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013ー006 人間の尊厳について
（Pico della Mirandola）

「人間の尊厳について」

（１４８６年、Pico della Mirandola）

”人間は偉大なる奇跡であり”
”神は人間を世界の中央に置いた”

人間を宿命を甘受する受動的な存在としてではなく，

自律的に決意し選択し主体的に世界に働きかける可能性を

有する能動的な存在と見なす。人間には望むものを持ち，

欲するものになることが許されている。

（山本義隆：磁力と重力の発見 2．ルネサンス，p339，みすず書房，東京，2003）



017-033



017-037



017-038



017-042



017-043



017-044



017-039



017-040



017-041



（019－054） 受精卵診断米本昌平：朝日新聞2006年3月24日金12版15頁

受精卵診断という技術を社会の中でどう認めるか。

欧州：キリスト教的倫理観を背景に。。。長い時間をかけた
社会の価値観と技術論のすり合わせの結果，1990年代に
各国の生殖技術規制法に結実。。。

米国：移民の国として宗教的価値観が多様で。。。社会的合
意が形成されず。。。「自己決定と自己責任の原則」

日本：宗教的切実さがなく，法規制へと動かす世論の高まり
もない。。。学会の指針による医師らの「自己規制」。。。社会
の要請に見合う統治能力はない。。。機動性の向上とテクノ
ロジーアセスメント（技術評価）を行う機能を持つこと。。。日
本では生殖医療をめぐる議論が決定的に不足。。。

生命倫理一般



Informed Consentに対する医師と患者の意識の差
015-052 朝日新聞2005年夕刊2月26日3版10頁



生命倫理の成立 007029

生命倫理（バイオエシックスBioethics）という術語

Potter VR（Bioethics-Bridge to the Future, 1970）

時代的背景：

先端科学技術の急速な発展・科学技術の巨大化

その災害に対する警戒・警告⇦テクノロジー・アセスメント（事前評価）

生命倫理:生命科学技術に対するテクノロジー・アセスメントの一環として

基調思想：

近代人間中心主義⇦近代欧米的開拓者的心性（人間は自由・尊厳な存在。

将来の繁栄と生き残りのため，自然や宇宙空間を征服，開拓しなければならない。

科学技術は，危険を克服しつつ，強力に推進されるべきである）

⇦近代的な”人格”概念に依拠・自由な人格を持つ”人間の尊厳”，”人間（市民）の
基本的人権”を思想基盤

医療におけるパターナリズム的思想から

自己決定・インフォームドコンセント・患者の権利などの理念の進出
（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。生命倫理11(1):182,2001）



