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１　従来の妊娠中絶の議論

　よく知られているように、英米では妊娠中絶の問

題は生命倫理学のなかでももっともよく議論され、

激しい論争の的になっているテーマの一つである。

妊娠中絶に対する反対派の議論の多くは基本的に単

純である。それは一般に次のような形をとる。

　１．人間を殺すことは不正である。

　２．胎児は人間である。

　３．それゆえ、胎児を殺す妊娠中絶は不正である。

　よく知られた問題として、「胎児はいつから人間

なのか」という「線引き問題」がある。多くの妊娠

　妊娠中絶にまつわる哲学的問題については、国内

では、トムソンの「妊娠中絶の擁護」（Thomson, 

1971）、トゥーリーの「妊娠中絶と新生児殺し」

（Tooley, 1972）、およびシンガーの『実践の倫理』

（Singer, 1979, 1993）での議論が非常に有名であ

る。しかし、国内では戦後まもなくから妊娠中絶が

合法化され広く容認されているためか、それ以外の

重要な議論（特に妊娠中絶に反対する立場のもの）

が十分に検討されていないように思われるⅰ）。本論

ではしばしば「最善の非宗教的反妊娠中絶論」

（Strong, 2008）とされるマーキスの「なぜ妊娠中

絶は不道徳なのか」（Marquis, 1989）を紹介した上

で、それに対する批判を検討したい。
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つのかを立証することが難しいことにある。人間が

