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代理懐胎と国際私法

北澤研究会
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Ⅰ　はじめに

1978年に世界初の体外受精児がイギリスで誕生して以来、生殖補助医療は目覚

ましい進化を遂げてきた。この技術発展により、不妊に苦しむ夫婦・カップルが、

自分の遺伝子を受け継ぐ子をもうけられるようになった。このようにして生殖補

助医療、特に代理懐胎はそれまで子を持つことを諦めていた人々の未来を照らす

「光」として期待されたが、それと同時に代理懐胎から生まれた子の母は誰にな

るのかという「影」の側面も現れることになった。現在、わが国では実質法レベ
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ルで代理懐胎が規制されていることや、分娩主義が判例・通説となっていること

を考えると、国内事案ではこの「影」の側面が表出することは少ないように思わ

れる。それに対して、国際私法上では実際に問題が生じうる。考えうる場面とし

ては以下の二通りがある。まず日本人依頼者と外国人代理母との間で子の引渡し

を巡って争いが生じた時にどのように解決するのかという狭義の国際私法上の問

題である。この問題に関して、現行の「法の適用に関する通則法」（以下「通則法」）

が代理懐胎から生じる親子関係についての規定を設けていないことから、解釈論

で解決を図るのは難しいように思われる。次に、代理懐胎子と依頼者夫婦（日本

人）との間に親子関係の成立を認める外国判決が下された場合、その代理懐胎子

と依頼者との間の親子関係が日本でも同様に成立するのかという外国判決の承認

にかかわる広義の国際私法上の問題である。後者の問題に関しては、実際に、最

高裁決定が出されており、本稿では代理懐胎から生じる親子関係の成立について

の外国判決の承認の可否の問題に関して、国際私法上の観点から論じていく。第

1章では代理懐胎についての日本および諸外国の状況について概観したうえで、

第 2章では外国判決の承認の可否に関する判例・学説を紹介する。続く第 3章で

は、従来の議論を再検討し、第 4章で代理懐胎の国際私法上の問題に関する若干

の私見を述べる。

1　代理懐胎とは

そもそも代理懐胎とは、「子を持ちたい女性（依頼女性）が、生殖医療の技術を

用いて妊娠すること及びその妊娠を継続して出産することを他の女性に依頼し、

生まれた子を引き取ることをいう」1）。これには主に、サロゲートマザーとホス

トマザーの 2つの方法がある。サロゲートマザーは、「一般に、夫の精子を第三

者の子宮に人工授精の手技を用いて注入して懐胎させ、この第三者が妻の代わり

に妊娠・出産するものである。これに対し、ホストマザーは、一般に、妻の卵子

を体外受精で行われる採卵の手技を用いて妻の体外に取り出し、夫の精子と受精

させ、胚となったものを第三者の子宮に移植することによりこの第三者を懐胎さ

せ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものである。 なお、依頼女性・

代理懐胎者以外の女性から提供を受けた卵子を用いる場合もホストマザーと呼ぶ

が、妻以外の女性から卵子の提供を受ける場合には卵子提供に関する諸問題も同

時に論じなければならない」2）。日本の事例ではこの両者が代理懐胎の代表的な
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類型であるため、本稿ではそれらを念頭に考察を加えていく。

2　日本の現状

現在わが国では生殖補助医療および代理懐胎に関する法的規制は存在せず、日

本産婦人科学会が定めた自主規制3）があるのみである。それによれば、代理懐胎

（前述の 2類型共に）の実施・斡旋は禁止されている。しかしこれは自主規制であ

るため法的拘束力はなく、また、日本産婦人科学会は任意加盟の団体であること

から、規制に反したとしても除名処分を受けるだけで、医師は除名後も診療行為

を継続することができてしまう。実際に、1998年に長野県のある産婦人科医が国

内で初めて体外受精を実施したことを公表したため、同会から除名されたが

（2004年に同会復帰）、その後も依然として生殖補助医療を行っているという現状

がある。こうした医学界における自主規制の限界の顕在化を受けて、厚生科学審

議会先端医療技術評価部会生殖医療技術に関する専門委員会が2000年に報告書を

まとめ、改めて代理懐胎を禁止する姿勢を打ち出した4）。また、この報告書をも

とに、厚生科学審議会生殖補助医療部会5）や法制審議会生殖補助医療関連親子法

制部会6）、日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会7）が代理懐胎の法整備

についての審議を開始し、報告書を提出したものの、代理懐胎に対して否定的な

態度が変わることはなかった。中でも、日本学術会議の提言は、代理懐胎を禁止

するだけでなく、その斡旋者を処罰する規定を置くことも視野に入れている8）。

このように、様々な報告書・提言・試案が作成されているにもかかわらず、国会

における審議は進んでいない。

3　諸外国の現状

諸外国における代理懐胎への対応は統一されておらず様々である。まず、代理

懐胎を禁止している代表的な国としてドイツ、フランスがあり、そして容認して

いる代表的な国（無償に限り認める、裁判所の許可が必要な場合などを含む）として

イギリス、インド、アメリカ、オーストラリア、ベトナムなどがある9）。全体的

には容認する国、しない国の数にさほど差は見られず、また明文規定を設けてい

る国があるのに対して、日本などのように自主規制を設けるにとどまる国も少な

くない10）。

では代理懐胎に対する消極的、積極的な根拠には共通してどのようなものがあ

るのだろうか。前者としては、人体の取引による人間の尊厳の侵害、代理母とな
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る女性への身体的リスクが挙げられる一方、後者としては主に、病気などにより

