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 始まりつつある命の歩み 

 

受精のときに行われる決定的な飛躍のなぞは、人間の心が成立する

ための過程の始まりです。今ここで、どの時点で心が成立するかと

いう論争は別にして、この過程を始めから大切にすることが必要な

のです。どの時点から一人の人間の命が始まるか、ということに関

して意見の相違がみられます。カトリック教会の公式な文書では、

科学的にも哲学的にも定義するのではなく、「最初からその命を守

ることにする」という「より安全な立場」が取られています。  

 

 そうした文書には、たとえば、次のような三種類の発言がうかが

われます： イ）信仰、ロ）倫理、ハ）科学、それぞれの観点から

行われている発言です。 

 

 イ）信仰の観点からみて「胎児は生まれ出る前から神の愛の対象

である」と言われています（『いのちの福音』44；エレミヤ 1,5）、 
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 ロ）倫理一般の観点から考えて、「始まりから死に至るまでの人

間のいのちには神聖な価値がある」と言われています（『いのちの

福音』2）。 

 

 ハ）科学の観点を参考にして、「受胎のときから、受精卵の中に

はその生命体が将来何になるのかという遺伝的な仕組みがあるこ

とがあげられています（同 60）。 

 

 この三の発言はそれぞれ異なったレベルのものです。イ）と ロ）

に関して言えば、知識や具体的なデータが変わっても、そのような

発言の内容が変わらないものです。それに対して、ハ）の場合には、

新しいデータや考え方の発展によって変化があり得るし、神学者の

間でも賛否両論もありえます。というのも、あたらしいデータや考

え方の発展によって同じ原則に基づいても、異なった結論を出すこ

とがあり得るからです。 

 

 この点について教皇ﾋﾟｵ十二世が 1957年に述べたことが参考にな
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ります。教会がどの時点で人が死んだと考えるのかと聞かれて教皇

は答えました：「具体的なケースにおいてどのようにその事実を確

認するかということについて話すのは教会の役割ではありません」。

教会はいのちを「始めから終わりまで」守るようにと言いますが、

その始めや終わりの生物学的な規定については、科学者の貢献を参

考にしなければなりません。言い換えれば、教会はいのちを始めか

ら守るべきだと言い、その始まりについて定義するよりも最初から

守るという慎重な態度を取っているわけです。（1957年 11月 24日 

Mendel 研究所員がローマで会議を開いたときの教皇演説。

Documentation Catholique, 1957, n.1267, col.1605。ヨハネ・パ

ウロ２世も１９８９年１２月１４日教皇庁立科学アカデミに向か

って行った演説の中で、同じ線で脳死と臓器移植について述べられ

ました。使徒座議事録（Acta Apostolicae Sedis）、１９９０年７

６６ページ）。 

 さらに、避妊と中絶の違いについても『命の福音』（１９９５年）

の中で「 避妊と中絶はあきらかに別な次元のものであり、同一視さ

れるべきではない」ということが指摘されています。教皇は避妊に

対して否定的な意見を表しますが、避妊と堕胎はそれぞれ別な次元
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の問題であることを明記しています（同 13）。教皇ヨハネ・パウロ

２世は避妊を拒否するための根拠付け方を変えようとしてきまし

た。ごく小数の一部の神学者たちは、避妊を中絶と同一視してしま

い、「（『殺すなかれ』）に反するもの」とみなしてしまっていま

したが、教皇は彼らの論理には決して荷担されませんでした。教皇

は避妊を拒否されるのは夫婦愛の本来の在り方をゆがめるかぎり

においてです。 

 

 このように考えますと、避妊の問題について考える「物差し」は

夫婦の愛情と相互尊重が傷つかないようにということです。 

 避妊をめぐる論争の中で二つの極端な考え方が伺われます。一つ

は自然という言葉を狭義に捉え、人工的なものはすべて不自然とす

る立場です。他の極端は、安全性や効率のみを考慮に入れて人工的

手段によるいろいろな副作用を無視してしまう考え方です。前者は

「自然の摂理」というスローガンを掲げ、後者は「安全性」という

スローガンを掲げているのですが、わたしはそれに対して「視点の

置き方」を変えて、「健全」という言葉を広く深い意味で使いたい

ものです。それぞれの夫婦にとってどの方法が肉体的にも精神的に
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も一番健全であるかということを物差しにしたうえで責任のある

結論を出すことをすすめたいのです。なぜなら人工的手段によらな

いで、自然的方法と呼ばれている方法は場合によっては、非常に不

自然になってしまうこともあるし、逆に人工的と呼ばれている方法

は人工的であるという理由だけで人間の尊厳に反するとはかぎら

ないからです。この誤解を招きやすい「自然」や「不自然」あるい

は「自然的」や「人工的」という言葉よりも、それをさけてわたし

はむしろ「何が真に肉体的にも精神的にもっとも健全であるのか」

ということをケース・バイ・ケースで検討するように勧めます。 

 

 避妊と中絶の境界線の移動 

 

 この二つの問題の混在のためたびたび誤解が生じます。それをす

っきりさせるために学会で次のようなことを仮説の形で提言した

ことがあります： a) 生殖医療技術にともなう ｂ）倫理上の諸

問題を, ｃ）慎重に取り扱うため、ｄ）「ヒト」の個体発生におけ

る, e) 連続性の中で、f) それぞれの決定的期間,  g)すなわち、
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受精の過程、着床の過程、 脳形成の過程などの h) 境界線につ

いて再考する必要があるということです。 

 

a) 「生殖医療技術」は体外受精、出生前診断、遺伝子操作、ク

ローンなどを含めます。 

 

 b) 「倫理上の諸問題」は受精卵の扱い、先天異常児の扱い、代

理母、妊娠中絶などなどです。 

 

 c) 「慎重に」というのは、両極端（大げさな「歯止め」と技術

だけの無責任な「一人歩き）を避けたいからです。 

 

 d」 「ヒト」の個体発生は、「ヒト」という「種」の発生の過程

（精子と卵子の結合から始まる過程）を指すのです。 

 

 e) 「連続性」は生物学的には強調されています。「線引き」の考

え方では命を扱うわけにはいきません。 
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 f) 「決定的な期間」というときには特に着床の重要な境目を念

頭においておきますが、そこに重要な境目があると言っても、それ

は「一点」や「一瞬」に決まるものではなく、一定の時間がかかり

ます。だから「期間」という言葉を使いました。 

 

 g) 「受精の過程」に関して言えば、受精は一瞬に起こるもので

はありません。着床も脳の形成も過程であって、「一点」や「一瞬」

に起こるものではなく、ひとつの「区域」や「期間」に渡って行な

われる過程を指します。 

 

 h) 境界線について再考する必要があります。たとえば、妊娠の過

程への人為的介入は次のように区別されうるのです：イ）受精を妨

げるもの、ロ）着床をさまたげるもの、ハ）中絶、です。 

 

 この最後のポイントを詳しく述べてみます。次のように四つのこ

とを区別できるのではないかと思います： 
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      イ）受精を妨げること  （「避妊１」と呼ぶことに

します）。 

 

      ロ）着床を妨げること   （「避妊２」と呼ぶこと

にします）。 

 

      ハ）着床した胚の発達を止める中絶 

  

      ニ）胎児（fetus）の命を断つ中絶 。 

 

 倫理上の立場から「堕胎」という言葉を注意深く使いたいのです。

どの中絶でもかならずしも堕胎という概念の枠に入るわけではない

のです。たとえば、子宮外妊娠が起こったので、やむを得ず胎児を

中絶する場合はその一例ですが、伝統的な神学でもそれは「医療上

の理由による間接的な中絶」と呼ばれていました。私はこのような

場合に「堕胎が許される」という言い方を使いたくないのです。む

しろこれは堕胎ではないと言った方が適切ではないかと思います。 
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健全な性教育 

 

 性教育が必要だという声が多いのに、「性教育」という言葉を耳

にするだけで神経質になる教育者がいるようです。そのように反応

する教師は別な言い方で言われれば納得していただけるでしょう

か。たとえば、健全な性教育を考えようではないかと言えばついて

いけるでしょうか。とにかく、このテーマについて普段、開けっぴ

ろげに話すことがないのですが、大変重要に思われるので、これか

ら遠慮なしに述べたいと思います。 

 夏休み中いろいろな研修会がおこなわれるのですが、場合によっ

ては最近の話題をとりあげ、一時感心が湧くのに、後に日常の教育

課程の中でそれを生かさず、一発花火に終わるのではないかという

懸念があります。 

 

 私は数年前にあるカトリック学校で生命と性について研修会を

行うために呼ばれて大変有意義な仕事だと思って一生懸命準備し
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たことがあります。研修会でみなさんと一緒に研究したり話し合っ

たりしているあいだ教師たちが示した興味と反応に感心したし、私

自身も学んで帰った実感でした。カトリックでなかった大部分の先

生たちが生徒指導に関する自分達の経験を生かした提言で話し合

いに参加し、多くの具体的な提案を示し、健全な性教育を見直すた

めの示唆が多かったです。私は、指導するよりも、多くのことを学

んで帰ったと言うのはたしかにお世辞ではありません。 

 ところが、後になってわかったのですが、数年経っても学校の方

針が何も変わらなければあの研修会でがんばったのはたいした意

味がなかったのではないかという反省をせざるをえないのです。 

 実は、その研修会から数年後新幹線であの学校の先生にぱったり

会いました。「おひさしぶり」。「お元気ですか」。「あのときお

世話になりました」と言われて、「いや、私こそみなさんから教わ

りましたよ」と私は答えました。そして「あの後、お宅の学校で性

教育はどうなったでしょうか」とたずねてみました。「いや、実は

むずかしいのですよ」。「どうしてですか」。「うちの校長は性教

育という言葉を聞くだけで怒るのですよ」と。 

 その話を聞いて私はがっかりしました。やはりあの校長は大学の



11 

 

教授をしている神父の話を先生たちに聞かせてあげればそれです

むと思ったのでしょうか。それで安心して責任を果たしたつもりに

なり、いわゆる「ありがたいお話」を聞かせれば問題が解決すると

思い込んだのでしょうか。そうだったらミッション・スクールをや

めた方が良いと私は思いました。 

 

 とは言っても、例の校長先生の意見に納得できなくても、その心

配がわからないでもないのです。きっと二つのことが気掛かりにな

っているに違いないと思います。一つは性教育という名のもとで単

に生徒の好奇心をあおるようなセックスの話に終わってしまうの

ではないかとおそれているかもしれません。それならたしかに健全

な性教育にはならないでしょう。あるいは、カトリックの教えと会

わないことが生徒に教えられるとこまるから気になるかもしれま

せん。この点に関する誤解も少なくないので例の研修会で詳しくそ

れをとりあげ、教会の教えを正しく理解し、極端な道徳論におちい

らないように気を使って説明したつもりですが、昔風の伝統的な教

科書の癖を取り除くのは簡単ではないかもしれません。 
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性教育を行うに当たって「総合的な人間学」の観点に立って行えば、

誤解が避けられ、健全な性教育ができるのではないかと思います。

それは、つまり、性の諸次元を念頭におき、多くの観点（例えば、

生理学、心理学、社会学、哲学など）から人間にとっての性の意味

を考える捉え方をめざすことです。 

 

このように広い視野にたって性をとらえたいと思います。性教育は、

もちろん学校で教えるより先に家庭の中で学ばなければならない

面が少なくないです。具体的にお父さんとお母さんはどのように互

いに大切にし合っているかによって子供の心のあり方が育つこと

が多いでじょう。学校で行われる生命と性に関する教育はその姿勢

を育てるために工夫されます。たとえば、セックスについての話し

合いの中で多くの次元、多くの側面からセックスを捉えさせ、生殖

行為としての性、人間的なふれあいとしての性、快楽の伴うものと

しての性、売買春の商売として行われる性などについて生徒に考え

させます。 
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 いわゆる説教してあげることにとどまらず、正しい情報は家庭で

始まって学校で行われるはずの性教育において学ぶことは大切で

す。性教育と言えば生理学的なものを教えるだけでは足りませんが、

そうかと言って、規範を教えるだけでもたりないのです。これをし

てはいけない、これをすべきであるといったような形で禁止事項を

教えるだけでは足りないのです。それよりも、性的関係、性的営み、

性的生活について心理学的にも社会学的にも正しい情報を与えた

方が役に立ちます。 

 

 例えば、女性と男性のそれぞれの精神的な感じ方について考えさ

せるとか、現代社会における性の風潮について考えさせることがあ

げられます。ちなみに、自分たちが接する性情報にはどのようなメ

ッセージが含まれているのでしょうか。あるいは、性犯罪、いわゆ

るセクハラとかレープについて、または性感染症の問題について考

えさせることなど社会批判的に考えさせることも有意義な話し合

いへの手がかりとなるでしょう。 
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 そして、つまらないことや細かすぎる点と思われるかもしれませ

んが、避妊について扱うときも正しい情報を得させることが大切で

す。ある青年は避妊方法を怠り、後に避妊の失敗で中絶の問題がお

きたとします。その中絶の責任の一部は性教育がたりなかったとこ

ろにあると言わなければなりません。 

 

 とにかくこのような具体的なところまで恐れずに取り扱う必要

があります。カトリック学校だからこのことをタブー視にするどこ

ろかかえって教育の一部として扱うべきだと思います。 

 

 さらに、情報だけではなく、ものの考え方を育てることが学校教

育で大切です。例えば、自分にとって性とはどういう意味をもつの

か、性交を求める時どのように相手を見ているのか、どういった動

機をもつのか、相手から快感を得たいだけなのかそれとも相手に快

感を与えて喜ばせたいのか、二人の人間が互いに安心し合える関係

の中でプライバシーを明け渡し、アイデンティティを解体し合える
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絆を結ぶのはいったいどういった意味を持つのか。こういった疑問

を出して生徒に考えさせたいです。 

 

 性的ないとなみに関して後ろめたさがある時、それは健全なもの

なのか、それとも狭い教育の結果としての不健全な後ろめたさなの

かをも考える必要があると思います。時々教会の中で性に関する偏

ったものの考え方の影響がみられます。 

 

 ミッション・スクールなどでの問題ですが、教師個人の価値基準

がバラバラで、生徒はどこに指標を見いだして進めばいいのかがわ

からず、ウロウロしている現状です。神父やシスターの中には、避

妊はうしろめたいものであると考える人が少なくないでしょう。 

 

 それについて私のある知り合いの人は「信徒としての自分を考え

ればよくわかる」と言っていました。その人は次のように言ってい

ました。「つまり、私個人の倫理観がどこで形成されたかというと、

クリスチャンの親からの教育、高校時代のシスター方の教育、結婚

講座をはじめとする教会での神父の考え方、現在共に職場で働くシ
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スター方との話しあいなどです」と言っていました。 

 そして、そのように述べてくれていた手紙で次のように言い続け

ました。「教会関係の場でいまだに強調されるのは、〈十代の娘に

は純潔教育〉。〈結婚生活の場では、荻野式とビリングスメソッド

を中心とする産児制限のみを認めた性のあり方〉です。そして、産

児制限のための有効で信頼のおける人為的手段に対しては絶対に

だめというものです。教会内のこの風潮はよくないですが、このこ

とについて直接意見を求める信徒は少なく、なんとなくうしろめた

いという気持ちを助長するものになっています。もっと開かれた態

度をもっている信徒の教師自身、従来の教育によって〈形成された

倫理観〉と〈現実の生活〉との隔たりから目をそらさずに生きるこ

とは簡単ではないでしょう」。 

 

 このように一人の信徒から私が受けた手紙で考えさせられまし

た。たしかに偏った教え方をしてしまった私たち司祭や修道者やカ

トリック教育者が反省すべきところが多いのではないかとつくづ

く感じます。 
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 以上は思いきって性教育について最近考えていることを述べま

したが、本書の第一章から主張している「いのちへの道を選択する」

というテーマとのむすびつきに留意したいと思います。前にたびた

び述べて来ましたように、人間において「選択する」ことは重要な

特徴です。性の営み方においても健全な性の在り方を選ぶかどうか

が大切です。 

 

 そこで三種類の選択の例をあげておくことにしましょう。 

 

1） 生殖に関する選択。 

夫婦は何人の子供を設けるか、誕生と誕生のあいだにどの間隔をお

くか等を自分たちが責任を持って判断し、決めます。そこで両極端

な選び方もあり得ます。例えば、多くの子供を産み過ぎるというこ

とも、絶対に産みたくないという選び方があり得るのですが、両者

とも無責任と言えます。責任を持って親になるかどうかと言う選択

を人間が迫られています。 
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２）快楽に関する選択 

人間の性の営みは生殖のためだけではなく、それに伴う快楽を味わ

い、相手とともに遊ぶ面もさまざまな形で生かすことができます。

しかしそこでどの方向に持っていくかが問題となります。たとえば、

互いの絆を強めることもできれば、相手を自分の快楽のための道具

にしてしまうこともできます。人間関係においてどのように快楽を

位置付けるかと言う選択ともとりくまなければならないのです。 

 ３）人格的な関係に関する選択。 

人間の性の営みは生殖や快楽に終わらないで、相手との人格的な出

会いを作り、その絆をつよめるものでもあります。しかし、その営

み方によって愛するものたちが互に高め合うこともできれば互に

破壊し合うこともできます。どの方向にその関係をもっていくかは

また人間の選択です。 

 