道徳的に特別な配慮を必要とする理由が、単に人間

は人間だから」ということであれば、それは単なる

差別や偏見と同類のものでしかないおそれがある。

人間は人間だから特別だ、といった理由は、たとえ

ば肌の色や人種のような道徳的に重要でない特徴を

用いて特定のグループの人々だけを特別視したり差

別したりすることと大きな違いはない。したがって、

われわれは単なる生物種の違いだけではなく、人間

と他の動物の間にある道徳的に重要な違いを見いだ

す必要がある。さもなければあらかじめ人間以外の

動物の生命は人間よりも価値がないと根拠なく前提

してしまう論点先取を犯しており、「種差別」にお

ちいっていることになる。そしておそらく動物と人

間とを大きく分ける道徳的に重要な違いは、意識や

思考能力、そして自己意識などであると思われる。

すると胎児は他の哺乳類と同程度かそれ以下の意識

や思考能力しかもっていないので、成人と同じよう

な権利はもっていないと考えられる。

　このタイプの議論の難点の一つは、胎児だけでな

く新生児もまた他の哺乳類と同程度かそれ以下の意

識や思考能力しかもっていないので、豚や牛などの

哺乳類を殺すことが許容されるのならば、それ以下

の意識や思考能力しかもたない新生児を殺すことも

許容されてしまうという問題であるⅳ）。もっと理論

的に深刻な問題は、われわれは意識を失ったり、情

動的に混乱していたりして、意識や自己意識を失っ

ていたり自分が望むべきものを望まないことがある

が、その場合も道徳的配慮の対象でありつづけ、道

徳的地位や権利を失わないのはなぜかということに

答えなければならないということである。たとえば

トゥーリーは、「ある人のＸに対する権利が侵害さ

れうるのは、その人物がＸを欲求している場合だけ

でなく、以下の条件がなければその人は現在Ｘを欲

求していたであろうといえる場合も含む。その条件

とは、ⅰその人物が情動的な均衡を失った状態にあ

る、ⅱその人物が現在意識を失っている、ⅲその人

物はＸの欠如を欲求するよう条件づけられている、

というものである」（Tooley, 1972, p.48）といった

天下りの想定を置くに留まり、なぜこのような想定

が置かれるのかを十分に説明することは難しいこと

を認めている。もし、いま現に意識をもっていない

中絶反対派は、胎児と新生児の間には明確な一線を

引くことができないのだから、胎児は受精卵の時点

から人間であるという態度をとる。

　こうした保守派の議論は一見のところかなり説得

力があるため、妊娠中絶は場合によって（あるいは

必
オ ン ・ デ マ ン ド

要があればいつでも）許容されると主張するリベ

ラルや選
プ ロ・チ ョ イ ス

択容認派はさまざまな正当化の試みを行な

わざるをえない。その議論を大別すると、⑴トムソ

ンのように、女性の権利と胎児の権利を葛藤するも

のとみなし、女性の権利が優先することを主張しよ

うとするもの、⑵トゥーリーやウォレン（Warren, 

1973）ⅱ）のように「ひと」の概念を分析することに

よって、胎児は成人ほどの道徳的地位はもっていな

いことを論証しようとするもの、⑶シンガーのよう

に功利主義的な効用の比較考量によるもの（Singer, 

1993）ⅲ）、の三種になる。

　トムソンに代表される女性の自分の身体に対する

権利に訴える議論の最大の難点は、レイプによる妊

娠や、母親の生死にかかわる妊娠のような極端な場

合を除けば、母親の身体に対する権利が胎児の生命

に対する権利より常に優先すると主張するのは難し

いこと、また、胎児には母親の身体を用いる（道徳

的）権利があると主張することは（少なくとも一部

のひとにとっては）十分可能に思われることである。

母親や胎児の権利がどのようなものかは自明という

わけではないのだから、常に母親の権利が優先する

のだとか、あるいは、胎児には母親の身体を使う権

利はないのだと前提してしまうことは論点先取にな

ってしまうおそれがある。したがって、上記のよう

な極端な場合を除いた妊娠中絶にたいしてはトムソ

ンらの議論は十分強力なものではない。

　一方、ウォレンやトゥーリーらによって提出され

た中絶を許容する議論によれば、胎児はまだ「ひと

（パーソン）」であるための必要条件である意識や自

己意識をもっていないのだからまだ「ひと」である

とはいえず、それゆえ成人と同じような道徳的地位

や権利はもっているとはいえないとされる。この種

の議論のポイントは、保守派の議論に対して、「人

間（およびその胎児）を特別扱いする理由はなに

か」「特に動物との違いは何か」という問いをつき

つけることにある。中絶反対派の議論の難点は、な

ぜ生物種としての人間だけが特別な道徳的地位をも
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生命を喪失する結果、私は、殺されなければ将来の