子を持つことのできない夫婦の意思が実現できることが挙げられる。このように

各国共通の理由がある中で、その国独自の根拠を有する国も存在する。まずドイ

ツについてであるが、代理懐胎を禁止する理由としては、優生政策がとられてい

たナチス時代への戒め、子に不利益をもたらすこと、体外受精や胚移植という行

為が商業化につながる危険性があることが挙げられる11）。一方で、代理懐胎に肯

定的な姿勢を示す国の中で、イギリスは営利目的の代理懐胎は禁止しているもの

の、裁判所が合理的損費と認めた費用の支払いに限って金銭の授受が容認されて

いる12）。しかし、この合理的損費と報酬の線引きは曖昧であり、各団体によって

区別の仕方が異なっているのが現状である13）。また、イギリスには「親決定制度」

という固有の制度が存在する14）。これは、一定の要件を満たした者を裁判所が生

殖補助医療によって生まれた子の親とする決定を下す制度である。インドはヒン

ドゥー教徒が人口の80％を占めており、ヒンドゥー教徒にとって生殖補助医療技

術の利用は好意的とされる風潮がある。そして、貧しい女性は、代理懐胎を引き

受けることで貧困から救われ、不妊カップルは子を授かることでお互いに恩恵を

受けられるとされている15）。ベトナムでは、女性たちが家族や親戚から、家系を

絶やさないために逃げ場のないプレッシャーをかけられ、事実上強制により不本

意な代理懐胎を強いられている16）。これは女性の権利侵害とされ問題視されてい

る。アメリカ、オーストラリアは州ごとに対応が異なっているが、日本と関連の

ある代理懐胎の事例として多数取り上げられているネバダ州、カリフォルニア州

は全米で最も代理懐胎斡旋者が多く、世界各国から不妊カップルがそのサービス

を求めて訪れる17）。反対に全米で最も代理懐胎に対して厳しい態度を示している

のはノースダコタ州である18）。そこではいかなる形態の代理懐胎をも無効とし、

どのような場合においても分娩者を母とし、分娩者の夫を子の法的な親として定

めている。

以上の根拠を踏まえたうえで代理懐胎が孕む法的問題とは何だろうか。一番大

きなものとしては「誰が法律上の母になるのか」であろう。これに伴って法整備

が十分に行われていない国において、依頼者夫の同意を欠いて代理懐胎を行った

場合、父親は誰になるのかということも問題視される19）。また、生殖補助医療で

生まれた子の出自を知る権利はどうするのか、どのような情報を提供するのかと

いう子自身に関する問題もある20）。
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4　仮想事例

既に見たように、わが国において禁止されている代理懐胎を法的に容認してい

る国あるいは地域は少なくない。そこで、以下のような事例が想定されうる。

1）日本に居住する日本人夫 X 1及び日本人妻 X 2が代理懐胎の許されてい

る米国ネバダ州に赴き、米国人女性 Aとの間で代理懐胎契約を締結した。

その契約に基づいて、X 1の精子と X 2の卵子によって体外受精がなされ、

それを代理母 Aの胎内に着床させることで Aが妊娠し、子 Bが出生した。

そして、X 1・X 2は、ネバダ州の裁判所に X 1と X 2と Bとの間の親子関

係の存在の確認を請求し、それを認める判決を得た後、子 Bとともに日本

に戻り、X 1・X 2夫妻を父母とする嫡出子出生届を東京都台東区役所に提

出した。この出生届は受理されるべきか。

2） 1）の事案で夫 X 1の精子と代理母 Aの卵子を用いて、人工授精し、代

理母 Aが妊娠・出産する場合、どうなるか。

上記のような事例は単に想定されうるだけでなく、実際にわが国においては 3

件の代理懐胎事例が問題となった。今後、このような仮想事例が現実のものとな

ることは容易に考えられる。したがって、わが国において代理懐胎について議論

をする実益はあるといえよう。

Ⅱ　 海外で行われた代理懐胎により出生した子と親との関係につい
ての判例および学説

1　判例の状況

日本では代理懐胎が認められていないが、依頼者夫婦が容認国に赴き、代理懐

胎に基づいて出生した子とともに帰国し、その子の出生届を提出することがある。

その際、代理懐胎によって生まれた子であると明らかになった場合、日本の役所

は出生届の受理を拒否している。そこで代理懐胎によって子を得た日本人夫婦が

その出生届の受理を求めて裁判を提起することが起こりうる。以下では、代理懐

胎に関する最高裁平成19年 3月23日第二小法廷決定21）と大阪高裁平成17年 5月

20日決定22）を紹介する。
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最高裁平成19年決定で扱われた代理懐胎は、ホストマザー型である。本決定は、

原審である東京高裁平成18年 9月29日決定と同様に、代理懐胎子と依頼者夫婦と

の間に親子関係があると認めた米国裁判所の判決が民事訴訟法118条の適用を受

け、日本で承認されるか否かを判断するといういわゆる承認アプローチを採用し

たとされる。また、本決定は、米国裁判所の間接管轄を認めながらも、米国裁判

所の判決は公序に反するとして排斥し、結果として代理懐胎契約に基づく依頼者

妻と出生した子の母子関係の成立を否定している。

一方、本決定の原審は、承認アプローチを採用しながら、米国裁判所の間接管

轄を認めたうえで、米国裁判所の判決は公序に反しないとして、代理懐胎契約に

基づく依頼者妻と代理懐胎子の母子関係の成立を認めている。

また、大阪高裁平成17年決定で扱われた代理懐胎は、依頼者夫婦の夫の精子と

代理母とは別の女性の卵子を体外受精させ、代理母が懐胎・出産するホストマ

ザー型である。最高裁平成19年決定とは異なり、本決定は、民事訴訟法118条の

適用可能性について考慮することなく、わが国の抵触規則に基づく準拠法指定に

より問題解決を図ろうとするいわゆる準拠法アプローチの枠組みを採用したと推

察される。そして、代理懐胎契約はわが国の国際私法上の公序に反するとして、

本契約に基づく依頼女性と出生した子の母子関係の成立を否定している。

【最高裁平成19年 3月23日第二小法廷決定（民集61巻 2号619頁）】

《事実の概要》

日本在住の日本人夫婦 X 1・X 2（申立人・抗告人・相手方）は米国ネバ

ダ州在住の米国人女性 Aと有償の代理懐胎契約を締結し、Aは X 1の精子と

X 2の卵子を用いて実施された体外受精・胎内着床術により、同州において

双子（以下「本件子ら」）を出産した。ネバダ州の裁判所は、X 1・X 2によ

る親子関係確定の申立てを受け、X 1・X 2を本件子らの父母とする命令を

出した（以下「本件裁判」）。X 1・X 2を父母とする嫡出子としての出生届（以

下「本件出生届」）を品川区長である Yに提出したが、Yは X 2による分娩

の事実が認められないことを理由として、これを受理しなかった。そこで、

X 1・X 2は、戸籍法118条に基づき、本件出生届の受理を命ずることを申し

立てた。

第 1審（東京家審平成17年11月30日・民集61巻 2号658頁参照）は、X 1・

X 2と本件子らとの間に嫡出親子関係は認められないとして本件申立てを却
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下した。

