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安楽死論事始め
−森鷗外「甘瞑の説」の意義と問題点−
Beginning of topic regarding euthanasia in Japan:
significance and problems of “Kanmin no setsu” by Ogai Mori

寿台 順誠
Junsei JUDAI
ή早稲田大学大学院社会科学研究科

■KEY WORDS
マルティン・メンデルゾーン（Martin Mendelsohn）
甘瞑の説（“Kanmin no setsu”）
積極的・消極的及び間接的安楽死（active, passive, and indirect euthanasia）
緩和ケア（palliative care）

要 旨
日本における安楽死に関する初期の文献としては、森鷗外の「高瀬舟」
（1916）に言及されることが多い。し
かし、鷗外はそれ以前に、当時のドイツにおける先端的な論文の一つである Martin Mendelsohn の “Über
（1898）と題して翻訳していた。これは日本における「最
die Euthanasie ”（1897）という論文を、「甘瞑の説」
初の安楽死論」と言えるものである。ところが、鷗外は「メンデルゾーン」を誤って「メンデルスゾーン
（Mendelssohn）
」と記していたので最近まで原文が特定されず、これに関する研究はあまりなされてこなかっ
た。本研究では、原文と鷗外訳の照合を通して、
「安楽死論事始め」の模様を描き出すことを試みる。結論と
しては、メンデルゾーンが “Euthanasie ” の語を「積極的及び消極的安楽死」から「緩和ケア」までの幅広い
意味で使用していたことから、鷗外の初期的関心も「積極的安楽死」ではなく「間接的安楽死」にあったこと
が確認される。また、その視点から「高瀬舟」の主題が再考される。

SUMMARY
As far as the early document about the euthanasia in Japan is concerned, it is often referred
to as “Takasebune” (1916) by Ogai Mori. However, before this, Ogai translated the article “Über
die Euthanasie” (1897) by Martin Mendelsohn, which was one of the leading papers in Germany at
the time, with the title “Kanmin no setsu” (1898). This can be called “the ﬁrst euthanasia document” in Japan. However, Ogai wrote “Mendelsohn” as “Mendelssohn” by mistake. So, the article
has hardly been studied without the original being identiﬁed until recently. In this study, I try to
clarify an aspect of “beginning of topic regarding euthanasia in Japan (Anrakushiron kotohajime)”
through collation of the original and the translation by Ogai. It is concluded that Ogai was initially interested in “indirect euthanasia” more than “active euthanasia,” because Mendelsohn used
the word “Euthanasie” in a very broad sense from “active and passive euthanasia” to “palliative
care.” In addition, the subject of “Takasebune” is re-examined by the above viewpoint.
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を紹介したのか、その背景事情を記しておきたい。

はじめに

これに関しては以下の二つが考えられる。

日本で最初に安楽死を問題にした文献が、森鷗外
（1862-1922 ＝以下、
「鷗外」と記す）の「高瀬舟」
（初
出 は 1916 年 1 月 1 日 発 行 の『 中 央 公 論 』31 年 (1)）
1）

１−１ 啓蒙活動の一環として
第一に、鷗外は啓蒙活動の一環としてこれを紹介

だと思っている人は少なくないであろう 。しか

したということである。4 年間（1884-1888）のドイ

し、安楽死を主題にした小説という意味では「高瀬

ツ留学を終えて帰国した鷗外は 1889 年以降、いく

舟」が最初のものだとしても、その由来を記した

つかの医学雑誌の編集・創刊を通じて近代医学を日

「高瀬舟縁起」
（初出は 1916 年 1 月 1 日発行の『心の

本に根づかせようとしたが、そうした雑誌の一つと

花』20(1)）も含めて、これが日本初の「安楽死論」

して 1897 年に『公衆医事』という雑誌を発刊した 9）。

だと言うことはできない。

その趣旨は以下のようなものであった。

また、
「高瀬舟」以前に安楽死問題を紹介したも
のとして、憲法学者・市村光惠（1875-1928）の『医
師之権利義務』
（宝文館、1906 年）が挙げられること
がある 2）。同書で市村は “Euthanasie” に「安死術」

同志相謀り、新たに公衆医事会を起し、公衆
医事は其機関たり。
凡そ物の起るや、起らざるを得ざる事由あり

「速死術」という訳語を当て、自身は否定論に立ち

て存す。曰く政党、曰く会社、曰く学会、曰く

ながら、当時のドイツの賛否両論やアメリカの立法

何、曰く何、皆然らざるは莫し。公衆医事会の

3）

動向を紹介している 。しかし、これも「最初」の

起る、豈縁由するものなからんや。
夫れ俗界の事は、日刊新聞ありて之を報道

安楽死論とは言えない。
実は日本における「最初の安楽死論」は、これも

し、論評し、見る者をして警むる所あり。聞く

鷗 外 に よ る も の で あ る が、
「甘暝の説」
（初出は

者をして恥づる所あらしむと雖、医界の事に至

4）
1898 年 6 月 1 日発行の『公衆医事』2(5)）
だと思わ

りては公衆の耳目に入るもの少なく、権謀を擅

れる。これはマルティン・メンデルゾーン（Martin

まゝにし、黠譎を逞うする者あるも、人之を怪

Mendelsohn, 1860-1930）の安楽死論（Über die Eu-

まず、一派に党し、公正を欠く者あるも、人之

5）

thanasie, Zeitschrift für Krankenpflege 1, 1897） の抄

を異とせず、議権を蔑し、暴戻を横にする者あ

訳である。この論文は、ドイツにおける安楽死論争

るも、人之を咎めず、権門に夤縁し、当局に阿

の起源とされるアドルフ・ヨスト（Adolf Jost, 1874-

附し、結託して以て己れの利を図る者あるも、

1908）の『死ぬ権利』
（Das Recht auf den Tod, Dietrich,

人之を譲めず、老朽を推し、小人を薦め、以て

6）

1895） に次いで出されたもので、鷗外はいち早く

己れの地位を固くし、又以て後進の路を塞ぐ者

これを紹介していた。ところが、鷗外は「甘瞑の説」

あるも、人之を詰らず、凡そ此類枚挙に遑あら

の末尾に、著者の表記を誤って「本説は伯林大学助

ず、若し遂に之を問わざらんか、封豕長蛇、底

7）

教授 Martin Mendelssohn の文の要略なり」（
「メン

止する所を知らず、其弊や将に測られざらんと

デルゾーン」を「メンデルスゾーン」
）と記してい

す。公衆医事会茲に於て起れり。而して公衆医

たので、「甘瞑の説」の原文は長らく不明であった。

事脛なくして四方に走り、以て其非を鳴らさん

これが誤記だと判明して、原文が特定されたのはつ

とす。10）

い最近のことである 8）。
そこで本稿では、原文と「甘瞑の説」の照合を通

これに関しては、
「その発刊の理由と発行継続の

して、いわば日本における「安楽死論事始め」の模

熱意をみると、鷗外が『公衆医事』を通じて医学の

様を描き出してみたい。

啓蒙と評論活動にいだいた使命感ともいうべきもの

１．「甘瞑の説」の背景
照合に入る前に、鷗外がなぜ “Über die Euthanasie”