私のひととしての生活を構成していたかもしれない

活動や計画や楽しみなどのすべてを失ってしまい、

したがって、私が死ねば、私の将来に関する価値が

すべて剥奪されてしまうことになる。つきつめると、

こうした喪失を私にもたらすことが、私を殺すこと

を不正にするのである。そういうわけで、〈他に特段

の理由がなければ、いかなる成人した人間をも殺す

ことはきわめて不正である〉とするものは、その人

の 将 来 の 喪 失 で あ る よ う に 思 わ れ る。（Marquis, 

1989, pp.189-190. 強調は原文。）

　死が悪であり、殺人が不正であるのは、むしろ、

それがわれわれから価値ある将来を奪うからである。

これがマーキスの死の悪さについて採用する「剥奪

説」（deprivation account）であるⅴ）。死の悪さにつ

いては他に対立候補がありえる。一つは「死が悪い

ものであるのは、それが当人の生き続けたいという

欲求に反するからである」とする「欲求説」（desire 

account）であり、もう一つは「死が悪いものであ

るのは、それが当人のそれまでの経験を断ち切って

しまうからである」とする「途絶説」（discontinua-

tion account）であるⅵ）。

　マーキスは、眠っている人、一時的に昏睡状態に

ある人や、一時的な鬱状態に陥って死を望んでいる

青年は生きることを望んではいないが、それでも死

はそうした人々にとって悪いものであるという。し

たがって欲求説は説得的ではない。一方、途絶説に

ついては次のような思考実験に訴える。ある病気の

患者が非常に激しい苦しみに悩んでおり、それゆえ

その患者の過去の経験はそれほど大きな価値をもた

ない。しかし、その時点での死を避ければ患者はそ

の後回復して価値ある生活を送ることができるので

あれば、やはり死は悪いものである。したがって、

死の悪さは過去の経験とは強い関係はもたず、途絶

説も説得的ではない。そこで残る剥奪説が死の悪さ

についての非宗教的な説明として優れていることに

なる。

　さらに、正常な胎児もまたわれわれと同じように

そうした価値ある将来をもっていることはほぼ自明

であるとマーキスは考える。

ひとや混乱しているひとも後に回復して意識をもつ

ようになるから道徳的に重要なのだといった説明を

加えるならば、胎児も遠からず意識や自己意識をも

つようになるのだから成人と同じように扱うべきだ

という反論が可能かもしれない。

　こうした難点を含みながらも、非宗教的な哲学研

究者のあいだでは、こうした「ひと」概念の分析か

ら中絶を容認するに至る議論は次第に支持者を増や

してきた。妊娠中絶を不正であると考える論者たち

にとっての課題は、どのようにして「種差別」を回

避しながら胎児にも成人と同等の道徳的地位を認め

る議論を提出するか、であると考えられる。

２　マーキスの「われわれと同じ将来」の
　　議論

　こうした議論のなかでドン・マーキスが1989年

が提出した論文は、非宗教的な論拠から、一見する

と非常に説得的な妊娠中絶反対の議論を提出して注

目を浴びた。その議論の骨組は非常にシンプルであ

る。単純化すれば次のようになる。

　１．殺人が不正であるのは、被害者からわれわれ

と同じ価値ある将来を奪うためである。

　２．（正常な）胎児はわれわれと同じ価値ある将

来をもっている。

　３．それゆえ、胎児を殺すことはわれわれを殺す

こととまったく同じほど重大な不正である。

　この議論は、われわれの多くの道徳的直観と整合

的である。通常、死はわれわれにとって悪いもので

あり、殺人は不正である。しかしなぜそうなのだろ

うかとマーキスは問う。死が悪であり、殺人が不正

なのは、単にそれが苦痛を与えるからではない。も

しそうならば、苦痛なく殺すならば殺人は不正では

ないということになりかねないからである。マーキ

スは次のように言う。

われわれは、われわれ自身についての疑いのない前

提から始めることができる。それはすなわち、〈われ

われを殺すことは不正である〉という主張である。

……私の生物学的状態の変化それ自体が、私が殺さ

れることを不正にするわけではない。私が生物学的
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もつ（道徳的地位をもつ）」とする「潜在性の議論」