 このように〈選択〉の問題を性の営み方に当てはめることができ

るのではないかと思います。 
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 私は講義ではこのことを分かりやすく説明するために「性におけ

る三つの P」というスローガンで表すのです。それは procreation

（人間的な生殖の在り方すなわち新しい命の創造のためになる神

との協力）、 pleasure（性の営みに伴う快楽）、  personal 

relationship（性の営みによってむすばれる人格的なきずな）です。

この三つのことの統合こそいのちへの道を選択する健全な性の在

り方とつながります。 

 ところで、職員室で次の会話が聞こえました。 

 A教員は言う、「うちの学校は性教育を取り入れるべきだ」。B教

員が反論する、「いや、うちの学校にはそんなものはいらないよ。

授業が週刊誌と間違えられると困るよ」。C教員は付け加える、「だ

けど、性が乱れているからしつけは必要だ」。 

 この会話には、性教育に関する典型的な誤解が現れています。一

つは、性教育を単なるハウ・ツー（how to）と捉えることです。つ

まり、生物学的なハウ・ツーの説明に快楽的なハウ・ツーをつけ加

えるのが性教育だと思いこむことです。もう一つは、その逆の極端
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で、性に関する禁止事項をしつけることだけに終わってしまうこと

です。 

 

 日本カトリック司教団の２１世紀へのメッセージ『いのちへのま

なざし』は、その両極端を避け、「社会問題としての性の倫理」を

捉えています。人間は人格的存在で、「豊かでトータル（全的）な

存在である」とし、この人間から、「〈性〉だけを分断し、たとえ

合意にもとづいていたとしても、〈性〉をお金で交換可能な商品に

卑しめること」への懸念を表し、「次世代を担う子供たちのために

も、あまりにも非人間的な今日の〈性〉の文化に対して創造的な挑

戦をしていかなければならない」と訴えています。 

（２５－２６番）。 

 

 性の問題にこだわりすぎるのはよくないですが、人がこれを気に

するという事実も無視するわけにはいきません。性に関する悩みは

年齢や身分を問わず生涯伴われるものだからです。そこで、相談室

の現場からの例をあげましょう。 
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 青年 Dは修道生活を志していましたが、決断に踏み切れないでい

ました。 

 

 「私は確かに呼ばれてはいるという確信をもつようになったので

すが、異性に強く引かれているので、どうも独身生活にむいていな

いのではないかという気もします。修道者を見ると感心はするので

すが、やはり私は凡人で煩悩があるのですよ」。 

 

 このように語るその人に、私は答えました。 

 

 「煩悩がないのが条件だとしたら、だれもこの道に入れません。

むしろ、人を愛することができないならば、この道には入らないほ

うがよいというべきです。そして、修道者らしい愛し方において成

熟していくことが一生涯の課題となるでしょう」。 

 もう一例は修道者 E のことです。この人は、忠実に誓願を守り、

それに反する行為は一切していないのですが、性的な問題に悩んで

おり、そのことで長上と相談しました。この修道者の性的な指向は
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異性に対してではなく、同性に向けられていたのです。相談を受け

た長上は話を聞き始めたとたんに大会を勧めるようなことをほの

めかしたと言います。Eは困って私のところに質問に来ました。 

 

 「同性愛の傾向をもっているという理由だけで修道生活はあきら

めるべきでしょうか」。 

 

 私は答えました、「いいえ、そんなことないですよ。異性に引か

れないということが決して入会の条件だということは決してあり

ませんし、同性にひかれているということが大会の理由になるとい

うようなこともありません。異性であろうと同性であろうと、ひか

れるということがあるでしょうが、この道に呼ばれていれば、この

道にふさわしい振る舞い方によって、自分がもっている〈愛する能

力〉を方向付け、性的な存在として成熟していくように神の助けの

もとで努めていけばよいのではないでしょうか」。 

 

 要するに、結婚している人も、何らかの事情で結婚しなかった人

も、そして、神から呼ばれて修道生活の道を歩む人も皆、例外なく



23 

 

何らかの形で性の悩みがあることを素直に認め、それぞれが成熟す

るための道を探し続けなければならないのです。 

 家族の中でも孤独があれば、結婚前の若者同志のつきあいの中で

も孤独がある。そして、その原因には人と人とがうまく関わりをも

てない社会状況があることを指摘しなければなりません。 

 この現状をよく見つめている司教団文書『いのちへのまなざし』

は、狭い「性の倫理」の捉え方を避け、広い視野に立って現代社会

における人間関係のゆがみを告発しようとします。そのため、性の

問題を、揺らぐ人間関係という枠組みの中で取り上げ、「切り離さ

れた性」（２５－２７番）と「性の本来の意味と力を取り戻すため

に」（２８－３１番）という二つの項目で扱っています。 

 「その場限りの肉体的コミュニケーションを志向した不特定多数

との性行為や、結婚における互いへの誠実を踏みにじる不倫行為が、

テレビや映画、週刊誌、コミック誌などによって無責任に奨励され、

その商業主義によってさらに加速しています」（２６番）・・・「性

の交わりを通して、愛する喜び、愛される喜びを深く確かめ合うこ

とのできる男女は、どんな厳しい人生の試練に直面しても、それを

くぐり抜けていくことのできる勇気をくみ取ります」（２８番）・・・
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「性に本来の意味と力を取り戻す為に、社会の現実に抵抗してでも、

不断の心のこもったコミュニケーションを取り戻すことが先決で

す」（２９番）と訴えているのである。 

 

 司教団文書は、性の営みにおける「愛情」と「快楽」と「生殖」

といった三つの側面のあいだにバランスをとろうとしてきたカト

リックの伝統を受け継いで、「人間の全体の営みに関わる性」を正

しく捉えることの必要性を強調します。そして、性をタブー視した

り、罪悪視したりするようなことがないように注意を促すと同時に、

快楽の面からだけ性を捉える消費主義社会の弱点も指摘していま

す。 

 

 人によっていろいろな見方があるので、このような高い次元での

ものさしでは足りないという人もいるかもしれず、また、きめ細か

い禁止事項の目録を求める人もいるでしょう。 

 

 しかし、この点でも、今のメッセージは、１９８４年に同司教団
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が出した教書『生命、神のたまもの』と同じく一貫した考え方で「倫

理の物差し」を提供することに努めているのです。 

 

 『生命、神のたまもの』では、「性の倫理に関するさまざまな問

題に解答を与える前に」、理解すべき基本原則として次の三つがあ

げられていました。 

 

 a) 性と愛において、自分自身を本当に大切にするには何をすれ

ばよいのか、という自己への忠実の原則。 

 

 b)性と愛において、相手を本当に大切にするには何をすればよい

のか、という他者への誠実の原則。 

 

 c) 愛において、生まれてくる生命と、その生命が育てられる社

会を本当に大切にするには何をすればよいのか、という社会への責

任の原則。」（『生命、神のたまもの』２０ページ）。 
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 このように、性の倫理に関して細かい禁止事項を述べるのではな

く、問いかけとして、原則が示されていることが注目されます。 

 今回の『いのちへのまなざし』も似た調子で、「生殖から切り離

された〈性〉を手放しで肯定し、生まれてくる子供たちに対する責

任を無視した生き方が、人間のいのち、人生の真の充実になるかど

うか」が真剣に問われていると指摘する（『いのちへのまなざし』

２７番）。 

さらに、性と家族計画についての誤解を避ける必要があるとして、

次のように訴えます。 

聖書に基づいたカトリックの立場は、「『人間を男と女に創った』

（創世記１．２７）といわれるように、「性を、最初から神の祝福

のもとに捉える」ものですが、「それは、性を生殖から切り離すも

のでも、また生殖との関連においてのみ評価するというものでもあ

りませんでした」（２８項）。 

したがって、「避妊を容認するメンタリティ」も、「子どもが多け

れば多いほどよいといった姿勢」も、わたしたちは責任ある選択と

は考えません・・・また、いのちの誕生は、神のみ心に属すること
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であると同時に二人の男女の良心的な決断によるものですから、こ

の分野で、政府など公的機関が、夫婦にゆだねるべき選択と決断に

介入することは、さけるべきことだとわたしたちは訴えます」（同

３０項）。 

これらの点について、教会の現場で私は質問を受けることがありま

すが、どうも誤解が多いように思われます。避妊と中絶を同次元で

あるかのように受け止めてしまう信者もいれば、受胎調節に関する

教会内の意見の相違を見て戸惑う人もいるのです。 

 そこで、これらの問題に関する教会の教えの要点を七つにまとめ

ておくことにします。その中の１から６までに関して言えば、教会

内の意見の一致と倫理学者の主流の合意があって、急進的な人であ

れ、保守的な人であれ、この六つの点を一致して認めていますが、

７番目の点についてだけはカトリック倫理学者のあいだ賛否両論

の余地があると言えましょう。 

 

 １．「性」はよいものであり、生殖のためだけではなく、夫婦の

一致と愛情を表現し、それを養うものです（『現代世界憲章』４９

項参照）。 
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 ２．子どもは親の愛の実りとして生まれるべきです（教理省『生

命のはじまりに関する教書』 ２章,1；教皇医パウロ・６世の回章

『フマネ・ヴィテ』 8項; 教皇ヨハネ・パウロ２世回章『いのちの

福音』 23項参照)。 

 

 ３．子どもを産むことは責任をもって行い、「主義（メンタリテ

ィ）としての避妊一辺倒」と「子供が多ければ多い程よい」という

両極端の態度を避けるべきです（『フマネ・ヴイテ』18項; 『命の

福音』 97項参照)。 

 

 4. 子供を何人産むか、またどの間隔で産むのかを決めるのは、

（政府などではなく）親です（教皇ヨハネ・パウロ２世使徒的勧告

『家庭』第三部；『家庭憲章』、１９８３参照；『いのちの福音』 

91項参照)。 

 

 5. この選択を行うに当たって、家庭状況、すでに産まれている

子供の教育、夫婦の間柄と絆を強めること、経済状況、人口問題な



29 

 

どを念頭に置いておかなければならないのです。（『家庭憲章』３；

『生命のはじまりに関する教書』,序文、3)。 

 

 ６．何らかの形で受胎の調節を行わなければならないでしょうが、

その時の基準はエゴイズムではなく、正しい価値観に基づくもので

あり、調節の方法として中絶を選ぶべきではありません。（『フマ

ネ・ヴイテ』 18項; 『いのちの福音』 91項)。なお、避妊と中絶

は明らかに別な次元のものであり、同一視されるべきではありませ

ん。教会は、避妊に対して否定的な意見を表すが、避妊と中絶がそ

れぞれ別な次元の問題であることを明記しています（『いのちの福

音』13項）。教会では避妊を拒否するのは、夫婦愛の本来の在り方

をゆがめるかぎりにおいてです。 

 7. 具体的にさまざまな方法を識別するとき、教会は慎重にでき

るだけもっとも自然なやり方に合うような方法を学ぶように勧め

きました。 

 

 以上の、１から６までは、教会内での意見の一致とカトリック倫

理学者の主流における合意があり、急進的な人であれ保守的な人で
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あれ、共通に認めていることですが、７だけは、倫理学者のあいだ

に賛否両論があり、教会内でも誤解の多いところです。 

 そこで、日本司教団は、司牧の場において柔軟な対応の余地を残

す慎重な表現にとどめながら、カトリック教会が、自然的な方法を

勧めていることについて、「それは、女性の健康や相手の身体的状

況を気遣う中で、夫と妻相互の尊敬と愛情が深められ、そして、自

然を司る神のみ心によって、ふさわしい時期に、子どもに恵まれる

ようにという思いからです」と説明し、「その意向に反する人工妊

娠中絶はもちろんのこと、自分たちの幸せのみを追求する自己中心

的な判断は避けるべきだと考えます」（『いのちへのまなざし』３

１項）と述べることに留めております。 

 

性的志向と差別 

 

 ２００２年 12月 18日にホランダの参院議会において同性同志の

結婚を認め、そのようなカップルが子供を養子縁組でもらうことを

承認する法律が可決されました（賛成者４９名、反対者２６名）。

このニュースがきっかけに同性愛問題に関してここ十数年間だい



31 

 

ぶ高まってきた議論はなお激しくなりました。一方レスビアンとゲ

イの権利を主張する運動が強くなりますが、他方では逆の極端まで

走って同性愛の傾向の人々をその傾向をもっているという理由だ

けで差別扱いする反応も少なくないのです。教会の中でもこの問題

を落ち着いて取り上げることは容易ではありません。 

 枚数の少ない原稿で微妙な問題をわかりやすく扱うことが困難

ですが、まず、箇条書き程度で幾つかの基礎的な点を思い起こして

おくことにしましょう。 

 

  同性愛者という言葉は、場合によって差別用語にもなりかねな

いから、要注意。正確に言えば「同性に対する性的な傾向

（inclination)をもっている者」は人間であり、人間としての尊厳

と権利の主体であり、差別の対象にしてはいけないものです。 

 倫理学者たちはニュアンスに対して気を使いながら次の区別を

しています。それは「同性に引かれる傾向（homosexual inclination 

or attraction）と、そうした傾向の表現（homosexual expression）

と、性器的（genital）な表現すなわち肉体的な関係を結び、性の営
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みを行うことによる表現（homosexual genital expression）と、そ

の他の表現（愛情、友情）を区別せねばならぬということです。 

 

 性役割は自分が社会で期待されている「男らしさ」、「女らしさ」

を表現し、自己確認するための振る舞い方ですが、そのように行動

することによって社会に承認されると同時に自分の性的アイデン

ティティ（すなわち内面化された性役割による自己同一性）が確認

されます。 

 

 生物学的な見地からみた性（セックス）と社会的・心理的な見地

からみた性（ジェンダー）をふくめた人間全体の在り方としての性

を指すためにセクシュアリティという語が用いられます。 

 性的指向は人間が異性に引かれて（heterosexual)性的欲望が生

じ、性的行動をおこすのか、それとも同性に引かれて（homosexual）

そうなるのかを表すために使われる専門用語です。 

  同性愛への傾向は複雑な起源に由来します。生物学的な要因（遺

伝的なものや、発生的なもの、または脳神経的なもの）と環境の種々
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の影響による要因に関する人間科学的な研究は発展をみせてはい

てもまだその現象を解明しきれないのは原状です。 

 教会公文書において同性愛の問題にふれている発言を参考にす

るとき次の点が注目されます。 

「性的な存在」であるということは人間にとって決して付随的なも

のではなく、生物学的にも心理的にも霊的にも人の生き方の全体に

影響を与えることであり、性的指向の現れがその人の性だけではな

く、その存在全体にかかわるものです。（教理省、 Persona 

humana,1975, n.1 参照）。 

「全体的な存在である人間から、〈性〉だけを分断し、たとい合意

に基づいたとしても、〈性〉をお金で交換可能な商品に卑しめるこ

と」に反対して日本カトリック司教団は「次世代を担う子供たちの

ためにも、あまりにも非人間的な今日の〈性〉の文化に対して創造

的な挑戦をしていかなければならない」と言っております（『いの

ちへのまなざし』２５－２６）。 

性の営みの本来あるべき姿は「互いに与え合い、愛情の実りとして

子供を産むために創造の業に預かる正式な夫婦」において実現され
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ます。（マタイ１９，４－６；『現代世界憲章』、４９－５１；『い

のいちへのまなざし』、 ２７－３０）。 

 性的指向（orientation, inclination, 傾向）そのものは決して

倫理上の悪（罪）ではなく、それは単に本来方向づけられているは

ずの目標に向かっていないものだというだけのことです。（ 教理

省、Persona humana, n.8; 同省、Letter to the Bishops of the 

Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, 

1986, n.3)。 

教会はある行為に関してそれは客観的に認められるべきではない

ものだといっても、その行為を行った行為者が罪を犯しているかど

うか裁かない（Persona humana, 8-9; Humanae vitae, 29; そし

て、伝統的に言われてきたように「内面について教会さえも判断し

ない」 “De internis neque Ecclesia”）のです。 

司牧的な配慮として教会はこの問題への対応として次のように勧

めています。イ）悩んでいる人に対して包容力をもって受け容れる

こと、ロ）困難を乗り越えて行くために助けること、ハ）社会的な

差別などを克服するように。（Persona humana, 8; Catechism, 

2358）。 
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生まれてくる子供のことを考えて、その尊厳を大事にしたいため教

会は同性関係にむすばれている人が体外受精の方法で子供を儲け

る事に対して反対しているのは「生まれて来る子供がその人格の実

現の為のもっとも相応しい環境の中で正式な夫婦の子供として生

まれる権利をもっている」と思っているからです。 

（Bioethics Committee of the English Bishops, In Vitro 

Fertilization: Morality and Public Policy, 1986, nn.16-17）。 

 なお、『カトリック要理』の限界も使役しておきましょう。 

 教会刷新や現代世界との対話をめざした公会議（第二バチカン公

会議）当時、急進派的言明を部分的であるにせよ公文書に入れるこ

と自体画期的であっただろうし、歴史的連続性からも第一バチカン

公会議（１８６９－１８７０）の神学を完全に排除することは不可

能であったでしょう。保守派と急進派の言明が併記されるのは、当

時としてぎりぎりの妥協だったのです。 

同じことは９２年に著された『要理』（Catechism of the Catholic 

Church）についても言えますが、『要理』の場合、第二バチカン公

会議の表現を使いながらも、第一バチカン公会議の神学を蘇らせよ

うという反動の波が強く影響を与えたので、なおさら現代の諸問題
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を取り扱うためにはその『要理』で間に合わないわけです。私見で

