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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 27回 生命か自由か，あるいは尊厳ある生の終わり方 

 

矢倉英隆 

 

「死を軽蔑するな。これもまた自然の欲するものの一つであるから歓迎せよ。 

…その他すべて君の人生のさまざまな季節のもたらす自然の動きのごとく、  

分解することもまた同様の現象なのである」 

――マルクス・アウレーリウス （神谷美恵子訳） 

 

 人間は死に向かう存在である。そして、その死と一人で向き合わなければならない。

そこまでは確実だが、最後の瞬間がどのように訪れ、どのような状況に置かれたもの

になるのかを知ることはできない。前回、クリスチャン・ド・デューブ （Christian de 

Duve, 1917-2013）博士が安楽死でその生を終えたことについて触れた。最後は、微笑

みと“Goodbye”を残して家族と別れたという。安楽死（euthanasia）とは、「良い死」、

「穏やかな死」を意味するギリシャ語に由来する。病を抱え、家族に負担をかけなが

ら生き続けることに決別するという選択が良心に従ったものであったとすれば、一つ

の尊厳ある生の終わり方とは言えないだろうか。 

   

安楽死と聞いてすぐに浮かんでくるのは、想像の世界では森鷗外（1862-1922）の

『高瀬舟』（1916）である。元々は江戸時代の随筆集『翁草』の中にある話らしい。

京都町奉行付同心の羽田庄兵衛が遠島に向かうため高瀬川から大阪に出る船の中で 

弟殺しの罪で咎められた喜助の話を聞きながら、その表情が余りにも晴れ晴れとして

いるのに驚き、喜助の行為が本当に罪に当たるのかを考え悩む話である。作者鷗外は

そこに「ユウタナジイ」という「ひどくおもしろい」問題があることを『高瀬舟縁起』

（1938）で指摘している。しかし、これは鷗外自身にとっては想像の世界での出来事

ではなかった。長女森茉莉（1903-1987）が幼少の折、百日咳に苦しむのを見かねた

鷗外が安楽死と向き合い、一線を越えそうになったことがあったからである。一方、

現実の世界に目を移してみると、安楽死の是非が問われたいくつかの事件が記憶か 

ら蘇ってくる。これから高齢化がさらに進み、慢性の経過を取る病気や不治の病を抱
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えて長期間生きなければならないケースが増えることは想像に難くない。今回はフラ

ンスでの安楽死論議の状況を眺めながら、この問題について考えてみたい。 

 

2012年に就任したフランソワ・オランド（François Hollande, 1954-）大統領は、60

の公約の中に安楽死の法制化についての議論を始めることを入れていた。不治の病の

末期にある成人に、尊厳ある生の終わりを全うするために医学の援助を受ける権利が

あるのか、という問題である。ここで扱う生の終わり方には、本人の希望により延命

治療を停止する受動的安楽死、第三者の医師が死に導く積極的安楽死、そして処方に

より得た致死量の薬物による自殺がある。このような倫理に絡む問題を議論して大統

領に提言する場として、国家倫理諮問委員会（Comité Consultatif National dʼÉthique pour 

les sciences de la vie et de la santé：CCNE）がある。この委員会は1982年に体外受精に

よりフランス初の子が誕生したのを受け、フランソワ・ミッテラン（François Mitterrand, 

1916-1996）大統領により1983年に創設された。医学の枠を超えた社会の各層を代表

する意見を考慮に入れることを重視している委員会の定員は40名で、その中にはカト

リック、プロテスタント、ユダヤ教、イスラム教を代表する4名が含まれている。CCNE

の使命は、科学の進歩に伴い新らたな社会の問題になる点を指摘し、その問題につい

て倫理的視点から省察を加えること（リフレクション）である。さらに重要なことは、

異なる視点を基にして、時に外国人を交えた公開討論会を開くことにより、生命倫理

の問題についての議論に市民が参加することを促すことである。 

 

 

アンドレ・コント・スポンヴィル氏 

『人間の生』（La vie humaine, 2006）の出版記念講演会にて 

（2007年10月12日） 
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オランド大統領はこの委員会に次の三つの問題を付託した。その第一は、健康、あ