原審（東京高決平成18年9月29日・高民59巻 3号 4頁）は、この審判を取

消し、本件裁判は民事訴訟法118条の適用ないし類推適用により効力を有し、

本件子らは X 1・X 2の嫡出子ということになるから、Yに対し本件出生届

の受理を命じた。

そこで、Yが原決定を不服として本件抗告許可申立てを行った。

《判旨》

破棄自判（原決定破棄、原々決定に対する抗告棄却）。

「実親子関係は、身分関係の中でも最も基本的なものであり、様々な社会

生活上の関係における基礎となるものであって、単に私人間の問題にとどま

らず、公益に深くかかわる事柄であり、子の福祉にも重大な影響を及ぼすも

のであるから、どのような者の間に実親子関係の成立を認めるかは、その国

における身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるもので

あり、実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、か

つ、実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものである。

したがって、我が国の身分法秩序を定めた民法は、同法に定める場合に限っ

て実親子関係を認め、それ以外の場合は実親子関係の成立を認めない趣旨で

あると解すべきである。以上からすれば、民法が実親子関係を認めていない

者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は、我が国の法秩序の基

本原則ないし基本理念と相いれないものであり、民訴法118条 3号にいう公

の秩序に反するといわなければならない。」

「我が国の民法上、母とその嫡出子との間の母子関係の成立について直接

明記した規定はないが、民法は、懐胎し出産した女性が出生した子の母であ

り、母子関係は懐胎、出産という客観的な事実により当然に成立することを

前提とした規定を設けている（民法772条 1項参照）。また、母とその非嫡出

子との間の母子関係についても、同様に、母子関係は出産という客観的な事

実により当然に成立すると解されてきた（最高裁昭和35年（オ）第1189号同

37年 4月27日第二小法廷判決・民集16巻 7号1247頁参照）。」

「民法の実親子に関する現行法制は、血縁上の親子関係を基礎に置くもの

であるが、民法が、出産という事実により当然に法的な母子関係が成立する

ものとしているのは、その制定当時においては懐胎し出産した女性は遺伝的

にも例外なく出生した子とのつながりがあるという事情が存在し、その上で



390　法律学研究55号（201６）

出産という客観的かつ外形上明らかな事実をとらえて母子関係の成立を認め

ることにしたものであり、かつ、出産と同時に出生した子と子を出産した女

性との間に母子関係を早期に一義的に確定させることが子の福祉にかなうと

いうこともその理由となっていたものと解される。」

「現行民法の解釈としては、出生した子を懐胎し出産した女性をその子の

母と解さざるを得ず、その子を懐胎、出産していない女性との間には、その

女性が卵子を提供した場合であっても、母子関係の成立を認めることはでき

ない。」

「本件裁判は、我が国における身分法秩序を定めた民法が実親子関係の成

立を認めていない者の間にその成立を認める内容のものであって、現在の我

が国の身分法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものといわざるを

得ず、民訴法118条 3号にいう公の秩序に反することになるので、我が国に

おいてその効力を有しないものといわなければならない。

そして、相手方らと本件子らとの間の嫡出親子関係の成立については、相

手方らの本国法である日本法が準拠法となるところ（法の適用に関する通則

法28条 1項）、日本民法の解釈上、相手方 X 2と本件子らとの間には母子関

係は認められず、相手方らと本件子らとの間に嫡出親子関係があるとはいえ

ない。」

【東京高裁平成18年 9月29日決定（高民59巻 3号 4頁）】

《事実の概要》

最高裁平成19年 3月23日第二小法廷決定の原審

《判旨》

原審取消。

「（ 3）本件裁判は、民事訴訟法118条 3号にいう公序良俗に反しないとの

要件を具備しているか。

ア　公序良俗に反しないとは、その判決の承認によりわが国での効力を認

め、法秩序に組み込むことでわが国の公序良俗（いわゆる国際私法上の公序

であり、渉外性を考慮してもなお譲ることのできない内国の基本的価値、秩

序を意味する。）に混乱をもたらすことがないことを意味すると解されてい

る。」

「ウ　本件では、……本件裁判が民事訴訟法118条所定の外国裁判所の確定
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判決に該当するので、前提状況を踏まえて、本件裁判が公序良俗に反するか

どうかを検討することとする。この場合において、本件裁判の承認の要件と

しての公序良俗を判断するについてはあくまで、本件事案について、以下の

とおり個別的かつ具体的内容に即した検討をしたうえで、本件裁判の効力を

承認することが実質的に公序良俗に反するかどうかを判断すべきである。」

「①……民法上、代理出産契約があるからといってその契約に基づき親子

関係を確定することはないとしても、外国でなされた他の人為的な操作によ

る懐胎又は出生について、外国の裁判所がした親子関係確定の裁判について

は、厳格な要件を踏まえた上であれば十分受け容れる余地はあるといえる。」

「⑦本件記録によれば、法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会におい

て、外国で代理懐胎が行われ、依頼者の夫婦が実親となる決定がされた場合、

代理懐胎契約はわが国の公序良俗に反するため、その決定の効力はわが国で

は認められないとする点に異論がなかったことが認められ、当該議論におけ

る公序良俗とは、法例33条又は民事訴訟法118条 3号にいう公序良俗を指す

ものと解される（日本の民法の解釈上、代理懐胎契約が締結されたとしても、

その契約によって法的親子関係を確定することができず、何ら法的な効力は

ないことから、法的親子関係の確定の観点からは民法90条の公序良俗が問題

となることはない。）。そして、このように、外国でなされた代理懐胎契約が

わが国の公序良俗に反するとしても、前認定のとおり、本件裁判は、本件代

理出産契約のみに依拠して親子関係を確定したのではなく、本件子らが X

らと血縁上の親子関係にあるとの事実及び AB夫妻も本件子らを Xらの子と

確定することを望んでいて関係者の間に本件子らの親子関係について争いが

ないことも参酌して、本件子らを Xらの子と確定したのであり、前記議論

があるからといって、本件裁判が公序良俗に反するものではない。

⑧さらに、本件のような生命倫理に関する問題につき、わが国の民法の解

釈では Xらが本件子らの法律上の親とされないにもかかわらず、外国の裁

判に基づき Xらを本件子らの法律上の親とすることに違和感があることは

否定することができない。しかしながら、身分関係に関する外国裁判の承認

については、かつては国際私法学者を中心に、民事訴訟法118条（旧民事訴

訟法では200条）に定める要件のほか、法例が指定する準拠法上の要件も満

たすべきであるとの議論がなされたが、下級審ながら多く裁判例や戸籍実務

（昭和51年 1月14日民 2第289号法務省民事局長通達参照）では、身分関係に
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関する外国の裁判についても民事訴訟法118条に定める要件が満たされれば、

