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分のものは自分の白由に処取してよい︑というのが所有櫛の原
理で品る︒そして︑自分の身体は自分のものであるロそれゆえ︑
自分の身体についても︑自分の好きにしてよいはずである︑と
なる︒この場合︑新たな技術がもたらしたものは︑決定の際の
選択肢の拡大︑処理の方法︑使用方法の拡大だけで品って︑自
分のものは自分の自由に処理してよい︑という原理そのものは
変更されていない︒
これらの行為を由同定する者の多くは︑実際このような所有権
の原理をその拠り所としているロこれらの行為は︑旧来から品
る原理そのものには変更を加えていない︒にもかかわらずこれ
らは︑ことさら倫理的問閣とされる︒それはなぜで品ろうか︒
こうした考え方のどこに問閣が品るのだろうか︒それはやはり︑
身体が所有物とされている点であろう︒
身体の所有権は︑後に触れるロックに代表されるように︑従
来自明のことのように前挺されてきた︒しかし当然身体は外的

原則引でもって行うことが可能である︒
自分のものについては自己決定が認められる︑あるいは︑自

覚

身体は所有物か?

はじめに

E

﹁倫理学とは何か﹂を問う場合︑ひとまず次のように替える
ことができるで品ろう︒﹁できること﹂を﹁してもよいかどう
か﹂問うのが倫即学である︑品るいは︑可能な選択肢のうち︑
Eれが最普で晶るかを問うのが倫理学である︑と川ロこの点か
ら言えば︑﹁でさること﹂の領域が広がれば広がるほど︑それ
に応じて倫理学の仕事也増えることになる︒今日の生命倫理学
の降盛も︑医療技術の発展が﹁できること﹂︑﹁できてしまうこ
と﹂の領械を大幅に拡大させたことに起因している
しかし︑新たな技術が以前にはなかった選択肢を生じさせる
としても︑選択を決定する際︑その恨拠となる原理そのものも
まったく新たなもので書ければならないかというと︑必ずしも
而移舶︑制子・卵子舵供︑代理母︑
そうでは立い︒例えば︑臓 m
人工妊娠中絶︑等々は︑確かに技術の発展がもたらした新たな
選択肢で品る︒しかしこれらの行為の決定は︑従来の所有備の
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鈴

う︒身体在外的事物のように扱うことができなかった時代には︑
迷いをあらためて問う必要性は生じなかった︒外的事物のよう
に級うことが柑戸市的に可能になったからこそ︑その問題刊が査
に出てきたので品るロ

事物とは異なる存在 H
悼式をもっている︒身体と外的事物存等し
く所有権のカテゴリーで級うことはもともと問題をはらんでい
たので品る︒だが異なってはいても︑旧来︑身体を所有般のも
とに理解することは︑今日のようには問題と立ら立かった︒品
るいは奥なっているからこそ︑問題には立らなかったと言えよ

体の所有権がもたらす諸問題に対して︑何らかの具体的一な判断
を与えることを1ポ4時閣とするものではない︒小論が意図して
いるのは︑身体の所有摘が一もたらす問題在︑まさしく問題たら

物とが異なる存在同悼式をもっていることに起倒している︒間刊な
るにも関わらず︑同列に般われてしまうことに︑我々は︑抵抗
を感じたり︑問問性を鴫ぎ取ったりするので品る︒まったく同
じであればそうはなら在い︒

身体の所有販は︑容易には否定でき主い︒むしろ梢根的に認
めるべきである︒しかしそうなると今度は︑身体が︑外的事物
と閑隊︑所有者による自由な処埋の対裂となってしまう︒そこ
に身体の所有権特有の問題性が品るほ︒
この問題性は品くまで︑先にも述べたように︑身体と外的事

いからで品る︒次に︑身体と生命について︑それらが所有物と

所有を考察する前提として︑人梢と物件一般の規定を取りkげ
る(一)︒所有は一般に︑人格の物刊に対する関係に他ならな

るべきものを有していると思われる︒以下では︑まず︑身体の

る所有と身体・生命をめぐる議論を取り上げるT へlゲルは
二百年ほど前の思組家ではあるが︑我々の問題意識にとって見

いのは︑身体特有の存在同悼式とはどんなものか︑ということで
ある︒小論の問随意職もここに晶るの小論は︑臓掠移摘等︑身

それゆえこの問題を級う際︑まず明らかにしなければならな

身体を所有物と捉えることに問題があるとして︑ではその所
有権を否定すればよいので品ろうか Eしかしこれは答易なこと
ではない︒身体の所有権は﹁自分のからだ﹂という直観と恨強
く結びついていると考えられるが︑この夜間は容易に問問す=と
のできないもので品ろう︒この身体は︑純がつくったものだか
ら翻のものだ︑神がつくったから仲のーものだ︑と首ったとして