11）
を認めることができる」
と言われている。
「甘瞑

の説」はこの『公衆医事』の第 2 巻第 5 号に掲載さ
れたものである。そして、その原文である “Über
生命倫理 oa['1 ^a$ '"$15
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die Euthanasie” は、当時ドイツで看護学を確立しよ

1910）16）の指導を受けて、医学における食餌療法と

うと奮闘していたメンデルゾーンが、自ら編集を引

看護の重要性にめざめ、医学の一専門分野として看

き受けた ‘Zeitschrift für Krankenpflege’ という雑誌

護学の確立に尽力した。1895 年に “Krankenpflege

の第 1 号冒頭に掲載された先駆的な論文であった。

und spezifische Therapie” という論文で大学教授資
格を得て大学私講師（Privatdozent）となり、1897 年
6 月 28 日にはライデンらによって教授昇格願いが大

１−２ 日清戦争（1894 年− 1895 年）への従軍
第二に、日清戦争の影響が考えられる。鷗外は第
二軍兵站部軍医部長として従軍したが、1894 年 11
月の旅順攻略後、同年末の報告文に以下のようなこ

学に提出され、1899 年 5 月 20 日に教授の称号が授
与されている。
ま た、 彼 は「 科 学 的 看 護 」（wissenschaftliche
Krankenpflege）という講義の実施を懇願し、1902

とを記している。

年に許可が下りている。彼は、医師は一日のうち
別に俘虜傷者二十二人、俘虜病者四人あり。

23 時間 45 分は患者のそばにいるわけではなく、そ

病虜の一人両足凍傷して後、壊疽をなす。乃ち

の間は看護が応用治療（angewandte Therapie）とし

之を裁断す。一夜、此虜繃帯を開鬆し、其一片

て医師の機能を代用している等として、看護の重要

を裂いて頸に纏絡し自ら縊れんと欲する者に似

性を強調したという。

たり。其故を問へば則ち云く。既に両脚を失
う、何に縁りてか活をなさん、死するに若かず
と。慰諭して僅に止む。其性命を重んぜざる、
固より笑う可しと雖、国俗此の如きを致す所以
の者あるに想い到れば、亦洵に憫むに足るもの
12）

あり。

３．“Über die Euthanasie”（原文）と「甘瞑
の説」（鷗外訳）
それでは、“Über die Euthanasie” と「甘瞑の説」
の照合作業に入りたい。以下、まずこの論文の全体
的な流れを確認してから、その後、原文と鷗外訳の
間で重要な違いがある部分に焦点を当てて、問題点

要するに、現地の寒さが深刻な問題となる中、あ

を検討することにしたい。

る捕虜が凍傷で両足を切断することになり、それな
らもう生きていても仕方がないと言って自殺をはかっ

３−１ 原文（及び鷗外訳）の要旨

たのに対して、慰め諭して自殺を思いとどまらせた

原文も鷗外訳も見出しなどを付けて項目分けをす

というのである。この文に関しては、「鷗外の手に

ることはしていないが、筆者なりに見出しを付けて

なるものだけでなく概して冷静一方の軍人の報告文

区切ってみると、原文は以下のような順で議論を進

が、このように深い同情の念を表白するのはあまり

めている（鷗外の抄訳も原文通りの順になってい

13）

例を見ない」 と評されている。鷗外自身のこうし

る。以下、⑴〜⑼の各項目にゴシック体で見出しを

た体験が、“Über die Euthanasie” を紹介しようと思

付け、― の後に各項目の要旨を記す）。なお、原

14）

い立つことには影響を与えていたのかもしれない 。

文の “Euthanasie” は後記の如く「緩和ケア」の意
味も含めて非常に多義的に用いられており、これを

２．マルティン・メンデルゾーンについて 15）

「安楽死」などの訳語に置き換えてしまうと、それ

次にメンデルゾーンの経歴を確認しておきたい。

ではカバーしきれない意味も含まれているので、以

メンデルゾーンは 1860 年、ポーゼン（ポーランド

下、そのように多義的な意味で使用されている場合

中西部の商工業都市＝ 1945 年までドイツ領）にユ

には「オイタナジー」のまま話を進め、もっぱら安

ダヤ人両親の子として生まれた。鷗外より 2 歳年上

楽死の意味のみを示す場合には「安楽死」と記すこ

のドイツの医師で、ベルリン大学教授を務めた人で

とにしたい。

ある。
彼は 1879 年からベルリン大学医学部においてエ

⑴オイタナジーとは？ ― オイタナジーを「安ら

ルンスト・フォン・ライデン（Ernst von Leyden, 1932-

かな死」と定義し、それに対する配慮は医師の

6
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最も重要な任務であるとする。
⑵医療活動とは？ ― 患者の最期の一息まで医師
は傍観者であってはならないとする。
⑶医療活動の３つの方法 ― 医療活動には手術・

以上の中から特に重要だと思われる、⑴オイタナ
ジーとは？、⑺積極的安楽死の否認、⑻消極的安楽
死の容認、⑼オイタナジーの本来的な３つの技術的
手助け、の部分の問題点を以下に取り上げたい。