これを承認するものとされており、この考え方は国際的な裁判秩序の安定に

寄与するものであって、本件事案においてのみこれに従わない理由を見いだ

すことができない。そうすると、本件においても、外国裁判の承認の構造上、

法例17条が指定する日本の民法を適用する余地はなく、上記違和感があるか

らといって、本件裁判が公序良俗に反するということができない。

エ　以上のとおり、本件のような具体的事情のもとにおいて、本件裁判を

承認することは実質的に公序良俗に反しないと認めることができる。」

【大阪高裁平成17年 5月20日決定（判時1919号107頁）】

《事実の概要》

夫 X 1と妻 X 2（共に申立人・抗告人）は日本に居住する日本人夫婦であ

るが、Xらは夫婦間の子を得るため米国カリフォルニア州にて同州在住の米

国人女性 Bから提供された卵子と X 1の精子を使用して体外受精が行われ、

その卵子を用いて別の米国人女性 Aに対する胎内着床術が行われた。

Xらは、平成14年10月 7日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡高等裁判所

で X 1は双子（以下「本件子ら」）の法的なそして遺伝的な父親であり、X 2

は本件子らの法的な母親であるとする旨の判決を言い渡された。同判決は、

本件子らの出生に責任がある医師、病院、公的登録機関に対し、その作成す

る出生証明書に Xらが父母である旨の記載をするよう命じた。

Xらは、同年10月17日、本件子らの出生後直ちに養育を開始し、平成15年

2月 9日、本件子らを連れて日本に帰国した。X 1は、平成16年 1月15日、

Y市長に対し、本件子らは、Xら夫婦から生まれたことを証明する旨の記載

のある出生病院医師作成の出生証明書等を添付した上、父を X 1、母を X 2

とする出生届（以下「本件出生届」）を提出した。しかし、Y市長は、同年

2月25日、Xらに対し、X 2は本件子らを分娩していないから母子関係が認

められないとして、本件各出生届を受理しない旨を通知した。

そこで、Xらは、同年 3月22日、戸籍法118条に基づき神戸家裁明石支部

に対し、処分を取り消して本件各出生届を受理するよう求める申立てをした

が、原審（神戸家裁明石支部審判 平16（家）119号ほか、平成16年 8月12日

審判）は、Xらの申立てをいずれも却下する旨の審判をしたので、Xらは、

原審判を不服として抗告した。なお、本件は最高裁に特別抗告されたが、棄
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却されている。

《判旨》

抗告棄却。

「（ 1）Xらの本件原申立ては、Y市長に対し本件出生届の受理を求めるも

のであるが、その内容としては、X 2と本件子らとの間の母子関係（実親子

関係）の有無を問題とするものであり、上記の事実関係からみて、この問題

については、渉外私法的法律関係を含むことが明らかであるから、この点に

関する準拠法に関連して検討を加える。

（ 2）Xらは、婚姻した夫婦であるから、X 2と本件子らとの親子関係の存

否は、まず、法例17条 1項で定まる準拠法により嫡出親子関係の成立の有無

を検討すべきである。

同項は、夫婦の一方の本国法で子の出生当時におけるものにより子が嫡出

とされるときは、その子は嫡出子とする旨規定する。

本件では、X 2及びその夫の X 1の本国法は、いずれも日本法であり、日

本においては、後述のとおり、本件子らを分娩していない X 2をその母と認

めることはできないから、本件子らは、Xら夫婦の嫡出子と認めることはで

きない。また、米国人の分娩者夫婦（A夫婦）や卵子提供者夫婦（B夫婦）

と本件子らとの親子関係についても、これら分娩者夫婦や卵子提供者夫婦の

居住する米国カリフォルニア州においては、同人らの本国法である同州法に

基づく同州ロサンゼルス郡高等裁判所の判決により、本件子らの法的な母は、

X 2であるとされていることは前記のとおりであるから、同州法の下におい

ては、本件子らは、上記分娩者夫婦や卵子提供者夫婦の嫡出子と認めること

はできないものと解される。

（ 3）上記のとおり、法例17条 1項で定められる準拠法によっては、嫡出

親子関係の成立を肯定することができないから、同法18条 1項で定まる準拠

法により、更に、親子関係の成立の有無を判断すべきである。

ア　そして、同項前段によれば、嫡出に非ざる子の親子関係のうち母との

親子関係については、出生当時の母の本国法によるとされている。

そうすると、本件の X 2と本件子らとの親子関係の有無は、X 2の本国法

である日本法によって定められることになる。

わが国においては、母子関係の有無を決する基準について、これを明定す

る法律の規定はないが、従前から、母子関係の有無は分娩の事実により決す
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るのが相当であると解されてきた（最高裁昭和37年4月27日第二小法廷判決・

