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序　文

　ここ数年、アメリカの社会で、非常に注目を浴びた法律がある。それが連

邦法として制定された「拒否条項」（Refusal Clauses）である。この法律は、

医療現場を始め、裁判所、連邦議会、さらにはアメリカ社会全体に波紋を与え

ている。

　「拒否条項」とは、簡潔に言えば、医療提供者が自らの宗教的・道徳的信条

に基づいて、医療サービスの提供を拒否することである。例えば病院に勤務す

る医師などが、自らの良心的信条に基づいて、治療を患者に提供することを拒

否する。

　米国では、憲法修正第１条「信教の自由条項」、特に「良心の自由」によっ

て、ある一定の行為が免責（exemption）されることがある。今回取り上げ

る「良心の自由」は、その免責に該当するかもしれない。この拒否の権利は法

制化され、「拒否条項」としてまとめられている。また拒否条項に相似する法

律は、米国だけでなく、ポーランド、スペイン、フランスなどの欧州でも制定

されている。

　近年、「拒否条項」が注目を浴びる原因となったのは、2010年オバマ大統領

が推進した「負担のない保険法」（Affordable Care Act）の制定や、拒否条

項の適用の拡大で、その社会的影響力が大きくなったことが挙げられる。
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　拒否条項の適用が拡大されている領域は、特に、生殖医療、終末医療、HIV

関連、ウイルス、胞胚細胞関連の研究分野などである。また適用される対象

も、現場の医師から医療提供者全体、個人から団体・機関つまり病院やクリ

ニックに至るまで、広範囲に及んでいる。さらに、医療提供の現場とかけ離れ

た保険会社、健康関連のプログラムまで広がった。この不自然な拡大が、拒否

条項を混乱させている。

　この混乱は、結局、現在の連邦議会あるいは連邦最高裁の姿勢などに議論が

集約していく。「拒否条項」は、連邦最高裁あるいは現在の司法の本質を如実

に映し出しているからである。それゆえ、本稿においては、拒否条項が拡大適

用される理由、特に「信教の自由条項」の解釈原理と連邦最高裁の役割に焦点

を当てて分析している。

・構　成

　本稿では次のような構成を取っている。

　　I．拡大し続ける拒否条項

　　II．縮小し続ける女性の選択の権利

　　III．拒否条項と他の法律との衝突

　　　（1）拒否条項と他の憲法条項・連邦法との衝突　

　　　（2）法律・規則との衝突

　　IV．結　論

 I．拡大し続ける拒否条項

（1）「拒否条項」による社会的影響

　拒否条項がどのように社会に深刻な影響を与えているのか。その現実を巧み

に表現した論文がある。カリフォルニア西法学大学院のジョアンナ・サックス

准教授によって記された「Access to Prescription Drugs」１）である。

　「2050年を想像して欲しい。パーキンソン病を患った老紳士が倒れそうに

なって、薬剤師のカウンターに辿り着いた。彼は新薬を処方してほしいと頼
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む。その新薬は、彼の長年の病気の苦しみを和らげ治癒してくれるからであ

る。しかし、薬剤師は処方を断った。それは、この新薬は、受精卵から発達し

た胞胚細胞が使用され、この薬を処方することは、自らの宗教的信念に違反す

るという。次に並んでいた人が HIV 関連の薬の処方を求めた。薬剤師は、ま

た処方を断った。HIV 陽性の人は、ホモセクシャル行為によって罹患してい

る。そのような行為は不道徳である。次の女性は避妊薬を望んだ。その薬剤師

は、またもや断った。個人的に避妊に反対する信条を持っているという。特

に、避妊薬の処方拒否は1990年代・2000年代に繰り返し起こっていた。このよ

うな医薬・治療の提供の拒否は、やがて深刻な医療上の障害を引き起こすであ

ろう２）」と、拒否条項に対する危険性に言及している。

拒否条項による社会的影響とは

・医療機関が緊急治療を拒否する

　近年の「拒否条項」における最も深刻な障害の１つとは、医療機関である病

院やクリニックによる、緊急治療の拒否である。たとえば、患者である女性が

性的暴行の被害を受け病院へ駈け込んだ。しかし病院全体が緊急医療の提供を

拒否することがある。

・全米における宗教系病院の合併事情

　拒否条項が、社会的に甚大な影響を与える背景には、米国の病院ビジネスの

事情がある。例えば、全米では、総ベッド数の約５分の１３）が宗教団体係の

病院によって保有されている。また、20以上の大病院の中で10病院は宗教団体

によって経営され、その70％がカソリック系４）で、非営利団体の病院として

全米最大の規模を誇っている。

　また、1990年から2001年にかけて米国では病院の合併が活発に行われた。こ

れは、米国の経済状況あるいは、個々の病院の経営事情などがその背景にあ

る。この間に、カソリック系病院と非宗教系の病院との合併も盛んで、その件

数は171件５）ほどに至っている。2004年では、カソリック系の病院は、最大級

の10病院で４病院６）を占めていた。このようにして、宗教系の病院が増加し、
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拒否条項が行使される機会も急増していたのである。

　また、この病院の合併によって、別な事情が生まれていた。たとえばカソ

リック系の病院が、非宗教系の民間病院と合併か、売買に入る場合、宗教系の

病院は、売買の条件として、合併後もカソリック教会の宗教的・倫理的規則に

従うことを要請している場合が多く、合併した新病院なども、教義上の規則を

順守することが条件となっている。つまり、合併後の新病院も、拒否条項が活

発に行使されるのである。

　この米国の拒否条項が行使される深刻な影響は、郊外や地方における、低所

得者の有色の女性を直撃することになる。連邦法によって低所得者の女性が支

援されている代表的なプログラムは二つある。一つが「Title X」で、連邦政

府の補助金によって避妊関連の治療やカウンセリングのサービスが受けられ、

全米で約500万人の受給者がいる。さらに、低所得者対象の保険制度のメディ

ケイドである。このプログラムは5,260万人の受給者がいるが、その中の2,100

万人が女性である。これらの女性７）は「拒否条項」の影響を直接受けること

になる。

（2）「拒否条項」について

①「拒否条項」の歴史

　連邦法として初めて「拒否条項」が成立したのは1973年である。連邦最高裁

が Roe v. Wade ８）の事例において、中絶の選択の権利を合憲と判断した時から

である。この判決に非常に驚いたチャーチ議員（Senator Church）を中心と

する保守派層は法整備に入った。それが同年の73年に成立した連邦法のチャー

チ修正法９）（Church Amendment）である。この法律によって「拒否条項」

の骨格が形成された。

　詳細は後に触れるが、チャーチ修正法では、医療提供者による医療拒否が、

特に、生殖医療分野において認められている。不思議なことに、この「良心の

自由」の権利は、個人においても、団体においても適用される。

　その後、1976年の「ハイド修正法」10）（Hyde Amendment）によって、

中絶に関する補助金は支給しないことが規定され、1996年のコーツ修正
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法11）（Coats Amendment）では医学訓練生さえも生殖医療のプログラム

を拒否することが許された。さらに2005年のウェルダン修正法（Weldon 

Amendment）に至っては、生殖医療分野における情報、治療、代替人の提

供の全てが、拒否しうる法律が成立したのである。

　2008年には、これらの連邦法の拒否条項をさらに広く解釈できる「規

則」がブッシュ政権の保健社会福祉省によって制定された。それが「Final 

Rule: Ensuring that Department of Health and Human Services Funds 

Do Not Support Coercive or Discriminatory Policies or Practices in 

Violation of Federal Law」いわゆる「ブッシュ大統領の医療提供者の良心

の自由条項」である。これは一般的に「2008 Final Rule」と呼ばれている。

　現政権のオバマ大統領によって推進され、2010年３月には「負担のない保険

法」12）（Affordable Care Act）が成立した。この連邦法でも「拒否条項」が

規定され、「Exchange」という保険にも適用されるようになった。

　さらに、2011年２月にオバマ政権は連邦法の「拒否条項」の解釈と適用に影

響を与えた「新規則」を発表している。正式名は「保健医療提供者に対する

良心保護の連邦法施行に関する規制法」13）（Final Rule ─ Regulation for the 

Enforcement of Federal Health Care Provider Conscience Protection 

Laws）という。この「新規則」によって、ブッシュ政権時代の「2008 Final 

Rule」の殆どが無効とされたのである。

　

②「拒否条項」の各法律における条文

　以下では具体的に条文をあげ、文言上、非常に曖昧であると批難されている

点に対して分析を行っている。

（ⅰ）チャーチ修正法（Church Amendment）前半14）

　Roe の直後、1973年に制定されたチャーチ修正法は「1973 保健プログラム

拡張法」（the Health Programs Extension Act of 1973）の一部として成立

している。この法律は、今日でも有効である。ちなみに、チャーチ修正法が成

立した後、多くの州が類似の法案を通過させている。現在では、全米47州とコ
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ロンビア特別区が「拒否条項」を保持し、その大半がこの時期に制定されてい

る。

条　文

　Sec.401（b）：「公衆衛生法（Public Health Service Act）、地域精神保健

センター法（Community Mental Health Centers Act）、あるいは教育障

害者サービス・施設建設法（Developmental Disabilities Services and 

Facilities Construction Act）の法律のもとで、補助金、契約、貸付ある

いは貸付保証が提供される受給者は、それが個人であれ機関であれ、裁判

所、公務員、政府の諸機関によって（以下のことが）強制されない：

（1）いかなる避妊あるいは中絶を、または、それに対する支援を行う事が、

自らの宗教的信条あるいは道徳的確信に反するならば、その行為や支援

を個人が強制されない。

　（2）そのような団体・機関（entity）は、

（A）その団体・機関において、宗教的信条あるいは道徳的確信に基づ

いて、避妊あるいは中絶が禁止されるならば、その施設は使用され

ない

（B）避妊あるいは中絶の施術を行い支援することが、個人の宗教的信条

あるいは道徳的確信と反するならば、いかなる個人に対しても、そ

れらを強制されることはない

・上記のチャーチ修正法（Church Amendment）は、先ほど触れたが、個

人の「信教の自由」の権利でありながら、団体にも適用されている。さらに、

1973年に女性の中絶選択の権利が認められているにも拘らず、連邦政府から補

助金を受けた施設では、中絶の治療や手術に関しては利用が拒否されることも

ある。

（ⅱ）チャーチ修正法の後半15）　

　　─雇用者による差別待遇を禁止する─

　チャーチ修正法では、「良心の自由」権利を行使した個人に対して、雇用主
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が差別待遇を行うことを禁止している。

（C）この法律が施行された以降は、公衆衛生法、地域精神保健センター法、

あるいは教育障害者サービス・施設建設法に基づき、補助金、契約、貸付、あ

るいは貸付保証が授与される「機関」は、

（1）医師あるいは医療提供者に関する雇用関係において、雇用、昇進、諸条件

において差別することを強制されない

（2）医師あるいは医療提供者に対して、従業員の増員また他の特典の拡張にお

いて、（以下の理由において）差別されない―。

（ⅲ）1974年チャーチ修正法の改定法16）

　翌年の1974年では、チャーチ修正法は国家研究法（National Research 

Act of 1974）によって改定されている。この改定法では、拒否条項の適用が

さらに拡大され、医療現場だけでなく、生物医学や行動学などの研究分野まで

及んでいる。

・チャーチ修正法の文言の曖昧さ

　チャーチ修正法や改定法では、拒否条項の適用の拡大を許す「曖昧な文言」

が多く、非難の対象となっている。

赫 道徳的確信（moral convictions）

　73年・74年に制定されたチャーチ修正法では「宗教的信条」（religious 

beliefs）あるいは、「道徳的確信」（moral convictions）という文言が使

用されている。前者の「宗教的信条」については連邦最高裁で、その定義に

言及されている事例もある。たとえば「良心の自由」に基づいた兵役拒否の

場合である。一方、「道徳的確信」については、その定義が定かでない。各

個人の見解が「道徳的確信」となりうるのか。それでは適用が無制限となっ

てしまう。

較「支援」（assist）

　「支援」はどのような行動・範囲を指すのか。医療と関連する全ての行動を

含むならば、適用は無制限となり、この文言に対しても多方面から批判が起
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こっている。

郭「法律で認められた」（any lawful health service or research activity）

「法律で認められた」範囲とは何を指すのか。広く解釈すれば医療に関連す

るサービス全てが適用対象となり、読み方によっては適用が無制限になる。

＊憲法上の問題─「曖昧さ故に無効」の原理（Void for Vagueness）

　曖昧な文言を含む法律は、憲法上、直面する問題がある。それが「曖昧さ

故に無効」（Void for Vagueness）の基準である。この基準によって違憲判

断されれば、全面的に法律が無効となる可能性もある。一方、適用無効（as-

applied）の原理では、特定の適用が無効であり、法律は全面廃止されること

はない。ただし、連邦最高裁は「曖昧さ故に無効」は効果が強力なために採用

が避けられ、また、両者の差は、明確でなくなっていると指摘する憲法学者も

いる。

　「曖昧さ故に無効」では、例えばどのような行為が禁止され、どのような罰

則が定められているのか、平均的な市民が理解できないような法律は、施行し

えないと考える。その法的根拠は、憲法修正第五条と修正第十四条のデュー・

プロセスである。曖昧な文言による法律は、公正な手続きを経ることなく市民

の権利を奪うために、デュー・プロセスに違反するということである。この基

準は1926年の Connally v. General ConstructionCo., の事例で既に使用されてい

る。

　2005年に制定されたウェルダン修正法（Weldon Amendment）では、文

言が曖昧で余りに広く適用されるという懸念から、全米家族計画・生殖健康協

会（National Family Planning and Reproductive Health Association）

が仮差止命令（preliminary injunction）を求め、連邦地方裁判所に訴え

（NFPRHA v. Gonzales）を起こしている。しかし、裁判所は原告側が「曖昧さ

故に無効」という点を充分に証明していないと却下している。

　

（ⅳ）ハイド修正法17）（Hyde Amendment）

　チャーチ修正法の成立後、1976年にハイド修正法が制定された。この法律
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は、中絶に対して連邦政府による補助金の支給を禁止している。このような条

文は「rider」（付加条項）と呼ばれ、一定の法律に添付される。この付加条項

は、歳出配分承認法に添付され、その例外規定（exceptions）を巡って激し

い議論が連邦議会で展開される。つまり、例外規定に該当すれば、逆に補助金

の提供を受けるからである。

　このハイド修正法は保健社会保障省によって配分され、最も影響を受け

るのがメディケイドの受給者、特に低所得層の女性である。メディケイド

（Medicaid）は、連邦政府と州政府によって基金が形成され、特に州によっ

て運営されている医療費補助制度である。1965年に創設され、受給者は所得だ

けでなく、年齢、妊娠、障害の有無などによって、その受給資格が定められ

る。

　ハイド修正法は、中絶に関連する補助金を制限しているために、全米中絶

同盟（National Abortion Federation）や全米自由人権協会（American 

Civil Liberties Union）から、不当に低所得者の女性を圧迫していると批難

されている。

条　文

　ハイド修正法は度々変更が加えられているので、1980年に連邦最高裁で判断

された Harris v. McRae での法律を挙げている。

・80年ハイド修正法の条文

　「両院合同決議（joint resolution）において支給される補助金は、中絶に

対して使用することはできない。ただし、出産まで胎児を維持することに

よって母体の生命が危機に陥る場合は、この限りではない。強姦及び近親相

姦の犠牲者に対する医学上の施術は、この限りではない。ただし、この場合

は法執行機関・公衆衛生サービス機関に速やかに報告されていなければなら

ない」
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・「拒否条項」について連邦最高裁による最初の判断

　　─ Harris v. McRae18）の事例─

　79年から80年にかけて、連邦最高裁において Harris v. McRae が審議されて

いる。ただし、このケースは医師などが治療提供を拒否するのではなく、「補

助金」の提供が拒否され、その合憲性が争われたのである。

　メディケイドは、1965年に制定された社会保障法（Social Security Act）

である Title XIX19）の下で設置されている。原告のマックレイは、妊娠中の女

性で、かつメディケイドの受給者である。このハイド修正法は、憲法修正第

五条のデュー・プロセス条項（Due Process Clause）で保護されたプライバ

シー権の侵害、並びに憲法修正第一条の宗教条項の「国教樹立禁止条項」と

「信教の自由条項」に違反すると訴えた。

　連邦最高裁の法廷では、５対４の投票でハイド修正法が正当であり、合憲だ

と判断。法廷意見はスチュワート判事（Justice Stewart）が述べている。審

査は大きくは３点、一つは修正第五条のデュー・プロセス理論、二つ目には修

正第一条の宗教条項、三つ目は修正第十四条の平等条項において行われた。

・一点目は憲法修正第五条の問題である。最高裁は、この法律は憲法修正第五

条のデュー・プロセス理論によって保護されたプライバシー権の侵害との訴

えに対して、侵害には当たらないと、その訴えを退けている。

　　最高裁は「Roe v. Wade の事例では女性の選択の権利が認められている。

しかし、その権利は、政府の補助金によって中絶を行う権利まで含まれたも

のではない。また、政府が中絶に対する補助金を拒否したからといって、中

絶の選択の権利あるいは、その決定に対して干渉したことにはならない」と

している。

・二点目は憲法修正第一条の問題である。

赫 国教樹立禁止条項─ハイド修正法は人間の生命の尊厳に関するカソリッ

ク教の見解を具現化し、国教樹立禁止条項に反すると、原告は訴えた。最高

裁は、これに対して、ハイド修正法が偶々特定の宗教教義と一致したからと

いって、それが即座に国教樹立禁止条項に違反するものではないと、訴えを

却下している20）。
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較 信教の自由条項─原告は、ハイド修正法は「信教の自由」を侵害してい

ると主張。その理由として、医学的に必要とされる中絶を選択したのは、自

らが保持するプロテスタントとユダヤ教の教義に由来するという。ハイド修

正法は、補助金を制限し宗教に由来する中絶選択の決定を阻害した。それは

「信教の自由」の侵害にあたると主張。この訴えに対して、最高裁は「原告

適格」（standing）を理由に判断を避けた。つまり、マックレイは今回、妊

娠中かつメディケイドの受給者という同じ境遇にある女性を代表し集団訴訟

の形態を取った。しかし、「信仰の自由」についての訴えは、マックレイ個

人の訴えで、他の原告人はこの点については争っていない。つまり、最高裁

は「信教の自由」によるマックレイの訴えは、集団訴訟としての「原告適

格」を欠く21）と判断した。

・三点目に、憲法修正第十四条の問題である。原告は、ハイド修正法が修正第

十四条の「平等条項」に違反する。それは、一般的に必要な医療と中絶の治

療とに区別を設けて、差別していると訴えた。これに対して連邦最高裁は、

胎児を保護する政府の利益に合理的に関係するものと、そうでないものとの

間に区別を設けることは許される。また「基本的自由権」を規制している場

合でも、それが中絶の権利であるならば、基本的には厳格審査基準（strict 

scrutiny）を用いる必要はない。それは「人」の命を殺す行為だからであ

る22）と、見解を述べている。

　　また最高裁は「違憲の疑いの強い分類」（suspect classification）を

使用し、マックレイは「平等条項」で分類されている「疑わしい区分」

（suspect class）に該当しない。ゆえに、厳格審査基準を必要としない23）、

つまり「やむにやまれぬ利益」を政府側が提示する必要がないという。連邦

最高裁が認めた「疑わしい区分」とは人種、国籍、宗教、外国人である。今

回は、「貧富の差」で、この区分には該当しないと考えた。

　　さらに、政府が中絶に資金を提供するより、他に資金を配分したとして

も、それは立法の裁量であり中絶の権利を侵害したことにはならない、これ

が連邦最高裁の基本的な考え方24）である。
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＊ Harris における連邦最高裁の問題点

