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翻訳にあたって 

澤井 努 

以下の翻訳（「生殖の善行――われわれが最善の子どもを選ぶべき理由」）は、2001 年に

発表されたジュリアン・サヴァレスキュ教授（Professor Julian Savulescu）の論文、“Procreative 

Beneficence: Why We Should Select the Best Children”（Bioethics, Volume 15 Number 5/6）の全

訳である。サヴァレスキュ教授は、オックスフォード大学哲学科の応用倫理学の教授（Uehiro 

Professor in Practical Ethics）、およびオックスフォード大学ウエヒロ応用倫理研究センターの

センター長であり、応用倫理、医療倫理の研究者として世界的に有名である。 

まず、翻訳の掲載を許可してくださった Wiley 社に心よりお礼を申し上げる。また、サヴ

ァレスキュ教授には、Wiley 社との交渉をはじめ、翻訳の刊行に際し、多大なるご尽力を賜

った。記して深く感謝申し上げる。 

翻訳作業中、京都大学大学院の赤塚京子氏、慶応義塾大学の星勇気氏、東京医科大学の鶴

井敏光氏には最終稿に目を通していただいたほか、京都大学 iPS 細胞研究所の柏原英則氏に

は翻訳上の問題についてご意見を伺った。併せてお礼を申し上げる。ただし、翻訳上の誤り

等があるとすれば、それは訳者本人に責任があることは言うまでもない。 

翻訳にあたり、脚注、強調、引用文献の表記方法は原文の通りであるが、要旨、文中の見

出し、小見出し以外のイタリックによる強調は傍点で表し、表記の誤りは適宜修正した。ま

た、本論文で引用されている書籍、論文に関して、邦訳が出ている場合には邦訳を併記した。 

本論文は 2001 年の刊行以来、多くの議論を巻き起こしてきた。2009 年には、オックスフ

ォード大学の同僚で、オックスフォード大学ウエヒロ応用倫理センターの副センター長で

もあるガイ・カヘイン准教授（Associate Professor Guy Kahane）とともに“The Moral Obligation 

to Create Children with the Best Chance of the Best Life”（Bioethics, Volume 23 Number 5）を刊行

し、生殖の善行原則の議論を発展させた。本来であれば、本論文を訳出するだけではなく、

訳者の立ち位置を示すためにも本論文および彼らの議論を批評すべきであった。この課題

については、稿を改めて詳しく論じることにしたい。  

                                                   
 京都大学 iPS 細胞研究所 特定研究員 
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生殖の善行――われわれが最善の子どもを選ぶべき理由 