投薬及び看護の 3 つがあり、オイタナジーはそ
のうち看護の不可欠な要素であるとする。

３−２ オイタナジーとは？（文末【資料１】参照）

⑷無危害原則に反する２つの方向 ― 安らかに死

まず冒頭のオイタナジーを定義する部分を確認す

にゆく人を妨げ、苦しめることは医療の最高原

る。ここは鷗外が原文の文言をあまり省略すること

則である無危害原則に反するとした上で、手術

なく、比較的忠実に訳している部分である。「甘瞑

を施す等の侵襲的な治療行為と、完璧なオイタ

Euthanasie とは安く死する謂のみ」と始まる「甘瞑

ナジーをもたらそうとするあまり生じる過剰な

の説」は、鷗外初期のいわゆるドイツ三部作（「舞

世話、の 2 つの方向において安らかな死が妨げ

姫」1890 年・「うたかたの記」1890 年・「文づかひ」

られる恐れがあるとする。

1891 年）同様、「現代日本人が二度と書くことので

⑸死に至るプロセスとオイタナジー ― 死にも

きなくなったこの清麗で理智的で詩的な」17）、しか

「頓死」から「自然死」まで種々の形態があ

しそれでいて簡にして要を得た独特な雅文体で書か

り、各々に合ったオイタナジーの手段を尽くす
べきであるとする。

れている。
但し、原文の「医術には、死から恐怖を取り除

⑹人間（高等動物）の死とオイタナジー ― 人間

き、死の苦しみを緩和するという拒否できない任務

は死に臨んで感覚や意識を失って苦しみを感じ

がある」という一文を、鷗外は逐語的に訳出してい

ない場合が多いが、それでもなお医師にはなす

ないことには注意を要する。後に記すように、メン

べきことが多いとする。

デルゾーンは「安楽死」のみならず「緩和ケア」ま

⑺積極的安楽死の否認 ― 医師には、終末期の苦

で含む広い意味で “Euthanasie” という語を使用し

痛を短くするために、故意に人を早く死なせる

ており、この一文はそのことを示しているのである

権限はないとする。

が、これを「甘瞑は医の当に力を致すべき所のもの

⑻消極的安楽死の容認 ― 医師には、必ずしもす

なり」というごく簡単な文にまとめてしまうことに

べての場合に強いて死を遅くする義務はないと

よって、鷗外訳は「オイタナジー」のもつ多義性を

する。

表現し損なっていると思う。

⑼オイタナジーの本来的な３つの技術的手助け
― オイタナジーの本来的な技術的手助け（世

なお、「甘瞑」の語の典拠は『荘子』であると言
われている 18）。

話）は、精神的・身体的な及び治療上の作用に
従って 3 つに分けられるとして、各々について

３−３ 積極的安楽死の否認（文末【資料２】参照）

終末期の患者に対してなすべきことを念入りに

積極的安楽死を否認しているところは、最も重要

記す。精神的には最期まで患者の望みを保つこ

な箇所だと思われる。この部分には、原文と鷗外訳

とが医師等の最も重要な任務であること、身体

の間で以下の三点において重要な違いがある。

的には看護が不可欠であること、そして治療上

第一に、メンデルゾーンは、「医師には、死にゆ

の問題としては、終末期の治療は消極的なもの

く人の苦痛を短くするために、どっちみち消えゆく

で、モルヒネ等の麻酔薬は限定的な使用にとど

生を、予想より早く終わらせ、故意に短くする権限

めるべきだとする。特に身体的な世話について

があるであろうか」という問いを立ててそれを否定

は、新鮮な空気、清潔さ、寝床と体位、安静

しているけれども、にもかかわらず一応それも「言

（視覚・聴覚等の問題）
、飲食、迷信の排除につ

葉の最も広い意味において、「オイタナジー」であ

いて、具体的かつ詳細に説明されている。

ろう」として、積極的安楽死がオイタナジーの一つ
として存在し得ることは認めている。しかし、鷗外
生命倫理 oa['1 ^a$ '"$15
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はこの文を訳していない。鷗外はそもそも積極的安

は、それほど明確でない。というのは、メンデル

楽死の存在自体を認めていなかったのだと思われ

ゾーンは「消えゆく生を、およそあらゆる可能な手

る。

段を用いて引き止め、生の最期の場面の自然な展開

第二に、メンデルゾーンは、積極的安楽死が否認

を遅らせ、そのために死にゆく人をなお苦痛や苦悩

される根拠の一つに、それが「神の法に…反してい

の下にとどめることは、医師の使命・義務なのであ

る」ということを挙げているが、鷗外はこれも訳し

ろうか」という問いを立てながら、
「これに関して

ていない。これに関しては、「日本では一神教信者

は、おそらく答えはない」としているからである。

が少ないので、これは日本人にとってなじみのない

が、「一定の期間を越えて生を維持すべき」場合が

19）

表現だったがために、削除されたのではないか」

あるとしても「ほんの時々あることにすぎない」と

と言われている。鷗外は、例えばアンデルセンの

して、延命が必要な場合をごく少数に限定している

『即興詩人』の訳においても超自然的（宗教的）な

ことから、基本的には消極的安楽死は容認されてい

意味をもつ言葉を省略しているが、それについて

ることが読み取れる。その点、鷗外が敢えて原文に

は、
「鷗外は文学の作品を訳す以上に、西洋文化を

はない言葉を用いて「乃ち知る医は必ずしもすべて

いかに取り入れるか、何を捨てるかに腐心していた

の場合に強ひて死を遅くせんと欲するものに非ざる

のです。それは、おのれの教養と文化的背景を抵当

ことを」としているのは、むしろ原文の趣旨をより

にして行なった賭でした。鷗外の西洋文学の翻訳は

明確にしているのだと思われる。

20）

西洋「文化」の翻訳でした」 、と言われている。

以上のように、鷗外訳は積極的安楽死を完全に否

「甘瞑の説」における「神」の削除にも、
「西洋文化

定した上で、翻って消極的安楽死の方は容認される

21）

の日本化」 という意味があったと言ってよいであ

ものであることを明確にすることによって、原文よ

ろう。

りもハッキリとした形で「積極的安楽死は否認／消

第三に、メンデルゾーンは、積極的安楽死を否定
するもう一つの根拠として、
「生は譲渡できない権

極的安楽死は容認」という図式を描き出していると
言えるであろう。

利（Recht）
」であることも挙げているが、鷗外はこ
れも省いている。「権利」という言葉を省略するこ

３−５

オイタナジーの本来的な 3 つの技術的手助け

とが特に問題なのは、これによって原文には含まれ

さて、その後、原文では「オイタナジーの本来的

ていた両義的なニュアンスが失われてしまったと考

な技術的手助け（die eigentliche Kunsthilfe der Eu-

えられることである。原文のように積極的安楽死を

thanasie）は、精神的・身体的な及び治療上の作用

否定する根拠に「権利」を置くと、それならば患者

に従って 3 つに分けられる」として、終末期の患者

自身が権利を放棄する場合はどうなのか、或いは権

に対してなすべきことが非常に詳しく記されてい

利と言うなら「死ぬ権利」も主張できるのではない

る。この部分には以下の三つの問題点があると思わ

かなどと、逆の結論に至りつく可能性も出てくるで

れる。

あろう。が、鷗外は「これに応ずるは殺すと同じく

第一に、原文が終末期の患者に対する「技術的手

して、病人を殺すは猶生人を殺すものなればなり」

助け」を「オイタナジーの本来的な」こととして述

と、敢えて原文にはない「人を殺す」という強い言

べていることによって、「オイタナジー」という言

葉まで用いて完全否定することによって、積極的安

葉が、いわゆる「積極的及び消極的安楽死」だけで

楽死が肯定される可能性を一切残さないようにして

なく「緩和ケア」や、或いはもっと広く「看取りの

22）

いる 。

世話」全般を含むものとして使用されていることが
読み取れる。しかし、鷗外訳ではこの文言が省かれ

３−４ 消極的安楽死の容認（文末【資料３】参照）
次に、消極的安楽死の容認について確認しておき
たい。
実は原文では、これが容認されているかどうか

8
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ているので、その点が不明確になっている。
第二に、確かに鷗外も、①精神的な世話につき
「医の応に行うべき所には、精神上の手段あり。…」
と、②身体的な世話については「形骸上には医は周

密なる看護法を命じて…」と、そして③治療上の世
話に関しては「瀕死の治療法は概して消極的なり。
…」と、一応はこの「オイタナジーの本来的な技術
的手助け」の部分を原文の順序通りに訳してはい

３−６ 原文と鷗外訳を照合する意義
ここで、Über die Euthanasie” と「甘瞑の説」の
照合作業の意義を述べておきたい。
上記のように原文と照合すると、鷗外訳には「神」