　連邦最高裁は、女性の選択の権利を「基本的自由権」と認めつつ、Harris で

は厳格審査基準を使用しないという。この基準を使用しないならば「基本的自

由権」と位置付けることは難しい。さらに、連邦最高裁は、女性の選択の権利

は「人」を殺す行為だという。まず、胎児は「人」なのか。Roe では「胎児」

は「人」と同等の権利を有さないと判決が下されている。一方、女性の選択の

権利は「自律権」だという意見もある。

　憲法修正第五条の議論で、Harris では女性の選択の権利に対して政府の補助

金は支給しないという。しかし、公的施設などから妊娠女性が極端に排斥され

れば、実質的に選択の権利は行使されることが難しい。これは、結局、権利の

行使を阻害することになる。最高裁がいう「全く選択の権利を侵害しない」と

いう説明と矛盾する。

　憲法修正第一条の議論で、最高裁は「この法律が偶々特定の宗教あるいは全

ての宗教の教義と一致したからといって、それが即座に国教樹立禁止条項に違

反するわけではない」25）といった。しかし、法律に宗教的教義の核心部分が盛

り込まれているならば、1980年までに確立した、どの原理解釈においても「国

教樹立禁止条項」に抵触する可能性は高い。たとえば国教樹立禁止条項を本格

的に解釈した1947年の Everson v. Board of Educationでも「全ての宗教を補助

したり、ある宗教を他の宗教よりも優遇することはできない」26）という基準が

ある。一つの教義を優遇することは、憲法違反になる。また、Everson の原理

の流れを汲みつつも、基準がより緩やかになった1971年の Lemon v. Kurtzman

の原理に対して、国教樹立禁止条項に違反する危険性はある。この事例にお

いて設けられた３つの原理27）、第１に「法律は世俗的な立法目的を持つべき」、

第２に「法律の主たる効果が宗教を促進し、抑圧しない」、第３には「法律は、

政府と宗教との過度の関わりを促進しない」において、全てに抵触する可能性

がある。

　また、連邦最高裁の意見でも、宗教教義を法律に組み込むことは明らか

に国教樹立禁止条項に違反すると判断する判事もいる。1989年の Webster v. 

Reproductive Health Services では、スティーブンズ判事（Justice Stevens）
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が、その点に言及している。反対意見の中で「『人の生命は受胎から始まる』

という特定の宗教教義を法律の前文に掲げた場合は、明らかに国教樹立禁止条

項に違反する28）」と言及している。

　Harris の事例において、スチュワート判事は「これは一つの宗教を優

遇したのではなく、どの宗教も持っている伝統的な思想に立っているだ

け（traditionalist）29）である」と説明した。一つだけでなく、多くあるいは

全ての宗教を優遇することも、国教樹立禁止条項に抵触する危険性はある。

Everson の基準、レモンテスト、さらに1984年の Lynch v. Donnelly で、オコー

ナー判事が提唱した支持テスト30）（endorsement test）においても、信仰者

と非信仰者を区別することは憲法に抵触すると説明している。

　Harris では連邦最高裁は、宗教教義に対して非常に緩やかに解釈するという

姿勢を見せた。しかし、この寛容性が、後に「拒否条項」の極端な適用拡大を

許す土壌となった可能性もある。

（ⅴ）1996年コーツ修正法31）（Coats Amendment）制定

　この修正法において、医療現場の医師だけでなく、その訓練生や研究生にあ

たる医学の大学院生にも拒否条項が適用されるようになった。つまり、医療専

門家となるべき医学生などが中絶や避妊に対する治療訓練プログラムを拒否し

うるのである。

　コーツ修正法（Coats Amendment）はダンフォース修正法（Danforth 

Amendment）が成立して約10年後の1996年に制定された。この修正法は

「公衆衛生法」（Section of 245 Public Health Service Act）の一部32）にあ

たる。

　このコーツ修正法が制定されるには、一つのきっかけがあった。その端

緒とは「医学大学院教育に関する認可委員会」（Accrediting Council for 

Graduate Medical Education（ACGME））が新しい基準を宣言したことで

ある。この認可委員会は「如何なる病院あるいは訓練プログラムでも、中絶の

治療に対する訓練を強く義務づける」という基準を示した。それに保守派が慌

てた。そして「信教の自由」を保護する名目で、医療を目指す医学生に対し
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て、中絶や避妊治療の訓練を拒否することができると「コーツ修正法33）」を制

定したのである。

条　文：　

　Sec.245（b）大学院・研修医師訓練プログラムの認可に関して34）

　（1）一般─健康医療機関に法的地位を与えるか、あるいは、その機関に財

政的支援、サービス、その他の特典を提供するのかを決定する際に、連邦政

府から財政支援を受けている連邦機関、州政府、地方政府は、いかなる大学

院の医師訓練プログラムに対しても、その認可は与えるべきである。ただ

し、そのプログラムが認定機関によって、認定基準に基づき適切だと判断さ

れた場合に限る。その基準とは、健康医療機関が人工妊娠中絶の訓練のプロ

グラムを必要とし、提供し、あるいは代替人を立てる基準、あるいは、これ

に対する調整・対応を行う基準を除いたものである。また、この基準に例外

規定や免除規定が含まれているか、それには拘泥しない。

＊コーツ修正法の問題点

　上記のコーツ修正法（Coats Amendment）では、簡潔に表現すれば、医

学大学院などについて医師を始めとする医療専門家を育成する訓練プログラム

に、人工妊娠中絶に関する技術や専門知識を加える必要はなく、また、それら

の訓練プログラムが含まれていなくても機関、あるいはプログラムとして認定

すべきという内容である。

　また、例外規定を設け、医療健康機関が自発的に人工妊娠中絶や、その専門

知識を準備したとしても、この修正法は、その自発的な選択は阻害しないと規

定している。ただし、州レベルでは、この修正法に類似した法律が殆どの州に

わたって存在しており、コート修正法は余り法的効果がないのでは、という批

判も起こった。

（ⅵ）1997年予算均衡法35）（the Balanced Budget Act of 1997）

　97年に制定された予算均衡法でも、拒否条項の適用はさらに拡大されてい



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

る。今回は、医療関係者・団体機関だけでなく、直接「良心の自由」の権利と

関係のないビジネス分野の保険会社までも拡大される。さらに、医療関係のプ

ログラム、たとえば「plans」などにも適用される。つまり、この法律によっ

て病院などの医療現場だけでなく、ビジネス分野の保険会社や「plans」を実

施する機関にも適用されることになった。

（ⅶ）2005年ウェルダン修正法36）（Weldon Amendment）

　ウェルダン修正法は、最も激しい非難を浴びた法律である。それは大掛かり

なブランケット法だからである。2005年のブッシュ政権の時代に制定され、正

式名は「連邦拒否条項」（Federal Refusal Clause）という。このウェルダン

修正法は、中絶に特化されているが、適用が個人でだけなく、団体や機関さら

に保険会社、保険のプログラムに至るまで拡大されている。また、拒否しうる

内容も、治療だけでなく、情報、代替人の提供まで及んでいる。さらに、母体

に対する生命や健康の例外規定もなく、女性が生命の危機に陥っても、病院な

ど医療機関が緊急治療の拒否も可能である。

条　文

　Sec.508（d）（1）健康医療を提供する単位が、中絶を実施せず、その費用を

支払うことなく、保険も提供せず、代替人を立てることもない場合に、これ

らのことが理由として、連邦政府の機関、プログラム、あるいは州政府や地

方政府が、健康医療を提供する単位に対して差別を行うならば、この法律に

おいて受給可能な補助金を、連邦政府の機関あるいはプログラム、州および

地方政府はそれを受け取ることができない。

（2）この節（section）において‘健康医療を提供する単位’とは個人の医

師、他の医療健康の専門家、病院、医療機関の支援による関連組織、健康を

維持する組織、健康保険あるいは他の健康医療機関、組織、プランを指す。

＊ウェルダン修正法の問題点

　上記のウェルダン修正法では、連邦政府から補助金を受けている連邦機関、
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州政府、地方自治体に至るまで、あらゆる公共機関さらにプログラムを運営す

る機関・団体などの諸機関が、拒否条項を行使した個人・団体に対して差別的

な待遇が取れないようになっている。

　また、この修正法の下では中絶に関する手術や治療の提供、それに関するコ

ストの支払い、保険、代替人を立てることに至るまで、良心に基づいて拒否す

ることができる。権利行使の主体も「個人の医師、他の医療健康の専門家、病

院、医療機関の支援による関連組織、健康を維持する組織、健康保険あるいは、

その他の健康医療機関、組織、プラン」と、まさに無制限に近い状態である。

　この「ウェルダン修正法」に対する危惧は、この法律が成立する以前から

起こっていた。その一つが、全米自由人権協会（American Civil Liberties 

Union）が共和党の議員に送った意見書 37）に象徴されている。

　その意見書には、「ウェルダン修正法」を施行すれば深刻な影響を与えると、

数点にわたって指摘している。以下、それらの幾つかの要点を挙げると：

赫 緊急医療を拒否しうる─ウェルダン修正法は、女性が医学的に緊急の事

態に陥った時にも適用される。例えば、女性の生命・健康が危機に陥る、ま

た犯罪の被害、強姦や近親相姦の被害にあったとしても拒否が行使される。

このような拒否の行使は女性の生命を危険にさらし、妊娠中の自らの健康に

対して、自らが決定する能力にも打撃を与える。

較 Title X に打撃を与える─ Title X には家族計画プログラムが含まれて

いる。これは連邦政府の補助金の下で、低所得層の女性は避妊や中絶などの

手術や健康に関する情報、カウセリング、治療などを受けることができる。

しかし、ウェルダン修正法が成立すれば、女性は自らの健康についての重要

な情報も、たとえ病院からであっても入手することが困難になる。医師側で

は、「良心の権利」を行使しても代替人を立てる必要もない。このような状

況が許されるならば、他の連邦法によって維持されていた健康医療の基準を

低下させ、妊娠中の女性の健康を保護することができない。

郭 州の能力を制限する─州においては、女性の選択の権利を連邦政府より

も尊重している場合がある。ウェルダン修正法は、この州の能力を制御する

危険性もある。たとえば、この法案では中絶に対する治療・手術、情報提供
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を拒否することが許されている。そのために、州政府が医療機関に治療や情

報を提供するように勧めれば、州が治療を強制し「差別待遇」したことにな

る。つまり、連邦拒否条項の違反によって、連邦政府からの補助金が停止さ

れる。その結果、州政府が高い基準を維持することに消極的になり、この修

正法が州政府の能力を制限することになる。

（ⅷ）オバマ政権の「負担のない保険法」38）（Affordable Care Act）

　ブッシュ前政権による拒否条項の適用拡大の流れを、多少とも食い止めたの

が、オバマ政権であった。「多少」とは、オバマ大統領が連邦法の「拒否条項」

は全て継続すると宣言し、基本的に変更の大きな流れを作り出さなかったから

である。

　オバマ大統領が手掛けた最初の改革は保険制度であった。低所得層の人々が

加入できる保険を作る。それが「負担のない保険法」（Affordable Care Act）

である。その連邦法に「拒否条項」も含まれていた。

　オバマ大統領が提唱した保険改革法は、激しい議論の応酬の末、連邦議会の

下院・上院を通過し、2010年３月23日に大統領が署名し、法律となった。正

式名称が「患者の保護と負担のない健康保険法」（Patient Protection and 

Affordable Care Act）である。

　

条　文（拒否条項の部分）

　「Sec.1303（b）（4） 中 絶 の 条 項 を 理 由 に 差 別 さ れ る こ と は な い。

「Exchange」を通じて提供される正規の健康保険は、中絶を提供せず、そ

れに対して支払わず、また保証を提供することなく、代替人を立てることも

嫌うという理由によって、個人の健康医療提供者あるいは健康医療機関に対

して差別を行うことは許されない

・Exchange39）─「負担のない保険法」の中心的な保険。連邦政府と州政

府が共同で基金を拠出し、特に100人以下の雇用を抱える中小企業と低所得

者などが購入しやすいように設計されている。
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＊「負担のない保険法」の問題点

　「負担のない保険法」では「拒否条項」が変更される文言は見当たらず、む

しろ「拒否条項」は新設された「Exchange」の制度へも適用が拡大されてい

る。ただ、「負担のない保険法」に含まれる「拒否条項」の表現は非常に微妙

である。それは、他の連邦法を否定しているわけでなく、ウェルダン修正法と

競合する文言となっている。つまり、拒否条項が無制限に適用されるという素

地は多少消えている。文言は「良心の自由」によって行使される権利に対して

差別することは許されないとは記されているが、拒否条項の内容を全て認めた

文言とはなっていない。

　この微妙な文言に関して、ポープ准教授（Thaddeus Mason Pope: 役職は

論文「Legal Briefing: Conscience Clauses and Conscientious Refusal」40）

が発表された2010年の時点）は、次のように分析している。「この法律は、幾

つかの点で巧みに草案されている」と述べ、次の４点にわたってウェルダン修

正法が緩和されていることに言及している。

（1）現行法の州法（拒否条項）を阻止しない、（2）他の連邦法を変更しな

い、（3）公民法の Title VII を変更しない、（4）緊急医学治療と現行労働法

（Emergency Medical Treatment and Active Labor Act）を変更しない。

　ポープ准教授による説明に従うと、例えば（2）に注目すれば他の連邦法と

拒否条項との競合が起こり、一方的にウェルダン修正法を適用することはでき

ない。（3）に注目すれば Title VII において雇用主が雇用者である女性を差別

できず、避妊薬などの保険料の支払いが要請される素地が残る。（4）に注目す

れば、拒否条項と「緊急医学治療と現行労働法」の競合となり、一方的に緊急

治療の提供を拒否できない。つまり、この「負担のない保険法」によって、拒

否条項が優先的に適用される状況が多少緩和される。しかし、拒否条項と他の

連邦法との競合の不安定さは残り、適用の混乱は続く。ただし、この混乱を多

少整理したのが2011年にオバマ政権によって制定された「新規則」である。

（ⅸ）2011年オバマ政権の新規則（拒否条項）

（Final Rule─ Regulation for the Enforcement of Federal Health 



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

Care Provider Conscience Protection Laws）

　連邦法の「拒否条項」に最も影響を与えた規則が、上記で触れたようにオバ

マ政権によって制定された「新規則」である。ブッシュ元大統領時代の「2008 

Final Rule」の規則の大半を廃止し、さらに一部を改正した。憲法学者が指

摘したように、他の連邦法と拒否条項の競合に対して解釈の整備を行い、さら

に有益な連邦法の適用が拒否されることを防いでいる。

・新規則「Final Rule」

　2011年２月、オバマ政権は「保健医療提供者に対する良心保護の連邦法施

行に関する規制法」41）（Final Rule─ Regulation for the Enforcement of 

Federal Health Care Provider Conscience Protection Laws）を制定して

いる。「新規制」を発表したのは「保健社会福祉省」（Department of Health 

and Human Services）であり、保健省の長官の名前で発効されている。こ

の「新規則」によって、いわゆるブッシュ元大統領が置き土産にした「規

則」（Ensuring That Department of Health and Human Services Funds 

Do Not Support Coercive or Discriminatory Policies or Practices in 

Violation of Federal Law─ "2008 Final Rule" と短縮して呼んでいる）

の大部分が無効にされ、一部が改定された。

　 こ の 新 規 則 の 中 で、「Federal Health Care Provider Conscience 

Protection Laws」と記されているのは、連邦法の拒否条項である“Church 

Amendments”,“Section 245 of the Public Health Service Act”, “Weldon 

Amendment”を指している。つまり、この規則ではチャーチ修正法、コー

ツ修正法、ウェルダン修正法を代表とする「拒否条項」について、文言上の曖

昧な部分の解釈を修正している。

・「新規則」は連邦法の解釈を明確にする

赫 インフォームド・コンセント42）（informed consent）

　「新規則」では、インフォームド・コンセントについて明らかにしている。

ウェルダン修正法では、患者に対して中絶に関する情報提供も拒否しうる。こ



�0

の医療上の情報の拒否は、患者自らが治療に対する選択を行うことができず、

患者の重大な自律権を侵害することになる。これに対して「新規則」は、医学

上の情報は十分に提供するよう勧めている。

　規則では、このように規定されている。「インフォームド・コンセントのド

クトリンは、医療提供者は患者に対して、その医療上の治療や方法の情報を提

供しなければならない」、また「州法では、一般的にインフォームド・コンセ

ントの欠如は、患者に対し必要な情報を開示しなかった医療提供者側の不法行

為として扱われる」と、法的に責任に問われる危険性があると警告している。

さらに「我々は、インフォームド・コンセントは質の高い医療サービスを提供

するために重要で不可欠な事柄と認識している。─そのために、保健社会福

祉省は、医療提供者と患者の間で早い段階から、透明性のある尊敬に満ちたコ

ミュニケーションを持つことが非常に重要であると強調している」

較 拒否条項と他の連邦法との衝突

　「新規則」では拒否条項と他の連邦法の競合について、一項目を設けて説明

している。基本的に、患者の権利が制限されることはないように、「拒否条項」

の一方的な適用を防ぎ、他の連邦法が適正に適用されるように「新規則」で

は、次のように述べられている。

　「保健社会福祉省はこれらの苦情と主張に賛成している。ゆえに『2008 

Final Rule』が広く解釈されると、患者は治療を受けることが制限され、そ

の治療の機会に否定的な影響を与えてしまう―実際、この規制に対して８州

が、規制実施の差止請求を行っている43）」、さらに「『2008 Final Rule』の適

用の広範さは、患者が医療サービスにアクセスする能力、特に患者が医療機関

を選択しうる分野が非常に少ない、つまり医療提供者が殆ど存在しない分野

で、その選択の能力が弱体化されている。そのために、我々が上記で述べた

ように、団体・機関は、保健医療提供者に対する良心的保護の連邦法と共に、

（他の連邦法である）Title X、Section330、EMTALA、そしてメディケイド

の義務（Medicaid obligation）は順守されなければならない44）」と、他の連

邦法の適正な適用を明示している。これによって、患者は最低限の緊急治療と
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福祉プログラムの恩恵を享受することができる。

