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　　　　　 要　旨 　　　　　

本稿では、シーア派12エマーム派を国教とするイランで「治療的人工妊娠中絶法」（2005年）が成立した背

景とともに、この法の成立過程で重視された論点を整理し、成立後の変化を概観することで、中東イスラーム

諸国の生命倫理をめぐる議論の一つを紹介する。それまで母親の生命を救う以外の人工妊娠中絶に厳罰を科し

ていたイランで、この法の成立は大きな制度的転換点となった。その背景には、不法の人工妊娠中絶による女

性の健康被害が深刻な状況にあった。医学的理由による人工妊娠中絶という側面を前面に出し、母の苦痛は回

避されるべきとするイスラーム法の概念で支持することで、障害や疾病をもつ胎児の選択的人工妊娠中絶が正

当化されたが、障害や疾病をもって生きる権利に十分配慮した議論は、十分におこなわれなかった。法制定

後、不法の人工妊娠中絶数は減少していないとされる一方で、胎児の異常を理由とした人工妊娠中絶は許容範

囲が拡大され、増加している。

　　　　　 SUMMARY 　　　　　

The purpose of this paper is to introduce the discussions which took place during the legaliza-
tion process of the “Therapeutic Abortion Law” (2005) in the Islamic Republic of Iran, along with 
the factors which affected the process in local contexts. Additionally, an overview of some changes 
after the enactment of the Law is presented. After the Iranian Revolution, induced abortion was 
considered unlawful in Shi’a Islam jurisprudence. The mothers and practitioners of abortion were 
severely punished under the statute laws, unless it was necessary in saving the life of the mother. 
Partial de-criminalization of induced abortion was pursued, in order to deal with the high preva-
lence of health hazards to women resulting from illegal abortions. In the discussion of the Bill, 
medical reasoning of induced abortion was focused, and the Islamic principle of “protecting moth-
ers from turmoil” was invoked to justify induced abortions of fetuses with impairments. As a result, 
the “Therapeutic Abortion Law” was approved, permitting the abortion of fetuses with impairments, 
as well as protecting mothers from life-threatening situations. The enactment of the bill is under-
stood as a step forward in the easing of the conditions of lawful abortion. However, there was not 
enough discussion about the rights of the disabled to live with impairments or illnesses. After the 
implementation of the “Therapeutic Abortion Law”, the estimated number of illegal abortions has 
not decreased, though selective abortion has increased and has become more socially acceptable.
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1．はじめに