る。しかし、この部分の最初に終末期の患者に対す

や「権利」の語を訳していないという文化的問題

る世話が 3 つに分けられることを記していないの

や、オイタナジーに「緩和ケア」の意味が含まれて

で、鷗外の訳文だけ読んでいても、①「…精神上

いることを十分表現し得ていないという不備はあ

…」→②「形骸上…」→③「…治療法…」と話の内

る。しかし「甘瞑の説」は大筋においては原文の趣

容が順番に進行していること自体がよく分からな

旨を伝えている。例えば、原文と照合せずに「甘瞑

い。

の説」だけ読んでいる分には、
「看取りについての

第三に、実はこの「オイタナジーの本来的な技術

24）
周到な手法が記されている」
という感想は持つ。

的手助け」の部分は、原文では全体の 6 割以上を占

ただ、いったん原文を読んでしまうと、そこには終

めるほど分量が多い。ところが、「甘瞑の説」では

末期の患者に対する世話があまりにも念入りに書か

抄訳の 4 割にも満たないところまで内容が削られて

れているので、鷗外訳が粗雑なものに思えてくるの

しまっている（鷗外訳が簡略化されすぎたものであ

である。が、だからと言って原文と鷗外訳が内容に

ることを示す一例として文末【資料４】に「身体的

おいて食い違っているわけではない。

な世話」の総論部分と「新鮮な空気」の部分を訳出

要するに、両者を照合する意義はどこにあるのか

する）。そのようにこの部分の鷗外訳はあまりに簡

というと、鷗外が「甘瞑」と訳した言葉（Euthanasie）

略化されすぎているので、オイタナジーとはまさに

には、いわゆる「安楽死」だけでなく「緩和ケア」

死にゆく人への手厚い世話・看護のことであるとい

の意味も含まれる（むしろ後者のニュアンスの方が

う原文の趣旨を十分表現し得ているとは言い難い。

強いと言えるほどである）ということが明確になる

なお、治療上の世話について、原文には終末期の
治療は概して消極的なものであるべきでモルヒネ等
の麻酔薬は限定的に使用されるべきことが述べられ
ている（鷗外訳にも不十分ながらその趣旨は一応述
べてある）ことには注目しておく必要があるであろ

ことにある、と言えるであろう。

おわりに ―「高瀬舟」再考
最後に、以上のことから「高瀬舟」再考の要点を
記しておきたい。

う（文末【資料５】参照）
。ここでは、麻酔薬を限定

一般に「高瀬舟」の主題が「安楽死」
（或いは「慈

的に使用しなければならないのは、
「それによって

悲殺」
）であると言う時には、「積極的安楽死」が想

生命の早すぎる短縮が起こる可能性（die Möglichkeit

定されている場合が多いのではないかと思われる。

einer vorzeitigen Abkürzung des Lebens）があること

が、「甘瞑の説」が原文よりも明快に「積極的安楽

を、常に念頭に置かねばならないからである」とし

死は否認／消極的安楽死は容認」ということを図式

23）

ており、いわゆる「間接的安楽死」 の問題が念頭

化したということから言うならば、鷗外の関心は

に置かれていることが読み取れるからである。この

「積極的安楽死」よりも「消極的安楽死」の方に

部分は、麻酔薬によって「生命の短縮が起こる」こ

あったと言えるのではないだろうか。その場合、

とを否認しているとも読めるので、「間接的安楽死」

「高瀬舟」における喜助の行為は、（物語上は罰せら

を否定しているようにも考えられるが、しかし「生

れていても）やはり容認さるべきものとして提示さ

命の短縮」が「早すぎる」ものではないという条件

れていると考えられるであろう。

で、「モルヒネ注射や阿片、また抱水クロラールに

しかしまた、「オイタナジー」
（甘瞑）という言葉

よって、痛みを緩和しようとする試み」等を許容し

には、
「安楽死」だけでなく「緩和ケア」の意味も

ているようにも読める。その意味においては、
「間

含まれていることに着目するならば、
「高瀬舟」の

接的安楽死」が容認されていると考えられるであろ

主題はむしろ「間接的安楽死」であると言えるので

う。

はないだろうか。「高瀬舟縁起」に、「其薬は致死量
生命倫理 oa['1 ^a$ '"$15

9

でないにしても、薬を与えれば、多少死期を早くす
25）

るかも知れない」 ということをどう考えるかが
「高瀬舟」の問題である、と記されていることがそ
のことを示している。「甘瞑の説」
（1898）だけか
ら、メンデルゾーンの原文に含まれていた「間接的
安楽死」の含意を読み取ることは困難であるが、長
女・茉莉に対する安楽死未遂（1908）の体験等 26）を
通して、
「高瀬舟」
（1916）の段階で鷗外には改めて
この問題が浮上してきたとも考えられるのではない
だろうか。いずれにせよ、
「高瀬舟」の課題は、従
来言われてきたように、決して「自発的安楽死」対
27）

ルティン・メンデルゾーン「安楽死について」の
比較考察」
『独逸文学』60，2016参照．
9）1889 年 1 月に『東京医事新誌』の編集主任を引き
受け，同 3 月には『衛生新誌』
，同 12 月には『医
事新論』を創刊し，1890 年 9 月には前二誌を『衛
生療病志』に統合したが，これは日清戦争によっ
て継続できなくなる 1894 年 10 月まで刊行された .
一方，1890 年 7 月には「日本公衆医事会」を設立
していたが，日清戦争後，1897 年 1 月にその機関
誌として『公衆医事』を創刊した．
10）
「 公 衆 医 事 諸 言 」『 鷗 外 全 集 』33， 岩 波 書 店，
1974，159頁（但し，読み易くするため，カタカ

「非自発的慈悲殺」などではない 。それはむし

ナをひらがなに，旧字体を新字体に，歴史的仮名

ろ、
「安楽死」と「緩和ケア」の関係をどう考える

遣いを現代仮名遣いに改め，適宜句読点を付すか

か、両者は明確に区別できるものなのか、両者は敵

又は変更した＝以下，鷗外の著作につき同様）．

対的なものか、それとも相補的なものか、といった
問題につながるものではないだろうか 28）。
今後、
「高瀬舟」は以上のような観点から読み直
されるべきであろう。

11）宮本忍『森鷗外の医学思想』勁草書房，1979，
240−241頁．
12）
『日清役自紀』「第二軍兵站軍医部別報第二十六」
『鷗外全集』33，岩波書店，1974，66頁．
13）大石汎『日清戦争中の森鷗外』門土社総合出版，
1989，63頁．