　ちなみに、「新規則」に提示されている Title X とは、先ほど触れたように、

低所得層の女性対象に生殖医療のサービスを提供するプログラムである。公

衆衛生法330節45）（section 330 of the Public Health Service Act）では、医

療サービスを充分に受けられない地域や人々に対して、健康センターなどを

通して医療を提供する。また、EMTALA（Emergency Medical Treatment 

and Active Labor Act）は、連邦法の「緊急医学治療と現行労働法」のこと

で、医療機関などが緊急治療の提供を拒否しえないという法律である。さらに

「メディケイドの義務を順守すべき」とは、Title XIX の下で、医療機関や個

人の医師などが、良心の拒否を行使しても、代替人を立てることなどが要請さ

れることである。

　「新規則」の解釈によって、たとえば性的暴行を受け緊急治療を要する患者

が、病院などの機関で治療が拒否されるという危険性は激減し、さらにメディ

ケイドの受給者が、代替人も紹介されず、医師からの治療が全く受けられない

という危険は回避される。

郭新規則の限界

　オバマ政権は、保健社会福祉省による「新規則」を設定することによって、

『2008 Final Rule』の甚大な被害を減少させ、拒否条項の無制限の適用を大幅

に緩和した。しかし一方で、現行法である連邦法がそのまま有効とされ、特に

ウェルダン修正法は施行されている。つまり拒否条項と他の連邦法の常なる競

合と衝突は避けることができず、拒否条項の適用の問題が根本的に解消された

わけではない。　

　また、法的効力のある「新規則」も、連邦議会を通過した法律ではなく、執

行府が制定した「規則」にしか過ぎない。政権が変われば、規則も変更される

危険性は高い。つまり、現存の連邦法の「拒否条項」によって甚大な影響を受

けている人々にとって、常に不安定な状態に置かれたままとなる。
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（x）「負担のない保険法」と連邦最高裁の判決

　─連邦最高裁が受理令状（Writ of Certiorai）を出す─

　オバマ大統領は「患者の保護と負担のない保険法」（Patient Protection 

and Affordable Care Act）を推進し、連邦議会で法案を通過させた。しか

しその後、この連邦法は個人と州の二面からの訴訟に直面し、連邦地方裁判

所、巡回控訴裁判所を経て2012年３月26日から28日にわたって最高裁の法廷で

審議が持たれた。結論から言えば同年６月28日に5-4 の投票で保険法が合憲判

断されている。

赫保険法と訴訟

　「負担のない保険法」は、個人に対して最低限の保険の支払い（minimum 

essential coverage）と2014年までの市民の加入が義務化されている。この

最低限の支払いを拒否した場合、罰則規定によって処される。これを「個人

の義務」（individual mandate）と呼ばれている。さらに州政府に対してメ

ディケイドの保障拡大（Medicaid expansion）が要求され、これを拒否し

た場合、メディケイドの補助金全額が引き上げられる。そのために個人と州政

府から「負担のない保険法」の合憲性を巡って一斉に訴訟が起こされた。

　それらの訴えの中で、巡回控訴裁判所を終了し、連邦最高裁によって受理

令状（Writ of Certiorai）が出された代表的な事例は、第11控訴巡回裁判所

で審議された「National Federation of Independent Business v. Sebelius」と、フ

ロリダ州を中心とした26州の連合「Florida v. Department of Health and Humans 

Services」である。

　

較裁判での争点

　連邦最高裁では「負担のない保険法」について二つの論点を中心に審議さ

れた。一つは「個人の義務」と、二つ目はメディケイドの拡張である。連邦

議会が個人や州に対して、保険の実施を強制する権限を持っているのか、そ

れが議論の中心である。「個人の義務」に対しては、連邦議会の権限に関する

「州際通商条項」46）（Interstate Commerce Clause）、「必要かつ適切条項」47）
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（Necessary and Proper Clause）、「課税権限」48）（Taxing Power）の３条

項から判断された。一方、「メディケイドの拡張」については、憲法第一条八

節（Article I, Section 8 of the Constitution of the United States）の条項

（連邦議会は、次の権限を有する。合衆国の債務を支払い、共同の防衛及び一

般の福祉のために支出する目的で、租税、関税、輸入税及び消費税を課し徴収

すること）において連邦政府は権限を持つのかという点で争われた。

　また、連邦政府は「負担のない保険法」は税に相当するとして、訴訟差止を

要請する反差止法（Anti-Injunction Act）についても争われた。また、上記

の二つの論点において「負担のない保険法」が違憲と判断された場合に、法律

全体が無効となるのか、違憲部分を残して後は有効とするのか、「可分性の法

理」（severability doctrine）の問題も持ち上がった。

　同年６月28日、法廷意見を述べたロバーツ主席判事は「個人の義務」は合憲

であると判断した。ただし、憲法的根拠は州際通商条項ではなく、課税権限に

準拠して判断を下している。一方、州に対するメディケイドの拡大は違憲と判

断した。ただし、補助金全額を引き上げず、州に加入の選択を残せば、この瑕

疵は消滅する、としている。

Ⅱ．縮小し続ける女性の選択の権利

（1）拒否条項と連邦最高裁判所の姿勢

　　─三権分立と先例拘束性─

・中絶禁止法の事例を取り上げた理由

　「拒否条項」の法的特質を考察するために、連邦最高裁で審議された中絶禁

止法についての事例を挙げた。それは３点において、拒否条項の本質がより鮮

明に浮き上がると考えたからである。

　一つには、連邦最高裁の中絶に対する姿勢が明確になる。それは「拒否条

項」の適用が拡大される重要な理由の一つを示すことになる。以前にも触れた

が「拒否条項」が最も盛んに行使される分野は、生殖医療関連の領域である。

特に、中絶禁止法関連の事例は40件近くも存在する。これらの事例を分析する

ことは、連邦最高裁の中絶に対する基本的な考え方を明らかにすること、つま
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り中絶の分野において、拒否条項の適用が拡大される背景を知ることができ

る。

　二つ目には、「拒否条項」は連邦最高裁で審議されたことがなく、中絶禁止

法関連は「拒否条項」に対する連邦最高裁の傾向を予測することができる。確

かにハリス（Harris v. McRae）の事例のように、「拒否条項」でも中絶への政

府の「補助金支給」の合憲性は最高裁で争われたことがある。しかし、医師自

身が「信教の自由」に基づいて治療を拒否しうるかという問題については未だ

審議されたことがない。そういう意味での「拒否条項」に対する最高裁の考え

は明らかではない。しかし、拒否が最も頻繁に行使されている中絶分野の事例

を分析すれば、医師など医療提供者が拒否を行使し、しかも、それが止めどな

く拡大される「理由の一端」は明らかにすることができる。

　三つ目に、連邦最高裁が最も恣意的に判断されている分野の一つが中絶禁止

法の領域と言われている。ゆえに、この分野の事例を分析することは、連邦最

高裁の本質を浮かび上がらせることになる。

　以上、３つの理由から連邦最高裁での中絶禁止法の事例を分析し、「拒否条

項」の適用拡大の背景を明らかにするように試みた。

　

・連邦最高裁判所の恣意性

　上記で触れた中絶禁止法の事例では、連邦最高裁の解釈原理が非常に変遷す

る。ここでは最高裁の恣意性が問題となる。角度を変えると最高裁の違憲審査

（judicial review）の姿勢が問われる、三権分立の抑制と均衡の問題が起こっ

ている。

　連邦最高裁は過去において、この「抑制と均衡」（checks and balances）

が極端に偏った時代があった。それが1905年に判断された Lochner v. New 

York 49）の時代である。当時、最高裁は、連邦議会が制定した労働者保護の法

律を、片端から違憲と判断し無効にした。最高裁の権限が非常に拡大された時

である。今回、扱う「中絶禁止法」の事例は、その偏りが調度、反対方向へ振

れる。最高裁の姿勢が、余りに連邦議会の法律を尊重する方向へ傾くのであ

る。このため最高裁の違憲審査の仕事が十分に遂行しえない。
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　この傾向こそが「拒否条項」の適用拡大が許される土壌となっていると考え

る。そのため、ここでは「拒否条項」の本質を探るために、「中絶禁止法」の

事例を分析するにおいて、次の２点に留意している。

　一つは、先ほど触れた、三権分立の中で連邦最高裁判所はどのような位置を

占めるべきか。二つ目は、連邦最高裁自らが積み上げてきた解釈原理及びその

体系をどのように採用すべきか。言い換えれば、先例拘束性（stare decisis）

をどのように貫くのか。この２点に留意しながら考察を行っている。

（2）女性の選択の権利の始まりと終焉

　　─消滅した４つの原理とは─

・「選択の権利」に関する原理解釈の歴史

　女性の選択の権利が認められたのは、1973年の Roe v. Wade の事例であっ

た。女性が中絶を選択することが合憲化された。しかしそれ以来、2007年の

Gonzales v. Carhart に至るまで、その選択の権利は後退している。つまり07年

には Roe で確立した原理が全て消滅するという形で終わっている。

　中絶禁止法の事例では６件ほど、大きく変化が起こり節目となった判決があ

る。まず避妊が合憲化された1964年の Griswold v. Connecticut である。９年後

の1973年には先ほど触れた Roe v. Wade の事例で中絶を選択する権利が合憲化

された。しかし、1989年の Webster v. Reproductive Health Services では、女性

の選択の権利に多くの制限が課せられ始めた。1992年に Planned Parenthood of 

Southeastern Pennsylvania v. Casey では、「選択の権利」が「基本的自由権」の

法的な位置から後退する。2000年の Stenberg v. Carhart では、州法の「部分出

産中絶禁止法」に違憲判断が出たが、2007年の Gonzales v. Carhart の判決では、

同じ内容の連邦法が合憲と認められた。（本稿においては Stenberg v. Carhart

を Stenberg と、Gonzales v. Carhart を Gonzales と呼んでいる）。

　Roe の判決では４つの重要な原理、一つは三期制度、二つ目は中絶の権利は

「基本的自由権」であるという点、三つ目は胎児は人と同等の権利は享受しな

いと考える点、四つ目は母体の健康の例外規定の有無である。これら４つの原

理が2007年までに全て消滅している。
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（3）中絶禁止法に関する代表的な６つの事例

（i）1965年 Griswold v. Connecticut の事例

　　─プライバシー権が確立される─

　連邦最高裁判所の法廷で、最初にプライバシー権が認められたのは、1965年

の Griswold v. Connecticut であった。この判決によって個人の身体、婚姻、家

族関係、教育などの自由権が「プライバシー権」として統合化されたのであ

る。1973年には Roe の判決で「中絶の選択の権利」が追加されている。

　Griswoldの事例では、避妊具の使用の合憲性が争われた。当時、コネチカッ

ト州法では、婚姻関係にある夫婦でも避妊具の使用は禁止されていた。州法に

よれば「受胎を阻止する目的で薬品及び調合薬あるいは器具を使用したいかな

る者も、50ドル以上の罰金、60日以上から１年以下の禁固・懲役、また罰金と

入獄の両方の刑罰に処せられる50）」と規定していた。

　コネチカット州で活動するグリスウォルド（Griswold）医師が、患者に避

妊に関する情報と避妊具などを提供し、コネチカット州法違反で逮捕された。

しかしこの医師は、反対に、コネチカット州法こそが憲法修正第十四条（州は

アメリカ合衆国市民の特権あるいは免責に対する権利を縮小する法律を制定

し、あるいは実施することはできない。いかなる州もデュー・プロセスの手続

きなしに、いかなる人の生命、自由あるいは財産を奪う事はできない）に違反

すると訴えた51）。

　この訴えに対して連邦最高裁は「避妊に関する機器や薬品の使用を禁止した

州法は、アメリカ憲法の“権利の章典”が保障し、半影の範囲に含まれた『婚

姻のプライバシー権』を侵害する52）」と述べ、7-2 の投票でコネチカット州法

を違憲と判断した。法廷意見はダグラス判事が述べている。

・「プライバシー権」を支える憲法的根拠

　この事例において、連邦最高裁は初めてプライバシー権を使用した。また、

この総合的な権利の憲法的根拠として、ダグラス判事は「半影理論」を採用。

判事は「連邦憲法にはプライバシー権に対して、総体的あるいは明示的に規定

はされていないが、『権利の章典』（Bill of Rights）にあたる様々な条文が半
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影あるいは範囲を形成し、それらがプライバシー権を確立した。それは憲法修

正第一条、修正第三条、修正第四条、修正第九条などが新たな憲法的権利を創

設し、それに婚姻関係のプライバシー権も包摂している53）」（要旨）と述べて

いる。

　アメリカ憲法修正第一条は言論・出版・信教の自由、修正第三条は兵隊の宿

営義務からの自由、修正第四条は不合理な捜査及び逮捕からの自由を規定。修

正第九条では「この憲法に列挙されていない人民の権利も否定されていない」

と、列挙されている権利以外も存在することを示唆している。ゆえに、新た

にプライバシー権が形成されたとしても、憲法に違反することはないと、判

事は解釈したのであろう。これがダグラス判事のいう半影理論54）（penumbra 

theory）である。

　実際、連邦最高裁では、個人に関する様々な権利を認めてきている。例

えば学校教育では1923年の Meyer v. Nebraska と1925年の Pierce v. Society of 

Sisters、生殖行為では1942年の Skinner v. Oklahoma、避妊に関しては1972年の

Eisenstadt v. Baird や1965年の Griswold v. Connecticut、子供の養育と教育では

1944年の Prince v. Massachusetts、婚姻に関しては1967年の Loving v. Virginia の

事例などである。

　一方、Griswold では、プライバシー権に対する様々な憲法的根拠が示され

ている。例えば、ゴールドバーグ判事（Justice Goldberg）は修正第九条を、

ハーラン判事（Justice Harlan II）は修正第十四条のデュー・プロセス理論

（substantive due process theory）を、ホワイト判事（Justice White）も

デュー・プロセス理論を挙げている。

　一方、ブラック判事とスチュワート判事は反対意見を展開している。特に、

スチュワート判事は「個人的には、コネチカット州法は馬鹿げた法律だと考え

る。しかし憲法上どの条項にも違反していない。また憲法にはプライバシーと

いう一般的な権利は存在しない55）」（要旨）と反論する。

　憲法的根拠の多様性は、反対にプライバシー権の根拠の脆弱さとして利用さ

れる時もある。中絶禁止法の事例では、プライバシー権は憲法的根拠がないと

繰り返し主張され、選択の権利を否定する理論として使われた。
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（ii）1973年 Roe v. Wade の事例

　　─４つの原理が提示される─

　1973年に連邦最高裁は Roe v. Wade の判決を下している。女性の選択の権利

が合憲として認められたのである。法廷の投票は７―２で、中絶を犯罪とする

テキサス州法が却下された。この「中絶の選択の権利」の憲法的根拠は、憲

法修正第十四条のデュー・プロセス理論に求められた。Griswold の半影理論

（penumbra theory）ではない。法廷意見はブラックマン判事が述べている。

　テキサス州法の中絶禁止法は最も古い時期として1854年ごろに成立56）し、

法律上の文言は変化しながらも1973年まで施行された。特に Roe の法廷で争

われた法律は、「中絶を行うために、いかなる者も妊娠中の女性に薬品、薬物

治療あるいは、それに関連する手段の提供が禁止されている。これに違反し

た者は２年から５年の禁固・懲役に処す57）」、さらに「女性の同意なく中絶を

行った者は刑罰が倍加される─ただし、生命に危険が及ぶ場合は、その限り

ではない58）」という内容である。

　テキサス州法には、女性が「生命」の危機に陥る場合、中絶は許されるとい

う例外規定が存在しているが、反対に、女性が生命の危険に直面するまで、中

絶は選択できないという過酷な内容となっている。つまり、「健康の例外規定」

が存在していない。

　この法律に対して、連邦最高裁は次のように判断している。

　「憲法修正第十四条は自由を保障しており、その自由にプライバシー権が含

まれる59）。このプライバシー権は、中絶を決定する権利も含まれている。その

権利に基づいて判断するならば、テキサス州法は無効となる」（要旨）。

　先ほども触れたが、Roe で設けられた４つの原理とは、一つは三期制度、二

つは中絶の権利が「基本的自由権」であること、三つ目は胎児は人と同等の権

利を有しないこと、四つ目は母体の健康の例外規定の有無である。

　

①「三期制度」60）の内容

　また先ほど触れたように、Roe の事例で、ブラックマン判事は「三期制度」

を設けた。これは1992年の Planned Parenthood v. Casey まで、中絶の権利を保
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護する中心的な基準として機能していた。

　三期制度とは、妊娠期間を三段階に分けて、各段階に応じて優先して保護す

べき利益を決定する原理である。つまり、女性の健康の保護と胎児の生命の保

護の二つ利益を衡量して、女性の選択の権利の範囲を最大限に保障した制度と

いえる。

　ブラックマン判事は三期制度を次のように説明している。

（a）第一期の終わりまでは、中絶を選択する決定権とその実施は妊娠中の女

性に委ねられる。その女性は医師の医学的判断を受けられる状態でなけれ

ばならない。

（b）第一期の終わり以降では、母体の健康の利益を促進する目的で、州がも

し選択しうるならば、母体の健康と合理的に関連ある方法によって、中絶

を規制しうる。

（c）生存維持可能性以降では、州は潜在的な「人」の生命に対する利益を促

進するために、選択しうるならば、中絶を規制し禁止することもできる。

ただし、適切な医学的判断によって母体の生命と健康の保護のために中絶

が必要とされる場合は、この限りではない」

　法廷意見では、「妊娠中の女性において、州政府が保護しなければならない

利益が二つある。それは女性の健康と胎児の生命の保護である。州政府は、常

にこの二つの利益を尊重し、衡量して法律を制定しなければならない」と言及

されている。州政府は、一方的に胎児の生命の保護のみを偏重することができ

ない。つまり、胎児の生命を保護する理由で、選択の権利を極端に制限できな

いことになっている。

　

②「選択の権利」は基本的自由権

　ブラックマン判事は、女性の選択の権利は「基本的自由権」と位置付けて

いる。ただし、それは「やむにやまれぬ利益」（compelling interest）61）を

使って間接的に表現されている。つまり、女性の選択の権利を制限する場合

は、州政府は「やむにやまれぬ利益」を提示しなければならない。この最
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も高い利益の提示を求めることは、州政府の規制が「厳格審査基準」（strict 

scrutiny）によって審査されること。また規制される権利が「基本的自由権」

（fundamental liberty）であることが明らかである。

③胎児は「人」と同等の権利を享受しない

　ブラックマン判事は、「胎児」は「人」と同等の権利を享受しないと説明し

ている。

　「アメリカ憲法には、『人』（person）という言葉が出てくる。しかし、この

言葉を詳しく定義している箇所はない。自由権を保障した憲法修正第十四条で

は、この言葉が３箇所で用いられている。しかし、それら全てが「市民」つま

りアメリカ合衆国で生まれ帰化した『人』を意味している。アメリカ憲法に

は、その他にも『人』という言葉が明記されているが、全て出生した「人」を

指している。母親の胎内にいる胎児を指して使われた言葉はない62）」（要旨）。

　ブラックマン判事は、憲法上で表記されている「人」は、全て出生した

「人」を指し、「胎児」が人と同等の扱いをされることを避けている。憲法修

正第十四条に明記されている「自由」・「生命」という言葉も、出生した「人」

を指すという。例えば、不法行為法（tort law）において、母親の体内にいる

胎児が、不法死亡（wrongful death）を理由として訴訟を起こせる場合もあ

る。しかし、それは両親などが代理となり、しかも「人」としての完全な権利

が認められたわけではないと、判事は説明している。

＊「神の教義」には立ち入らない

　ブラックマン判事は、中絶禁止法では「胎児」の定義が宗教上の教義からも

たらされる傾向があると言及している。カソリック教には「人の生命は受胎か

ら始まる」という概念がある。基本的に「人がいつ始まるのか」という領域

に、連邦最高裁判所は立ち入るべきでないとしている。その理由を、次のよう

に述べた。

　「人の生命がいつ始まるのかという議論は、医師、哲学者、神学者などの中

で意見が一致することはない。いつの時点で人の生命が始まり、いつの時点
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で、その利益が女性の選択の利益を覆し乗り越えるのか。それを決定する時期

について、連邦最高裁は、いかなる見解やスタンスにも関わるべきでない63）」。

さらに、テキサス州もどの見解にも与すべきでないと念を押している。

④母体の健康の例外規定が必要

　ブラックマン判事は三期制度において、「生存維持可能性以降では─中絶を

規制し時には禁止することもできる。ただし適切な医学的判断において、母体

の生命・健康の保護のために中絶が必要とされる場合は、この限りではない」

と述べ、州政府が中絶を制限する場合には、妊娠の如何なる段階であろうと、

母体の生命と健康の保護に対して例外規定を設けるべきである64）と、その基

準を確立している。

　さらに、Roe では例外規定が非常に広く設定されている。それは、「健康」

の概念を広く取ったためである。1973年の Doe v. Bolton 65）から引用し、「健康」

とは「患者の身体的、情緒的、心理的、家族的、また年齢などから考慮し、健

全な生活を営む全ての要件を含める」としている。このように、Roe では女性

の選択の権利を広く保障するように基準が設定されている。

（ⅲ）1989年 Webster v. Reproductive Health Services の事例

　　─胎児が人と同じ扱いを受ける─

　Roe で確立した権利が、最初に大きく制限されるのが1989年の Webster v. 

