〈論文〉

神なき時代の救済論
宗教・思想史における反出生主義の定位
村田 奈生

序
ケープタウン大学の哲学科長デイヴィッド・ベネターが、著作 Better

Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence にて掲げた「反出生
1
主義 Anti-natalism」についての研究を行う 。
Better Never to Have Been は、「両親に―彼らは私を存在するようにし
てしまったけれども

そして兄弟に―その存在は自らにとっては害である

が、互いにとっては大いなる利益であるところの」 という独特の献辞で始ま
2

る。この著作でベネターは「自分の子どもの苦しみすべてを防ぐのに保証さ
1 David Benatar (1966 ～ ) 南アフリカ・ケープタウン大学哲学科長、ケープタウン大

学生命倫理センター長。同センターの創設者は、国際生命倫理学会の元会長である
父ソロモン・ベネターである。著作 Better Never to Have Been: The Harm of Coming

into Existence (Oxford University Press, 2006) は、以下 BNHB と記す。また、後述

するように、ベネターは「生まれることは害悪である」という主張に加え「新たな
命を産んではならない」という規範を前面に押し出している。「生まれること」を
意味する「出生」という語を用いた「反出生主義」という訳は後者のニュアンスを
取りこぼしてしまうという問題を孕むが、既に広く採用されている訳語であるため、
本稿でも採用する。

2 拙訳。Benatar, BNHB, p. 5. また、ベネターの近著 The Human Predicament: a candid guide to life’s biggest questions (Oxford University Press, 2017) の献辞は「私の苦
境を一時的に和らげてくれる両親と友人たちへ」である。
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れた一つの（そして唯一の）方法は、そもそもまず第一に、その子どもを存
在するようにしないことである」 と述べ、
出産を避けて緩やかに絶滅してゆ
3

くことで人間が苦から解放される道を提言する。いわく、この思想は「人類
愛 philanthropy」によって動機づけられている 。
4

ベネターは、一見すると感情的な悲観論ともとれるこの思想を論理的に打

ち立て、生まれてくることがいかに悪いことかを客観的事実として提示する
ことで、この世界の苦を考慮せずに生殖を続けてしまうであろう人々の説得
を試みている。
この著作はアカデミズム内外を問わず耳目を集め、2021 年時点で五か国

語に翻訳されており、ネット上でも議論を巻き起こしている 。日本において
5

は、
2017 年に小島和男と田村宜義による Better Never to Have Been の邦訳『生

まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害悪』 が出版され、つ
6

3 デイヴィッド・ベネター『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害
悪』小島和男・田村宜義訳、すずさわ書店、2017 年、14 頁。Benatar, BNHB, p.6.
本稿では、
「拙訳」としていない箇所では邦訳書の訳を用いる。以下、『生まれてこ
ないほうが良かった』と記す。

4 ベネターは「反出生主義的見解は博愛主義的な動機に導かれているが、同時に説得
力の強い厭世的議論も同じ結果になる」とも述べている（同、25 頁。Ibid., p. 16）。
ベネターは、誕生させた子が辛い目に遭うだけではなく他者を辛い目に遭わせる可

能性にも言及し、人間の加害者としての側面に注目して、これを「人間嫌いの反出
生主義 misanthropic antinatalism」と名付けている（“Interview with help from An-

tinatalism Online Community,” Antinatalism Magazine #2, p. 4）。
5 2021 年現在、チェコ語、日本語、トルコ語、イタリア語、韓国語に翻訳されている。
2019 年 2 月には反出生主義者を名乗るムンバイの男性ラファエル・サミュエルが、
同意なく生まれさせられたことを理由に両親を訴えることを表明した。また、ネッ
ト上ではベネターの反出生主義に独自の解釈を加えながら自殺願望と併せて語られ
たり、はたまたチャイルド・フリーの観点から肯定的に捉えられたりと、多様に受
容されている。ベネター自身も明言しているように反出生主義の要項に親への抗議
や自殺推奨は含まれていないが、実際にはこのような形でも噴出している。また、
マインツ大学理論哲学教授トマス・メッツィンガーが、人工知能が人間の苦をなく
すために人口が減るよう働きかける未来（Benevolent Artificial Anti-Natalism シナ
リオ）について言及しているなど、受容の形態は多岐にわたる。

6 デイヴィッド・ベネター『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害
悪』小島和男・田村宜義訳、すずさわ書店、2017 年。
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いで 2019 年には『現代思想』 にて反出生主義の特集が組まれたことで議論
7

に弾みがついた。また、2020 年度の本屋大賞にノミネートされた川上未映

子の『夏物語』 は反出生主義のエッセンスを多分に含んだ物語であり、
川上
8

はその後のインタビューやテレビ出演時にも反出生主義の思想内容に言及し
ている 。
9

本稿が対象とする「反出生主義」は、あくまでベネターの提起する反出生
主義に絞り、拡大解釈や反出生主義者を名乗る人々の具体的な活動は分析の
対象に含めない。また、ベネターの個人史や反出生主義が醸成されるに至っ
た経緯について推察することも避ける 。
10

ベネターは、後述する「存在と非存在の快苦の非対称性」の図をはじめと
7 『現代思想 特集 = 反出生主義を考える「生まれてこないほうが良かった」という思
想』2019 年 11 月号、青土社、2019 年。以下、『現代思想』と記す。
8 川上未映子『夏物語』文藝春秋、2019 年。
9 川上未映子・永井均「生まれることは悪いことか？ では産むことは？【特別対談】
川上未映子 × 永井均 反出生主義は可能か～シオラン、べネター、善百合子」Web
河出、2020/5/22 http://web.kawade.co.jp/bungei/3600/（最終閲覧日：2021/2/27）
10 ベネターは個人情報を秘匿している。ただし、「アパルトヘイト下の南アフリカで
生まれ育ちながらもその直接の被害者とはならなかった私たち」、「明らかに妥当

ではないにもかかわらずアパルトヘイトを擁護している人たちのことを見てきた。
彼らはアパルトヘイトに対して正しい判断ができなくなっていたのである」と、
生育環境を窺わせる文言は著作中に僅かにある（ベネター『生まれてこないほう
がよかった』119 頁。Benatar, BNHB, p. 109）。また、ベネターは無神論者である

ことを公言している。著作と諸論文にてタルムードへの論及が多く見られる点や、
南アフリカのユダヤ系移民の多さから、ベネターとユダヤ教との関わりに焦点化
してその人物像に肉薄することも可能だと思われるが、本稿の主旨を逸脱するた
め、言及は控える。
ベネターのプライバシー意識の高さについては、直接インタビューを行った記者
によって次のように述べられている。
「ベネターは本質的に私人である。だが、そ
の匿名性は、彼の著書の読者が彼を心理学的に分析したり、その主張を鬱やトラ
ウマ、そのほか彼のパーソナリティに帰したりすることを防ぐためでもある。ベ
ネターは、読者が、読者自身の中でベネターの主張と向き合うことを望んでい
る」
（Joshua Rothman, “The Case for Not Being Born: The anti-natalist philosopher

David Benatar argues that it would be better if no one had children ever again.” The
New Yorker, 27 Nov 2017. https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/
the-case-for-not-being-born. 最終閲覧日：2021/2/27）
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するあらゆる指標を用いて、
「生まれると害悪を被るが生まれないと害悪を
被らない。ゆえに生まれないほうがよい」という主張を展開するが、アカデ
ミアにおいては、この「非対称性」の正否に議論が集中する。South African

Journal of Philosophy の反出生主義特集号 11 に収録された 9 つの書評・論文の
大半が「非対称性」の議論に含まれる誤謬を指摘したものである。

ベネターは「自分の意見を無視する人がいるのみならず、ページを開いて
すらいないと明言したうえで非難する人もいる」 と述べ、このジャーナル
12

においては真摯な批判がなされていることに感謝しながらも「いずれも私の
見解を修正させるには至らなかった」 と、ひとつひとつに反論している。
13

とかく「非対称性」についての応酬が目立つが、ここに誤謬を指摘したと
ころで反出生主義を覆せるわけではない。「非対称性」に誤りがあるか否か
にかかわらず、事実としてこの世界が苦痛に満ちていることが、「生まれて
こないほうが良い」という直観をもたらす 。反出生主義の論理面は、この
14

直観を順序立てて説明し、他者を説得するための材料であり外殻であって、
支柱ではない。
「
『生まれてくること』は望ましいのか

デイヴィッド・ベネターの『生ま

れてこなければよかった』について」 に連なる論文群で反出生主義に応答
15

する森岡正博は、アカデミアにおける反出生主義の扱い方の別の潮流を生み
11 South African Journal of Philosophy, Vol.31, Issue1(2012). 本ジャーナルは、2011 年
11 月にヨハネスブルク大学で開催されたサディアス・メッツ主催のシンポジウム
“Contemporary Anti-Natalism” に基づいている。
12 Benatar, “Still Better Never to Have Been: A Reply to (More of) My Critics,” pp.
121-122.
13 ベネター「考え得る全ての害悪」小島和男訳『現代思想』2019 年 11 月号、40
頁。”Every conceivable Harm: A Further Defence of Anti-Natalism,” South African
Journal of Philosophy, Vol.31, Issue1, 2012, p. 128.
14 注記しておきたいのは、ベネターはもしも世界がひどい場所でないとしても子を
生んではいけないと述べていることだ。ベネターいわく「存在してしまうことに
純粋な利益なんてものは全くなく、それ故、存在してしまうことにどんな犠牲を
払う価値もない。
」ベネター『生まれてこないほうが良かった』22 頁。Benatar,

BNHB, p. 13. また、この点においてべネターの立場は功利主義と峻別される。

15 森岡正博「『生まれてくること』は望ましいのか デイヴィッド・ベネターの『生
まれてこなければよかった』について」The Review of Life Studies, vol 3, 2013 年 ,
1-9 頁。
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出している。森岡は、反出生主義に賛同する人々が多く見られる事実に鑑み、
その論理的正否を追及するのではなく、かれらが抱く「生まれてこないほう
が良い」という悲観的情動を汲み取りながら、「では苦に満ちた世界でどの
ように誕生を肯定しうるか」、「どうしたら生きる意味を見出せるか」を問う
方向に舵を切っている。ここでは反出生主義者に賛同する人々の「生きづら
さ」が主題化され、それを超克してゆく道が模索される。
一見すると、論理偏重の見方では補いきれない情動面を生命倫理学がカ
バーするという形で反出生主義は充分に語り尽くされているようにも見受け
られる。しかし、取りこぼされているものはまだある。そもそも反出生主義
は、
「生まれてくることは害悪である。ゆえに、この世界に新しい生命を産
み落とすことは道徳的に間違っている」という発展的な主張を行っているの
だが、森岡の議論は、前半の「生まれてくることは害悪である」という悲観
的な思考に焦点化したうえで「どうしたら生きる意味を見出せるようになる
か」を問うものである。しかし、反出生主義の問題関心に即すと、既に生ま
れている人間が生きる意味を獲得するか否かとは関係なく「子どもを産んで
はならない」という規範は存在し続ける。ゆえに、実存面にのみ特化した見
方が反出生主義を捉え尽くしているとは言い難い。
アカデミアにおいて、反出生主義は「誤謬に満ちた悲観思想」あるいは「人
間が乗り越えるべき壁」として扱われ、非難あるいは超克の対象として否定
的に捉えられる傾向にある。本稿では、それらとは異なる仕方で反出生主義
を分析することを試みる。すなわち、論理的正否を問うのでも、実存的な問
題関心に落とし込むのでもなく、同調でもなく、可能な限り記述的な仕方で
反出生主義を捕捉する。
具体的には、「過剰」とも評されるベネターの苦の忌避の傾向から帰結す
る「生まれてこなかった場合」のシナリオへの評価を、論理的誤謬ではなく
ベネターの思想の独自性と捉えながら、
「苦への焦点化」や「厭世」といっ
た点において反出生主義と近似する関心を有する諸思想との比較検証を行
う。それにより、反出生主義の独自性を浮かび上がらせることで「ベネター
の論理展開は正しいといえるか」という問や「人々が自身の誕生を肯定でき
るようになるためにはどうすればよいか」という問いへとずらすことなく、
反出生主義の思想内容そのものに焦点化する。
また、本稿のもう一つの目的は「救済」という概念を用いた反出生主義の
分析である。ベネターの反出生主義に色濃い「苦への眼差し」は、救済の待
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望というかたちで宗教の領域で顕著に見られる。宗教史を捉えるにあたって
「救済」という切り口を用いた島薗進は、歴史宗教から新宗教、そして新霊
性運動へという流れを描き出し、便宜的に「他力救済／自力救済」
、
「来世救
済／現世救済」の二分法を打ち出して、現代においては宗教的な「救済」に
加え、
「癒し」や「自己実現」が選択肢として力を持つようになっていると
整理した 。以上の流れを念頭に置きながら、反出生主義の思想史上での位
16

置を探る。この試みにおいて、本研究は、宗教学が旨とする value-free な立

場に立った研究対象へのアプローチを踏襲する。反出生主義は背景に長い歴
史を持つ厭世思想を擁しつつも、思想としては新しい。ゆえに、賛否の立場
表明をするのではなく、新たな観点で語り得ることはまだあるだろう。
本稿の流れを整理する。

1 章では、反出生主義の枢要を述べる。ベネターの反出生主義は思想面と

それを裏付ける論理面に分けられる。本稿が焦点化するのは前者であり、論
理面については先行する諸論文にて綿密に解説・議論されているため詳述は
省く。ただし、反出生主義の論理武装の中でも最も議論を呼ぶ「存在と非存
在の快苦の非対称性」には簡潔に触れる。2 章で反出生主義の思想面に考察

を加えた先行論文の整理をとおして本稿の立場を示す。そして、３章で悲観
や厭世の傾向を持つ諸思想を概観することによって反出生主義の独自性を浮
かび上がらせる。それらを踏まえ、４章では批判すべき点を明らかにしたう
えで、
反出生主義における「非存在」や「生まれてこなかった場合のシナリオ」
の描かれ方に着目し、上述の「救済」という概念も視程に収めながら、思想
史における反出生主義の特有の位置づけを探る。

1 章 反出生主義とは何か
本章では、反出生主義の枢要を概説する。
ベネターは以下の図

17

によって「生まれてきた場合」と「生まれてこなかっ

16 島薗進『現代救済宗教論』青弓社、2006 年。
17 ベネター『生まれてこないほうが良かった』48 頁。Benatar, BNHB, p. 38. のちの
著作 Debating Procreation で pain / pleasure は harm / benefit に置換されている。
「多くの読者はこの〔BNHB での〕議論を快楽主義的 hedonistic なものと解釈しよ

うとしていた。そのような誤解を防ぐため」にこのような変更が加えられている。

Benatar, Debating Procreation, Co-author: David Wasserman, Oxford University
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た場合」の「良さ」と「悪さ」を比較検討し、そこに重大な「非対称性」が
あることを示して、生まれてこないことは生まれてくるよりも良い、という
結論を導く。
Scenario A (X exists)

Scenario B (X never exists)

（１）
Presence of pain
(Bad)

（３）
Absence of pain
(Good)

（２）
Presence of pleasure
(Good)

（４）
Absence of pleasure
(Not bad)

シナリオ A

X が存在する場合

シナリオ B X が存在しない場合

（１）
苦痛がある
（悪い）

（３）
苦痛がない
（良い）

（２）
快楽がある
（良い）

（４）
快楽がない
（悪くない）

シナリオ A：X がこの世に生まれている場合
⑴ X が苦痛を被ることは「悪い (1)」
。

⑵ X が快楽を享受することは「良い (2)」。

シナリオ B：X が生まれていない場合

⑶ X は存在していないため、苦痛を被らない。それは「良い (3)」。

⑷ X は快楽を得ることもないが、これは「悪いことではない (4)」。
ベネターは「X が一切の苦を被らないこと」が X の不在によってしか達

成されないとしても、苦痛がないのなら、それは良いことだと述べる 。と
18

Press, 2015, p. 7.