近年、出生前診断とそれに続く選択的人工妊娠中

絶の倫理を問う議論が注目されている。イラン・イ

スラーム共和国 （以下、イランと記す） では、2005

年に、母と胎児の健康上の理由を根拠に限定的に人

工妊娠中絶を許可する「治療的 1）人工妊娠中絶法

（qanun-e seqt-e darmani）」 が成立した。1979年のイ

ラン革命以降、イランでは、母親の生命を救う場合

以外の人工妊娠中絶をイスラーム法の見地から違法

であるとし、刑罰の対象としてきた。胎児側の条件

によって人工妊娠中絶を許可する新法の成立は、イ

ラン国内でも、大きな政策的転換だと認識されてい

る。

本稿では、シーア派12エマーム派を国教とする

イランで「治療的人工妊娠中絶法」が成立した背景

とともに、この法の成立過程で重視された論点を整

理し、成立後の変化を概観する。文献調査に現地調

査の情報を補足しながら、イランという一国の状況

を詳しく示すことで、日本では、あまり知られるこ

とのなかった中東イスラーム諸国の生命倫理をめぐ

る議論を紹介することが、本稿の目的である。

２．イスラームにおける人工妊娠中絶の位置づけ

１）イランの立法制度とイスラームの教令

人口約7,900万人を擁するイランは、経済発展水

準としては中所得国と位置づけられている。平均寿

命は76歳 （2015）、乳死亡率出生千対13 （2015）2）と、

周辺中東諸国よりも保健医療水準が高いとされてい

る。都市部には高度医療を提供する病院があり、農

村部には末端まで広がるプライマリ・ヘルスケアの

ネットワークが整備されている。2004年には「総合

的障害者権利支援法」が成立し、2014年からは、

ロウハーニー大統領主導のもと、国民皆保険の達成

が目指されるなど、福祉・医療サービスの利用を国

民の権利として認める動きも見られている。

ムスリムが多く居住する地域において、人工妊娠

中絶をはじめとする生命倫理に関連した倫理的な議

論は、イスラーム法 （シャリーア） との関連で展開

されている。イランの国教であるシーア派はスンナ

派に対して少数派だが、イランでは国民の約 9割が

シーア派の信徒だとされる。シーア派では、信徒が

参照すべき指針となる教令 （ファトワ） を発行でき

る立場にあるイスラーム法学者を、アーヤトッラー

という称号で呼ぶ。アーヤトッラーは複数存在し、

それぞれ異なる見解をもつ。イスラーム法は信者の

日常生活に全般的に関わるので、アーヤトッラーた

ちは、信者たちから種々の質問を受け、その答えと

して教令を発行することで、自らの見解を示してい

る。

1979年のイラン革命以降、イランは立法・行政・

司法の三権分立制度をもつイスラーム共和国体制を

とっている。イスラーム法学者の統治の理念に基づ

き、最高指導者としてイスラーム法学者が国家元首

の地位につき、国の法律はイスラームの原理に従う

ことが求められる。国会に提出された法案は、国会

で審議、可決された後、イスラーム法学者 6人と一

般法学者 6人からなる監督者評議会でイスラーム法

との整合性を審査され、そこで承認されて初めて成

立、施行となる。

医療の場では、これまでにない新しい技術が導入

され、その倫理性が問われることもある。イランで

は、このような場合、患者や医療者たちがアーヤ

トッラーに見解を求め、その返答として出された教

令を参照し、実践の指針とする。教令は既存の制定

法に矛盾することもある。また、本稿で扱う「治療

的人工妊娠中絶法」のように、制定法の改正や新法

制定前に、アーヤトッラーの称号をもつ最高指導者

ハーメネイー師が教令を出し、それに従って医療実

践がなされ、後日、新たな制定法の発効につながる

例も存在する。

２）イスラーム法から見た人工妊娠中絶

人工妊娠中絶に関して、イスラーム法学の第一の

法源であるコーランには明示的な表現がないとされ

る。そのため、イスラームの諸学派は異なる見解を

もっている。だが、生命の神聖性が優先される点

と、親が子を殺すべきではないとする点がコーラン

に示されているとの解釈から3）、各学派とも共通し

て人工妊娠中絶を禁止行為としている。イランの

アーヤトッラーたちも、これに対して異議をもたな

い。

イスラーム法の文脈において、人工妊娠中絶は、
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人工妊娠中絶はタアズィール刑 （「矯正刑」） に相当