Reproductive Health Services の事例である。この判例では「人の命は受胎から

始まる」という宗教的教義を、消極的な形であるにせよ、連邦最高裁が認めた

格好になった。また、この事例から Roe の原理を公然と転覆するように主張

され始めた。

　Webster では、生殖医療サービス（Reproductive Health Services）、全米

家族計画連盟のカンザス市（Planned Parenthood of Kansas City）の医師

などが、中絶禁止法の差止請求を求めて訴えを起こした。これに対して連邦地

方裁判所はミズーリ州法の禁止法の７条項全てを違憲として退け、さらに第八

巡回控訴裁判所も下級裁判所の判決を支持している。連邦最高裁では、ミズー
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リ州法の７条項全てではなく、４条項の違憲性の審査を行い、３つを合憲と認

めた。

　その４条項とは、一つはミズーリ州法の前文に掲げられている「人は受胎か

ら始まる」という文言。二つ目は、妊娠20週目を迎える女性は、胎児の生存維

持可能性の検査が課せられる点。三つ目は中絶に公共の施設や人員の提供を禁

止されている点。また、母体に対する例外規定は「生命」のみ保障され、「健

康」の例外規定が削除されている点。四つ目には、中絶を選択するためのカウ

ンセリングに、州政府が補助金の提供を禁止している点。以上４点に対して違

憲性審査が行われた。なお法廷意見を述べたのはリンクエスト主席判事である。

・「４条項」についての連邦最高裁判所の判断理由

①法律の前文について

　ミズーリ州法の序文に記された「人の生命は受胎から始まり、胎児は生命・

健康さらに福祉に保護されるべき利益を持つ」という文言について、リンクエ

スト主席判事は次のように分析した。

　「ミズーリ州法の前文についての合憲性は、全く考慮する必要がない。それ

は、この前文が中絶の規制を正当化し、Roe の原理を無効化しているわけでも

ないからである。ただ中絶よりも胎児を優先する判断を表現したに過ぎない。

また、医学上の他の方法を規制しているわけでもない。Roe においても許され

ている不法行為と遺言法における胎児の保護を解釈したに過ぎない66）」

　主席判事の意見では、このように宗教教義の言葉が法律に記されても、それ

を違憲と判断する根拠はないという。しかし、一般的に州民全体に適用される

法律に、ある特定の教義を記し、国教樹立禁止条項に抵触する問題が持ち上

がった時に、これを全く無視しうるのであろうか。むしろ、前文を削除する方

が合理的であり説得性があると思われる。ただし、「州がこの序文を中絶の提

供者である原告の行為を制限するために使うならば、裁判問題が起こる」と、

判事は憲法に抵触する危険性を示唆している。

　反対意見を展開したスティーブンズ判事は、この前文は「国教樹立禁止条

項」に違反するとして、法廷意見を非難している。「前文は、特定の宗教教義
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に対する明らかな承認（endorsement）である。これが世俗目的に寄与して

いるとは到底言い難い。また、この事実だけでも、州法が国教樹立禁止条項に

違反するという結論に辿り着かざるを得ない」

②生存維持可能性の検査

　ミズーリ州法では、生存維持可能性の検査が要求される。妊娠中の女性が20

週以上に達した時に、中絶を担当する医師が胎児が生存維持可能性に達したか

を検査することが要件67）とされている。

　この要件について、連邦最高裁は「この検査は中絶の費用を増加させ、医師

の裁量つまり胎児の生存維持可能性を決定する権限を規制する。しかしこの要

件は―事実上第二期の中絶68）に対して為され、潜在的な生命を保護する州

の利益を前進させる」と述べている。

　リンクエスト主席判事が宣言したように、Roe の原理に忠実であるならば、

第二期では基本的に女性の健康の保護が優先されるべきである。女性の健康保

護のためなら、中絶の権利が制限されることもある。しかし「胎児の生命の保

護」が、「女性の健康の保護」の利益よりも優先される時期ではない。結局、

Roe の原理を継承すると言いつつ、その基幹の枠組みは少しずつ変形させてい

る。また「Roe の三期制度は一般的な用語によって映し出された憲法の概念と

合致しない69）」と、主席判事は公然と Roe の判決を批判している。

③公的施設・人員の使用を禁止

　ミズーリ州法では、中絶に対して公的資金、人員、施設の使用を禁止してい

る。これは合憲判断された。主席判事は「この法律は Roe の基準においても

合憲と考える。それは、公的資金・資源の提供を拒否したとしても、それが中

絶を求める女性に障害を置いたことにはならない70）」と、さらに「中絶に対す

る政府のいかなる形式の援助もあり得ない─ただし、母体の生命を救済する

場合は、この限りではない」「州は公的資金や他の資源を使用してまで、中絶

を促進する必要はない71）」と選択の権利は認めつつも、具体的な権利行使とな

ると徹底的に反対している。
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④中絶へのカウンセリングに対する補助金の禁止

　カウンセリングに対する補助金の支給禁止の規定については、連邦最高裁

の判事全員が未解決72）（moot）として判断を避けた。その理由として、裁

判で争う場合は原告側は憲法第三条で定めた争訟に関する「現実的な利益」

が必要であり、このケースでは「その利益を持っていない」（no case or 

controversy）としている。

・Roe の判決を覆すべき

　Webster の事例では公然と Roe の判決を覆すように主張され始めた。その

急先鋒を担ったのがスカリア判事である。「確かに、この法廷で述べられた理

由は、効果的に Roe の判断を覆しつつある。しかし、その転覆は明確な形で、

最高裁の法廷で為されるべきである73）」。さらに「中絶の問題に関与すること

は、司法よりも政治プロセスに属している事柄を、そこから取り除くことにな

る」と、選択の権利は司法ではなく、「政治的プロセス」に任せるべきだと極

端な発言を行っている。

　一方、反対意見を展開するブラックマン判事は「Roe の原理を適切に使用す

べき」と主張し、さらに Roe の判決の正当性に言及し、「最高裁は Roe の原理

の露骨な空洞化を図っている、ミズーリ州法の前文は違憲として却下すべき」

（要旨）と糾弾した。前文は、女性が権利を行使するさいに、委縮させる効果

を持ち、さらに、1965年の Griswold v. Connecticut やそれに類似する事例で確

立された「避妊用具」の使用に違憲と判断するような負担を与えると、強力に

反論している。

（ⅳ）1992年 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey の事例

　　─三期制度が放棄され、「過度の負担テスト」が導入される─

　Webster の判決以降、法廷や州レベルで Roe の判決を覆そうという勢いが強

まっていた。そのような状況の中で、連邦最高裁は92年に Planned Parenthood 

of Southeastern Pennsylvania v. Casey の判断を下した。法廷意見はオコーナー

判事が述べ、法廷の内外において Roe の判決の転覆の圧力が強まることに懸
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念を示した。そして、先例拘束（stare decisis）の原理74）を掲げ、Roe の原

理の核心部分は継承すると宣言した。

　一方、Webster の事例で法廷意見を述べたリンクエスト主席判事が、一転し

て公然と Roe の判決を覆すべきと主張し、スカリア判事に至ってはオコーナー

判事が「過度の負担テスト」を導入したことに、「この基準は根拠がなく、現

実に機能しない」と激しく非難75）している。

　オコーナー判事は Roe の判決の継承を宣言したが、結果として、Roe の原理

の枠組みを大きく変えている。たとえば、Roe の骨格であった「三期制度」を

放棄76）し、自らが設けた「過度の負担テスト」（undue burden）を導入して

いる。これによって選択の権利に対して「やむにやまれぬ利益」（compelling 

interest）、つまり「厳格審査基準」（strict scrutiny）の使用を止めている。

それは、女性の選択の権利が「基本的自由権」という重要な地位から後退した

ことを意味する。

　

①事例の要点

　Casey の事例では、1988年と89年に改正され、当時「ペンシルベニア中絶規

制法」（Pennsylvania Abortion Control Act）と呼ばれていた法律が争わ

れた。５つのクリニック、内科医、中絶を扱う医師団などは、この「中絶規制

法」は Roe の判決で認められ、憲法修正第十四条で保障された「中絶を選択す

る権利」を侵害していると差止請求と宣言的判決（declaratory judgment）

を求めた。

　中絶規制法は、大きく分けて５つの規定77）から成り立っている。一つには、

中絶を行う24時間前に、妊娠女性に対して医師は手術を行う際の健康上の危険

性などの情報を提供する必要がある。二つ目には、中絶を行う同意を妊娠女性

から得る。三つ目は、既婚の女性ならば、配偶者の夫に中絶を通知する。四つ

目は、未成年であれば両親の一方から中絶を選択するための同意を得る。ある

いは、裁判所から許可を得る。五つ目は、中絶を実施した機関は、その報告書

を提出する。

　連邦地方裁判所は、ペンシルベニア州法の中絶規制法の5規定を違憲と判断
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し、第三巡回控訴裁判所では、夫の通知義務以外の規定は全て合憲と判断して

いる。連邦最高裁では、控訴裁判所と同じように、夫の通知以外は合憲と判

断。最高裁の法廷では意見が乱立し、法廷意見も多数意見（major opinion）

ではなく、三人という相対多数（plurality opinion）で述べられた。

②中絶規制法を審査した二つの基準

　Casey では、オコーナー判事は中絶禁止法の合憲性を次の２つの基準に基づ

いて分析している。一つは「過度の負担テスト」、二つ目は「健康の例外規定」

であった。ただし、オコーナー判事は微妙な表現78）を使っている。

　「冒頭において、次のことを確認しておきたい。Roe v. Wade の判決の核心部

分は我々は支持する。それは三つの部分から成り立つ。一つは、生存維持可能

性以前であれば、女性が中絶を選択する権利を認め、州から過度な干渉を受け

ることなく、その権利を保持する。この時期は、州の利益は中絶を禁止しうる

ほど強くなく、女性が中絶を選択する有効な権利に重大な障害を置くことはで

きない。二つ目は、生存維持可能性以降であれば、州政府は中絶を規制しう

る。ただし、規制法に女性の生命と健康を危険にさらす妊娠に対しての例外規

定が設けられるべきである。三つ目は、州は女性の妊娠を通じて合法的な利益

を持ち、それは女性の健康と胎児の生命の保護の二つの利益である」

・ペンシルベニア州法「医学的緊急例外規定」の条文

　州法の中絶規定法での「医学的緊急例外規定79）」（Medical Emergency 

Exception）は、「医師による善良で誠実な臨床の判断に基づいて、妊娠中の

女性の医学的な状況が複雑となり、その死を避けるために早急な中絶を必要と

する状態あるいは、その対応の遅れが母体に対して深刻で不可逆的な機能障害

を与える危険が発生する状態」の時、中絶が許されるという。つまり、この州

法では、基本的には「その死を避けるために」のみに例外規定が付され、母体

の「健康の危機」に対しては設けられていない。これに対して、訴えを起こし

た医師団は「この例外規定は余りに狭く、憲法審査を通らないであろう80）」と

批判していた。しかし、連邦最高裁は「医学的緊急例外規定は、十分にその選
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択の幅があり、決して中絶の権利に対して過度な負担は与えていない」（要旨）

と、医師団の訴えを退けた。

　

＊反対意見と同意意見

　ブラックマン判事は Roe の基準を適切に採用すれば、５つの規定が全て違

憲81）となると反対意見を展開した。「中絶への権利は、基本的自由権に相当す

る。それゆえ州がそれを侵害する時は、連邦最高裁では最も厳しい審査である

厳格審査基準（strict scrutiny）が採用されるべきで、この審査に照らせば５

つの条項全てが違憲となる」。

　一方、リンクエスト主席判事は、同意意見を展開しながらも、最高裁は Roe 

v. Wade の判決を覆すべき82）と主張している。「（Roe の判決は）州や下位の裁

判所に対して殆ど指針を提供することなく、先例を混乱させる網を造り出した

だけである─憲法修正第十四条によって保護される『基本的自由権』とは、

『秩序ある自由権』（ordered liberties）で、それは連邦最高裁判所が認めて

きた『婚姻』や『家族生活』などの『基本的自由権』である。（生命を断つ）

中絶への権利は、『潜在的な生命を意図的に終了させる』もので、『基本的自由

権』とは全く異なる」と述べた。さらに主席判事は、審査基準を挙げるとすれ

ば、最も高く評価しても「合理性審査基準」（rational basis）にしか相当し

ない。その審査基準に基づいて判断すれば、ペンシルベニア州法の中絶規制法

の全てが合憲と判断される、と中絶禁止法を支持した。

　また、スカリア判事は中絶禁止法を合憲と判断し、「中絶の権利は憲法上に

文言がない83）」と、その理由を挙げている。さらに「中絶を権利として確立し

たことによって、連邦最高裁判所は本来政治的プロセスに存在している領域に

まで手を伸ばしている」（要旨）と、選択の権利は司法の法廷で審査する内容

ではないという。

　

＊法廷意見の問題点

　オコーナー判事は、Roe の判決を転覆する圧力に対して、先例拘束を掲げな

がら、基本的な継承を主張した。しかし、判事が導入した「過度の負担テス
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ト」と「三期制度」の放棄は、思わぬ結果を招くことになる。

　「過度の負担テスト」では、生存維持可能性以前では女性の判断に干渉して

はならず、自由に選択の権利を享受することができる。しかし一方で、この基

準は、州政府は「過度の負担」を懸けない限り、その範囲で中絶を禁止できる

と解釈できる。「過度の負担」の定義は、それは「中絶を選択する女性の前に

重大な障害を置かない」ことである。反対に、女性の選択に重大な障害を置か

ない限り、中絶を規制しうるのである。

　この基準は結果として、女性の選択の権利を制限しうる隙間を作った。さら

に、政府が守るべき二つの利益の中で、一方の「胎児の生命保護」を優先して

も許される口実を与えてしまったのである。

　また「過度の負担テスト」は、女性の選択の権利を「やむにやまれぬ利益」

によってのみ規制されるという厳格審査基準から後退させた。つまり女性の選

択の権利が「基本的自由権」でなくなったことを意味する。この後退は2007年

に判断された Gonzales v. Carhart の判決に多大な影響を与えることになる。

（ⅴ）2000年 Stenberg v. Carhart の事例

　　─「健康への例外規定」が必要と確認─

　2000年に Stenberg v. Carhart の判断が下された。この事例では妊娠後期で

採用される部分出産中絶禁止法が合憲と判断されている。ネブラスカ州では、

部分出産中絶が犯罪として禁止されていた。中絶を担当するカーハート医師

（Dr. Carhart）は、この中絶禁止法は憲法修正第十四条に違反すると訴えた。

　これについて連邦最高裁は、二つの点から審議したのである。一つには、

「母体の健康の例外規定」が存在するかどうか。二つ目は、この中絶禁止法が

女性に対して「過度の負担」を与えているのかという点である。最高裁は5-4

の投票でネブラスカ州法を違憲としている。

　この判決が注目されるのは、７年後の Gonzales v. Carhartにより、両者はほ

ぼ同じ内容の法律でありながら、最高裁の判断はまるで逆になった。つまり、

連邦最高裁の原理解釈に対する恣意性が浮き彫りになったのである。
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①事例の概略

　ネブラスカ州の「部分出産中絶禁止法」では、生きた胎児を女性の子宮では

なく膣に引き出して（出産させて）、そこで胎児を切断するという方法を部分

出産と定義し、この手法を禁止したのである。この中絶禁止法に違反した者

は、医師であるならば医師免許が剥奪され、さらに罰金刑、入獄の刑も科せら

れた。

　これに対して、ネブラスカ州で開業医を営むカーハート医師は、この州法は

アメリカ憲法に違反していると宣言的判決を求めたのである。それは「この禁

止法は、文言が曖昧で医学上どのような手法が禁止されているのか明確でな

い」、そのために「医師、また中絶を求める女性（患者）にとっても『過度の

負担』を与える」という理由からである。

　連邦地方裁判所は、ネブラスカ州法は違憲と判断している。さらに第八巡回

控訴裁判所も同じく違憲判断を下した。連邦最高裁でもネブラスカ州の中絶禁

止法は憲法修正第十四条のデュー・プロセスに違反すると、違憲判断が下され

た。

②部分出産中絶禁止法の条文

　この禁止法では「中絶を行う者が部分的に生きた胎児を膣上に引き出して

（出産させて）胎児を殺害し、その後出産を完成させること」と、「部分出産中

絶」を定義し、さらに「出産」の規定も記している。「出産」とは「慎重にか

つ意図的に生きた胎児また、その重大な部分（substantial portion）を膣へ

引き出すことで、その手術を行う者が胎児を殺害すると認識し、かつ実際に殺

害を行う場合84）」としている。

　この禁止法の例外規定85）として「妊娠している女性の生命を救済する必要

がある場合は、部分出産中絶は認められる」という。「生命の危機」とは「妊

娠している女性の生命が、身体上の不調、病気、あるいは傷害によって危険に

晒された場合、特に妊娠そのものから起こる、またそれに起因して起こる生命

の危機を含む86）」と記されている。

　この禁止法に違反した者は「20年までの禁固・懲役、あるいは25,000ドルま
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での罰金、さらにネブラスカ州で医療を行うための医師のライセンスが剥奪さ