民集16巻 7号1247頁参照）。

……そうすると、上記の認定事実によれば、本件子らを分娩したのは、Ａ

であって、抗告人花子でないことは明らかであるから、日本法に準拠する限

り、抗告人花子と本件子らとの間に母子関係を認めることはできないものと

いわざるを得ない。」

2　学説の状況

（ 1） 承認アプローチか準拠法アプローチか

承認アプローチとは民事訴訟法118条を適用し外国判決の効力が日本に及ぶか

否かを検討する立場である。通説によれば、民事訴訟法118条 2号からも明白な

ように、民事訴訟法118条は争訟事件に下された外国判決を前提とし、非訟裁判

には直接適用されない23）。そして、国家が後見的見地から行う外国非訟裁判の承

認について相互の保証（同条 4号）を要求するのは妥当ではなく、一般に、条理上、

間接管轄と公序のみを要件と解するのが相当であるとする24）。

海外で出生した代理懐胎子と親との関係についての裁判は争訟性が弱いため、

民事訴訟法118条を適用しうるかを判断するにあたっては、 1号により外国裁判

所に間接管轄が認められるか否かを判断し、 3号により公序判断が下されるとい

う手順を踏めば足りるとするのである。

もう一方の準拠法アプローチとは、外国判決の承認については考慮せず、通則

法に則って準拠法を指定し問題解決を図る立場である。まず、通則法28条によっ

て嫡出親子関係が成立するかを判断し、それが成立しない場合に限り、嫡出でな

い親子関係の成立について同法29条による準拠法選択が問題となるとされる25）。

承認アプローチを支持する根拠としては、外国裁判が法律関係を確定している

ならば、その効力が内国に及ぶか否かを最初に確認すべきとする見解26）や、わ

が国の実質法上の議論でも未だに、代理懐胎における親子関係について確定して

いない状況なので、この問題に関しては公序要件の下で個別的に判断することが

相当であること27）、また民事訴訟法118条には外国確定判決の承認制度があるの

で、まずは外国判決承認の問題ととらえることが妥当であること28）、さらに、現

在の国際民事法では、国際的な民事法秩序の調和を実現するために可能な限り外

国法や外国判決を尊重する見解29）などが挙げられる。この説に対する批判とし

て、承認アプローチの前提には外国裁判所の判決等があるが、外国判決の自国で
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の承認が否定された場合には通則法の定める準拠法により法律関係を決すほかな

いという限界が挙げられる30）。

準拠法アプローチを支持する根拠としては、以下の点が挙げられる。代理懐胎

は卵子提供者が依頼者妻以外の女性である場合が多いことから、いわば出生前養

子縁組といってもよい。そして、親子関係の確定はわが国では人事訴訟として取

り扱われるが、代理懐胎子についてなされる現実の裁判は争訟性が弱い。すると、

養子縁組において今なお外国判決承認アプローチが採用されていないことを考慮

すると、とりわけ本件のように親たる意思を持つ者を親とする場合には、準拠法

アプローチによるべきではないかと考えるのである31）。また、「養子縁組は各国

で大きく異なる法整備がなされているため、外国で認められた養子縁組を日本に

適用すると日本の法秩序に反する養子縁組が成立する恐れがある。そのため日本

の国際私法が指定する準拠法以外の法律によるべきではない」32）、「準拠法を通し

て厳格に審査することは子の福祉にかなう」33）といったことが挙げられる。それ

に対して承認アプローチの側からは「親子関係に関する準拠法ルールが代理懐胎

子を考慮していない現状において、準拠法ルールを適用することが必ずしも子の

福祉になるとは思えない」34）や「外国裁判が法律関係を確定している以上はその

効力が内国に及ぶかどうかをまず検討するべきであり、代理出産に伴う親子関係

の成立が問われる場合を特別に扱う理由も見出し難い」35）といった批判が挙げら

れている。

（ 2） 外国判決承認の際の間接管轄および公序要件

承認アプローチを採った場合、民事訴訟法118条の外国判決承認要件の中で、

代理懐胎による親子関係の成立に関して争われている点は、 1号の間接管轄の有

無と 3号の公序要件であるといえよう。

まず、民事訴訟法118条 1号の間接管轄の有無についてだが、そもそも間接管

轄とは、外国判決の承認要件の 1つとして、判決を下した外国裁判所が国際裁判

管轄を有していたかが審査されることである。それに対し、直接管轄とは、自国

の裁判所に国際裁判管轄があるか否かである。また、間接管轄の判断基準につい

て直接規定した法令はないが、多数説は、直接管轄と間接管轄は表裏の関係にあ

るから、判断基準が同じであるとする（同一説）36）。これに対し、間接管轄は既に

外国判決が存在しているため、この管轄の審査は直接管轄についての判断基準よ

りも緩和されてよいとする非同一説37）も有力である。代理懐胎による親子関係
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の成立に関する外国判決の承認について判断する際に間接管轄を認めるか否かは、

その外国判決を下した裁判所と事案の関係性が問われるため、個々の事案毎に考

慮する必要がある。例えば、前述した最高裁平成19年決定に対し、学説は、ネバ

ダ州裁判所に間接管轄を認める説38）と認めない説39）に分かれている。これらの

うち、代理懐胎の場合、依頼者・代理懐胎者間で争訟性の強い裁判になりうるこ

とを考慮すると、関係当事者の利害調整や子の福祉判断に適した場所として、子

の出生地、相手方夫婦の住所地であるネバダ州裁判所に間接管轄を認める説が通

説である40）。

次に、民事訴訟法118条 3号の公序要件についてだが、①当該外国判決の承認

結果の異常性、②当該事案の内国との牽連性、の 2つの要素を総合考慮すること

でその発動が判断されている。これらのうち、代理懐胎に関する事案で②が問題

になることは少ないように思われる。なぜなら、日本に居住する日本人夫婦が外

国に居住する外国人代理母と代理懐胎契約を結び、外国において親子関係に関す

る裁判がなされているという場合、わが国との牽連性を否定することはできない

と考えられるからである。そこで、問題となるのは①の要件である代理懐胎子と

依頼者妻との間の親子関係の成立を認める外国判決を承認することに異常性はな

いのかということである。この問題を検討するうえでさらに 2つの問題が生じう

る。 1つ目は、公序判断における承認結果の異常性を判断する際、それぞれの事

案の個別具体的な事情を考慮するのか、それとも一般的・抽象的な事情を考慮す

るのかということである。 2つ目は、そもそもわが国は母子関係について「分娩

主義」をとっているのか否かということである。ここでは 2つ目の問題、すなわ

ち公序判断の前提問題となる母子関係の成立に関する分娩主義説等の学説を確認

しておく。

現在、わが国の実質法上は母子関係の成立について、主に分娩主義説、血縁主

義説、意思主義説の三説が唱えられている。

分娩主義説とは、母子関係は分娩の事実により成立するとする説であり、判

例41）、多数説42）ともにこの立場に立っている。この、いわゆる「分娩者＝母ルー

ル」の支持者は、母子関係を明確かつ画一的に決するには分娩という外形的事実

によるべきであるということ43）や、代理懐胎子に対する愛情が分娩によって代

理母に芽生えること44）、代理懐胎を抑止するためにも分娩者かつ代理母を母とす

べきであること45）、といった理由を挙げる。しかし、代理母を母と解することと

精子提供者かつ依頼者夫が父と認められることとの間に不整合性が生ずること46）
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や、分娩者＝母ルールの条文の欠如47）が指摘される。また、一義的に母子関係

