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NEWS COMMENTARY 

1．代理出産問題 
 
代理出産による子どもが実子

と認められなかった背景と倫

理的問題，および今後の日本

社会の動向について。 

3．労働審判制度 
 
個別労使紛争解決のための司

法システムとして成立した

「労働審判制度」の約 1 年間

の動きをみる。 

4．経済学的アプロ
ーチの広がり 
談合を自首させるインセンテ

ィブをもった独禁法の新たな

仕組みから経済学的アプロー

チについて解説。 

 5．国民投票法 
 
日本国憲法施行60周年の5月
に改憲手続きのための国民投

票法が成立。付帯決議の多さ

が今後の課題を示している。
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2．金融政策と金融
調節 
現在の金融政策について概観

し，特に公開市場操作の具体

的な内容と金融調節の一日の

動きを説明する。 
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代理出産の母子を認めず 
2007年3月23日，最高裁はタレントの向井亜紀さんと

元プロレスラーの高田延彦さんとの間に代理出産で生ま

れた双子の男児を，夫妻の実子と認めないという判断を

示した。その経緯は，子宮けいガンのために子宮を摘出

して子どもを産めなくなった向井さんが，アメリカの女

性と代理出産の契約を結び，夫妻の受精卵を契約した女

性の子宮に移植したことにはじまる。その後，米人女性

は双子の男児を出産し，ネバダ州地方裁判所もこの双子

を夫妻の実子と認めたので，夫妻は帰国後品川区役所に

双子の出生届を提出した。ところが，品川区はこの出生

届を受理しないと通知し，東京家裁も品川区の不受理を

支持した。そこで夫妻が高裁に判断を仰いだところ，高

裁は品川区に受理するように命じたのだが，品川区は最

高裁に抗告し，最高裁が品川区の不受理を支持したとい

うものである。 
代理出産の現実 
代理出産には，①体外受精による夫婦の受精卵を第

三者の女性の子宮に移植する場合，そして②夫の精子と

第三者の女性の卵子とを人工授精させ，妊娠させる場合

とがある。①の女性を体外受精型代理母（ホストマザー）

といい，②の女性を人工授精型代理母（サロゲートマザ

ー）という。まず②の場合では，子どもは遺伝的には夫

と代理母との子どもであり，妻の子どもではない。その

ため2005年，大阪高裁は②のケースを「公序良俗」に反

するとして実子と認めず，最高裁も高裁の決定を追認し

た。しかし，向井さんの場合は①のケースであり，子ど

もは遺伝的にも夫妻の実子であることは明白である。そ

れにもかかわらず，最高裁はこれを認めなかった。 
最高裁の判断理由 
最高裁の不受理の理由は，「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，…公の秩序に反するものとして，我が国にお