するとの解釈も可能とされる。

1982年、まず1976年の人工妊娠中絶を許可する

刑法実施規則が無効とされた。その翌年1983年に

は、全妊娠期間において人工妊娠中絶を実施した者

と母親にディヤの支払いが科されることとなった。

1984年には、さらに重罰化の方向性が取られ、人工

妊娠中絶に導いた者は禁錮刑、また実施した助産師

や医師は妊娠期間によってディヤの支払いかキサー

スで処罰されることになった。

ここで「妊娠期間によって」科される刑罰が異な

るのは、胎児に魂が吹込まれる時点を境に人工妊娠

中絶の刑罰の位置づけが変わるからである。つま

り、魂が宿った胎児は完全な人間と同等と見なされ

るため、人工妊娠中絶も殺人と同じキサース刑が適

用されるという解釈が制定法に取り入れられたこと

になる。しかし、ここまで厳罰化しては妊娠継続に

よって生命の危険が伴う女性の命が救えなくなって

しまう。そのため、その翌年には、魂が宿る以前に

限って、母体事由による例外的人工妊娠中絶が認め

られることになった。

３）  1990年代後半の一部緩和から2005年新法制定

まで

1990年代初頭、後にイランの人工妊娠中絶をめ

ぐる政策転換のきっかけとなる事業がはじまった。

サラセミア （地中海性貧血） という遺伝性血液疾患

の全国的な婚前保因者スクリーニングである。サラ

セミアとは、遺伝性のヘモグロビン生成障害で、保

因者とされるヘテロ接合体は軽症だが、ホモ接合体

では重篤になる。イランにはサラセミアの保因者が

多く、さらに文化的に親族結婚が好まれることもあ

り、重症型サラセミアの罹患率が高かった9）。

重症型サラセミアには骨髄移植以外に根本的治療

がない。患者は乳幼児期から一生涯に渡って輸血と

鉄キレート剤持続投与が必要になる上に、合併症治

療も重なり、治療費が非常に高額になる。その治療

に要される医療資源の配分は、国にとって大きな問

題だと認識された10）。これを受け、イランでは1992

年から試験的にいくつかの地方で、1997年からは全

国的に、サラセミアの婚前保因者スクリーニングが

義務付けられることになった。

妊娠している女性の権利と胎児の権利が対立する議

論としては理解されない。胎児は全能の神の創造物

で、出生前にも生きる権利をもち、その命を奪うこ

とは刑罰の対象となる。一方で、イスラームの位置

づけにおいて、人間の身体は神からの預かりものと

され、女性が自らの身体に関する決定を完全に自由

にできるとは考えられていない4）。

もう一つ、イスラーム法の見解では、「胎児に魂

が吹込まれる」時を重要な節目として理解してい

る。この時を境に、胎児は完全な人間とされ、以降

は人工妊娠中絶を例外的にも認めないとする見解が

多数派を占める。いつ胎児に魂が宿るのかに関して

は、多くが120日、シーア派では 4ヶ月としている

が、異なる見解も存在する。シーア派では、妊娠継

続が母親の生命の危険につながる場合、妊娠 4ヶ月

以前なら人工妊娠中絶を許容するが、それ以降はい

かなる場合も禁止行為としている5）。

３．イランにおける人工妊娠中絶をめぐる

　　制定法の変遷 6）

１）イラン革命まで

イランにおける人工妊娠中絶に関する最初の制定

法は、イスラーム法に根拠をもつ法ではなく、フラ

ンス刑法を模した1926年制定の刑法に遡る。この

法では、母親の生命を救う以外の人工妊娠中絶は犯

罪とされていた。だが、近代化政策が推進されてい

た1976年には、2人の医師が許可し報告すれば、原

則として全妊娠期間で人工妊娠中絶が許可されるこ

とになった。

２）イラン革命から80年代の厳罰化まで

1979年にイラン革命が起こり、イランはイスラー

ム共和国として再出発する。革命後、人工妊娠中絶

はイスラーム刑法上の概念から理解されるように

なったが、その法的位置づけは、幾度かの変更を経

ている。

胎児は人間であるので人工妊娠中絶は殺人と同罪

となる。イスラーム刑法において、殺人や傷害罪に

は、キサースという 「同害報復罪」 （最高刑は死刑）、

あるいは「血の賠償金」と訳されているディヤという

傷害罪に対する損害賠償金の支払いが適用される7）。

また、コーランに明文化されていない刑罰として 8）、
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2004年、法案は医学的徴候リストと共に第 7国会