るいは重病人が書いたリビング・ウィルをどのような条件で受け入れ、適用するのか。

第二は、個人やその家族などの要求により治療が中断された患者の最後の瞬間をどの

ように最も尊厳あるものにするのか。そして第三は、不治の病に罹っている自律的で

意識のある患者が死を決意した時、どのようなやり方と条件で最後まで付き添うのか

であった。昨年6月30日付でこれらの問題について意見書が公表された。その中で全

会一致を見たのは、以下の点である。第一に、生の終わりにしばしば見られる尊厳を

穢すすべての状況を取り除くこと。第二は、緩和医療を受けるすべての権利を保障す

ること。第三は、重病が宣告された患者が医師立会いの下に書いたリビング・ウィル

を尊重すること。そして第四は、患者の要求で延命治療を止めた場合に深い鎮静によ

り生を終える権利を尊重することである。しかし、積極的安楽死、自殺幇助を受ける

権利については意見の一致を見なかった。委員会の多数は積極的安楽死、自殺幇助の

法制化に反対だったが、その刑罰化には40名中8名が反対し、その意見が署名入りで

付記されている。かなり厳しい議論が行われた様子が伝わってくる。そして昨年末、

公開討論会としての市民会議が開かれた。この市民会議は1980年代にデンマークで始 

まった参加型民主主義の一つの形で、フランスには1998 年に導入された。選ばれた

15-20名の市民が専門性や使用言語の壁によって判断が難しくならないようにしなが

ら、週末を利用して意見交換が行われる。今回は18名の市民が4週末に亘り20名ほど

の参考人を呼び議論した。その様子と報告書は委員会のサイトで見ることができる

（http:╱╱www.ccneethique. fr）。 

 

先日のリブレリーでのこと。CCNEで立場を異にした二人の委員の対論が哲学雑誌

に載っているのが目に入った。一人は1998年までソルボンヌで教えていた哲学者のア

ンドレ・コント・スポンヴィル（André Comte-Sponville, 1952-）氏で、そのお相手は

医学と哲学を修めたブザンソンの緩和医療の専門家レジス・オブリー（Regis Aubry, 

1958-）氏である。コント・スポンヴィル氏はエピクロス（Epicurus, 341 BC-270 BC）

やモンテーニュ（Michel de Montaigne, 1533-1592）を読む唯物論者だが、神なき精神

性を求めている。母親がこの世界に悦びを見出せずに自殺しているためか、生、愛、

死というテーマについて生々しくもどこか決然とした哲学を展開している。CCNEの 

報告書に少数意見を付記した8名の中に入っている。一方のオブリー氏は母親を脳腫

瘍で亡くして以来、生の終わりについて考えている。CCNEの委員だけではなく、生

の終わりについての知識、討論、選択、研究を推し進める会（Observatoire Nationale de 

la Fin de Vie：ONFV）の代表も務めている。また、緩和治療の推進、リビング・ウィ 



医学のあゆみ （2014.4.12） 249 (2): 202-206, 2014 
 

4 
 

ルの導入、積極的安楽死の禁止と過度の延命治療の中止による受動的安楽死を認めた

2005年のレオネッティ法（Loi Leonetti）の制定にも関わったこの領域の専門家でもあ

る。お二人の対論はこの問題をどう考えるかについて一つの視点を提供すると思われ

るので、ここで簡単に纏めておきたい。 

 

過去のCCNEで問題になったのは、例えば、人工授精や代理母による出産、生前遺

伝子診断、ヒト胚を用いた研究などで、科学の進歩に伴って新らたに生じた複雑なテ

ーマである。そのため、専門外の委員は技術的な面も含めた科学の内容を理解する必

要があった。しかし、今回の安楽死は古くからある問題で、最近のテーマに比して技

術的な複雑さがないだけではなく、自分に引き付けて考えることができるという特徴

がある。今回の対立は価値そのものの対立というよりは、価値の優位性の問題であっ

た。多くの人が生命にも自由にも価値を見出しているが、そのどちらを優先するのか

という究極の選択が問題になったのである。生命に優位性を見出す場合には、安楽死

には反対の立場になる。しかし、コント・スポンヴィル氏のように生命ではなく自由

を最上位の価値とする場合には、安楽死を認めることになる。自分の生に対する決定

を国家が禁止する権利がどこにあるかという立場である。 

 