を決定することが最も子どもの福祉に適うと言い切ってしまうことを疑問視する

見方もある48）。

卵子提供者を母とすべきとする血縁主義説を支持する意見として、DNA鑑定

によって明確で客観的な基準を立てることが可能49）であること、また、生まれ

た直後に赤子を取り違えた場合や母親が子を遺棄した場合に母を判断することが

できる50）ということが挙げられている。しかし、卵子提供者が離婚や死亡をし

たケースでは母が不在という事態が起こり、子の福祉に適わないなどの批判が多

く、この説の支持者は少ない。

意思主義説は母となる意思を持つ者を母とすべきと考える立場である。この説

は、子を最も望んでいる女性を母とするので子のためにもなり、女性の意向にも

応えることができる51）という長所が考えられる。一方、意思という不確定な要

素を基準とすると、「現行民法の体系と整合性を欠く」52）という批判がある。

さて、ここから上記で挙げた、代理懐胎子と依頼者妻との間の親子関係の成立

を認める外国判決を承認することの異常性の有無についてみていく。通説は、異

常性があるとする立場、すなわち代理懐胎による親子関係の成立に関する外国判

決の承認を公序違反として排斥すべきであるとする53）。その根拠としては、「外

国判決の具体的な事案を前提としつつも、一般的・抽象的なレベルでの検討を経

て、公序違反か否かが判断されるべき」54）であることや「人間を懐胎・出産のた

めの道具・手段として使うこと」55）といったことが挙げられている。前者の「一

般的・抽象的なレベルでの検討」とは、「分娩主義」を指すと思われる。つまり、

日本が「分娩主義」という原則を採用している以上、それに反する親子関係の確

定方法は公序良俗に反するということであり、この説は代理懐胎に対して否定的

な姿勢を示しているといえる。

一方、外国判決が公序に反しないとする説も存在し、支持者は必ずしも多くな

いが、近年徐々に支持される傾向が強まっている。前述した東京高裁平成18年決

定のように一定の条件を付したうえで、代理懐胎子と依頼者妻の母子関係を認め

るべきであるとの意見56）や、「民法制定時において現代のような生殖補助医療を

予想していなかったことを理由に代理懐胎を排斥することはできない」57）、「代理

懐胎子の親子関係の問題については、子の保護の観点から要件の厳格な審査が必

要であることはいうまでもない」58）、昭和37年判決59）は、原則として母子関係の

発生は分娩事実によると述べていることから、文言上例外の余地を認めている60）、
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最近は裁判員制度の導入から分かるように、国民一般の意見を重視する時代であ

るため、国民の声を反映させる方法として、家族法関係の事件においては事実が

先行することは回避できないので、意思的側面をも考慮した柔軟な対処が望まれ

る61）といった主張がされている。この説は分娩主義に縛られず、個別具体的な

事情に則して親子関係を成立させる余地を認めるという点で、代理懐胎に比較的

寛容な立場である。これに対する批判としては、事案に応じて母子関係の決定方

法が左右されてしまうと法的安定性を著しく損なう62）、「子が出生した時点では

法律上の母が誰であるか決まらないため、子の福祉に反する」63）、「代理出産を実

質的に認めることになる」64）、代理懐胎により子を得るために海外へ行くことを

奨励することになる65）という意見もある。

Ⅲ　従来の議論の再検討

1　承認アプローチと準拠法アプローチのどちらが適切か

わが国の判例・学説上、代理懐胎をめぐる母子関係確定の判断においては承認

アプローチと準拠法アプローチのどちらを採用すべきか意見が分かれている。

代理懐胎を出生前養子縁組とみなし、養子縁組ではいまだ承認アプローチがと

られていないため、同様に代理懐胎に関しても承認アプローチではなく、準拠法

アプローチをとるべきとの見解もある。しかし、そもそもわが国では民事訴訟法

118条のような規定が置かれており、わが国はある法律問題に関して外国判決が

存在する場合にはそれを承認することを志向していると考えられる。そのような

外国判決承認制度がわざわざ設けられているのだから、代理懐胎に関する外国判

決も民事訴訟法118条を通してわが国で承認しうるか否かを検討するのが自然な

考え方であろう。また、準拠法アプローチの前提である養子縁組と代理懐胎とを

同一に扱ってよいとする見解には根拠がないと考える。代理懐胎は出生前養子縁

組と類似するとはいえ、母を決定することと養親を決定することは大きく異なる

からである。通常、母と子といえば両者の血縁関係が想定されるが、養親と養子

では血縁関係が存在しないとされるだろう。

仮に準拠法アプローチを採用し、代理懐胎における親子関係の問題について通

則法を用いて処理していったとしても様々な問題が生じる。例えば、通則法28条

の「夫婦」は、依頼者夫婦を指すのか、代理母とその夫を指すのか、それとも卵

子提供者夫婦を指すのだろうか。通則法29条の「母」とは、依頼者妻、代理母、
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卵子提供者のどれを指しているのだろうか。この問題を解決できない限り、母が

一人も存在しない、又は母が複数人存在するという事態を招きかねず、子の法的

地位を損なうおそれがある。このことは親子関係の決定において優先されるべき

子の福祉に反する。

また、現在の日本の通則法においては代理懐胎が起こりうることが想定されて

おらず、そのような状況で代理懐胎に関する問題に通則法を適用して無理に解決

を図るよりは、民事訴訟法118条 3号の公序を通して事案ごとに検討を加えたほ

うが妥当な結論を導けるように思われる。以上より、承認アプローチをとること

は適切であると考える。

2　外国判決承認の際の間接管轄の基準

海外における代理懐胎に伴う親子関係についての外国裁判所の判決をわが国で

承認する際の間接管轄の基準についてどのように考えるべきか。まず、間接管轄

の基準についてわが国ではこれを直接規定した法令は存在しない。前述したよう

に、間接管轄の基準については直接管轄と同様の基準によるとする説と直接管轄

と異なる基準を認める説が主張されている。直接管轄は日本の基準から見て日本

に裁判管轄があるかを検討しており、間接管轄は日本の基準からみて外国判決国

に裁判管轄があるかを検討している。いずれも日本の基準で管轄の有無を検討し

ていることから、直接管轄と間接管轄の判断基準は同一であるとする同一説を採

用するのが自然であろう。一方、直接管轄と間接管轄の判断基準は必ずしも同一

である必要ではなく、間接管轄の審査は直接管轄のそれよりも緩やかでよいとす

る非同一説も存在する。しかし、その審査基準は画一的に定めることが出来ず、

間接管轄の基準が不明確になり、法的安定性が失われるおそれがあるため、非同

一説は妥当ではないと考えられる。

海外で行われた代理懐胎における裁判は、依頼者夫婦が代理母に対して依頼者

夫婦と代理懐胎子との間の親子関係の確認を求める裁判であることが普通だと考

えられるから、そのような裁判に間接管轄が認められるための基準は、同一説の

立場をとれば、親子関係の存否に関する裁判の直接管轄が認められるための基準

を準用すればよいということになる。親子関係の存否に関する事件は通常は訴訟

事件で、海外で行われた代理懐胎における裁判が対象とする事件は非訟事件であ

るものの、後者は依頼者夫婦と代理母間で、子の引渡し拒否等をめぐり争訟性が

強くなりうる。そのため、争訟性の観点からも直接管轄の基準を間接管轄の基準
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に準用することに問題はないだろう。

