
存在させるべきか、存在させないべきか、それとも？

長谷奏音  神戸大学人文学研究科哲学科専修博士課程前期課程

2021.10.02 in GACCOH 
戸谷洋志『ハンス・ヨナス  未来への責任』刊行記念対談

「存在させるべき」ではないかもしれない、いくつかの理由



               ”“                                                                               ハンス・ヨナス

あなたの行為の影響が、地上における本当に 
人間らしい生き方の永続と両立するように、行為せよ。



目指すところ  

今回の対談で長谷は、戸谷洋志が研究するハンス・ヨナスが提示する、人類と責任の存続
に価値を置く立場に対置される思想の研究者としてお話しする。そのために、まずは前提
知識として、反出生主義と自分の研究の概要を説明し、関連するトピックを提示する。  

いまからお話しすること  

1.  反出生主義の概要を、なるべく誤解のないように紹介する。  

2.  「存在させるべき」ではないと考える立場のなかで、ベネターの反出生主義をベースと  

　する死亡促進主義と反存在主義を紹介する。  

3.  「存在させるべき」ではないと考える立場のなかで、近年の面白いものを紹介する。



私が何者であるか

職業：倫理学者・研究者・大学院生

専門：反出生主義・死亡促進主義・生殖・死

興味があるもの：非存在・絶滅・苦しみ・痛み

目指したいこと：全ての苦しみの根絶

私が何者でないか

専門ではないもの：上記以外の分野

持たないもの：出生主義・反出生情念・優生思想・ミソジニー etc…

目指していないこと：出生主義を持つ個別の人間への非難

長谷奏音  HASE KANANE

Twitter/Researchmap       nancolle
E-mail                    　   　hshspcpc@gmail.com

論文・発表

1. 発表「『Better Never to Have Been』における死についての
見解の検討　ー生まれてこないことと死ぬことへのベネターの
非対称的な評価についてー」哲学若手研究者フォーラム 2020年

2. 発表「死の哲学から考える安楽死」京都産業大学生命科学の諸
技術についてのELSI 2020年

3. 論文「死亡促進主義を含意する反出生主義の検討」学位論文
2020年

4. 発表「生命2021～生殖・養育・政治～（個人タイトル：これは
必要な葛藤か？反出生主義/出生主義の正当性を、福利に関する
価値基準から再考する）」2021年



反出生主義とは何か
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ベネターの反出生主義 

決して生まれてこない方がよく、また子どもを生むべきではないという主張。 
それまでにも同じような主張は散見されたが、2006年の『生まれてこないほうが良かった』で、 
ベネターの反出生主義の基本的な主張は提案された。 

この主張は、生殖に関する人々の4つの非対称的な直観への、最善の説明としての価値論的非対称性をもとに
する理路と、この世界の実際の悪さや人々のQOLの低さ、また人々のQOLの過大評価をもとにする理路の、
2つの理路から導くことができると主張される。2015年のワッサーマンとの共著では、3つめの理路として、
ペシミズムから導かれる反出生主義が提案された。 

価値論的非対称性 
(1) 苦痛の存在は悪い。 
(2) 快楽の存在はよい。 
(3) 苦痛の不在は、そのことで益されるものがいなくても、よい。 
(4) 快楽の不在は、それが剥奪となるものがいない限り、悪くない。

シナリオA シナリオB

(1) 苦痛の存在（悪い） (3) 苦痛の不在（よい）

(2) 快楽の存在（よい） (4) 快楽の不在（悪くない）



注意点 

反出生主義はどのようなものか 

みんな幸せなほうがいい。 
生まれてくるか生まれてこないかなら、生まれてこないほうが幸せ。 

みんな生まれてこないほうがいい。 
みんな生まないほうがいい。 

反出生主義はどのようなものでないか 

生きていて辛いから、生まれてこなければよかった。 
自分なんて〇〇だから、生まれてこないほうがよかった。 

〇〇な人間は、生まれてこないほうがいい。 
子どもは嫌いだから、子どもは生まれてこないほうがいい。 

子どもを持てる人間が嫌いだから、子どもは生まれてこないほうがいい。 
生まれないことと同様に、死もよいものであり、いますぐ死んだほうがいい。 



反出生主義のオルタナティブ
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「死亡促進主義を含意する反出生主義の検討」（長谷 2021）での主張 