いて効力を有しない」（最高裁HP）というものであっ

た。すなわち，現在の民法が作られた時点では，「代理

出産」を想定した規定はなかった。それゆえ，最高裁は

「…出生した子の母は，現行民法の解釈としては，その

子を懐胎し出産した女性と解さざるを得ず，卵子を提供

した女性との間で母子関係の成立を認めることはできな

い」（同上）としたのである。しかし，これは明らかに

法整備の遅れである。そのため，最高裁は「代理出産と

いう民法の想定していない事態が現実に生じている以上，

…，立法による速やかな対応が強く望まれる」（同上）

という意見を述べている。この最高裁の立法府に対する

法整備の要請は，「海外の代理出産で生まれた赤ちゃん

はほぼ全員，実子として日本で出生届が受理されている」

（『読売新聞』3月24日朝刊）という現実の中，夫妻が黙

って出生届を出していたなら，双子は実子として認めら

れていたのではないかという予測を抱かせるものである。 
代理出産の倫理的問題 
しかし，代理出産に関しては，夫妻に対する多くの

同情とともに，反対を唱える人も少なくない。その多く

は倫理的な問題に関するものである。代理出産をめぐっ

ては，従来からさまざまな議論があった。親権や養育権

の問題，さらには女性の出産機能の商品化の問題につい

ては，教科書でも触れている。それ以外にも，日本産科

婦人科学会は①生まれてくる子の福祉を最優先するべき

である，②代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う，

③家族関係を複雑にする，④代理懐胎契約は倫理的に社

会全体が許容していると認められない，という理由で代

理出産を認めていない（日本産科婦人科学会HP）。ま

ず①については，育ての親以外に生みの親がいることを

子どもが知ったときの動揺の問題などが考えられる。ま

た②については，出産は現代でも危険を伴うものであり，

自分の子でない子を産むためにそのような危険は避ける

べきである。また③については，サロゲートマザーの場

合には，子どもに対する妻の愛情や嫉妬，あるいは代理

母による家族への干渉などが生じる可能性があると指摘

されている。 
今後，日本社会では代理出産に関する議論が行われ，

法的整備が行われていくことと思われるが，その際，ど

のような倫理的観点に立って法律が定められていくのか，

見守ることは大切なことである。 
 
問 代理出産に関する日本の現状について述べた文とし

て最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 代理出産で子どもを生むことは，憲法の幸福追求

権に合致するとして，暗黙の了解が得られている。 
② 海外の代理出産では，出産した女性が母性に目覚

め，子どもの引き渡しを拒否した事例がある。 
③ 国内の代理出産による子どもは，法律に規定がな

いので，卵子を提供した女性の実子とされている。 
④ 代理出産はあくまで法律の不備による禁止であっ

て，法律の整備によって倫理的問題は解決する。 

代 理 出 産 問 題 
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はじめに 

日本経済が長期にわたる低迷期を経験した結果，日

本銀行の金融政策も従来とは大きく変化してきた。2006
年 7 月にはゼロ金利政策を変更し，5 年 4 ヶ月ぶりに短

期金融市場ではプラスの金利が復活した。公定歩合操作

の重要性は低下し，かつその名称も変更された。法定準

備率操作については，最近は政策手段として利用されて

いない。中国の金融当局に関する話題が報じられる程度

である。金融政策の最近の動きを中心に，基本的な事実

関係を紹介したい。 
「公定歩合」の名称変更 

2006 年 8 月より，「基準割引率および基準貸付利率」

と名称を変更している。 
この利率は，2001 年に導入された補完貸付制度に適用

される金利である。補完貸付制度とは，金融機関が日本