18 ベネターの苦への評価が過剰であると頻繁に指摘される。クイーンズ大学教授ク
リスティン・オーヴァーロールは、ベネターが苦の回避を重視しすぎていると批
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はいえ、この良さは存在している X の側から見ての良さである。生まれて

いない X が、苦痛がないことを「良い」と思っているということではな
い 。
19

また、ベネターは（3）について「存在に含まれる苦痛を回避することは

単に『悪くはない』のではなくそれ以上のものである。それは『良い』
」 と
20

断言する。翻って、存在していない X が、存在していないがゆえに快楽を

享受できないことは悪いことではない。何故なら、この場合の快の不在は剥
奪によるものではないからである 。
21

もしも存在しない X が快楽を得られないこと (4) が「悪い」ことであるなら、

図の (1)-(3) 間と (2)-(4) 間に対称性が成り立ち、存在することとしないこと
は同じだけの良さと悪さを含むが、ベネターの分析によれば (4) は「悪くは

ない」
。ゆえにシナリオ A と B は非対称である。つまり、X が存在する場合

と存在しない場合を比較すると、明らかに前者が不利な状態にある。このよ
うな理屈で、存在者にとって、存在させられてしまったことは悪いというこ
とになる。
もしも苦しみが殆どない生をおくれるのだとしても、存在するということ
自体には意味も価値もないため生まれてこないほうが良いとベネターは考え
る 。まして苦しみがほとんどない生などというものはあり得ないので尚更
22

だ。つまり、ベネターは、先天的に深刻な疾患を持っている人の生、即ちい
わゆるロングフル・ライフ wrongful life や、生を苦痛と感じている人に限
判する。出産の痛みは耐え難いものであるが、子どもを世界に送り出すことは喜
びであるように、喜びは苦に勝りうる。また、生活環境の改善によって状況はい
くらでもよくなるのであって、
「存在の苦しみを上回るほどの喜びはないというベ
ネターの考えは、先験的な仮定」であると述べる。Christine Overall, “Not“Better

Never to Have Been,” Why Have Children? The Ethical Debate, The MIT Press, 2012,
p. 110.
19 ベネター『生まれてこないほうが良かった』13 頁。Benatar, BNHB, pp. 4-5.
20 同、49 頁。Ibid., p. 39.
21 ベネターはこれを「火星の譬え」を用いて説明する。もしも火星に生物が住んで

おり、そしてかれらが何らかの原因で苦しんでいるとすれば我々は胸を痛めるだ
ろう。しかし、実際には火星に生物は住んでいない。そのことを思って、存在し
ていないかれらが、存在していないがゆえにいかなる喜びも感じることがないこ
とを我々は嘆きはしない。同、44 頁。Ibid., p. 35.

22 同、22 頁。Ibid., p. 13.
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定した議論をしているのではなく、全ての人が（本人の主観に関係なく）ロ
ングフル・ライフを生きていると主張している。
そして、ベネターは、事実としてこの世界は苦痛に満ちていると小括する。
その証左として WHO の『暴力と健康に関する世界報告』をはじめとする

諸資料を用いて、世紀ごとの膨大な戦死者数や日々の餓死者数、自殺者数な
どを細かに記載している 。そして人口が増えれば死も増え、周囲の人の悲
23

しみも増す。動物の苦しみも考慮に入れると、苦は膨大になる。そのような
大きな苦痛が待ち受けている世界に子どもを生じさせることを正当化するこ
とは不可能だ、というのがベネターの主張である。
苦を感じる存在をこれ以上増やしてはいけない。端的に言わば、子どもを
産んではいけない。生まれてきた子が自分の生を悔いない可能性はある。し
かし、かれらが生まれなかったら、生まれなかったことを残念に思わないこ
とは確実である。ゆえに、道徳的により望ましいのは子どもを産まないこと
だとベネターは小括する 。
24

また、ベネターは「人間を単なる手段として扱ってはならないというカン
ト的要請」 も自らの議論の支えにする。白血病の子どもの骨髄移植ドナー
25

としての役割を求めて下の子をもうけることがこの要請に抵触する可能性が
あると指摘したうえで、ベネターは、この要請が、より一般的なこと、すな
わち「子どもを持つこと」全般に適用できると述べる。臓器提供のためのク
ローン作成が倫理的に問題視されるのに、親になりたいという欲求を満たす
ためや共同体を大きくするために子どもを持つことが容認されるのは何故か
とベネターは問う。そして、性行為は、子どもを作るためでない場合、すな
23 ベネター『生まれてこないほうが良かった』99-102 頁。Benatar, BNHB, pp. 8892. ここでベネターは数値を示しつつこの世の苦しみを淡々と挙げているが、Debating Procreation においては、「あなたが産んだ子供は、暴力をふるわれたり、性
的暴行を受けたり、拷問されたり、殺されたりする可能性がある。戦争に送られ
るかもしれない。誘拐されたり、投獄されたり、処刑されたりするかもしれない。
脊髄損傷や脳卒中、神経症状で半身不随になることもある。ひどい火傷やその他
の切断や損傷を受ける可能性もある。ウイルスや悪性腫瘍、あるいはその他の何
千もの状況に屈することもある」と、さらに具体的な表現で読者の感受性に訴え
かけている。Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 62.

24 ベネター『生まれてこないほうが良かった』112-123 頁。Benatar, BNHB, pp. 102113.
25 同、138-140 頁。Ibid., pp. 128-130.
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わち避妊が行われている場合にのみ道徳的に容認されうるという。
そして、反出生主義の特異性を最も際立たせるのが「存在することは常に
害悪である」という前提に基づく人工妊娠中絶の提言である。生まれること
によって苦痛が確約されてしまうことを考えると、胎児が意識と痛覚を持ち
始める（といわれる）妊娠 28 週目までの、可能な限り早い段階で中絶を行

うべきだとベネターは述べる。

これまでの議論の帰結として当然予想されることであるが、反出生主義の
目指すところは人類の絶滅である。「子どもを作り続ける限り、存在させら
れる人の中には生きる価値（つまり「続ける価値」）のない人生を歩むこと
になる人も出てくる」 ゆえに「そのような人の状態を改善する唯一の方法
26

は、そのような人を存在させないことであり、そのような人が存在させられ
ないことを保証する唯一の方法は、誰も存在させないことだ、ということに
なる」 。ここにきてベネターは、個人の快苦から視野を広げ、人類全体を一
27

つの単位と見る。大勢の人間が喜ばしい生をおくり、少数の人々が苦に満ち
た生をおくっている世界と、誰も存在せず、よって快も苦もない世界では、
後者の方が良いということである。
また、これは、胎児が人生の苦痛を被る前に中絶した方が良いという考え
を敷衍した結果でもある。中絶されようがされまいが人間はいずれ必ず死
ぬ。だとすると、人生の苦痛を味わう前に胎児の段階で死ぬほうが良いとベ
ネターは考える。同様に、人間もいつか必ず絶滅するのであるが、それまで
の期間に苦痛を感じる世代が生み出され続けることを考えると、遠い未来の
絶滅を待つのではなく、新たな人間を増やさないことによってその時を早め
たほうが良いということである。ベネターいわく、
「不幸がゼロというのは、
少なくとも現実世界においては、人間の数がゼロになることで成し遂げられ
る」 。
28

結論部でベネターは、哲学的見解の中には「反直観的である」として不当
に退けられてきたものが少なからずあると指摘し、自身の論もそのように棄
却されるかもしれないと述べたうえで「奴隷制は間違いだという見解、もし
くは『混血』は何も悪くないという見解は、非常に疑わしく反直観的だとか
26 同、188 頁。Ibid., p. 180. このことをベネターは、ジョン・ロールズのマクシミン
原理を援用して主張している。

27 同上。Ibid.
28 拙訳。Ibid., p. 175.
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つては考えられていた」 と付け加える。また、
「存在してしまった害悪に気
29

付き、かつ新たな人間を作るという慣行に陥ることなしに依然として陽気で
い続けることができるなら、その陽気さは出し惜しみすべきではない」 と
30

も付言する。反出生主義者が常に悲観に苛まれている必要はない。
以上、簡略化した形ではあるがベネターの反出生主義の解説を行った。人
間は生まれると確実に苦痛に苛まれるのであり、存在させられることはただ
ただ害悪である。ゆえに子供を産むことは倫理的に誤っており、人間は「産
まない」ことによって段階的に絶滅に向かうことが望ましい、というのが反
出生主義の主張の概略である。
次章では、この思想への応答に目を向ける。

２章

反出生主義に対する反応

近年では、ネット上の反出生主義者のコメントを分析した研究など 、新
31

たな視点での調査も出てきているが、際立って多いのは先述の「非対称性」
について検証した論文である。
しかし、ベネターの分析哲学的議論が正当なものか否かは争点の一つでは
あれ、
唯一の争点ではない。数々の誤謬が指摘されながらも、
ベネターの「生
まれてこないほうが良い」という前提は崩れない。本章では、論理的瑕疵の
指摘に終始するのではなく、反出生主義の思想面に着目・応答した論文を概
観する 。
32

29 ベネター『生まれてこないほうが良かった』211 頁。Benatar, BNHB, p. 203.
30 同上。Ibid.
31 例として、George Rossolatos による Facebook の反出生主義コミュニティのコ
メントの批判的ディスコース分析がある (George Rossolatos, “On the Discursive
Appropriation of the Antinatalist Ideology in Social Media,” The Qualitative Report,
Volume 24, 2019, pp. 208-227)。
32 ベネターの思想と近似する立場もある。特に、UCLA 教授シーナ・シフリンおよ
びザールラント大学教授クリストフ・フェーイゲの主張は、反出生主義と響きあ
うものとしてベネターによって紹介されている。また、ブラジリア大学元哲学科
長フリオ・カブレラは、反出生主義と同様の関心から開かれた「ネガティブ倫理

Ética Negativa」を展開している。彼の思想と論文は、個人 web サイト (https://
philosopherjuliocabrera.blogspot.com/2011/05/negative-ethics.html) に掲載されて
いる。
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2-1 ジョシュア・ミラーによる批判
ジョシュア・ミラーは、ノースカロライナ大学に提出した宗教学修士論文
「ユートピア的悲観主義

反出生主義の議論のメシアニズム的基盤」 にて、
33

ショーペンハウアーの悲観的な世界認識が反出生主義の中に受け継がれてい
ると述べ、両者の関連を認めながらも反出生主義と悲観主義を峻別する。
ミラーは、反出生主義が未来における截然たる解決を待望しているという
点においてメシアニズムと類似していると指摘し、「このような希望は悲観
主義哲学が拒絶するユートピア的な楽観主義に近い」と述べる。すなわちミ
ラーは、人間が理性によって節制し、絶滅というひとつの目標に進んでゆく
ことで成就する反出生主義のヴィジョンの楽観性を訴追し、そこに「メシア
的基盤」を看取する。そして、反出生主義が変革的・活動的であるという点
で内向的な悲観主義のモデルケースから逸脱していると主張する。
ベネター自身、著書の中でこのように述べている。「人類の絶滅を悪いも
のだと判断する人にとっては、これがこれから起こることだという予測は悲
観主義的なものである。逆に、これ以上人が増えないに越したことはないと
いう私の判断を、これ以上人が増えない時がやってくるという予測と併せて
考えると、その判断は楽観主義的と言える。現状は悪いが、これからもずっ
と悪いというわけではないのだ」 。ミラーによる「メシアニズム」との批判
34

は、このような一種の未来志向を突いたものであるだろう。しかし、この言
葉はベネター自身が反出生主義の中の楽観性に意識的であることの証左でも
ある。また、ベネターは「私の擁護する見解への抵抗は強いでしょうから、
この本や中身の議論が、現実の子作りに対して何らかの影響を及ぼすことを
期待してはいません」 とも述べており、ミラーの指摘するあまりにユート
35

ピア的な展望はあらかじめ取り下げられているともいえる。
反出生主義を悲観主義の伝統から切り離すミラーの試みは興味深いもので
あるが、それは鬱屈とした厭世家のイメージと、反出生主義を掲げて社会に
33 Joshua Robinson Miller, “Utopic Pessimism: the Messianic Underpinnings of the
Antinatalist Polemic,” The University of North Carolina at Charlotte, 2015.
34 ベネター『生まれてこないほうが良かった』216-217 頁。Benatar, BNHB, p. 209.「逆
に、状況がより良くなるには長い時間を要するだろうと考えて、それが遠い未来
だということを悲観主義的に述べることもできるが」という言葉が続く。

35 ベネター『生まれてこないほうが良かった』３頁。Benatar, BNHB, p. 7.
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参画するベネターのイメージの乖離がミラーの中で増幅した結果ともいえ
る。寄せられる批判に次々に反駁するベネターの姿勢は、たしかにミラーの
述べるところの「絵画のように静的」 な悲観主義とは異なるかもしれない。
36

しかし、悲観主義にも観想的なものと活動的なものがあると考えれば、そこ
に矛盾はない。悲観的でありながら変革的かつ未来への志向を持つ反出生主
義は自己矛盾に陥っているというミラーの主張は、反出生主義の特異性を浮
き彫りにするものではあるが、批判としては弱い。

2-2 クリスティン・オーヴァーロールによる批判
クリスティン・オーヴァーロールは「ベネターの主張が一般に流布すると、
女性の役割が出産と子育てに焦点化されている社会において女性の地位に深
刻な影響を与えるだろう」 と述べ、反出生主義が女性の尊厳に影響を及ぼ
37

し、また妊婦への危害や強制的中絶という社会的な問題を引き起こす可能性
を指摘する。
これに対してベネターは、「避妊と中絶は道徳的に要求されるが、法的に
義務づけられるべきではないと私ははっきりと主張した」 と反論する。そ
38

してオーヴァーロールの批判を「安易な主張」と一蹴し、むしろ多くのフェ
ミニストたちが目指す出産の役割からの解放を反出生主義こそが後押しする
と述べる 。また、ここでベネターは、若い女性たちが反出生主義によって
39

いかに解放されたかを自分に語ってくれた、というエピソードを注記してい
る。
ベネターが、「女性は子どもの存在によって幸福になると思われがちであ
るが、実際はそうではない」という結果を示した調査を引いていることも併
せて考えると 、彼が一見、女性と育児を無批判に結びつけることに疑義を
40

36 Miller, p. 53.
37 Overall, “Not“Better Never to Have Been,” pp. 115. また、オーヴァーロールは、リ
プロダクティブ・フリーダムの観点から BNHB における「産みの義務はない」と
いうベネターの主張が蛇足であると指摘している。

38 Benatar, “Not ʻNot Better Never to Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,”
Philosophia, 2019,p. 366.
39 Ibid.
40 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 124 にて、Luis Angeles, “Children
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呈するような、
「フェミニズム的」ともいいうる視座を持っているように見
受けられる。しかし、そうとも言い切れない。そもそもベネターの反論はオー
ヴァーロールの主張と若干食い違っている。前提として、オーヴァーロール
は反出生主義の理念を問うているのではなく、反出生主義に潜在しうる、生
殖を行う人々（より具体的には妊婦）に対する偏見を懸念している。特に妊
婦が挙げられるのは、おそらく、妊娠期間中に男性側には身体的変化が生じ
ないという非対称性に由来する。いかにベネターが過激な手段を否定したと
ころで、ベネターの手を離れた反出生主義が社会の中でどのような動きを見
せるかは分からない。また、ベネターは、オーヴァーロールへの返答では中
絶の勧告を「ぺア」に対して行っていると述べているが 、しかし著作にお
41