れる87）」という罰則が科せられる。

③連邦最高裁の判断理由

　連邦最高裁は次の２点を中心に中絶禁止法の審査を行った。一つは、健康の

例外規定の有無であり、二つ目は「過度の負担テスト」の適否である。

赫「健康の例外規定」

　「健康の例外規定」について、ネブラスカ州は「健康の例外規定は必要とし

ない。それは安全な代替案が残されており、部分出産中絶法に対する禁止が女

性の健康に危険を与えることもない」と主張した。一方、連邦最高裁は、これ

を退け、「法律には、健康の例外規定が必要と信じる。―ある環境において、

部分出産中絶法がより安全な中絶方法と信じる人々が正しいとするならば、健

康の例外規定が欠けていることは、女性に対して不必要な危険を背負わせるこ

とになる88）」と述べ、禁止法には必ず「健康の例外規定」が必要であると判断

した。

較 過度の負担テスト　

　部分出産中絶禁止法の合憲性審査で、最も問題となったのは「部分出産中絶

法」（D&X）を規制すれば、他の中絶方法も禁止対象に含まれてしまうのでは

ないかという点である。つまり女性は実質的に中絶を選択することができず、

選択の権利が極端に制限されることになる。

　後期において一般的に行われている中絶法は「子宮内容除去術」（D&E）と

「吸引装置中絶法」（suction-aspiration abortion）である。前者は、子宮頸

部を拡張し吸引装置以外の器具によって胎児を取り除く。後者は、吸引装置を

子宮に挿入し内容物を除去する。カーハート医師が採用しているのは「子宮頸

管拡張と吸引法」（D&X）という方法で、妊娠女性の子宮内ではなく、胎児を

取り出してから切断する。これは、胎児の細胞など害を与える物質が子宮に残

らず、さらに器具によって膣に傷害を与えないからである。ただし、問題は

D&X 以外の方法でも、胎児を膣に引き出す場合があり、その時は部分出産中

絶禁止法に抵触することになる。連邦最高裁は、その点を懸念し「中絶禁止法
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の文言が子宮内容除去術（D&E）に適用されれば、中絶を選択する女性に対

して『過度な負担』を与えることになる89）」として、部分出産中絶禁止法、そ

れ自体を違憲として却下した。

　一方、ネブラスカ州の司法長官は、中絶禁止法を非常に狭く適用していると

反論する。「この禁止法の『（substantial）大部分』という言葉は、非常に狭

く解釈している。そのために、一般的な手法を含むことはない」。司法長官の

いう「狭く解釈」とは、「『胎児の頭』まで出産する場合に限定している」とい

う。しかし「頭まで」というなら全体を意味し、「部分出産」ではなくなる。

最高裁は、この司法長官に対して「この解釈を尊重することはない。それは法

律を非合理的に解釈している90）」と、反論を却下している。

・同意意見

　スティーブンズ判事は、医療上の判断は法廷ではなく医師の手に戻すべきと

主張。「州政府は、医師が最も良いと判断する方法を禁止するような利益は保

持していない91）」。また、ギンズバーグ判事は「中絶禁止法は『胎児の生命の

保護』を利益に上げているが、胎児を救う事はできない」としている。これは

ブレイヤー判事も法廷意見で指摘している。「（中絶に対する）規制は生存維持

可能性以前では、政府の利益は非常に弱い。以降においても州法が実質的に胎

児を保護する利益を促進するとは言い難い。それは、部分中絶禁止法が制限さ

れても、一つの方法を対象としているだけであり、それ以外の方法によって、

胎児が中絶される可能性がある」（要旨）。さらに、ギンズバーグ判事は「中絶

禁止法の目的は Roe v. Wade に設定された原理を、少しずつ剥がし取ることで

ある」と、禁止法を痛烈に批判している。

　オコーナー判事は、この Stenberg では法廷意見に賛成している92）。この判事

の投票によって禁止法が違憲となった。判事の判断理由は、この禁止法は一般

的な他の方法を禁止する危険性があり、さらに「健康の例外規定」も無視され

ているという２点である。
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・反対意見

　ケネディ判事は、「医学上の完全性の利益を増進するため、州が禁止法を適

用しうる。子宮内容除去術と部分出産中絶法との重要な違いは、胎児の位置に

ある。この違いのために、州法が二つの方法に対して道徳上の区別を設けたと

しても何ら問題はない」という特殊な意見を展開している。では、どのような

道徳的な差なのか。また、それは女性の生命と健康を犠牲にし、人権を極端に

制限してまでも実現すべきものなのか、疑問が残る。

　一方、トーマス判事は、中絶禁止法の正当性を長文にわたって展開してい

る。「州政府は、過度の負担を作らない限り、胎児を保護する合法的な利益を

持っている。このネブラスカ州法での州の利益は明確である。それは『幼児殺

し』に非常によく似た手法を禁止することである93）」。政府には二つの保護す

べき利益があり、女性の健康と胎児の生命である。トーマス判事の意見は、一

方の胎児の生命の保護に余りにも偏り過ぎている。また判事は「『部分出産中

絶法』の定義が、医学界において余り採用されないものとしても、立法府は自

由にその定義を行いうる」と奇妙な意見を述べる。通常、中絶の定義は立法府

よりも医学分野で行われる方が適切と思われる。

　さらに「多数意見は、この禁止法の適用を避けた方が遥かに簡単だと思える

ほど『部分出産中絶法』の定義に厳密さを求める」（要旨）、「（この禁止法が）

一般的な中絶法にも適用される疑いが残ったとしても、即、違憲という訳では

ない。法律の解釈が憲法的疑問を回避できるか、最初に考えるべきであろう

94）」と主張する。

　しかし、曖昧な文言を持つ法律は、連邦最高裁において「曖昧さ故に無効」

（void for vagueness）の基準が使用され、法律自身が審査される。当然、こ

の基準に適合すると法律全てが無効となる危険性がある。むしろ曖昧さに対

する違憲性を追及するのが連邦最高裁の役割であり、違憲性審査（judiciary 

review）の本来の機能であろう。

　 確 か に、 本 年 の 2012年６月28日 に 判 断 さ れ た National Federation of 

Independent Business v. Kathleen Sebelius, Secretary of Health and Human Services

で、法廷意見を述べたロバーツ主席判事は1895年の Hooper v. Califorinia の事
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例を引用して「基本的なルールとして、違憲性から法律を救済するために、全

ての合理的な解釈が用いられなければならない95）」と訴えている。しかし、こ

の場合は「文言が曖昧で疑いが生じた」問題とは根本的に異なると考える。

（ⅵ）2007年 Gonzales v. Carhart の事例

　　─ Roe の４つの原理が消滅する─

　2007年に Gonzales v. Carhart の事例において連邦法の「部分出産中絶禁止

法」が合憲と判断され、D&X などの「部分出産中絶法」が禁止された。さら

に「健康の例外規定」が削除され、Roe で確立された重要な４つの原理が、こ

こに至って全て消滅している。

①背　景

　2003年連邦議会で「部分出産中絶禁止法」（The Partial Birth Abortion 

Act）が成立した。しかし、この禁止法に対しては即座に反対の意思の表明が

為されている。ブッシュ大統領がこの法案に署名する数日前から反対の運動が

起こり、中絶を支持するカリフォルニア、ニューヨーク、ネブラスカの各州の

三団体が、部分出産中絶禁止法を憲法違反として連邦地方裁判所に訴えたので

ある。

　連邦最高裁はネブラスカ州の「Gonzales v. Carhart」とカリフォルニア州の

「California, Gonzales v. Planned Parenthood」の事例に対して受理令状（Writ 

of Certiorari）を出し、審議の開始に着手した。この二つの事例共に、地方

連邦裁判所では差止請求が認められ共に控訴され、第八巡回控訴裁判所と第九

巡回控訴裁判所で争われた。両控訴裁判所ともに差し止め請求を認めている。

　最高裁では、特に２点に留意して審査が行われた。一つは「部分出産中絶禁

止法」の文言が憲法上許されないほど曖昧なのか。二つ目は、この禁止法が

「女性の選択の権利」に「過度の負担」を与えるのか、という点である。

　連邦最高裁は、まず禁止法の文言は憲法的に許容できないほど曖昧ではない

とし、さらに女性の選択の権利にも「過度の負担」を与えていないとした。ま

た、医学的に必要でない部分出産中絶の手法に対して、母体の健康の例外規定
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を考慮する必要はないと、この規定を却下した。法廷では５―４の投票で中

絶禁止法が合憲と判断され、法廷意見はケネディ判事が述べている。法廷意

見にはロバーツ主席判事（Chief Justice Roberts）、アリトー判事（Justice 

Samuel Alito）、スカリア判事、トーマス判事が参加している。

②「部分出産中絶禁止法」の条文

　「部分出産中絶禁止法」の条文は、大きく分けて３つの部分から構成されて

いる。一つは、禁止法を各州に適用するために「州際通商条項」（interstate 

commerce clause）、二つ目は母体に対する「例外規定」の有無、三つ目は

「部分出産中絶法」の規定96）について記されている。

赫 州際通商

　2003年に成立した「部分出産中絶禁止法」は連邦法で、この法律を各州に適

用するためには、連邦議会がその権限を保持しうるかどうか、連邦憲法上の根

拠を示さねばならない。それが州際通商（憲法第一条第八節三項）である。禁

止法では「州際通商あるいは外国通商にあるか、それに影響を与える状況であ

る場合、意図的に部分出産中絶を行い、また人としての胎児を殺すいかなる医

師も、この節において罰金あるいは、２年を超えない懲役・禁錮に処せられ

る。また両刑が科せられる」と記されている。ただし、連邦最高裁では州際通

商については審査されなかった。

較例外規定97）

　連邦の中絶禁止法では、母体に対する例外規定は、「生命の危機」に対

応するのみで、健康の危機に対しては準備されていなかった。「この節

（subsection）は、母体の生命を救済するために必要な場合、部分出産中絶法

は適用されない」「“生命の救済が必要”とは母体の生命が身体的不調、身体的

病気、身体的傷害によって、あるいは妊娠それ自体から生じ、また、それが原

因で生じる身体的状況も含まれる。（以上の理由から）母体の生命が危機に瀕

する場合を指す」
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郭 部分出産中絶法の定義について

　Stenberg では州法における「部分出産」の定義について激しく論争された。

そのために、今回、連邦法の禁止法では、さらに文言が加えられた。

・部分出産の定義98）─「中絶を行う者が、慎重に意図的に生きた胎児を膣

に出産させる（引き出す）。胎児の頭が先に出てきた場合は、頭全体が母体の

外に、また胴体が先に出てきた場合は、胎児の胴体の一部分が体の中心を過ぎ

て、母体の外に出る。中絶を行う者が部分的に出産した胎児を殺す目的でもっ

て、部分的に出産をさせること」を指す。

＊憲法上の論点

　先ほども触れたが、中絶禁止法を州に適用するには、連邦議会は連邦憲法上

に列挙された権限内にあることを示さねばならない。その権限を示している

のが「州際通商」の条文である。しかし、「中絶禁止法」に定められた内容が

「州際通商条項」によって保障される対象であるのか、それに対しては最高裁

では言及されていない。

　「州際通商条項」で保障される内容とは、憲法第一条第八節三項に規定され

ているように「外国との通商及び州との通商、またインディアン部族との通商

を規制しうる」内容でなければならない。そのためには、規制される対象が

「通商」つまり経済活動である事、さらに、その対象が「州際の経済に重大な

影響（substantially affect）を与える」ものでなければならない。医師が中

絶する行為が、この２つの条件を満たしているのか、最高裁は審査しなければ

ならない。また「刑法と教育法」の分野は伝統的に州に属し、そのために、罰

則規定のある禁止法が連邦法で扱われ、かつ州に適用しうるのか、議論されな

ければならない。

　また、連邦議会が州に適用しうる連邦憲法上の根拠は憲法第一条十八項の

「必要かつ適切条項」にもある。「上記の諸権限及びこの憲法によって合衆国政

府またはその部門もしくは官吏に付与された全ての他の権限を行使するために

『必要かつ適切』な法律を制定することができる」とある。この条項を使用す

るには、前提となる「付与された権限」とは何か、あるいは、そのような連邦
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法が存在しているのか、それを示さねばならない。

　上記の諸点から、連邦議会は中絶を規制する法律を州に適用する権限をもっ

ているのかどうか、議論の余地がある。同意意見を述べたトーマス判事は、

「この部分出産中絶禁止法は州際通商条項を規制する権限を、連邦議会が行使

しうるのか、この問題は連邦最高裁所の前には来ていない99）」と、この点に言

及せずとも何ら支障がないような発言を行っている。

＊合憲判断の理由

１、文言の「曖昧さ」は存在しない

　Gonzales においても、原告のカーハート医師は「『中絶禁止法』の文言が曖

昧で、どのような行為が禁止されているのか明確でない」と、「曖昧さ故の無

効」に基づいて提訴を行っている。この事例においても、カーハート医師が用

いる「Intact D&E」（Stenberg では『D&X』と呼ばれている）と一般的な中

絶手法である「D&E」の違いが議論の中心である。それは、医学上、両者に

区別を設けることが難しい場合も起るからである。

　連邦最高裁は、「この連邦法には多くの故意の要件が含まれる。例えば認識

や意図を必要とする、などの要素である」と述べ、「意図を必要とする要件」

が多く含まれるので、反対に、簡単に「意図せず」中絶を行う状況には陥らな

い。ゆえに、中絶禁止法によって治罰される危険性は低いと説明している。さ

らに、この禁止法では「出産」の意味がより鮮明にされ、一般の手法と部分出

産中絶法との区別は明快であるという。ケネディ判事は、禁止法は「解剖学

的ランドマーク」100）（anatomical landmarks）が設けられ、胎児の「出産」

（delivery）の定義を明らかにしている。そのために、部分出産中絶法と子宮

内容除去術などの区別は明確だと主張する。

　しかし、議論は結局「胎児の位置」に帰着し、「解剖学的ランドマーク」が

どれほどの意義を持つのか。Stenberg で起こった同じ論争が繰り返されること

になる。
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２、「過度の負担テスト」を通過

　連邦最高裁は、「過度の負担」を与えていないと判断し、その理由として２

点を挙げている。一つは、中絶禁止法は「国家（政府）の利益を増進してい

る」、二つ目は、部分出産中絶法は医学的には必要がなく、健康の例外規定を

設けずとも「過度の負担」に当たらないという点である。

　

赫 禁止法は「国家（政府）の利益」を増進101）する

　連邦最高裁は「中絶禁止法は、胎児の生命尊厳を謳っている。それは中絶法

における残酷な特定の方法を禁止し、それを実現した。その方法とは、出産の

直前に胎児を殺す『部分出産中絶法』である。また連邦議会は『幼児殺し』に

匹敵する残酷な行為を禁止し、医学専門家の完全性と倫理性を保護した」と述

べている。

　ケネディ判事の主張は、何よりも Casey の原理と矛盾している。この原理で

は、生存維持可能性段階以前であれば、女性は政府に干渉されず中絶を選択す

る権利がある。以降であれば、中絶は規制されうるが、母体の健康に配慮する

例外規定は設けられている。「幼児殺し」という理由で、これらの権利を制限

することはできないと考える。

較「健康に対する例外規定」は必要なし

　ケネディ判事は、健康の例外規定に対して次のように述べている。「例外規

定は、過去の事例では中心的な地位を占めていた。─部分出産中絶禁止法

が、健康に対する例外規定を持たず、それが女性に対して重大な健康の危機を

招くのであれば、この禁止法は違憲判断される─しかし、この禁止法が健康

の危機を招くかは、すでに下級裁判所で議論され、医学上の決着がつかない不

確実な状態にある。そのために、たとえ少数の医師がこの禁止法に賛成せずと

も、連邦議会はこの法律を通過させる裁量権102）を持っている」。また「部分出

産中絶が禁止されたとしても、他の方法が存在する」と。必ずしもこの手法を

用いる必要はないと述べている。

　さらにケネディ判事は禁止法の法的地位について、自らの見解を述べ、「こ

の部分出産中絶禁止法に対する文言上の反対は、最初から聞き入られるべ
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きではない。この法律に対して攻撃を行う者は『適用の無効』（invalid as-

applied）についてであり、それは法律の適用に対する反対でしかない103）」。

　この「適用無効」では、法律自体は廃止されることはないが、適用が誤って

おり、それが無効となる。一方、文言上の曖昧さ（facial-challenge）や「曖

昧さ故に無効」（void for vagueness）では、法律が全面無効となり、廃止に

なる可能性がある。ケネディ判事は、中絶禁止法はいかなる攻撃に晒されても

存続すると主張している。しかし存続するかどうかを憲法的に審査するのが法

廷の仕事で、その順序が逆だと思われる。

　

＊法廷意見の矛盾

　ケネディ判事は、法廷意見で非常に強引な論理を展開し、それが結果とし

て、中絶禁止法の解釈を複雑にしている。

　

１、「倫理・道徳的価値」を法律に体現すべき

　ケネディ判事は、倫理・道徳的価値観をむしろ法律で体現すべきと主張す

る。「生きた胎児を部分的に出産し、中絶を行う。これを禁止しているのが

『部分出産中絶禁止法』である。この禁止法は政府の目的を増進させている。

多くの人々にとって、『部分出産中絶法』（intact D&E）は、人間の生命の価

値を下落させる方法である。―この禁止法によって規制対象となっている中

絶方法は、特別な規制を必要とし、それには、さらなる倫理的・道徳的関心が

伴う。その倫理的・道徳的関心こそが、この特別な禁止を正当化したのであ

る」。

　ケネディ判事は、「部分出産中絶法」を禁止することが、倫理的・道徳的な

関心を高め、それゆえ禁止法が正当化されるという。一つの法律に対して合憲

性を審査するさいに、判事の個人的な倫理的・道徳的関心を基本とすべきであ

ろうか。その倫理的関心が、社会全般に広く受け入れられているならば、また

別問題であるが。特定の倫理的、宗教的価値観が法律に盛り込まれることは、

やはり国教樹立禁止条項に抵触すると考えられる。
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２、「健康の例外規定」を放棄させる「政府の利益」