人権論・尊厳論の後退 007030

これまでの生命倫理

「人権」，あるいは「人間の尊厳」を基軸概念とし，

その擁護を基本原理として解読

新しい生命倫理の動きの台頭

新しいグローバル・バイオエシックス

環境問題・人口問題

アジア的価値観の加入

人権論・尊厳論の根拠に対する疑問・後退・相対化

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):182,2001）



生命倫理の転回 007031

近代的ヒューマニズムからの脱皮/

ポストヒューマニズムへの試み

その要因：

1．遺伝学（DNA学）の急速・劇的な展開

2．環境問題の新たな局面の発生

3．アジア的パラダイムの進出

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):182,2001）



生命倫理の転回(1) 007032

1．遺伝学(DNA学）の急速・劇的な展開

「人工進化（artificial evolution）」

他の特性をもつ別の種の人間に変えることの可能性，

自然進化を阻止することのでき技術的可能性→

倫理的・社会的・法的な対応の必要性

「人権擁護（Council of Europe，1,982）」：

人権とは人為的に変更されない遺伝的パターンを遺伝的に受け継ぐ権利

を含む→体細胞の遺伝子治療は容認。生殖細胞の遺伝子的操作は不容認。

両者の区別は不明確。理論的根拠も不明白。

体細胞遺伝子操作が生殖ラインに影響を与えない確証はない。

遺伝子治療は、治療効果が子孫にまで及ぶものであると考えるのが妥当。

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):183,2001）



生命倫理の転回(2) 007033

2．環境問題の新たな局面の発生

環境思想が高まり，結果的に「人権」の主張が弱まりつつある。

人間の将来ではなく，地球全体あるいは生命圏全体の

保全への道→生命価値の平等性の主張。
「動物の権利]「自然の権利」のような，「人権」概念における人間中心

思想の独善性・排他性を批判する対抗概念の一般的認知。

人間のみに特別な尊厳性と価値を認めた

近代的な「人権」概念は衰退。
人間の「豊かな生活」までを基本的人権に組み入れるなら，

過剰消費の結果,生態系は全体として危機に瀕することになる。

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):183,2001）



生命倫理の転回(3) 007034

3．アジア的パラダイムの進出
欧米では普遍的な「人権思想」がアジアでは、必ずしも無条件には通用しな

い。21世紀の生命倫理は，これらの相違・違和を乗り越え，それらを総合・

融合させるグローバルな社会調整技術を体現する必要。

西欧社会（EU・国連・ユネスコ）では，依然として古風な「基本的人権」概念を

再定義のないまま，絶対不可侵なものとして，実質的な根拠に不確かな「尊厳」の

概念を据えようとしている。日本の政策官庁までが、この傾向に追従する。

人権の普遍性の主張とその実現とは全く別物。

欧米先進国は人権の普遍性の主張を掲げつつ，実現に関してはエゴイスティックに

彼らの社会の「豊かな人権」の実現を優先させる。（京都環境議定書の批准を米国は

拒否→ 環境の悪化，被害は貧困層を直撃）

アフリカにおける民族間の紛争の原因は、近代西洋諸国家の植民地政策。植民地化は啓
蒙というヒューマニズムティックな名目による。ヒューマンとは特定の人々,「市民」
を意味し，人権とはこの欧米の市民の権益を守るための創作。中国の一人っ子政策は優
生思想が明瞭（優生学は欧米的基準では人権の侵害・尊厳の冒涜。中国社会は人口抑制
に成功し，優秀な子孫によりさらなる繁栄を実現すると確信。

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):185,2001）



グローバル・バイオエシックスの可能性
007035

1．新しいヒューマニズム

18世紀的な「自然の征服」は環境破壊であり，

「開拓者的心性」を捨てる。

「生命の平等」（伝統的アジア的生命観エトスの中核）

2．人権思想の最小化と相対化

「人格」（語源ペルソナ）は社会的・後天的に与えられた

「仮面」,普遍的・先天的でもない虚構概念。

「理性」もまた架空。人間にのみ尊厳性を認めるための架空概念。

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):186,2001）



グローバルな調和／無原理の社会バーゲン
007036

グローバル・バイオエシックス：

欧米的個人主義的功利主義の立場を含みつつ，

それを超えて全体的（ホリスティック）な立場をとる。

伝統的アジア思想は一般にはホリスティックな傾向。
仏教思想・儒教思想・老荘思想などには個人の人権という概念はなく，

全体・家族・近隣・コミュニティー・社会などへの顧慮の比重が高い。

ときに強烈な反エゴイズム・自己犠牲・・滅我の倫理。

欧米の倫理思想との対立の可能性。

（解決のための）人権原理・正義原則のような

共通原理・原則の確立の試みの成功は期待できない。

「無原則の妥協」「無原則のバーゲン」が必要。

「東洋の知恵」の実際の姿？

（坂本百大：人権，尊厳の概念に抗して-アジア的グローバル・バイオエシックス宣言-。

生命倫理11(1):187,2001）
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013-030 WHO憲章改定考察への要求
1998年1月22日WHO憲章のレビュー：特別委員会報告

以下を挿入する

「健康とは，完全な肉体的，精神的，spiritualおよび
社会的福祉のdynamicな状態であり，単に疾病又は病弱
の存在しないことではない

Health is a dynamic state of complete physical, 
mental ,spiritual and social well-being and not 
merely the absence of disease of infirmity」

