同一性障害者に性別変更後の性での婚姻を認め, また同性カップルの関

係が一部の自治体において婚姻に相当する関係だと承認されていくなかで,

性的マイノリティ当事者の ｢子をもつ｣ ｢子を育む｣ 権利をめぐる議論は

避けられない｡ 日本では生殖補助医療をめぐる立法が頓挫しているが, 事

実先行の現状に対し, 社会において何らかの合意形成が進められる必要が

ある｡ 性的マイノリティの親子関係をめぐる問題を考えることは, 日本に

おける親子観に変容を迫り, 相対化の契機となる｡ 本稿では問題状況の整

理をしたにすぎないが, 今後, 具体的な問題を検討するとともに, 親子観

の相対化がもたらす家族法, 家族政策上の課題について, さらに考えてい

きたいと思う｡ なお, 性的マイノリティの家族形成については養子縁組を

めぐる問題が外せないが, 本稿では十分に触れられなかった｡ この点につ

いては, 比較法的な見地も含め, 別稿にて検討する予定である｡

(本研究は, 科学研究費採択課題 (基盤研究Ｂ) ｢LGBTQを含む性の多

様性に関する法的問題の総合的研究｣ (代表：矢野恵美) の研究成果の一

部である｡)

【付記】2018年５月19日, 東京都において同性カップルに養育里親とな

る道が開かれたとの報告があったことを付しておきたい｡ 2018 (平成30)

年10月１日からの施行となる｡

※田中通裕先生には, 大学に入学して以来ずっとご指導頂いた｡ 高校生の時

から, 児童虐待や夫婦別姓の問題など, 家族と法の問題に関心を有してきた

私が, 学部一年生から田中ゼミで勉強する機会を得たことは, あまりに幸運

だったと言わざるをえない｡ 大学院を受験することを相談した際, 田中先生
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は ｢貴女のような問題意識を持った人が大学院で勉強することには意味があ

る｣ と言ってくださった｡ この言葉は, 今でも弱った時の支えである｡ 不出

来で奔放な弟子である私をいつも寛容に見守って下さった恩は, どんなとき

も忘れずにいたいと思う｡ その恩に報いる執筆を届けることがかなわず情け

ない思いであるが, 性の多様性と親子関係についての研究の続編を待って頂

けたらと願う｡
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Does the Social Acceptance of Gender Diversity Relativize

the Parent-Child Models ?

―From the Perspective of Foster Care,

Assisted Reproductive Technologies, and Other Points

Naoko TATEISHI

This paper examines various problems for gender minorities accompany-

ing “having a child” and “being involved in child rearing.” Acknowledging

the diversity of individuals’ genders in society naturally leads to the recogni-

tion that gender minorities’ family relationships are also diverse. Until now,

the various systems in Japanese society related to parent-child relationships

have been positioned as parent-child relationships between heterosexual

couples and a blood-related child. Moreover, the Civil Code, mainly in the

legitimacy determination system, assigns superior status to parent-child re-

lationships involving a husband and wife (heterosexual couple) and a child

born in legal marriage. From the perspective of gender diversity, there are

gender minority parents who have a child and raise the child as adoptive or

foster parents, and the matter to consider is a parent-child relationship that

extends beyond blood relation and legitimacy. However, presently, parent-

child relationships in Japan are already diverse. In recent years, where 25％
of marriages is a second marriage for at least one of the parties, there are

many cases of non-blood-related parent-child relationships in second-

marriage households. In single-parent households, which account for ap-

proximately 7％ of households in Japan, there is just one “parent involved in

child rearing” rather than both (father and mother). That is, in reality,

“having a child” and “being involved in child rearing” depart from the par-

ent-child views presumed by the Civil Code and are diverse. In this paper,

I would like to try to organize problems in gender-minority family formation

from the perspective of foster parents and assisted reproductive technolo-

gies.
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