しめている所以のもの︑すなわち︑所有の問題領域における身
体特有の存在椛式の解明である︒
この問題意織のもとに小論では︑へ lゲル﹃法官学﹄におけ
j

も︑そのとき既にこの﹁自分の﹂身体は︑という意識が入り込
んでいる︒﹁自分のからだ﹂という直 観が強聞在もので︑容易
に否定することができない以上︑その所有権を否定することも
容易なことではないであろう︒所有権はまた一般に︑その所有
物に対する他者からの介入を排除する機能をもっ︒身体の所有
胞が認められていなければ︑他者からの介入を内含切に許すこと
になってしまうのではなかろうか︒この点から言えば︑他者か
らの介入の防抽出回岨として︑むしろ身体の所有織を積極的に認め
るべきではなかろうか︒
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いる︒これが我々の具体的なあり方で品ろう︒しかしこのよう

学校を卒業し︑

l会社で働在︑等々︑我々は様々に規定されて

してもつ特有の存在様式を考察する(二}︒身体に加え生命を

な規定性のうちにある自分を意識しているだけでは︑主体は人

考察するのは︑生命が身体と分かちがたく結びついており︑身
体と悶線︑特有の存在線式をもっているからである︒これらを

で︑こうした規定刊の一切を拾皐しうる︒すなわち︑こうした

おける自由の似別性﹂(同)で品る︒

椛は︑あらゆる規定性から解放された︑﹁純粋の対自的存在に

の意識をもっとき︑主体は人格であると言いうるのである︒人

る︒この純粋な自分︑﹁完全に抽象的な自我としての自分﹂︑こ

ない︑規定性が排除した純粋な自分が自分なのだ︑と主張しう

規定甘から自分を区別し︑これゃあれやの自分が自分なのでは

絡で晶るとは首えない︒我々はこのように規定されている一方

の物件 (vny
旦に対

踏まえ次に︑設岬帥論を取り上げるつニ)︒それは︑所有物は一

OD)

般に誠渡されうる一白ものであるが︑身体の場合はどうかという問
問意識からである︒
人格と物件
所有関係とは一般に︑人絡(可耳切

﹁人椛のうちには︑無限なものとまったくただ有限立もの︑規

て︑自分は自分であり︑自由であるという無限性を意識しうる︒

人絡は︑このように︑完全に規定された有限刊のうちにおい

人防相性がはじまるのは︑主体がたんに自己意識一般を︑

ず人的制とは何かが規定され立ければならない︒

する関係で晶る︒それゆえ所有とは何かを問題にするとき︑ま

具体的なものとしての自分︑なんらかの仕方で規定された

ふくまれているに同ヲこの際︑有限と無限との一体性といっ

ても︑無限性の側︑州車的で純粋な自分自身との関係が重視さ

定された限界とまったく無限界のものとの︑こうした一体甘が

れているのは明らかであるロそしてこの人柿の抽象刊が︑法的

ものとしての自分︑についてもっときではない︒むしろ︑
いて通問しないところの︑完全に州製的立自我としての自

あらゆる具体的な制限されたあり方と通用刊が否定古れて
分について︑主体が自己意識をもつかぎりにおいて︑そこ

人絡としての平等性を可能にする︒我々は︑あらゆる規定相を

拾象した人倍として︑互いに等しい︒我々は︑このような人約

にはじめて人栴世がはじまる︒(三五節注解)
ここでまず指摘できることは︑主体と人怖の迎いで晶品︒主

いする阪利を与える﹂(問︒節目解)ので品る︒ではその物件

として権利主体となる︒すなわち﹁ただ人焔性だけが物作にた

人柿とは︑主体が一切の規定性#姶卑し︑自分の内而甘りつ

とは何で品ろうか︒

体で品るだけでは人栴とは言えない︒﹁主体はただ人桁世の可能

1年に︑ l県で生まれ︑ーという名前を付けられ︑ー

我々は︑それぞれ︑保々な規定性を身にまとった個別的主体

性でしかない﹂{三五節追加)ので品る︒
で晶る︒
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ちへと折れ返ったところに成立するもので品った︒それ噛えこ
の点から逆に︑人柏町出口市性に対する外而的なもの一般が物什