本原著論文は、第28回日本生命倫理学会年次大

14）但し，この報告文に関しては次のような，遅れた

会 一般演題Ⅱ「死について」における発表に、

敗者を見下す意味での憐みを表すものにすぎない

加筆訂正したものです。

といった批判的な見方もある.「
「国俗此ノ如キヲ
致ス所以ノ者」とは明確に特定できないが、両足
切断で生活の方法が立たないということであれば
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※注記：以下の【資料】においては、上段に “Über die Euthanasie”（寿台訳）、下段に「甘瞑の説」
（鷗外訳）
の該当部分を記す。上段の下線部分は「甘瞑の説」に該当する部分がないこと、下段の下線部分は “Über
die Euthanasie” に該当する部分がないことを示す。
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࠼࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢ᭱ᚋࡢ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ᝒ࡞⤖ᮎࢆࠊࡃ࠶ࡾᚓࡿࡇࡋ࡚⪏࠼ࡽࢀࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠊ࠸࠺⩏ົࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ་⾡ࡣࠊṚࡽᜍᛧࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊṚࡢⱞࡋࡳࢆ⦆ࡍࡿ࠸࠺ᣄྰ࡛ࡁ࡞࠸
௵ົࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ་ᏛࡣࠊṚࢆᘬࡁࡵࡿᢏ⾡୪ࢇ࡛ࠊ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸Ṛࢆ࠶ࡾᚓࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࡃᏳ
ࡽ࡞ࡶࡢࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇࡶ⩦⇍ࡍࡿࠊึࡵ࡚࡞ࡶࡢ࡞ࡿࠖ
㸦࣮࣋ࢥࣥ㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⏑▂ࡢㄝࠖ
㸦㮆እヂ㸧
⏑ᬵ Euthanasie ࡣᏳࡃṚࡍࡿㅝࡢࡳࠋ↛ࢀࡶ་ཬࡧ┳ㆤ⪅ࡢᣲᥐࡣࡇࢀ㛵ࡍࡿ⪅࠶ࡾࠋა࡚ㅝࡽࡃࠋ
་ࡢேࢆࡋ࡚⏑ࡌ࡚ᬵࡏࡋࡴࡿࡣࠊࡑࡢ㈐ࡢ᭱ࡶ㔜࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋᨾ࠸࠸ࡩࠊ་ࡣ࠸ᢏ⬟ࢆ㏾
ࡃࡋ࡚ࠊேࡢࢆᘏࡴࡶࠊᛂṚࡍࡁேࡢṚࡣࠊ฿ᗏࡑࡢຊࡢ⬟ࡃ㜵ࡄᡤ㠀ࡊࢀࡤ࡞ࡾࠋ
⏑ᬵࡣ་ࡢᙜຊࢆ⮴ࡍࡁᡤࡢࡶࡢ࡞ࡾࠋBacon ࡢ᭣ࡃࠋ་⾡ࡣṚࢆ㐜ࡃࡍࡿࢆ௨࡚ᚓࡓࡾࡍࡽࡎࠊ⬟ࡃ
ṚࢆᏳࡃࡍࡿ⮳ࡾ࡚ጞ࡚ഛࢀࡾࠋ
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࠙㈨ᩱ㸰ࠚ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡢྰㄆ
Über die Euthanasie”㸦ᑑྎヂ㸧
ఱࡼࡾࡶࡲࡎࠊ࢜ࢱࢼࢪ࣮㛵ࡍࡿࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹ࠾࠸࡚ࡶ┿ࡗඛᾋࢇ࡛ࡃࡿࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡁࡃ㔜せ࡞
ၥ࠸ࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ་ᖌࡣࠊṚࡺࡃேࡢⱞ③ࢆ▷ࡃࡍࡿࡓࡵࠊࡗࡕࡳࡕᾘ࠼ࡺࡃ⏕ࢆࠊணࡼࡾ᪩ࡃ
⤊ࢃࡽࡏࠊᨾព▷ࡃࡍࡿᶒ㝈ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ☜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜࠸ࡣࠊゝⴥࡢ᭱ࡶᗈ࠸ព࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ࢜
ࢱࢼࢪ࣮࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ᩿ᅛࡋ࡚ࡑࡢၥ࠸ࢆྰᐃࡍࡁ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊ࠸࡞ࡿⅬ࠾࠸࡚ࡶၥࡢవᆅ
ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ⚄ࡢἲࡶேࡢἲᚊࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋṚࡺࡃேࡀ⮬ࡽ࡞ព㆑ᙉ࠸せồࢆࡶࡗ࡚ࡑࢀࢆ᠓ㄳࡋ
ࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᮃࡳᒅࡍࡿࡇࡣỴࡋ࡚チࡉࢀ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⏕ࡣㆡΏ࡛ࡁ࡞࠸ᶒ㸦Recht㸧࡛࠶ࡾࠊṚ
ࡺࡃேࡣࡑࢀࢆᨺᲠࡋࡓࡾࠊࡲࡋ࡚➨୕⪅ࡢྜពࡼࡗ࡚⏕ࢆ⤯⁛ࡉࡏࡓࡾࠊ࠸ࡗࡓᶒࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ேࡣࠊᖖࡑࡢேᙜ↛ࡉࢀࡿࡁᶒࢆ᭷ຠࡗࡓࡾࠊྠពࢆ᧔ᅇࡋࡓࡾ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆዣࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢཝ᱁࡞⚗Ṇࡣࠊ⎍࡞࢜ࢱࢼࢪ࣮ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࢆࠊᴟࡵ࡚
ᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡢࡼ࠺⮬↛࡛᪩ࡍࡂࡿ⤊ᮎࡀࠊ၏୍ࡢ༑ศຠᯝⓗ࡞࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡢᡭẁ࡛࠶ࡿሙྜࡶ
ከ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊྠࡸඹឤࡀࢀ་ᖌࢆࡏࡁ❧࡚ࡼ࠺ࡶࠊ⏕ࡀఱࡲࡔࡪࡽୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⣽
࠸⣒ࢆࠊఱࡽࡢᙧ࡛ᙉᘬᘬࡗᙇࡿࡼ࠺࡞ࡇࢆࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡼࡗ࡚་ᖌࡣᑡࠎ᪩ࡲࡗ࡚ࡑࢀࢆᘬࡁࡕࡂࡿࡇ