いては「私は、妊婦が実際に中絶をすることを勧告しているのに加えて、中
絶をしないならそれに対する優れた理由が必要なのだと勧告しているのであ
る。そんな理由は何一つないと私が考えているのは、当然そうなのだけれど
も」 と、中絶か出産かについての選択責任を妊婦に帰した上で、明らかに
42

妊婦に対して勧告している。オーヴァーロールの批判はベネターにとっては
心外なものかもしれないが、反出生主義が潜在的に女性蔑視的な偏向を含み
うることについては検証の余地があるだろう。
オーヴァーロールの懸念をより理解するために、この点について少々掘り
下げたい。将来世代の苦をなくすことを要求・希求する大局的な視野を持つ
ベネターにとって、オーヴァーロールの懸念は些事であるかもしれない。し
かし、中絶は女性の身体および精神に圧倒的に関与するものであり、性別間
で不均衡がある。ベネターの「避妊が失敗しても、まだ中絶することはでき
る」 という言葉には、その不均衡に対する非当事者の軽視の態度が現れて
43

いるともいえる。その点において、ベネターの反出生主義は、『現代思想』
にて橋迫瑞穂が突いた「マチズモ」 、
「女性の身体性から『産む性』を取り
44

and Life Satisfaction” (Journal of Happiness Studies, Vol.11, Issue 4, 2010, p. 532) の
研究結果が引用されている。

41 Benatar, “Not ʻNot Better Never to Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,”p.
365.
42 ベネター『生まれてこないほうが良かった』170 頁。Benatar, BNHB, p. 162.
43 同、136 頁。Ibid., p. 126.
44 橋迫瑞穂「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年 11 月号、193 頁。
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出してフェティッシュに考察してみせているに過ぎない」 との批判を避け
45

られるものではない 。この点については、4 章にて再考する。
46

2-3 日本国内での反応
小手川正二郎は、論考「反出生主義における現実の難しさからの逸れ 反
出生主義の三つの症候」にて、哲学者として、そして親になったばかりの一
人の人間としての立場から、明確に反出生主義に対立する姿勢をとる 。小
47

手川による批判の論点は多岐にわたるが、そのひとつとして「苦痛を感じう
る存在を一掃するよりは、人間同士の関係や世界のあり方を変えていくこと
で可能な限り害悪を減らしてゆく方が望ましい」 という地に足のついた社
48

会改善論がある。
小手川は「子作りはそれ自体では良いとも悪いとも言えず、その後の長き
、

、

、

にわたる親たちの養育のあり方を通じて事 後的に正当化されていくしかな
い」
、49「自分の子を持ちたいという親たちの利己的な欲求が子どもの妊娠・
出産・養育を通じて、子どもに幸せになってほしいという利他的な欲求へと
向け直されていく点に、子どもを産み育てることに固有な価値の一つがある
と考えられる」50、
「子どもを産み育てることもまた、新たな人間関係やより
平和な世界を目指す可能性の一つとみなされるだろう」51 と反出生主義を退
ける。
45 同上。
46 橋迫は同論文にて「われわれの社会において、『産む性』として生まれると、子ど

もを作ることの意味を見出すことも、あるいは否定することも、判断が困難である。

（中略）
『スピリチュアル市場』において、妊娠・出産にまつわる情報や商品が人
気なのは、子どもをつくることの意味をめぐる寄る辺のなさが反映した結果であ
る」
（同、195 頁）と、女性に対する「スピリチュアル」の訴求力とネット上での

反出生主義の人気を絡めた考察を行っている。

47 小手川正二郎「反出生主義における現実の難しさからの逸れ 反出生主義の三つの
症候」
『現代思想』2019 年 11 月号、188 頁。また、小手川は特集号の執筆陣の大
半が男性であることに苦言を呈している。

48
49
50
51

同、185 頁。
同、186 頁。
同、187 頁。
同、185 頁。
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小手川の主張は筋の通ったものであるが、しかしこれらはいずれも「産み
たい」側の視点に終始しており、子を成したことを正当化しえないような劣
悪な養育が行われた場合はどうなるのかといった問や、親の成長や共同体の
平和のために子どもを利用してはならない（人間を手段にしてはならない）
という反出生主義の掲げる「カント的要請」には応じてはいない。ここにお
いて、反出生主義とそれに対する反論は平行線を辿ることとなる。
また、反出生主義への批判として、「まだ存在していない子どもに対して、
『その子どものために』子づくりをしないと言うのは、子づくりの現実を歪
めない限り殆ど不可能」 というものがある。具体的な対象を欠いている以
52

上、
「～のために」という指向は成り立たないという指摘である。加藤秀一は、
論考「『非同一性問題』再考」にて、ロングフル・ライフ訴訟の参照点であ
る「非同一性問題」を踏まえ、
「まだ生まれていない存在について考えるとき、
その存在が生まれた後の視点を密輸入してはならない」 ことから、ある対
53

象についての「生まれてこないほうが良かった」なる言明はいかなる時も成
り立たないとして反出生主義を退ける。反出生主義について考えるに際して
ロングフル・ライフ訴訟の論点をどこまで採用しうるかという問題も残るが、
「非同一性問題」にはベネターも言及しており、加藤の指摘は的を射ている。
しかし、反出生主義が思考実験ではなく実践であると考え、
上述の指向が「子
どもを作らないという一瞬一瞬の決意および、子作りを積極的に避けるとい
う一瞬一瞬の実践が無ければ生まれていたかもしれない子」というものを想
定していると見做せば差し当たり説明のつくものではあり、それ以降は「分
析哲学の知的なゲーム」 へ逸れてゆく気配もある。
54

翻って、反出生主義と足並みを揃えながら現実的な社会改善を目指した論
考も存在する。Better Never to Have Been の訳者である小島和男は、反出生
主義を穏やかで実現可能なものに組み直した「反―出生奨励主義」 を打ち
55

出す。小島は、生まれてこないほうが良いのか否かという論争の土俵に乗る
のではなく「現実問題としてこれからも人が生まれ続けるこの世界でどのよ
52 同、186 頁。
53 加藤秀一「『非同一性問題』再考」『現代思想』2019 年 11 月号、140 頁。
54 後述する森岡正博によるベネターへの批判。森岡正博・戸谷洋志「討議 生きる
ことの意味を問う哲学」『現代思想』2019 年 11 月号、11 頁。
55 小島和男「反―出生奨励主義と生の価値への不可知論」
『現代思想』2019 年 11 月号、
84-93 頁。
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うに振舞うべきか」の考察に舵を切る。生まれてくることが善か悪かは分か
らない、という立場をとりながら、生み出され続ける未来世代のために全力
を尽くし、
「できる範囲で償い続けていく、そうやってまだマシな地獄を続
けていくという人間の苦境に対する次善の策をとる」 というのが反―出生
56

奨励主義の骨子である。これは「ベネターの『反出生主義』よりもより実践
的で現実的で哲学的な、現実の世界および人間の苦境へのアプローチ」 と
57

も説明される。小島は、出生は無条件に是とされるべきものではないかもし
れないことを踏まえたうえで、個人が責任をもって子どもを産むか否かを決
定すべきであり、外部から推奨あるいは禁止されてよいものではないとする。
小島は訳書の公刊以降、学習院大学での講義や公開講座にてベネターの反
出生主義を取り上げており、日本のアカデミアにおいて反出生主義を論じる
土壌を作っている。
もう一人、日本において長く反出生主義について議論している学者として
紹介すべきは、倫理学者・森岡正博である。
森岡は反出生主義を実存的な問題として受け止める。その諸論文は反出生
主義に対する生命倫理学からの応答でもある。森岡は、一般には問われるこ
とのない、
「産み」という行為が孕む一種の暴力性に着目し、反出生主義が
その問題を浮かび上がらせる力を持つ、という点において評価する。
森岡自身は、生命や出生というものについてより深く考えるきっかけに
なるという点でベネターの「蛮勇に満ちた試み」 を真摯に評価しながらも、
58

反出生主義には反対する立場をとる。存在に価値を見ず、苦のみに注視する
ベネターの態度について「痛みや苦しみは、人生において悪にも善にもなり
得る。ベネターの哲学的議論は、このような悪と善のダイナミズムをまった
く視野に入れていない」 、
「ベネターの哲学は非常に単線的であり痩せてい
59

る。それはまるで、清潔で真っ白な衣服がほんの少しでも汚れたならばもう
そこにはまったく価値はないのだと叫ぶような幼稚さに充ち満ちている」

60

と批判する。
56 同、90 頁。
57 同、84 頁。
58 森岡「生命の哲学へ！生命否定の分析哲学」
『ちくま』519 号（筑摩書房、
2014 年）、
29 頁。
59 同上。
60 同上。
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森岡は、better never to have been という一文を「私なんて生まれてこな

ければよかったのに」という実存的な嘆きのニュアンスをもって捉え、それ
を、自分が世界へ及ぼしてしまった悪影響を自分の存在と共に根本から消し
去りたいという願望や、生きる意味を見出せないほどの悲観的な情動からく

るものと解釈している 。この点において、ベネターの「X が生まれてくる
61

場合と生まれてこない場合を比較すると、後者のほうがよい」という淡々と
した言明とは温度差がある。ベネターは「生まれてこないほうがよい」とい
うことを前提として、あくまで「産んではならない」と勧告することに力点
を置いているが、森岡は反出生主義に同調する人々の「生きづらさ」を主題
化している。2019 年の『現代思想』においても、森岡は「生まれてきて本

当に良かった」と思えるようになるにはどうすればいいかを考えるために
「ベ
ネターの議論を仮想敵として、あるいは他山の石として置く」と述べ、自身
が打ち出す「誕生肯定の哲学」
（個々人が生の意味を獲得するための思索）
を深めるために反出生主義を用いている 。
62

たしかに、既に存在している者は善悪や悲喜の中で生きてゆくことが求め
られるが、まだ存在していない者に対してはそのようなことを強いてはなら
ない。それが反出生主義の要諦である。ベネターは終始、まだ生まれていな
い（が、これから生まれてくる可能性のある）非存在者について議論してい
るのであるが、森岡は既に生まれてきている人々がいかに生きる意味を獲得
できるかについて語っており、両者の眼目は異なる。この違いについては、
森岡自身も「森岡が究明しようとしているのは『私は生まれてきて本当によ
かったのか、私は生まれてこなかった方がよかったのではないか』という問
いなのであるが、ベネターはそのような問題設定を取っていない。ひょっと
したら、ベネターと森岡は同じ言葉を使いながらも別の問いを問うているの
かもしれない」 と言及している。
63

「誕生肯定」の関心に立つ森岡は、ベネターが「悲観的な情動」を無視し
ているとも指摘する。「反出生主義に対する批判への彼の応答を聞いている
と、やはりどこか分析哲学の知的なゲームとして捉えている面があるような
61 森岡「『生まれてこなければよかった』の意味 生命の哲学の構築に向けて (5)」『大
阪府立大学紀要 人間科学』8 号、2013 年、98-99 頁。
62 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
9 頁。
63 森岡「『生まれてくること』は望ましいのか デイヴィッド・ベネターの『生まれ
てこなければよかった』について」The Review of Life Studies, vol 3, 2013 年 , 9 頁。
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気もします」 と述べ、それを受けて戸谷洋志は「研究者の中では論理的な
64

パズルとして好奇心を持たれている側面もあると思いますが、一方では、自
分の人生に苦悩してベネターの本に手を伸ばすという読者も多数いるでしょ
う。ただ、そうした読者の望んでいるものが本当にそこに書かれているかと
いったら、おそらく書かれていないだろうという気がします」 と語ってい
65

る。
これについて応答すると、ベネターは Better Never to Have Been 出版後に
同様の指摘を受けた際、「私が論じている問題は非常に深刻だ。それらの問
題は膨大な量の苦しみの有無に関係している。これらについて議論するにあ
たり、私は哲学的なゲームをしているわけでも、くだらない知的運動をして
いるわけでもない」 、
「個人的な好みは分析哲学が目指す正確で慎重な議論
66

であるが、しばしば人生の大きな疑問を抜き去ってしまう過剰な分析スタイ
ルにもフラストレーションを感じている」 と答えている。
67

生を肯定する道を模索する「誕生肯定の哲学」は意義深い。しかしなが
ら、反出生主義の問題関心に即すと、既に生まれている人間が生きる意味を
獲得するか否かとは関係なく「子どもを産んではならない」という規範は存
在し続ける。
「私は自分の生を肯定するが、それはそれとして、子は産まな
い」ということは充分ありうる以上、誕生肯定の哲学は既に生まれている人
の実存に寄り添うものではあるが、反出生主義の全体を超克するものではな
い 。「人間は生まれてこないほうが良い。子どもを産むべきではない」とい
68

う反出生主義の規範的な語りを「私は生まれてこなければ良かった」という
64 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
11 頁。
65 同、12 頁。
66 Benatar, “Yujin Nagasawa”s Review: The case of the missing arguments”. http://
www.philosophy.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/160/Reply%20
to%20Yujin%20Nagasawa.pdf（最終閲覧日：2021/2/27）該当論文は Yujin Nagasawa, Review of Better Never to Have Been (Mind, Vol. 117, July 2008, pp. 674-677)
に対する応答。

67 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism
Magazine #2, p. 5.
68 森岡は、『生まれてこないほうが良かったのか ? ―生命の哲学へ！』（筑摩書房、
2020 年）にて、「産み」の問題に触れている。この著作を参照する限り、森岡は
反出生主義における「反生殖」の問題にも留意したうえで留保し、「反出生」に焦
点化している（289-306 頁を参照）。
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実存的な嘆きにスライドして個人の悲観的な思考に還元してしまうと、論点
は個人のケアへと逸れてゆく。それは、反出生主義を正常でない精神状態、
いわば病理に還元することにも繋がる 。反出生主義を実存的問題ではなく
69

研究対象と見て、森岡の関心とは別軸で捉える余地はある。
そこで参照したいのが、森岡をはじめ、戸谷、そして吉本陵による、出生
に肯定的な哲学思想とベネターの反出生主義を比較考察する試みだ。戸谷い
わくこれは日本独自の傾向であり、出生に対する異なる意見を持った思想を
並置することで、出生というものを哲学的・倫理的側面から考察することが
企図されている 。
70

吉本は、森岡との共同論文の中で反出生主義とハンス・ヨナス

71

の思想を

対置させる。存在は無に優越しており、客観的な価値を持ち、無条件に善で
あると考えるヨナスの生命倫理を引きながら、「存在の重さ」を尊い重みと
考えるのか、それとも忌まわしい重荷と捉えるのかという点にヨナスとベネ
ターの
「分水嶺」があると述べる 。そのうえで吉本は、
見方によればベネター
72

も存在を無に優越させていると指摘する。そのことは、
ベネターが「人生は、
存在してしまわないほうが良いと言えるほど悪いかもしれないが、存在し続
けるのを止めた方が良いと言えるまでは悪くないかもしれない」 と、死よ
73