身 体 e生命と所有

身体・生命は︑へ lゲルの所有論において防初の所有物とさ

れる︒そしてとりわけ身体を使

と立る︒すなわち︑人絡でないもののすべてが物件のなかに古

m
L︑身体によフて仙の物件に

まれるのである︒かくして所有関係とは︑内的立もので晶る人
ず︑へ

ir

働きかけるこk から︑所有がし年ーしてい︿也この点ではひとま
ルはロ yクの労働所有論存議草していると言うこと

ことのうちにHすることになる︒

杭が︑外的なものである物什に︑みずからの意志を践き入れる

人は維でも自分自身の一身については所白指骨もってい

ができる︒

る︒これには彼以外の何人也︑なんらの織利を有しないも

人的制は︑どの物刊のなかへも自分の底志を飽き入れる111
このことによってその物件は私のもので品る111
という権

のである︒彼の身体の労働︑彼の予の働告は︑まさしく彼

へIゲルの身体問団解において特徴的で品るのは︑人絡と身体

①身体

より鮮しい規定が与えられている︒それを少し締かく見ていき
:
︑
.
︒
#hau

ない︒それに対しへ 1ゲルの場合︑身体︑および生命に対する

身体に対する所有は自明のものとされ 詳しく論じられてはい

る︒これがロックの労働所有論の原裂である︒この際 自分の

自分の身体によって労働を加えたものが︑自分の所有物と立

にしてそれは彼の所有と古るのである世

ーものである何物かをそれに附加えたのであって このよう

も︑彼が自分の労働を混じたので品号︑そうして彼自身の

それを殺しておいたその状態から取り出すものは立んで

のもので晶るといってよい︒そこで彼が自然が備えそこに

はそれ自身のうちにそのような目的をもっておらず︑それ
a

利を︑自分由実体的な目的としている︒というのは 物付
の規定とたましいに私の意志を受けるからである

これが人間の︑いっさいの物刊にたいする絶対的な︑自
分のものにする権利で品る@{問問節)
他在における自己認識︑これがへ 1ゲルの自由で品品︒何か
を自分のもの仁する︒外的物刊のうちに自分の意志を置き入れ

︺

る︒所有という行為は︑人絡がおのれの自由を現実化するため
の必然的行為立のである︒
意志と物件の関係は︑へ lゲルによれば︑︹ふ占有取得︑
標織づけ︑の三つが晶

(￡使用︑︹ γ山誠波︑に区分され(五コ一節てさらに︹ α
占有取得には︑肉体的獲得︑形づくり

るとされる(五四節てしかしこれらを詳論することは︑小論
の目的から外れる︒小識では様々者所有活動の大前提となる身
体・生命の所有に魚点を絞る︒
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の関係を︑統て区別︑再統一︑という弁証法的関係として担

身体が﹁もつ﹂という所有閑係のうちにもたらされる︒所有と

あった︒それゆえ︑人械として私は﹁私の生命と肉体をも︑他

は︑人格がみずからの意志を物件のうちに霞き入れることで

のもろもろの物件をも︑ただそうすることが私の意志であるか

えるという点である︒
人絡として私は自身が直線に個別者で品る︒￨￨このこ

は内容からいって普遍的な︑分かたれ由︑外的在︑私の現

関係が論じ尽くされているわけではない︒まず第一に︑身体が

かしこの物件としての身体の所有という観点で︑人格と身体の

所有という観点により両者は関係づけられることになった︒し

人絡と身体は︑両者の直接的一体性から︑両者の区別を経て︑

ぎりにおいてのみ︑もつ﹂(四七節)と言われる︒

まず︑人絡と身体は︑直線的立統一︑‑体性のうちにある︒
とをもっとすすんだ規定でいえば︑まず第一に︑私はこの

存在であり︑さらにもっと規定されたすべての現存在の実

有機的な肉体において生きており︑そしてとの有機的肉体

在的可能性で品る︑ということである︒(四七節)