(津谷喜一郎ら：、健康のスピリチュアル・ディメンジョン(5)、東洋医学28(3):234,2000)



015ｰ023 日本の西欧化
われわれ日本人も永らく，明治維新以来，近代文明はバラ色で

あり。。。これはデカルト以来の近代的合理主義に支えられてお
り，近代的な科学技術の文明こそ，幸福をもたらすものであり，
社会主義・共産主義を目指すマルクス主義もまた，広くこのよう
な潮流に乗るもの。。。このような近代化は西欧化以外にはない
と信じてきた。ある意味では，日本こそ，そのような非西欧世界
の中にあっての西洋化の優等生。。。しかし皮肉なことに，わが
国で，その西欧化，特に科学技術の急進展によるさまざまな混乱，
社会や自然との間に引き起こすきしみ，が本尊の西欧より先に生
ずることとなった。水俣病・イタイイタイ病・光化学スモッグ・
農村の過疎・都会の過密・交通事故の急増・四日市公害，その他
その他。多くの人々がこの世の事態を憂いながらも，なお何ら具
体的な対策を講じえない，また対策を講じても目立った成果を上
げない。。

（White  L: Machina ex deo,1968
（青木靖三訳：機械と神；訳者あとがき、みすず書房、p183、東京、1999年）



日本人の基本的な心性 005028

日本人のもっとも基本的な心性は、

森林の中で育った心性なのである。

森林を離れて、日本の文化はありえない。縄文文化は、すべて
生きとし生けるものは本来同じものであるという世界観を根底に
して、生きているものは永久に大いなる生死循環を繰り返すとい
う世界観である。

この世界観が、近代世界を支配した人間中心的な、歴史を循環
ではなく、一方的な進歩と考える世界観にとって代わらなければ
ならない。。。

狩猟採集文化の中には、人間が生きていくための

健全な知恵がある。

cf.森林は文明を支配

（梅原猛：日本の深層、p269、小学館、東京、2000年）



儒教・仏教・道教の死生観 008019

儒教：招魂再生。招魂再生が目的ではない。

その考えを基礎として、現実に生きてあるうちに到達し

ようとする。目的は聖人。

死後は祖先祭祀によって生の世界に回帰。

仏教：輪廻転生。輪廻転生という「苦しみの連続」から

解脱して、仏となることが目的。生死を超えて

仏になろうとする。

道教：不老長生。死生観自身が目的，達成できると仙人。

生死を一体化して仙人に成ろうとする。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p48、筑摩書房、東京、1994）



日本の脳死・臓器移植の将来 008026

臓器移植を希望する患者は多いが，臓器提供者は非常に少ない。

大半の日本人が儒教的死生観の持ち主だからである。その

肉体は親の遺したものであり，傷つけないように大切にする

ので，死後も,肉体から臓器を取り出すことを好まない。遺族

は墓を作り。焼身式土葬を行い，祖先祭祀を行う。霊魂が

この世に留まり，遺族が行う招魂（祖先祭祀・先祖供養）

によって位牌に憑り付き，再び生きる。

現在，遺体を焼いた後，お骨を拾って墓に納める。そして

お墓参りを欠かさない。

宗教上の行為は，あれ多かれ少なかれ，非合理的なものである。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p219、筑摩書房、東京、1994）



臓器提供に対する仏教者の立場 008027

日本の仏教者は，脳死の承認や臓器移植に反対。

日本の伝統的価値観から受け入れがたい，

臨終に際しては, 心だけでなく遺体の扱いを大切にという。

インド仏教の輪廻転生の死生観に立てば，解脱できず，

輪廻転生して次の生を受ける時，新しい身体を得るので現世

における肉体は役に立たず，意味もない。

遺体の提供に反対するのは，儒教の死生観・招魂再生観に

基づくからである。

日本仏教は，インド仏教と儒教との併存といいながら

死生観においては，事実上は，より儒教的である。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p220、筑摩書房、東京、1994）