は同性愛に関する箇所について特にこのことが言えると思います。 

とにかく、それを断片的に引用すれば、次のところを力説できます。

つまり、「同性愛の傾向の要因が説明されていない・・・その傾向

をもつことは多くの人々にとって悩みのもとになる・・・その人々

を尊重と慈しみをもって受け容れるべきである・・・その人々に対

して差別を行ってはいけない・・・その人々は無償の友情によって

助けられることがある・・・」等のような言明があります（Catechism, 

2357-2359）。 

しかし、聖書の引用のしかたは批判の的になるでしょう。『要理』

で引用されている四カ所（創世記１９，１－２９；ローマ書１，２

４－２７；１コリント６，１０；１テモテ １，１０）はこの問題

を取り上げるためにふさわしくないと聖書学の見地から指摘され

ています。（W. Moberly, The Use of Scripture in Contemporary 

Debate about Homosexuality, Theology 誌、London, 2000年、７

－８月号、２５１－２５８； R. B. Hays, The Moral Vision of 

the New Testament, Harper and Collins, N. York 1996）。 
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それよりもガラテヤ３，２８（「もはやユダヤ人もギリシャ人もな

く、奴隷も自由人もなく、男性も女性もない」）のほうを引用した

とすればよかったのに。 

さらに、公会議以前の教科書の用語を用いて同性同志の性行動はど

んな場合でも認められるべきではないということを強調するため

intrinsically disordered（本質的に本来の秩上から外れたもの）

という言葉が用いられています。保守派はこの言葉を大罪という意

味で受け止めるでしょうし、急進派はここで「罪」という言葉が用

いられていないし、断罪の言明がないということに意味を見出すで

しょう。（これを裏付けるには避妊のことを例にとることがあるで

しょう。Casti Connubii (1930)において「罪」（grave sin）と言

われていたことは Humanae vitae (1968)において単なる「秩上から

離れる」（disorder）と呼ばれたことがあげられます）。 

 

 いずれにせよ、このような公文書にみられる屈折した姿勢を正す

のはこれからの二十一世紀の刷新の課題として残っていると言え

ましょう。 
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 そこで、教会野現場で相談を受けるときの戸惑いがあります。自

分の性的なアイデンティティのためなんの問題も感じない人もい

れば、自分が選んだのではない自分の性的指向のため相当苦しんで

いる人が少なくないことを見逃すわけにはいきません。特に信仰者

で、教会共同体の支えを大事にしているからこそなお悩む人々に私

も教会現場で出会ったことが多くあります。 

 

 しかし、相談などの現場でこの問題にかかわることにはそれなり

の困難が伴います。米国でその仕事に長年関わってきた Nugent 神

父とシスターGramick は１９９９年に教理省から注意を受け、これ

からその仕事にかかわることを禁じられました。教理省の立場を弁

明しようとしていた Hickey枢機卿と Bevilacqua枢機卿などによれ

ばこの二人の司牧者の態度と書物にはあいまいさがあったことが

あげられていますが、シスターグラミックが書いた報告書を読むと

秘密の中で行われたその調査においてどんなに正当な手続きが欠

けており、どんなに自分の人権が踏みにじられたことにおどろくの

です。（これに関して米国司教団認可済みに顕わされている資料は
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Origins 誌、１９９９，１３５－１３９，１４０－１４４、４１８

－４２０；２０００年、６２－６６で参照）。 

 

 これとは対照的にロス・アンジェレス枢機卿 Mahoneyは聖書にも

とづいた結婚観を支持しながらも次のように注意しました。「われ

われはこうした結婚観を守るからといって決して同性愛者を差別

の対象にしてはならないし、正式な結婚が認められなくても事実上

共住しているカップルに法的に保証される権利を否定するわけに

はいかない」と。（Origins誌、２０００年、４６６－６）７）。 

 

 ちなみに、司牧的に特に注目に値するのは『同性愛の子供を持っ

ている親へ』米国司教団が当てた手紙です（邦訳はカトリック中央

教 義 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 参 照 http://www02.so-

net.ne.jp/~catholic/senken/children.html）。 

 

 ２０００年行事の中でもっとも画期的なこととして注目された

のは３月１２日の回心の典礼でした。その中で教皇が行った教会の

謝罪は大変有意義なもので、キリスト教以外にも全世界に大きな反

http://www02.so-net.ne.jp/~catholic/senken/children.html
http://www02.so-net.ne.jp/~catholic/senken/children.html
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響を引き起こしました。「ときにはキリスト者たちは人々の平等を

認めず拒否したり排他的な態度をとったりした」ことが「人間の尊

厳を傷ついた人々のための祈り」の中で唱えられ、そのためのゆる

しが求められました。説教の中で教皇は「過去の過ちを認めること

は現在での責任へとわれわれの良心を目覚めさせる」ともおしゃい

ました。 

 

 教皇にならって同３月１５日に Mahony 枢機卿は四旬節のメッセ

ージの中で、同性愛の人々に向かって「教会が彼らの正しい主張を

支持しなかった」ことのために謝罪しました。 

 

 このことは大げさに思われる人もいるかもしれないのですが、次

のような例を思い起こすとよいでしょう。たとえば、５世紀のテオ

ドシウス皇帝や６世紀のユスティニアヌス皇帝の法典において同

性愛者は焼かれて死刑にされるに値する犯罪者とみなされていま

した。同じ懲罰は１２６５年のカスティリャの法典と１５３２にカ

ロルス５世が定めた刑法で決められていました。そして、１４７８

から１８３４までのあいだスペインの宗教裁判に同性愛という理
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由で訴えられたケースが多かったのです。そんな昔まで溯らなくて

も前世紀の前半の倫理神学の教科書を見るだけでもわかるように

どんなに片寄った先入観で同性愛のことが取り扱われていたかお

どろくほどです。（J. Vico Peinado, Liberación sexual y ética 

cristiana, San Pablo, Madrid 1999, p.458） 

この問題に関するその他の誤解をとくことを別な機会にまわし 、

いまここでむすびとしてヨハネ・パウロ２世の言葉を心にとめてお

くことにしましょう、「若い世代が性と愛といのちの全体を受け容

れ経験するのを助けずに、人間のいのちの真の文化を築くことがで

きると考えるのは幻想です。人間全体を豊かにする性は愛のうちに

自己を与えるように人格をはぐくむことで、そのもっとも深い意味

をあらわします」（『いのちの福音』９７番，『家庭』３７番）。 

 

緊急避妊 

 

読売新聞（2004年 10月 26日）で「公正労働省は個人輸入される経

口妊娠中絶薬について」見解を表明したと報道されていました。 

たまたまその頃緊急避妊についての問い合わせを受けたこともあ
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って取り上げることにしました｡前から気にしていた避妊と中絶の

区別に関する誤解が多いことに気づき、ここで要点だけを簡単にま

とめ誤解を無くしたいと思います。 

緊急避妊法（英語で EC という省略で知られている Emergency 

contraception のことですが）とは、図らずも避妊せずにセックス

してしまったとか、コンドームの破損や脱落とか、レイプにあった

場合とか、腟外射精の失敗などによって妊娠する可能性が高いのに、

どうしても妊娠を回避したい場合には一時的に使用される避妊法

です。性交後 72 時間以内に薬をのむことによって妊娠を避ける方

法なので、その薬のことを緊急避妊ピルまたは翌朝ピルと呼ばれる

ようになりました。できるだけ早く内服を開始すると避妊効果が高

くなるのですが、性交後 72 時間以内に薬を 2 錠内服し、最初の内

服の 12時間後に再度 2錠内服します。この方法は 1997年にアメリ

カ合衆国政府が安全性と有効性を認めてその使用についても許可

しました。 

 

この方法は緊急処置として使われるものであって、決して通常の避

妊として常用することは勧められていないのです。 



43 

 

1960 年に Yale 大学でサルに estrogen を試みとして与えられると

いう実験が行われ、着床を妨げる効果が始めて確かめられました。 

70 年代にはいってから飲む避妊薬を組み合わせで施すことが試み

られました。現在この方法を使うとき etinilestradiol、0.2mg. と

levonorgestrel 1mg を二回に分けて与えられます｡その一回と二

回の間 12 時間の間をおきます。そしてこれは避妊せず性交した後

の７２時間以内に飲めば、失敗率は２％や３％だけだと言われてい

ます。 

 

緊急避妊ピルをのむと絶対に妊娠しないわけではありません。しか

しかなりの避妊効果があります。いろいろな文献を総合すると、こ

の方法によって妊娠してしまう危険が平均 75％も減ります（文献に

より避妊効果は 55〜94％です）。これは 25％の人が妊娠するとい

うことではありません。妊娠しやすい時期に無防備にセックスをし

た人が 100人いたとして、普通なら 8人が妊娠するところがこの方

法を使うと 2人しか妊娠しないということです。つまりこの方法を

使っても妊娠してしまう危険率（失敗率）は 2％だということです。 
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IUD（子宮内避妊器具）は緊急避妊としても使えます。それは避妊せ

ずの性交の後 120時間経っても効果があります。見方によれば排卵

後の五日目までその効果があります。この方法の機能は着床を妨げ

ることです。緊急避妊としての失敗率は 1％以下になります。ただ

専門家がつけなければならないし､性交による感染病に対する効果

はないし、どの女性にでも会うわけではないといったマイヌスの点

が指摘されています。 

 

前述した Levonorgestrelは 70年代から研究されてきました。最初

は使う量によって周期への副作用などが恐れる心配がなく、1993年

から Yuzpeの方法に対する代案になりうることが明らかになりまし

た。 

 

緊急避妊が勧められないのは妊娠が確認した後からです｡なぜかと

いえばそのときに効果がないからです。 

 

インターネット時代には情報を手に入れるのは簡単だと思われま
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すが､「誤報」も少なくなく、特に医療に関することなら「なまの声」

で顔と顔を合わせて施し方を丁寧に説明する必要があることを忘

れてはならないでしょう。 

 

避妊に関して言えば、これはセクスのあり方及び人間関係のあり方

に関係するものであり、人間的生殖と健康にかかわる問題でもあり

ます。これは教育の問題､社会の問題､医療に携わる者の問題でもあ

ります。認識不足の問題を乗り越えなければならないのです。また

は認識があっても､必要な手段が簡単に手に入らなければこまりま

す。 

 

2000 年にスペインで６３７５６件の妊娠中絶があったと伝えられ

ています。緊急避妊によって中絶の数が減ると予想しているので、

緊急避妊を促進する連盟には生殖健康と家族計画にかかわってい

る八つほどの国際協会が一緒に力を入れようとしています。 

マドリードにはカウンセリングを加えながらただで緊急ピルを提

供している 14 ヶ所の青年健康相談センターがあります。その中の

一つ尋ねてカウンセラー室で記録を見せてもらったことがありま
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す（もちろんプライバシーのため当人の名前や個人データを省いた

後ですが…）、典型的だと言われた次の二つのケースを知って考え

させられました。 

 

A さんは 1６歳。母親から度々こう言われていました。「気をつけ

て無責任に性交をするな｡するのったら産む覚悟でなければ…」。 

ある日のこと、一年ぶりにあった恋人から誘われてホテルで止まり､

初めての性交がありました。終わってからそれとなく彼は言います｡

「ああ､割れたかなあ、コンドームは」｡彼女は心配になりました｡彼

は安心させて「妊娠したら､すぐ結婚してあげるから」。でも、今自

分が母親になるときではないし､準備が出来ていないのです｡おま

けに大学に行きたいのに｡母親に話すのは怖い｡きっと中絶させて

くれないだろう…」。そこで、友だちにうちあけたら、青年健康相

談センターに行くように勧められ、緊急避妊ピルをもらいました。

法律的には微妙な問題がありました。というのは、未成年だったら

医療の場で親の承認がなければならないことになっているからで

すが、緊急避妊に関してこの法律を最近次のように広く解釈できる

ようになっています。つまり、人格の中心と人権にかかわる問題で、



47 

 

未成年であっても自分で自分にとって重要なことに関する判断す

る能力があると「熟した未青年」だと医師が把握し,判断した場合、

本人のプライバシーをまもるため、親と相談せずにピルを施しても

良いことになっています。今述べたケースの場合、後に中絶してし

まうことが避けられました。 

B さんは 18 歳｡祭の時友だちと一緒に遅くまでさわいでから友だち

の家でとまりました。避妊せずの性交を断りたいのに断りきれない

状況になってしまいました。アルコホールの影響のもとに性交があ

りました。このようなことで困っているときは次の周期がくるかど

うか不安のうちに待つよりは緊急避妊をしたほうが良いと友だち

から勧められました。そして、青年健康相談センターに行ってピル

もらったので、中絶が避けられました。 

 

ところで,ここで述べている緊急避妊のピルは RU486 という名前で

知られている別なものと間違えてはいけません。これは妊娠 49 日

以内に妊娠中絶をひき起こすために使われているものであり、入院

を必要とするものです。これは緊急避妊とは違って中絶をひきおこ
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すものである以上その倫理的な評価は言うまでも無く違うわけで

す。 

 

それとは違ってここで取り上げている緊急避妊は着床以前の段階

で用いられるので、中絶ではなく,着床を妨げる避妊法とみなされ

ています。 

 

前述したように、緊急避妊ピルはセックスの後にできるだけ早く内

服を開始すると効果が高くなります。 

 

緊急避妊ピルの明らかな作用機能について種々の結果が指摘され

ています。受精卵が受精してから卵管の中を運ばれて子宮の粘膜の

上にたどり着くまで 6〜7 日かかるので、その間に子宮内膜を変化

させて妊娠しにくくしたり、排卵を遅らせたり、卵管の動きを悪く

することなどによって着床まで至らず妊娠しにくくなると考えら

れています。 

 

 とにかく,ここで強調したいのは、この薬は中絶薬ではなく,着床
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を妨げるものである以上、妊娠を予防する成果をもたらすというこ

とです。しかし、着床過程にはいって妊娠しはじめていた場合には

緊急避妊ピルの効果はないので、レープなどのような場合,または

それに当たるような緊急の場合,一日も早く飲むように勧められて

いるのです。 

 

 現在緊急避妊ピルはヨーロッパの多くの国で市販されています

が、決して常用すべき方法ではないということは当事者によく説明

しておかなければならないことが強調されています。つまり、緊急

避妊は望まない妊娠や中絶を防ぐためだけには必要な方法だとい

うことです。図らずも避妊手段をとらずにセックスしてしまった場

合や避妊に失敗した場合にはできるだけ早期に緊急避妊法に精通

した産婦人科医に相談することが勧められます。 

ところで、スペインでは宗教関係医療施設は板ばさみに合った。ス

ペインのカトリック医療施設で産婦人科の問題にかかわっている

医師などを中心に緊急避妊について研究が行われたが､神のヨハネ

病院会をはじめ、カトリック医療施設でピルを施すに当たってどの

ような指針に従えばよいのかということを検討するためのマニュ
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アルが作らレ,現在それを正式に著す前に実験的に参考に使われて

います。 

 

私自身はその課題の議論及びマニュアルに関する倫理上の検討に

かかわったとき、カトリック医療施設が立たされている板ばさみの

状態を身近に感じることができました。 

 教会の指導に文字通り従えば緊急避妊ピルを与えてはならない

ことになってしまいます｡一方、行政から伝わる国の厚生省の方針

に従えば、無条件にルチーンとしてピルを機械的に与えなければな

らなくなります。そこで、カトリック施設は教会に対しても国の行

政に対しても疑問を出す羽目になります。行政に対しては、ピルを

与えたるときカウンセリングなどを伴って必要な指導で与えるべ

きだと言います。そして、教会に対しても、疑問を出さなければな

らないのです。ちなみに、その方針を狭くとらえる司教たちに向か

って「ピルを与えなければ、困っている女性たちの中絶がふえるか

ら必要な条件を満たした上で与えた方が良いのではなかろうか」と

言わなければならない。これは慎重な立場だと私は思うが、カトリ

ック医療施設としては結局、行政の側からも、一部の司教たちから
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も、風当たりの強さに悩まされル結果となる。幸いに前述したマニ

ュアッルが出来て、慎重に両極端を避けながらピルを与える方向で

問題が落ち着きそうになっている。 

そこで、責任のある慎重な選択は難しいです。 

最期に結論的なことを手短にまとめよう。「選択する」ことが貴重

になっていますが、慎重な選択を次のように勧めたいのです。 

イ）緊急処置があるからと言って安易にその用途だけに頼りたくあ

りませ。日ごろの教育の場で、人間関係のあり方と健全で正しい性

教育を行うことに力を入れる必要があります。 

ロ）緊急避妊は緊急として使ってもよいし、中絶を避けるためにこ

そ使うべきである時が現在の社会状況では少なくないわけです。 

ハ）しかし、緊急避妊は通常の避妊方法と間違えてはなりません。

あくまでも緊急処置です。 

ニ）着床を妨げ、緊急避妊のために用いられるピルというものと着

床の後で中絶を惹き起こすためのものを区別して見分けなければ

ならないのです。 

 

