比較のパースペクティヴから
ともに﹁養子大国﹂

日本とアメリカは

年間に成立する養子縁組の数はアメリ

しかしその構成は大きく違う

過去を繙︵ひもと︶けば
将来に向けた
新しいアイディアが掴める

万件︑日本は約８ 万件︒あまり

スタン大学から一橋大学の経済研究所に移

世界有数の﹁養子大国﹂です︒でも︑円

知られていませんが︑日本とアメリカは

カが約

ってきました︒専門は比較経済史です︒留

グラフに示したように︑その内訳は大き

私は３年前の夏にアメリカのノースウェ

学以来アメリカで 年間暮らし︑経済や社

が婿養子など大人を養子にとる﹁成年養

く異なります︒まず日本をみると︑

％

会の仕組みをじっくり観察する機会を得た

％ が配偶者の子ど

50％

40％

67％

10％

出所：森口千晶「日本はなぜ子ども養子小国なのか」
井掘・野口・金子編『新たなリスクと社会保障』
、第3章、東京大学出版会、2012年

世紀初頭には︑孤児院に子どもが

も ﹂ を養子にすることには偏見がありま

溢 れ る 一 方 で︑
﹁出自のわからない子ど

ん︒

ども養子大国﹂だったわけではありませ

歴史的には︑アメリカも最初から﹁子

生まれ変わったアメリカ

﹁子ども養子大国﹂に

固定観念が崩れて

はどこからくるのでしょう︒

らです︒それでは日米の養子縁組の違い

受ける要保護児童の割合がとても高いか

際的にみると日本は施設で長期的養育を

だけでは説明できません︒なぜなら︑国

より要保護児童の数が少ないという事実

子のなかでも特に﹁他児養子﹂が非常に

血縁養子

少ない︒このことは︑日本にはアメリカ

血縁養子 7％

一方︑アメリカは︑養子縁組の対象はほ

《養子縁組の構成の日米比較》

ぼすべて未成年という﹁子ども養子大国﹂

です︒そのうち ％が﹁連れ子養子﹂
︑

％が﹁血縁養子﹂で︑
﹁他児養子﹂が実に

％を占めます︒さらに﹁他児養子﹂の内訳

い婚外子を対象とする養子︑４割強が州立

をみると︑３割強が国内の生まれてまもな

の公的機関に保護された児童を養子にする

言いかえれば︑アメリカでは年間およ

べて日米比較から生まれてきました︒
﹁同

そ６万人の要保護児童︵＝さまざまな理

じような制度なのに日本とアメリカではな

日米の思いがけない共通点や相違点が明ら

由で実親の保護に恵まれない子どもたち︶

﹁里親養子﹂
︑そして２割が海外の養護施設

かになります︒それをデータで裏付け︑経

が養子縁組によって新しい家庭を得てい

ぜこんなに違うのだろう﹂という驚きか

済学のロジックで説明していくのです︒こ

るのです︒これに対して︑日本は家名や

などに保護された児童を養子にする﹁国際

れまでに日米の雇用制度や所得格差の変遷

家業の継承を目的とする養子縁組が圧倒

ら︑資料を駆使してその歴史的起源を探

を比較しました︒今は﹁家族の経済学﹂の

的に多い﹁成年養子大国﹂で︑子ども養

養子﹂であることがわかります︒

視点から日米の養子制度を研究していま

る︒２国の歴史を丁寧に繙︵ひもと︶くと︑

す︒以下ではそれを例にとりましょう︒

20

40

Chiaki Moriguchi

chat in the den

連れ子養子

他児養子

連れ子養子

成年養子

25％

のですが︑私の研究のアイディアはほぼす

子﹂です︒そして︑

でも姻族でもない子どもを対象とする﹁他

や甥︑姪を養子にする﹁血縁養子﹂
︒血族

もを養子にする﹁連れ子養子﹂
︑７％が孫

25

アメリカ

日本

11

児養子﹂はわずか１％に過ぎません︒

成年養子 0％

他児養子 1％

67

50 10

17

森口千晶
経済研究所教授

研 究 室 訪 問

児童福祉としての養子制度を考える
「成年養子大国・日本」と

「子ども養子大国・アメリカ」の変遷を追う
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chat in the den