銀行に差し入れている担保の範囲内であれば希望すると

きに希望額借り入れることができる制度のことである。

その水準は，2001 年 9 月 19 日から 0.1％，2006 年 7 月

14 日から 0.4％，2007 年 2 月 21 日から 0.75％に設定さ

れている。その役割は，かつてのような金利水準の中心

的な指標としてではなく，コール市場金利の上限を示す

ことである。すなわち，現在市場金利の誘導目標となっ

ているコール市場の金利がこの水準をこえると，金融機

関はこの制度を利用することになるからである。 
法定（預金）準備率操作 

法定準備率は 1991 年 10 月 16 日に変更されて以降，

全く変化していないので政策手段としての役割は小さい。 
金融政策と金融調節 

現在の金融政策は，「公開市場操作（オペレーション）

などの手段を用いて」と日本銀行のホームページで説明

されているように，公開市場操作が中心となっている。

金融調節とは，月に 1，2 回開催される日本銀行政策委

員会の「金融政策決定会合」で決まった金融政策運営の

基本方針を実現するために，公開市場操作などを用いて

短期金融市場（コール市場）で資金量を調整することを

いう。実務は，日本銀行金融市場局が担当する。 
その内容は，短期資金を取引する短期金融市場に参加

して，金融機関などの保有する国債の売買などを通じ，

資金量を調整，適切と考える金利水準に誘導することを

任務としている。 
コール市場 

コール市場の命名の由来は，「マネー・アット・コー

ル」（呼べば直ちに戻ってくる資金）である。「資金を貸

してくれ」と金融機関が呼べばすぐに応えてくれる短期

間の資金を融通する市場のことである。 
2007 年 2 月，日銀は無担保コール翌日物（担保なし

で借りることができ，翌日に返す取引）の金利を誘導目

標とし，0.5％に設定すると公表している。日銀は，金融

機関の持っている国債を購入することによって資金を供

給し，日銀の持っている国債を売ることによって資金を

吸収する。市場の状況に応じて毎日，コール市場に介入

してほぼ完全に短期金利をコントロールしている。 
『日本経済新聞』の「マーケット総合 1」面の短期金

融市場欄には，毎日このレートが掲載されている。誘導

目標である水準をこえる日もあり，市場の空気がこの数

字から読み取れる。 
資金過不足と一日の動き 

金融機関は決済を円滑に行うために「当座預金口座」

を開設している。財政資金の払い（年金の支払いや国債

の償還）がある場合や日本銀行券の日銀への預け入れ（還

収）がある場合には増加する。逆の場合は減少する。 
実際の金融調節は，毎日朝一番に前日の各市場の状況

や日本時間の夜の海外市場の動向を踏まえて，当日の市

場における取引の動向に関する情報を集めて分析する。

これらの作業を経て，コール市場の需給状況を判断し，

その日に行うオペレーション計画（どのオペレーション

手段でどれだけの資金の供給・吸収を行うか）を作成す

る。また，状況によっては追加的なオペレーションを実

施することもある。 
こうして，その日の銀行券の発行状況や財政資金の出

入りの実績をまとめ，「日銀当座預金増減要因と金融調

節」の実績（速報）および翌営業日の予想を発表する。

こうして一日の作業は一応終了することになる。 
 
問 現在の金融政策について述べた文として最も適当

なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 最近，「公定歩合」の名称は使用されなくなったが，

その重要性に変わりはない。 
② 法定準備率も，経済状況がよくない時期には頻繁

に変更される。 
③ 窓口規制も，政策効果が直接的であることから最

近復活している。 
④ 金融政策の中心は，現在では公開市場操作になっ

ている。 

金 融 政 策 と 金 融 調 節 
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●労働審判手続きの流れ 