生殖医療の問題点 
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 １９９７年２月２４日、クローン羊ドリーが生まれた。その直後

に、早速アメリカ合衆国のクリントン大統領が、発言し、クローン

技術が人間に応用されてしまうことに対して懸念を表明し、クロー

ン研究に公費（連邦助成金）の使用を禁ずると宣言した。倫理問題

に対する大統領の性急ともみえる熱い関心に対して、これは果たし

て本音なのかと首を傾げたジャーナリストは少なくなかった。 

 

 ２０００年の八月二十三日、同じクリントン大統領は、ヒト胚の

幹細胞の研究利用に青信号を出し、そのための連邦基金創設を決定

した。どうも倫理上の問題に関する政治家の発言には一貫性を求め

るのは無理のようである。 

 

 それとは対照的に、教皇庁生命アカデミーは一貫した立場を示し、

学問と信仰の観点からこれらの問題をとりあげて、人間の命を、そ

の始まりから終わりまで守ろうとしてきている。クリントン発言の

翌日の八月２４日には、ヒト胚幹細胞の利用に関する注意を促した

のである。 
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世界初めの試験管ベビー 

 

 １９７８年イギリス生まれルイーズ・ブラウンは、精子と卵子を

それぞれ取り出して、人為的に受精させ、卵子をまた子宮に戻す方

法で生まれた世界初めてのいわゆる試験管ベビーだった。  

 彼女が１０才になったとき、世界中ですでに１００００人も〈試

験管ベビー〉として生まれた人がいた。彼女が１５才になったとき、

さらに２５０００人になった。 

 

 日本では、１９８３年に東北大学での初めての出産以来、９８年

末までの間、体外受精で合計４４７１１人が生まれたと、日本産婦

人科学会は発表している。同学会によると、この方法で一年間に生

まれる子どもの数は１００００人を超えているそうである。 

 体外受精に関して、７８年の時点では人々の反応が大きく二つに

分かれていた。一方は「これは自然の摂理に反するのではないか」

というもの、他方は「この技術は不妊症で悩んでいる人への朗報で

ある」という両極端のものである。 
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 二十年以上たった今では、賛成者さえもそれほど楽観的ではなく、

また反対者も自らの立場を再検討している。 

 

 というのは、治療目的（therapeutic）で行われるものと、治療以

外の目的(non-therapeutic）で行われる無責任な生命操作とは、区

別する必要性があることがますます明らかになってきたからであ

る。 

 

 一般倫理の観点から言えば、不妊治療が認められるための条件は、

安全性のほかに、 

 

 １）配偶者間の関係を重要視すること、 

 

 ２）親と子の関係を大切にすることと、 

 

 ３）生まれてくるこどもの尊厳を傷つかないこと、 
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 の三点であり、これらは厳守されなければならない。 

 

 こうしてみると、生殖補助医療における「自然主義」と「技術万

能主義」という両極端を避けるため、不妊の治療というものと、治

療の領域を超える無責任な操作とでもいうべきものを区別する必

要があるだろう。 

 

 ここでとりわけ注意しなくてはならないのは、生まれてくる子供

のことが十分に考慮されているかどうかである。 

 

 ひょっとすると、生まれてくる子どもも、その子を産む母親自身

も、単なるモノ扱いにされてしまうことになりかねない。さらに、

その子どもに対する社会の受け入れ方も考えなければならないだ

ろう。それに、その子どもたちたちに生まれた方法を告げるか否か

は、未解決の問題である。 
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科学者と司教たちの合同研究 

 

 米国のカトリック司教中央協議会の「科学と人間的価値に関する

委員会」の主催で、１２人の専門の科学者と５人の司教が、三泊四

日の研修会を行い、で「ヒト胚幹細胞」の諸問題に関して徹底的に

研究した（アメリカ誌、１９９９年１０月９日）。同研修会の結論

はそうした技術を用いていわゆるクローン人間を作ることは安全

性が問われるばかりでなく、倫理的にも認められるべきではないと

いう点で意見が一致した。ところが、他の体細胞とは違って胚性幹

細胞の取り扱いのほうが微妙な問題を含むということも強調され

た。そして、受精後の発生過程においてどの時点から厳密な意味で

一人の人間に備わっている絶対的な権利が主張できるのかという

ことについて議論が続いているので、慎重にその研究を見守る必要

があることも確認された。 

 幹細胞は繰り返し自己複製し、種々の組織を作り出すことができ

るそのため治療使用の可能性が期待されている。ヒト胚性幹細胞は

体の全ての組織や期間に分化する能力を持つ培養細胞である。ES細

胞と呼ばれるのは初期胚から分離されるものである。EG細胞と呼ば
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れるのは中絶胎児の卵巣から得られるものである。 

 この点に関して教皇庁生命アカデミーの文書は興味がある。同ア

カデミーの声明によると「幹細胞の研究のためにヒトの受精卵を生

産し、それを利用することは、非人道的で必要でもないことである」

とし、「最近、成果も報告されている、大人の幹細胞を研究し、そ

れを治療上の目的のために用いてもさしつかえがないが、治療的ク

ローニングという方法で複製した受精卵から、幹細胞を得ることを

認めるべきではない」と断言している。 

 

教会公文書の含み 

 

 １９８７年に教皇庁教理省は、１９８７年の『生命のはじまりに

関する教書』の中で、体外受精に関する否定的な意見を表し、教皇

自身も１９９５年の回勅『いのちの福音』の中で、その見解を支持

している。それはおそらく単なる不妊治療だけではなく、種々の無

責任な生命操作を予想したうえでの判断であろう。 

 このような見解をわきまえておくと同時に、正当な理由による例
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外を認めるための余地があることも、司牧者は理解する必要がある

と思う。 

 

 教理省の前述の文書は、次のように述べている。 

 

 「これらの人為的な介入に歯止めをかけるのは、決して人為的な

ものはいけないという理由によるものではない・・・それが人間の

尊厳にかなっているかどうかという観点から、倫理上の評価がなさ

れるべきである」（序文、３番、邦訳１６ページ）。 

 そして、微妙な意味合いを含む指摘をしている、「技術的な手段

が、夫婦の営みを助けるかはまたはその自然な目的を助けるための

ものであれば、倫理的に認められ・・・その方法が夫婦の営みを代

替して行われるのならば、それは倫理的に認められない」。（同上、

２,２,6,邦訳５４ページ）。 

 

これらの発言を手がかりにして相当な柔軟性をもって司牧の現場

で具体的なケースの相談に応じることができるのではなかろうか。 

 実際、不妊治療の目的で配偶者間の接合子を用いる、夫婦の愛の
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営みの延長として体外受精の方法でこどもをもうけた信徒のいく

つかの事例を私自身も知っており、それに関する相談に応じたこと

もある。そのようなときには慎重さと同時に柔軟性が司牧者には求

められる。 

 

クリスマスの意味と人間の誕生 

 

 教皇ヨハネ・パウロ２世の回章『いのちの福音』の冒頭には、大

変有意義な一言が述べられている。 

 「クリスマスは、あらゆる人間の誕生の意味も余すところなく解

き明かしています」。 

 

 イエスの誕生が普通でなかったというにとどまる不十分である。

むしろ、普通の誕生である私たち一人一人の誕生の深い次元が、イ

エスの誕生によって初めて照らし出されるのである。いいかえれば、

イエスの誕生だけではなく、私たち皆が、ある意味では、「聖霊に

よって生まれた」と言うことさえできるのである。 

 生まれてくる子どもは、親から由来するものであると同時に、別
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な面から見ると、心身ともに神から恵まれたものであると言わなけ

ればならない。 

 

 このように教皇は、クリスマスの奥義と聖母のイメージに照らし

て生殖医療の問題点を位置づけるための大きな枠組みと方向付け

を与えたのである。 

 

  

卵子と精子の商品化 

 

 遺伝材料の他者への提供／寄贈（donation）は、少なからぬ倫理

的問題を生みだした。たとえば、次のようなことである。生まれて

くる赤ちゃんの性質を自由に選ぶのは倫理的か？ 配偶子（精子や

卵子）を提供して対価を受けとるのは倫理的か？ 誰が生まれてく

る子どもの親とみなされるべきか？ 生まれてくる子どもの福祉

にどんな影響がありうるか？ 人体の一部（臓器など）やその生成

物（血液など）に対価を払うことは倫理的に認められるか？ 配偶

子の提供に応じるのは経済的な動機をもった社会の貧しい人々で
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ある可能性が高いと思われるが、このように配偶子の提供が搾取的

になってしまってよいのだろうか？ 

 だが、私の意見では、これらの問題の背後にある大きな倫理的問

題は、生命がますます単なる商品とみなされるようになっていると

いう事実である。 

 

 配偶子売買というビジネス 

 

 米国では年間３万人を超える赤ちゃんがＡＩＤ（非配偶者間人工

授精）で生まれている。卵子の提供はさらに複雑で、提供者にとっ

てリスクも多く、決して好ましいものではないが、これも以前より

一般化している。英国の「ヒト受精・胎生医療局」（１９９０年の

ヒト受精・胎生法に基づいて設置された組織で、新たな人工生殖技

術の開発を監視し規制する）によれば、利他的な配偶子の提供は勧

められるべきであり、提供者は費やした時間や不便に対する最低限

の補償以上にいかなる対価も受けとるべきではない。その理由は、

対価を支払うことによって、提供者に不適切な動機（つまり金銭的

な利益だけを求めるといったようなこと）を促しかねないからだ。
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英国では、精子の提供者には約１５ポンド（約２万７千円）が支払

われる。スペインでは、精子の提供者には１万ペセタ（約６，６０

０円）、卵子の提供者には１０万ペセタ（６６，０００円）が支払

われる。 

 

 近年、インターネットの発達によって、ウェブ上での配偶子の売

買が広まっており、提供者は誰でも参加できる市場でもっとも高い

落札者に商品を売ることができる。実際、卵子や精子を売ったり「寄

贈」したりすることが商売になりつつある。スーパーモデルの卵子

や精子を１５万ドルも出して買う人もいる。ある精子銀行では、提

供者を知能指数１３５以上の科学者だけに限っている。健康で若い、

アイビーリーグの精子提供者は、精子の「寄贈」に対して最高５万

ドルまで支払われる。こうした新しい流行から、買い手の側は市場

で最高の遺伝子を手に入れようと競い合い、売り手の側はもっとも

高い値段で売ろうとする風潮が生まれてくる。 

 配偶子、特に卵母細胞が不足しているといわれる。そのため、さ

まざまな方法で卵子の提供が勧められている。たとえば、治療や不

妊手術を無料にするかわりに予備の卵子を提供してもらう、といっ
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たことがしばしば行われる。時には、輸卵管結紮（けっさつ／妊娠

しないように輸卵管を縛ること）の際に卵子を採取することもある。 

 

 だが、「不足」、「予備の」、「入札」、「売買」といった言葉

の使い方に注目してみよう。こうした言葉の使い方こそがまさに、

生命を単なる商品とみなす考え方を示していないだろうか？ 提

供者は単に自分の体の生成物を売っているのではなく、自分自身の

遺伝材料を売っているのだということを考慮しなければならない。 

 

 優れた遺伝子？ 

 

 もう一つの問題はこうだ。子孫の性質を強化するために配偶子提

供者を選んでもよいのだろうか？ 被提供者が頭のいい、あるいは

美しい提供者を選ぶことは大いにありうる。実際、より優れた性質

を選ぶことはこれまでの精子提供における目的の一つであった。親

の中には、より賢くて魅力的な子どもをうみだす方法を探している

人もいる。 
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 移植のための臓器売買について多くの倫理的問題が議論された

ように、配偶子売買の倫理についても大いに関心が寄せられてきた。

もし、配偶子の購入者が結果に満足できなかったらどうなるだろ

う？ 誰が責任をとるのか？ その親は子どもにどんな態度をと

るだろう？ スーパーモデルの配偶子から生まれた子どもが、それ

ほど可愛く、スタイルがよくなかったとしたら、親は困るだろう

か？ 科学者の精子から生まれた子どもが知的障害をもっていた

り、知能指数が平均を下回っていたりしたら、親は裏切られたと感

じて補償を求めるだろうか？ たとえ、ある人が遺伝子的に平均よ

り賢くなる素質をもっていたとしても、実際にはそれほど賢くなら

ない場合もあることを忘れてはならない。物を言うのは「素質」だ

けでなく、環境も大切なのだ。 

 

 一言で言えば、子どももまた単なる商品とみなされる危険がある、

ということだ。子どもとは本来、自然の生みだす奇跡であり、親は

子どもをあるがままに、無条件に愛すべきだ。一人ひとりの人間が、

値段がつけられないほど大切で、昔から言うように「かけがえのな
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い」存在なのだ。この表現が現代では忘れられていないだろうか？ 

遺伝子や子ども、生命を金銭的価値に置き換えるのはもう止めるべ

きではないだろうか？ 

 

 米国で１９８８年に行われた調査によると、人工授精を行った医

者の７２％が、被提供者の指定にしたがって提供者の選別をおこな

ったと回答している。身長を指定した人は９０％、体型が８２％、

知能指数が５７％、運動能力などの専門能力が４５％だったという

（米国議会技術評価局、『米国における人工授精の実施状況：１９

８７年度調査より』ワシントンＤ．Ｃ．政府印刷局、１９８８年、

４０－７３ページ）。 

 

 もう一つ付け加えるなら、世の中には世話しなければならない孤

児や、望まれずに生まれて養子縁組を待っている子どもが大勢いる

のだ。本当に家庭を必要としている子どもを引き取って育てるかわ

りに、卵子や精子に何万ドルも支払う理由とは、いったい何なの

か？ 
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 最後に二人の生命倫理学者の言葉を紹介したい。 

 

 ポール・ローリツェンはこう述べている。「ひとたび出産が性行

為と切り離されてしまえば、出産というプロセスを、産出者が産出

したものに権利を持つような産出行為とみなすことにもなりかね

ない。こうした状況においては、目的を手段に優先させることが難

しくなる。ある人の目標を達成するにあたって効率的であることだ

けが、意志決定の基準となってしまいがちだ」（「親であるとは、

どれほどのことか？」『ヘイスティング・センター・レポート』２

０号、１９９０年３－４月、３８－４６ページ）。 

 

 Ｇ．Ｃ．メイレンダーはこう述べている。「我々は、子孫の『質

の管理』を樹脂してしまえば、はたして子どもたちを我々がうみだ

す生産物としてではなく、我々自身と同じ尊厳をもった存在とみな

し、人間の平等性を擁護することができるのだろうか。私には疑わ

しく思われる。出産のことを単なる生殖（reproduction）とみなし、

それを（神の）創造への協力（procreation）とみなさないというこ
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とは人間の命に関する新しい考え方の変遷へと導く。おそらくもっ

とも危険なのは、子どもを、それをうみだす者（親）と等しい尊厳

をもった存在と考えることが困難になるかもしれないということ

だろう」（『身心と生命倫理』ノートルダム大学出版、１９９５年、

８０－８８ページ）。 

 

不妊手術 

  

１８９９７年、スウェデンで、強制的不妊手術の問題が暴露された。

１９９７年にマｼｭエ ・ーザレンバという新聞記者が、六万人の女性を

代弁して告発し、大きな社会的な衝撃を与えた。 

 

大変な騒ぎになったが、手術を受けさせられた女性の現状がやっと

明らかになったのはようやく最近のことである。 

 

ナジ政権ばかりでなく、民主主義を誇りにしている国で、こんなこ

とが平気に行われているとはだれにも信じられなかった。当時の福
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祉大臣マルゴット・ワルストロムは、記者会見の席で、「これは実

に野蛮なことで、早速調査委員会を作り、必要な賠償まで準備しな

ければならない」と述べた。 

 

そして、つい最近の２０００年三月２８日に政府に提出された答申

を見ると、驚くべきことに、１９３５年から１９９６年までの間、

二十三万人もの女性が国の社会制作の一環として不妊手術を受け

たことが明らかにされている。 

 

政府諮問機関の委員長グスタフ・アンドレンが福祉大臣宛に出した

報告書によると、この問題は過去のことではなく、１９９６年まで

続いていたと言う（エウｒ・パイス誌、マドリッド２０００年、３

月２９日）。 

 

 優生思想と社会制作 

 

しかし、この問題はススウェデンだけに起こったのではない。フラ
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ンス、カナダ、米国、スイス、アーストリア、フィンランドやデン

マークなどにも似たようなことがあったと伝えられている。たまた

まスェデンの例が暴露されたので、実態が明らかにされるようにな

ったのである。  

事実、１９３４年と１９４１年に、スウェデンで、諸政党の合意に

よって可決された法律は、公衆衛生という美名のもとに、人種の純

粋化および障害者などの差別とつながる優生思想に基づいて不妊

手術を強制的に受けさせることを可能にした。 

 

１９４０年代の終わりごろ、多少の避難の声が世論から上がったが、

政府も議会も知らん顔をした。前述の委員会の調査によると、１９

７５年に不妊手術はすでに六万三千件にまで上っており、その半数

程度は当事者の同意なしに行われた。 

 