との違いに注目しておこう。このタイプの議論は多

くの論者によって徹底的に否定されている。トムソ

ンが言うようにドングリがいずれ樫の木に成長する

からといって、すでに樫の木であるとはいえない。

同じように、胎児が将来成人になるとしても、成人

と同じ権利をもつとはいえない。ある時点 t で特性

P をもつかどうかは、それから後の時点 t’ で特性 P

をもつかどうかには依存しないのである。こうした

潜在性の議論は、主として、胎児の時点でそれは生

きる「権利」をもつか否か、また、胎児は「ひと」

であるか否かにかかわる議論だったために、上のよ

うな反駁にみまわれる。ところが、「われわれと同

じ将来」をもつかどうかという点では、胎児と５歳

児にたいして大きな違いはない。どちらもおそらく

（先進国で、運がよければ）70年を越すわれわれと

同じ価値ある将来をもっているといえる。このよう

にマーキスの議論は、「ドングリはまだ樫の木では

ない」という反論を避けている。

　第四に、マーキスの議論は、「パーソン論」のよ

うに意識を重視する議論がぶつかる昏睡状態や自殺

願望者などの問題を回避している。あるひとが人生

のある時点で昏睡していようと、精神的に不安定で

あろうと、洗脳されていようと、もしその人にわれ

われと同じように価値ある将来が残されているとい

えるのであれば、その人を死なせることはわれわれ

を死なせるのと同じように不正である。もし意識を

重視する論者が、「昏睡状態の患者も権利を失わな

いのは、将来意識をとりもどしたときのその患者の

欲求や快楽が重要だからである」と答えるならば、

胎児も将来欲求や快楽をもつことになるのだから、

同様に扱うべきであるということになる。

　第五に、この議論は種差別の問題を回避してい

る。たとえば大型類人猿の一部はわれわれとよく似

ており、そのためわれわれとほぼ同じように価値あ

る将来をもっているかもしれない。もしそうならば、

大型類人猿を殺すことはわれわれを殺すのと同じく

らい不正であるということになるかもしれない。一

方、貝類などはたしかに「生きている」がおそらく

思考や自己意識を欠いていると考えられるため、わ

れわれと同じような将来をもっているわけではない。

したがってそれらを殺すことはわれわれを殺すこと

〈殺すことが一般に不正なのは、第一義的には、そ

の被害者が自分の将来の価値を喪失するからである〉

という主張は、妊娠中絶の倫理に対し疑う余地のな

い帰結をもたらす。標準的な胎児の将来には、成人

や幼児の将来と同一であるような一連の経験、計画、

活動などが含まれる。誕生後の人間を殺すのが不正

なのはなぜかを説明するのに十分な理由は、胎児に

もまた当てはまる。このため、〈他に特段の理由がな

ければ、中絶は道徳的にきわめて不正である〉とい

う結論になる。（Marquis, 1989, p.192）

　妊娠中絶は殺人とまったくおなじほど不正であ

るⅶ）。これはシンプルでありながらなかなかパワフ

ルな反妊娠中絶の議論である。

３　マーキスの議論の特徴

　マーキスの議論にはシンプルさの他にも数多くの

長所がある。そのいくつかをあげてみよう。第一

に、この議論は「（人間の）生命の神聖さ」のよう

な宗教的な信念に依存するものではない。あくまで

「われわれを殺すことは不正である」という大多数

の人々に共有されている非宗教的な信念から導きだ

されるものである。また、「権利」のような法的・

人為的概念に訴えるものでもないⅷ）。

　第二に、この議論は「価値」についての哲学的に

難しい問題を迂回しているため、それに答える必要

がないことである。われわれの人生を善いものにす

るものが何であるかは哲学者の間でも意見が分かれ

る。快楽説をとる哲学者は快楽だけが価値であると

主張し、客観的リスト説をとる哲学者は知識や友情

や多彩な活動その他、主観を離れた価値が存在する

と主張するだろうⅸ）。しかしここではそのような難

しい問題に答を出す必要はない。主観的経験であ

れ、他の客観的事態の成立であれ、とにかく、わた

しの将来がわたし自身にとって価値があること自体

は否定できないようにわたしには思われる。そして、

わたしから、そうした価値ある将来が剥奪されてし

まうことがわたしの死の悪さの重要な部分を構成し

ていることが認めるならば、とりあえずそれでマー

キスの議論には十分であるということになる。

　第三に、以前から批判されている「胎児は潜在的

なひとである、それゆえ、ひとと同じ道徳的権利を
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するわけにはいかない。

