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イ ン ド で は 、 2002 年 よ り 、 商 業 的 な 代 理 母 出 産

Since 2002, commercial surrogacy has been legal in

（“Surrogacy”）が合法であり、インドにおける代理

India, and surrogacy business has been expanding,

母出産ビジネスは、インドが世界の"surrogacy hub" until India is sometimes called the "surrogacy hub"
of the world.

とよばれることもあるほど拡大してきました。

しかし、
著名な Baby Manji vs Union of India 事件は、 However, the famous case of Baby Manji vs Union
法的規制についての再考を促しました。この事件で

of India encouraged reconsidering the necessity of

は、日本人カップルがインドの代理母に依頼した後、 legal restraints. In this case, a Japanese couple
Baby Manji が生まれる前に離婚し、父親のみが育て

commissioned a surrogate mother in India but they

ることを希望しました。ところが、インドの法律では、 divorced before Baby Manji was born and only her
独身男性は監護権を認められません。そして、日本の

father wanted to raise her. However, Indian law

法律では、分娩の事実により母子関係が発生するの

should not grant custody to a single male parent,

で、当初、在印日本大使館は、Baby Manji に、日本

and Japanese Embassy in India refused to give

のパスポートやビザを与えませんでした。

Baby Manji a Japanese passport or visa at first,

2016 年には、
代理母出産を規制する法案が Lok Sabha

because Japanese law recognizes a woman who

（インド連邦議会の下院）に提出されています。

gives birth to a baby as a mother.

インド最高裁の Senior Advocate である Dr. Pinky

In 2016, the Surrogacy (Regulation) Bill was

Anand がインドにおける代理母出産をとりまく現状 introduced in Lok Sabha (House of the People).
Dr. Pinky Anand, a Senior Advocate at the Supreme

について講演します。

Court of India, will speak on the current situation
surrounding “Surrogacy” in India.
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注：本セッションは英語で実施されます（本セッションでは，日英同時通訳は御利用いただけません。
）
。
Note: This session will be held in English only. E/J simultaneous interpretation will not be provided at this session.

38
全てのセッションに日英同時通訳がつきます（ただし、プレセミナ䠉、サイドセッション及びランチセッションを除きます。）。
E/J Simultaneous Interpretation will be provided at all sessions except for the Pre-Seminar, the Side-Sessions and the Lunch Sessions.
2017年9月12日現在。今後、変更の可能性があります。Current as of September 12, 2017. Please note this program is subject to change.