69 森岡が対談の中で次のように述べていることを注記しておきたい。
「貧困でもなく、
差別も受けず、家庭環境も円満なのに、反出生主義の考え方をもつ人はいるとい

うことです。もし魔法のようなものでその人が抱える外的要因が全部解決したと
する。そうしたら『生まれてこなければよかった』とか、『子どもを産まない』と
か思わなくなるのかといえば、そうではない」、
「これは実は多くの人が抱えている、
『真正の哲学的問題』である可能性があります」。森岡自身は、反出生主義をけっ
して「病理」のように理解しているわけではない。しかし、森岡が「誕生肯定の
哲学」を打ち出すとき、反出生主義に賛同する人々の悲観的な情動や、ベネター
のある種の冷淡さが強調される。
（牧内昇平「私たちは『生まれてこないほうが良
かったのか？』哲学者・森岡正博氏が『反出生主義』を新著で扱う理由」Business

Insider, 2020/10/21. https://www.businessinsider.jp/post-222520 最 終 閲 覧 日：
2021/2/27）。
70 戸谷「ハンス・ヨナスと反出生主義」『現代思想』2019 年 11 月号、170 頁。
71 Hans Jonas (1903-1993).
72 吉本陵「人類の絶滅は道徳に適うか？ デイヴィッド・ベネターの「誕生害悪論」
とハンス・ヨーナスの倫理思想」『現代生命哲学研究』3 号、2014 年、64 頁。
73 ベネター『生まれてこないほうが良かった』220 頁。Benatar, BNHB, pp. 212..
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りも生への関心を優先させている点に見出せるという。「生」に始める価値
はなくとも「既に生まれている人の生」は継続するに値するならば、長きに
わたって続いている「人類という種の生」についてそう見做すことも可能で
あろうと吉本は考察する 。ベネター自身による「始める価値」と「続ける
74

価値」の区別を採用することで、人類は可及的速やかに絶滅した方がよいと
するベネターの議論を反駁できるということだ 。
75

存在の善性を形而上学的に担保するヨナスと、存在を「害」と断じて絶滅
を説くベネターは、対照的というよりむしろねじれの位置にあるようにも思
われるが、それでも、あるいはそれゆえにこそ、このように並置すると新た
な読みの可能性が浮かび上がる。
ヨナスの例に見たような「反―反出生主義」的な思想は確固としてあるが、
それに対する「反」はベネター一人が背負っているわけではない。文脈や対
象設定の範囲を問わなければ、「生まれてこないほうが良い」という発想そ
のものはベネターの登場を待つまでもなく古代からある。つまり、ベネター
の反出生主義の背後には系譜がある。それを構成するものは、ひとつにはギ
リシア悲劇の「決して生まれてしまわないことが最善なのだ」 という台詞
76

であり、イエスがユダについて語った「生まれなかったほうが、その者のた
めに良かった」( マルコ 14:21) という言葉であり、そして次章で見るエミー

ル・シオランの生涯をかけた嘆きである。

森岡は「反出生主義は宗教・哲学・文学のなかで連綿と流れている人類の
基調低音みたいなものでしょう。それが歴史の大きな流れのなかで、いろい
ろな装いをもって立ち現れてきていて、たまたま今は分析哲学的な装いを
74 吉本、前掲論文、66 頁。
75 たしかにベネターは、「人生の中に快楽があるからといって人生が始める価値のあ
るものにはならず、また人生の中に苦痛があるから人生は始める価値はない」、
「人
生は、存在してしまわないほうが良いと言えるほど悪いかもしれないが、存在し
続けるのを止めた方が良いと言えるまでは悪くないかもしれないのである」と、
人生についての「始める価値」と「続ける価値」を区別し、後者については認め
ている（ベネター『生まれてこないほうがよかった』220 頁。Benatar, BNHB, p.

212）。だが、文脈を踏まえると、これは自殺に際して生じる本人と周囲への苦を

考慮しての言葉であり、
「存在」そのものに価値を見ているわけではないため、二
つの「価値」の区別が反出生主義を自壊させるとは断言し難い。

76 ソポクレース「コロノスのオイディプス」引地正俊訳『ギリシア悲劇全集 ３』岩
波書店、1990 年、1224 行。
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もって議論されている」 と述べる。同様の述懐が古代から存在し続けてい
77

るという事実によって、ベネターの反出生主義は一定の後ろ盾を与えられる
とともに、その系譜の中に呑み込まれる。だが、反出生主義が現在生起して
いるものであることを考えると、思想史の中に溶け込ませてしまうことはま
だ早い。
佐々木閑は、反出生主義が「人類全体に適用されるべき普遍的真理として
ではなく、適用可能な一部の人にとっての真理として見た時、輝きが出る。
氏の思想を、多様な人の在り方と柔軟に組み合わせることで、現代社会の通
念に縛られて悩む多くの人々を救う清澄な道が生み出されるのではないかと
期待している」 という。出生に肯定的な一般通念という「正」に対する「反」
78

の役割にある限りにおいて、反出生主義は、よりよい世界のための「合」を
導出する実りある礎となる。
しかし、一般通念に揺さぶりをかけるという機能面のみを取り出すことは、
反出生主義を扱いやすく抽象化・矮小化して「有用なもの」に仕立て直すこ
とにつながる。このような手続きを踏むことで反出生主義をアカデミックな
議論の俎上に置くことも可能となるが、しかし、ベネターをはじめとする反
出生主義者にとって、この思想は社会改善のための一材料ではなく不動の結
論である以上、そのような有用化は牙を抜いて見せるだけのパフォーマンス
ともなりうる。
論理的／倫理的な正否を問い争うことも、一般通念に対するアンチテーゼ
としての役割を付与することも、超克の対象とすることも、すべて、「生ま
れてこないほうがよかった（のか？）」という問題設定、あるいはそれを問
うこと自体に対する何らかの価値判断に基づいているという点において、反
出生主義と同じ土俵に立っている。
以降、本稿では、思想史における反出生主義の特有の立ち位置を探るため
に諸思想との比較を行う。思想史の中に溶け込ませるのではなく反出生主義
の独自性をこそ浮き彫りにすることを目的とするが、それはベネターの反出
生主義を特権化するためではなく、むしろ「生まれてこないほうが良いのか
否か」という議論に正面から挑むのでも、反出生主義に有用性を見出すので
もない、一歩退いた視座からの考察を目指すがゆえである。反出生主義が何
77 森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」
『現代思想』2019 年 11 月号、
19 頁。
78 佐々木閑「釈迦の死生観」『現代思想』2019 年 11 月号、162 頁。
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であり、そして何でないのかを明確に捕捉することを試みる。

3 章 諸思想との比較
本章では、
「苦への焦点化」や「厭世」といったいくつかの参照点におい
てベネターの反出生主義と併置しうる思想を概観し、比較を行う。参照する
のは、ベネター自身が引用するアルトゥール・ショーペンハウアーと、「反
神義論」を唱えながら信仰を保ちつづけるジョン・K・ロス、世界忌避と造
物主への反抗に徹したグノーシス主義、
そして「ペシミストたちの王」エミー
ル・シオランである。
ロスを除くいずれの思想も、既に先行論文やベネター自身によって明に暗
に反出生主義との関連が指摘されているが、本稿では可能な限りベネター自
身の言葉を引き、比較対象と反出生主義を往復した記述を行う。また、結論
を先取りするが、グノーシス主義とシオランに見られる「創造以前への憧憬」
に着目した考察は、本稿の独自性として特に打ち出したい点である。

3-1 アルトゥール・ショーペンハウアー
諸思想との比較照合をとおして反出生主義を分析し、思想史上に定位する
ための試みを、ベネター自身が依拠するショーペンハウアー

79

から始めたい。

悪の力があまりにも強いこの世界は存在しないほうが良いと考えるショー
ペンハウアーの厭世は、
「共苦」そして「意志の否定」によって肉付けされる。
ショーペンハウアーの語る「意志」とはすなわち「生きる意志」であり、
この世界に内在する盲目的な動力である。この世界は「意志を映し出す鏡」

80

であって、個々人もそのあらわれのひとつにすぎない。つまり、意志は人類
の歴史という悲喜劇の興行主でありながら演者でもある。
このことを見抜く鍵は、他者の苦しみを自分の苦しみとして受け止める
「共
苦」にある。
「万物のうちに自分を認識し、万物のうちに自分の再内奥の真
実の自我を認識しているそのような人であれば、生きとし生けるものみなす
79 Arthur Schopenhauer (1178-1860).
80 アルトゥール・ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』西尾幹二訳、
中央公論社、2004 年、100 頁。
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べての無限の苦悩をも自分の苦悩とみなし、こうして全世界の苦痛をわがも
のと化するに違いあるまい。彼にあってはいかなる苦悩ももはや自分と無関
係ではない」 。このような境地に立って他者の快を求める行為のみが、
真に
81

道徳的な価値を持つとショーペンハウアーは述べる。自他は一なる意志の異
なる表象にすぎないと認識すること（個体化の原理を見破ること）
のみが、
「他
人の個体に対する無私無欲な愛、高邁宏量な献身にまでいたる心の持ち方の
完全な善を可能にするものであり、またこれらを説明するものである」 。し
82

かし、共苦は、他者の苦を自分の苦として引き受けるものであるゆえに、苦
しみを分かち軽減するよりもむしろ増幅させる作用を持つ。自他の境がなく
なるこの境地において、世界の苦しみを自分の苦しみとして引き受けた人は
「意志の否定」に辿りつく。意志の否定とは、苦に満ちたこの世界において
生の肯定に抗うことであり、ここに至って世界の滅却が求められる。
しかし、意志の否定は自殺に帰結するものではない。自殺は「より良い人生
であったなら」という願いに基づいた生への執着の態度であり、「この悲哀
の世界からの真実の救済の代わりに、単なる仮象的な救済を差出すことに
よって、最高の倫理的目標への到達に反抗することになるもの」 であって、
83

意志の否定とは真逆の行為である。
また、
この世界を悲観した無理心中と嬰児殺害も同様に戒められる。
ショー
ペンハウアーは、
「生命に向かって突進してくるあらゆるものに生命を安全
に確保するためなら、むしろしてやれることがあればなんでもしてあげなけ
ればならない」 と述べ、出生というかたちで意志が成立したならば、それ
84

はあくまで尊重されねばならないと主張する。意志の否定は、意志が生起し
たうえでの「個体化の原理」の看破によってのみ至ることができる境地であ
る。
ショーペンハウアーは意志の否定を「救済」や「涅槃」と換言して肯定的
に描き出しているが、それでも「意志の肯定か否定か選べと言っているので
はない、どちらかを勧めるのは愚劣であり無益であるといえよう」 と、意
85

81
82
83
84
85

同、165 頁。
同、164 頁。

ショーペンハウアー『自殺について』斎藤信治訳、岩波書店、2017 年、78 頁。
ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』215 頁。

ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅱ』西尾幹二訳、中央公論社、

2004 年、271 頁。
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志が何者にも縛られるものではないことを示し、意志を肯定するか否かは
個々人に委ねられることであり、他者から強制されるべきものではないとし
て、意識的に規範化を避けている。
ベネターは、自身の著作の随所でショーペンハウアーを引用しており、イ
ンタビューにおいても「ショーペンハウアーのスタイルは大きな違いもある
が私の主張に最も近い。議論を提供するものであり、そのいくつかは私のも
のとパラレルだ」 と、その思想が反出生主義と響き合うものであることを
86

認めている。
人間の苦を慮る「人間好き」の理論と、残虐な行為への嫌悪に基づく「人
間嫌い」の理論を併呑する反出生主義において、加害者も加害者であるばか
りでなく別の面から見れば被害者であり、人類愛の対象として包摂されてゆ
くとすれば、それは「自他は一なる意志の異なるあらわれ」とみる個体化の
原理の看破と同様の結果をもたらす。また、苦を徹底的に忌避するベネター
にとって、
「世界の滅却」は、そのまま反出生主義の「産まない」という実
践であると解釈することも出来よう。
しかし、ベネター自身が述べているように「大きな違い」もある。たとえ
ば、先述のミラー論文はショーペンハウアーの「静的」な厭世を悲観主義の
雛形としたうえで、それに逆行するようなベネターの未来志向を突いたもの
であった。また、小島は「ショーペンハウアーは苦悩や苦しみを、彼の目指
す状態であろう『意志の否定』に至る契機でもあるとしているのだ。苦痛を
経験したからこそ苦痛から逃れられるという点は、ベネターとの大きな相違
点である」 と指摘する。ショーペンハウアーは「意志は光に照らされて初
87

めて解脱を見出すことができる」 とも述べており、苦痛には一定の意味付
88

けが為されているともいえる。
また、両者の見解の相違は生殖にまつわる主張にも表れている。禁欲を意
志の否定の帰結と考えるショーペンハウアーと、避妊をした上での性行為を
良しとするベネターの相違は、単に生殖をめぐる価値観や技術についての時
代背景の違いに由来するかもしれない 。しかし、
ショーペンハウアーが「救
89

86 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism
magazine #2, p. 5.
87 小島「訳者あとがき」『生まれてこないほうが良かった』247-248 頁。
88 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』216 頁。
89 ショーペンハウアーは、「性欲 der Geschlechtstrieb」（Arthur Schopenhauer, Die
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いのための唯一の方法は、まず生きんとする意志がなににも邪魔されないで
・・

現象して、そのうえでこの現象の中に意志が自分自身の本質を認識できるよ
3

3

うになるというまさにそのことなのである」 と述べて「胚種の破壊」を悪
90

としているのとは対照的に、「この世界は苦痛に満ちており、生まれてこな
いほうがよい」と断じて中絶を勧告するベネターには、ショーペンハウアー
が戒めた一種のパターナリズムがある。意志の生起から否定までの主体的な
移行を重んじつつ、あくまでその規範化を避けたショーペンハウアーとベネ
ターの姿勢の相違はこの点に顕著である。
といえども、反出生主義がショーペンハウアーの正当な後継者か否かを探
るよりも、本稿では受容の一形態と捉えたい。たとえば、悪を善の欠如と見
做したアウグスティヌスの反転形であるショーペンハウアーの以下の言葉
―「この世に善と悪とどちらが多いかなどということを論ずるのは、根本
においてまったく無用のことである。というのは、悪が単に存在するという
だけで事は決するからである。悪は、善がそれと同時に存在しても、またそ
ののちに生じたとしても、それによって除かれるわけではなく、したがって
また償われるわけでもないからである」 ―には、反出生主義、ひいては
91

あらゆる厭世思想に通底する心性があらわれている。その中でもベネターの
独自性は、ショーペンハウアー流の共苦から意志の否定に至るシナリオに身
を投じながらそこに規範性を持ち込んだ点にある、とここでは小括する 。
92

Welt als Wille und Vorstellung, Bd.2, F.A. Brockhaus, 1972, S.387）と「生殖 die Zeugung」（ebd., 1972, S.390）をほぼ同義として用いている。
90 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界 Ⅲ』216 頁。
91 ショーペンハウアー「人生の空虚と苦悩について」『ショーペンハウアー全集 7 続
編第三巻』、有田潤・塩田竹男訳、白水社、1973 年、181-182 頁。Schopenhauer,
Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd.2, S. 661.
92 「意志の否定」の思想を受け継ぎ、それを規範として描出したのはベネターが初
めてではない。エドゥアルト・フォン・ハルトマン (1842-1906) は、世界は存在