１９７６年にようやく当事者の同意を必要とする法律が決められ

たが、不妊にする理由は、相変わらず人種差別的な偏見に基づいて

いたので、スウェデン国内の小数民族（たとえば、ラッポニアやジ

プシー）などの中に被害者が少なくなかったそうである。 
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さらに、未婚の母とか、アルコホル依存者、癌患者とか、心身障害

の女性とか、貧困状態の女性もその多くの被害者が多かった。 

  

小子化への傾向 

 

ところで、これとは対照的に、六十年代から最近にかけてスゥエデ

ンでは、当事者の同意による不妊手術が増えてきたと言う。しかし、

この場合は、優生学的な動機や人種優位の思想よりも個人的な理由

（例えば、家族計画）のほうが注目されるようになった。少子化へ

の傾向は裕福な社会においてこそ強まってきたのである。 

 一方、この傾向は家庭や教育のあり方に種々の影響を与えている。

この点で対照的な両極端が目立つ。 

 

 確かに、本人の同意なしに行われた不正に対しては告発しなけれ

ばならないであろう。しかし、問題はそこだけにあるのではない。

同意さえあれば何でもよいといった「自己決定権」の過度な主張に

も問題があるのである。 
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前者の場合は、女性が被害者であったが、後者の場合は、生まれな

かった子供も被害者の数に数えられるからである。そして、第一世

界のこのような傾向が、第三世界に波紋することもある。 

こうした事態を憂慮しつつ、最近五十年間、教会が事あるごとに不

妊手術に対して懸念を表してきたことは不思議ではない。 

 教皇ヨハネ・パウロ二世は、回勅『いのちの福音』（１９９５年）

で次のように述べている。「避妊、不妊手術、人工妊娠中絶は多く

の場合、確かに出生率の急激な低下の原因です。〈人口爆発〉の状

況があるところでは、いのちに対して同様の方法や攻撃を使ってみ

ようという気にさせられるのは無理もありません」（１６番）。 

 

 南米での事態 

 

 ところで、前述した国々はすべて北半球にあるため、ともすれば

〈前進国病〉ではないかと思われるかもしれない。しかし、南半球

に目を向けると、ペルーのような事態にも目を止めないわけにはい

かない。 
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 例えば、１９９６年からペルー政府によって強制的な不妊手術企

画が実施されている。建前として当事者の同意で行われることには

なっており、その名称も AQV（Anticoncepción quirúrgica 

voluntaria）すなわち、「当事者の同意で行われる手術による避妊」

である。 

 

 しかし、実際の現状を見ると、農家の貧しい女性に対して微妙な

かたちさまざまな圧力がかけられている。 

 

 「健康の祭り」と称する集会に招かれ、うまく言いくるめられて

いるのではないかと告発しているのは、女性弁護士ジゥリア・タマ

ヨである（ビダ・ヌエバ 誌、マドリッド、１９９９年１０月９日）。 

 

 そして、という医師ペルーのアヤクチョ地方の医師会長エクト

ル・チャベスが米国議会の前で証言したところによると、この貧し

い地方の医師たちに対して官僚の側から圧力がかかり、不妊手術の
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十分な数を行っていなければ医師開業の契約を失うことまで脅か

されていたというのである。 

 

一人の農家の女性が、非衛生的条件で、手術を受けてから死んだこ

とがきっかけとなって、この問題に対して教会も関与するようにな

り、司教団は断固とした批判を行った。残念ながら報道機関は、政

府の味方となって厚生省を弁護する側に回った。 

 

 前述した弁護士は、集めた資料に基づいて、人権を無視された２

４３件に関してそれを証明できると言っている。その中の１０２件

は、当事者の証言によって裏付けられている。タマヨ氏に言わせれ

ば、これらは単なる医療ミスにとどまらず、拷問にさえたとえられ

るものなである。 

 

  

正当な理由による例外 

 

以上のようなニュースを聞いて、ショックを受けると同時に、社会
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からの圧力に対して個人をまもる必要がますます感じられてくる。

人権を無視した社会政策に対する教会の予言的な告発に当然共鳴

するようになるであろう。 

 

ただし、誤解を避けるために、前述のような強制的な不妊手術の場

合と、十分な理由があってやむをえず不妊手術を受けようと責任を

持って決める夫婦の場合とを混合しないように注意する必要があ

る。 

 

このことをここで付け加えるのは、私自身が教会の現場で受けた相

談を念頭においているからである。 

 

以前、すでに二人の子供をもうけている夫婦のケースに出会ったこ

とがある。妻はやむなく二回とも帝王切開を行った。そこで、医師

からもう二度と妊娠しないようにと勧められた。だが、夫婦ともに

もう一人子どもがほしかったので、妻は三度目の妊娠をし、幸いな

ことに、無事出産した。 
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その後、私のもとに夫婦が相談にきて、これから不妊手術を受ける

ことを考えていると、うち明けた。彼らは教会の発言を知っている

信徒だったので、迷っていた。 

 

 私は、二人を安心させる必要を感じ、教会の強い発言は、前述し

たような政府による人権無視に対するものであって、決してこの夫

婦が悩んでいた問題に当てはまるたのではないのだ、と説明した。 

 

 教会の使命とは 

 

確かに、教皇パウロ六世（在位１９６３－１９７８年）は、回章『フ

マーネ・ビテ』（１９６８）を出されたとき、女性を傷つけるよう

な避妊方法について厳しい発言をされたが、教皇が懸念していたの

は、快楽主義的な文明の在り方、男性中心的な考え方、そして貧し

い人々を搾取する第一世界の態度といった、三つの大きな問題であ

ったことを忘れてはならない。 
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ブラジル人大司教ヘルデル・カマラは、当時、パウロ六世に情報を

送り、米国政府の指示を受けている多国籍企業が南米などで、何万

人もの女性に対して、本人の同意なしに不妊手術を施す計画を堂々

と進めていることを知らせていた。 

 

もし、当時、聖座が避妊や不妊についての何の疑問も抱かないよう

な楽観的すぎる発言をしたとすれば、どのように利用されたかわか

らない。しかし、そうした発言をそのまま先の例のような夫婦に当

てはめるのは行き過ぎだといわなくてはならないだろう。 

社会の不正に対して教会が行う予言的な役割と同時に、一人一人に

対して教会が行うべき「助け」と「いやし」の使命も、司牧の現場

で欠かすことができないのである。 

 

  

願望と技術の独走 
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 子供が欲しいという願望を持つのは悪いことではなく、親として

そのような気持ちを持つことは当然です。 

 

 生殖の過程を技術的に操作できるようになったことも、一概に悪

いとは言えません。不妊の問題で悩んでいる方にとって、自然に出

来ないことを実現させるために技術の助けを借りることは当然で

しょう。しかし、助け手である者が助けるという役割の領域を逸脱

してしまうなら、それはゆゆしきことでしょう。言い換えれば、技

術というものが絶対視されれば、親子関係も家族関係も危険に曝さ

れるのではないでしょうか。 

 

 演劇の舞台には主役とわき役とがいます。わき役を演じている者

が主役となってしまえば、劇は成り立たないでしょう。どのような

指揮系統においても、従うべき者が指揮者のように振る舞えば、事

は上手く進まないのです。この例えをここで「願望」と「技術」に

あてはめたいと思います。つまり、この両方ともわき役であると言

いたいのです。 
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 子供が欲しくもないのに妊娠するということは道理に合わない

のです。けれども子供が欲しいからという理由だけで妊娠するのも

また問題です。子供が欲しいと望んでいる夫婦には、子供を生むに

あたって計画を立て、生まれてくるその子供を育てる意図を持ち、

家庭を作ってゆきたいという意志があるはずです。ペットを欲しが

るのと同じように子供を欲しがるとすれば、それはわき役が主役に

なったことを意味します。 

 

 技術の助けによって不妊の問題を乗り越えることができるので

あれば、それを使うことで非難される理由はありません。しかし、

生まれてくる子供のことや、親子関係のこと、また夫婦関係のこと

への配慮なしに、技術的な操作によって治療を逸脱するような領域

に踏み込めば、まさにわき役が主役になってしまったと言わざるを

えません。 

 

 次に、こうした逸脱行為のいくつかの例を検討することにしまし

ょう。 
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 祖母は母親か、母親は姉か 

 

 46 歳のＸ婦人は離婚してから十年経っていました｡彼女に 25 歳

の娘がいました。Ｘ婦人は子どものいない未亡人のＹさんと再婚し

ました。これからはじまる新しい家庭を作るにあたって、ふたりと

もの子どもが欲しいと思っていたのですが､Ｘ婦人はもう閉経をむ

かえていました。生殖補助医療のクリニックで相談したところ、彼

女の年齢では体外受精医療の対象者になりえないと言われました。

そこで、夫の精子と自分の娘の卵子の提供を受け、第三者の女性に

代理母を依頼する方法を選んだのです。Ｘ婦人の娘の細胞は、50％

が母親の遺伝子であり、卵子を提供すれば、子どもの 25％の遺伝子

はＸ婦人と同じということになるのではないかとかんがえたらし

いです。このようにすれば、生まれてくる子どもはＸ婦人とＹ夫と

の遺伝的繋がりを保つことができるという理由でこの方法が選ば

れました。 

 

 このケースを伝えたあるマスコミは、次のようなパズルめいた質
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問をしていました。この子どもにとってＸ婦人は母親であると同時

に祖母であると言えるでしょうか。そして、卵子を提供したお嬢さ

んはこの子の姉であると同じに遺伝的には母親と言えるでしょう

か。さらに､子宮を貸し､妊娠期間に自分の胎の中で育て、お腹を痛

めて生んだ代理母を含めて数えると、この子には三人の母親がいる

と言えるでしょうか。 

 

 私はそのような質問よりもむしろ、次の根本的な疑問を投げかけ

たいと思います｡果たしてこの子どもの幸せを考えてその方法が選

ばれたのでしょうか。一体、誰がこれから生まれてくる子どもの立

場に立ってものを考えてくれるのでしょうか。 

 

 実はこのケースにはもう一つの皮肉めいた結末があったようで

す。Ｘ婦人は結局、夫の浮気が原因で再び離婚したのです。しかも

Ｙ夫の浮気の相手は、卵子提供をしたＸ婦人の娘でした。 

 

 七つ子 
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 1997年 11月、アメリカ。アイオワ州で七つ子が誕生しました｡七

つ子の親となったこの夫妻は、一人目の子どもをもうけるために排

卵誘発剤を用いていました。そして二人目が欲しいと願って同じ方

法に頼ったのです。妊娠途中で七つ子だと分かり､医師から減数手

術をすすめられたにのですが、この夫妻は危険を承知で、すべての

子を産むことを望みました。そして帝王切開によって､7人全員が無

事に生まれました。この例はハッピーエンドでしたが､似たような

ケースでは大抵減数手術が行われることが多くあります。「減数手

術」という言葉が技術専門用語であるかのような印象を与えますが、

はっきり言えばこれは「選別的な中絶」であり、多胎児の中からの

数人を殺すことに他ならないのです。そもそも、多胎妊娠を引き起

こした技術が問われなければならないのではないでしょうか。多胎

妊娠の場合、早産､未熟児、さらには一部の胎児がなくなり、しょう

がいが生まれる可能性が高くなり､母親が妊娠中毒症になる危険も

大きいです｡そして母子が受ける影響だけではなく､何よりも気に

なるのは多胎妊娠とわかると、中絶を選ぶ親が少なくないことと､

胎児の一部を「減収手術」によって中絶させることを勧める医療側
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の決断です。難しい決断であることを認めたとしても､そもそもこ

の問題を引き起こしたのは医療技術の一人歩きではないかと思い

ます。 

 

 人工受精や対外受精を行うにあたって精子を選別する方法が開

発されたことにより、男女産み分けの可能性が開かれました。しか

し「できるようになった」この技術は、果たして「使ってもよい」

技術でしょうか。当初、この技術は倫理的に認められうる場合にの

み、例外的措置として用いられました。精子を選別する産み分け技

術は、伴性劣性遺伝病を避ける目的に限ると言われていました。し

かし現在では、事実上、「女の子が欲しくない」または「女の子が

欲しい」などの理由でこの技術が利用されるようになりました。 

 

 ヒトの精子にはＸ染色体を持つＸ精子とＹ染色体を持つＹ精子

があります。Ｘ精子が受精すると女の子、Ｙ精子が受精すると男の

子が誕生します。しかし､ただでは差別の多くて､特に女性の立場が

低い社会の中ではなお差別の原因を無制限に増やしてよいもので

しょうか。 
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もう一例。夫死後二年、保存精子で出産 

 

夫を無くした女性が、医療機関に凍結しておいた夫の精子で人口授

精し子どもを出産したことが、2002 年 6 月に日本で発表されまし

た。男児は遺伝上、亡夫の子どもですが、死亡後は夫婦関係が消滅

するので法律上は夫の子として認められません。戸籍上は「父親不

在」となります。フランスでは 80 年代から問題とされたています

が､法律的に亡くなった夫が父親と認められるにはいたっていない

のです｡英国では、亡夫を父親と認められるためには生前の夫の文

書による同意が必要とされます。このケースをめぐる議論では「亡

夫の子どもを産みたい」という願望を強調した者もいれば、「凍結

保存が特別ではなくなった以上この問題も避けられない」という指

摘をする者もいました。私見では、『願望』と「技術」が一人歩き

するとき、一体誰が当事者である子どもの幸せを考えてくれるかと

問いかける必要があると思います。 

 以上に挙げた例はどれも大げさなケースばかりだと思われるで

しょうが、いずれも実際にあったことで、マスコミで報道されたも
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のです。しかし、そのような極端なケースがあったからと言って、

不妊治療一般に対して否定的な態度を取るのもまた極端でしょう。

私はここで両極端を避けたかったわけです。世界で初めて試験管ベ

ビーが生まれたときには、ふたつの極端な反応がありました。ひと

つは自然の摂理に反するから絶対にいけないという立場でした。も

うひとつは、不妊の問題に対する万能薬であるという楽観主義的な

意見でした。現在であればむしろ、この技術の長所と短所を見極め

た上でこれを用いるべきだというバランスの取れた意見が主流と

なってきました。最初の試験管ベービーであったルイーズ・ブラウ

ンの両親に祝いの電報を送ったルチアニ枢機卿（後に皇ヨハネ・パ

ウロ一世）は、まさにその立場に立っていました。彼は親に対して

はおめでとうございますと言い、助け手となった医療技術にも感謝

を表し、同時に「どうかこれからこの方法を使うに当たって、人間

の尊厳が傷つくことがないように」という但し書きをも付け加えた

のです 

中絶は個人だけの問題ではない 
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 七つ子の中絶のことを新聞で読んで思ったのですが、非常に例外

的なこのケースについて考えるとき、まず母親を攻めることをさけ

たいと思います。そして医療の限界と社会の責任を強調したいです。

排卵誘発剤を使用するとき、そこから生じうる結果を十分に考えな

ければ無責任だと言えましょう。こうして例外的な中絶の理由とし

て、母胎への危険性と経済上の困難があげられましたが、この二つ

の理由は同列に並べられるものではないと思います。もし生みたい

と本人が決断した場合、育てるための助けを社会は差し伸べるべき

です。こうした点を考えないで本人だけを攻めることのないように

したいものです。いのちの問題は、個人的な問題であるだけではな

く、大きな社会問題でもあるからです。 

 要するに、中絶は個人だけの問題ではない。中絶におけるふたつ

の大きな社会問題があると思います。一つは、中絶の社会的な原因

の問題です。それから、もう一つは文化の問題です。つまり、私た

ちの文化における中絶に対する一般の見方の変化、その背後にある

生命観の問題が問われていると思います。したがってむずかしい倫

理上のジレンマに直面している本人に対し、必要な思いやりをしめ



86 

 

しながらも、同時に社会に向かって生命尊重に対する責任をもっと

呼び起こす必要があるでしょう。 

生殖に関する新しい技術が応用されるにあたり、生まれてくる子供

のことが本当に十分考えられているのでしょうか。もしかすると、

生まれてくる子供も生む女性もモノ扱いされてしまう心配があり

はしないでしょうか。そして、生まれてくる子供の人権が無視され

ないということが十分に保証されているのでしょうか。 

 「子供がほしい」という願望の背後にあるものは、全部良いもの

なのでしょうか。ある医師は、「子供がほしいと言っている親の願

望をかなえてやりたい。そのための技術を備えているのだから、や

ってあげてもよいのではないか」と言いました。この考え方の妥当

な面を認めても、やはり生まれてくる子供のことを、本当に大切に

しているのだろうかという疑問が残ります。そうすると、まだ声な

き者の人権はどうなるものでしょうか。まだ生まれていないのです

から、本人に聞くわけにもいかないのです。 

 さらに、その子供に対する社会の受け入れ方も考えなければなら

ないでしょう。それから、子供たちに新しい技術を使って生まれた

ことを告げ知らせるべきでしょうか。「告げてもらう権利」がある
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と主張するひともいます。でもその場合、子供への精神的な影響は