医学の発展に伴い、意味がないように見える延命治療が行われている現実がある。

このような状況では、自由というよりは如何に尊厳ある死を迎えるのかが問題である

とレジス氏は考えている。尊厳という概念について、コント・スポンヴィル氏は二つ

の異なる考え方があると指摘する。一つは「尊厳の中で死ぬ権利」を主張し、積極的

安楽死、自殺幇助を求めるグループで、同名の協会 （Association pour le Droit de Mourir 

dans la Dignité：ADMD）がその代表である。この考え方の中には、尊厳のない状態で

死ぬこともあるということが含意されている。これを「主観的，規範的尊厳」と言う。

これに対して「絶対的、存在論的尊厳」という概念があり、この場合にはすべての人

の権利と尊厳が同等であるという前提がある。絶対的尊厳を最も重要だと考えるコン

ト・スポンヴィル氏は、絶対的尊厳の実現が不可能であるならば、尊厳の中で死ぬ権

利ではなく、自由の中で死ぬ権利を重視すべきだと結論する。当然のことながら自分

には自殺する権利があり、国家にそれを止める権利はないとする。もし自分が95歳の

老人で苦痛の中にあり、身の回りのこともできない状態で生きることに耐えられなく

なった時、一体どうするだろうかと自問し、その時はどうしても医療に自殺を助けて

もらわなければならないと考えている。 
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フランスで安楽死論議を呼び起こす切掛けになった一つの事件がある。2000年、ヴ

ァンサン・アンベール（Vincent Humbert, 1981-2003）という消防士の青年が交通事故

により意識障害はないものの頸髄損傷、失明、口もきけない状態になった。希望を失

った彼は死の意思を表明し、2002年に当時のジャック・シラク（Jacques Chirac, 1932-）

大統領に嘆願したが、死ぬ権利は認められなかった。2003年、見かねた母親が医師の

助けを借りて安楽死に至り、裁判になる。そして、2006年に起訴取り下げにより結審

となった事件で、メディアでも大きく取り上げられた。30万部のベス トセラーにな

ったフレデリック・ベイユ（Frédéric Veille, 1965-）氏が纏めたヴァンサン・アンベー

ル著 『僕に死ぬ権利をください』（NHK 出版、2004）（Je vous demande le droit de mourir, 

Michel Lafon, 2003）をはじめとして、執筆が精神療法になったという安楽死に関わっ

たフレデリック・ショソワ（Frédéric Chaussoy, 1953-）医師の 『わたしは殺人者では

ない』（Je ne suis pas un assassin, Oh! Editions, 2004）、そして母親のマリー・アンベ

ール（Marie Humbert）による『世界のすべてのヴァンサンのために』（Pour tous les 

Vincent du monde, Michel Lafon, 2007）などの他、テレビ・ドラマ『マリー・アンベー

ル：ある母の愛』（Marie Humbert, lʼamour dʼune mère, 2007）としても取り上げられて

いる。コント・スポンヴィル氏の立場はここでも一貫している。もし彼が生きること

を希望したならば、その勇気ある決断に全力で援助するだろう。しかし、死を望んだ

場合にはその望みを満たすのが親の役目であり、自分もそうするだろうとして、家族

や医師を咎める権利など国にはないと主張する。2003年の事件後、シラク大統領は医

師で国民議会議員であるジャン・レオネッティ（Jean Leonetti, 1948-）氏に患者の権利

と生の終わりについての議論を任せ、それが2005年のレオネッティ法に繋がったの 

である。 

 