　ケネディ判事は、中絶禁止法は政府の重大な利益を増進するという。「倫理

的道徳的関心は、胎児の生命に対する利益も含めて、これらの利益は重大な政

府の目的を進展させている。また、これらの利益は決して『過度の負担』を与

えてはいない。これらの重大な利益が生存維持可能性以降だけでなく、妊娠期

間を通じて、立法の根幹に横たわっている。それゆえ連邦最高裁は生存維持可

能性以前・以降という区別は存在しない、と明確にしておきたい104）」（要旨）。

　判事の意見では、個人の権利よりも政府の利益が優先され、そのためなら基

本的人権も制限しうると聞こえる。また、「政府の利益が増進される」法律は、

女性に「過度の負担」を与えることはないとも受け取れる。

　この見解は明らかに誤りであろう。基本的人権も絶対的な権利ではなく制限

されることもあるが、それが、即、人権を制限してよいという理論にはならな

い。さらに、特定の信教的概念を反映した倫理的・道徳的価値観が、即「政府

の重大に利益」となるのか、それも疑問であろう。

　

＊連邦最高裁判所の本質とは

　─反対意見から─

　Gonzales の事例において、ギンズバーグ判事を中心とする４人の判事が反

対の意思を表明。４人とはギンズバーグ判事、スティーブンズ判事、ソーター

判事、ブレナン判事である。ギンズバーグ判事が独立意見を書いた。

１、女性の「選択の権利」は「自律権」である

　ギンズバーグ判事は、女性の選択の権利は「プライバシー権」ではなく、

「自律権」に基づくと主張している。

　「中絶の規制に反対することは、女性の運命を自ら支配することである。

―少し以前では、女性は家庭の中心として考えられていた。それは、伴侶と

しての責任を果たす、つまり憲法においては、完全で独立した保障から排除さ

れていたことである。しかし、この考えは（現代の）家族、個人、憲法への認

識と一致しないことが明確になってきた。女性は各自、才能、能力、権利を持
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ち、この国家において経済及び社会生活に平等に参加しうる。女性たちは十分

に潜在的な能力を発揮すべきで、このことは女性の生殖的活動とも密接に結び

ついている。このように連邦最高裁は認識している105）」

　判事は「女性が自らの運命に対して自らの支配権を持ち、そのためには生殖

活動に対して、自らが判断する。この分野において出来うる限り、国家・政府

の干渉を排除する」と、選択の権利の憲法的根拠を説明している。

２、「健康の例外規定」は最小限の条件

　ギンズバーグ判事は、Roe や Casey の原理を継承し、女性の選択の権利を制

限する場合には、妊娠中のいかなる段階であろうと「健康の例外規定」を設け

ることが最小限の条件だと主張する。また、Stenberg を引用し「中絶禁止法は、

生存維持可能性以降の段階においても例外規定が必要とされている。まして、

その段階以前であれば、規制に対する健康の例外規定は必須である106）」と、

その見解を述べた。

　

３、連邦議会の主張ではなく、医学上の資料を重視すべき

　ギンズバーグ判事は、中絶の規制については、連邦議会の意見ではなく医学

的根拠に基づいて判断すべきと警告した。「連邦最高裁の複数の判例は、この

中絶法が文言上の攻撃（facial attack）に耐え、生き延びると示している。連

邦最高裁は州や連邦の立法府に対して、たとえ医学的・科学的に不確実な部分

が存在しても、立法を通過させる広い裁量権を与えている」というケネディ判

事の発言に「唖然とした」107）と驚きを隠さない。

　「この（ケネディ判事の）発言は連邦最高裁が、長い間培ってきた先例であ

る“健康の例外規定を確認した”ことに対する挑戦である。また医学上の不確

実性に対する努力を放棄したようなものである108）」。

・連邦議会─医学上の証拠を軽視する

　ギンズバーグ判事は連邦最高裁が医学上の資料を重視せず、また医師の意見

に耳を貸さず、医師の裁量権を制限することに深刻な問題が潜むと指摘する。
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　「連邦議会は『部分出産中絶法が他の中絶の方法よりも安全である、という

信頼しうる医学上の証拠はなかった』と述べた。しかし、連邦議会の記録の中

には多くの手紙が含まれ、それらは多くの医師・医療団体からであった。ある

医師は『妊娠女性の健康は、この中絶禁止法によって悪化し、危険に晒され

る』と証言した。９つの医療専門協会は、その中には米国産科婦人科医学会

（ACOG）、米国公衆衛生協会（APHA）、カリフォルニア医師会（CMA）が

含まれているが、『部分出産中絶法（Intact D&E）は、他の方法よりも十分

に安全だという有益性を持つ』と発言している。─このような（多くの証言

を無視する連邦議会の）状況を見て、全米中絶連盟は『連邦議会は、ACOG

やその他の医療団体による発言などを無視することを選んだのであろう』と述

べた109）」

・連邦最高裁判所─地方裁判所の医学上の資料を無視する

　連邦地方裁判所では、約８年かけて専門家などから証拠を集め、部分出産中

絶法の医学上の有効性を検討110）した。その結果、特に技術が高く経験豊富な

医学上の専門家の多くは「部分出産中絶法」は、特定の環境あるいは特定の女

性に対して、他の方法よりも安全であり、かつ女性の健康を守るために必要で

ある111）と証言している。さらにギンズバーグ判事は「部分出産中絶法」の医

学上の安全性について専門家の説明を要約し112）、繰り返し確認している。

１．部分出産中絶法は、妊娠女性の子宮に器具を挿入する回数を最低限に抑

え、他の方法では発症する重い合併症を防ぐ。

２．胎児全体を取り出すことによって、胎児の組織が残る危険性が少なくな

り、それによって感染症、出血、不妊症を防ぐ。

３．他の方法では子宮で胎児を切断し、鋭い骨の砕片が患者の細胞に接するこ

ともあるが、この方法ではそれを回避しうる。

４．部分出産中絶法では、子宮内容除去術（D&E）よりも手術の時間を短縮

させ、出血や感染症、麻酔による合併症を減少させる。
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・中絶禁止法は胎児を救済しない

　ギンズバーグ判事は「連邦最高裁は、女性の健康に対する例外規定も設け

ず、しかも全米において部分出産中絶法を禁止させる法律を支持させようと、

根拠がなく見え透いた正当化を行っている」と述べ、次のように言葉を続け

た。「連邦最高裁が行った今日の判決では、Casey の事例を基本として、かつ

連邦政府の合法的で重要な利益である『胎児の生命の保護』を促進すると主張

している。しかし、この中絶禁止法は、そのような利益を実現しない。この法

律は、たった一つの胎児も破壊から救済できないのである。それは、この法律

が「方法」だけを規制の対象にしているからである。この法律は、女性の生命

や健康を保護するためには設計されていない。さらに、胎児の生命をも保護し

ない。これは、ただ医師による合理的な判断に基づいて最も優れた方法と信じ

る『部分出産中絶法』を女性に選択させないという法律を支持113）しているだ

けである」。

・部分出産中絶法は残酷ではない

　部分出産中絶法が、特に、激しい非難を受けたのは「方法が残酷だ」という

点である。それに対して、ギンズバーグ判事は次のように説明した。「『部分出

産中絶禁止法』を支持するもう一つの理由として、連邦最高裁は『この法律

は、他の方法は規制していない』という。では、何故、この方法のみが禁止さ

れるのか、人々は不思議に思うであろう。部分出産中絶法以外の方法も同様に

『残酷』である。それは子宮の中で胎児を切り裂くからである。ゆえに二つの

方法は共に残酷である、そのように考える方が部分出産中絶法のみが『胎児殺

し』に近いというよりも、遥かに真実に近いと思われる114）」

　

＊連邦最高裁判所の本質を問う ─「先例拘束性」の無視

　ギンズバーグ判事は、非常にデリケートで深刻な事項を判断する場合に、最

も重要な問題が「先例拘束性」の原理だという。「特に『倫理的・道徳的関心』

が、胎児の生命を保護するという政府の利益に多大に貢献すると考えられ、そ

の拘束が自由に解き放たれて、その『関心』が日々事例ごとに、圧倒的な数の
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基本的人権（の事例）に適用されるならば、連邦最高裁は自らの手で『先例』

をほぼ全て転覆していくことになる115）」

　次に、倫理と法律の区別について、ギンズバーグ判事は以下のように述べて

いる。「個人的に、我々の何人かは、中絶は倫理の最も根本的な原理を攻撃し

ていると考えているであろう。しかし、それによって我々の判決が支配されて

はならないと思う。我々の義務は、自由を定義することであり、我々の倫理基

準を押し付けることではない116）」。

　また判事は、2003年の Lawrence v. Texas を引用して、倫理を法律で強制すべ

きでないという。「多くの人々にとって、同性愛行為に反対することは決して

些細な事ではない、深淵な倫理的・道徳的原理に基づいた確信によると主張す

るであろう。しかし、そうであっても政府の権限によって刑法を施行し、その

考えを社会全体に強制することはできないはずである117）」。

　ギンズバーグ判事は、現在の連邦最高裁は、解釈原理を変形させ、全く異

なった原理体系へと作り変えていると警告している。「今回の法廷意見は、

RoeとCaseyの原理を完全に放棄したとまでは言わないが、連邦最高裁判所は、

我々がつい最近まで追求してきた中絶に対する規制と、構造が全く異なってい

る。それは最高裁が、今まで実施してきた『法の支配』や『先例拘束性』の原

理に対して、全く忠実でないことを示している118）」。「連邦議会による事実認

定が、法廷の厳しい審査に耐えることができないにも拘わらず、連邦最高裁は

憲法よりも、議会の法律を優先している。我々の司法の原理体系と一致しない

判決は、権限ある地位に留まるべきではない119）」

　最後に、ギンズバーグ判事は、今回の Gonzales の判決は権利の破壊だと痛

烈に批判している。「この『部分出産中絶禁止法』が、合法的な政府の利益を

増進するという概念こそが、ただ非合理的なのである。この中絶禁止法を擁護

する連邦最高裁の防御は、いかなる有益な説明も伴っていない。率直に言え

ば、部分出産中絶禁止法と、この法律を擁護する連邦最高裁の防御は、最高裁

自身が幾度も合憲として宣言した権利を、少しずつ削り取っていく努力以外の

何物でもない120）」
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Ⅲ．拒否条項と他の法律との衝突　

　　─拒否条項の本質─　

　「拒否条項」では生殖医療分野、特に中絶の治療・手術の領域において、医

師と患者の権利が激しく衝突している。現在、混乱が起きている最も大きな原

因は「拒否条項」の適用拡大と、その影響として患者の権利が極端に制限され

ていることによる。では、「良心の自由」と患者側の権利の狭間で、どこまで

「拒否条項」の行使が許され、どの連邦法が適用されるべきか。競合する法律

と規則を挙げ、その衡量を行っている。

（1）拒否条項と他の憲法条項、連邦法との衝突　

・憲法修正第一条との衝突

　「拒否条項」は憲法修正第一条「信教の自由」によって保障されている。し

かし、この条項は、修正第一条の他の法律と衝突することもある。それが「国

教樹立禁止条項」である。さらに「信教の自由条項」の解釈原理によっても

制限される。この原理とは「一般に適用される法律」（generally applicable 

laws）である。つまり「拒否条項」は修正第一条の領域で、「国教樹立禁止条

項」と「信教の自由条項」の両面から制限が加えられる危険性がある。さら

に、他の憲法上の原理である「曖昧さ故に無効」（void for vagueness）、「過

度の広範性の理論」（Overbreath Doctrine）などからも、「拒否条項」の違

憲性が問われることになる。

①「国教樹立禁止条項」に抵触する

　「拒否条項」は、一つには個人の良心に基づく権利であり、団体に適用され

ることは、「国教樹立禁止条項」に抵触する危険性がある。さらに、特定の宗

教上の教義が優遇されることもこの条項によって禁止されている。

・一つの宗教を優遇しない

　国教樹立禁止条項が最初に解釈された1947年の Everson v. Board of Education

の判決である。政府と宗教の分離を厳しく求められており厳格分離主義とまで

言われている。その事例で設けられた７つの原理の一つに「特定の宗教を補助
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したり、全ての宗教を補助したり、また、特定の宗教を他のよりも優遇するこ

とを禁止する」という基準がある。「良心の拒否条項」は、この基準に抵触す

ることになる。

　さらに1971年の Lemon v. Kurtzman で確立されたレモンテストにも違反する。

これは Everson の厳格分離主義からは緩やかになり、３つの基準に集約され、

第一に「法律は『世俗的』な立法的目的を有すべき」、第二に「法律の主要な

目的が宗教を『促進・抑圧』してはならない」、第三に「法律は政府の宗教と

の『過度の関わり』を促進してはならない」という基準である。このレモンテ

ストでは「特定の宗教を優遇」することは、少なくとも第三の「過度の関わ

り」の基準にも違反することになる。

　また1984年の Lynch v. Donnelly の支持テスト（endorsement test）にも違

反する。支持テストは、オコーナー判事によって提唱され、「レモンテストの

『（世俗）目的』原理の下では、政府が宗教に対して、支持あるいは不支持の

メッセージを発してはならない」という基準である。また、表現的な行為（祈

祷などの）において、宗教人と非宗教人の間に、政治的な区別を設けてはなら

ないという。これは明らかに、特定の宗教を優遇することだけでなく、宗教全

体の優遇も禁止することを示唆している。

　1992年の Lee v. Weisman で議論された強制テスト121）（coercion test）も、

特定の宗教を強制しないという基準は含まれている。中立理論（neutral 

theory）でも、政府は宗教団体を他の同じ状況にある団体と同様に扱うべき

として、特定の宗教を優遇しないことが、その基準に含まれている。ちなみ

に、中立理論は、Everson の事例では、「政府が宗教に与しないし、敵対もし

ない」と規定され、2002年の Zleman v. Simmons-Harris では「補助金について

は宗教学校も非宗教学校も平等に扱う122）」と述べられている。

②「信教の自由条項」で制限される

　「拒否条項」は、「信教の自由条項」の行為の概念、さらに近年の解釈原理に

よっても制限される可能性がある。
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赫「宗教的信条」に基づく「行為」でも制限される

　「信教の自由」の権利は絶対的なものではなく、宗教的行為が制限される危

険性もある。1940年の Cantwell v. Connecticut の事例で「信教の自由条項には、

二つの概念が含まれる。一つは信じる自由であり、二つは行動する自由であ

る。前者は絶対的であるが、後者はその性質上絶対的ではない123）」と定義さ

れている。「拒否条項」は、宗教的信条に基づいた行為であっても、第三者の

患者に甚大な影響を与えるために、その行為が制限されることもある。

較「一般的に適用される法律」（generally applicable laws）の原理

　「信教の自由条項」における近年の原理解釈に「一般的に適用される法律」

の基準がある。この基準は1990年の Employment Division, Oregon Department of 

Human Resources v. Smith の事例で設けられた。「信教の自由は、人々が一般的

に適用される法律に従わないという言い訳として、その宗教的動機を利用する

ことはできない」、「中立で一般的に適用される法律は、副次的に宗教に負担を

かけたとしても、それだけで信教の自由を侵害したことにはならない」124）とし

ている。

　この基準に従えば、一般的に適用される法律が「拒否条項」の権利を多少侵

害したとしても、それだけで適用を免責されない。つまり、多くの「連邦法」

は「拒否条項」と常に競合し、一方的に「拒否条項」のみが認められることは

ありえないことになる。Smith の事例では、1963年に Shebert v. Verner で設け

られた厳格審査基準125）が放棄されている。

（2）法律・規則との衝突

　「拒否条項」において、どのような法律や規則が競合するのか、次に例を挙

げ分析を行っている。

＊資格上の義務・医学学会の規則・医学資格委員会の規則

　─医師免許法（Licensing Laws）など─

　米国では、医師、看護師、薬剤師など、これらの職業を実践する資格は州単

位で与えられている。この資格に対するライセンスは、職業に対する特典の付
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与と考えられ、その特典を行使するには専門家としての基準を満たし、公益の

促進が必要とされる。その専門家の基準とは、患者の利益を最上位に置き、専

門の知識や技術を駆使する。反対に、患者の利益を最優先しないという事は、

その専門家としての基準を満たさないことであり、必然的にライセンスを行使

する特典が消滅する。一般的に、医師免許法（licensing laws）では、このよ

うに考えられていた。

　つまり、州から資格を付与された医師などの医療提供者は、「治療の拒否」

は規則によって制限されている。たとえば、ロード・アイランド州の医学委員

会では「医学の資格者と規則」（The Board of Licensure & Discipline）に

次のように定められている。「医学という専門職に入る際に、我々全員が宣誓

しなければならない。それは、専門家としての高い基準を持ち、私心を持たず

自己の利益よりも患者の利益を上に置く。この役割は、非常に崇高であるが、

遂行する必要がある。そのために諸州では、政府の調査官によって医師が専門

家として適切に行動しているか、監視されている126）」。この医師免許法に従え

ば、極端な「拒否条項」の行使は、この規則に抵触する危険性がある。

・倫理義務（Ethical Duty）違反

　全米において、医師や薬剤師など医学分野の専門家で構成される協会や団体

は、所属会員のために、倫理的なガイドラインを発行し、専門家が順守すべき

義務を示している。医療専門家は自らの利益ではなく患者の福利厚生を優先さ

せる。特に、インフォームド・コンセントでは、患者が自らの治療を選択しう

るように、十分な情報を提供する必要性を強調。それは自律権を最大限に尊重

するためである。

　一方、多くの州では医師協会などの団体や機関が、これらの倫理基準を順守

するように、医師免許に関連して義務付けられている。これらの倫理基準は当

然、医学上の基準に基づいて制定されている。この倫理基準に従えば、医師が

宗教的信条によって医療提供が拒否しうる範囲は、かなり限定されている。

　米国で最大の医療提供者の団体である全米医師協会（American Medical 

Association /AMA）では患者の福祉を、いかなる状況においても最上位に
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置くことを義務付けている。「患者と医師の関係は信頼の上に成り立っている。