どうなるのでしょうか。告げたほうがよいかどうかは、わかりませ

ん。つまり、子供の立場と長期的な結果を考えないで技術のみが先

行しているとすれば、その点が一番問題なのではないでしょうか。 

また今の日本では、ある子供が養子縁組でもらわれたなどというわ

けで、結婚問題などでいろいろ差別されることがありますが、体外

受生の場合など、この出生の秘密をあきらかにするかどうかの問題

は、当然新しい差別を生むことにつながるのではないでしょうか。 

 

胎児への思い 

 

追い詰められた女性たち 

 

すでに二人のこどもを生んでいたＡさんは、三回目に妊娠したとわ

かったとき嬉しかったのですが、一緒に住んでいた姑はよい顔をし

ませんでした。両方の間に挟まれた主人は母に対して強くものが言

えなかったのです。結局、堕したくないのに､堕すような羽目になり
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ました。心に傷が残り､やっとそれを打ち明けてくれたのは長年経

ってからのことです。信仰者なのに、教会の中でそのことについて

今まで話せなかったのは残念なことで、この人は癒される機会があ

のころありませんでした。 

 

Ｂさんの相談は特に辛かったです。Ｂさんは主人の強い圧力で子供

を堕すということを妊娠の途中で私に打ち明けましたが､その時の

本人のことばは切実でした。「私は堕したくないし､堕すべきではな

いと思います。でも、やむを得ず悪いと思いなが堕します。どうし

ようもありません」と。張りつめた沈黙が流れてから「あなたは今

こうして打ち明けてくださったのですが…」と私は言い始めました。

すると本人が私の言葉を遮って「いいえ､神父さん、何もおっしゃら

ないでください。『堕してください』とも言えないでしょうし、『生

んでください』とも言い辛いでしょうから､何も言わないで､聞いて

くださっただけでいいのです｡私はこれから神さまの前で決断しま

す」と言いました。私は「はい、わかりました。あなたの気持ちを

尊重して今話してくださったことについて触れないことにします｡

ただあなた自身について一つだけ言わせください。今どんなにあな
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たが悩んでいるかを一番分かっている神様は、これからもあなたを

見捨てることはないのです」。長いあいだあの方に会わなかったし、

その後どうなったかわからなかったのですが、久しぶりに彼女が現

れたとき、感謝したいと言ってきました。もちろん私は立ち入った

質問はしなかったのですが､本人のほうから切り出しました。「あの

晩、私は罪悪感を持ちながら堕すつもりでいたので､おろした後で

教会から離れるつもりでしたが、『どんなことがあったとしても神

様はあなたを見捨てられない』とおしゃってくださり、救われまし

た」。そう言って「あの胎児のために祈ってくださいますか」と言

った。そこで私は、「いいえ､あの胎児のためではなく､あなたのた

めにあの胎児に祈ったほうがよいでしょう。あの胎児こそ、今のあ

なたの守護天使なのです」と言いました。 

 

Ｃさんは初めての妊娠のとき嬉しさと不安を同時に感じました。主

人は別の女性との関係があったらしく、夫婦のあいだに亀裂ができ

ていました。そのような時期に妊娠となるとこれからどうなるのか

と心配でした。自分の親と相談しても姑と相談しても同じことを進

められます。離婚するのだったら今生まないほうがよいと思ったそ
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うです。生みたいとも思うし､生むべきであると思っている彼女は、

たまたまそのころ教会に通い始めていたのですが、教会でこの悩み

を打ち明けて話す自信がありません。彼女は聖堂で長い時間ひとり

で祈り、神様の前で重い決断をします。その後、色々なことがあり

ました。幸いなことに夫婦の仲は回復し、家族は洗礼を受けるよう

にもなりました。ゆるしの秘蹟を受けるとき励ましの言葉をいただ

いたのですが､長年経っても心にある傷が癒されていなかったと言

います。最近、神のみもとにもどった胎児を偲ぶ祈りに参加して、

やっと心の平安を取り戻せたと言っております。 

 

Ｄさんは中絶の後、そのことを友だちの女性に打ち明ける必要があ

るのではと感じていました。同じ教会に通っている友人に話したと

ころ、その日以降、その友人が自分から離れていったような印象を

受けました｡信者でない友達に話すと、「そんなこと心配しないで。

あなたはやむを得ずやったのだから。よくあることよ」と言われて、

結局どちらからも癒されませんでした。彼女は最近になって、色々

な事情で子どもを失った方々が共に集う祈りに参加して、やっと心
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の平安が得られました。神さまに向かって胎児の取次ぎによって祈

り､無名の手紙を祭壇に備えました。 

 

E さんは高校二年生で、年上の社会人との関係で妊娠しました。最

初は生みたいと思ってはいましたが、相手からも自分の家族からも

堕すように勧められ、そうすることになりました。堕した後、落ち

込んでしばらく学校を休んでいました。彼女の面倒をよく見てくれ

た校長先生は彼女が立ち直るように手伝おうとしました。学校にも

出られるようにしたかったのですが、一部の教員から強い反対があ

りました。不思議なことには、一番厳しかったのはそのミッション 

スクールで勤めていた一部の無宗教の教員でした。「うちの学校に

限ってこんなことを．．．」と言いながらその高校生を見捨てた教

員たちは、本人が立ち直ることよりも名門校の看板を大切にしてい

たようです。それに対して宗教者の校長先生が反対できなかったの

もなさけないことだと私は思いました。 

以上に挙げた例の大部分は、既婚者の女性でした。教会の現場で相

談を受けるという具体的な経験からの話でした。皆それぞれの異な

った事情でしたが､共通な点は「胎児への思い」でした。ちょうどそ



92 

 

こから小見出しをつけたわけです。ところで､それとは対照的な現

象があります。2002年の夏、新潟で開催されたカトリック医療関係

学生セミナーで、人工妊娠中絶に関するアンケート結果が発表され

ました。 

 

身近に人工妊娠中絶を経験した人がいるかという質問に対して２

６％「はい」と答えていました。心の傷を受けたかという質問に対

して９５％は「はい」と答えました。ところで､「どんな問題で心の

傷を受けたか」と言う質問に対して圧倒的に多かった(77％)のは

「パ－トナとのこと」でした。私はこのアンケートを大学の一年生

と二年生に紹介し、意見を求めたところ、多くの女性は男性の「無

責任」とか「避妊の負担は女性だけにかかる」とか、「相手を引き

止めるために肉体的な関係を持ったが､後で相手から見捨てられた」

とか言うようなコメントをしました。 

前述した「胎児への思い」はこのアンケートに表れた「相手への思

い」と対照的かもしれませんが、両方の場合に困難な立場にいるの

は「追い詰められた女性たちではないか」と考えさせられます。 
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Ｘ高校性は年上のパートナーとの交際で妊娠しました。相手は妊娠

のことを告げられると「お金が目的なのか」と言いました。そして

彼女は､自分がまだ高校性で経済的にも社会的にも無理ということ

でそのパートナーの大人と一緒に病院へ行き、中絶手術を受けまし

た。親の承諾もなく、家族や学校に自分が妊娠したことが知られる

こともなかったのです。パートナーの社会人は、女子高校生と愛情

のない交際をし、自分の欲望を発散するためだけに彼女を利用した

と思われます。信用のできないところで中絶してから後遺症が残る

かもしれません。肉体的にも精神的にも傷ついているのはその女性

であり、その上パートナーの裏切りで悩みます。人生のどん底にお

いやられます。周りの支えがなければ立ち直ることは難しいです。

心の傷は一生涯残ります。 

 私が倫理の講義で中絶や自殺の問題を取り上げるときの共通な

視点があります。それは命を粗末にすることを避けたいと同時に、

命を絶つような状況に追い込まれてしまった人間に対する心遣い

です。中絶すべきでないと思いながら、したくないのに中絶をしな

ければならないような状況に追い込まれた女性は、胎児と共に自分



94 

 

も被害者です。自殺をするような状況に追い込まれてしまった人間

も、その遺族も被害者です。その人々とともに痛みを感じる私たち

の側から、その状況に対してできることがないのだろうかと次ぎの

ように問いかけられます。 

 

自殺について 

１）どのようにその社会的な原因をなくすことができるのでしょう

か。 

２）自殺をしようとしている人間をどう助けたらよいのでしょうか。 

３）自殺したものの遺族をどう助けたらよいのでしょうか。 

中絶について。  

１）中絶の社会的な原因をどうなくしたらよいのでしょうか 

２）産むか産まないかを迷っている者をどう助けたらよいのでしょ

うか。 

３）中絶が起きた後のいやしや心のケアのため何をすればよいので

しょうか。 
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中絶体験者に心のケアを 

 

 米国で広がるプログラム 

 人工妊娠中絶を体験した女性には心のケアーが必要である。精神

科医と司牧者が手を組んで、そうしたプログラムが、最近米国など

で広がってきている。 

 

 その発端は１９８３年、ブィッキ・ゾーン（Vicky Thorn）さんが

ミルウオーケィの大司教 ウィクラーンド（R. Weakland）大司教

に心配事を打ち明けたのが始まりだった。 

 彼女の親友の女子高校生で二回ほど婚外異性関係により妊娠し

た。一回目は、子どもを産んで養子に出したが、二回目は中絶した。

しかし、その後、鬱状態になり、自らを攻め、罪悪感にさいなまれ

るようになった。 

 

 このようなケースを前にして教会は、一体どのような援助を差し

のべることができるのだろうかと、ゾーンさんは考え込んでしまっ

たのである。 
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 そして、ウィクラーンド大司教と相談した結果として「ラケル・

プロジェクト」という癒しのプログラムがスタートすることになっ

たのである。現在、 百以上の教区でこのプログラームが行われて

いる。ラケルという名は、聖書にヒントを得たものである（エレミ

ヤ 31, 15 マタイ 2,18 参照： 「ラケルはその子らのために嘆い

た」）。 

 

 霊的な癒し 

 

 精神療法が盛んな米国であるが、中絶後の精神的な痛手から立ち

直るために必要とされる心の癒しは、単なる療法以上のものであろ

う。 

 

 「中絶後の療法により、自分の身に起こったことを理解できるよ

うになるかもしれないが、深く癒されるには霊的な助けも要求され

る」。 
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 これは、ロサンジェレス大学バークレー佼・イエズス会神学部の

ブレシュケ（J. Bretezke）教授の言葉である。彼はこの癒しのプロ

グラームを、現教皇が中絶体験女性に向けて語った言葉によって裏

付けている。 

 

 教皇が言う。「起こったことをよく理解し、それに誠実に向き合

うようにしてください。・・・・決定的にすべてが失われたのでは

ないことがやがてわかるでしょう。そして、今は主のもとで生きる

あなたの子供に、ゆるしを求めることができるでしょう」（『「い

のちの福音』９９番参照）。 

 

 「心の癒しには心理学者と司牧者の協力体制のほか、女性の心情

を理解できる女性の関与が必要です」と、カリフォルニアのオーク

ランド教区の女性信徒モニカ・ロズマンさんは言う。 

 彼女は、同教区で「生命尊重への奉仕」というプロジェックトを

コーディネートしている。このような癒しのプログラムは、After 

the Choice すなわち「中絶する選択をした後」と呼ばれている
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（America誌、１９９９年、１１月六日、１４－１９ページ）。 

 その取材記事によると、四十歳前後の数人の女性が聖書の集いで

話し合っていたが、性に関する話題が出てくると、妙な雰囲気にな

り、話しが行き詰まってしまった。指導者は最初戸惑ったが、やが

て原因がわかった。実は、このグループの参加者の四分の三ほどの

人が中絶体験者だったのである。 

 「この体験の記憶がつきまとって離れないのに、それについて話

す場がないので、楽になれないのです」とモニカさんは言う。教会

の外でこの話題について話せば、「それは何でもない、忘れてくだ

さい」というばかりの世間の声にぶつかる。といって、教会の中で

そのテーマに触れると、「犯罪者よばわりされそうで、恥ずかしく

て口を開けないのです」。 

 

「このように両極端の声しか聞こえないのは残延なことだ」とモニ

カさんは強調する。そうした体験の精神的な傷跡で悩んでいる人々

には、まず、自分の身に起こったことを見つめたうえで悲しみを隠

すことなく、痛みを乗り越えるための癒しを見出すことが必要なの

だ、と言うのであう」。 
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 ゆるしこそ癒し 

 

 カトリック心理学者の女性テレーサ・バークさん（Theresa 

Burke ）は、臨床の場でこの問題と取り組んできた結果、精神治療

と霊的な癒しを結びつける方法を結びつけることの必要性と方法

を見出したと言う。罪悪感で悩んでいる人は、往 にして、自分を

責め過ぎ、嫌悪する自己イメージを裏返しに神に投影して、罰を与

える神のイメージに束縛される。そのため自分自身をゆるすことも

できず、神からの癒しを信じ切ることもできないのである。 

 

 このような人たちのために、バークさんは１５週間・十五段階に

わたるプログラームを企画した。参加者は毎回二時間半ほど分かち

合いや聖書の黙想をする。さらに、音楽やイメージやシンボルを使

って、悲しみの表現と神の慈しみの受容に努める。最初の五回の間

は、まだ中絶の問題にふれず、心の下準備をし、８回目あたりから

霊的な要素を増やし、最後に「ゆるしの秘蹟」にあずかる機会も設

けると言う。 
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 このプローグラムの参加者の一人は、次のように述べている。 

 「以前、わたしは中絶をしたということを自分自身に向かってさ

えも言えませんでした。思い出すたびに、何とも言えない憂鬱な気

持ちになったのです。でも、今は、神の慈しみを受け容れることに

よって、神の御もとに帰った子どもの名を呼ぶことができるように

なりました。すると、子を失った悲しみを受け容れるようになり、

同時に、天国にいる子どもの取り次ぎによって、今、自分が力をも

らっていることを実感できるようになったのです」。 

 このプログラームに協力した司祭は言う。「ゆるしの秘蹟がこれ

ほど有意義な形で行われるのはまれなことです。受ける人も、司祭

も、神の慈しみを深く体験することができました」。 

 

出生前診断 

 

  一昔前だったら生まれるまで待たなければ、赤ちゃんの健康状

態について知ることはできませんでした。現在では、妊娠している

女性が出生前診断を受ければ、自分の胎内の子についての情報を得
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ることができ、赤ちゃんが母親のおなかにいるときから治療を受け

ることさえできます。その一方で、胎児診断は、障害者の切り捨て

や男女生み分けにつながる恐れも高まってきました。 

 

胎児も患者だということにきづきたいです。 

 

胎児に対する治療は主に二つがあげられます。一つは内科的治療で、

母親を通して薬物を与えることです。もう一つは子宮内で外科的治

療を行うことです。こうした治療の可能性が開発されたことは歓迎

すべきことです。 

 

さらに、生まれつきの遺伝性疾患などについての研究のおかげで、

胎児が私たちと同じ人間であることがますます意識されるように

なりました。これも注目されることです。 

 

妊娠中の女性の腹部にカテーテルを挿入し、胎児の膀胱閉塞を治療

することははじめて成功したとき、人びとは驚き、その成果を生か

したいと考えました。ただ、そのためにどの程度の臨床実験が必要
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であるかという点については、まだ明確な見通しを立てることがで

きません。そして、治療の方法がまだ開発されていない病気を診断

できるということは、場合によっては、胎児の出産をあきらめると

いう結果にもつながりかねないという懸念が生じてきました。 

 

羊水診断はここ３０年間、広く行われるようになりましたが、十年

ほど前から二つの新しい方法が導入されています。その一つは、母

胎血清マーカーテストです。これは妊婦の血清を分析し、その中に

含まれている三種類のタンパク質やホルモンなどの度合いを調べ、

それによってダウン症のような染色体異常や二分脊椎のような神

経管不全の障害のある子どもが生まれる確率が計られます。ただ、

これは確率だけで、後に羊水検査で確認する必要があります。 

 

これは簡単な方法ですので、採用されやすく、それだけに胎児の障

害の発見を目的としたふるい分け検査となる危険性があります。さ

らに、検査結果を誤解し、「確率」という曖昧なことだけに左右さ

れてしまう恐れもあります。 
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もう一つは受精卵着床前の診断です。それは、ここ十数年間発展し

てきた遺伝子研究を体外受精の技術と結びつけた結果として生ま

れた方法です。体外受精でできた受精卵の遺伝子を調べ、遺伝病が

あるかどうかを判定する「受精卵遺伝子診断」のことで、これによ

って異常でないとわかった受精卵を母胎に戻せば、遺伝病の子ども

の出産を避けることができるのです。 

 

この診断は母胎への着床前に診断ができるので、着床後の中絶より

ましだと言う者もいます。しかし、その一般的な実地が及ぼす社会

的な影響を見逃すわけにはいかないのです。障害者団体からは、「い

のちの選択は認められない」「生まれてきて良いいのちと悪いいの

ちがあるような診断法はいのちの選別だ」という反対の声が、当然

あがっています。 

 

出生前診断を受けた人で、胎児が障害をもって生まれる可能性が高

いと言われ、子供をあきらめたというケースが少なくありません。

そして、産むことを選ぶ場合でも、その決心に当たっては相当に苦
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悩することも多いです。予防医学という言葉の流行に伴う錯覚に対

しは注意が必要です。 

 