解雇，給料・退職金の支払いなどに関するトラブル発生

▼ 

地方裁判所に申し立て（申し立て手数料等が必要） 

▼ 

期日における審理（原則として 3 回以内） 

▼  ▼ 

 労働審判（解決策の提示） 調停成立（話し合

いによる解決）  異議なし 異議申し立て 

 ▼ ▼ 
確定した労働審判や

成立した調停の内容

は，裁判上の和解と

同じ効力がある。 
 確定 

労働審判失効 

訴訟手続に移行

はじめに 

この制度は，2004 年 4 月に労働審判法が成立し，約

2 年間の準備期間を経て，2006 年 4 月から施行されてい

る。その背景には，バブル経済崩壊後，企業の事業再構

築の動きが進展する中で，会社を解雇されたり，賃金が

支払われなかったりというような，会社と個々の従業員

との間のトラブルが増加してきた，という事実がある。

そのような事態に的確に対応するため，訴訟よりは短い

期間で解決できるとともに手続き費用も安くすむという

仕組みとして始まった。制度発足から 1 年たった，2007
年 4 月中旬に発表された最高裁判所の集計（速報値）に

よれば，2 月末までの申し立て件数は 1055 件。うち審

理が終わった 778 件の申し立て理由では，解雇無効など

「地位確認」関連が 393 件（51％）と半数を占めた。金

銭関係のトラブルは「賃金など」が 187 件（24％），「退

職金」が 63 件（8％）だった。757 件は，「3 回以内」に

審理を終了，例外的に 4 回に達したのは 21 件のみ。申

し立てから終了までの審理期間は，1 ヶ月以内が 42 件

（5％），2 ヶ月以内が 243 件（31％），3 ヶ月以内が 277
件（36％）で 7 割は 3 ヶ月以内に終了。平均審理期間は

73.7 日で目標だった「3 回以内で 3 ヶ月程度の決着」を

クリアし，当初の目的は一応達成したといえる。また，

2 月末までに審理を終了した 778 件のうち，538 件

（69％）は調停で解決し，審判に至らず決着しているケ

ースが多かった。（『日本経済新聞』4 月 19 日夕刊参考） 
実例 

労働審判手続きは原則非公開であるが，『ジュリスト 

No.1331』（有斐閣）に収録されている「労働審判制度と

労働契約法－労働実体法の見地から」の中に，いくつか

の事例が報告されている。 

手続き 

労働審判官（裁判官）と労働審判員 2 人の計 3 人で

構成する労働審判委員会が，3 回以内の期日で，トラブ

ルになった権利関係について審理しながら，適宜，話し

合いによる解決である調停を試みる。調停が成立しなけ

れば，労働審判委員会が，当事者間の権利関係を踏まえ

つつ，事案の実情に即した解決をするために必要な審判

を行う。ただ，当事者が審判の内容に納得できず，異議

申し立てをした場合には，通常の訴訟手続に移行し，審

理することになる。 
申し立て 

地方裁判所に申し立て，第 1 回期日で紛争について

の争点を整理し，第 2 回期日に証拠調べを行った上で調

停案を提示し，第 3 回期日には調停を行い，話し合いが

つかない場合は審判をする。原則として 3 回の期日しか

ない。 
戦後の労働法制との関連 

戦後の労働法制は，集団的労使紛争を重視し，専門

的な紛争解決機関として労働委員会を創設した。しかし，

労使関係の構造変化が 1980 年代半ばから顕著になり，

個別労使紛争処理について，二つの課題が提起された。

一つは，公的機関がどのようなサービスを提供すべきか

という課題であり，もう一つは，個別労使紛争解決の司

法システムの構築であった。 
前者については，2001 年の個別労働関係紛争解決促進

法の制定により，厚生労働省都道府県労働局が相談・あ

っせんの行政サービス提供を開始し，地方労働委員会も

地方自治法の自治事務としてサービスの提供が可能にな

った。後者についての成果が「労働審判制度」であり，

ほぼ 1 年を経過して，順調なスタートを切ったといえる。 
 
問 会社と労働者個人との紛争（解雇無効）が起こった

場合の法的処理について述べた文として最も適当な

ものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 労働審判手続きを，地方裁判所に申し出ることが

できる。 
② 日本の労働法制は，集団的な労使紛争しか対象と

しないので，現在のところ法的な対応はできない。 
③ 金銭的なトラブルについては，労働審判制度を利

用できるが，解雇無効などの審判は対象外である。 
④ 厚生労働省都道府県労働局が行っている相談・あ

っせんの行政サービスを利用するしか方法はない。 

労 働 審 判 制 度 
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談合を自首させる新たな仕組み 

2007 年 1 月の宮崎県知事選挙で東国原知事が選ばれ，