4.2　妊娠中絶と避妊

　第二の道は、マーキスの枠組では各種の避妊もま

た不正であることになることを示そうとするもので

ある。たとえば、ノークロスは、卵子や精子も、胎

児や同じようにわれわれと同じ価値ある将来をもっ

ていると言えないのかと問う（Norcross, 1990）。

もし同じような価値ある将来をもっていると言える

のならば、マーキスの説明では、避妊も殺人と同じ

程度に不正であることになる。しかしわれわれは避

妊を殺人と同じように不正であるとは考えない。し

たがってマーキスの議論は成功していないとする。

　この避妊と殺人が同じであるかという問題につい

て、マーキス自身は次のように述べている。

避妊が行われる時点では、何億もの精子と（排卵さ

れた）一つの卵子が存在するのであって、これらが

組み合わさる可能性は何億通りもある。現実の組み

合わせはまったく存在しない。それとも、将来を奪

われる対象となるものは、単なる組み合わせの可能

性なのだろうか。しかしどの組み合わせの可能性だ

ろう？この対案もまた危害を受ける現実的な主体を

生みださない。（Marquis 1989, pp.201-202）

　マーキスは避妊の段階ではどの精子とどの卵子が

結合することになるか決定されていないために、ま

だわれわれと同じ将来はもっていないと考えるわけ

である。しかし、ここで、思考実験をしてみる。卵

子一個と精子一個を選択し、シャーレのなかに入れ

るならば、（それらがもし受精するとすれば）受精

以前にすでにどの卵子とどの精子が結合するかは決

定されていることになる。したがって、この卵子と

この精子が結合することを妨害するならば、これら

の卵子と精子からわれわれと同じ将来を奪っている

ことになるかもしれない。

　もしこの思考実験の結果が正しければ、組み合わ

せが決定されていないために配偶子と受精卵の間に

は大きな道徳的地位の違いがあるとするマーキスの

見解だけでは十分ではない。

　ただし私見では、ここでマーキスは以前から中絶

反対派によって提出されている蓋然性の違いの議論

ほどは不正ではないだろう。このようにしてマーキ

スの議論は保守主義者の一般的な議論のように種差

別的ではない。

　さらに、彼の議論は重度障害児や末期患者の治療

停止を許容・正当化する余地がある。死が差し迫

り、苦痛に悩む患者はもはやわれわれと同じような

価値ある将来はもっていないかもしれない。このよ

うな場合にその患者を死ぬにまかせることは、まだ

十分見込みのあるひとを死ぬにまかせるほど不正で

はないかもしれない。非常に重い知的・身体的障害

を負い、生存の見込みが非常に少ない新生児も同様

である。この点についてはマーキスの直観に同意し

ない論者も多いだろうが、彼に同意する人も少なく

ないだろう。

４　マーキスに対する批判

　これほどシンプルなマーキスの議論を論駁するの

は意外にもかなり難しい。代表的な批判をいくつか

見てみることにしよう。⑴女性の視点の軽視、⑵避

妊の問題、⑶「喪失」「剥奪」の意味に関するメタ

倫理学的批判、⑷「ひと」「われわれ」の同一性や

われわれと胎児の類似性にかかわる批判、⑸価値と

欲求の関係にかかわる批判が代表的である。順に見

てみたい。

4.1　女性の視点

　まず、こうしたマーキスの議論においては、妊娠

する女性自身についてまったく触れられていない点

が批判されるべきだろう。たとえばカッドはマーキ

スが胎児の道徳的地位に注目し、胎児の利益を絶対

視する一方で、女性自身の利害や権利にまったく注

意 を 払 っ て い な い 点 を 批 判 し て い る（Cudd, 

1990）。これはすでに1970年代から妊娠中絶に関す

るフェミニストたちの議論によって常に主張されて

きた重要な論点であり、マーキスの議論の見逃すこ

とのできない欠点であると思われる。

　しかし、胎児の道徳的地位の問題を解決せずに、

女性の権利のみを主張するわけにもいかない。上で

トムソンの議論について指摘したように、胎児の利

害や権利より女性の利害や選択などが優先するのか

どうかがまさに問題であるので、女性の視点を考慮

に入れていないからといってマーキスの議論を一蹴

The japanese Association for Philosophical and Ethical Researches in Medicine

NII-Electronic Library Service



■　24　■

徳的な権利をもっているものを剥奪することは不正

であるが、そうした権利をもっていないものを剥奪

されたり失ったりすることは道徳的に中立であるは