で提示され、2005年の 4月に国会で可決されたが、

監督者評議会の差し戻しを受け再審議となった。修

正法案は、国会再可決後、2005年の 6月に監督者評

議会の承認を受けて成立となった。2008年には実施

規則が発行され、さらに2012年には、人工妊娠中絶

の許可を得るための夫の承諾が不必要になった。

2005年成立の「治療的人工妊娠中絶法」は法本文

が短く、（1） 人工妊娠中絶は胎児に魂が宿る以前

（4ヶ月） までに限って許可されること、（2） 許可の条

件として、①「母体の健康上の理由」と、②胎児の

「発育遅滞」と「異常」による母親の「耐えられな

い苦痛 （負担）」のみが記されている14）。「耐えられ

ない苦痛」とは、胎児の発育上の障害や異常によっ

て母親が抱く不安や被る困難を指し、子を育てる上

で母親が堪え難い負担を負うことがわかっている場

合、母親に妊娠を継続する義務はないことを意味す

る15）。

２）「治療的人工妊娠中絶法」をめぐる国会の議論

それでは、法成立から遡って国会審議の場では、

どのような議論が繰り広げられたのだろうか。国会

の議事録 16）をもとに国会で賛成派・反対派から出

された論点を整理すると、以下のようになる。まず

賛成派は、出生前診断とそれに続く選択的人工妊娠

中絶によって、障害や重い疾患をもつ子の出生を

「予防」できれば、障害をもつ子が生まれた場合の

家族の負担と、医療費の増加による国の負担も軽減

できると強調した。また、不法な人工妊娠中絶が女

性の健康被害の原因となっていて、その中には、胎

児の先天性異常を理由としている場合も存在するこ

とが指摘された。

これに対して反対派は、法の悪用によってイス

ラームでは禁止としている両親の希望による人工妊

娠中絶が増える恐れがあるとした。また、障害が

あっても人間の生命は尊重されるべきで、医療費の

増加や不法な人工妊娠中絶の問題として議論すべき

でないとする意見もあった。この他に、医師の診断

や両親の決断の正当性は証明できないのだから神の

意図に反する、障害をもつ成人を安楽死させるのは

禁止なのだから胎児も障害を理由に殺されてはなら

ない、などの批判的意見が出された。

ところが、ここで一つの問題が浮上した。カップ

ルの双方が保因者だった場合、4分の 1の確率で重

症型サラセミアの子が出生するので、これを伝えた

上で結婚相手の再考が勧められた。だが、それでも

結婚したいと希望する保因者同士のカップルが少な

くなかった。保因者同士で結婚し妊娠した場合、出

生前遺伝子診断を受けることは可能だったが、当時

は母親の健康上の理由を除き、すべての人工妊娠中

絶が不法行為とされていた。そのため、保因者同士

の夫婦の女性が、重症型サラセミアの子を出産する

ことを恐れて、不法に人工妊娠中絶をおこなう例が

後を絶たなかった11）。

この状況を受けて、1996年、当時のイラン保健省

大臣だったマランディー氏から最高指導者に宛て

て、出生前診断によってサラセミアあるいは血友

病 12）との診断を受けた胎児の出生を「予防」する

ための人工妊娠中絶に関し、イスラーム法の見解を

仰ぐ手紙が送られた。これに対し、最高指導者ハー

メネイー師は、翌年1997年に「もしその病気の診

断が確実にできるとわかっていて、その子を育てる

ことが困難であるなら、魂が宿る前まで （一般的に）

それは許される」との教令を発行した13）。

これ以降、最高指導者の教令を根拠として、胎児

が重症型サラセミア、あるいは血友病だと診断を受

けた場合に限って、妊娠16週までは人工妊娠中絶

が許可されることになった。さらに同年、刑法の人

工妊娠中絶に関する項目が変更され、人工妊娠中絶

の刑罰からキサースを削除し、禁錮刑の期間を短縮

する減刑処置がとられた。

こうした経緯の中で、2002年、「治療的人工妊娠

中絶法」案の準備が始まった。

４．「治療的人工妊娠中絶法」の内容と成立

　　までの経緯

１）法成立までの経緯

「治療的人工妊娠中絶法」は、2002年に第 6国会

の国会議員40人からなる提議として、国会の保健

政策委員会に提出された。これと並行して、法医学

機構が人工妊娠中絶を許可すべき母親と胎児の医学

的徴候のリストを作成し、2003年に公文書として配

布した。
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３）女性と障害者からのアプローチ

「治療的人工妊娠中絶法」の法案が作成され、審

議された2002年から2005年 （第 6・7国会） は、改

革派として自由化政策を推進するハータミー大統領

の政権下で、市民活動が活発化した時期だった。そ

れでは、この法成立に関連して、女性や障害者の活

動家たちは何らかのアドボカシー活動をおこなった

のだろうか。

まず、女性に関してであるが、この法の原案は、

第 6国会の女性議員によって結成された「女性議員

連合」によって提出されていたことがわかってい

る18）。女性議員連合は、女性・家族関連法案の立法