その信頼関係こそが医師に対する倫理義務を生み出す。それは自らの利益より

も患者の福祉を上に置く、他の団体に対してよりも患者の福祉を上に置く。さ

らに患者の福祉の増進に努めていく127）」（AMA's Code of Medical Ethics）

　また、全米医師協会では、患者に適切な情報を与えるのは義務だと考えてい

る。「医師は患者に対して適正な情報全てを提供する。これを義務としている。

さらに、他の治療への調整を行わず、何の支援をも提供せず、患者の治療を終

了することは許されない」。ウェルダン修正法では、医師が治療を拒否する場

合、代替人を立てる義務が免除されている。しかし、この規約では他の医師に

依頼し代替人を立てるまで治療を継続する義務がある。

　また、米国産科婦人科医学会（American College of Obstetricians and 

Gynecologists /ACOG）でも、2007年に医師の倫理義務について助言的意見

（advisory opinion）を宣言した。全ての医学的専門家の行動において、患

者の自律権を最も尊重すべきとしている。「患者の福祉と衝突する良心的拒否

は、患者に対する最高の義務を果たせるときのみ許されるべきである」「医師

の義務は、生殖医療における医療の選択では、科学的で正確な情報を提供する

こと、それは避妊・不妊治療、中絶の分野まで含まれる128）」。医師の義務とし

て、いかなる医療提供の拒否であっても、それが医師の通常の治療基準から外

れるならば、患者に対して事前通知を行うべきと義務づけている。

・信認義務（Fiduciary Duty）違反

　一般的に、医師などの専門職では信認義務が要求される。この義務に反する

場合、法的責任が発生する。つまり不法行為として訴訟の対象となる。信認義

務では当事者の間で一方が知識、技術の提供などを含め、他方の利益のために

行動することが要求される。また、医師は患者に対して、最高の利益を提供す

る形で行動することが必要である。つまり受託者が持てる最大の力、配慮、誠

意、高度な注意義務を以って患者に対して仕事を遂行する。

　これらの義務に違反した場合、信認義務違反として不法行為に、また医学

上の高度な注意義務を怠れば過失（negligence）責任にも問われる。ただし、
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信認義務では高度な義務に違反したことを、患者側が立証しなければならな

い。また、該当する医者の不法な行為（wrongful conduct）が、信認義務の

範囲にあることをも証明しなければならない。

・医療過誤（malpractice）

　医療過誤は、過失（negligence）の一類型である。専門家が要求される高

度な注意義務を満たさなかった場合に問われる。その義務に違反し患者に障

害や損害を負わせ、その行為と損害の間に近くかつ相当の原因（proximate 

cause）がある場合、医療過誤の責任が発生する。ただし、医療過誤の要件や

基準は州によって異なる。「拒否条項」と関連する代表的な類型を挙げると：

１．医療状況や条件に応じて適切な治療を提供しない。また自らが行えない時

に適切な委託者を紹介することを怠る。２．医療の提供が必要な時に、その提

供が不合理に遅滞する。３．患者の同意（informed consent）なしに、患者

に損害を与える。その治療や手続きが適正だとしても、障害や損害を与えた場

合は医療提供者は法的責任が問われる。

・不法行為的放棄（tortuous abandonment）

　不法行為的医療放棄とは「専門的な治療やケアを速やかに必要とする状況

で、患者を放棄・放置すること。また、その治療やケアの継続に対して合理的

な水準まで調整されず、また他のグループによる治療提供、さらに他の病院、

クリニック、医療機関等の専門家が提供できる方法を放棄する。合理的な通知

もなく、専門家による治療提供に対して深刻な障害を起こさせる環境に置くこ

と」である。

　ニューヨーク州の規則では、「緊急の医療ケアを必要とする状況で、患者を

捨て、または放置した場合、特にそのケアの継続に対して適切な調整を行わな

い場合は、それを専門家の違反行為（misconduct）と看做す129）」と記されて

いる。
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Ⅳ．結　論

　「拒否条項」の過度な適用拡大が問題となるのは、人間の生命と健康に直接

関わる分野だからである。そのために、この法律の適用が慎重に為されるべき

と考える。確かに、医師も「信教の自由」の権利を保持しているが、その行使

が人間の生命と健康に深刻な影響を与えるのであるならば、その制限も止むを

得ないと思われる。法的には「良心の自由」の権利を制限する根拠が「やむに

やまれぬ利益」（compelling interest）に相当するならば、「拒否条項」の適

用も制限的に解釈される理由を持つと考える。

　しかし、このような状況下でも、医師の権利を最大限に尊重するために、医

師と患者の権利を衡量し、競合する法律の解決を模索されるべきあろう。この

解決に最も貢献することは、連邦最高裁の法廷で形成されてきた解釈原理体系

を適切に、かつ一貫性を持って適用することだと思われる。そのためにケー

ス・ローあるいは原理体系である「先例拘束性」を尊重しなければならない。

　「拒否条項」では Roe や Casey で確立した基準が適切に採用されるべきであ

ろう。現在、その問題解決において最も障害となっているのは、連邦最高裁が

解釈原理を適切に採用していない点、つまり、解釈原理の中身を徐々に変化さ

せ、原義からほど遠い状態に追いやった点にあると考える。

　ギンズバーグ判事が Gonzales v. Carhart の事例において、最も力を注いで主

張していた点に「先例拘束性」があった。「連邦最高裁が Casey の事例で言及

しているように、Roe の判決の核心部分を覆すということは、『先例拘束性』

の原理のもとで、非常に不適切な結果をもたらし、また、同時に連邦最高裁が

司法の権限を行使する能力を弱体化させることになる。それは『法の支配』に

貢献し、国家たらしめる、その連邦最高裁の機能を衰退させていくことであ

る。我々の憲法の根幹となる『法の支配』の概念は先例が尊重され不可欠だと

考えられる間は、その名の通り、持続されなければならない130）」

　「拒否条項」の分野で、連邦最高裁が築いてきた先例に従って判断するなら

ば、まず憲法修正第一条の国教樹立禁止条項の適用が考えられる。拒否条項の

適用を個人に限定すべきで、団体に適用すべきではない。さらに、「信教の自
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由条項」では、1990年の Smith で設けられた「一般的に適用される法律」の基

準を採用されるべきであろう。ゆえに「拒否条項」と他の法律が競合する場合

は、基本的には競合する法律は適用されるべきで、無条件で免責されるべきで

はない。

　また、高度な医療技術を司る専門家として、「信認義務」あるいは「医師免

許法」は適用されるべきであろう。そのために医療提供者はいかなる場合も、

患者に対して治療を選択しうる十分な情報を提供する。たとえ、医師が「拒

否」を行使しうる状況にあったとしても代替人を立て、患者に対して「事前の

通知」を示す必要がある。さらに、連邦法の公衆衛生法330節の適用も必要で

ある。地方などの医師あるいは医療機関が近隣にない地域では、基本的には拒

否の権利は行使できないと考える。

　連邦最高裁、特にロバーツコートは、2012年６月28日に歴史的な転換点を迎

えた。過去の連邦政府が実施しなかった国民皆保険に近い「負担のない保険

法」（Affordable Care Act）の判断を迫られた。最高裁は5-4 で合憲と判断

した。これによって本格的な新制度の出発が開始された。最高裁は、この判断

で三権分立を弁え、解釈原理を尊重し、先例拘束性を重視する一面を見せた。

これによって、司法の安定性と社会の健全性を多少なりとも確保できたと考え

ている。

Notes
１）２） Joanna K. Sax: ACCESS TO PRESCRIPTION DRUGS: A NORMATIVE 

ECONOMIC APPROACH TO PHARMACIST CONSCIENCE CLAUSE 

LEGISLATION（63 Me. L. Rev. 89）‘Imagine the year is 2050 and an 

older gentleman with Parkinson's disease hobbles up to the pharmacy 

counter to fill a prescription for a new drug that will help treat his 

ailment. The pharmacist refuses to fill the prescription because the 

drug was developed through the use of embryonic stem cell research.

３）４）５）６） ―Lois Uttley, Ronnie Pawelko, No Stings Attached Public 
Funding of Religiously―Sponsored Hospitals in the United States, Merger 

Watch, 3-4（2002）, Rachel Benson Gold, Hierarchy Crackdown Clouds Future 
of Sterilization, EC Provision at Catholic Hospitals, 5 The Guttmacher Report on 



��

Public Policy 2,（2002）: available at http://lsrj.org/documents/factsheets/

　08-09_Religious_Hospitals.pdf （last visit, July 12, 2012）

７）Planned Parenthood, Federation American Inc., Title X: America's 

Family Planning Program. *Medicaid's Role for Women Across the 

Lifespan: Current Issues and the Impact of the Affordable Care Act-

January 2012, *Medicaid enrollment: June 2011 Data Snapshot （Kaiser 

Family Foundation）

８） Roe v. Wade, 410 U.S.113（1973）

９） Church（D‐ID）Amendment to the Health Programs Extension Act 

of 1973, Pub. L. No. 93‐45.（Enacted June 18, 1973）

10） Hyde Amendment as it was passed in 2009: H.R. ��0�, Division F, Title V, 
General Provisions

11） ACGME（Accreditation Council on Graduate Medical Education）, 

Pub. L. No. 104‐134.（Amendment to the permanent authorizing statute 

Enacted April 25, 1996, also called the Coats Amendment or referred to 

as part of the Public Health Service Act）

12） Affordable Care Act, Pub. L. No. 111‐148（Enacted March 23, 2010）

13） Federal Register / Vol. 76, No. 36 / Wednesday, February 23, 2011 / Rules 

and Regulations

14） チャーチ修正法（Church Amendment）条文

　SEC. 401（b）. The receipt of any grant, contract, loan, or loan guarantee 

under the Public Health Service Act, the Community Mental Health 

Centers Act, or the Developmental Disabilities Services and Facilities 

Construction Act by any individual or entity does not authorize 

any court or any public official or other public authority to require

（1）such individual to perform or assist in the performance of any 

sterilization procedure or abortion if his performance or assistance 

in the performance of such procedure or abortion would be contrary 

to his religious beliefs or moral convictions; or（2）such entity to―

（A）make its facilities available for the performance of any sterilization 

procedure or abortion if the performance of such procedure or 

abortion in such facilities is prohibited by the entity on the basis of 

religious beliefs or moral convictions,----.

15） チャーチ修正法（後半─差別待遇禁止）─（c）No entity which 

receives a grant, contract, loan, or loan guarantee under the Public 

Health Service Act, the Community Mental Health Centers Act, or the 

Developmental Disabilities Services and Facilities Construction Act 



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

after the date of enactment of this Act may―（1）discriminate in 

the employment, promotion, or termination of the employment of any 

physician or other health care personnel, or----.

16）チャーチ修正法の改定法─ The Church Amendment was amended by 

the National Research Act of 1974, Pub. L. No. 93-348. (Enacted July 12, 

1974)─ SEC. 214 (a)(2). Section 401 of such Act is amended by adding the 

following new subsection:(c)(2) No entity which receives after the date 

of enactment of this paragraph a grant or contract for biomedical or 

behavioral research under any program administered by the Secretary 

of Health, Education, and Welfare may─(A) discriminate in the 

employment, promotion, or termination of employment of anyphysician 

or other health care personnel, or----.

17） 1980年ハイド修正法の条文─‘None of the funds provided by this joint 

resolution shall be used to perform abortions except where the life of 

the mother would be endangered if the fetus were carried to term; or 

except for such medical procedures necessary for the victims of rape 

or incest when such rape or incest has been reported promptly to a law 

enforcement agency or public health service’

18） Harris v. McRae, 448 U.S. 297（1980）

19） Title XIX, the United States Code as §§1396-1396 v, subchapter XIX, 

chapter 7, Title 42.

20） Harris v. McRae─‘Applying this standard, the District Court 

properly concluded that the Hyde Amendment does not run afoul of 

the Establishment Clause. Although neither a State nor the Federal 

Government can constitutionally "pass laws which aid one religion, aid 

all religions, or prefer one religion over another,"─it does not follow 

that a statute violates the Establishment Clause because it "happens to 

coincide or harmonize with the tenets of some or all religions." 

21） Id.,-The named appellees in the first category lack standing to 

challenge the Hyde Amendment on free exercise grounds because 

none alleged, much less proved, that she sought an abortion under 

compulsion of religious belief.

22）23） Id.,‘-the Court first decides that so-called strict scrutiny is not 

required because the Hyde Amendment does not violate the Due 

Process Clause and is not predicated on a constitutionally suspect 

classification.’

24）Id.,‘Regardless of whether the freedom of a woman to choose to 



��

terminate her pregnancy for health reasons lies at the core or the 

periphery of the due process liberty recognized in Wade, supra, it 

does not follow that a woman's freedom of choice carries with it a 

constitutional entitlement to the financial resources to avail herself of 

the full range of protected choices’

25）Id.,‘it does not follow that a statute violates the Establishment Clause 

because it "happens to coincide or harmonize with the tenets of some 

or all religions’

26）Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1（1947）―The‘establishment 

of religion’clause of the First Amendment means at least this:-or prefer 

one religion over another. 

27）Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602（1971）―‘Three such tests may be 

gleaned from our cases. First, the statute must have a secular legislative 

purpose; second, its principal or primary effect must be one that 

neither advances nor inhibits religion,finally, the statute must not foster 

"an excessive government entanglement with religion." 

28）Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490（1989）―

“Indeed, I am persuaded that the absence of any secular purpose 

for the legislative declarations that life begins at conception and 

that conception occurs at fertilization makes the relevant portion 

of the preamble invalid under the Establishment Clause of the First 

Amendment―statute violates the Establishment Clause’

29）Harris v. McRae, 448 U.S. 297（1980）―‘The Hyde Amendment, as 

the District Court noted, is as much a reflection of "traditionalist" values 

towards abortion, as it is an embodiment of the views of any particular 

religion’

30）Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668（1984）―‘-Endorsement sends a 

message to nonadherents that they are outsiders, not full members of 

the political community, and an accompanying message to adherents 

that they are insiders, favored members of the political community. 

31）32）33）34）　 コ ー ツ 修 正 法（Coats Amendment） の 条 文─（b）

Accreditation of Postgraduate Physician Training Programs―（1）In 

General―In determining whether to grant a legal status to a health 

care entity（including a license or certificate）, or to provide such 

entity with financial assistance, services or other benefits, the Federal 

Government or any State or local government that receives Federal 

financial assistance, shall deem accredited any postgraduate physician 



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

training program that would be accredited but for the accrediting 

agency's reliance upon an accreditation standards that requires an 

entity to perform an induced abortion or require, provide, or refer for 

training in the performance of induced abortion or make arrangements 

for such training regardless of whether such standard provides 

exceptions or exemptions. 

35）1997年 予 算 均 衡 法（the Balanced Budget Act of 1997）─SEC. 1852 

(j)(3) Prohibiting interference with provider advice to enrollees─(B) 

Conscience protection─Subparagraph (A) shall not be construed 

as requiring a　Medicare+Choice plan to provide, reimburse for, 

or provide coverage of a counseling or　referral service if the 

Medicare+Choice organization offering the plan─

36）ウェルダン修正法（Weldon Amendment）─SEC.508.（d）（1）None of 

the funds made available in this Act may be made available to a Federal 

agency or program, or to a State or local government, if such agency, 

program, or government subjects any institutional or individual health 

care entity to discrimination on the basis that the health care entity 

does not provide, pay for, provide coverage of, or refer for abortions.（2）

In this subsection, the term “health care entity” includes an individual 

physician or other health care professional, a hospital, a provider‐

sponsored organization, a health maintenance organization, a health 

insurance plan, or any other kind of health care facility, organization, 

or plan.

37） ACLU Letter to Senator Boxer Opposing the Weldon Amendment to 

the FY 2005 Omnibus Appropriations Bill, November 19, 2004

38） 患者の保護と負担のない保険法―Patient Protection and Affordable 

Care Act（ Pub. L. No. 111‐148 /March 23, 2010）, Sec.1303（b）（4）NO 

DISCRIMINATION ON BASIS OF PROVISION OF ABORTION.―No 

qualified health plan offered through an Exchange may discriminate 

against any individual health care provider or health care facility 

because of its unwillingness to provide, pay for, provide coverage of, or 

refer for abortions.

39） Exchange-Starting in 2014, Exchanges will allow individuals and small 

businesses to compare health plans, get answers to questions, find out if 

they are eligible for tax credits for private insurance or health programs 

like the Children's Health Insurance Program（CHIP）-（HealthCare.

gove. : available at http://www. healthcare.gov/law/features/choices/



��

exchanges/）-last visit, June 13 2012-

40） Thaddeus Mason Pope,“Legal Briefing: Conscience Clauses and 

Conscientious Refusal,”The Journal of Clinical Ethics 21, no. 2（Summer 

2010）: 163-80.

41） 保健社会福祉省の規則─Regulation for the Enforcement of Federal 

Health Care Provider Conscience Protection Laws:This Final Rule 

rescinds, in part, and revises, the December 19, 2008 Final Rule entitled 

"Ensuring That Department of Health and Human Services Funds 

Do Not Support Coercive or Discriminatory Policies or Practices in 

Violation of Federal Law". 

42） Id., インフォームド・コンセント（informed consent）─State laws 

generally treat lack of informed consent as a matter of negligence 

on the part of the health care provider failing to disclose necessary 

information to the patient─We recognize that informed consent is 

crucial to the provision of quality health care services. The provider-

patient relationship is best served by open communication of 

conscience issues─The Department emphasizes the importance of 

and strongly encourages early, open, and respectful communication 

between providers and patients 

43） Id., Pending Litigation―‘In a consolidated action filed in the U.S. 

District Court for the District of Connecticut, eight states and several 

organizations challenged and sought to enjoin enforcement of the 2008 

Final Rule by the Department-. 

44） Id.,-entities must continue to comply with their Title X, Section 330, 

EMTALA, and Medicaid obligations, as well as the federal health care 

provider conscience protection statutes. Accordingly, the Department 

partially rescinds the 2008 Final Rule based on concerns expressed that 

it had the potential to negatively impact patient access to contraception 

and certain other medical services without a basis in federal conscience 

protection statutes.

45）公衆衛生法330節：（42 USCS § 254b） （a） Definition of health center. 

  （1）In general. For purposes of this section, the term "health center" 

means an entity that serves a population that is medically underserved, 

or a special medically underserved population comprised of migratory 

and seasonal agricultural workers, the homeless, and residents of public 

housing, by providing, either through the staff and supporting resources 

of the center or through contracts or cooperative arrangements-



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

46） 州際通商条項─憲法第一条八節三項─ To regulate Commerce with 

foreign Nations, and among the several States, and with the Indian 

Tribes;

47） 必要かつ適切条項─ 憲法第一条八節十八項─ To make all Laws 

which shall be necessary and proper for carrying into Execution the 

foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in 

the Government of the United States, or in any Department or Officer 

thereof.

48） 課税権─憲法第一条八節一項─ The Congress shall have Power To 

lay and collect Taxes, Duties, ----.

49） Lochner v. New York 198 U.S. 45（1905）

50） 1965年 Griswold v. Connecticut―‘Any person who uses any 

drug, medicinal article or instrument for the purpose of preventing 

conception shall be fined not less than fifty dollars or imprisoned 

not less than sixty days nor more than one year or be both fined and 

imprisoned’

51） Id., The appellants were found guilty as accessories and fined $100 

each, against the claim that the accessory statute as so applied violated 

the Fourteenth Amendment. 

52） Id., The Connecticut statute forbidding use of contraceptives violates 

the right of marital privacy which is within the penumbra of specific 

guarantees of the Bill of Rights.