しない方が望ましいというショーペンハウアー流の厭世を軸とした目的論的な進
化論を開陳した。かつてはあらゆる苦が外在する悪に還元されていたが、科学技
術や医療の発展によってそれらが取り除かれるほど、悲惨は人間に内在している
と知覚されるようになった。ハルトマンは、未来においても完全には苦から免れ
えないことを看取した人類によって、苦痛からの解放、まったき眠りが望まれる
と展望する。そしてそのような安寧は、地球上の人々の間に共通の意思決定を可
能にする十分なコミュニケーションが行われ、その果てに、人々が一斉に「諦め
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3-2 ジョン・K・ロス
ショーペンハウアーの「共苦」および「意志の否定」も、反出生主義も、
この世界の苦痛に対する洞察に由来する。苦の問題、ひいては悪の問題につ
いての考察はキリスト教において「神義論」という伝統を持つ。全能にして
善なる神が創造した世界に、なぜ悪があるのか。なぜこれほどまでに悪があ
るのか。
アウグスティヌスは、堕落した人間に悪の責任を帰する。創造は完璧だっ
た。だが、人間が自由を履き違えた。しかし、それでも、なぜ神が被造物に
堕落の余地を与えたのかといった問題は残る。本当に創造において瑕疵はな
かったのか。神にはいかなる責任もないのか。
エイレナイオスは、艱難辛苦の中で人間が成長し、悪を克服してゆく過程
に意味づけする。救済史の中で苦痛は完成に至るまでの漸進的進歩の道具と
なる 。だが、そうだとしても悪はあまりにも大きすぎるのではないか。な
93

ぜ神はこれほどまでに大きな悪を放置するのか。これを問う人々が思い起こ
すのはホロコーストの悲惨である。
る give up」ことによって訪れるという。ハルトマンは生殖の段階的停止という手
段を退け、世界の本質が苦であることを万人が認識するまで人類は増え、進化を

推し進めなければならないと主張する。Eduard von Hartmann, Philosophy of the

unconscious: speculative results according to the inductive method of physical science,
Routledge, 2000, pp. 94-142.
ハルトマンの描いた進化のシナリオは、厭世を背景としながらも、苦から解放される未来
を戴いている点においては楽観的な色彩を持っているが、進化そのものに人間の苦の原因
を見る見方もある。ディープ・エコロジー運動に決定的な影響を及ぼしたノルウェーの思
想家ペーター・ウェッセル・サプフェ (1899-1990) は、一貫して人間に内在する悲惨を主
題としている。彼が道徳的観点から生殖の停止を説くとき、それは進化しすぎた人間と自
然環境の相容れなさに由来する人間の悲惨さへの洞察を基盤とする。ベネターは、サプフェ
のエッセイ「最後のメシア」について、「一部が寓話であり、一部が訓戒であり、そして一
部が心理的言説である」とし、自身の文体とは異なると述べるに留めているが（Benatar,
“Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p.
5.）、明確に生殖の停止を求めた思想家として特筆すべきである。

93 キリスト教における「苦痛」への意味付けについては、タラル・アサド「中世キリスト教
の儀礼における苦痛と真理」『宗教の系譜 キリスト教とイスラムにおける権力の根拠と訓
練』（中村圭志訳、岩波書店、2004 年、93-141 頁）を参照。
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プロセス神学は、この問への応答を試みた。神は全能ではない。神は苦し
みから我々を救う力を持たず、我々とともに苦しみながら終末までの道程を
歩んでいる。今や求められるのは全能ではないが善である神との協働である。
人間の進歩によってこそ、世界は完成に近づきうる。神の全能性を排すこと
で神を擁護しながら、より良い世界を希求してゆくプロセス神学は、しかし
苦に満ちた世界を生き抜く強靭さも要請する。ともすれば弱者を振り落とし
かねないこの思想に、ジョン・ヒックは「倫理的というよりも、むしろ美的
なもの」 を看取する。
94

人間が求めているのは、大きすぎる悪によって成長を促す神でも、ともに
苦しんでくれる神でもなく、救ってくれる神ではないだろうか。
このような関心から「反神義論（抗議の神義論）
」を打ち出したのが、ホ
ロコースト研究者ジョン・K・ロスである 。ロスは「ホロコーストでは、
人々
95

は、完成されるよりもむしろ破壊されたのです。アウシュヴィッツは、無益
な破壊であり、神の経済に摂理や目的があるということへの反証に他なりま

せん」 と、苦痛を救済の道具と見做すことに強く抗う。また、
「過去に取り
96

返しようなく破滅させられたものを見れば、神には納得のゆくアリバイなど
ありません」
「
、何があろうとも、神は決して完全に正当化されはしない」 と、
97

苦痛がいずれ全て贖われるという楽観的見通しにも迎合しない。
このように述べながらも、ロスはあくまで信仰を貫く。それは C・G・ユ

ングによる『ヨブへの答え』のヨブの態度にも似ており、全能ではあるが完
全には善でない神に対して、この世の大きすぎる悪について抗議するという
仕方によってである。苦痛や死を救いの経綸に回収するのではなく、あくま
でロスは抗議に徹する。誠意をもって隣人愛を実践することで、それを命じ

ておきながら背く神を告発し、神をより善きものへと振り向けようとする。
94 ジョン・ヒック『宗教の哲学』間瀬啓允・稲垣久和訳、筑摩書房、2019 年、131 頁。
95 John K. Roth. (1940-) ロスの思想については、スティーヴン・T. デイヴィス編『神

（本多峰子訳、教文館、
は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』

2002 年）および佐藤啓介『死者と苦しみの宗教哲学 宗教哲学の現代的可能性』
（晃
洋書房、2017 年）を参照。
96 ヒックに対する批判の中でのロスの言葉。スティーヴン・T. デイヴィス編『神は
悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』142 頁。
97 ジョン・K・ロス「抗議の神義論」『神は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる
五つの答え』43 頁。
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ロスいわく、反神義論は「病んだ魂を持ち、その魂が癒され得ない（そして
癒されてはならない）と知りながら、屈服しては何も成し遂げられないと考
え、屈服することも拒否する人のためのもの」 であり、神との積極的な交
98

わりに身を投じてゆく姿勢の表明である。
しかし、ヒックの「恐ろしい歴史を個人的に経験しないでいながら神義論
（反神義論も含めて）に携わろうとするわれわれのような者は、感情だけで
なく理性も働かせる義務があります」 という批判は、ロスの「神義論」が
99

多少感情的で、伝統的な神学に沿うものではないことを突いている。ロスは
これを受け、自分が「この世でことに幸運な者たち」

100

の一人であることを

認めながら応答している。本稿ではここで、「アパルトヘイト下の南アフリ
カで生まれ育ちながらもその直接の被害者とはならなかった」 というベネ
101

ターの立ち位置も思い起こしたい。多大な苦に曝される当事者でないにもか
かわらず、苦について必要以上に感傷的になることは、ある意味においては
不誠実であるかもしれない。しかし、当事者でないという理由で、そのよう
な語りをする一蹴することもまた不当である。「燃える子どもたちを前にし
て信じられないようなことは、神学であろうと、他の何であろうと、一切述
べてはならない」

102

というラビの言葉を自身の立場として掲げるロスの態度

には、ショーペンハウアーの言う「共苦」の一形態を見ることもできるかも
しれない。
ロスと同様に苦痛効用論を排すベネターであるが、彼の次のような「神義
論」批判はロスと異なる色味を持つ。
神義論とは、神の存在をその悪と和解させようとする（楽観的な）実践
である。多くの無神論者は、神義論に批判的である一方で、一種の世俗
的な神義論に従事している。それは、人間の状態についての不幸な事実
98
99
100
101
102

同、58 頁。

ヒックによるロスへの批判。同、79 頁。

ロスによるヒックへの応答。同、80 頁。

ベネター『生まれてこないほうがよかった』119 頁。Benatar, BNHB, p. 109.

ロス「抗議の神義論」『神は悪の問題に答えられるか 神義論をめぐる五つの答え』

79 頁にて引用。拙訳。Irving Greenberg, “Cloud of Smoke, Pillar of Fire: Judaism,
Christianity, and Modernity After the Holocaust,” Auschwitz: Beginning of a New
Era?, edited by Eva Fleischer, Ktav Publishing House, 1977, p. 23.
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と楽観的な見解を和解させようとする試みだ。
（中略）
この見解によれは、
私たちは痛みを経験しているからこそ、快も楽しむことができる。しか
し、多くの痛みは何の役にも立たない。例えば、陣痛や末期の病気によ
る痛みには何の意義もない。

103

神義論という神学の伝統に触れつつも、ベネターは形而上的洞察を棄却す
る。見方によっては、このような姿勢は「単線的で痩せている」

104

と評され

るかもしれない。信仰者であるロスが苦痛に対する鋭敏な感性でもって至っ
たのは「神に抗議しながら神に従う」という道であった。しかし、キリスト
教の外において、苦への感性はどのような形をとるだろうか。ヒックは、反
神義論が無神論に通ずるものであることを言外に示している。信仰のかたち
をとらない抗議、あるいは神を問題ともしない思想も「神なき時代」には可
能となる。神が完全な善であることを認めず、それでも信仰を貫いたロスと
は異なり、神の存在を前提とせずに一切の苦痛効用論を認めないベネターの
態度はその一形態といえるかもしれない。
ベネターは、宗教について「専門家ではない」 、
「前提を共有していない」
105

106

と一定の距離を取りながら、いくつかの言明も行っている。自分の論理展開
では創世記の「産めよ、増えよ」を重んじている人々は説得しえないと考え
ており、「神の存在を議論する余地はない」と一線をひいたうえで、
「宗教的
主張はあまりに一枚岩過ぎる宗教見解を想定している」

107

と指摘し、ヨブ記

やエレミヤ書における、聖書においては特異ともいいうる悲観的な言明を挙
げながら「ヨブは自分が妊娠されてしまったことおよび子宮内でもしくは誕
生の瞬間に死ねなかったという事実を悔やんでいる。エレミヤは一段階先の
話をしており、自分を堕ろしてくれなかった人を罵っている。彼らの見解は、
洗練されてはいないが真っ当な一枚岩的見解を持った陽気な原理主義者の見
解と衝撃的なくらい異なっている」

108

とも述べる。

103 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Precreation, p. 54.
104 森岡「生命の哲学へ！生命否定の分析哲学」『ちくま』519 号、29 頁。
105 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism Magazine #2, p. 7.
106 Benatar, The Human Predicament, p. 144.
107 ベネター『生まれてこないほうが良かった』229 頁。Benatar, BNHB, p. 222.
108 同、229 頁。Ibid., p. 222.
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また、ベネターは「タルムードは、
『頑固で反抗的な息子』
（申命記 21:

1821）を処刑するという戒めに対して、非常に制限的な解釈を適用し、こ

の律法の下で処刑されることは決してなかったし、今後もないという見解を
記録している」

109

ことから、聖書の「産めよ、増えよ」という神の命令を字

義通りに受け取ることにも疑義を呈している

。

110

ヨブにもエレミヤにもあくまで神の応答があり、最終的には神に包摂され
てゆくため、ベネターの見方にも偏りがあるかもしれない。とはいえ、これ
らは「明らかにしたいのは私の主張が多くの人が考えるほどには宗教的思想
と相容れないわけではないということである」 と述懐してみせるベネター
111

の、宗教思想の中の悲観にも目を向けるべきという主張が端的に示されてい
る箇所であるといえよう。
次節からは、ロスよりも徹底的に神の善性を棄却したグノーシス主義の思
想を跳躍板としながら、エミール・シオランの嘆きに目を向ける。

3-3 グノーシス主義
2 章で紹介した吉本陵は、ヨナスの思想と反出生主義を対置させたうえで、

ヨナスが批判対象としたグノーシス主義と反出生主義を重ね合わせ、「ベネ

ターの『誕生害悪論』には現代における世俗的なグノーシス主義という位置
109 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 131.
110 ここでベネターは、キリスト教において「産めよ、増えよ」という創世記の言葉
が過度に称揚されているかのように述べているが、たとえばアウグスティヌスが

「結婚の善」にて、種としての人類の存続よりも節制による神の国の到来に重き
を置いたうえで、その現実味の無さゆえに次善の策として結婚と生殖の美徳を説
き（アウグスティヌス「結婚の善」
『アウグスティヌス著作集

第七巻』岡野昌雄訳、

教文館、2007 年、246 頁）、また、キリスト教と進化論の統合を測ったイエズス
会士テイヤール・ド・シャルダンが、コミュニケーションの発展と科学的進歩の
果てに人類が極めて精神的な存在となり、種の再生産ではなく精神的紐帯を実現
するための愛に満ち、地上においてはもはや新たな命が誕生することはなく、神
と一致して死を超え完全なものとなるという終末論を提示しているように（拙論
「テイヤール・ド・シャルダン研究史素描」『東京大学宗教学年報』36 号、2019 年、

195-214 頁）、キリスト教の伝統においても生殖や禁欲についての捉え方には諸相
がある。

111 ベネター『生まれてこないほうが良かった』25 頁。Benatar, BNHB, p. 16.
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づけを与えることもできるだろう」 と述べる。この点に着想を得て論を進
112

めてゆく。

2-3 世紀にキリスト教と接しながら地中海世界で勢力を拡大したグノーシ

スの思想は、凄惨なまでの現世否定に貫かれている。造物者とイエスを遣わ
した神を峻別し、前者を悪に満ちた世界を創造した悪しき存在と見做して後
者をこそ真の神とする点に、この思想の「異質さ」がある。物質的なものを
悪と見て霊を善とするグノーシス主義にあって、肉体に囚われた自身の霊的
本質を守るための徹底した禁欲（修徳）は救済に不可欠のものとなる

。生

113

殖の忌避は造物者への敵意に基づく世界蔑視の態度であると共に、自己の聖
化という積極的な意義を持つ。グノーシス主義における救済は、イエスを遣
わした神のいます領域、すなわち霊の故郷へ回帰することであり、このよう
な「創造以前」に対する郷愁と回帰願望がグノーシスの厭世を強固なものに
する。
吉本が洞察したように、この世界を否定的に捉えているという点は反出生
主義とグノーシス主義に共通している。無論、吉本が「世俗的な」と敢えて
付記しているように、時代的・宗教的背景が異なるために相違点は多い。反
出生主義においては、世界はあくまで苦に満ちているがゆえに忌避されるの
であり、そこに物質的・肉的なものに対する嫌悪の念はない。そもそもベネ
ターは性行為も否定していない。また、グノーシス主義が思索と禁欲、そし
て形而上的な志向でもって世界と隔絶したのとは対照的に、ベネターの反出
生主義は論理的な筋道によって世界に働きかけるものである。このように見
てゆくと、相違点が際立っている。
とはいえ、反出生主義を「現代のグノーシス」と名付けることが正当か否
かは問題ではない。結論を先取りすれば、反出生主義とグノーシス主義に通
底するものがあるとすれば、それは、「創造以前」への価値づけの態度では
ないだろうか。
ベネターの「非対称性」の図について、次のような指摘がある。存在しな
い物質の重さが０ｇではなく計測不可能であるのと同様に、シナリオ B（X

が存在しない場合）の苦の不在と快の不在の良し悪しは計測できるものでは
112 吉本「人類の絶滅は道徳に適うか？ デイヴィッド・ベネターの「誕生害悪論」と
ハンス・ヨーナスの倫理思想」『現代生命哲学研究』3 号、67 頁。
113 ハンス・ヨナス『グノーシスの宗教 異邦の神の福音とキリスト教の端緒』秋山さ
と子・入江良平訳、人文書院、1986 年、p. 361-366 を参照。
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ないため、「評価不能」としか評しえない。ゆえに、シナリオ A と B を比較