るのか︑これが明らかにされなければならない︒そして第二に︑

物刊に含まれるとすれば︑身体は他の物円とまったく同じであ

身体の所有というととが︑人柿と身体の関係づけを意味すると

私は︑分かたれ出身体のうちに直接生きている︒とこでは︑
うことができるためには︑私と身体とが区別されていなければ

私は身体をもっていると言うことはできない︒もっていると言
ならない︒

いもので晶る︒真の一体性は︑﹁で品る﹂という関係︑﹁私は身

しても︑その﹁もつ﹂という関係は一体性のあh主 と し て は 弱

体で品る﹂という関係でなければならない︒では﹁私は身体で

私は身体のうちに生きているが︑この身体を自分自身から区
別することができる︒これが区別の段階である︒これはおのれ

ある﹂と言えるのだろうか︒

えば︑身体は物件であるとしても︑他の物円と単純に同一視す

このこつの問いは︑密接に結びついている︒結論から先に言

の人梢性を自覚することと表裏一体をなしている︒身体との一

ることのできない特有の性格存もった物刊立ので品るロ身体に

体性から自分の内商性へと折れ帰ることによって︑同時に身体
がおのれにとって外面的なものとして対峠することになる︒そ

対しては︑﹁私は身体をもっ﹂ということと︑﹁私は身体で品る﹂

に危害を加えるときで晶る︒

﹁私は身体で晶る﹂︑乙れが明確になるのは︑他者が私の身体

うる点で︑身体は仙の物刊と異なるのである︒

ということの両方を主張しうる︒﹁私は身体で品る﹂と主張し

れゆえ物刊が︑内的なものである人絡に対する外的なもの‑般
この物件とは︑自由にとっておよそ外的なものとしての

で晶る限り︑身体もまた物件のうちに含まれるととになる︒
一般的立意味での物件であり︑これには私の肉体︑私の生
命もまた胤する︒(四O節注解)
人摘と身体が区別され︑身体が物件とされることによって︑
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他人から私の肉体に加えられた暴力は︑私に加えられた

が︑一体になっている︒ここにへ lゲル特有の﹁無版制﹂の論
理構造を認めることができよう︒人格と身体とは︑統一と区別

との統一︑という無限の関係のうちにあるのである︒これがへl
ゲルの身体理解の特色である︒

②一生命
身体論で問題であったのは︑身体の個々の部分というより︑
身体一般︑総体としての身体で品る︒その限り︑人怖と身体と
の問に存したのと同様の関係が︑人格と生命との聞にも認めら
れる︒生命は総体的なものだからである︒人仲間と身体とが抑制限

性の捌係に晶ったように︑人枯と生命も無限性の関係のうちに

暴力である︒
私は感じるのだから︑私の肉体にたいして手を触れ︑暴
力を加えるのは︑私に直属︑つまり現実的かつ現在的に予
を触れるので晶る︒この点が︑人格的な侮辱と︑私の外而
的な所有の侵害との︑区別をなす︒(四八節注解)
私的身体に対する侵害は︑単なる物体︑私の外的な持ち物に
対する侵容では立い︒私自身への伎符なのである︒このことは
性暴力的例を考えても理解される事柄であろう︒性暴力が卑劣
で品るのは︑侵害されるものが︑私と輿なる身体ではなく︑私
で品る身体︑それゆえ私そのものだからで品る申身体に危虫討

︒
占の 'Q

この際︑この無版性は︑品くまで人格とその生命との問にお

を加えられても心は別だ︑というような話は論弁でしかない︒

うした過税は論じられない︒そうした識論はむしろここで論じ
られる人附存在の前提として︑背景に退いているT ここでの
生命は︑普遍的生命といった形而上学的概念ではなく︑個々の

けるもので品る︒こう言うのはへ lゲルが︑﹃約紳現象学﹄︑自
己意識の章において︑無限性の棺造をもっ鶴遍的生命からの自
己意識の生成過胞を揃いているからである︒﹃法哲学﹄ではそ

生命あるものの生命である︒この生命と人絹との問に無限性が

肉体が胤侍されて︑人絡の現有在が他人の暴力に制せし
められても︑物自体︑たましいは︑触れられず目されない
のだというような区別立てをなしうるのは︑四念のない︑
ソフィスト的立情廿でしか立いので品る︒(同)
あり方が明らかにされたと言えよう︒人格と身体の関係は︑以
上のように︑直接的統一︑区別︑再統一︑という計話法的連動