53）54） Id., ダグラス判事の法廷意見における「半影理論」─ The foregoing 

cases suggest that specific guarantees in the Bill of Rights have 

penumbras, formed by emanations from those guarantees that help 

give them life and substance.-The right of association contained 

in the penumbra of the First Amendment is one, as we have seen. 

-The Fifth Amendment in its Self-Incrimination Clause enables the 

citizen to create a zone of privacy which government may not force 

him to surrender to his detriment. The Ninth Amendment provides: 

"The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be 

construed to deny or disparage others retained by the people." 

55）Id., スチュワート判事の反対意見─ I think this is an uncommonly 

silly law.- I believe the use of contraceptives in the relationship of 

marriage should be left to personal and private choice, based upon 

each individual's moral, ethical, and religious beliefs. -We are asked to 

hold that it violates the United States Constitution. And that I cannot 



��

do.- I can find no such general right of privacy in the Bill of Rights, in 

any other part of the Constitution,-. 

56） Roe v. Wade 410 U.S. 113（1973）―‘Texas first enacted a criminal 

abortion statute in 1854. Texas Laws 1854, c. 49, 1, set forth in 3 H. 

Gammel, Laws of Texas 1502（1898）. This was soon modified into 

language that has remained substantially unchanged to the present time'.

57）58） Id., テキサス州法─中絶禁止法の条文─"Article 1191. Abortion:"If 

any person shall designedly administer to a pregnant woman or 

knowingly procure to be administered with her consent any drug or 

medicine, or shall use towards her any violence or means whatever 

externally or internally applied, and thereby procure an abortion, he 

shall be confined in the penitentiary not less than two nor more than 

five years; if it be done without her consent, the punishment shall be 

doubled. 

59） Id., プライバシー権に中絶の選択が含まれる―‘we recognized "the 

right of the individual, married or single, to be free from unwarranted 

governmental intrusion into matters so fundamentally affecting a 

person as the decision whether to bear or beget a child." 

60）61） Id.,「やむにやまれぬ利益」‘-it has legitimate interests in protecting 

both the pregnant woman's health and the potentiality of human life, 

each of which interests grows and reaches a "compelling" point at 

various stages of the woman's approach to term.:

　・三期制度─（a）For the stage prior to approximately the end of the 

first trimester, the abortion decision and its effectuation must be left to 

the medical judgment of the pregnant woman's attending physician.（b）

For the stage subsequent to approximately the end of the first trimester, 

the State, in promoting its interest in the health of the mother, may, if 

it chooses, regulate the abortion procedure in ways that are reasonably 

related to maternal health.（c）For the stage subsequent to viability 

the State, in promoting its interest in the potentiality of human life, 

may, if it chooses, regulate, and even proscribe, abortion except where 

necessary, in appropriate medical judgment, for the preservation of the 

life or health of the mother.

62）Id., 胎児は「人」と同等の権利を享受しない

　the unborn have never been recognized in the law as persons in the 

whole sense----.

63）Id.,「人の命は受胎の時から始まる」─神の教義に立ち入らない─We 



��「信教の自由条項」の解釈原理における拡大と衝突

need not resolve the difficult question of when life begins. When those 
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76）Id., オコーナー判事による三期制度放棄の宣言―‘We reject the trimester 

framework, which we do not consider to be part of the essential 

holding of Roe’
77）Id., ５つの条項の中で配偶者の通知以外を合憲と判断する―‘We think 

that under this standard, all the provisions at issue here except that 

relating to spousal notice are constitutional. 

78）Id.,「過度の負担テスト」と健康の例外規定─ First is a recognition of 

the right of the woman to choose to have an abortion before viability and 

to obtain it without undue interference from the State. Before viability, 

the State's interests are not strong enough to support aprohibition of 

abortion or the imposition of a substantial obstacle to the woman's 

effective right to elect the procedure. Second is a confirmation of the 

State's power to restrict abortions after fetal viability, if the law contains 

exceptions for pregnancies which endanger a woman's life or health. 

And third is the principle that the State has legitimate interests from the 

outset of the pregnancy in protecting the health of the woman and the 

life of the fetus that may become a child. 

79）Id.,「医学的緊急例外規定」の条文─Under the statute, a medical 

emergency is "that condition which, on the basis of the physician's 

good faith clinical judgment, so complicates the medical condition 

of a pregnant woman as to necessitate the immediate abortion of her 
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pregnancy to avert her death or for which a delay will create serious 

risk of substantial and irreversible impairment of a major bodily 

function." 18 Pa. Cons. Stat.（1990）. §3203.

80）Id., 例 外 規 定 が 狭 い―‘Petitioners argue that the definition is too 

narrow, contending that it forecloses the possibility of an immediate 

abortion despite some significant health risks’ 

81）Id., ブラックマン判事の反対意見―‘Application of the strict scrutiny 

standard results in the invalidation of all the challenged provisions. 

Indeed, as this Court has invalidated virtually identical provisions in 

prior cases, stare decisis requires that we again strike them down’

82）Id., リンクエスト主席判事の反対意見―‘The joint opinion rejects that 

view. Roe decided that abortion regulations were to be subjected to 

"strict scrutiny" and could be justified only in the light of "compelling 

state interests." The joint opinion rejects that view. 

83）Id., ス カ リ ア 判 事 の 反 対 意 見―this Court, armed with neither 

constitutional text nor accepted tradition, can resolve that contention 

and controversy rather than be consumed by it.―the Court should 

return this matter to the people-where the Constitution, by its silence 

on the subject, left it-and let them decide----.

84） Id., 部 分 出 産 中 絶 法 の 定 義―‘The statute defines "partial birth 

abortion" as: "an abortion procedure in which the person performing 

the abortion partially delivers vaginally a living unborn child before 

killing the unborn child and completing the delivery." §28-326（9）. 

85）86） Id., 生命の例外規定―‘unless such procedure is necessary to save 

the life of the mother whose life is endangered by a physical disorder, 

physical illness, or physical injury, including a life-endangering physical 

condition caused by or arising from the pregnancy itself’

87）Id., 刑罰規定―‘The law classifies violation of the statute as a "Class 

III felony" carrying a prison term of up to 20 years, and a fine of up 

to $25,000.§§28-328（2）, 28-105. It also provides for the automatic 

revocation of a doctor's license to practice medicine in Nebraska. 

§28-328（4）.

88）Id., 連邦最高裁の法廷意見─「健康の例外規定」を必要とする─

Since the law requires a health exception in order to validate even a 

postviability abortion regulation, 

89）Id.,「過度の負担」を与える―‘it “imposes an undue burden on a 

woman's ability” to choose a D&E abortion, thereby unduly burdening 
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the right to choose abortion itself. 

90）Id.,「 狭 く 解 釈 す る 」 と 反 論―‘He says that the statutory words 

“substantial portion” mean “the child up to the head.” 最高裁は司法長官

の解釈を拒否―‘We cannot accept the Attorney General's narrowing 

interpretation of the Nebraska statute. 

91）Id., スティーブンス判事─医師が最も良いという方法を禁止できない

　That holding―makes it impossible for me to understand how a 

State has any legitimate interest in requiring a doctor to follow any 

procedure other than the one that he or she reasonably believes will 

best protect the woman in her exercise of this constitutional liberty’

92）Id., オ コ ー ナ ー 判 事 の 同 意 意 見―‘First, the Nebraska statute is 

inconsistent with Casey because it lacks an exception for those instances 

when the banned procedure is necessary to preserve the health of 

the mother. Second, Nebraska's statute is unconstitutional on the 

alternative and independent ground that it imposes an undue burden 

on a woman's right to choose to terminate her pregnancy before 

viability. 

93）Id., 禁止法は「幼児殺し」を防ぐためと主張―States may, without 

a doubt, express this profound respect by prohibiting a procedure 

that approaches infanticide, and thereby dehumanizes the fetus and 

trivializes human life.

94）Id., 憲法的疑問を回避すべき─ Rather, we are bound to first consider 

whether a construction of the statute is fairly possible that would avoid 

the constitutional question.

95）National Federation of Independent Business v. Kathleen Sebelius, 

Secretary of Health and Human Services（June 28, 2012）, ロバーツ主席判

事─“every reasonable construction must be resorted to, in order to 

save a statute from unconstitutionality”

 96）97）98）   Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124（2007）─§1531. 

　・州際通商の適用と刑罰─ "（a）Any physician who, in or affecting 

interstate or foreign commerce, knowingly performs a partial-birth 

abortion and thereby kills a human fetus shall be fined under this title 

or imprisoned not more than 2 years, or both. 

　・例外規定─ This subsection does not apply to a partial-birth abortion 

that is necessary to save the life of a mother whose life is endangered 

by a physical disorder, physical illness, or physical injury, including 

a life-endangering physical condition caused by or arising from the 
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pregnancy itself.  

　・ 部 分 出 産 中 絶 の 定 義─ "deliberately and intentionally vaginally 

delivers a living fetus until, in the case of a head-first presentation, 

the entire fetal head is outside the body of the mother, or, in the case 

of breech presentation, any part of the fetal trunk past the navel is 

outside the body of the mother, for the purpose of performing an overt 

act that the person knows will kill the partially delivered living fetus; 

and"performs the overt act, other than completion of delivery, that kills 

the partially delivered living fetus; 

99）Id., 州際通商条項は法廷では言及しない─ I also note that whether the 

Act constitutes a permissible exercise of Congress’ power under the 

Commerce Clause is not before the Court. The parties did not raise or 

brief that issue; it is outside the question presented;

100）Id., 解剖学的ランドマーク―‘The Attorney General concedes, and we 

agree, that if an abortion procedure does not involve the delivery of a 

living fetus to one of these “anatomical ‘landmarks’”

101）Id., 禁止法は政府の利益を増進し、医学上の完全性を保護する─ There 

can be no doubt the government “has an interest in protecting the 

integrity and ethics of the medical profession.” 

102）Id., 立法議会に広い裁量権がある―‘The Court has given state and 

federal legislatures wide discretion to pass legislation in areas where 

there is medical and scientific uncertainty. 

103）Id., ケネディ判事は適用上の無効を主張する―‘In these circumstances 

the proper means to consider exceptions is by as-applied challenge. 

The Government has acknowledged that preenforcement, as-applied 

challenges to the Act can be maintained. 

104）Id., 重大な政府の利益を促進する―A central premise of Casey's joint 

opinion―that the government has a legitimate, substantial interest in 

preserving and promoting fetal life―would be repudiated were the 

Court now to affirm the judgments below

　・生存維持可能性以前・以降の区別なし─ The Act does apply both 

previability and postviability because, by common understanding and 

scientific terminology, a fetus is a living organism while within the 

womb, whether or not it is viable outside the womb.

105）Id., 選択の権利は自律権と主張―the Court recognized, is intimately 

connected to “their ability to control their reproductive lives.” Thus, 

legal challenges to undue restrictions on abortion procedures do not 
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seek to vindicate some generalized notion of privacy; rather, they 

center on a woman's autonomy to determine her life's course, and thus 

to enjoy equal citizenship stature. 

106） Id., 健 康 の 例 外 規 定 は 必 要─we made clear that as long as 

“substantial medical authority supports the proposition that banning 

a particular abortion procedure could endanger women's health,” a 

health exception is required,

107）Id.,「唖然とした」と発言する─ the Court asserts that the Partial-

Birth Abortion Ban Act can survive “when . . . medical uncertainty 

persists.” This assertion is bewildering. 

108）Id., 例外規定の放棄─Not only does it defy the Court's longstanding 

precedent affirming the necessity of a health exception, with no carve-

out for circumstances of medical uncertainty,

109）Id., 連邦議会の医学上の証言の扱い─ But the congressional record 

includes letters from numerous individual physicians stating that 

pregnant women's health would be jeopardized under the Act, as well 

as statements from nine professional associations, including ACOG, 

the American Public Health Association, and the California Medical 

Association, attesting that intact D&E carries meaningful safety 

advantages over other methods. ―（Congress in its findings-chose to 

disregard the statements by ACOG and other medical organizations）. 

110）Id., 地方裁判所は８年かけて証拠を検討する─ District Court “heard 

more evidence during its trial than Congress heard over the span of 

eight years.

111）Id., 部分出産中絶法は安全な方法と専門家が発言する─ During the 

District Court trials, “numerous” “extraordinarily accomplished” 

and “very experienced” medical experts explained that, in certain 

circumstances and for certain women,intact D&E is safer than 

alternative procedures and necessary to protect women's health.

112）Id., 専門家による医学上の安全性に関する証言─ First, intact D&E 

minimizes the number of times a physician must insert instruments 

through the cervix and into the uterus, and thereby reduces the risk of 

trauma to, and perforation of, the cervix and uterus―the most serious 

complication associated with nonintact D&E. Second, removing the fetus 

intact,―decreases the likelihood that fetal tissue will be retained 

in the uterus, a condition that can cause infection, hemorrhage, and 
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infertility. Third, intact D&E diminishes the chances of exposing the 

patient's tissues to sharp bony fragments sometimes resulting from 

dismemberment of the fetus. Fourth, intact D&E takes less operating 

time than D&E by dismemberment, and thus may reduce bleeding, the 

risk of infection, and complications relating to anesthesia. 

113）Id., 一つの胎児も救済しない─ But the Act scarcely furthers that 

interest: The law saves not a single fetus from destruction, for it targets 

only a method of performing abortion.-And surely the statute was not 

designed to protect the lives or health of pregnant women. 

114）Id., 部分出産中絶法は残酷ではない─Nonintact D&E could equally 

be characterized as “brutal,” involving as it does “tearinga fetus apart” 

and “ripping off” its limbs,. “The notion that either of these two equally 

gruesome procedures … is more akin to infanticide than the other,----.

115）Id., 連 邦 最 高 裁 が 基 本 的 人 権 の 先 例 を 覆 す─ By allowing such 

concerns to carry the day and case, overriding fundamental rights, the 

Court dishonors our precedent. 

116）117）Id., 連邦最高裁の役割は自由を定義する事、倫理基準を押し付ける事で

はない─Our obligation is to define the liberty of all, not to mandate 

our own moral code.”-the power of the State may not be used “to 

enforce these views on the whole society through operation of the 

criminal law.” 

118）119）Id., 先例拘束性に異なる判決は権限ある地位に留まるべきでない─

Though today's opinion does not go so far as to discard Roe or Casey, 
the Court, differently composed than it was when we last considered 

a restrictive abortion regulation, is hardly faithful to our earlier 

invocations of “the rule of law” and the “principles of stare decisis.” -A 

decision so at odds with our jurisprudence should not have staying 

power.

120）Id., 連邦最高裁は積み上げた権利を削り取っている─ In candor, the 

Act, and the Court's defense of it, cannot be understood as anything 

other than an effort to chip away at a right declared again and again by 

this Court

121）強制テスト（coercion test）─ Lee v. Weisman, 505 U.S. 577（1992）, 

"Our decisions in Engel and Abington recognize, among other things, 

that prayer exercises in public schools carry a particular risk of indirect 

coercion.─ in a school context may appear to the nonbeliever or 

dissenter to be an attempt to employ the machinery of the State to 
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enforce a religious orthodoxy." 

122） 中 立 理 論（neutral theory）─ Zelman v. Simmons-Harris, 536 U.S. 

639（2002）, This Court's jurisprudence makes clear that a government 

aid program is not readily subject to challenge under the Establishment 

Clause if it is neutral with respect to religion and provides assistance 

directly to a broad class of citizens-.

123）宗教的行為は制限される─ Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 304

（1940）, The Free Exercise Clause ''embraces two concepts― freedom 

to believe and freedom to act. The first is absolute, but in the nature of 

things, the second cannot be.

124） 一 般 的 に 適 用 さ れ る 法 律 の 原 理（generally applicable laws）─

Employment Division v. Smith 494 U.S. 872（1990）, The Court held that 

the First Amendment's protection of the "free exercise" of religion does 

not allow a person to use a religious motivation as a reason not to obey 

such generally applicable laws-Thus, the Court had held that religious 

beliefs did not excuse people from complying with laws -.

125） 厳格審査基準─ Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398（1963）, Disqualification 

of appellant for unemployment compensation benefits―imposes an 

unconstitutional burden on the free exercise of her religion―There is 

no compelling state interest enforced in the eligibility provisions of the 

South Carolina statute which justifies the substantial infringement of 

appellant's right to religious freedom under the First Amendment.

126）Rhode Island（The Board of Licensure & Discipline）─‘Upon 

entering the profession we all pledge to uphold a high standard of 

professional behavior that selflessly places our patients' interests 

above our own. So extraordinary is this role and so necessary is this 

commitment, that every state operates a governmental agency to 

monitor and enforce the professional conduct of physicians’ 

127）全米医師協会の倫理規則─ AMA's Code of Medical Ethics, Preamble: 

The medical profession has long subscribed to a body of ethical 

statements developed primarily for the benefit of the patient. As a 

member of this profession, a physician must recognize responsibility 

to patients first and foremost, as well as to society, to other health 

professionals, and to self. 

128） 米国産科婦人科医学会の倫理義務に対する意見─ ACOG's Opinion

（Number385., November 2007）, The Limits of Conscientious Refusal 

in Reproductive Medicine-Conscientious refusals that conflict with 
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patient well-being should be accommodated only if the primary 

duty to the patient can be fulfilled. All health care providers must 

provide accurate and unbiased information so that patients can make 

informed decisions. -In resource-poor areas, access to safe and legal 

reproductive services should be maintained.-In an emergency in 

which referral is not possible or might negatively have an impact on 

a patient's physical or mental health, providers have an obligation to 

provide medically indicated and requested care.

129）ニューヨーク州の不法行為的放棄─N.Y. Educ. Law §6530（30）, 

"abandoning or neglecting a patient under and in need of immediate 

professional care, without making reasonable arrangements for the 

continuation of such care ..." 

130）法の支配を尊重すべき（Gonzales v. Carhart）

 ‘As the Court wrote in Casey, "overruling Roe's central holding would not 

only reach an unjustifiable result under principles of stare decisis, but 

would seriously weaken the Court's capacity to exercise the judicial 

power and to function as the Supreme Court of a Nation dedicated to 

the rule of law." "The very concept of the rule of law underlying our 

own Constitution requires such continuity over time that a respect for 

precedent is, by definition, indispensable." 

＊本稿における留意点

「Intact D&X」について：

連邦最高裁では、後期の中絶で採用される手法である「D&X」、「Intact 

D&X」、「Intact D&E」の、三つの用語はほぼ同義語として使用されている。こ

れらを総称して「部分出産中絶法」と括られている。ただし「部分出産中絶法」

（Partial-Birth Abortion）は、医学用語ではなく、法的・政治的な用語として

1995年頃から使用され始めた。そのために医学的な厳密さは求められない。

一方、Gonzales v.Carhart における連邦最高裁の憲法審査では「部分出産中絶」

とは、主に「Intact D&X」を指している。つまり、この事例では医学と法律の

定義が懸け離れ、その誤差を含んだまま議論されている。

＊本稿は第64回の宗教法学会（2011年６月９日於国士舘大学）における講演に加筆

を行ったものである。