ジュリアン・サヴァレスキュ 

要旨 

今では、体外受精や着床前診断を利用することで優生学的に胚を選別できるようになっ

ている。着床前診断は、一般に染色体異常や遺伝的異常を見つけるために用いられているが、

原理的には例えば髪の色や目の色などの遺伝形質を検査するために用いられることも考え

られる。 

 遺伝学的研究は知能のような複雑な形質の遺伝学的基盤を解明するまでに急速に発展し

ており、ある家族に見られる犯罪行動に影響する遺伝子が特定されてきている。いったん体

外受精を利用するという決定がなされれば、着床前診断はカップルにとってほとんど「コス

ト」がなく、例えばアルツハイマー病を発症するといったより小さなリスクなど、それほど

重篤ではない医学的な形質を選別したり、非医学的な形質を選別したりするために着床前

診断を受けたいと思うであろう。着床前診断は既に、伴性遺伝の病歴がない場合に、望まし

い性別の胚を選択するために用いられている。 

 本稿では、以下の 3 点を主張する。 

（1）いくつかの非疾患遺伝子は、われわれの最善の人生を送る可能性に影響する。 

（2）われわれには、生殖をめぐる意思決定において、そうした非疾患遺伝子に関して利用

可能な情報を用いるべき理由がある。 

（3）カップルは、非疾患遺伝子に関する情報など、利用可能な遺伝情報を基に、最善の人

生を送る可能性の最も高い胚、または胎児を選択すべきである。 

 また、たとえ非疾患遺伝子の選別が社会的不平等を擁護、または増大させるとしても、わ

れわれはそれを認めるべきであると主張する。本稿では、知能や性別の選択に関係する遺伝

子に注目する。 

 私は、「生殖の善行」という原則、すなわち、「カップル（または子どもを持とうとするシ

ングル）は、関連する、利用可能な情報を基に、彼らが持つことのできる子どもの中から、

最善の人生、または少なくとも他の子どもたちと同程度によい人生を送ることが期待され

る子どもを選ぶべきである」を擁護する。 
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序論 

 あなたが体外受精（in vitro fertilization: IVF）を利用し、四つの胚を作製していると想像し

てみよう。その内の一つの胚が子宮に移植されることになる。あなたは IQ テストで高得点

を取る素因（これを知能と呼ぶことにしよう）を調べる遺伝子検査があると伝えられる。も

しある胚が遺伝子のサブタイプ（対立遺伝子）A と B を有している場合、その胚は通常の

教育としつけがなされれば、50 パーセント以上の確率で IQ140 以上を獲得する。もしその

胚がサブタイプ C と D を有している場合、IQ140 以上を獲得する確率はずっと低くなる。

あなたはどの胚を移植するかを選択する際、四つの胚の遺伝子のサブタイプを検査し、その

情報を利用するだろうか。 

 知能とは純粋に社会的構築物であり、それゆえに大きな影響を及ぼすような遺伝的要因

はないと考える者は多い。他には、言語の才、数学の才、音楽の才など、さまざまな才能は

あるが、一般的知能のようなものはないと考えている者もいる。時が経てば分かることであ

ろう。現在、知能への遺伝的関与を解明しようとする、いくつかの遺伝学的研究プログラム

が実施されている。たとえ遺伝学的研究が遺伝子と知能、または遺伝子とある特定の知能と

の間の確率論的関係をわずかに示すだけだとしても、本稿はそうした研究のいかなる結果

にも関係がある。 

知能への遺伝的関与に関する研究は行われるべきではないと考える者、また知能もしく

はさまざまな知能を予測する遺伝子検査が発展した場合、生殖をめぐる意思決定において

そうした検査を用いるべきではないと考えている者も多い。私は、われわれには知能のよう

な非疾患の状態への遺伝的関与を検査し、生殖をめぐる意思決定においてその情報を用い

る道徳的義務があると主張する。 

あなたは今、宝くじの抽選会（the Wheel of Fortune）に招待されていると想像してみよう。

100 ドル単位で 0－100 万ドルを表示する巨大なルーレットがある。そのルーレットは秘密

の部屋で回される。それはある金額でランダムに止まる。表示された金額は箱 A に入れら

れる。ルーレットは再び回される。次に表示される金額は箱 B に入れられる。あなたは箱

A か箱 B を選ぶことができる。また、既に両方の箱に入っている金額に加えて、箱 B を選

んだ場合にはサイコロが振られ、6 の目が出れば 100 ドルを失うことが伝えられる。 

あなたはどちらの箱を選ぶべきだろうか。 

合理的な答えは箱 A である。非疾患状態の遺伝子を選択することは、抽選会に参加する

ようなものである。あなたは、利用可能なあらゆる情報を用いて、最善の結果をもたらす可

能性の最も高い選択肢を選ぶべきである。 
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生殖の善行――最善の子どもを持つ道徳的義務 

 本稿では、私が「生殖の善行」（Procreative Beneficence）と呼ぶ以下の原則を擁護する。 

  カップル（または子どもを持とうとするシングル）は、関連する、利用可能な情報

を基に、彼らが持つことのできる子どもの中から、最善の人生、または少なくとも

他の子どもたちと同程度によい人生を送ることが期待される子どもを選択すべき

である。 

 ここでの私の主張はこうである。生殖の善行は、カップルがどの子どもを生むかを選択す

る際、非疾患の形質を調べるために遺伝子検査を行うべきであるということ、そしてたとえ

それが社会的不平等を擁護、または増大させることになるとしても、場合によっては非疾患

遺伝子の選別を容認すべきであることを意味している。 

 私が「選択すべき」と言うときの「べき」は、「すべきよい理由がある」ことを意味する。

また道徳は、為すべき理由が最も多くある行為を求めることだと理解している。行為を正当

化する他の理由がない場合、最善の子どもを持つよい理由のある人は、そうするよう道徳的

に求められるのである。 

 規範的な判断に関わる以下の三つの状況を検討してみよう。 

（1）「あなたは 31 歳である。もし出産を遅らせたならば、不妊症のリスクや障害を持

つ子どもを生むリスクが高まるであろう。しかし、出産と現在の仕事を休職する

ことのバランスを取らければならない。それはあなたが比較考量できるただ一つ

のことである。」 

（2）「あなたはたばこを止めるべきである。」 

（3）「あなたは配偶者に自身が HIV 陽性であること、または安全な性行為を行うべき

であることを伝えなければならない。」 

 「最善の子どもを選択すべき」というときの「べき」とは、まさに二つ目の例に該当する。

それは説得が正当化されることを意味するが、三つ目の例で正当化されるような強制では

ない。しかし、その状況はより道徳的に中立的な（1）と異なる。 

定義 

疾患遺伝子とは、遺伝性疾患（例えば、嚢胞性線維症）を引き起こす遺伝子、または病気

を発症する素因のある遺伝子（例えば、がん、あるいは認知症への遺伝的関与）である。非

疾患遺伝子とは、ある身体的もしくは心理的状態を引き起こす、またはその素因のある遺伝
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子であり、例えば身長、知能、性格のように、それ自体は疾病状態ではない（すなわち、正