成り立っているのである︒このことを自殺論で敵認していきたい︒

かくして︑人格と身体の一体制︑﹁私は身体である﹂という

として捉えることができる︒これは通時的な過程と言えるが︑

うる

P

人間は自殺を行うごとができるロ動物はこれができ

ひとり人聞のみがいっさいを︑おのれの生命をも放棄し

へlゲルは︑自殺でさることに人間と動物との遣いを児ている︒

この関係は共時的なものとして捉えることもできる︒すなわ
﹁私は身体である﹂と﹁私は身体をもっ﹂が同時に成り立ちう

ち︑人柿と身体とは︑一体で品ると同時に︑区別されもする︒
る︒一つの人間存在において︑統一のあり方と︑区別のあり方

5
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ない︒(五節追加)
自殺することができるためには︑殺すものと殺されるもの︑
主体と容体︑おのれと生命とが区別されていなければならな
い︒区別という点で︑身体の時と同械︑﹁私は生命をもっ﹂と
いう所有関係を認めることができる︒人椅から区別された生命
は︑一つの物件であり︑これに意志が聞き入れられることによっ
て所有物と在る︒所有物であるからこそ︑自殺できる︒
私はこの五体を︑生命を︑ただ私がそれを意志するかぎ
りにおいてのみ︑もっている︒動物は自分で自分を不具に
したり自殺したりすることはできないが︑人間はできる︒
(四七節目解)
へlゲルはこのように︑自殺できることに人聞の人間たる所
以を見ている︒しかしかといってへ lゲルは自殺を納めている
わけではない︒へ lゲルは︑人間が白川刊することができること
を認める一方で︑人附に自殺する腕利が品るかどうかを問う︒
答えは﹁ない﹂で品る︒
外而的な活動の包抗的な総体︑す立わちヨ命は︑それ自
身がこのもので晶り直械的で晶る人格世にたいして︑なん
ら外的なものではない︒生命を仙出来すること︑者いしは機
牲に供することは︑この人栴性の現存在で晶るどころか︑
かえってその反対で品る包
それゆえ私は生命の政棄にたいしては総じてどんな権利
をももっていない︒(七O節)
このようにへ lゲルは一自殺する出刑判を否定する︒その際︑人

怖と生命の一体性が忠由となっている︒人絡にとって生命は外
的なものではない︒生命の消滅は人格の消滅である︒人柏と生
命が一体で品る限り︑生命に対しては︑放棄の栂利を言うこと
さえ不適当で品る︒
人絡がその生命のうえに支配を及ぼす椴利ということを
論じるのは︑人格が自分のうえに支配を及ぼす一つの陥削刊
をもっているということになるから︑それは一つの矛盾で
晶る︒人防相はこのような権利はもっていない︒(七O節追

加)
へlゲルは︑人椅と生命との区別の点から自殺可能汗を認め︑
一休刊の点から自殺の椛利を否定している︒人絡と生命の関係
は︑身体の時と同織︑細川限性の関係で品る︒﹁私は生命をもっ﹂
と﹁私は生命で品る﹂の関係が︑一つの人間存在において成り
立っている︒
以上の考察で︑身体・生命の特有の存在様式が明らかになっ
たと思われる︒両者は︑人絹とのあいだに︑﹁もつ﹂と﹁で品
る﹂を一体化させた撫限の統一をもっているのである︒この寄
壌をふまえ次に︑身体・生命の線技可能性について︑へ lゲル
の議論を取り上げることにしたい︒
霞渡しうるものとしえないもの

まず最初に︑人給自白身は所有対象となりえないことや確認す
る︒人栴そのものは︑主体が自分の内附刊へと折れ返ったとこ
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ろに成立する'もので品り その内而性に対する外的立ものが物
円︑すなわち︑所有対象となりうるもので品った︒人栴それ自
身は決して所有対象とはなりえず︑それゆえ譲渡することもで

私の特別な︑肉体iおよび精神上のもろもろの熟練と︑

て設波が可能と在るのである︒通常の労働契約などはこれにあ
れんヲ匂ロ

と普通刊に対する⁝つの外而的立関係を与えられるからで

なぜなら︑この糾限にしたがって︑それらは︑私の総休刊

活動のもろもろの可能性とについて︑私は個々の諦産物と︑

払の最も巾山有な人絡と私の自己意識の普遍的な本質とを
なすような︑もろもろの貴重なもの︑あるいはむしろもろ

では︑身体の使用やおのれの生存時聞を制限なく誠渡する場

人絡会譲り渡したことにはならない︒

能な物件となりうるので品る︒総体を絞り漉すのでなければ︑

総体︑それゆえまた人情とは異なる︒その点で︑他人に説波可

ある︒(六七節)