することも、B がより良いと結論付けることも妥当ではない

。

114

説得力のある批判だが、ここでは、この「シナリオ B」への価値づけを、

誤謬ではなくベネターの思考の特性と捉えてみたい。ベネターはシナリオ B

を「評価不能」と設定したとしても、シナリオ A に苦痛が含まれていると
いう理由で消去法的に「生まれてこないほうが良い」という結論を導けるは

ずだが、彼はシナリオ B を「評価不能」とはせず、better なもの、より望ま

しいものとしている。それどころか、もしも苦痛が殆どない生をおくれると
しても生まれてこないほうが良いとさえ述べている。これはベネターの先験
的な直観であり、論理性を欠いているかもしれない。しかしながら、この点
こそが、反出生主義を成り立たしめる核であるとも考えうる。
これを踏まえて、次節では「創造以前」を広く「過去」と捉えなおし、そ
こに何らかの価値づけを行う思想に目を向ける。

3-4 エミール・シオラン
正教会司祭の子としてルーマニアに生まれた
「ペシミストたちの王」
エミー
ル・シオラン

115

は、亡命先のフランスで鬱を伴うエクスタシー体験や苦悩を

断章やエッセイの形式で記した思想家である。
ベネターは、シオランの思想との関連について問われた際、その文体につ
いて「刺激的ではあるが議論を引き起こすことがない」

116

だが、主著『生誕の災厄 De lʼinconvénient dʼêtre né』

117

と評しているのみ

のタイトルにも如実

に表れるシオランの厭世思想は、反出生主義に肯定的な受け手に共感を持っ
て迎え入れられているようである。
「私がこしらえようとしなかった子供た
ち。もし彼らが、私のおかげで、どんな幸福を手に入れたか知ってくれたな
ら！」

118

という述懐は、ベネターの「自分自身の存在について悔やむ鋭い嗅

114 次田憲和「われわれは「存在」しなかった方が善いのか？―「反出生主義」の
形而上学的分析」『神と生命倫理』古牧徳生編、晃洋書房、2016 年、208 頁。
115 Emil Cioran (1911-1995).
116 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 5.
117 エミール・シオラン『生誕の災厄』、出口裕弘訳、紀伊国屋書店、1985 年。
118 シオラン『告白と呪詛』出口裕弘訳、紀伊国屋書店、2012 年、19 頁。
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覚があれば、他者にそれと同じ害悪をもたらすのをもっとも効果的に避ける
ことができる」

119

という言葉を先取っている。

シオランの「過去」についての叙述は枚挙にいとまがない。「生誕を拒否
するとは、時間以前のこの時期に対する郷愁以外のなにものでもない」 、
「私
120

はいつも神以前の風景を追い求めてきた。カオスに対する私の偏愛はそこか
ら来ている」

121

という言葉からは、始原的な過去が肯定的なイメージで捉え

られていることが窺える。
藤本拓也は、博士論文「シオラン宗教思想の研究―神への欲求と無信仰―」
にて、「自己の存在の意識化されえない始原的自我へと遡行する志向性」お
よび「時間以前の始原を善とし、存在は悪であるという特異な倫理観」

122

を

シオランの思想に見出す。「始原的自我 moi originel」 という語に表現され
123

るように、シオランにおいては徹底的に「自我」が強調されており、また、
ここにはグノーシスの思想からの影響も指摘しうる。自己の内に「始原」な
るものを探るシオランに、藤本は「失われた原初の『楽園』に取り付かれる
近代人の姿」

124

を見て、彼が「近代における超越の在り様を『始原』という

言葉で示し」 ていることを指摘する。
「近代」という点に着目して引用を続
125

けると、藤本は「かかるシオランの思想的営みには、宗教学という知が形成
され様々な神秘主義が比較考察された二〇世紀において、神の不在や喪神意
識に伴うニヒリズムをいかに克服するかという、近代知識人に共通する問題
性が端的に示されていると言えよう」

126

と、シオランの「創造以前」への憧

憬を、神なき近代の心性として捉えている。シオランはこの憧憬を以下のよ
うに述懐する。
119
120
121
122

123
124
125
126

ベネター『生まれてこないほうが良かった』、219 頁。Benatar, BNHB, p. 211.
シオラン『生誕の災厄』、8 頁。
同、37 頁。

藤本拓也「シオラン宗教思想の研究―神への欲求と無信仰―」東京大学大学院人
文社会系研究科・文学部 2011 年度博士論文データベース http://www.l.u-tokyo.

ac.jp/postgraduate/database/2011/855.html（最終閲覧日：2021/2/27）
シオラン『歴史とユートピア』出口裕弘訳、紀伊国屋書店、1967 年、180 頁。
Cioran, Œuvres, Gallimard, p. 1060.
藤本「シオラン宗教思想の研究 神への欲求と無信仰」44 頁。
同、39 頁。
藤本「シオランにおける仏教と神秘主義」『宗教研究』日本宗教学会、2008 年、
165-166 頁。
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私にとって、非 - 生誕の欲望は、帰するところ非 - 発現の欲望だ。私は
発現されたものが嫌いだ。できれば発現されざるもののなかに消えうせ

たい。消えうせる？ そうではない、それとひとつになりたいのだ。な
ぜなら、私はそこに由来するのだから。潜在的なものの溺愛、現実化か
ら逸脱したものへのほとんど病的な愛。一切の行為に先行するものへの
フェティシズム。

127

ここで特筆すべきは、シオランが希求する場が、まったき「無」ではなく、
未生の己が属していた場として甘美ともいいうるようなイメージを伴ってい
る点である。
このような未生の過去への飽くなき憧憬は、文学作品においていみじくも
表現されている。
ベネターが引用するハイネの詩の一節―眠りは良いが、
死はもっと良い。
だが、勿論、最善なのは全くもって決して生まれないことだろう

―は、

128

その好例のひとつともいえる。ゲーテの『ファウスト』における「母の国」
が恐ろしくそれでいて魅惑的に描かれていることも想起したい。
また、一部の日本近代文学およびその研究は、母胎に象徴される閉鎖的な
安寧に価値を見る。ここでは、日本において近代化・西洋化に伴う（反動と
しての）過去憧憬が、日本古来よりの心性である「母恋い」の形をとったと
看取される。そして、「グレートマザー」や「母なる宗教」といったユング
ら心理学者のキーワードが、甘やかな「母胎回帰願望」を導き出すために機
能する。
翻って、このような憧憬と、それに伴う現世否定の性向が「退行」や「逃
避」と断じられることも少なくない。E・フロムは、
「母親への共生的固着」を、
暗い子宮へと戻りたいと願う、成長を拒む病理と断じている

。ユングは
「創

129

造以前」への回帰にこそ救いを見るグノーシスの思想を肯定的に受容しなが
127 シオラン『カイエ』826 頁。Cioran, Cahier, p. 822.
128 Heinrich Heine, “Morphine,” Gedichte 1853 und 1854 Nachlese, Hofenberg, 2015,
S.92. 翻訳は『生まれてこないほうが良かった』27 頁に掲載のもの。
129 フロムはこのような固着を「衰退のシンドローム」に至る「近親相姦的共生」と
表現する。エーリッヒ・フロム『悪について』渡会圭子訳、筑摩書房、2018 年、
129-157 頁を参照。
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らも、回帰した先への沈潜を目的とせず、再びこの世界へ帰還して、彼独特
の概念である「個性化」
（諸対立を統合した完全なものになること）を達成
することにこそ価値を置く

。M・エリアーデにおいても、宗教儀礼は「太

130

初の時への回帰」の行為と解釈されるが、あくまでそれは現在に対する再生
機能を持つものとして評価される

。

131

上田閑照は、神秘主義の往還構造について取り上げながら、神人合一や悟
りへと至る往相のみでは不完全とし、再びこの世界に帰還し、この世界のた
めに尽力してこそ真の神秘主義であると述べる

。すなわち、往相と還相は

132

一対であることが求められる。感覚を絶した安寧への蕩尽が歓迎されること
はなく、内向的な厭世を乗り越え、この世において善を達成してゆくべきと
する一種の上昇志向がある。
また、日本においては、土居健郎『甘えの構造』や河合隼雄の『母性社会
日本の病理』のように、「母なるもの」との癒着に焦点化しながらその功罪
を説く例もある。江藤淳は「母の崩壊」を契機とする日本文化の成熟の在り
方を示した著作『成熟と喪失』において、「母なるもの」の魅力に触れなが
らも「『母』の内奥に安息を求めようという衝動は決してどのような世界像
をももたらすことがないであろう。それはいわば地底の世界、あるいは薄明
の胎内に還ることであって、そこには秩序をもたらす原理が欠けているか
ら」

133

と述べる。「母」に象徴される安寧の希求は、
病理とは断じられずとも

克服の対象と捉えられる。
ここで、藤本がシオランの始原憧憬について述べた以下のような言葉―
「生誕以前の一なるものへの回帰願望―ないしは母胎回帰―として、あ
る種の宗教的含意が孕まれていると言いうる」 ―を引きながら本旨へ戻
134

130 高橋原が指摘するところによると、ユングは当初、グノーシス的な現世拒否をモ
デルに「個性化」を考えていたが、1930 年以降に、本文で挙げた往還・対立物

の結合モデルに移行した。高橋原「ユング心理学とグノーシス主義」『グノーシ
ス

異端と近代』大貫隆ほか編、岩波書店、2001 年、259-265 頁を参照。

131 ミルチャ・エリアーデ『エリアーデ著作集第四巻 イメージとシンボル』前田耕作
訳、せりか書房、116-124 頁を参照。
132 上田閑照『上田閑照集 第八巻 非神秘主義―エックハルトと禅』岩波書店、2002 年、
37-40 頁を参照。
133 江藤淳『成熟と喪失』講談社、1993 年、184 頁。
134 藤本「シオラン宗教思想の研究 神への欲求と無信仰」48 頁。
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りたい。
回帰願望、ひいては母胎回帰願望をいかにして「宗教的」と定義づけるか
については考察の余地があるが、それは措くとして、
「X が存在しない場合

＝シナリオ B」を良しとする反出生主義の根底にも、シオランが吐露したよ

うな、自身が由来する創造以前の場への憧憬、回帰願望があるといえるだろ
うか。
たしかに、better never to have been という言明は、
「私は生まれてこない
とど

ほうがよかった」という述懐を含みうる。シオランの「永遠の潜在性に止ま
ることの利点は、私には議論の余地もないものと思われる」

135

という言葉に

反出生主義の心性を見出すのは順当である。そして、シオランのこの吐露を
規範化・論理化したものがベネターの反出生主義だということも出来よう。
しかし、重要なのは、シオランが「創造以前」を偏愛・溺愛の対象としてい
るのに対して、ベネターが「シナリオ B」に如何なるイメージも付与してい

ない点である。「子どもは、高尚な利他主義によって存在させられるのでは
ない。形而上学的な虚空の中に漂っていて、故に生の喜びと無縁のかわいそ
うな非存在者に対して、生命という利益をもたらす目的で作られるのではな
いのだ」

136

というベネターの言葉からは、
「シナリオ B」が、生まれてくる前

の非存在が幽体のようにひしめく場として想定されているわけではないこと
が分かる。
グノーシス主義にあって霊の故郷とされ、シオランによって自身が由来す
る混沌未分とイメージされた遠い過去は、ベネターの反出生主義においては
渇望憧憬されるどころか無味乾燥な記号でしか表されず、いかなるイメージ
も付与されない。この砂を噛むような荒涼とした描写は、
先に見た「規範性」
および
「苦痛効用論の拒否」、
「シナリオ B への価値づけ」
と並べて特筆すべき、

反出生主義が持つ重要な特徴である。

4 章 宗教・思想史における反出生主義の定位
4-1 反出生主義の特徴

135 シオラン『生誕の災厄』154 頁。Cioran, Ibid, p. 1342.
136 ベネター『生まれてこないほうが良かった』139 頁。Benatar, BNHB, p. 129.
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これまでの章を経て際立った反出生主義の特徴を小括する。
ベネターは、形而上的か否かを問わず、苦痛に対して何らかの価値づけを
する思想の一切を拒む。著作において何頁にもわたって戦争や病気による死
者数を挙げるベネターにとっては、医療や科学技術の発展によって昔よりも
苦痛が減少していることは何の意味も持たず、そのように発展した世界に
あっても苦しんでいる人がまだ大勢いるという事実のみが、受け入れがたい
残酷さとして立ち現れている。
「過剰」とも形容されるこの苦痛への敏感さは、
ベネター自身の言葉を用いれば「人類愛」によるものである。
ベネターの反出生主義は、「生まれてこないほうが良い」ということが万
人に当て嵌まると考え、避妊および早い段階での中絶を勧告している点にお
いて強い規範性を持つ。そして、ここには「意志の否定」を記述的に示した
ショーペンハウアーとは対照的なパターナリズムも窺える。
この世界に内在する苦痛に目を凝らし、その寛解ではなく根絶をこそ目指
し、「誰もが生まれてこないほうが良かった」と考える反出生主義にはいか
なる希望もない。その心性は、シオランの「創造以前」への憧憬（これは藤
本による研究を踏まえれば、喪神意識に貫かれた近代における超越の在り方
でもある）とも接続しうるが、しかし、シオランに見られるような実存的な
嘆きはベネターにはない。また、グノーシス主義やシオランにおいて「創造
以前」は自身が由来する場としてイメージされ、いずれも、そこへの回帰を
求めるのは自己自身であったのに対し、反出生主義は X が生まれてこなかっ

た場合を「シナリオ B」と表現して淡々と描く。ベネターはこのシナリオ B

を「
『私』や『あなた』が生まれてこなかった場合の幸福な安寧の状態」と
して描出するのではなく、生まれることがいかに害悪であるかを示すためだ
けに用いている。ベネターが打ち出そうとしているのはシナリオ B の客観

的な良さである。そして、それを渇望するのではなく、只管「産まないこと」
によって新たな痛みを増やさないよう呼び掛ける。「産まないこと」を積極
的な実践とする反出生主義は、紙上・机上の思想である以上に生きる態度で
もある。
ここで、ベネターの「刺激的ではあるが議論を引き起こすことがない」

137

というシオラン評が意味を持ってくる。ベネターの意図は、あくまで「議論
137 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 5.
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を引き起こすこと」である。シオランが始原を渇望する嘆きと実存的探究に
徹したとすれば、ベネターは、嘆かず、「産んではならない」という説得を
急務とする。シナリオ B の描写にいかなる情動も感ぜられないのは、先述
したとおり、ベネターの眼目があくまでこの説得にあるためだ。WHO の報

告を用いて死者数を端的な事実として延々と挙げている点についても同様の
ことがいえる。ベネターが主観的な「生きづらさ」のようなものについて殆
ど言及しないのは、苦痛の感度が人によって異なるため、主観に依拠しすぎ
るとベネターのいうところの「楽観主義者」を説得できないがゆえだと思わ
れる。
説得に重きを置くベネターは、「反出生主義に賛同する人は、どのような
ことができるでしょうか。そのような人たちへのアドバイスはありますか」

138

と問われ、「反出生主義について黙すのではなく表現するという単純なこと
が、反出生主義を一般的なものにしてゆくために役立つでしょう。
（中略）
『家族計画』関係の慈善団体や、動物避妊手術の施設を支援することもでき
ます」

139

と答えている。草の根的な活動をとおして、より多くの人々が、あ

くまで自発的に反出生主義を採択するに至ってほしいという思いがあるよう
だ。
ただ、
反出生主義を穏健なものと考えることは時期尚早である。
『現代思想』
において、逆卷しとねは「実存的な苦しみがあるという現実の承認を基盤と
しているにもかかわらず、ベネターは、実存的な苦しみがいつも復讐や呪い
の宛先を求めてしまう点を考慮しない」 と述べる。反出生主義は現在の苦
140