い夫婦が血の繋がりのない赤ちゃんを養

り︑１９２０年代から子どもに恵まれな

考え方と良質な粉ミルクの普及などによ

した︒ところが︑
﹁遺伝より環境﹂という

る養親と養子の縁組がアメリカ社会に広

く︑国際養子の増加によって人種が異な

養親希望者には高学歴・高収入の人々が多

費や手続き費用を含めて２万〜５万ドル︒

だからです︒国際養子縁組のコストは旅

の子というだけで手放された健康な乳児

組も重要な役割を果たしているのです︒

より少ない︶
﹂という不妊を動機とした縁

をみると︑日本よりはるかに血縁意識が強

話はそれほど単純ではありません︒データ

﹁子ども養子小国﹂なのか

万件もの他児養子縁組があったのに︑それ

ると︑日本でも１９５０年代には年間数

たりの他児養子数は多い︒また歴史を遡

いといわれる韓国のほうが未成年人口当

子として受け入れはじめます︒１９５０

日本はなぜ

年代にはすでに縁組のあっせんを求めて

制度は主に﹁家の存続﹂のために利用さ

初めにみたように︑現在の日本の養子

が戦後一貫して減少しているのです︒

このようにアメリカは一世紀を経て︑家

わが国の養子制度の未来を探る

族の概念がしだいに多様化し︑今日の﹁子

く受け入れられるようになりました︒
一方︑里親養子は︑実親が親権を放棄

養親希望者の待ち行列ができ︑１９７０
または喪失し︑公的な保護下に置かれた

日本でも晩婚・晩産化が進むなか﹁子ども

年代には中絶の合法化と経口避妊薬の普

に 恵 ま れ な い 家 庭 ﹂ が 多 数 あ る 一 方 で︑

及により実母に手放される婚外子が激減

他児養子数を比較

保護者に恵まれず幼少期から自立するま

れ︑要保護児童に家庭を与える制度とし

すると︑アメリカの

で施設で養育される﹁家庭に恵まれない

ども養子大国﹂になりました︒それでは︑

１７ ０ に 対 し て 日

子ども﹂もたくさんいます︒今後︑養子

子どもたちが対象です︒不遇な生育環境

１９６０年代までは︑アメリカでも﹁理

本は６︵いずれも推

制度についての理解が深まり︑養子とい

して︑深刻な﹁供給不足﹂の状態に陥り

想の家族＝実の親子﹂という固定観念が

定値︶です︒なぜ日

う選択肢が家族形成の一手段として広く

てはうまく機能していません︒けれども︑

強く︑少しでも理想に近づけようと︑養

本では他児養子が

認識されることでこの両者のマッチング

日本はどうでしょう︒出生１万人当たりの

親と養子のマッチングでは人種・宗教・年

こんなに少ないの

を反映して︑何らかの障がいのある子ど

齢・容姿などを揃えることに細心の注意が

でしょうか︒

ました︒これを転機にアメリカの養子制

払われました︒単身者やゲイカップルは

度がさらに変容します︒

養親になれず︑養母は専業主婦が望まし

ラリズムやマルチ・カルチュラリズムの台

もアメリカでは︑１９８０年代にはリベ

奨励するため︑連邦政府は１９８０年に

ある﹂という理念のもとに︑里親養子を

どもは家庭的環境で養育を受ける権利が

もの割合も高い︒それでも︑
﹁すべての子

用率はアメリカより高く︑かつその成功

本では︑体外受精など高度不妊治療の利

ルが少なくありません︒これに対して日

がら養子縁組の待ち行列にも並ぶカップ

たとえば︑アメリカでは不妊治療を受けな

と養子の﹁代替性﹂が低いということです︒

きなヒントを与えてくれるのです︒
︵談︶

本の養子制度の未来を考えるうえで︑大

が起これば︑双方がより大きな幸せを得

頭とともにそれまでのコンサバモードが

里親養子手当を導入しました︒その結果︑

率が低い︒そして子どもを授からなかっ

ひとついえるこ

崩れ︑
﹁国際養子﹂と﹁里親養子﹂が増加

祖母が孫をひきとるなどの血縁養子に加

た夫婦のほとんどが︑養子という選択肢

いとされ︑年長児や障がいのある子ども

し︑養子縁組の多様化が起こるのです︒

えて︑実子に恵まれないカップルやシン

を考慮することなく子どもを持つこと自

る可能性は高いと思います︒アメリカの

国際養子縁組の相手国は︑中国︑ロシ

グルによる他児養子も増えました︒つま

体をあきらめる ││︒このことから︑
﹁血

たどってきた歴史過程を知ることは︑日

ア︑エチオピア︑グアテマラなどさまざ

り︑近年の里親養子縁組の増加には︑
﹁不

とは︑日本ではアメ

まです︒そのなかで中国は︑特にアメリ

遇な子どもの救済﹂という養親の利他的

リカに比べて実子

カの養親希望者の人気が高いことで知ら

縁重視の伝統﹂がある日本に他児養子は

は縁組の対象外でした︒これは今の日本

れています︒その理由の一つは︑国家の

な動機だけでなく︑
﹁子どもがほしいけれ

馴染まないと考える人もいるようですが︑

の養子縁組の環境とよく似ています︒で

﹁一人っ子政策﹂と国民の強い男児選好の

どいない︵あるいは理想とする子ども数
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結果︑中国の要保護児童の大多数が︑女
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