時間上制限された使用と在︑他人に訣渡することができる︒

もろの実体的な規定︑すなわち私の人栴性一般︑私の普遍

時間制限付きの身体の使用︑あるいは︑生生存時間の一部は︑

きない︒

的な意志自由︑倫理︑宗教のごときは︑外に譲渡されえな
いロ{六六節}
人格は品くまで所有主体であって︑所有対象なのではない︒
譲渡しうるのは︑あくまで物件で品る︒
客観的にも︑契約にもとづく惜刊は人絡にたいする権利

ろうか︒奴隷は︑身体・生命の全体的立持波︑それゆえ人格の

合はまったく考えられないで品ろうか︒例えば奴隷はどうであ

ではなくて︑人絡にとって外的立ものにたいする権利︑あ
るいは人格によって誠波されるべき成品物にたいする権

られるかもしれない︒しかし奴隷化は︑それがいかに強制的立

この際︑奴隷に闘して誠波という言葉は不適当で品ると考え

謀波と言えるのではなかろうか︒

利︑つねに物什にたいする権利で品る︒(問︒節法制肝)
しかしながら︑譲渡しうるものが物刊で品るとして︑身体や
人絡と一体であると同時に︑人絡にとって物件と見なされる側

生命はどうなるで品ろうか︒先に児たように︑身体生命は︑
耐をもつもので品った︒物何で晶るなら訣波しうるのであろう

危険に冒しても断固として伊百するという選択肢を放棄し︑み

也のに見えT色︑読破と児なしうる︒奴隷に止る者は︑生命を

ずから奴隷になることを受け入れたのである︒あるいは場合に

か︒だとすれば︑人絡を訴渡することになるのだろうか︒
この問題を考えるには︑どのような意味でそれらが人椅と一

よっては︑みずから進んで奴隷梨約を結ぶ者ーもいるであろう

q

体とされていたのかを思い起こさなければ巴ならない aすなわち︑

(五七姉迫加)なのである︒

結局︑﹁だれかが奴様であるということは彼自身の意志のせい﹂

の生命︑である︒つまり︑総体的なものでなければ︑物件とし

人格と一体とされていたのは︑総体としての身体︑総体として
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それゆえ奴隷になるの存受け入れる者は︑総体としての身体・
生命を他人に訣渡する契約を結んだと見なされうる︒そうであ
るならば︑それは人出帽の誠波になるのでは立いか︒自己奴隷化
はまた︑自分の意志の自由︑それゆえ自分の内而相そのものの
説渡とも見なされうる︒この点から言っても︑自己奴隷化は︑
人梢そのものの説渡になるのではなかろうか︒だとすればそれ
は︑人枯そのものは殺波できないという原理に反4るのではな
︑
崎
︒
TVJt

を加えておきたい︒
へlゲルの場合︑人柿との一体世は︑主として総体としての
身体・生命に当てはまるものであった︒先に述べた︑通常の労
働契約と奴隷契約の逃いは︑身体使用の時間制限の白織として
抱えられた︒身体使闘の誠波は︑時制制限があるもので晶れば︑
人絡を殺り渡すこと仁は立ら立いが︑時間制限が止ければ︑人

有する限り︑物刊として所有対象にはなりえないので品る︒そ
して人怖がこのようなものである限り︑人柿と一体である総体
としての身体・生命も解放されなければならない︒総体として
の身体・生命は︑人絡から区別される点で︑時相波の対象と見な
されるが︑人柄と一体である点で︑その契約は無効とされなけ
ればならないのである︒自分のものは自分の自由にしてよい︑
というのが所有権の原理だとしても︑総体としての身体'生命
はこの原理には晶てはまらないのである︒