࡞ࡿ̿̿་ᖌࡢഃࡽࡢṚࡢ⦆ࡣࠊỴࡋ࡚⏕ࢆ≛≅ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡽ
ࡤࠊᐇ㝿ᝈ⪅ࡣ࠸ࡘࠕぢᨺࡉࢀࡿࠖࡢࡔࢁ࠺ࠋ☜ಙࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞㔜࡞Ỵ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡞ࠊㄡࡶࡍࡁ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ་⒪ᐇ㊶ࡣ࠶ࡲࡾከࡃࠊ῝้࡞Ẽࡢ⤒㐣࠾࠸࡚ࡣወ㊧ⓗ࡛ㄝ᫂ࡢࡘ࡞࠸ኚࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ̿̿ࠕ⤒㦂ࡣࡔࡲࡉࢀࡸࡍ࠸ࠊุ᩿ࡣࡴࡎࡋ࠸(experientia fallax, judicium dificile)ࠖ
ࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ
ၥ࠸ࡣ⮬ࡎࡽ∦ࡀࡘࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⏑▂ࡢㄝࠖ
㸦㮆እヂ㸧
ࡇணࡵỴࡍࡁ୍ၥ࠶ࡾࠋࡑࡣ་ேࡢⱞࢆᩆࡣࢇࡀࡓࡵࠊṚࢆ᪩ࡃࡏࡋࡴࡿᶒ࠶ࡾࡸ࠸ࡩࡇ࡞ࡾࠋ
Ṉ⟅ࡣᛮࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ⡆᫂࡞ࡾࠋ᭣ࡃ᩿ࡋ࡚↓ࡋࠋ⦪௧ேࡣⱞࡢࡓࡵ㈐ࡵࡽࢀ࡚ࠊ་ᙉㄳࡏࢇࡶࠊ་ࡣ
Ỵࡋ࡚ࡇࢀᛂࡎࡽࡎࠋࡇࢀᛂࡎࡿࡣẅࡍྠࡌࡃࡋ࡚ࠊேࢆẅࡍࡣ⊰⏕ேࢆẅࡍࡶࡢ࡞ࢀࡤ࡞ࡾࠋἣࡸᡤ
ㅝࡢࡣືࡁ᫆ࡁᴫᛕࡋ࡚ࠊࡑࡢ㛫ࠎ୍㍍ᛌࡍࡿࡇ࠶ࡿࡣࠊᐇ㝿ୖྡ་ࡢචࡿࡇ⬟ࡣࡊࡿࡇࢁ࡞ࡿ
ࢆࡸࠋ
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࠙㈨ᩱ㸱ࠚᾘᴟⓗᏳᴦṚࡢᐜㄆ
Über die Euthanasie”㸦ᑑྎヂ㸧
ࡋࡋࡲࡓࠊ་ᖌࡣࡃṇᑐࡢ᪉ྥྥ࠸ࡓࠊ῝้࡞⢭⚄ⓗⴱ⸨㝗ࡿࡇࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋᾘ࠼ࡺࡃ⏕ࢆࠊ࠾ࡼࡑ
࠶ࡽࡺࡿྍ⬟࡞ᡭẁࢆ⏝࠸࡚ᘬࡁṆࡵࠊ⏕ࡢ᭱ᮇࡢሙ㠃ࡢ⮬↛࡞ᒎ㛤ࢆ㐜ࡽࡏࠊࡑࡢࡓࡵṚࡺࡃேࢆ࡞࠾ⱞ③ࡸ
ⱞᝎࡢୗࡵࡿࡇࡣࠊ་ᖌࡢ࣭⩏ົ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍ࡢᮏ࡛⟅࠼ࡿࡇ࡞࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠊࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ⟅࠼ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋṚࡢᗋ࡛ࡢୡヰࡣᅔ㞴࡞ୡヰ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ୡヰࢆ㐙⾜ࡍࡿ࠸࠺ᅔ㞴࡞ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿேࡣࠊ⮬ศࡀࠝṚࡢᗋ࠶ࡿேࠞ↓㥏ⱞ③ࢆ࠼ࠊ↓┈㈐ࡵࡉ
࠸࡞ࡴࡇࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࡢࢆ࠸ࡗࡑ࠺ᅔ㞴࡞ࡶࡢࡍࡿࡇࡣࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏝࡛ࡁࡿ࠶ࡽࡺࡿᡭẁࢆ⏝࠸
࡚ࠊ୍ᐃࡢᮇ㛫ࢆ㉺࠼࡚⏕ࢆ⥔ᣢࡍࡁ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ᣦ♧ࡀ๓ࡶࡗ࡚᫂♧ࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࢇࡢࠎ࠶ࡿࡇ
ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᐙ᪘ࡀᏑᅾࡍࡿࠊࡑࡢᖾ⚟ࡀᝈ⪅ࡢ⏕ࡀ࠶ࡿ☜ᐇ࡞Ⅼࡲ࡛␃ࡲࡿࡇ┦ᙜᕥྑࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡞ࠊᝈ⪅⮬㌟ࡀ࡞࠾㔜࡞ᣦ♧ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ㔜ᛶࡢ࿌▱ࡸሗࡀ࡞࠾ᝈ⪅ࡼࡗ࡚ᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠊᝈ⪅ࡀ࡞࠾႐ࢇࡔࡾࠊࡋࡓࡾࠊูࢀࡓࡾ࠸ࡗࡓࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞
ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࢀ௨እࡢሙྜࡣࠊྛࠎࡀ⮬ࡽࡗ࡚ṇࡋ࠸ࡇࢆぢࡘࡅࡿࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸻ࠝ ࠞࡣᑑྎࡢ⿵㊊㸧
ࠕ⏑▂ࡢㄝࠖ
㸦㮆እヂ㸧
⊰୍ၥ࠶ࡾࠋṚࡢᑗ⮬ࡽ⮳ࡽࢇࡍࡿࡸࠊ་ࡣᙉࡦ࡚ࡇࢀࢆ㐜ࡃࡋ࡚ࠊேⱞࢆႚࡏࡋࡴࡁ࠸ࡩࡇ
࡞ࡾࠋṈ⟅ࡣᴟࡵ࡚㎡ࢆᥐࡁ㞴ࡋࠋ↛ࢀࡶேࡢษᑐ㠃ࢆせࡍࡿே࠶ࡾࠊཪᚲࡎฎ⌮ࡍࡁせ௳࠶ࡿࡁࡣࠊ
་ࡢ≉ຊࢆ㈝ࡋ୍࡚⦷ࡢᛶࢆ⧅ࡂ▐㛫ࡢⱗᏑࢆㅛࡿࡇ࠶ࡿࡸᐇ࡞ࡾࠋࡕ▱ࡿ་ࡣᚲࡎࡋࡶࡍ࡚ࡢሙྜ
ᙉࡦ࡚Ṛࢆ㐜ࡃࡏࢇḧࡍࡿࡶࡢ㠀ࡊࡿࡇࢆࠋ
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࠙㈨ᩱ㸲ࠚ֍࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᢏ⾡ⓗᡭຓࡅ̿̿ࠕ㌟యⓗ࡞ୡヰࠖࡢ⥲ㄽ㒊ศࠕ᪂㩭࡞✵Ẽࠖࡢ㒊ศ
Über die Euthanasie”㸦ᑑྎヂ㸧
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠝ➨ 1 ␒┠ࡢࠞ⢭⚄ⓗ࡞స⏝ࠝୡヰࠞࡢࠊ࢜ࢱࢼࢪ࣮ᒓࡍࡿ➨ 2 ␒┠ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࠊ㌟యⓗ
ᥦ౪ࡉࢀᐇ⾜ࡉࢀࡿฎ⨨ࠝୡヰࠞࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ┳ㆤ୍⯡ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡋࡋࡇࡇ࡛ࡣࠊṚࡺࡃ
ேࡢ⤒㐣ᑐࡍࡿ᱁ูࡢ㓄៖ࢆࡶࡗ࡚⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣணࡵḟࡢࡼ࠺ゝࡗ࡚࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࡲࡉே⏕ࡢ᭱ᮇࡢࡣࠊカ⦎ࡉࢀࡓၿࡁ┳ㆤேࡀࠊ࡞ࡋ࡛῭ࡲࡉࢀࡿࡇࡣࢇ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠊࠋࡑ
ࢀࡼࡗ࡚ࠊ᭱ࡶ㌟㏆࡞㏆ぶ⪅ࡀᒃྜࢃࡏ࡚ࠊୡヰࡍࡿࡇࡀ㝖ࡉࢀࡓࡾࠊไ㝈ࡉࢀࡓࡾࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋ
࡞ࡀࡽࠊಙ㢗࡛ࡁࡿࠊሗ㏻ࡌࡓ⇍⦎ࡢேࢆ⮬⏤࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡲࡓྠᵝࠊ⚾ᚰࡀ࡞ࡃ෭㟼࡛ᛮ៖ศูࡢ
࠶ࡿࠊࡑࡋ࡚ࡾࢃࡅࠊ㌟యⓗᗣ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ༑ศ࡞యຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ேࡶ࠼ࡿࡇࡀࠊຓ⮬యࡗ
࡚ᚲせྍḞ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣྍḞ࡛࠶ࡿࡔࡅ୍ᒙࠊ་ᖌࡣヲ⣽㏙ࡽࢀࡓᣦ♧ࢆゝ࠸ṧࡍࡇ࡞ࡃࠊṚ
ࡺࡃேࢆ㞳ࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⤊ᮎᮇࡣࠊ⌧ᐇᐇ⾜ࡍࡿୖ࡛ᑓ㛛▱㆑ࢆࡶࡗࡓ෭㟼࡞ேࡢᏑᅾࡔࡅࡀࠊ
ᚲせ࡞ࡇࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࡢಖド࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࡲࡓࠊࡣࡿከࡃࡢሙྜࠊዪᛶࡢேᮦࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾ
ࡶඃඛࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡋࡋࠊㄡࡀṚࡺࡃேࡢ㠃ಽࢆࡳࡼ࠺ࠊᐙ᪘࡛࠶ࢁ࠺ࠊୡヰಀࡢே࡛࠶ࢁ࠺ࠊᖖ
࠶ࡽࡺࡿሙྜࠊே⏕ࡢ᭱ᮇࡢ▐㛫ࡲ࡛ࠊ┳ㆤࡀධᛕ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡲࡓࠊព㆑ࢆኻࡗ
࡚࠸ࡿேࠎࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢࡲࡲゝ࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࡢேࡓࡕࡶࡲࡓࠊࡶࡃ࡛ࡁࡿࡔࡅே㛫ࡽࡋࡃ᭱
ᮇࡢ୍ࢆ㐣ࡈࡋࡓ࠸࠸࠺せồࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀຍ࠼࡚ࠊព㆑᫂ࡢᡈ࠸ࡣ⢭⚄㞀ᐖࢆ㈇ࡗࡓᝈ⪅
ࡀࠊࡶࡣࡸணᮇࡉࢀ࡞࠸ࡢࠊṚࡠ๓ࡧព㆑ࢆྲྀࡾᡠࡋ࡚ࠊ㌟యࡀ⢒ᮎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊࡾࢃࡅ࠼ࡤ〟⒔
ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆឤࡎࡿࠊ࠸࠺ࡇࡣࡃ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡶࠊỴࡋ࡚⌋ࡋ࠸ࡇ࡛ࡶ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄
ⓗ࡞㒊㢮ࡢ࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡣࠊࡏ࠸ࡐ࠸ࡢࡇࢁ୍ᐃࡢᝈ⪅࠾࠸࡚ࠊ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ
ࡋ㌟యⓗ࡞ࡶࡢࡣࡲࡗࡓࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࠝ㌟యⓗ࡞ୡヰࠞᒓࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ➨୍᪂㩭࡛ᾴࡋ࠸✵Ẽࡢୡヰࡀ࠶ࡿࠋṚࡺࡃேࡢ
ሙྜ࠾ࡅࡿࠊࢇ⤯࠼㛫࡞ࡃ᪂㩭࡛ࠊࢇࡔࠊᾴࡋ࠸✵ẼࢆᐊධࢀࡿࡇẼࢆ㓄ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ሙྜࡣࠊỴࡋ࡚ࡇࡶ࡞࠸ࠋࡢᏘ⠇࠾࠸࡚ࡶࠊᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸ࡢᐮࡉࡢ୰࡛ࡶࠊ῝ኪ࡛ࡶࠊࡓ࠼࠸ࡘ࡛ࡶࠊ
୍㛫༙ࡘ࡙ࡅ࡚ࠊ㒊ᒇࡢ❆࢞ࣛࢫࡣᗈࡃ㛤ᨺࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ▷ࡃ୰᩿ࡋ࡞ࡀࡽ⧞ࡾ㏉ࡋࡑ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡲࡓࠊࡍࡁࡲ㢼෭࠼ࡽࡢಖㆤࡣࠊ࣋ࢵࢻ⏝ࡘ࠸ࡓ࡚ᡈ࠸ࡣ㢮ఝࡢ⡆༢࡞タഛࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓᝈ⪅
ࡢ࣋ࢵࢻࡢ㛵ಀ࡛㛤ᨺࡉࢀࡓ❆࢞ࣛࢫࡢṇࡋ࠸㑅ᐃ⨨ࡼࡗ࡚ࠊ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⤊ᮎᮇ࠶ࡿᚰ⮚ࡸ⫵
ࡢᝈ⪅ࡗ࡚ࠊࡲࡓỈ⭘ࡢᝈ⪅ࡗ࡚ࠊ᱁ูᚲせ࡞ࡶࡢࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋධࢀ᭰࠼ࡽࢀࡿᾴࡋ࠸✵Ẽ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋࠊ⤯ᑐẼࡣࡇࡢ┤᥋ࡢ✵Ẽࡢධࢀ᭰࠼㝈ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡤࡋࡤពࡢ࡞࠸ࡸࡾ᪉࡛ࠊᝈ⪅㓄៖
ࡏࡎ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸࡞ࡿ✀㢮ࡢႚ↮ࡶࠊཝࡋࡃ⚗ࡌࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡓࡔࡶ࠺ࡶ࠺ࡓࡿ↮
Ᏻࢆࡲࡁᩓࡽࡋ࡚ࠊ✵ẼࢆⰋࡃࡍࡿࡇࢁࠊࡓࡔྎ↓ࡋࡍࡿࡔࡅࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸻ࠝ ࠞࡣᑑྎࡢ⿵㊊㸧
ࠕ⏑▂ࡢㄝࠖ
㸦㮆እヂ㸧
ᙧ㧁ୖࡣ་ࡣ࿘ᐦ࡞ࡿ┳ㆤἲࢆࡌ࡚ᚋጞ࡚㏥ࡁཤࡿࡁࡶࡢ࡞ࡾࠋ┳ㆤࡣ ࠎṚ㏆࡙ࡁ࡚➼㛩ࡏࡽࡿࠋ
ࢀ㒔ྜṈୖ࡞ࡁࡶࡢ࠸ࡩࡋࠋṈ㝿ࡣᑓᴗ┳ㆤேࠊṦ┳ㆤ፬ࡢຊࢆ⮴ࡍࡁࡇ᭱ࡶከࡋࠋᐊࡢ✵Ẽࡣࠎ
❆ࢆ㛤࠸࡚᪂㩭࡞ࡽࡋࡴࡋࠋ⫵ᚰᝈ⪅ࠊỈ⭘⪅ࡣ≉ṈᜠࢆⲴࡩࠋ
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࠙㈨ᩱ㸳ࠚ֍࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᢏ⾡ⓗᡭຓࡅ̿̿ࠕ⒪ୖࡢୡヰࠖ