ずである。マーキスの議論での「妊娠中絶によって

胎児はわれわれと同じような将来を喪失する」の「喪

失」は道徳的な意味ではない。というのは、胎児が

そうした道徳的権利をもっているか否かはまだはっ

きりしていないからである。胎児は道徳的権利をも

っているとすることは論点先取になる。それゆえシ

ノットアームストロングは、マーキスはまず胎児が

道徳的権利をもっているかどうかを立証するべきで

あるとする。

　こうしたシノットアームストロングの批判は、事

実を述べる文や用語と、価値判断を述べる文や用語

との区別というメタ倫理学の伝統に根差した鋭い切

り口をもっている。しかしこの反駁の評価は難しい。

たしかにマーキスの議論は「剥奪」や「喪失」とい

った語句の否定的印象を不当に利用しているように

思われる。しかし、まずここでマーキスのもともと

の議論は、「権利」という概念には訴えていないこ

とに注意するべきだろう。「成人 A を殺すことが不

正であるのは A から価値ある将来を奪うからだ」

という文が本当に道徳的「権利」に訴えたものであ

るのかどうかは私には判断が難しい。もしマーキス

の議論が「権利」という概念に訴えることなく行な

われているのであれば、シノットアームストロング

の反駁は不十分かもしれない。

　またマーキスが提出している議論では、道徳的に

重要と考えられていることは「価値ある将来をもっ

ている」という一点である。成人と胎児の間のその

他の違いは（マーキスによっては）道徳的に重要な

ポイントとは考えられていない。したがって、シノ

ットアームストロングのように成人と胎児のあいだ

には道徳的な権利の違いがあるはずだとする議論こ

そ論点先取を行なっている恐れがある。したがって、

この種の批判も決定的であるとは言いがたいように

思われる。むしろ問題は、道徳的に重要であるとさ

れる「将来をもつ」とはどのようなことかをはっき

りさせることであるように思われる。

4.4　ひとの同一性・われわれと胎児の類似性

　マーキスは、胎児はわれわれと同じ将来をもつと

に訴えることができるかもしれない。すでにヌーナ

ンが1970年代初頭に、精子や卵子と受精卵とでは、

将来成人になる蓋然性が大きく違い、これが道徳判

断に影響を与えていることを指摘している（Noonan, 

1970, p.56）。ヌーナンによれば、そもそも道徳判

断は本質的に蓋然性にかかわる判断である。だから

こそ１万分の１の蓋然性で人を死なせることになる

行為と、２分の１の蓋然性で死なせることになる行

為は道徳的な不正さの点でまったく大きな違いがあ

る。配偶子と受精卵では将来成人になる蓋然性が大

きく違うし、受精卵と妊娠５ヶ月の胎児の間にも大

きな違いがある。この違いは、われわれと同じ将来

をもつようになる蓋然性の違いでもある。もしこう

したヌーナンの議論が有効であるとすれば、ノーク

ロスらの避妊の問題を用いた反論はマーキスの議論

を反駁するには至っていないように思われる。

4.3　剥奪と喪失

　シノットアームストロングは、マーキスの議論で

用いられる「喪失」（loss）や「失う」（loose）、「剥

奪」（deprivation）といった語が多義的であること

を指摘している（Sinnott-Armstrong, 1997）。われ

われは「喪失」や「剥奪」という語に対してネガテ

ィブな印象を抱きがちであり、それは悪いことであ

ると考えがちである。たとえば、A が B の財布を

奪ったのであれば、たしかにそれは不正なことであ

る。B が財布を落して失ったとすればそれは B に

とって不幸なことである。しかし、たとえば A と

B がカーレースをして、A が勝利した場合、それは

B にとって勝利やトロフィーの喪失（loss）だと言

えるが、A はなにか不正なことはしたわけではない。

もし B がオリンピックで不正な手段を用いて金メ

ダルを獲得したことが発覚したとするならば、B か

らメダルを剥奪することはむしろ正しいことだろう。

つまり「喪失」や「剥奪」には道徳的に中立な記述

的用法と、非難や評価を含む道徳的用法がある。わ

れわれはこうした用法の違いに敏感である必要があ

る。

　マーキスの「成人を殺すことが不正なのは、価値

ある将来を剥奪するからだ」といった表現において

は、「剥奪」は道徳的な意味で用いられているよう

に見える。しかし、たしかにあるひとがもともと道
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うな思考実験をしてみよう。ある人が事故によって