の解消には役立たないどころか、親や世界に対する憎悪を扇動・増幅させて
しまうという指摘である

。ベネター自身は親への糾弾について否定的な姿

141

勢をとっているが、そのことが情動にブレーキをかけるとは限らない。ネッ
138 Ibid.,10.
139 Ibid.
140 逆卷しとね「未来による搾取に抗し、今ここを育むあやとりを学ぶ―ダナ・ハ
ラウェイと再生産概念の更新」『現代思想』2019 年 11 月号、215 頁。
141 実際、ネット上のコメントには、産んだ責任を親に問いながら社会に対する義務

を放棄することの正当性を述べるものも散見される。しかし、反出生主義が「生
まれさせられた」ことへの呪詛には重きを置かず、「産まない」というかたちで
主体的に社会に働きかけてゆくものである以上、このような態度がベネターの反
出生主義から帰結するわけでも、またそれによって擁護されるわけでもない。
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トを介して拡散する「反出生主義」の手綱をベネター個人が引いているわけ
ではない以上、
「反出生主義」の名を冠するものが破壊的な性質を孕みうる
ことは指摘しておきたい。
また、逆卷による批判は、ミラーも指摘したようなベネターの「未来志向」
ゆえの巨視を突いたものでもある。この世界は苦に満ちているということを
述べるだけ述べ、ただ産まないことのみを提示するベネターの姿勢は冷淡で
あるともいえる。
『現代思想』での指摘には、
寄せられる批判に対するベネター
の応答が「知的なゲーム」

142

のようだというものもあった。

たしかにベネターの著書の読者は実存的な苦の只中にある人々かもしれ
ず、そして「そうした読者の望んでいるものが本当にそこに書かれているか
といったら、おそらく書かれていない」 という指摘は当たっている。だが、
143

それは反出生主義に対する批判として当を得ているといえるのか。
ベネターが働きかけようとしている相手は、人生に苦悩している人々では
なく（実際の読者層とは乖離があるかもしれないが）新たな命を誕生させる
可能性がある人々である

。その人々に「生まれてこないほうがよい」とい

144

うことを説明するために採用すべき文体は、苦に寄り添うような嘆きではな
く詩でもなく、客観的・論理的な「証明」でしかありえない。これは、ベネ
ターが、彼のいうところの「楽観主義者」を説得し、支持者を獲得するため
の戦略である。
ベネターにとっては、今ある傷の慰撫ではなく、新たな苦が生じることの
ないように根本的な解決に向けて反出生主義を提唱することが急務である。
根本的解決とは、すなわち人類の絶滅である。ベネターの直観は現実に生じ
ている数多の苦についての洞察に由来するものであるが、それらをひとつひ
とつ解消してゆくことの途方もなさゆえに、苦がこれ以上続かなくなる未来
＝絶滅の希求へと至っている。
142 森岡による指摘。森岡・戸谷「討議 生きることの意味を問う哲学」『現代思想』
2019 年 11 月号、11 頁。批判者との応酬が「知的なゲーム」の様相を呈している
原因は、South African Journal of Philosophy をはじめとする批判論文の着眼点が
反出生主義の論理面に集中していることにある。それに対するベネターの応答を
取り出せば「知的なゲーム」に見えることは必定である。

143 戸谷による指摘。同、12 頁。
144 反出生主義の賛同者がベネターの著作を読み、その論理展開を用いて反出生主義
を広めるというかたちで間接的に「楽観主義者」に波及する可能性もある。
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このように見てゆくと、ベネターの「実存」に対する等閑視は、反出生主
義という思想の手落ちというよりもむしろ特徴であるようにも思われる。反
出生主義が配慮する対象は現在苦しんでいる人々ではなく、まだ存在してい
ない人々である。反出生主義は、このままだと生まれさせられてしまう人々
を「産まない」ことによって苦から遠ざけんとする思想であり、苦の真只中
にある存在者を慰撫し、助けるためのものとして作られてはいない

。反出

145

生主義が今ある苦や実存的な嘆きに寄り添っていない点を糾弾するのは、喜
劇に対して「泣けない」と批評を加えるに等しい。
といえども、以上は反出生主義という思想を可能な限り記述的に捉えた見
方である。このような態度は、やはり冷淡かつあまりに巨視的ともいえるの
であり、
「特徴」として無批判に理解されうるばかりではない。そこで、本
稿ではもう少し限定的な苦についての考察から批判を行いたい。疑義を呈す
るべきは、今ある苦に寄り添わないベネターの態度ではなく、反出生主義が
もたらしうる苦と不均衡への等閑視の態度である。

145 橋迫によって、反出生主義の悲観的な姿勢が生きづらい人々にとっての「癒し」
となる可能性が指摘されている（橋迫「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年
11 月号、195 頁）。悲観的な思考が、共鳴という仕方によって、絶望の淵にある
人に一種の「癒し」をもたらすことはあり得よう。たとえば藤本は、シオランが「生
にも死にも意味がない以上あえて死ぬことはないと、いささかニヒリスティック
な理由から生存を選び、自殺の危機を乗り越えた」ことについて、「生の意味を
過剰に求めることなしに生きるという、鬱の当事者の身の丈に合った、いわば力
の抜けた生き方が示されているように思われる」と解説を加えている。（藤本「シ
『死生学研究』
15 号、
オランの自殺念慮と自己受容―無用性から無名の宗教性へ」

105 頁）。また、以下の記事には、ベネターの著作の刊行によって、同様のこと

を考えているのが自分一人ではないと知ることができた、という反出生主義者の
証言が引用されている。Rebecca Tuhus-Dubrow, “I wish Iʼd never been born: the

rise of the anti-natalists” The Guardian, 14 Nov 2019. https://www.theguardian.
com/world/2019/nov/14/anti-natalists-childfree-population-climate-change（ 最
終閲覧日：2021/2/27）これまで繰り返し述べてきたように、反出生主義は子を
産まないよう働きかけるものであり、生まれて苦しんでいる人々に手を差し伸べ

るものではないが、受け手によって見出される副次的機能というかたちで「癒し」
の側面を持つ可能性は排除できない。

180

『人文

社会』第 1 号

4-2 考えうる批判
ベネターを含め、反出生主義に諸手を挙げて賛同する人々（あるいはその
一部）が、
「反出生主義によって生じる苦」を被る当事者にはなりそうもない、
という不均衡に目を向けたい

。
以下に述べる二点の、
特に後者において、
「苦

146

の忌避」というベネターの姿勢の一貫性が崩れているように思われるため、
検討する。
仮想的な話ではあるが、もしも将来、反出生主義が人口に膾炙して段階的
絶滅が為されていった場合、絶滅の直前期に生きている人の精神的・存在論
的な恐怖や、医療ほか QOL を一定に保つためのあらゆるサービスの崩壊は、

いわば反出生主義によって引き起こされたものということになる。絶滅が早
まることによって、生み出される世代が減り、それらの世代が苦を味わわず

に済むことは反出生主義の考えに従えば「良い」ということになる。しかし、
絶滅が人為である以上、最後の世代の苦の原因はどうしたって反出生主義に
あり、それは存在することを免れた世代があるという事実によって清算され
るものではない。これは、ベネターが善悪の相殺不可能性を示した時の例、
「数
十億の命を害しても、同時に他の数十億と一つの命を救えば償えるわけでは
ない」

147

ことと類比的である。

ただ、絶滅直前期の全員が反出生主義に納得しているのならば問題はない
かもしれない。より根深いのは中絶についての問題である。
もしも避妊がうまくゆかず、反出生主義者である男性が女性を妊娠させて
しまった場合、どのような対話が為されるであろうか

。男性の意見を退け

148

て女性が出産を行った場合、男性は深い苦悩に苛まれることになろう。しか
し、既に生まれている存在は可能な限り幸福に生きてゆくことが望まれるた
め、彼が養育を放棄することは決して許されない

。翻って、男性側が養育

149

146 もっとも、反出生主義者への中傷や、子がいないことに伴うかもしれない孤独感
などを考慮すれば、彼・彼女らが苦痛を被ることはないとはいえない。

147 Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 107.
148 生殖医療の発達により、異性同士でなくとも子を持ちうる可能性は出てきたが、
現状では「望まぬ妊娠」は異性間でのみ生じる事態であると思われるため、ここ
では異性のペアのみを想定している。

149 ベネターは「私の考えでは、産むことは間違っているが、生まれた人の世話につ
いては同じことは言えない」と述べている。Benatar, “Not ʻNot Better Never to

181

神なき時代の救済論（村田奈生）
を行わないことを宣言し、中絶を強要した場合、女性は経済面など取り巻く
環境によってはそれに従わざるを得ない（言うまでもないことだが、これは
反出生主義という思想を介さずとも起こりうる事態である）。反出生主義は
苦の根絶を目的としているが、この場合、望まぬ中絶という形で苦を引き起
こすこととなる。では、女性側が反出生主義者である場合、望まぬ妊娠に際
して中絶を行うことに問題は生じないかというと、そうとも限らない。出産
と同様、中絶は少なくとも男性の身体には影響を及ぼさず、女性の身体およ
び精神に直接の影響を及ぼす。中絶による母体の死亡例は現代においても少
なくない。
オーヴァーロールへの応答で確認したように、ベネターは中絶の勧告を妊
婦に対して行っている。ここで再び、反出生主義が孕む「マチズモ」を看破
して「パイプカットなど男性側の避妊がほとんど言及されない」

150

ことを突

いた橋迫の批判が力を持ってくる。どうしたって女性のみに負担がある以上、
いかにベネターが「利他」を掲げようとも、この主張は議論を呼ぶものとな
る

。自殺という選択肢があるゆえに子を産むことは許されると述べる論者

151

に激しく反発するベネターが
きる」

153

、
「避妊が失敗しても、まだ中絶することはで

152

と述べているのは皮肉である。

また、妊娠初期の胎児が意識も痛覚も持ってないという仮定が誤りであ
Have Beenʼ: A Reply to Christine Overall,” p. 366.
150 橋迫「反出生主義と女性」『現代思想』2019 年 11 月号、196 頁。また、Antinatalism Magazine には、精管切除を行った反出生主義者の男性の寄稿がある。Tim
Oseckas, “Vegan activist, antinatalist activist and Zapffe enthusiast,” Antinatalism
magazine #2, p. 26.
151 ベネターは、Debating Procreation においては「中絶が自由に行える環境にあっ
たとしても、それには精神的な外傷を伴いうる」と述べてはいるが、これは性的

暴行についての文脈であり、中絶全般には適用していない (Benatar, “Anti-Natal-

ism,” Debating Procreation, p. 63) 。

152 ベネターは「一部の粗野な楽観主義者は、自殺という選択肢を指摘することで、
リスクがあるとしても子孫繁栄を正当化しようとする。かれらの議論は、存在さ

せられた人が自身の人生の質が受け入れがたいほど低いと思えば、自殺という選
択肢があるということだ。これらは自殺を誘発する苦しみの深さを信じる浅はか
な言葉である」と述べている。Benatar, “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p.

71.

153 ベネター『生まれてこないほうが良かった』136 頁。Benatar, BNHB, p. 126.
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。無論、ベネターは強制的な中絶の必要性を説くのではな

154

く、むしろそのような暴力性は退け、あくまで「非対称性」から導かれる帰
結として「勧告」するに留めている。しかし、ベネター自身が「私の擁護す
る見解への抵抗は強いでしょうから、この本や中身の議論が、現実の子作り
に対して何らかの影響を及ぼすことを期待してはいません」 と述べている
155

点にも着目したい。影響力の低さゆえに、この「勧告」によって中絶の件数
が跳ね上がるとも思われず、また、それが自明である限りにおいて過激さを
孕む主張が可能となる。しかし、だとすれば尚更、中絶を勧告するのではな
く、それ以上の強度で男女共々に対して不妊のための処置や性行為の忌避の
必要を敢えて強弁するのでなければ、どうしたってベネターの理屈は一貫性
を欠いたものとなる。
「ブレーキが故障して歩行者が死ぬ可能性があるとい
う理由で、私は自分の車を運転することが間違っていることになるのか？
そうではなく、ちゃんと整備するのを怠った車を運転し、その結果、操縦不
能となって歩行者を殺してしまった場合にのみ私に責任があるのではないの
か？」

156

と、比喩を用いてまでベネターが性行為の自由を保障しようとして

いるのは不可解でさえある。苦痛を徹底的に忌避する反出生主義のあり方か
ら考えると、順当なのは、ブレーキが故障して歩行者を殺してしまう可能性
が少しでもあるならば、整備如何を問わず車の運転を控えることだろう。

4-3 反出生主義と救済
このような批判は、ベネターの掲げる反出生主義が苦の忌避を軸とするが
ゆえに生じる。本節では、序論で述べた「救済」という切り口からの反出生
主義の分析を行う。
苦の忌避、そして苦からの解放は、古くから宗教の領域で模索されてきた。
反出生主義がこの世の苦痛に目を向けながら信念に基づいて何らかの善を希

154 中絶は殺人であるか、胎児はいつから人間として扱われるべきかという胎児の道
徳的身分についての問いは John T.Noonan,Jr ほか『妊娠中絶の生命倫理 哲学者
たちは何を議論したか』（江口聡編集・監訳、勁草書房、2011 年）にて綿密に議
論されている。

155 ベネター『生まれてこないほうが良かった』３頁。Benatar, BNHB, p. 7.
156 同、136 頁。Ibid., p. 126.