することができる︒それゆえ人格が無限の自己内反省円運動を

τ

へ1ゲルは確かに︑ひとまず奴隷契約を人格の誤渡であると
唱える︒しかしその契約を破棄できる契約とする︒
奴隷がおのれを自由の身にするべき絶対的な権利をもつ
こと︑また︑だれかが自分の倫理を売って盗賊や殺人を諦
け負ったとすれば︑このことは即かつ対自的に無効であっ
て︑だれでもこの契約を取り消す桶利を有すること︑ーー
これはことがらの本性に属している︒(六六節追加)
奴隷契約を結んで自由を譲り渡すことは︑犯罪を繭け負って
良心を譲り渡すことと同様︑自分の内而性︑人格性を欣繋する
ことで晶る︒しかしこれは︑誤った契約なのである︒乙れは本
来契約対象と止りえ立いものに対する契約なのである︒
人格は︑主体が自分の内而性へと折れ帰ったところに成立す
るもので晶った︒たとえ奴隷契約存結び︑その時点でおのれの
人脳性争放棄したとしても︑収隷は自分の内而世への無阪の折
れ返りによっ ︑おのれの内而的自由を自覚し︑人楠性を回復

身体'生命の存在練式︑身体の諜滞可能性︑これらの考察に
よって浮かび上がってきたのは︑制中立る物の所有に還元できな
い︑人格との一体性で品品︒外的事物の場合とは異なるこの人
格との一体性こそ︑身体の所有論を考察する上での曳くべから
ざる視点の一つであると思われる︒これを踏まえ段後に︑この
人情との一体制に附し︑現代の生命倫理の観点から若干の考察

び

怖を殺り渡すことになる︒これはへ lゲルの論理学の問点から

5
9

結

言えば︑量と質的変化との関係を示す一例と言える︒本を熱す
る場合︑溢度の上昇はある限度会越えると︑本という規定刊︑
すなわち質に変化を一白もたらし︑や小を水蒸気たらしめる守これ
と閥繊の関係をここに見て取ることができる︒身体使用の喝合︑
時間という量的なものの全譲渡が︑質的立ものである人縮性の
持品開となる︒この場合の量的なものは︑質的変化をもたらすよ
うな限度を越えないものであれば︑設波可能となり︑限度を越
えると不可能となる︒
ではこの畳と質との関係在︑現代の生命倫理由制点から見た
岡崎合︑どのようなことが言えるだろうか︒へ 1ゲルでは︑分制
され譲渡可能立ものは時間で品った︒しかし現代では︑生命体
そのものが物理的に分制され靖阿波可能なものとなっている︒そ
こにへ lゲルの時代との大きな相逃が品る︒問題は︑この物理
的に分割可能となった生命体が︑時間とまったく同様に量的な
ものとして帯えられるかどうかで畠る︒取り出された臓器在︑
我々は分割された単なる量的物体として捉えているだろうか︒
臓器提供する者が︑自分の臓滞在単なる物体と犯えていたとし
ても︑受け取る者︑周りの者は︑そこに質の契機を介布させは
しないだろうか︒質︑人稿世が消滅し︑単なる量的物体と考え
られて良いはずの脳死体の臓器で品つでも︑そのもとの持ち主
の人格性を意識させずにはおかないのではないか︒実際︑臓器
移植が︑移植を畳けた者に︑アイデンティティの点で不安や動
摘を引き起こすことが晶るという噌これも︑移補された臓掃
が︑もとの持弘主の人絡性と耐間接に結びついているからであろ

う︒身体の同室町︑部分で品っても︑賀︑人栴性と一体化してい
るのである︒
このように︑身体が分制され調波可能なものとなった現代に
おいても︑へ lゲルが洞察した人絹との一体世という視点は︑
形を変えて一なおも生き続けている︒単一なる量的物質に還元でき
ない︑質と密接に結ひついた身体であるからこそ︑身体が所有
怖のカテゴリーにもたらされるとき問題視されるので品る︒自
己所有阪に基づく生硝医療が問聞に在るの也︑それが未来の賀︑
未来の人栴性に関わるものだからで品る︒身体所有踏の問題の
棋幹に︑この人栴性の問題が品ると言えよう︒
さて︑以上を認めたとして︑さらに問わ立ねばならないこと
は︑﹁人格とは何か﹂ということになるで品ろう︒人桁の品り
方があらためて問い直され立ければならない︒へ lゲルが与え