とロビー活動を活発におこなっており、この法の原

案も女性の権利擁護を目的として作成されたと考え

られる。人工妊娠中絶の許可取得に夫の許可が必要

ないという条件が付加されたのも、女性議員の功績

だろう。

他方、障害者に目を向けると、国会審議では障害

者を家族と社会の負担とする見解が支持されていた

が、障害者団体はこれに対し批判的意見を示さな

かった。筆者が2014年にテヘランで実施した現地

調査によると、選択的人工妊娠中絶は障害者の生き

る権利に反するとして批判した障害者団体や活動家

はなかったと考えられる。当時、サラセミア、血友

病、ダウン症候群など、出生前診断が可能とされた

疾患の患者支援団体は、患者の親たちが中心となっ

て活動しており、選択的人工妊娠中絶を強く支持す

る立場を取っていたことと関連する。

イランでは、現在でも優生政策に対する批判的議

論がほとんど知られておらず、障害当事者の間でも

自分たちは家族と社会の負担になっているという考

えが共有されている。筆者がインタビューを実施し

た種々の障害をもつ活動家たちも、全員が選択的人

工妊娠中絶によって先天性の疾患や障害をもつ子の

出生を「予防」することに賛成していた。イランで

障害をもって生きるのは非常に困難だから生まれな

いほうがいいというのが、その理由だった。

５．法制定前後の人工妊娠中絶の状況変化

最後に、二つの論点に関して、この法の成立後に

起った変化を概観したい。一つ目は、法成立の背景

として重要だと考えられる不法の人工妊娠中絶に関

この法案の国会審議で注目すべきは、イスラーム

法の原則の一つとされる「苦痛と困難からの防護」

という概念が、人工妊娠中絶を正当化する論理とし

て提示されたことによって、法の成立に有利な議論

が組み立てられたことだろう。まず、診断技術や検

査機器の進歩と普及によって診断可能となった妊娠

中の 「胎児の異常」 という医学的概念を、（予測され

る） 「母親の困難」 という社会的事象と結びつけた。

これを、耐え難い苦痛は避けられるべきとする上記

のイスラーム法の原則によって正当化し、胎児の出

生を防止する手段としての人工妊娠中絶を許容しよ

うとする論理である。

この法案が提出された背景には、早急に解決すべ

き問題として不法の人工妊娠中絶による女性の健康

被害が存在していた。一部のメディアや研究者は、

この法成立に際して、あえて医学的判断による理由

を前面に出し、イスラーム法の概念で支持すること

で、人工妊娠中絶の一部合法化を勝ち取ったと分析

した17）。「治療的」の語が法律名に入っているのは、

人工妊娠中絶を禁止とするイスラーム法の規範は踏

襲しつつ、医療化できる部分のみ許可すると明示す

るためである。しかし、胎児側の条件で許可を得る

場合、胎児の状況そのものではなく、それが母親に

とって耐え難い苦痛となるかどうかが判断基準と

なっている。

一方、国会の議事録には、疾病や障害をもつ者は

あくまでも社会の負担になる存在だという共通認識

が国会内に存在していたと思わせる発言が散見され

る。ある賛成議員は発言の中で、障害をもって生ま

れた子は「費用がかかり家族の利益にも人々の利益

にもならない」と述べた。また、議長は審議の間に

知的障害児の施設を訪問し、その子たちがどれだけ

「価値のない生活を送っているか」を見て来たと報

告した。

これに加え、医師である議員が法制定に賛成する

意見を陳述する中で、障害者が出生することを「予

防」した先例としてナチスの 「断種法」 （1933年） を

賞賛していた。イスラームの規範に沿って、胎児の

生命の尊厳は守られるべきだとする反対発言もあっ

たが、国会審議においては、障害をもって生まれる

子たちが家族だけでなく国にとっても負担となると

いう考えの方が、説得力をもったのだと理解できる。
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スラーム法で魂が宿る時期を厳守することが重視さ

れているようにも見受けられる。

「治療的人工妊娠中絶法」は、障害や疾病をもっ

て生きる権利に十分配慮した議論がなされない環境

で成立したが、その後も、先天性異常をもつ子の出

生「予防」を批判的に捉える論調は発展していない

ようだ。2014年の現地調査時には、選択的人工妊娠

中絶の普及により、出生前診断が可能な疾患をもっ

た子を産むことが、両親の貧困や無知の結果と見な

される状況も生まれていた。

６．おわりに

本稿では、イランで2005年に「治療的人工妊娠中

絶法」が成立した背景、成立までの議論、その後の

変化を、イランの社会的文脈と共に紹介した。今

後、人工妊娠中絶をめぐる倫理的議論がどう変化し

ていくのか、他の制度や医療実践との関連も検討し

ながら分析していく必要があるだろう。その中か

ら、欧米や日本とは異なる思想的背景をもつ国の倫

理的議論を理解していきたいと考えている。
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