スリランカ・インド／中国における臓器提供 008028

スリランカ・インドなどの南アジアにおける宗教（ヒンズー教・
仏教)における死生観は輪廻転生である。この世は苦という

認識。死を恐れていない。死者の肉体には意味を認めない。
輪廻転生の国々から大量の臓器提供は，死生観から行って不
思議ではない。

中国では死刑囚からの臓器獲得・移植を容認。儒教とは

関係ない。中国では昔から死刑囚に対する人権的配慮はない。

死刑になるような悪事を犯した人間は，家系譜から抹殺し，
一族の墓にも入れない。人間扱いをしない。どうせ死ぬなら
ばもったいないとい即物的理由から獲得。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p225、筑摩書房、東京、1994）



日本における生と死の「曖昧な肯定」 007028

日本においては何故に告知がなされてこなかったのか，

されていないのか。曖昧にしておくということは，生の

可能性があるように，一種の通り道を残しておくという状態

（吉本隆明『思想としての死の準備」）

言葉だけの「真実」を突きつけること以外の可能性。。。

死生をめぐって問題全般に関しての「曖昧にしておく」

ことの可能性あるいは有効性。。。

（ 日本（近・現代）生と死の「曖昧な肯定について」

死生観と生命倫理，関根清三編，p148、東京大学出版会，東京，1999年）



011-051   外来宗教文化に過剰反応、だが消化不良

外来宗教・文化に過剰反応し、宗教論議・宗教闘争の成果なしに、
政治的に宗教改革するのは日本文化の特徴

大和朝廷時代の仏教伝来に八百万多神教（山岳神道）の弱体化
→神道・仏教の習合、慈悲の心
ｃｆ：薬師・薬師寺・施療院（寺）、神仏に祈願
江戸時代に儒教流布、封建制度の維持に好都合
→神道・仏教・儒教の習合・日本的仏教 ｃｆ：赤ひげ医道・paternalism

江戸末期からの西欧キリスト教文化伝来に廃仏毀釈
明治政府の近代帝国化・国家神道の擁立
天皇（＝現人神）と天照大神ら（＝現人神のご先祖）に対する信仰 cf：儒教精神
教育勅語（＝現人神への信仰をもとに儒教道徳に近代道徳を加えたものの羅列）
ｃｆ：日本赤十字社・恩賜財団済生会・掖済会

第二次大戦の敗戦によって国家神道も否定（＝現人神が人間宣言）
GHQは、国家神道は否定しても宗教（とくにキリスト教）は否定しなかった！？
共産党の伸張は宗教そのものを否定？
→過剰反応として医療・教育における霊性・宗教性は禁句！！宗教的習俗衰退
儒教道徳の追放→社会規範・公徳・公序良俗の喪失
祭りは宗教性のないエンターテインメント・イベントとして復活
霊性・宗教性を認めるキリスト教文化・精神消化しきれない



011-050  現代日本医療の霊性・宗教性の重層性

現代日本の医療と霊性・宗教性
表層（後天的・獲得的・教養的・建前論的）：
医療・教育において霊性・宗教性は禁句！オカルトには腰が引ける（どうする？）。
儒教道徳・精神の追放（paternalism追放）。
情報開示・informed consent・病名告知。移植医療。国境なき医師団・在宅看護
深層（先天的・生来的・遺伝的・民俗的）：
霊性・宗教性を認める。死体に霊魂。葬式・盆・暮れ・祭り（日本式儒教化仏教）
マスコミ的オカルト・占い・祟り・遺恨・怨恨。

儒教的精神（家族内のことは外へ言いたくない。家の恥。外聞が悪い）
病名は本人には言わないで！キリスト教的service/donation精神は未熟・ない？
移植臓器は肉親へ提供。移植のための脳死（日本的捩れ・歪み）。
医療における感性の原初的共鳴（vibrational medicine）・癒しの医療
神仏に祈願/加護・シャーマニズム
cf:most popular CAM in USA prayer

根源的深層精神構造は、霊・霊性を認め、
真にグローバル的共通！！