常以下ではない）。 

選別 

 現在、われわれが持つことのできるさまざまな子どもの選択肢の中から選択することが

可能である。これは、出生前診断や妊娠中絶など、胎児を選別することによって最も頻繁に

行われている。体外受精や着床前診断（preimplantation genetic diagnosis: PGD）を利用するこ

とで、今や胚を選別することができる。一般に、性別を除いて、非疾患の状態を診断するた

めに利用できる遺伝子検査は存在しない。しかし、もし将来的にそのような検査が利用でき

るようになれば、着床前診断も出生前診断も共に、非疾患遺伝子に基づいて子どもを選別す

るために用いられる可能性がある。着床前診断を用いた性別の選択は、現在、オーストラリ

アのシドニーで行われている1。着床前診断は、出生前診断や妊娠中絶よりも心理的後遺症

が小さくなるので、カップルにとって胚を選別する敷居を低くするだろう。 

 将来は、遺伝特性に応じて配偶子を選別することが可能になるかもしれない。今やこれは

性別を選択するために用いることができ、X 精子と Y 精子を選り分けるための方法が開発

されている2。 

行動遺伝学 

 行動遺伝学とは、複雑挙動に対する遺伝子の関与を理解しようとする遺伝学の一分野で

ある。行動遺伝学が扱う範囲は、表 1 に示されている。 

生殖の善行に関する議論 

 疾患遺伝子の選別に関
．．．．．．．．．．

する
．．

単純事例
．．．．

（Simple Case of Selection for Disease Genes）を検討し

てみよう。あるカップルが子供を持とうと体外受精を行っている。それによって 2 つの胚が

作製されている。よく見られる疾患のための一連の検査が行われる。検査の結果、胚 A に

異常は見当たらない。一方、検査の結果、胚 B の遺伝子プロファイルがぜんそくを発症す

る素因のあることを示していたことを除けば、胚 B に異常は見当たらない。どちらの胚が

子宮に移植されるべきであろうか。 

 胚 B は胚 A 以上に支持されると言うべきではなく、それ対する反論もなされるべきでは

ない。（不合理というリスクに直面する際には）胚 A が移植されるべきである。これは、抽

                                                   
1 J. Savulescu, Sex Selection – the case for, Medical Journal of Australia 1999; 171: 373-5. 
2 E. F. Fugger, et al., ‘Births of normal daughters after Microsoft sperm and intrauterine insemination, 

in vitro fertilization, or intracytoplasmic sperm injection’, Human Reproduction 1998; 13: 2367-70. 
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選会のアナロジーにおいて箱 A を選択するようなものである。 

 

表 1．行動遺伝学 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

攻撃性と犯罪行動 

アルコール依存症 

不安と不安障害 

注意欠陥過活動性（多動性）障害（ADHD） 

反社会的人格障害 

双極性障害 

同性愛 

母性行動 

記憶力と知能 

神経症的傾向 

新奇探索傾向 

統合失調症 

薬物中毒 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

なぜわれわれは、ぜんそくを発症しやすい胚を選択すべきではないのか。ぜんそくに関し

て重要なことは、それが生命の質（quality of life）を下げるということである。発作はひど

い息切れを引き起こし、極端な場合、死に至ることもある。ぜんそくの治療にステロイドが

用いられるかもしれない。ステロイドは長期にわたって使用された場合、現在のところ最も

危険な薬の一つとなる。ぜんそくは一生涯続きかねず、長年にわたる薬の治療を必要とする。

最終的に、ぜんそくは慢性閉塞性気道疾患を伴い、その病人に一生車椅子生活を強いること

もあり得る。「ぜんそく」の道徳的に重要な性質は、それがある人の経験するウェルビーイ

ングを低下させる状態だということである。 
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単純事例における自発的な生殖の善行に関するパーフィット的擁護 