「そのまんま旋風」が話題になった。この選挙は，前知

事が官製談合で逮捕されたことによって行われた。宮崎

県だけでなく福島県，和歌山県においても，相次いで知

事が談合容疑で逮捕された。 
この日本社会に深く根付く「談合」を自首させる新た

な仕組みが話題を呼んでいる。2006 年 1 月に導入され

た改正独占禁止法の「課徴金減免制度」である。これは，

公正取引委員会にカルテルや談合など違法行為を最初に

自主申告した企業は告発を免除され，3 番目までは課徴

金を減免されるというものである。この制度の効果は絶

大で，制度発足以来申告数は 100 件をこえた。名古屋市

地下鉄談合事件では，自主申告した企業自らが公取委に

対して社名の公表まで依頼している。 
注目したいのは，この「課徴金減免制度」が，経済学

的アプローチによって問題解決をはかっている点である。

談合事件が報道されると「誰が悪いのか？」という善悪

論や不正を働いた企業モラルばかりが問題にされる。不

正を防止する仕組みの考察にまでなかなか至らない。経

済学的アプローチとは，「人間の行動における合理性の仕

組みを明らかにすること」である。課徴金減免をインセ

ンティブ（動機付け）にしたこの仕組みは，人間の合理

的な行動を利用したものである。経済学の考え方では，

どんなに悪い人であろうと，利益を得られる動機付けさ

えあれば，良いこともするのである。 
広がる経済学的分析 

近年，これまで対象にされなかった事柄に経済学的

分析がなされ，高い関心と評価を得ている。『ヤバい経済

学』（スティーヴン・レヴィット他，東洋経済新報社）は，

大相撲で八百長が発生するメカニズムをインセンティブ

の概念で明らかにした。『経済学的思考のセンス』（大竹

文雄，中央公論新社）は，女性が背の高い男性を好む理

由など人々の意思決定メカニズムに踏み込んで考えるこ

とによって，経済学の本質を解き明かした。なかでも注

目したいのは，『障害者の経済学』（中島隆信，東洋経済

新報社）である。同情や単純な善悪論から脱し，経済学

の冷静な視点から障害者の本当の幸せを考えた本書の中

で，中島氏は 2005 年に制定された「障害者自立支援法」

について次のように記している。 
「…簡単にいえば，『福祉』からの脱却である。… 
…福祉という名のもとで障害者は弱者扱いされ，潜在

能力が生かされず，税金が無駄に使われている現状は何

とかしなければならないだろう。 
無料で供給される財・サービスは大切に扱われない。

『どうせ無料なら貰えるだけ貰っておこう』という意識

が働くからだ。障害を重く見せかけ，なるべく多くサー

ビスを受けようとするモラル・ハザードが起きる場合もあ

る。原則 10％自己負担となっているのはそのためだ。…」 
福祉の現場にインセンティブをつけることで，障害者

とその関係者たちが自分たちの利益のために行動した結

果として，すべての人々が幸せになるような制度設計と

は何かを考える時代になっているのである。 
経済学のエッセンスはインセンティブ 

経済学の考え方を端的に示すのに「世界が石油を使

い果たしてしまうまでに，あと何年かかるか？」との問

いがしばしば使われる［参考：『インビジブルハート』（ラ

ッセル・ロバーツ，日本評論社）］。答えは無限大。いつ

までたってもなくならないのである。枯渇が近づけば，

価格は上がる。そうすれば採掘コストの高い海底油田な

どの開発や別のエネルギー源に乗り換えるであろう。現

にブッシュ大統領は 2006 年の一般教書演説で脱石油政

策を掲げ，エタノールの利用を推進している。エタノー

ルを生み出すトウモロコシは大幅に値上がりし，食事を

確保するか，自動車を走らせるかの“穀物争奪戦”が語

られる時代になっている。このように人間の合理的行動

を考えれば，石油が枯渇することはあり得ないのである。 
社会のさまざまな問題解決に対する経済学的手法に期

待が高まり，その分析対象が広がっている。単に「課徴

金減免制度」「障害者自立支援法」といった時事の知識だ

けでなく，基本である経済学的考え方をきちんと理解す

ることが大切である。 
 
問 経済学のインセンティブを利用して，交通事故を減

少させる方策として適当でないものを，次の①～④の

うちから一つ選べ。 
① 交通事故を起こしたドライバーの運転免許を取り

上げる法律を制定する。 
② 自動車メーカーに対してシートベルトの撤廃を義

務付け，危険性を高める法律を制定する。 
③ 自動車メーカーに対してエアバッグの取り付けを

義務付け，安全性を高める法律を制定する。 
④ 一定期間，交通事故のなかったドライバーには医

療保険料を軽減する法律を制定する。 

経済学的アプローチの広がり 
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●国民投票法成立後の流れ 
国民投票法成立 