記憶をまったく失ってしまい、その結果、マクマハ

ンやシノットアームストロングが想定しているよう

な意味でのひとの同一性を失ってしまったとする。

しかしそのひとがその時点で、自分の将来の生活に

価値があると認めるのであれば、やはりその生活に

は価値があるように思われるⅹ）。したがって、ひと

の「同一性」もマーキスの議論には必ずしも必要で

はないかもしれない。

　このように、「ひと」とその同一性をめぐる議論

は哲学的に難しい。「ある特定のひとりのひと」で

あることはどのようなことかという難問を解決する

必要がある。1980年代のパーフィットの大冊『理

由と人格』以降、多くの哲学者によって問題が非常

に複雑なことが示されており、マーキスに対抗して

妊娠中絶は道徳的に許容できると主張しようとする

リベラル派の哲学者は、少なくとも、この難問の構

造を理解する必要がある。

4.5　将来の価値

　同様に哲学的な困難を含んではいるが、マーキス

の議論を反駁する上でよりシンプルなのは「価値あ

る将来」がなぜ価値があるのかについて、マーキス

の議論とは別の形で答え、そこから人を殺すことが

なぜ不正であるのかについて別の見解を採用するこ

とであると思われる。こちらはもう少し詳しく見て

おきたい。

　ブーニン（Boonin, 2003）は、欲求をもたない初

期の胎児が将来をもつとしても、まだ欲求はもって

いないので、その将来はその胎児にとってまだ「価

値ある」ものではないと反駁しようとしている。こ

こにあるのは、われわれは価値があるものを欲求す

るのか、欲求するからその欲求の対象に価値がある

のかという難問である。マーキスがおそらくわれわ

れは価値があるから生を欲求するのであると考える

のに対しⅺ）、ブーニンはわれわれが生を欲求するか

らこそ生に価値があるのだとする。

　「価値ある将来」と言われる場合の将来の価値は、

基本的にその当人（あるいは当の有機体）にとって

の価値である。ところで、価値は客観的世界に実在

するものではなく、われわれが意識によって対象に

投影しているものである（このような立場はメタ倫

主張するわけだが、「われわれ」が将来をもつこと

と、胎児が将来をもつことのあいだには大きな違い

があるのではないかという疑念がある。まず、胎児

はまだ「ひと」ではなく、また、成長したのちの

「ひと」とは同一ではないとする批判がある。たと

えば、マキナニーは、胎児はまだ心的活動を行なっ

ておらず、それゆえひとの同一性（personal identi-

ty）の基準を満たしていないと指摘している（McIn-

erney, 1990）。したがって、胎児がもっているとさ

れる将来は、その胎児が成長した結果生じるひとの

将来と同じものではないとする。またマクマハンは、

「われわれ」や「わたし」とは心をもった存在者

（minded being）であって、その本質は身体ではな

く意識であり、したがって「わたし」のはじまりは

「わたし」がいる有機体が意識をもちはじめた時点

であると主張する（McMahan, 2002）。したがって、

少なくとも初期の妊娠中絶は殺人よりはむしろ避妊

に似ている。先にあげたシノットアームストロング

も、われわれのように一定の成長段階に達し、一定

の意識経験をそなえた存在者は価値ある将来をもっ

ていると言ってよいように思われるが、初期の胎児

はまだ意識経験をもっていない。まだ一度ももった

ことのないものを失うことはできないだろうとする。

　マーキスの議論にたいするこれらの反駁方法は魅

力的だが、「われわれ」とはどんな存在であるかと

いう哲学的に非常に困難な問題を含んでいることが

予想されるだろう。ロックの『人間知性論』やヒュ

ームの『人間本性論』に源をもち、現代ではパーフ

ィット（Parfit, 1971）に端を発するひとの同一性

の問題に関しては哲学的に様々な立場が可能であっ

て、ここでは十分に扱うことはできない。

　しかしマーキスの議論への影響についていくつか

コメントしておくことにする。まず重要なのは、マ

ーキスの議論そのものは必ずしも「ひと」やその同

一性の概念に訴えかけてはいないことである。マー

キスの議論に必要なのは「ひと」ではなくむしろ「価

値のある将来」である。したがって、とにかくなん

らかの存在者がわれわれと同じようななんらかの価

値ある将来をもっていると主張できれば議論は成立

する。

　また、マーキスの議論は、胎児がのちの「ひと」

と同一の存在であることも前提していない。次のよ
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もっているといえる。それゆえ昏睡している人を殺