それでは、親子関係の存否に関する裁判において、直接管轄が認められるため

の基準は何であろうか。わが国では「基本的に、親子関係の国際裁判管轄に関し

ても、離婚の裁判管轄例にならい、被告住所地管轄を原則としながら、特別な事

情がある場合に、例外的な管轄を認める」66）とされている。つまり、被告住所地

が日本にある場合に日本に直接管轄が認められる。例外的な特別管轄が認められ

るために考慮すべき要素として、子の住所が存在する場所、子の出生時の事情に

ついての審理上の便宜などが挙げられ、これまでの判例においては前述の要素に

加え、子の出生場所も考慮されている67）。

このような直接管轄の基準を間接管轄の基準に準用し、海外で行われた代理懐

胎における裁判に間接管轄が認められるか検討する。代理懐胎契約における重要

な当事者であり、懐胎者でもあり、またこのような裁判で被告あるいは相手方と

なりうる代理母の住所が外国にあることから、その外国に裁判管轄権が認められ

る。子の住所はその外国にはないものの、実際に裁判が行われたその外国が審理

上の便宜に適しており、子の出生地でもあることを総合的に考慮すれば、その外

国以外の国に特別管轄が例外的に認められるとは考え難い。そのため、間接管轄

が認められるだろう。

3　外国判決承認の際の公序判断の基準

次に、外国裁判所に間接管轄が認められた場合に、民事訴訟法118条 3号によ

り当該外国裁判が排斥されるか否かが問題となる。そもそも、公序規定は外国裁

判の承認結果の異常性および当該裁判と内国との牽連性を総合考慮したうえで判

断される。しかし、日本に居住する日本人夫婦が外国に居住する外国人代理母と

代理懐胎契約を結び、外国において親子関係に関する裁判がなされている場合、

内国牽連性があることは明らかである。したがって、実際に考慮すべきは前者の

承認結果の異常性である。

では、これまで公序判断における承認結果の異常性を判断するに際して、それ

ぞれの事案の個別具体的な事情を考慮されてきたのか、それとも一般的・抽象的

な事情が考慮されてきたのか。前章で挙げた最高裁判所平成19年決定は、代理懐

胎子と依頼者妻との間の母子関係を認めたネバダ州裁判を承認すると、分娩に

よって母子関係が成立するとされる日本の公序に反するとしてその承認を排斥し

ている。つまり、個別具体的な事情を考慮することなく、「分娩主義」という日



401

本の基本的秩序に対する影響を考慮したのである。それに対して原審の東京高裁

平成18年決定は、依頼者夫婦と代理懐胎子との間に血縁関係があったことや、商

業的な代理懐胎ではなかったこと、依頼者夫婦が子をもうけるには代理懐胎以外

の方法がなかったこと等の個別具体的な事情に鑑みたうえで、外国判決を承認し

ている。

そこで、公序判断が下された判例を検討する。なお、民事訴訟法上の公序が問

題となっている判例は少ないため、ここでは法例及び通則法上公序が問題となっ

た判例を挙げていく。この二種類の公序は、根拠条文は違うものの、公序判断に

ついての「審査の枠組みも国際私法上の公序と同一である」68）とされることから、

両者を同一視して考えても問題はないだろう。さて、個々の事案についてみると、

離婚や親子関係といった法的身分について争われた訴訟（東京高裁昭和32年11月28

日判決69）、浦和地裁昭和59年12月 3日判決70）、東京地裁平成 2年11月28日判決71）等）に

おいては一般的・抽象的な事情を考慮したものが多く、財産分与について争われ

た訴訟（最高裁昭和59年 7月20日第二小法廷判決72）、東京地裁昭和55年11月21日判決73）

等）においては個別具体的な事情を考慮しているものが多いことがわかる。つま

り、社会生活に深い関係を有し、公益にも重大な影響を及ぼす身分関係について

は、法秩序の根幹をなす基本原則等の一般的・抽象的な事情を考慮してきたとい

うこと、また、社会一般に対して重大な影響を及ぼさないと考えられる事案にお

いては個別具体的な事情が考慮されてきたことが推察される。また、「外国判決

の具体的な事案を前提としつつも、一般的・抽象的なレベルでの検討を経て、公

序違反か否かが判断されるべき」74）とする学説もある。

このことからも、人が生まれながらにして所属する社会の最小単位である親子

関係は、一義的かつ明確に決せられるのが望ましいから、一般的・抽象的な事情

を考慮するべきであると考えられる。よって、代理懐胎から生じる親子関係も、

社会生活に深い関係を有し、公益にも重大な影響を及ぼすと考えられるから、こ

れについての公序判断においても一般的・抽象的な事情から判断するべきである。

そこで、一般的・抽象的な事情を考慮する際に、重要な判断基準になると思われ

る子の福祉について次節で検討していく。

4　代理懐胎における「子の福祉」の基準の検討

代理懐胎に伴う母子関係の成立についての外国判決を民事訴訟法118条 3号の

公序により排斥するかを判断する際に、日本の法原則がいかなる者を母と認める
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かを検討しなければならない。母を決定する方法としては分娩主義説、血縁主義