▼ 
両院に「憲法審査会」新設

▼ 
国会で憲法改正原案審議

2010 年までは改憲原案 
の提出・審議ができない 

▼ 
国会が憲法改正案発議 

衆参各院の総議員 3 分 
の 2 以上の賛成が必要 

▼ 
「国民投票広報協議会」設置

国民に対する広報・周知 
▼ 

憲法改正の国民投票実施

国会の発議後， 
60～180 日の間 

▼ 
有効投票総数の過半数で

憲法改正 

国民投票法成立 

2007年の第166回国会（常会）において，「日本国憲

法の改正手続に関する法律案」（国民投票法案）が4月
13日の衆議院本会議，5月14日の参議院本会議でそれぞ

れ可決され，成立した。 
憲法第 96 条は，憲法改正の要件として，衆参各議院

の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で国会が発議し，さらに

国民投票でその過半数が賛成することと定めている。し

かし，憲法には，国民投票の仕組みについての具体的規

定がないので，その手続きを定めるための法律である。 
国民投票制度とは 

国民投票制度は，間接民主制を補完するものとして，

重要な政治課題に国民の意思を直接表明する手段として

採用される制度であり，欧州各国中心に根付いてきた。

投票対象は憲法改正に限定せず，法律の制定・廃止，条

約の承認なども含めている国が多い。日本国憲法は，国

民投票については，憲法改正の是非についてのみ規定し

ている。 
国民投票法成立までの経過 

2000年1月，衆参両院に，日本国憲法について広範か

つ総合的に調査を行う機関として「憲法調査会」が設置

され，それぞれ2005年4月に報告書が提出された。 
2005年9月，衆議院に憲法改正国民投票制度などを審

議する機関として「日本国憲法に関する調査特別委員会」

（憲法調査特別委員会）が設置された。 
2006年5月に与党案と民主党案それぞれの法案が衆議

院に提出された。その後の修正協議でも一本化できず，

結局2007年3月に与党修正案，4月には民主党修正案がそ

れぞれ衆議院に提出され，衆議院本会議で，与党修正案

が可決，民主党修正案は否決された。 
一方，参議院では，2007年1月に憲法調査特別委員会

が設置され，衆議院での可決後実質的審議がなされた。

参議院では，最低投票率制の是非などが論点となったが，

与党は修正せず採決にふみきり可決・成立した。 
国民投票法の概要 

① 投票の対象…憲法改正に限定（第1条） 
② 国民投票の期日…憲法改正案の国会発議から60日
以後180日以内（第2条） 

③ 投票権…満18歳以上の者（第3条）。3年以内に，公

職選挙法，民法等の関連法令について検討し，必要な

措置を講ずる（附則）。 
④ 国民に対する広報…衆参各10人で構成する「国民投

票広報協議会」を国会に設置（第11条他，国会法） 
⑤ 投票方法…投票用紙に

印刷された「賛成」また

は「反対」の文字を○の

記号で囲む（第57条）。 
⑥ 公務員の政治的行為の

制限…国家・地方公務員

法の「政治的行為の制限」

を原則適用（附則） 
⑦ 公務員等及び教育者の

地位利用による国民投票

運動（改憲賛否の運動）

の禁止（第103条） 
⑧ 広告放送の制限…投票

14日前からテレビ・ラジ

オによる改憲に関する広

告放送を禁止（第105条） 
⑨ 施行期日…公布から3
年後（附則） 
国民投票法の課題（最低投票率制など） 

国民投票などの投票率が一定の基準に達しなければ，

投票そのものを無効にする最低投票率制は，盛り込まれ

なかった。その理由として与党は，憲法第96条に規定が

ないのに，法律で定めることは違憲の疑いがあることや

投票ボイコットなどの運動を引き起こすおそれがあるこ

となどをあげている。しかし，野党から，「有権者の1，
2割の賛成で改憲案が通る」などの指摘がある。 
その他にも，メディア規制の問題や公務員の政治的行

為の制限などが指摘されている。 
 
問 国民投票法について述べた文として最も適当なも

のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 憲法改正だけではなく，重要施策の決定について

も，国民投票の対象となった。 
② 有権者の過半数の投票がなければ，投票自体を無

効にする最低投票率制が導入された。 
③ 投票年齢は18歳以上だが，3年以内に選挙権など

も18歳以上にするよう検討し，必要な措置をとるこ

ととなった。 
④ この法律の成立により，憲法改正に必要な衆参各

院で総議員の 3 分の 2 以上の賛成による発議は不要

となった。 

国 民 投 票 法 
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