 パーフィットの論稿3が刊行されて以降、以下の例が生殖の善行を支持している。ある女

性は風疹にかかっている。その女性は今妊娠すれば、目が不自由で、聴覚に障害のある子ど

もを生むことになるだろう。もし 3 カ月待てば、今妊娠して生まれくる子どもとは別の子ど

もではあるが、健康な子どもを妊娠するだろう。その女性は風疹をやり過ごすまで待つとい

う選択をすべきである。 

 もしくは、原子力事故を検討してみよう。貧困にあえぐ国は、極寒の冬の間、市民に供給

するだけの十分な電力を持たない。政府は、古く危険な原子炉を稼働することを決定する。

そうすれば、明かりや暖房が十二分に利用可能となる。市民は夜更かしをし、人生をさらに

いっそう楽しむようになる。数ヵ月後、原子炉はメルトダウンし、大量の放射能が自然環境

に放出される。唯一の影響は、多くの子どもたちがその後、幼児期に悪性腫瘍を発症する素

因を持って生まれるということである。 

 暖房と明かりの供給は住民の生活様式を変えてしまっている。このような生活様式の変

化を受けて、子どもたちの両親は、暖房や明かりがなく、早く寝ていたなら妊娠していなか

ったであろう、さまざまな時間に子どもを妊娠しているのである。したがって、原子力事故

の後に生まれた子どもたちは、政府が電力供給を原子力に切り替えていなければ存在して

いなかったであろう。それゆえ、（子どもたちの人生があまりにも悪く、その結果、死より

もはるかに悪い状態でない限り）その子どもたちは、原子力への転換と後に起こる原子力事

故によって危害を被っているわけではない。もしわれわれが原子力事故に異議を唱えるな

ら（われわれの多くがそうするであろう）、そのときはある種の無害な不正行為（harmless 

wrong-doing）に訴えなければならない。つまり、危害を被った者はいなかったが、ある不正

が働かれたと主張しなければならない。われわれは生殖の善行原則のようなものに訴えな

ければならないのである。 

単純事例における生殖の善行への反論 

生殖の善行に関する以下の反論はよく見られる。 

「もし、あなたが（ぜんそくの素因を持たない）胚 A を選択するなら、モーツァ

ルト、またはオリンピック水泳選手のような人たちを切り捨てることになるかも

しれない。したがって、胚 A を選択すべきよい理由は何もない。」 

                                                   
3 D. Parfit, ‘Rights Interests and Possible People’, in Moral Problems in Medicine, S. Forovitz, et al., 

eds., Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1976. D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press, 

Part IV, 1984.（＝森村進訳［1998］『理由と人格――非人格性の倫理へ』、勁草書房。） 
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 胚 A を選択することで、モーツァルトのような人を切り捨てることになるということは

事実である。しかし、もし胚 B を選択した場合、あなたがぜんそくを発症しないモーツァ

ルトのような人を切り捨てることになるということも同様に事実である。（入手可能な情報

に基づいて）胚 A と胚 B は同じようにモールァルトのような人になる可能性がある（そし

て胚 B はぜんそくを発症する可能性が高い）。 

単純事例に適用される生殖をめぐる意思決定の諸原則 

 生殖の善行原則は、ぜんそくを発症する遺伝的素因を持たない胚を選択することを支持

する。それは直観的にも正しいように思われる。生殖をめぐる意思決定の諸原則は、この事

例にいかに当てはまるだろうか。 

1．生殖の自律
．．．．．

（Procreative Autonomy）――この原則は、いつ、いかにして、またどんな子

を生むかはカップルが自由に決定すべきだと主張する4。それは、もしこれが決定に際し

て従うべき唯一の原則であるなら、そしてまたカップルが何らかの理由でぜんそくを発

症する素因を持つ胚を選びたいのであれば、そのようにする理由があるかもしれないと

いうことを意味する。 

2．非指示的カウンセリングの原則
．．．．．．．．．．．．．．

（Principle of Non-Directive Counselling）――この原則に

よれば医師と遺伝カウンセラーは、リスクに関する情報とそのリスクを減らすために利

用可能な選択肢だけを提供すべきであるという。彼らは、助言を与えたり、別の方向性

を示唆したりすべきではない5。したがって、もしあるカップルが胚 B を移植したいと考

え、その胚がぜんそくを発症する素因を持っていることが分かっている場合、非指示的

カウンセリングに従えばそれ以上言うべきことは何もないのである。 

3．「子どもの
．．．．．

最善の利益
．．．．．

」原則
．．．

（The 'Best Interests of the Child' Principle）――生殖をめぐる

オーストラリアやイギリスの法律は、子どもの最善の利益を検討することを重視してい

る。例えば、「ヴィクトリア州不妊治療法 1995 年」（Victorian Infertility Treatment Act 1995）

は、「ある治療法の結果生まれた、または生まれるであろう人の福利
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（welfare）や利益は
．．．．

何にもまして重要である
．．．．．．．．．．．

」6としている。この原則は、この選択（ぜんそくを発症する遺

                                                   
4  R. Dworkin, Life’s Dominion: An Argument about Abortion and Euthanasia, London: Harper 

Collins, 1993.（＝水谷英夫・小島妙子訳［1998］『ライフズ・ドミニオン』、信山社出版）; J. 