Über die Euthanasie”㸦ᑑྎヂ㸧
ࠝ2 ␒┠ࡢୡヰ࡛࠶ࡿࠕ㌟యⓗ࡞ୡヰࠖࡘ࠸࡚㠀ᖖヲࡋࡃ㏙ࡓᚋࠞࡋࡋࡲࡓ་ᖌࡣ⮬ࡎࡽࠊ↓┈ⱞ
ࡋࡳࢆ࠼ࡿࡇࡣࡋ࡞࠸࠸࠺ไ⣙ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡢࡓࡵ⮬⏤⏝࡛ࡁࡿ➨ 3 ࡢࢢ
࣮ࣝࣉࡢฎ⨨ࠝୡヰࠞ
ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⒪ୖࡢฎ⨨ࠝୡヰࠞࡣࠊᮏ㉁ⓗᾘᴟⓗ࡞ࡶࡢࡍࡂ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⸆≀ࡼ
ࡗ࡚Ṛࢆ⦆ࡍࡿࡢࠊ་ᖌࡣࢇࡢᑡࠎࡢࡇࡋ⮬⏤࠼࡞࠸ࠋ☜ࠊ་ᖌࡣ 2࣭3 ࡢሙྜ㯞㓉⸆ࢆ⏝
࡛ࡁࡿࡋࠊࡲࡓ⏝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࢀࡣᖖእࡲࡿࡶࡢ࡛ࡋ࡞ࡃࠊࡑࡢ⏝ࡣධᛕ࡞ὀពࢆせࡍࡿࠋ
ࡑࢀࡼࡗ࡚⏕ࡢ᪩ࡍࡂࡿ▷⦰ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆࠊᖖᛕ㢌⨨ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⌧Ꮡᅾ
ࡍࡿ③ࡳࢆࡽࡆࡿྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࡢ࡛ࠊᒁᡤⓗࡶ㌟ⓗࡶࠊࣔࣝࣄࢿὀᑕࡸ㜿∦ࠊࡲࡓᢪỈࢡ࣮ࣟࣛࣝ
ࡼࡗ࡚ࠊ③ࡳࢆ⦆ࡋࡼ࠺ࡍࡿヨࡳࡀ࡞ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡋࠊࡉࡽ◚യ㢼࣭ᜍỈࡢሙྜࡣࠊ㌟㯞㓉࡛࠶
ࡿࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝࡀチᐜࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡼࡾ᪩࠸ẁ㝵࡛ࡓࡧࡓࡧ⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊぢᨺࡉࢀࡓ᭱ึᮇ
ࡧࡺࡗࡃࡾຠᯝࢆⓎࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ№⾑ࡣࠊከࡃࡢᝈ⪅ே⏕᭱ᮇࡢᮇ⦆ࢆࡶࡓࡽࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡾࢃ
ࡅࠊᚠ⎔ࡢ㨚⾑కࡗ࡚⌧ࢀࡿከࡃࡢᝈࡢሙྜࡣࠊ№⾑ࡣࡋࡤࡋࡤ၏୍ࡢᡭẁ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡉࡽ࡞ࡿ╀ࡾࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡉࡽࠊࡲࡉ࠶ࡲࡾከࡃࡢࡇࢆࡋࡍࡂ࡞࠸࠸࠺་ᖌࡢ௵ົࡀࠊࡇࡇࡶᮏ㉁ⓗࡣ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ᭱ၿࡢពᅗࢆࡶࡗ࡚ᛌྥ࠺ࡼ࠺࡞⒪ୖࡢ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊṚࡺࡃᝈ⪅ࢆⱞࡋࡵࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᡭཌ࠸ୡヰࡢୗ࡛ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㛗ࡃ᭱ప㝈ࡢ⏕άࢆᬑẁ㏻ࡾಖࡕࠊࡑࡋ࡚ぶ᪘㞟ᅋࡢ୰࡛Ᏻࡽ
Ṛ࡞ࡏ࡚ࡸࡿ௦ࢃࡾࠊࡋࡤࡋࡤᝈ⪅ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡋࡻࡏࢇᝈ⪅ࡀ᪤ぢᨺ
ࡉࢀࡓ࡞ࡽࡤࠊ㞳ࢀࡓሙࡸᒣࠊࡋࡶࡑࢀࡣྥ࠸࡚࠸࡞࠸Ꮨ⠇ᝈ⪅ࢆ㏣࠸❧࡚ࠊᐟᒇࡸ㎰ᐙࡢᑠᒇ࠸ࡗ
ࡓࡼࡑࡼࡑࡋ࠸⎔ቃࡢ୰࡛ࠊ᪑ᝈ⪅⮬㌟ࡢⱞࡋࡳࡣࡼࡑࡼࡑࡋ࠸ேࡢ࠶ࡽࡺࡿᛌࢆࠊࡲࡓࡉࡽࢃ࠸ᑾࡃࡋ
ࡓᚋ࡛ࠊࡑࡢ⏕ࢆ⤊࠼ࡿࡼ࠺ᙉ࠸ࡿࠊ࠸ࡗࡓࡇࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࡕࡻ࠺ྡேࡀࡲࡎ♧ࡍ
ࡼ࠺࡞㈼᫂࡞ไ⣙ࡀࠊ
ࠝ࠼ࡗ࡚ࠞ⸆ࡀຠࡃవᆅࢆ⏕ࡴࡇ࡞ࡿࠋ③ࡳࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢࠊ่⃭ࡋ࡚ⱞࡋࡵ
ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣࡍ࡚ࠊ࡞ࡃࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡏࡁࡢⓎసࡢཎᅉ࡞ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸࡞ࡿၻฟࡶࠊ࠸࡞ࡿദྤ
ࡶࠊ↝ⅎࡋⱞ③ࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸࡞ࡿࡽࡋ⣬ࡶࠊࡲࡓࢇྠ⛬ᗘࠊ᭱ᮇࡢ࠾࠸࡚ࡣ↓┈࡞ᡭ⾡ࡶࠊ
Ỵࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡑࢀࡀࡑࡇࡽࡌࡹ࠺࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࡶࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢୖࡉࡽᝈ⪅ᡭ⾡
ࡢࢩࣙࢵࢡࢆ࠼ࡿࡇࡣṧ㓞࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡣࠊ
ࠝࡍ࡛㏙ࡓࠞ┳ㆤࡢ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞ฎ⨨
࠾ࡅࡿάື࠸࠺⿵ຓᡭẁࡀ࠶ࡿࠋ࢜ࢱࢼࢪ࣮ࡣࠊ⒪ୖࡢస⏝࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣࡞ୡヰ㸦Polypragmasie㸧ࡼࡾ
ࡶࡴࡋࢁ᥍࠼┠㸦Zurückhaltung㸧࡛࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊຠᯝࢆⓎࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸻ࠝ ࠞࡣᑑྎࡢ⿵㊊㸧
ࠕ⏑▂ࡢㄝࠖ
㸦㮆እヂ㸧
ℜṚࡢ⒪ἲࡣᴫࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞ࡾࠋ㯞㓉᪉ࡣᛂ⏝ࡢ༊ᇦ⊃ࡋࠋ◚യ㢼ࠊᜍỈࡢዴࡋࠋ่⤡ࡣ㛫ࠎຌ࠶ࡾࠋ㨚⾑ࡢ
ࡶࡢࡣࡇࢀࡼࡾ୍࡚Ᏻ╀ࡍࠋࡑࡢ⏝ᛴࡢࡣ୍ษ⾜ࡍࡿࡇࢀࠋྤࡶ࡚ⱞࡵࠊⰰᏊἾࡶ࡚③ࡀࡽࡏࠊ
ᡭ⾡ࡶ࡚ጾࡋࠊࡇࢀ㌿ᆅࡏࡋࡵ࡚ᖐࡢ㨣࡞ࡽࡋࡴࡿ㢮ࡣࠊ᭱ࡶៅࡴࡁᒓࡍࠋ
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