死亡促進主義：いま死ぬことと、（後で死ぬがいまは）死なないことを比べると、いま死んだほうがよいという主張。 

本論の目的は、ベネターの反出生主義が死亡促進主義を導くことを示すことである。ベネターは基本的非対称性によっ
て、生まれる場合と決して生まれてこない場合の存在と非存在を評価し、その帰結として常に生まれないほうがよいこ
とを主張した。しかし死については、死なない場合と死ぬ場合の存在と非存在を出生の場合と同じように評価して、常
に死ぬほうがよいとは主張しなかった。つまり反出生主義を主張する一方で、死亡促進主義を主張することはしなかっ
た。本論には２つの目的がある。まずベネターの反出生主義の議論から死亡促進主義を導く１つの方針を提案するこ
と、そして方針を同じくする先行研究との類似点と相違点の検討を通じて、反出生主義と死亡促進主義についての研究
状況を整理することである。 

本論はベネターの反出生主義の議論が死亡促進主義を導くものであると主張した。これは反出生主義が死亡促進主義を
必然的に含意するというよりは、死亡促進主義を否定してしまうと反出生主義の議論にも問題が発生するために、死亡
促進主義を認めてしまった方が反出生主義の議論がより欠点の少ないものなるという主張だった。死亡促進主義を導く
から反出生主義が間違いであるという主張をしたのではなく、死亡促進主義を導くことを認めた方が反出生主義をより
強固にすると提案したのであった。またこの主張と合わせて、反出生主義と死亡促進主義に関する先行研究と、それら
と本論の主張の違いを示すことで研究状況の整理を行なった。 



反存在主義（Anti-existencism）とは何か？ 

反出生主義の主張に死亡促進主義の主張を加えた主張。 

「決して生まれてこないほうがよいということに、常に死んだほうがよいことを加えた、反存在主義の提案」 
が、長谷（2020）で行われた。 

長谷（2020, 2021）は狭義の反存在主義といえるが、反-存在主義であることを意識して、「生まれてくるほう
がよいことと死なないほうがよいことに反対し、存在はしてもしなくてもどちらでもよいが、存在しないほうが
苦しみの可能性がない点でよい」という、もう少しゆるく範囲の広い主張も反存在主義であると考えるが、こ
れは反苦主義（はんくるしみずむ）とでも呼べるようなものになるかもしれない。 



「存在させるべき」ではないと 

考えるいろいろな思想
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LEE EDELMAN 
『NO FUTURE: Queer Theory And The Death Drive』 
リー・エーデルマン（1953～）：文学批評・文学研究者。タフツ大学英文学科教授。 

再生産的未来主義（reproductive futurism）をクィア理論
の観点から批判する。 

再生産的未来主義とは、明るい未来としての子どもと、そ
れを支える（再）生産性への信仰のこと。右派左派問わず
政治は社会的秩序を肯定し、社会を未来へと送り届けるこ
とを目指す。 

政治は常に未来と子どもを肯定し、そのなかで争うことに
なるが、クィアに「未来はない」ために政治そのものに真
っ向から対立する。エーデルマンの理論がしばしば反社会
的クィア理論と呼ばれるのはこのためである。 

『リー・エーデルマン「未来は子ども騙し‒‒‒‒クィア理論、非同一化、そして死の欲動‒‒‒‒」藤
高和輝訳、『思想』5(1141), 107-26  訳者解題より



難波優輝 
「『多元宇宙的絶滅主義』と絶滅の遅延‒‒‒‒静寂機械・遺
伝子地雷・多元宇宙モビリティ」 
なんば・ゆうき（1994～）：美学者・SF研究者。立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員。 

反出生主義と近い思想である絶滅主義を描いた論文形式の
SF作品。 

22世紀、人類が「持続可能な絶滅」を目標とする未来。絶
滅主義の範囲を人類から全ての生物、そしてこの宇宙から
全ての宇宙へと広げた「多元宇宙的絶滅主義」が提唱さ
れ、そのビジョンを実現するひとつのシナリオとして、遺
伝子兵器とそれを他の宇宙まで届ける方法がサーベイされ
る。 

文芸作品、特にSFにおいて絶滅は主要なテーマの一つであ
るが、絶滅を絶対的な善として、そしてお節介にも他の全て
の宇宙まで届けるべきものとして描く例は、他に見当たら
ない。
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