説、意思主義説の 3つの方法をとりうる。現在、わが国の判例上、分娩主義説が

採用されている。分娩主義説を採用する根拠として、最高裁平成19年決定におい

ても「民法が、出産という事実により当然に法的な母子関係が成立するものとし

ているのは……母子関係を早期に一義的に確定させることが子の福祉にかなうと

いうこともその理由となっていたものと解される」と示されるように、母子関係

の決定において「子の福祉」の観点から優れていることが挙げられる。それでは、

いかなる基準に基づけば「子の福祉」に資すると言えるのであろうか、また、そ

の基準に照らしてもなお分娩主義説が「子の福祉」の観点から最も優れていると

いえるのであろうか。

民法においては平成23年の民法改正によって「子の福祉」は「子の権利」とい

う言葉に変更された。そして、「子の権利」は①継続性の原則、②子の意思の尊

重の原則、③兄弟姉妹不分離、④母親優先の基準という 4つの原則が基準になる

とされた75）。

一方、国際私法においては「子の福祉」について抵触法上、明文規定がないた

め、明確な定義・基準が存在しない。そのため、判例や学説、日本学術会議をは

じめとする諸学会の見解等からその意味するところを類推するほかないと思われ

る。前述した最高裁平成19年決定では子の福祉について「母子関係を早期に一義

的に確定させることが子の福祉にかなう」としている。その原審の東京高裁平成

18年決定では「抗告人らは、本件子らを出生直後から養育しているが、今後もも

とより実子として養育することを強く望んでいる。したがって、代理母を認める

ことが本件子らの福祉を害するおそれはなく、むしろ、本件子らの福祉にとって

は、わが国において抗告人らを法律的な親と認めることを優先すべき状況となっ

ており、抗告人らに養育されることがもっともその福祉に適うべきである」とし

ている。以上に鑑みると、①親子関係が早期に一義的に決定すること、②養育す

る意思をもつ者が親になることの 2点が子の福祉の重要な要素であると考えられ

る。

ただし、上記 2点が主たる要素ではあるものの、「子の出自を知る権利」も無

視することのできない要素である。日本学術会議の対外報告「代理懐胎を中心と

する生殖補助医療の課題～社会的合意に向けて」では「子の出自を知る権利につ

いては、子の福祉を重視する観点から最大限に重視すべきである」と述べられて

いる76）。1994年の児童の権利に関する条約第 7条は「児童は、出生の後直ちに登
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録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有

するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育され

る権利を有する。」と規定している。よって、前述した 2つの要素に加え、③「子

の出自を知る権利」も検討しなければならない。

上述した分娩主義、血縁主義、意思主義のいずれの母子関係決定方法が最も

「子の福祉」に適うかを検討する。

まず①について、分娩主義説をとった場合、分娩という事実をもって母が決定

されるため、親子関係は早期に一義的に決定される。血縁主義説の場合も卵子提

供の段階で母が決定されるため、親子関係の早期かつ一義的な決定が達成される。

しかし、意思主義説をとると、意思という不安定な基準により親子関係を決定す

るため、当事者の意思の変化等により親子関係を早期に一義的に決定することが

難しくなる場合がある。次に②について、分娩主義説をとると分娩した者が母と

されるため、養育する意思をもたない者を母と認めてしまうことになる。ただし、

そのような場合は特別養子縁組によって養育する意思を持つ者を母と認めること

が可能である。血縁主義説をとる場合は、卵子提供者が依頼者であった場合はよ

いが、卵子提供者が分娩者あるいは第三者であった場合は養育する意思をもたな

い者を母と認めてしまうことになる。しかし、こうした場合も分娩主義説の場合

と同様、特別養子縁組によって解決を図ることができるため問題はない。意思主

義説をとると、養育する意思をもつ者を母と認めることが可能である。最後に③

についてみてみると、分娩主義説をとった場合は戸籍上に依頼者、分娩者両名の

名前が載るため、子の出自を知る権利は守られる。しかし、血縁主義説をとると、

分娩者の情報は戸籍には全く記されず、代理懐胎子は自身の出自を書類から知る

すべを失うことになる。意思主義説についても血縁主義説と同様である。ここで、

子の出自を知る権利に関して裁判所が触れた事例として、凍結精子を利用した死

後懐胎による父子関係成立の可否の裁判において、戸籍から子が自分の出自を知

ることができなくても、親が何らかの方法で子が自分の出自を知ることができる

ようにしていれば子の出自を知る権利は保障されうるとした判例77）がある。し

かし、代理懐胎においては、依頼者はあえて特別養子縁組を避け、代理懐胎に

よって子をもうけようとしているのであるから、依頼者が代理懐胎子に代理懐胎

による出生の事実を伝える可能性は低いと考えられる。よって死後懐胎の事例で

用いられた論理は代理懐胎には妥当しないと考えられる。以上のことを総合的に

考えると、分娩主義説を採用することが最も「子の福祉」に適うと考えられる。
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したがって、分娩主義に反する結果をもたらす代理懐胎により依頼者と子の母子

関係を認めた外国判決は民事訴訟法118条 3号の公序に反するため排斥される。

Ⅳ　結びにかえて

現在わが国では、実質法上子の福祉の観点から分娩主義が採用されているため、

代理懐胎が事実上禁止されている。したがって、代理懐胎を望む日本人夫婦は、

海外に渡り外国人と代理懐胎契約を締結し、子を得て帰国せざるをえない状況に

ある。ここにおいて、国際私法の局面で、代理懐胎により生まれた子のわが国に

おける法的地位、つまり法律上の親は誰になるのかという問題が生じており、本

稿ではその解決について論じてきた。

この問題について、海外における代理懐胎に伴う親子関係成立についての外国

判決が存在する場合、民事訴訟法118条の適用によってその効力を判断する承認

アプローチを採用すべきである。その過程において、外国裁判所の間接管轄を認

めて外国判決を承認するか否かを検討することになるが、代理懐胎は前述の通り、

分娩主義を採用するわが国の公序に反しているため承認しえず、日本において代

理懐胎子と日本人依頼者との間に母子関係を成立させることはできない。しかし、

この事態は両者の間に特別養子縁組を成立させることで一応の解決を図ることが

できる、と結論付けた。

わが国の実質法上、代理懐胎に関する法規制が未だ整っていないため、現行法

上の解釈論では問題の解決に大きな困難が伴う。しかし、わが国の実質法上分娩

主義が採られている以上、代理懐胎に関する問題のみを特別視する道理はない。

したがって、今後の法整備においても、分娩主義説を貫徹し、代理懐胎を認めな

い方向性が望ましいと考える。科学技術の発展とともに、より一層代理懐胎に対

する世間の注目が集まることが予想される今日において、一刻も早い法整備が期

待される。
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