Harris, ‘Goodbye Dolly? The ethics of human cloning’, Journal of Medical Ethics 23, 1997, pp. 353-

360; J. Harris, ‘Rights and Reproductive Choice’, in The Future of Reproduction, J. Harris and S. 

Holm, eds., Oxford: Clarendon Press, 1998; J. A. Robertson, Children of Choice: Freedom and the 

New Reproductive Technologies, Princeton: Princeton University Press, 1994; C. Strong, Ethics in 
reproductive and perinatal medicine, New Haven: Yale University Press, 1997. 
5 J. A. F. Roberts, An introduction to human genetics, Oxford: Oxford University Press, 1959. 
6 The Human Fertilization and Embryology Act 1990 in England requires that account be taken of the 
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伝的素因を持たない胚を選択すること――訳者注）にとって重要ではない。カップルは、

ぜんそくを発症する素因のある胚を選択し、その
．．

子どもの利益のためにできるだけのこ

とをすることができるだろう。 

 生殖の善行原則の他に取り得る諸原則はいずれも、単純事例においてしかるべき方向性

を打ち出していない。 

疾患遺伝子から非疾患遺伝子へと転換すること――「最善の人生」とは何か 

 大事なのは、ぜんそく（または病気）ではなく、どの程度人生に影響を及ぼすかなのであ

る。人はしばしば、健康とは無関係なウェルビーイング（non-health related well-being）より

も寿命を優先する。非疾患遺伝子は、われわれが最善の人生を送る妨げとなるかもしれない。 

 私は「最善の人生」を、最も多くのウェルビーイング（well-being）がある人生であると理

解している。福利説には、快楽説、欲望充足説、客観的リスト説など、さまざまな理論があ

る7。快楽説によれば、重要なのはわれわれの経験の質、例えば、喜びを経験することであ

る。欲望充足説では、肝心なのはわれわれの欲望がどの程度満たされるかである。客観的リ

スト説では、特定の活動がわれわれにとってよいものということになる。例えば、身命を賭

してやりがいのある目標を実現すること、威厳を持つこと、子どもを産み、育てること、世

界について見聞を広めること、才能を伸ばすこと、美しいものを鑑賞することなどである。 

 これらの理論のいずれに関しても、非疾患遺伝子のいくつかは、われわれが最善の人生を

送る可能性に影響を与えるだろう。暴力的で、急に怒り出し、感情を抑制できない性格に大

きな影響を及ぼす遺伝子があり、その状態が人にかなりの苦痛をもたらすと想像してみよ

う。暴力行為に及べば、法に抵触したり、大切な社会的関係が崩壊したりすることになる。

自立、尊厳、また大切な社会的関係の喪失は、三つの福利説のいずれにおいても悪いもので

ある。 

 ブキャナンらは、リベラル民主主義において大事なことは、人に多目的の手段（general 

purpose means）、すなわち、人生のいかなる計画にも役立つ手段を与えることであると主張

する8。このようにしてわれわれは、自身のよい人生に関する考え方に基づいて人生を形作

                                                   
welfare of any child who will be born by assisted reproduction before issuing a licence for assistance 

(S. 13 (5)). 
7 Parfit, op. cit., Appendix I, pp. 493-502（＝森村訳 1998, 667-679）; J. Griffin, Well-Being, Oxford: 

Clarendon Press, 1986. 
8 A. Buchananm D. W. Brock, N. Daniels, D. Wikler, From Chance to Choise, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000; 同様にブキャナンと同僚は、子どもたちが可能的な最善の人生を送る

ことができるような遺伝子操作（エンハンスメント）の許容性について論じている（第 5 章）。
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ったり、行動したりすることができる。多目的の手段とは、例えば、見たり聞いたりする能