すこともその人の欲求に反しているがゆえに不正で

あるとすることができる。したがって、欲求説でも

昏睡状態のひとを死なせることの不正さは説明でき

ないわけではない。

　それでは、うつ状態の青年のケースはどうだろう

か。議論の上でもう一つ必要なのは、道徳的に重要

とされるべき欲求は、事実や論理に反した不合理な

ものであってはならないという要件である。事実に

まったくもとづいていない欲求や論理的に混乱した

欲求に道徳的配慮が必要だと考えるのはおそらく不

合理である。合理的配慮や道徳的配慮に値するの

は、そうした不合理性を排除した欲求のはずである

（Brandt, 1979）。道徳的に重要なのは、うつ状態で

死を望んでいる青年を死なせるのが不正なのは、そ

うした（死を望むといった）欲求は一般に一時的な

欲求あるいは不安定な情動にもとづいた不合理な欲

求であり、そうした欲求を満たすことには一般に価

値がないからである。さらに、目的—手段関係にも

注目するべきである。誰かが自分の死を望んでいる

としても、たいていの場合は自分の死そのものもの

ではなく苦痛や苦悩からの解放を望んでいるにすぎ

ない死は不安定な情動によって狭められてしまった

視野に見えた手段にすぎないのではないかと思われ

る。したがっておそらく、手段として死を欲求する

ことは不合理な場合が大半であろう。

　価値と欲求の関係についてこうした議論が正しい

方向にあるとすれば、昏睡状態の患者やうつ病の青

年のケースを用いたマーキスの死の悪さについての

欲求説を退けようとする議論はそれほど強いもので

はない。他にも議論しなければならない点は数多く

残されているが、欲求説は価値と欲求の間の密接な

関係を説明できる点でむしろマーキスの剥奪説より

も望ましいものに思われる。

５　まとめ

　シンプルで強力なマーキスの反妊娠中絶の議論に

対して、リベラルの立場に立ちたいと考える研究者

はマーキスのシンプルな議論をなんらかの形で反駁

する必要がある。実際にマーキスの論文（とそれを

リライトしたもの）は1990年末からは生命倫理学・

応用倫理学のアンソロジーに編み込まれることが一

理学上の表出主義や疑似実在論と呼ばれ、メタ倫理

学の主流を形成している）。したがって、当人にと

っての将来の価値は、当人の意識状態やライフプロ

ジェクトといったものに影響されることになる。そ

れゆえ、まだ感覚をもたない細胞や胎児にはわれわ

れ同じ価値ある将来はないと考えられる。この批判

は、マーキスの議論そのものと同様に特に「ひと」

の概念には訴えていないことにも注意してほしい。

　さて、以上の立場をとれば、マーキスに反して、

（２であげた）死の悪さや殺人の不正さについての

欲求説をとることになる。つまり、殺人が不正であ

るのは、被害者の生き続けたいという欲求に反する

からである。実はこの立場の方がマーキスの立場よ

りもシンプルでまたストレートで望ましいものに思

われる。

　先に見たように、マーキスが欲求説を採用しない

のは、それでは⑴昏睡状態の患者や、⑵うつ病で死

を望んでいる青年を死なせることが不正であること

を説明できないと考えられたからである。たしかに

どちらのケースでも、その当人は生き続けたいとい

う欲求を失っているが、それでもやはり死なせるこ

とは不正に思われる。

　それでは欲求説では本当に上のケースを説明でき

ないだろうか。若干詳しく見てみたい。欲求説にお

いては、道徳的に重要であるとみなされるわれわれ

の欲求のほとんどは、現に意識されている欲求では

なく、傾向としての欲求（dispositional desire）で

あるという点である（Boonin, 2003）。たとえば、

われわれは日常生活において通常「生き続けたい」

と意識することはめったにない。「生き続けたいか」

と質問されたり自問してみたりしたときに、あるい

は生命の危機に瀕したときに意識されるだけであっ

て、他の局面では意識されない傾向としてそういう

欲求をもっているにすぎない。しかしだからといっ

てわれわれが生き続けたいという欲求をもっていな

いわけではない。傾向としての欲求とはこのように

質問されたときの（理想的な）答となるものである。

　もしこうした傾向としての欲求こそが重要なので

あるとすれば、睡眠や昏睡の問題は次のように説明

される。昏睡状態にあるひとも、もし意識があるな

らば「イエス」と答えるであろうと推測できるので

あれば、傾向としての欲求として生き続ける欲求を
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は多い。ウォレンもその一人である。

ⅴ）剥奪説そのものはマーキス以前から「死の悪さ」の説明と

しては主流の考え方の一つである。死の悪さについての手に

入りやすい議論として Nagel （1979）および Singer （1993）第

４章を参照せよ。

ⅵ）「剥奪説」「欲求説」および「途絶説」の命名はマーキスに

よるものである。Marquis （1989）, p.195.

ⅶ）マーキスは明示的には述べていないが、もしかしたら、よ

り長い将来をもっているので、年老いた老人を殺すことより

も不正とさえ言えるかもしれない。

ⅷ）「自然権」は人為的な概念ではないとされるが、自然権が成

立していることをどのように（非宗教的に）立証するのかと

いう別の問題が生じる

ⅸ）人生の価値についての複数の立場についてわかりやすい紹

介と考察は Parfit （1984）を見よ。

ⅹ）ただし、この想定をつきつめると洗脳が道徳的に不正なこ

とであることを十分に説明できなくなるかもしれない

ⅺ）もっとも、マーキス自身はこの点について明らかな態度を

表明することを避けている。

ⅻ）Kuhse and Singer （1999）, Boonin （2005）, Timmons（2007）

などが代表的である。
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