コント・スポンヴィル氏は、さらに次のような議論を展開する。聖書には「汝、殺

すなかれ」とあるが、フランスは政教分離の国である。ホメロスを読むと、アキレス

もユリシーズもヘクトールも殺す権利を持っている。アリストテレス（384 BC-322 

BC）やエピクロスも殺人を絶対的には禁止していない。たとえ宗教的な倫理を受け

入れたとしても、そこには例外がある。ナチスに対する正義の戦争や専制者に対する

正義の殺人が存在する。それはある意味で自殺とも言える。もし自殺を禁止しないの

であれば患者が自殺を望み、その手段がない場合には医師が助けることには正統性が

あると言える。この議論に対して、レジス氏も自殺を罰することはできないとしてい

る。ただ、積極的安楽死と患者が自ら死ぬことを助ける自殺幇助との違いを認識する

必要があると指摘する。アメリカのオレゴン州では、余命が半年の患者に対して自殺
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幇助が法的に認められている。そこでは、処方を貰った患者の三分の一は薬を手に入

れることはなく、手に入れた患者の三分の一は使っていない。ただ、ほとんどすべて

の患者はその可能性があることで心の平静を感じているという。つまり、死を望むこ

とと実際に死ぬことの間には大きな乖離があることを意味している。さらにレジス氏

は、こう言っている。安楽死を殺人だとは思わないが、それを天からの贈り物のよう

に考えるとすれば、そこはユートピアである。安楽死の選択と向き合う時には如何な

る決定をしても満たされない感情が残るものである。コント・スポンヴィル氏は、安

楽死を文明の終わりの象徴と捉える人と至高の自由の表現だとする人がいるが、その

間の溝は広くて深いと指摘。その上で、ご自身にとっての至高の自由とは、死ぬ自由

ではなく、あくまでも生きる自由であると断っている。安楽死が容認されれば新しい

時代に入るのだろうが、それは人権の拡大に向けてのほんの一歩に過ぎないと結んで

いる。 

 

 

Conversation à Nice （2007）  

ジョーム・プレンザ（Jaume Plensa, 1955-）作  

ニースのマセナ広場（Place Masséna）にて 

（2011年4月24日） 

 

1942年、フランスの詩人ポール・エリュアール（Paul Éluard, 1895-1952）はナチス

による占領の中、次の一節で始まる自由の讃歌「リベルテ」（Liberté）を書いた。 

 

学校のノートの上   
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勉強机や木立の上   

砂の上 雪の上に   

君の名を書く   

（安藤元雄訳）  

 

この後ろには同様の節が19回も繰り返され、「リベルテ」という言葉が目に見えるも

のだけではなく、想像の世界にあるものの上にも書き付けられていく。わたしが自由

について考えるようになったのは、フランス語を始めて「リベルテ」という音に触れ

てからのような気がしている。その時、「じゆう」という音からは感じ取ることので

きないこの言葉の持つ意味の広がりに気付いたのである。「リベルテ」という音が、

言葉の奥にある人間の歴史へと繋がる扉を開けてくれたように感じたのである。「翻

訳は不可能だ」という意味がわかるだけではなく、外国語を学ぶ一つの理由がそこに 

あるのではないかと思わせてくれる出来事でもあった。   

 

今回、コント・スポンヴィル氏が示した個の強さと「リベルテ」を希求する意思の

固さには驚かされた。それほどまでに「リベルテ」と「自由」との間には大きな溝が

あることを感じ取ることができた。日本における安楽死の議論で、個人の自由を基に

ここまで主張した人はいるのだろうか。現在、安楽死についての法案が議員立法で国

会に提出される可能性があると聞いている。立法に当たっては倫理的な議論が尽くさ

れる必要があるだろう。フランスのCCNEに相当する機能を担っているのは総合科学

技術会議の生命倫理専門調査会であると思われるが、この問題について議論された形

跡は見られない。最終的には政治の決断になるのだろうが、そこに至る過程では白か

黒かの単純な選択に矮小化されることなく、問題の機微を明らかにし、それを社会に

開きながら広範な議論を促すという考え方が貫かれることを願うばかりである。 

 

（2014 年 3 月 3 日） 

 

 

 

 


