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○ Abstract
The number of child adoptions in Japan is much lower than in the US. Moreover,
in the US, the rate of adoptions for children who aren’t related to their adoptive
parents by blood account for 50% of adoptions, while in Japan it accounts for only 1%.
90 % of aid-requiring children in Japan live in orphanages. I believe there is a problem
with Japanese law in that it is too complex. In contrast, many parts of the adoption
process are made plain and simple in many other countries. For example, in the US,
there used to be a lot of child neglect and the US government began to introduce a
more effective system for child adoption. And now, one out of three Americans have
considered having an adopted child. In France, babies can be adopted immediately
after they are born. And the Korean government encourages children to be adopted in
foreign countries if they are not accepted domestically. With this in mind, I found that
the system of child adoption in Japan is so complicated that it doesn’t work well. We
need to change the law for adoption. But it would probably take too long to do it.
Instead, I suggest that the local government should be in charge of this problem more.
It will surely give a lot of advantages not only for adapted children but also for the
local government. By reducing the number of children in government funded
institutions, current public spending can be allocated to fund more on other issues.
Families with an adopted child would also cause an increase in consumption, which
will stimulate the economy. In addition, I feel this could be useful in countering
Japan’s declining birth rate.
｢養子小国｣日本に言いたいこと ～養子縁組のもたらすもの～
○研究概要
2 年前、テレビでの養子縁組の特集に興味を持ち、他児養子について調べることにした。
他児養子とは養親と血のつながりのない、一般的に養子と呼ばれるものだ。養子縁組に占
める他児養子の割合はアメリカが 50％であるのに対し、日本は 1％と非常に少ない。日本
では養子縁組をしない代わりに、要保護児童の約 9 割が施設で生活している。家庭を必要
としている子供がいるにも関わらず、他児養子が普及していない 原因は日本の法律にある
と考えた。なぜなら、子どもが 6 歳未満であることや実親の承認をもらうなど、沢山の条
件を満たさなくてはならないからである。これに対し、外国の養子縁組制度は、長期間里
親の下で育てられた子が容易に養子になることができる制度や、里親の数によって州に補
助金を出す制度、匿名かつ無料で出産し、そのまま養子縁組を行う制度など シンプルなも
のが多いことがわかった。日本の他児養子の問題を根本的に解決していくためには、法律
の改正を視野に入れることが不可欠であると考える が、暫定的な処置として、私は「愛知
方式」の普及を提案したい。愛知方式とはフランスの制度とよく似ており、出産前に養親
が決定され、出産後すぐに養親のもとで子供が過ごせる制度である。 国の法律改正を待つ
だけでなく、地方自治体が積極的にこの問題に取り組むことで、地方自治体にもさまざま
なメリットが生まれると考えている。
他児養子を増やすということは、施設にいる子供が減るということで、施設 の運営費を
節約することにつながり、その費用を他に活用できる。そして子供を持つ親が増えること
で、養育に関する消費が増え、経済的な活性化が見込まれる。また、養子縁組制度を整備
することで中絶者が減り、少子化対策につながる可能性があると考えられる。