当初、出生前診断が行われたのは、すでに重度の障害をもった子供

を出産した経験があるなどの特殊な事情がある場合に限られてい

ました。 

 

当時の出生前診断は、基本的には、もう一人別の子供を持とうと決

心した両親を安心させる目的で行われたために、医学は個人の枠内

にとどまっていました。（もちろん、それでも問題はなくかったわ

けでもありません。というのは障害者の中絶とつながる場合もあっ

たからです）。その後、欧米では妊娠した多くの女性たちが出生前

診断を受けるようになり、次第に普及しました。その結果、医師は

妊娠中絶を勧めてしまうという傾向が一般的になってきました。こ

れに対しては、自分に託された人々を治療し、その苦しみを和らげ

て使命を与えられている医師たち自身が、一つの生命を抹殺する決

定を下すようなことがあってはならないと言わなければならない

でしょう。さらに、出生前に実地される種々の検査の中には、実際
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に治療に役立っているものも幾つかありますが、ほとんどの場合は、

胎児に治る見込みのない異常が見つかっても治療はできず、確認す

ることしかできません。場合によっては、その確認が、胎児をあき

らめることへの勧めにつながってしまうこともあります。 

 

今私たちの社会で差別が起きていると自覚するのは大切です。ある

種の人間は生かしておかないほうがいいと考える人々が増えてい

ます。このことが障害者に対する見方に大いに影響し、この見方が

社会的圧力となって堕胎を容易にしているのです。 

生まれてくる子どもが重度の障害者だと承知のうえで、それでも産

むというのは、現代の文化的雰囲気の中では、相当な動機付けがな

いかぎりなかなか難しくなってしまっています。 

  

胎児の重度異常が判明すれば中絶してしまうことや、子供の生み分

けが、次第に普通のこととして受け入れられているというのは残念

ながら事実です。そのため、先天性の重度の障害者は、「医学のミ

スや予防の失敗」と見なされるようになってしまいます。事実、羊
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水検査が行われ始めていたころ、「先天性異常児、生まない診断」

という見出しを見かけ、新聞報道の在り方に驚いたことがあります。 

 

しかし、ある人と同じような障害をもつ人間の存在を否定する決定

がくだされるとすれば、はたしてその人の利益と尊厳を擁護するこ

とはできるだろうか。 

 

法律を決めるとき、なし崩し的に「改正」が行われていくことがあ

ります。英国では、「すでに生まれている障害者の人権は最大限守

りたい」と言いながら、「これから障害者が生まれてくることは防

ぐ」対策をとっていますが、これは矛盾としか思えません。 

出生前診断によって行われる胎児の差別的な選別は、私たちの社会

や文化のゆがみを見え隠れします。それは障害者が生まれないほう

がよいと考えてしまう、差別的なものの見方です。 

 

新聞における読者の投書欄を見るとこの問題に関してはどんなに

人の考えが揺れ動いているかがわかります。 
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 乙武さんの『五体不満足』は、確かに大きな反響をひきおこしま

したが、五体満足の子がほしいという人も多ければ、そんな事を言

うのは障害者にとって差別であると抗議する人も多いです。 

 

 そこで、私たちは根本的に問わなければならないのは、「いのち

の選択」の背後にある考え方です。つまり、多くの人は不幸な子供

を産まない方がよいと言うときに、障害イコール不幸と考えていま

す。はたして障害イコール不幸とみなしてしまってよいのでしょう

か。 

 

 人間の尊厳を脅かす差別が行われないようにするためには、大き

な社会変革が必要であり、自分たちとは「違う」人々とともに生き

る術を学ぶことが必要とされます。 

 

 障害をもっている方の尊厳と人権を尊重し、その人に対する見方

を変えていく必要があります。障害をもっている人を受け入れ、自
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分とは違うものとともに生きることを学ばなければならないので

す。 

 

 世界障害者年（１９８１年）に発表された教皇庁文書を引用して、

日本カトリック司教団は訴えています。「一つの社会、一つの文明

の質は、その中の最も力無い仲間がどれだけ尊重されているかによ

って量られる」 （『いのちへのまなざし』５５項）。 

 

１９９８年の六月に、全国の産婦人科医によってつくられている日

本産婦人科学会の理事会が、警告に違反して非配偶者間の体外受精

を行った産婦人科クリニック院長に対し厳しい態度で臨み、除名処

分を決めました。同学会は、生命倫理に対する深い関心をもってい

ることを印象づけたかに思われます。 

 確かに、そのニュースだけ読んだ人なら、日本の産婦人科学会は

倫理観に厚くて、人間の尊厳を守ることを第一に考えていると思っ

たかもしれません。しかし、本音はどうだったのでしょうか。 

 学会が怒ったのは、非配偶者間の体外受精に問題があるからでは
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なく、むしろ、その医師が他の医師に先立って独走したからではな

いのでしょうか。 

 

 実際、同学会は、重い遺伝性疾患をもつかどうかを看る着床前診

断の臨床応用に青信号を出すことを決めたのです。非配偶者の体外

受精に関して懸念をあらわしたのに、急いで着床前診断による「命

の選択」を認めたということは矛盾としか思えないのです。いった

い本音はどこにあるのでしょうか。 

 なお、同学会は、２００１年２月１７日に、夫婦以外の第三者か

ら提供された卵子を使った配偶者体外受精を認めることにしまし

た。 

 

 日本で生命倫理を考えるに当たって、この問題を見逃すわけには

いかないでしょう。 

 

遺伝子組み替えをめぐって 
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遺伝子に関する科学の進展がいちじるしいのですが、そこには光と

陰があります。生き物についての認識が深められ、新しい治療法へ

の道が開けたことは歓迎されますが、他方では新しい差別も生じる

のではないかと心配になります。 

 

 １９９７年１１月１１日にユネスコによって「人ゲノムおよび人

権に関する国際宣言」が採決されました。たしかに人間の進歩であ

って、生物に関する認識が深められ、新しい治療の方法を開発する

ことはのぞましいのです。しかし、その反面に、治療できない病気

の発見が早めに行われると、かえって困難な状況が生じることもあ

ります。そこで人間の尊厳を尊重する意志が強くなければ、生まれ

出る前に胎児が差別の対象になってしまうことにもなりかねない

のです。そのようなときに、健常で強いものによって弱者切り捨て

が行われてしまうおそれがあるのです。 

 ただ遺伝子科学技術の領域は広いもので、それはすべてけっして

危険なものとは言えません。 たとえば、動物実験で確かめられた
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ように健常な遺伝子を組み替えることによってある遺伝病に対す

る治療の可能性があらわれましたが、まだ十分な成果が得られてい

ないのです。こうした研究を続けなければならないでしょうが、そ

の対象は「身体細胞」に限るべきであって、「性殖細胞」にふれて

はいけないのではないかという意見があります。なぜかといえば未

来世代に対する責任があって、これから生まれて来るものの尊厳を

も守りたいからです。 

 

 さらに、予防医学の考え方を慎重にあつかわなければならないと

いうことも指摘されています。場合によっては優生学のように乱用

されるおそれがあるからです。具体的に言うと、障害者の尊厳とそ

の人権を尊重し、障害者に対する社会の偏見をなくす必要がありま

す。 

 

 出生前診断は最初のころ特定の場合に限るものでしたが、最近

「予防医学」という美名のもとに一般化されるようになって、異常

が発見されれば、中絶をすすめる傾向が出ています。それは障害者

が生まれないほうがよいと考えてしまっている差別的なもののみ
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かたです。出生前診断によって行われる胎児の差別的な選別におい

てわれわれの社会や文化のゆがみがあらわれます。障害をもってい

るものを受け入れ、自分とは違うものとともに生きることを学ばな

ければならないと思います。「ある社会またはある文明の質は、そ

こにおける最も弱い構成員に対して示される敬意によって測られ

る」（これは、世界障害者年のための教皇庁文書からの引用である

が、それは１９８１年４月４日に発表された）。 

 要するに知識にそれを応用するための智慧が伴わなければ予想

できない恐るべき結果になることにもなりかねないということで

す。 

 

 ヒトゲノムの遺伝的特質を検査することで、ある人の将来につい

て何らかのことがわかり、異常の原因を解明し、発病を予測できる

場合があります。たとえば、身体的または精神的「欠陥」から引き

起こされる種々の障害を、ある程度正確に予測できるようになって

きています。ただ、予測ができても、現時点ではほとんどの場合、

異常あるいは病気に関するこの知識は何の力にもならないのです。

そのため非常に困難な状況が引き起こされてしまいます。それが障
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害者の排除につながり、選ばれた子供だけが誕生を認められるよう

な社会体制が作られてしまうこともあるかもしれません。このよう

に、「強者や正常者」と思われるものが「弱者や病者」を差別する

ことがあれば、それは人種差別と同じように非難されるべきことで

しょう。 

 

 二十年前に科学者たち自身が、ある生物の遺伝子を他の生物に挿

入することで、挿入された生物は病気になるかもしれず、それが破

壊的な伝染病を引き起こす結果になるかもしれないことを恐れた

のです。彼らは科学者としての責任を自覚していたので、厚生当局

と政治家たちに規制の急務を訴えることができました。こうして、

安全基準が設定され、倫理的・法的秩序の観点から規制されること

となりました。その後、これは「遺伝子工学」と呼ばれるようにな

り、ある程度まで警戒する必要があっても、人類の健康に貢献する

素晴らしい道具の一つとなる面も現れてきました。 

 さらに、出生前に実施される種々の検査の中には実際に治療に役

立っているものもいくつかあるのですが、ほとんどの場合は、胎児

に治る見込みのない異常が見つかってもそれを治すことができな
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いので、ただそれを確認することぐらいしかできません。場合によ

っては、その確認に胎児を諦めることへの勧めが伴ってしまうこと

もあります。 

 

 当初、出生前診断が行われたのは、すでに重度の障害をもった子

供がいるなどの特殊な事情がある場合に限られていました。だから

当時の出生前診断は、基本的には、もう一人別の子供を持とうと決

心した両親を安心させる目的で行われたために、医学は個人の枠内

にとどまっていました。その後、多くの妊娠した女性たちが出生前

診断を受けるようになり、それは次第に集団的な規模になってきま

した。かつては重度の異常児を出産する可能性のために普及したの

ですが、いまは「予防」の観点が受け入れられて普及しています。

医師は妊娠中絶を薦めてしまうのが一般的になってしまうきらい

があります。 

 

 生まれてくる子供が重度の障害者だと承知のうえで、それでも生

むというのは、現代の文化的雰囲気の中では、相当な動機付けがな

いかぎりできないことでしょう。このような決心には苦しみが伴う
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に違いありません。しかし、思いもよらぬ富の発見につながる道で

もあるということは多くの両親が証しているところです。 

 以上のことを考え合わせれば、ある程度一般化されていても実際

は治療が目的ではないような出生前検査に対しては、非常に慎重に

ならざるを得ません。特殊な問題を提起している「血清型」検査（ダ

ウン症候群の検診に用いられる）だけでなく、その他にも計画的に

実施されている種々の検査が、これに相当します。妊娠している女

性たちにとって非常に危険なのは、ある複雑なからくりに知らぬ間

に巻き込まれてしまうことです。胎児の重度異常が判明すれば中絶

してしまうことと男女の生み分けすることが、次第に普通のことと

して受け入れられてしまっています。すべての新たな出生前検査の

方法が、この基準とこの集団的実践をますます受け入れやすいもの

にしています。そのため、子供や大人や先天性の重度の障がい者は、

次第に「医学のミスや予防の失敗」と見なされるようになってしま

います。これが、障害者を社会に受け入れるための真の政策の実現

にとって、非常に大きな妨げとなっています。その一方、ある人と

同じような障害をもつ人間の存在を否定する決定がくだされると

すれば、はたしてその人の利益と尊厳を擁護することができるでし



116 

 

ょうか。 

 子供の生み分けと障害者の排除とが、一体となって強化されてい

ます。人間の尊厳と人権を尊重するためには、そういった事態の進

展に対して反対する声を上げる必要があるでしょう。そのためには、

堕胎につながりがちな出生前診断の在り方をあらためるだけでな

く、障害者に対する見方を変えなければならないでしょう。 

  

 再生医療の光と陰 

  

「臓器の修復」」とか「組織の再生」といった言葉が、最近の医療

におけるキーワードとなっておりますが、それは同時に新たな生命

倫理の問題の表れでもあります。特にデリケートなのは、幹細胞を

治療目的で用いる場合の問題です。幹細胞とは、自分自身を再生さ

せるだけでなく、種々の分化した細胞をも再生させる能力を持って

いる細胞であり、いくつかの種類の組織や器官へと分化させること

が可能です。この幹細胞については３０年以上も前から研究が進ん

でいましたが、１９９８年に研究は新たな段階に入りました。つま

り、ヒトの胚から幹細胞をつくりだす方法が発見されたのです。 
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 幹細胞を分離するためにはヒトの胚を破壊しなければならない

ため、ここ数年、米国では激しい議論がたたかわされてきました。

２００１年８月９日、ブッシュ大統領は、胚性幹細胞研究への連邦

政府の予算支出を認める決定を下したが、対象となるのは、すでに

得られた幹細胞列を用いる研究に限られています。 

 

 この新技術にはあいまいさがあります。胚の研究と利用は、人々

を助け、その苦痛を和らげることを目的としていますが、その一方

で、研究者や病院、製薬会社の利益追求がその原動力となっている

ことも確かです。研究者が幹細胞の医学的利用法を研究するにあた

って多大なインセンティブ（誘因）となっているのは、利益を追求

する製薬会社に彼らの知見を売ることができるという現実です。こ

うして、「エスカレート」が容易に予想されます。胚細胞の供給に

あたって、余剰の胚に限って利用してよいという条件は、やがて、

クローン技術を用いて研究用のヒト胚細胞を作製するというとこ

ろまで、許可条件が拡大されうるのです。 

 確かに、幹細胞研究者たちが掲げる見通しは、多くの臨床的な恩
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恵の可能性を期待させる。だが、胚細胞の研究は、こうした恩恵を

実現するための唯一の道ではありません。他にもさまざまな代替案

が示されてきました。たとえば、非胚性の成人幹細胞の利用です。

いずれにせよ、市場の関心がどれだけのスピードで動いているかを

知れば、次のような問いを避けて通ることはできないでしょう。「す

ばらしき新世界」へと突き進む競走に、私たちはどこでブレーキを

かけるのでしょうか？ 生命の商品化はどこまで進むのでしょう

か？ 

 

 確かに、胚性幹細胞の発明は再生医療のためになることが期待さ

れています。同時に、懸念を表すため（例えば、企業の焦り、不十

分な公の議論のため社会の理解が得られにくいなど）の理由もある

のですが、歯止めをかけるよりも、必要な公的な監視と制御のもと

で研究を行うほうがのぞましいと思います。 

 体幹細胞（Adult stem cells）の樹立と効率などが確立されれば、

ES細胞よりも adult stem cells を使うほうがのぞましいと言われ

ていますが、そのために ES 細胞を対象にする研究を続ける必要が

あるでしょう。 現在の時点で研究者たちは安全性と効率などを確
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認する過程の途中にあります。公的な監視と制御および各施設の倫

理委員会などが見守る中で多くの異なったチームが研究を進めた

ほうが望ましく思われます。そして、企業の利益や研究者の名誉な

どによって倫理基準が無視されないために行政の側からの指導が

必要でしょう。 

 

平成１３年３月２９日に発表「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す

る倫理指針」は三つの省（文部科学・公正労働・経済産業）によっ

て合同で出されたことは画期的だと思います。生命倫理の諸問題

（生殖医療、移植医療、再生医療など）に関する行政の一貫した取

り組み方および「学会」・「行政」・「法令化」などの役割を統合

することが必要とされています。 

 

幹細胞研究は私たちに、初期の胚をどう位置づけるかという問題を

突きつけます。この問題に対する答えは、中絶の問題と同様に、二

つの極端の立場から導かれます。ある人々は、初期の胚とは単なる

細胞塊に他ならない、と主張します。の人々は、それはすでに尊厳

も権利も備えた一人の人間である、と主張します。確かに厳密に言
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えば、初期の胚はすでに一人の人間であるとは言い難いのですが、

それが単なる物体でも所有権の対象でもないことも、認めざるをえ

ないのです。５日目の胚（この子宮への着床を控えた胚を、学術的

には「胚盤胞」という）が人間としての地位を得られないにしても、

それは確かに一人の人間への道をたどりつつあるのであって、単な

る物質的な生成物ではありません。初期の胚の破壊を殺人とまでは

言えないのですが、この破壊は一つの道徳的問題を提示します。つ

まり、初期の胚は、人間生命への発展途上の形態の一つであり、そ

れが何であるかによってではなく、それが何になりうるかによって、

敬意をもって扱われなければならないわけです。 

 

 私はこの微妙な問題を取り扱うとき学問的な正確さと倫理的な

誠実さを合わせる必要があると思っています。 

 

 そして、胚の位置づけに関して慎重に考えなければならないでし

ょう。生物学的に見て、着床以前の胚（blastocyst、胚盤胞）は生

命の萌芽ではありますが、まだ一人の人間ではないのです。着床以

前の胚に対する尊重（礼意を失わないこと）と胎児の尊厳（人の尊
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厳を冒さないこと）に対する尊重を同一視すべきではありません。