力である。しかし同じように、集中する能力、他者との関係を築く能力、また他者に共感す

る能力は、あらゆる目的のための手段（all purpose means）になるかもしれない。こうした能

力に影響する程度に、われわれは遺伝子を選別する理由がある。 

 別の例を検討してみよう。記憶力（M）は、あなたが覚えておきたい大事なことを覚えて

おく能力である。いくつかの遺伝子が記憶力に遺伝的に関与すると想像してみよう――す

なわち、六つの対立遺伝子（遺伝子）が記憶力に影響している。体外受精によって四つの胚

を作製している。われわれは記憶力の遺伝子プロファイルを検査すべきだろうか。 

 記憶力はウェルビーイングに関係するのだろうか。あなたは粉ミルクを買い忘れ、スーパ

ーマーケットに二度行かなくてはならなくなったことで、よりやりがいのあることができ

なくなる。物事を覚えていられないということは、時に悲惨な結果をもたらすことがある。

実際、ハイキングにコンパスを忘れると命取りになることがある。それゆえ、（その他の条

件が同一であるならば）記憶力を検査し、記憶力に関して最善の遺伝子プロファイルを持つ

胚を選択する積極的な義務があるのである。 

 知能が高ければ、よりよい人生を送る可能性が高まると言えるだろうか。一般の人の直観

レベルでは、ウェルビーイングに関するもっともらしい福利説に従って、知能がウェルビー

イングを促進するということは妥当であるように思われる。快楽説に関しては、別の快楽を

想像したり、過去の経験の重要な特徴を覚えておいたりする能力が、最善の人生を選ぶうえ

で重要となる。欲望充足説については、知能が、自らの目標を最大限に達成する手段を選択

するために重要となる。客観的リスト説に関しては、知能が世界についての知識を深めたり、

豊かな対人関係を築いたりするうえで重要となる。ニューソンは、知能を生命の質と関係づ

けている実証主義的な先行研究を概観している。ニューソンが行った実証主義的な先行研

究の統合によれば、「人が非常に複雑な環境の中に身を置く際に、知能は日々の生活に対処

するうえで高い道具的価値を持ち、また他にも多くの個人的・社会的善の供給につながりう

る能力を備えている」9。 

 プラトンの『ピレポス』においてソクラテスは、最善の人生は知恵と快楽の混合物である

と結論付けている。知恵とは、思考、知性、知識、そしてまた記憶を含んでいる10。知能は、

以下の通り、明らかにプラトンがいうよい人生に関する考え方の一部を成している。 

                                                   

彼らはこの文脈における選別を考慮していない。 
9  A. Newson, ‘The value of intelligence and its implications for genetic research’, Fifth World 
Congress of Bioethics, Imperial College, London, 21-24 September 2000. 
10 Philebus 21 C 1-12. A.E. Taylor’s translation. 1972 Folkstone, Dawsons of Pall Mall: 21 D 11-3, E 

1-3.（＝山田道夫訳［2005］『ピレポス』、京都大学学術出版会、32 頁。） 
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  推理計算を欠いているなら、将来を展望してどうしたら嬉しい気持ちでいられる

だろうかと推し測ることも不可能で、それは人間の生を生きるのではなく、何かク

ラゲみたいなもの、あるいはおよそ貝殻つきの体を持つ海洋生物のたぐいの生を

生きることになるというのが必然なのだ11。 

選別する手段の選択 

 この議論は原理的には、出生前診断を用いた胎児の選別や罹患している胎児の妊娠中絶

にまで及ぶ。しかしながら、妊娠中絶による選別は着床前診断による選別よりも大きな心理

的苦痛を有しており、これらについては検討すべきである。配偶子の選別は、もしいずれ可

能になるなら、最小限の心理的コストにとどまるだろう。 

非疾患遺伝子に使用される生殖の善行原則への反論 

1．子どもへの危害（Harm to the child）――非疾患の形質に関わる遺伝子の選別に対する一

般的な反論は、それが子どもに対して危害を加えることになるというものである。この反論

に関して、その危害は過度の、高圧的な親の期待から生じるというもの、子どもを手段とし

て利用し、目的として扱わないというもの、そしてまた与えられた情報を基に将来的に可能

となる選択肢を閉ざしてしまうというもの（子どもの「開かれた未来への権利」を尊重しな

いこと）など、様々な見解がある。 

 応答はいくつもある。第一に、その危害が重大なものであるということを否定できる場合

もある。親は自分たちが持つ子どもを大切に思うようになる（子どもが重度の障害を持って

いたとしてもである）。さらに、カウンセリングが過度の期待を減らすと論じる者もいる12。 

 第二に、選別を行った場合、われわれは子供がウェルビーイングの低下した状態を経験す

るリスクを受け入れることができる。子どもへの危害とは異なる反論として、「もし胚 A を

選択するのであれば、その胚は依然としてぜんそくを発症する、さらに悪く言えばがんを発

症する、あるいはまた胚 B よりずっと悪い人生を送るかもしれず、あなたはそれに責任を

負うべきだ」というものがある。しかし、（遺伝子操作を用いない方法での）選別はこの反

論を免れる。 

 あなたが胚 A を選択し、それが後にがん（あるいは重度のぜんそく）を発症すると想像

してみよう。あなたが胚 A を選択する以外の行動をとっていたなら、A は存在しなかった

であろうから、A の人生が生きるに値しない限り（全くもっともらしくない）、A に危害を

加えたとは言えない。胚 A を選択しなければ A は存在していなかったので、別な方法で存

                                                   
11 Philebus 21 C 1-12.（＝山田訳 2005, 32） 
12 J. Robertson, ‘Preconception Sex Selection’, American Journal of Bioethics 1:1 (Winter 2001). 
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在したよりも暮らし向きが悪く生まれたことにはならないのである。したがって、われわれ