た人格の規定だけでは︑現実の諮問題に刈応しきれないことは
明白で品る︒現代の生命倫理学では︑人怖の問題にパ lソン論
という術請が品てられ︑一つの間有の問姻領域を形成しているt
そこでは人栴と非人情とを区別する限界点在どとに置くか︑線
をどこに引くのか︑す在わち人格の質的規定そのものが問われ
ている︒身体所有権に取り組む者色︑まさしくこの人絡の質的
規定の問題に附わらなければならない︒だがこの間臨は︑すぐ
に答えの出るような容易なものでは立い︒この問題に対しては
稿を品らため取り組むこととし︑ひとまずとこで小論を終わる
ことにしたいロ
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)
︒
命を所有するのではない︑生命が私を所有する﹂(二O貰
﹁私が生命在所有するのではなく︑生命が私を所有するこ

点から︑原初的立所有の受助性を強調している︒﹁私が生

九二二号︑二O O一年︑が品る︒熊野氏は普通的生命の観

とこそが所有のはじまりであるとすれば︑所有の開始は一

加藤尚武﹁科学技術と倫現﹂︑加勝尚武・松山諒一一編﹃科
学払術のゆくえ﹄ミネルヴァ世間房︑一九九九年二二一三頁
以下を参問︒

パlソン論﹂を審問︒

︺

号︑二0 0一年︑九一一良以下を審問︒
加牒尚武・加茂直樹編﹃生命倫理学を学ぶ人のために﹂世
界思想相︑二000年︑﹁H基本慨念と問題点﹂の﹁[C

DEEm‑FE'F
日 実 片 岡 高 丸 翠 昔 話 豊 富 諸 国EEF 司自
伊時間・邦訳・﹃小論理学(上}﹄(松村一人訳)松波文席︑三
二六真︒
出日矧﹁商品としての身体︑記号としての身体ーー‑腕部
移植・アイデンティティ・削担保の共同体﹂︑﹃思惣﹄九二一一

口当同窓尚早同喜罫

EEZ雪宮主主宰司官官昔守三

般的にいって受動的なものでしかありえない﹂士コニ頁)︒

加保秀一﹁身体在所有しない奴隷￨￨身体への自己決定椴

の擁誠﹂︑﹃恩怨﹄九二二号︑二0 0一年︑一二三頁以下を
参照︒

J
F
E邑‑専な骨同同R言︑白
︒巧・明白出品︒]噂白書費時刊誌喜弘可h
河﹄三原尚一色司ミ常詰E
G詰が四国営hmp司自白広与 P云 3国内凶戸
(引用の際は節帯号を記した︒訳文は︑牒野渉・中市川伸正敏
訳訪山の哲学﹄中央公論社︑をそのまま使わせてもらった J
J ロック﹃市民政府論﹄(湖飼信成訳)岩波文庫︑一九
六八︑コ一二三頁︒
加藤秀一前掲論文︑一一二頁以下を審問︒また︑私と身体
との一体性に闘して︑多重人絡庄の例を挙げることもでき
よう︒事麗人柿症の多くが︑幼児期の虐待に起因している
と言われるロ人柏がまだ明確に定まっていない幼児は︑身

加雌尚武﹃へ lゲルの﹁法﹂哲学﹄背土社︑一九九三年

︹参し考文献(註で挙げた以外のもの)]

に犯わせ︑府待を知らない︑それゆえ虐待の記憶をもっ人

体に加えられた虐待という事実在︑虐待の記憶をもっ人格

立相真也﹁私的所有論﹄勤草書房︑一九九七年
山口期﹃臓能は﹁商品﹂か﹄講談社現代新昔︑二0 0一年
森 村 進 ﹃ 自 由 は ど こ ま で 可 能 か Hリパタリアニ Xム入門﹄締
談社現代新議︑二O O一年
﹁所有と国有I￨ジョン・ロックの︿所有︾論をめ
鷲間消

絡を知らない︑まったく別の人格を新たにっくり品げる︒
このようにして府待の悲惨さを乗り戯えるので品る︒
へlゲルの普遍的生命の議論を所有論に取り入れたものと
しては︑熊野純彦﹁所有と非所有とのハ品わい vで(上)
lll
生命と身体の自己所有をめぐる断章￨￨﹂︑﹃思想﹂
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ぐって﹂︑上・﹃季刊即吾子丘一一九号︑一九九三年/
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下
・3
﹁わ
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A たし v は誰のもの7
ンタルンョップ￨￨ゆれ動く︿所有論 vの背景を考
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