（カトリック倫理学者シャンオン著を参照：Th. Shannon, “Human 

embryonic stem cell therapy”, Theological Studies 62(2001) 

811-824）。 

 

 胚性幹細胞の樹立に対して反対を表したバチカンの Academy of 

Life の意見の背後にある心配がわからないこともないのですけれ

ども、胚性細胞をめぐる議論の中心に「胚の位置づけ」の問題を置

くと、かえって逆の効果をもたらすのではないかと思います。言い

換えれば、「人の命が始まっているから、受精卵の滅失が認められ

ない」というよりも、「人の命がまだ始まっていないにしても、受

精卵に対する礼意を失うべきではない」といったほうがよいように

思われます。したがって、受精卵を研究用途するとき、それに伴う

べき法的な条件と公的な監視と制御のために必要な制度の整備が

緊急課題であると言えましょう。 

 

 なお、胚の位置づけに関して神学の立場から意見を述べるのを求

められることがありますが、まず、カトリック教会の公文書などに
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みられる発言の解釈について誤解をさける為に、次の点に留意した

いです。 

 

 １）教会は命の始まりについて科学的な定義も哲学的な定義もし

ておりません。 

 

 ２）「線引き」の考え方が乱用されることを恐れて、教会は慎重

な立場として「受精のときから守る」という「安全第一の態度」（ま

たは）を勧めているだけです。（「安全区域」：「理由なしに安易

に介入すべきではない」。しかしレープやそれに当たる場合、着床

以前の処置をとるべきであるとカトリック倫理学者が勧めます。 

 

 ３）「受精の瞬間」という言い方は日常用語で、専門用語ではあ

りません。「受精」は一瞬におこる出来事ではなく、「時間がかか

る processすなわち過程」であり、２０時間以上かかります。 

 このように「胚の位置づけ」に関する議論をクリアしたうえで、

社会正義の観点をもう一度力説したいと思います。 
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 というのは、ES細胞の研究から再生医療のための良い結果が期待

されますが、それが実現した暁には「誰の為になるのか」という問

題が残るのです。医療制度における公正な分配と医療制度の在り方

の再検討は ES 細胞に関する議論よりも多くの public policy の課

題を含んでいます。 

 

 前述したように、一人の人間の生命がいつ始まるのかという問題

は、本論の主な課題になるべきではありません。大切なのは、科学

者や投資家が及ぼす政治的圧力の影響の下で、政府が現在、設けよ

うとしている基準に対して、一般市民がもっと積極的に関心を持ち、

情報を得ることです。生命倫理に関する決断において、経済的な理

由が及ぼす強い影響力に、制限を設ける必要があります。技術に対

して過度の信頼が寄せられている一方で、連帯は十分に考慮されて

いません。著名な女性のカトリック倫理学者、Ｌ．Ｓ．カーヒルは、

こう書いています。「バイオテクノロジーの社会的役割に関する意

志決定への、より広範な市民のより注意深い参加は、医学界と経済

界が結びつきを強めつつある現代において、生命を癒し、人間的な
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ものとするという医学の伝統的な目標を保持する上で、絶対的に不

可欠である」と。(『アメリカ』誌、2001-Ⅲ-26） 

 

 胚の位置づけの問題に加えて、正義の問題についても考える必要

があることを強調しておくことも重要です。たとえば、誰がその研

究から利益を得るのでしょうか？ 現在の保健医療体制において

疎外されている人々は、恩恵を被るのでしょうか？（米国では４６

００万人が健康保険に加入しておらず、基本的な保健医療を継続し

て受けられない状態にあります。４０００万人が貧困のうちに暮ら

しており、その５人に１人は子どもです）。 

 さらに、私たちの生命観や技術との関係を見直す必要があります。

私たちは生命を軽んじるようになっていないでしょうか？ 生命

の商品化に賛成するようになっていないでしょうか？ 新たな法

による規制は、初期の人間の生命や生殖の過程そのものに対して払

われるべき敬意を、（「科学的かつ合法的に」）余計に損なうだけ

ではないでしょうか？ 初期の人間の生命も生殖の過程も、ますま

す商品化され、技術による管理に従わされていないでしょうか。 
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 その上、研究者、行政と市場（株式市場や製薬会社など）－言い

換えれば技術、医学、政治とビジネス－の間の関係というデリケー

トな問題もあります。これは、日本で特に関心の的となる問題に違

いありません。最近、医療行為が原因で引き起こされた病気（薬害

エイズやヤコブ病など）を思い出すとよいです。私たちは、人間の

健康を商品化しようとする企業の圧力に、屈しようとしているので

しょうか？ 近年の研究の進展や発展は、「進歩」なのでしょうか、

それとも退歩なのでしょうか？ 

 

 最後にフェミニストの学者の意見を紹介したいと思います。Ｓ．

ホランドはこう述べています。「彼らは、ＥＳ（胚性幹）細胞研究

が人々の苦痛を和らげるのに役立つだろう、との見通しを述べます。

誰の苦痛を？ 誰を犠牲にして？ そのような治療法は、豊かで保

険によくカバーされている人以外には、法外な値段のものとなって

しまうでしょう。貧しい人々（その多くが女性だ）、有色人種の大

部分はそうした治療法から閉め出される一方で、彼女たちの卵子は

利益を求めて商品化されるという事態も起こりうるでしょう」。 
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（『ヒト胚性幹細胞に関する議論』８３ページ） 

 

受精卵の選別 

  

 受精卵選別の問題に関する議論は最近スペインのマスコミをに

ぎわしてきました。私はコミリャス大学（マドリード）の生命倫理

研究所に移籍して直後からこの技術が引き起こす倫理上の疑問を

投げかけられて,たびたび問い合わせを受けたことがあります。 

 この技術は、周知のとおり、生殖補助医療と出産期医療と遺伝学

研究といった三つの科学技術発展の合流によるものです。体外受精

の方法で作られたいくつかの受精卵の中からどれを母体にもどす

かを決める前に,その受精卵の遺伝子検査をおこない、異常のない

ものを移植するという選別です。 

 

 この技術の長所としてあげられるのは、着床前に受精卵（胚）の

段階で、遺伝病や染色体異常のある胚を除去するので、羊水分析な
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どの診断とちがって、遺伝病や染色体異常判明後に妊娠中絶手術を

することがさけられるという点です。 

 

 しかし、このようないわゆるデザイナーベービーの作成には、倫

理上の問題が指摘されています。というのは、見方によればしょう

がい者差別とつながるいわゆる「いのちの選別」ではないかと危ぶ

まれて厳しい批判を受けているからです。 

 

 一方、場合によっては、その方法を使うことこそしょうがい者を

大切にすることとつながるのではないかという主張もあります。 

 ここで、その方法の長所と短所を慎重に検討しながら考えたいと

思います。 

 

 先ず、一番容認しやすいケースをとりあげることから始めましょ

う。最近バレンシア（スペイン）の生殖補助医療研究所の「番待ち」

で並んでいる X夫婦のケースです。このカップルはすでにしょうが

い児の子供を生み育てています。その子が生まれる前に妊娠三か月

の母親は出生前診断を受けた際、胎児に障害をもって生まれる可能
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性が多いとわかった段階で医師から中絶をすすめられました。もち

ろん勧められたといっても医師は建前として「どうされますか、う

みますかそれともあきらめますか」といった言い方にとどめていた

らしいが、親戚を含む周りのふんいきは中絶を勧めるほうでした。 

 

 しかし、この夫婦は「私たちはぜひこの子供を産みたい」と言い

つづけました。夫も妻も就職先を変えたり、家の中を改築したりし

て、障害児を迎える条件をととのえたうえで、その誕生を迎えまし

た。そして産まれた子供を愛して育てて来ています。 

 ところが、もう一人の子供がほしくて、兄弟姉妹がいる家庭の中

でしょうがい児が育った方がよいと思い、二番目のこどもを望んで

いました。それは親としての自分達ののぞみでもあり、しょうがい

をもって生まれた長男のためにもよいと考えたのです。 

 ただ、二番目の子供もしょうがいをもって産まれる可能性がある

といわれた時点で躊躇った。そこで、出生前診断を受け、結果が陽

性であればその子をあきらめるようにと勧められましたが、今回も

この夫婦は「私たちはしょうがいのある胎児を中絶するようなこと

を絶対にしたくない」とことわりました。 
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 それに対して、専門家の友達からもう一つの方法があると知らさ

れました。それは受精卵診断と選別です。この方法を使えば中絶も

避けられるし、選別した受精卵を移植するからしょうがいを持つ子

供が産まれないのです。X 夫婦はその方法を選ぶことにして、現在

「番待ち」です。 

 

 この方法を選んだからといってこの夫婦は差別行為となるよう

な「命の選別」をおこなったと批判してよいのでしょうか。  

 この夫婦はいのちへの道を選択する人々であるにちがいありま

せん。彼等は二回とも中絶を勧められたにもかかわらず、それを否

定し、しょうがいのある胎児を向かえ、愛情をもってよろこんでそ

だててきています。長男のためにも兄弟姉妹がいたほうがよいと思

って二番目の子を願っているが、二人のしょうがい者を抱えて育て

られるかどうか心配です。したがって受精卵診断の方法を選んだわ

けです。この場合遺伝上の問題のない受精卵を選んでそれを母体に

もどすことは必ずしも「命の選別」とは言えないのではないでしょ

うか。いや、それは命の味方をして選択するとさえ言えるかもしれ
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ません。すくなくともこの点に関して倫理上の議論において柔軟性

をもって考える余地があるのではないかと思います。 

 

 ところで、前述したケースにはあまりにも良い条件ばかりがとも

なう理想的状況を前提にしていると言えば、そのとおりです。しか

し、受精卵診断を乱用してそれを男女産み分けのためとか、いわゆ

る「好みの赤ちゃん」（デザイナーベービ）をもうけるためとか優

生学的な考え方などに促されて利用されてしまうことも十分に考

えられます。 

 

 さらに、しょうがい者の差別の問題に関して言えば、ただでさえ

差別の多い私たちの社会では受精卵選別はますます優生学的風潮

を促進させることとつながるのではないかと懸念されても無理も

ないのです。 

  

  遺伝子工学を用いて、できるだけ“完璧な子ども”－－フラン

ス語流にいえば「ア・ラ・カルト」（お好み）の赤ちゃん－－を選

べる日が来るのを期待している人がいるようです。 
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 二十世紀初頭、米国、英国、ドイツで優生学の大きなうねりが起

こり、知能しょうがい者やアルコール依存症、癲癇などの病気の

人々に対して強制的に不妊手術を施すことを認める法律が成立し

ました。 

 

 一九二七年、アメリカ連邦最高裁が、知能しょうがいの人々に対

する強制的な不妊手術をしても合憲であるとの判断を下したとき

には、背景にやはり優生学的な考え方があったはずです。 

 このようなメンタリティーは今も多くの人々の考え方の中に残

っています。 遺伝学の進歩が人類に大きく貢献することができる

と期待するのは当然ですが、このようにして得た新たな知識を具体

的に応用しようとするとき、私たちは責任をもってそれを行うこと

ができるのでしょうか、それとも人間の尊厳が侵されるような事態

を引き起こしてしまうのでしょうか。 

 

 今、私たちの社会で差別が起きていると自覚するのは大切です。

ある種の人間は生かしておかないほうがいいと考える人々が増え

ています。このことがしょうがい者に対する見方に大いに影響し、
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この見方が社会的圧力となって中絶を容易にしているのです。 

 生まれてくる子どもが重度のしょうがい者だと承知のうえで、そ

れでも産むというのは、現代の文化的雰囲気の中では、相当な動機

付けがないかぎりなかなか難しくなってしまっています。  

 胎児の重度のしょうがいが判明すれば中絶してしまうことや、子

供の産み分けなどが、次第に普通のこととして受け入れられつつあ

るというのは残念ながら事実です。そのため、先天性の重度のしょ

うがい者は、「医学のミスや予防の失敗」と見なされるようになっ

てしまいます。 

 

 そこで、前述した診断は私たちの社会や文化のゆがみを隠す口実

になるおそれがあってもふしぎではありません。それはしょうがい

者が生まれないほうがよいと考えてしまう、差別的なものの見方で

す。 

 

 新聞における読者の投書欄を見るとこの問題に関してはどんな

に人の考えが揺れ動いているかがわかります。 
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 乙武さんの『五体不満足』は、確かに大きな反響をひきおこしま

したが、五体満足の子どもがほしいという人も多ければ、そんな事

を言うのはしょうがい者にとって差別であると抗議する人も多い。 

 

 そこで、私たちが根本的に問わなければならないのは、特定の選

択の背後にある考え方です。 人間の尊厳を脅かす差別が行われな

いようにするためには、大きな社会変革が必要であり、自分たちと

は「違う」人々とともに生きる術を学ぶことが必要とされます。 

 

 しょうがいをもっている方の尊厳と人権を尊重し、その人に対す

る見方を変えていく必要があります。障害をもっている人を受け入

れ、自分とは違うものとともに生きることを学ばなければならない

のです。 

 

 世界しょうがい者年（１９８１年）に発表された教皇庁文書を引

用して、日本カトリック司教団は次のように訴えたことがある。 
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「一つの社会、一つの文明の質は、その中の最も力無い仲間がどれ

だけ尊重されているかによって量られる」 と（『いのちへのまな

ざし』５５項）。 

 

 前述した受精卵診断のもう一つの用途は論争を引き起こしてい

ます。重病をもっている長男のために免疫の問題のない骨髄細胞移

植することができるような子供を産むために体外受精をおこない、

受精卵診断を行った上で、そうした目的のために適切だと分かった

受精卵を母体に戻すということです。 

 

 先に生まれたこどもに骨髄移植や臍帯血肝細胞移植で助かる遺

伝病が存在し、次に生まれる赤ちゃんの HML（免疫システム）を調

べたうえで、着床前遺伝子診断（PGD）を利用して着床前に合わせる

という操作は技術的に可能になりました。 

 

 不妊治療では、体外受精した複数の受精卵のうち、病気の子供の

白血球型と一致する受精卵だけを選び、母親の子宮に着床させます。



135 

 

生まれた子供のへその緒や骨髄が、病気の子供の治療に有用となり

ます。 

 

 現在バレンシア（スペイン）の生殖医療センターに、そうした方

法で妊娠を目指して待っている五つのカップルがいます。その中の

三組は遺伝病の伝達を防ぐ目的で受精卵診断を申し込んでいるの

ですが、骨髄提供の適否を調べる診断で受精卵に害がないことを確

認したいのはその他の二つのカップルの願いです。それを容認する

ためスペインの場合生殖医療に関する法律を緩和する必要があり

ます。 

 

 すでに米国において２００３年にそのことがおこなわれていま

す。米国イリノイ州シカゴの「生殖遺伝学研究所」は 2004 年５月

５日、重い血液の病気を持つ小児患者の治療のため、患者に移植可

能な白血球型（ＨＬＡ）の遺伝子を持つ胚（はい）（受精卵）を着

床前診断で選別し、骨髄提供者として出産することに成功したこと

を明らかにしました。（日本では五月六日の読売新聞で 2004 年に

報道されています）。 
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 英国の場合、英国の受精・胎生学局は２００４年３月２１日、病

気の子供に骨髄移植などの治療を受けさせるため、次に生まれる子

供が骨髄提供者になれるかどうかの受精卵診断と、受精卵の選別を

認めると発表しました。（毎日新聞０４年５月９日）。 

 

 英国ではこれまで、血液病の子供を持つ親が、受精卵診断の規制

が緩やかな米国に渡って治療を受けた例があり、同様な事情の家族

は緩和決定を歓迎しています。一方、生命倫理団体は「完ぺきな人

間をつくろうとするのは誤りだ」と批判している。（ロンドン共同

通信、毎日新聞 2004 年 7 月 22 日）。スペインの場合それを可能

にするために先に生殖医療に関する法律を改訂しなければならな

いので、現在それを巡って議論されています。 

 反対派が言うには、人間を単なる手段としてつかってはいけない

と主張し、この方法をもちいると産まれる子供が単なる医療資源と

してのぞまれるのはいけないと言う。賛成派からみれば、むしろ弟

によって救われた兄がありがたがり、弟も大きくなったらよろこぶ

のではないかと言います。 
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 確かに一概いけないとはいいきれないのですが、どこまでが正し

い利用か、どこから乱用か、見分けがつかなくなるおそれもないわ

けではありません。 

 

 以上のことを念頭においておけばこの技術の応用に関して慎重

派になりたくなるのも当然ですが、同時に基礎研究としてのこの技

術の長所も無視できないのです。日本産科婦人科学会が会告で規定

している着床前遺伝子診断の目的は重篤な先天性遺伝病の予防だ

けではなく、体外受精後の妊娠率を少しでも向上させることでもあ

ります。なぜかと言えば、通常の体外受精の後の着床及び妊娠率が

低い大きな理由の一つが胚の染色体異常だと指摘されているから

です。 

 

 したがって倫理上の問題に対する敏感さをうしなわないように

気をつかいながらも、極端に科学技術の発展に対して大袈裟な歯止

めをかけることもさけたいものです。  

 