は非常に悪い結果が高い確率で起こることではなく、低い確率で悪い結果が起こることを

受け入れることができる。（明らかに、生殖の善行はがんを発症する素因の高い子どものほ

かに、ぜんそくを発症する素因の低い子どもを選択すべきではないと要求する。） 

 これは遺伝子操作とは異なる。あなたがぜんそくの素因をなくすために遺伝子治療を行

い、それが後にがんを発症する突然変異を引き起こしたと想像してみよう。あなたは A に

危害を加えていると言えよう。つまり、A は遺伝子操作を行ったせいで、（がんがぜんそく

よりも悪いとすれば）遺伝子操作が行われずに存在していたであろう A よりも暮らし向き

が悪くなっているのである。 

 したがって、以下の二つには重大な違いがある。 

 配偶子、胚、または胎児の遺伝子操作のような介入 

 さまざまな配偶子、胚、胎児の中から選ぶ選別の行為（例えば、性別の選択）。 

2．不平等（Inequality）――生殖の善行に対する一つの反論は、それが不平等を擁護、また

は増大させるというものである。例えば、しばしば、性別、知能、望ましい身体的、または

心理的特徴などに関するあらゆる選択が社会における不平等の一因となり、これが最善の

胚を選ぼうとしない理由だと論じられる。 

 疾患遺伝子を存続させないと判断する場合にも同様の主張がなされる。例えば、ある「障
．

害
．
者差別に関する声明
．．．．．．．．．

」（Disability Discrimination Claim）では、ダウン症のような障害を選

別するための出生前診断が、以下の二つの理由で障害者に対する差別につながると主張さ

れる。 

 ダウン症患者の生の価値に関する主張 

 ダウン症患者の数の減少 

 たとえ障害者差別に関する声明が正しいとしても、社会的平等を促進するために、（障害

のある子どもを欲しない）カップルに障害のある子どもを持つ高いリスクを課すことは、平

等を支持する極端な措置になるだろう。 

 仮に風疹が蔓延したとしよう。ある孤立した集団で風疹の流行が始まる。風疹が蔓延する

以前に作製された胚が障害を持つリスクは高くないが、風疹が蔓延している間に生み出さ

れた胚は難聴や失明のリスクが高くなる。医師は女性に、風疹が蔓延している間に作製され

た胚よりも、それ以前に作製された胚を用いるよう勧めるべきである。それは、本来生まれ

ることが出来ていた目が見え耳の聞こえる子どもたちの代わりに、目や耳の不自由な子ど
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もたちが生まれるのはよくないからである。 

 これは必ずしも、現在、障害を抱える人の生が（障害のない人の生よりも）尊敬に値しな

い、価値を持たないことを意味しているのではない。対麻痺（パラプレジア）をもたらす災

難を防ごうとすることは、対麻痺を抱える人がそうでない人に比べて尊敬に値しないと言

っているのではない。障害と障害を抱える人を区別することが重要なのである。ここでの選

別は前者の障害そのものを減少させるが、後者の価値には言及していない。障害を抱える人

の平等に関してよりよい声明を出す方法がある（例えば、われわれは、遺伝的異常のある胚

や胎児を存続させないと判断することによる蓄え［savings］を、既に障害を抱えている人の

ウェルビーイングを向上させることに当てることができるだろう）。 

 こうした議論は、非疾患遺伝子の選別にまで及ぶ。大事なのは、病気ではなく、ウェルビ

ーイングへの影響なのである。知能に関係する遺伝子などの非疾患遺伝子がウェルビーイ

ングに影響を与える限り、たとえそれが不平等を生み出すことになるとしても、両親には知

能に関わる遺伝子を選別すべき理由がある。 

 この主張は、時に直観に反する含意を持ちかねない。ある田舎の女性たちがひどい差別を

受けていると想像してみよう。その女性たちは子どもの頃に親に捨てられ、有給雇用を断ら

れ、奴隷のように男性に奉仕している。生殖の善行は、カップルが性別の検査を行い、たと

えそれが女性に対する差別を強めることになるとしても、その社会でよりよい人生を送る

ことが見込まれる男性を選択すべきであることを示唆している。 

 これに対する応答はいくつもある。第一に、不平等の一因となる規模での選別が、ウェル

ビーイングを促進するとは考えられないというものである。人口の 50 パーセントが男の子

を生むことを選択すると想像してみよう。その結果、女子 1 人に対して男子 3 人が生まれ

ることになる。そのような社会における男性の生は容認しがたいだろう。 

 第二に、促進されるべきは生殖における干渉ではなく、社会制度改革であるというもので

ある。そのような社会において不正であるのは女性の待遇であり、それは生殖をめぐる意思

決定とは切り離して個別に取り組まれるべきである。生殖は社会変革の道具であるべきで

はなく、少なくとも社会レベルで調停、または動機づけられるべきではない。 

 これはまた、なぜ生殖の善行が優生学と異なるかも示している。優生学とは、よりよい

人々
．．

（population）を生み出すための選択育種である。生殖に介入するための公益
．．

（public 

interest）による正当化は、あるカップルが持つことのできる子どもの中から最善の子どもを

生み出すことを目的とする生殖の善行とは異なる。生殖の善行は、基本的に私的な試みであ

る。優生学運動それ自体は、社会の善（social goods）を促進するために、選択の余地のない

避妊手術を通して生殖に影響を及ぼそうとしたのである。 
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 第三に、恐喝の事例を検討してみよう。ある会社は、もし嚢胞性線維症を発症している人

が 10 万人以上いる場合にのみ、その疾患に有望な薬を開発するとしている。このことによ

り、嚢胞性線維症の保因者検査を止めるよう要求するだろう。政府は保因者検査を止めさせ

るべきだろうか。 

 もしこの研究に資金を提供する別の方法があるならば（例えば、政府の財政措置）、それ

を優先させるべきである。社会的不平等に関するほとんど全ての場合において、障害のある

子ども、または遺伝的に機会が制限された人生を送る子どもを持つよう奨励したり、強制し

たりする他に、不平等を是正する別の方法がある。 

生殖の善行の限界――平等もしくは自己の利益への個人的関心 

 以下の事例を検討してみよう。デイビッドとダイアンは小人症である。家が小人症の人が

住みやすいように建てられているので、彼らは小人症の子供を選択するために体外受精と

着床前診断を利用したいと思っている。サムとスージーは、女性差別が蔓延した社会に生き

ている。彼らは、この差別を減らすために女の子を生むことを希望している。この選択は、

仮に性別の選択が行われたとしても、生み出された子どもに危害を加えることはないだろ

う。しかし、そうした選択は生殖の善行原則と対立する。つまり、われわれはここで、以下

の原則の解決できない対立に直面する。 

 平等、個人の利益、そして生殖の自律に対する個人的な責務 

 生殖の善行 

 個人の自律の尊重が善行、または配分的正義のような他の原則と対立するとき、（倫理学

の観点から）何が為されるべきかに対する単純な答えがないように、生殖の自律と生殖の善

行との間の対立に対しても単純な答えはない。 

 公共政策のためには、リベラル民主主義における自由の尊重を前提とすべきである。した

がって結局のところ、カップルがどの子どもを持つべきかに関して自らが判断を下すこと

を容認すべきである。しかし、これはそうした選択へと導く規範的な原則があることを意味

するのではない。生殖の善行は、たとえそれが他の原則とのバランスを保たなければならな

いとしても妥当な原則なのである。 

 生殖の善行原則の含意は、障害のある人が、もしよい理由を持つならば、障害のある子ど

もを選択することが認められるべきだということである。しかし、最善の選択肢は、われわ

れが別の方法で、すなわち、差別的な社会制度を是正することによって差別を是正すること
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である。このようにして、われわれは平等を実現し、同時に最善の人生を送るであろう人々

を獲得することができる。 

結論 

 非疾患遺伝子に関して、われわれは以下のことを提供すべきである。 

 （着床前診断や出生前診断による）情報 

 どの子どもを生むかに関する自由な選択 

 どの子どもが最善の人生を送る最良の機会を持って生まれるかについての非強制的な

助言 

 ウェルビーイングに大きな影響を与える非疾患遺伝子の選別は、道徳的に求められる
．．．．．．．．．

（生

殖の善行）。「道徳的に求められる」とは、道徳的な説得を意味しており、強制が正当化され

るわけではない。 

 最終的に、もしカップルが最善の人生を送る可能性の低い子どもを選択したいと思うな

らば、彼らは自由にそのような選択を行うべきである。ただし、医師がカップルにできるだ

け最善の子どもを持つよう説得する試みを妨げるべきではない。場合によって、説得は正当

化されないだろう。もし自己の利益、または平等を促進するための関心が、最善ではないも

のを選ぶ動機になるのであれば、そのときはカップルを思いとどまらせようとする一般的

な理由はないだろう。しかし、カップルがウェルビーイングに影響するであろう遺伝子に関

する利用可能な情報を用いたくない、または得たくないという場合、そして彼らの願望が不

合理な恐怖（例えば、自然への干渉や神を演じることについて）に基づいている場合には、

医師は生殖をめぐる意思決定においてカップルがそうした遺伝子に関する情報を入手し、

利用するよう勧めるべきなのである。 