神なき時代の救済論（村田奈生）
求している点は「救済宗教」

157

と構図を同じくする。思想史における反出生

主義の位置づけを探るために、救済思想の変遷を概観することから始めたい。
この世界における苦からの解放を終末や涅槃というイメージで描出する歴
史宗教においては、自己を含めた万民の救済が求められる。苦からの完全な
解放が達成されるという点において、神の国の成就によって至福のときに参
入することも、輪廻から脱し、苦に満ちたこの世界に二度と生まれてこない
ことも、いずれも「救済」の範疇にある。
島薗進は、現代においては宗教的な救済の待望に加えて「癒し」や「自己
実現」が選択肢として力を持っていると指摘する。ここで求められるのは神
や教祖に委ねた上からの救済ではなく、個人の自力に重きを置いたこの世に
おける成就である。来世に望みを託すのではなく現世で苦からの解放を求め
る姿勢は福祉の拡充や社会活動にも結びつくが、一方で個人主義が先鋭化す
ると、自身を取り巻く世界への視座や対話の契機、そして共感の理念が欠如
する

。島薗はこの点を批判しながら、現代のグリーフケアともかかわるよ

158

うな「共助」的なつながりに、救済思想の変遷に加わりうる新たな霊性の萌
芽を見る

。

159

超越的他者によってもたらされる、この世を離れた場での救済を求める
「歴
史宗教」、そのような超越を想定しながらも、救いに与かるための個々人の
努力に重きを置く「新宗教」、そして従来の救済理念からは距離をとりながら、
自ら「聖なるもの」に接近してゆくような仕方で癒しや自己実現を目指す「新
霊性運動」が遷移しつつ併存しており、
最も新しいものとして「共感」
「対話」
157 ハンス・G・キッペンベルクによれば、「救済宗教」という概念は、現世否定を宗
教のメルクマールとするヘルマン・ジーベックおよび先述のエドゥアルト・フォ

ン・ハルトマンによって特に打ち出されたものであり、また C・P・ティーレによっ
てその範囲設定の瑕疵が指摘されている。そして、この概念は現世と宗教の懸隔

を強調することによって宗教（特にキリスト教）の独自性を描き出すためにエル
ンスト・トレルチら宗教史学派によって用いられたものでもある（ハンス・G・キッ

ペンベルク『宗教史の発見 宗教学と近代』月本昭男・渡辺学・久保田浩訳、岩波
。すなわち「救済宗教」という名辞そのもの
書店、2005 年、186-193 頁を参照）

に多層的な意味が含まれるわけだが、本稿では島薗進の著作タイトル『現代救済
宗教論』を踏襲して用いている。

158 島薗進『現代救済宗教論』7-27 頁を参照。
159 島薗進『新宗教を問う 近代日本人と救いの信仰』筑摩書房、2020 年、288-300
頁を参照。
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「ケア」による、いうなれば民営化された他者救済の試みがここに加わりう
るであろう、というのが島薗の見解である。他力から自力へ、来世救済から
現世救済へといううつろいの背景には、超越者との懸隔、ひいては超越とい
う観念の希薄化を指摘しうる。万民救済という希望が共有されなくなった世
界で、いかにして「救い」に至るかという模索の過程ともいえる。
そして、このように見てゆくと、反出生主義は宗教的な救済の希望を持た
ないのみならず、同時代の互助的なケアの動きに比して悲観に尽きるもので
あるように思われる。ベネターは「産まないことが唯一絶対最良である。他
の全ての介入は死を延期するに過ぎない」

160

であるかのように述べている

と、福祉活動一般が焼け石に水

。反出生主義が信じているのは、いかなる救

161

済の希望でも、社会改善のための尽力や互助的な連帯の力でもなく、ただこ
の世には苦が満ちているという事実のみである。
しかし、本稿ではこれまで、反出生主義が苦痛に満ちたこの世界への呪詛
に徹する思想ではないことを確認してきた。たしかに反出生主義において、
自身が苦から解放される望みはない。生まれた瞬間にその望みは絶たれてい
る。だが、
「利他」という言葉を用いるベネターにあって「他者」への眼差
しはまだ残されている。そして、そこで想定されている他者とは「非存在者」
と名指される何者かである。
ベネターは、「非対称性」の図における X とは仮置きしたものにすぎない

として、
「二つのシナリオを比較し、どちらが better かを問うものではあるが、
160 Benatar, “Interview with help from Antinatalism Online Community,” Antinatalism magazine #2, p. 10.
161 宗教的な救済であれ、社会改善の試みであれ、そこには「痛む心身」の存在が前
提されている。科学技術で「痛む心身」そのものを乗り越えようとするのがトラ

ンス・ヒューマニズムの立場である。ベネターは「トランス・ヒューマニズムの
提唱者たちは、強化された未来の人間が人間であることよりも、QOL を向上さ
せることの方がはるかに重要だと考えている。それに反対する人は多いが、私自

身はそうではない。QOL が低下するか向上するかでいえば、たとえ人間に分類

されなくなるとしても後者の方が望ましい」と述べながらも、「いかなる強化も、
通常の道徳的制約に従わなければならない」と付言している (Benatar “Anti-Na-

talism,” Debating Procreation, p. 60)。そのような強化によって苦痛や死から逃れ

られたとしても、とめどなく続いてゆく生に気が滅入るのも悪だとして「生まれ

ないこと」を最善とするのがベネターの立場である (Benatar, The Human Predic-

ament, pp. 142-148)。

185

神なき時代の救済論（村田奈生）

X にとってどちらが better かを問うものではない」162、
「存在してしまわない

ことが非存在者にとってより良いということを言っているのでも、非存在者
が益されているということを言っているのでもない」

163

と述べている。生ま

れなかったことを良かったと考える主体＝非存在者は、
文字通り存在しない。
しかし、ベネターは続けて「とはいえ、それ［非存在者：引用者註］は便
利な用語であり、その用語で私たちは何らかの意味を理解できる。その用語
を使って私たちは、決して現実には生じない、可能的な存在である人々を指
し示すのである」

164

とも述べており、あくまで便宜的にではあるが、
「非存在

者」を対象化している。ベネターが反出生主義を「利他」
、
「博愛に基づくも
の」と語っていることにも、この姿勢は表れている。非存在者＝想像上の子
どもをイメージする余地は残されている。
ベネターは、生まれる前の非存在者を人格的なものとして描いてしまった
場合、論理的客観性が損なわれる、あるいは「人格的非同一性」の問題が立
ち現れてくるという危惧から「非存在者」についての語りに敢えて振り幅を
持たせているのかもしれない

。では、
この
「産まない」
という実践において、

165

論理の次元ではなく情動的にはどのような事態が生じているだろうか。
既に生まれてきた存在は生まれる前に戻ることはできない。ゆえに、反出
生主義者は「生まれていない子」たりえることはなく、その「産まない」と
いう実践において、象徴的な意味で「親」の目線にしか立ちえない。シナリ
オ B という、いかなる快苦も願望も生じない絶対的な無を是とし、
「産まない」
ことで「子」を苦から遠ざけんとする反出生主義の姿勢には、情動のレベル
パターナリズム

においては父権主義と子を抱きこむ母性が表裏一体をなしており、また、こ
のような語に含まれるジェンダーバイアスに配慮すれば、それは「親心」と
162
163
164
165

Benatar “Anti-Natalism,” Debating Procreation, p. 22.
ベネター『生まれてこないほうが良かった』、13 頁。Benatar, BNHB., p. 5.
同、13 頁。Ibid., p. 5.「可能的な存在である人々」は ”possible people” の訳。

『現代思想』には、未だ生まれていない存在が「『生まれてみたい』『経験をして
みたい』『存在してみたい』という利害関心をもつことはありえないのだろうか」
と問うた論考もある（佐藤岳詩「ベネターの反出生主義における『良さ』と『悪さ』
について」
『現代思想』2019 年 11 月号、135 頁）。生まれる前の非存在が利害関
心を有するかについては不可知論的な立場をとるほかなく、それを肯定的に捉え

る姿勢は、子が両親を選んで生まれてくるといった言説と接近するように思われ
る。
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。つまり、イメージのレベルでは「自分の子」を想定し、そ

166

の子を「産まない」ことによって苦しみを味わわせないように配慮する、と
いう操作が行われる。その限りにおいて反出生主義は他者への眼差しに裏付
けられ、ここにおいて道徳性が担保される。
しかし、このような「利他」を他者救済と換言するのは性急である。産ま
ない以上、そこに対象はおらず、よって救済されている他者もいなければ、
救済もない。しかし、救済がないことは反出生主義にあって悲嘆すべき欠如
ではない。苦を徹底的に厭う反出生主義においては、苦が生じてから後を追
うようにして意味を持つものは次善でしかない。そもそも苦がなければ、苦
からの解放＝救済の必要はない。問題なのは、救済の有無や方法ではなく、
救済が必要となること自体なのだ。反出生主義において希求されているのは、
救済ではなく、救済が不要であるような状態である。

3 章で紹介したロスは、人間がこの世界で負わされる苦の膨大さについて

神に抗議し、そして抗議することで神がより善なるものとなることを信じた。
だが、形而上への志向を持たない反出生主義には、抗議というかたちの希望
もなく、人間はただ意味もなく責苦を受けている。だが、ロスの反神義論が
その名から受ける印象に反して信仰に貫かれたものであったように、救済を
待望しない反出生主義も何らかの良さを希求するものである。それは、誰も
存在せず、ゆえに誰も苦痛を被らないことを良しとする心性においてである。
ここに、ある種の希望に似たものが見出されるのも確かである。しかし、そ
の希望は絶滅の観念に結びついている。
救済を待望せず、救済が必要であること自体に抗い、誰も苦しまない世界
にこそ希望を見る反出生主義は、思想史上に
「反―救済論」
として定位しうる。
反出生主義は「存在は害悪である」という前提に立つ。自身も他者も、生
まれてくるよりも決して生まれてこないほうがよい。しかし、既に生まれて
しまった存在は害悪の只中にあり、もはや救える状態にはない。そこで自身
を含む一切の存在者の慰撫を放棄し、その眼差しをまだ生まれていない（し
かし生まれさせられてしまうかもしれない）非存在者に向ける。
ベネターは、悲しみの同伴者になることも、生まれる前の安寧を詩的に表
166 この点において、気候変動を理由に「産まない」ことを選択する一部のエコロジ

カル・フェミニストの姿勢と反出生主義は重なり合う。ただし、前者は未来の自
然環境への懸念によって生殖を退けているのに対し、後者は「存在すること自体」
への悪性ゆえに生殖に異を唱えているという点で峻別される。

神なき時代の救済論（村田奈生）
現することもなく、「産まない」ことの規範化につとめる。論理的誤謬が指
摘され続ける「シナリオＢ」偏重は、
「人々が快苦の中で生きている世界」と、
「誰もおらず、よって快も苦もない世界」では後者の方が良いというベネター
自身の倫理観に基づいている。
反出生主義とは、救済ではなく、救済そのものが根本において無用となる
ことを求める「反－救済論」であり、そしてこれは存在の善性が形而上的に
担保されず、宗教的救済観が万人によって共有されるわけではない時代にお
ける、悲観に貫かれた人類愛のひとつの在り方として立ち現れている。

結
本稿では、ケープタウン大学哲学科長デイヴィッド・ベネターが提唱する、
反出生主義 Anti-natalism という思想の分析を行った。

1 章では、ベネターの著作 Better Never to Have Been: The Harm of Coming
into Existence を用いて、「存在することは害悪であり、子どもを産むことは
倫理的に間違っている」という反出生主義の主張を概説した。
ベネターは、生まれてきた場合とそうでない場合の「良さ」と「悪さ」を
比較検討し、そこに重大な「非対称性」があることを示して、生まれてこな
いほうが良いということを裏付けるのであるが、アカデミアにおいてはこの
点に批判が集中する。つまり「存在することは害悪であり、人間は生まれな
いほうが良い」ということを導く論理展開の誤謬を暴くことで反出生主義の
転覆が試みられてきたわけだが、反出生主義の外殻たる「論理」を崩したと
しても、反出生主義の支柱となる「直観」はどこまでも残る。

2 章では、反出生主義の思想面に着目した論文を概観した。2019 年 11 月

に『現代思想』にて反出生主義特集が組まれたことにより、論理面の誤謬の
指摘に終始しない論考が格段に増えた。また、反出生主義を実存的問題とし
て受け止めながらもそれを超克して「誕生肯定」に至る道を模索する森岡正
博の功績により、文字通り不毛な反出生主義から豊かなものが出てきている
ともいえる。しかし、既に生まれている人間が生きる意味を獲得するか否か
とは関係なく、「子どもを産んではならない」という反出生主義の規範は存
在し続ける。
アカデミアにおいて、反出生主義は「棄却」あるいは「超克」の対象とし
て否定的に捉えられる傾向にあるが、本稿で試みたのは、反出生主義の論理
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的正否を問うたり、超克の対象として用いたりするのではない、可能な限り
記述的な仕方での分析である。3 章では苦に目を向ける古今の思想を参照し、

比較を行うことで反出生主義の独自性を浮かび上がらせた。比較対象はベネ

ター自身も引用するアルトゥール・ショーペンハウアーと、「反神義論」を
唱えたジョン・K・ロス、禁欲によって徹底的にこの世界を忌避したグノー
シス主義、そして厭世思想を断章とエッセイの形式で綴った「ペシミストた

ちの王」エミール・シオランである。また、近代日本の「母（母胎）」表象
に象徴されるような、絶対の安寧に浸りたいと願う「退行的」な願望に対す
る評価の諸相も参照した。
これらの思想との比較によって、反出生主義には「規範性」および「苦痛
効用論の拒否」
、そして「自己を含めた存在者の慰撫の放棄」が顕著である
ことが見えてきた。また、ここで「創造以前」への価値づけという参照点を
得たうえで、4 章にて、反出生主義における「非存在」と「シナリオ B」の
描かれ方に着目することで、「産まない」という実践がいかなる意味内容を
持つかを考察した。
「シナリオ B」は、「我々が生まれてくる前に属していた幸福な安寧の場」

として描かれているのではなく、生まれることがいかに害悪であるかを示す
ためだけに、記号的に用いられる。ベネターは「眠りは良いが、死はもっと
良い。だが、勿論、最善なのは全くもって決して生まれないことだろう」と
いうハイネの詩を引用しながらも、そのような一種のロマンティシズムに耽

溺するのではなく、「最善なのは全くもって決して生まれないこと」を、図
を用いて検証・証明し始める。そのように考えると、ベネターの思想は痩せ
ていて無味乾燥であるどころか興醒めなものでもあるかもしれない。
しかし、なぜこのような語り口が貫かれているのかというと、ベネターの
意図が人々を説得することにあるためである。「生まれてこないこと」のみ
を良しとする反出生主義は自己を含む存在者にいかなる救いの可能性も見な
いが、反出生主義の要諦は、生まれたことを悲しみ、世界を呪うことではな
く、
「産まない」ことにこそある。
そして、自己の慰撫の放棄というストイックな姿勢の副作用として、反出
生主義は
「創造以前」への憧憬に伴う甘美な言辞の一切を放棄することとなっ
た。
苦のない世界を目指しているという点において、反出生主義の展望は「救
済宗教」の関心と軌を一にするが、反出生主義が目指すのは誰もが救いにあ
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ずかることではなく、その反転形の、「誰もが救済を必要としなくなること」
である。現世／来世、自力／他力を問わず、反出生主義の視界に救いはない。
救済の希望もなく、慰撫による連帯の姿勢もない。徹底的なまでの苦の忌避
ゆえに、反出生主義において求められているのは「苦からの解放」ではなく、
「根本的に苦が生起しないこと」にほかならない。苦からの解放、すなわち
救済はベネターにとって消極的な対症療法でしかない。形而上的世界観を持
たず、あらゆる苦を忌避する反出生主義の思考法においては、救済という理
念そのものが失墜する。
救済への道行きは一定の努力や忍耐を伴うものであり、いかに意味づけが
なされようとも苦が伴う。ベネターは、苦痛なしに人生の意味を感受できる
ならその方が良く、また苦痛を味わわなければ善を理解できないのならばそ
れこそが人間の QOL が低いことの証左であると述べている

。徹底的に苦

167

痛効用論を排す反出生主義には、苦に何らかの意味付けをおこなう、宗教的
ともいいうるような深慮によって苦を乗り越えねばならない状況や、そのよ
うな洞察をこそ美徳として規範化するような状況への疑義が内在する。
ベネターは人生に意味はないと断言しているが、しかしそれはニヒリス
ティックな諦念の態度ではなく、命を軽んじているのでもない。むしろ、意
味などないのに独断で存在させられ苦を負わされる生物への配慮の結果とし
て、反出生主義が説かれている。つまり、ここには、生の無意味さの確信と
「人類愛」のねじれた融合がある。
ベネターが掲げる反出生主義は、世界に対する呪詛を連ね続けるのではな
く、また紆余曲折を経て生の肯定へと収斂してゆくでもなく、「存在するこ
とは害悪である。ゆえに子どもを産んではならない」ということを、端的に
示そうとする思想である。ベネターは「存在と非存在の非対称性」に気付い
てから反出生主義を打ち出したわけではなく、順序としてはまず苦に対する
鋭敏な感覚があってから、その感覚に合理的な後ろ盾を与えたと考えるのが
妥当であろう。無論、既に存在している人々が幸福に生きるに越したことは
ない。それはそれとして、まだ存在していない者たちをこの世界に生じさせ
ることによって害悪に晒してはならない。しかしながら、感情や直観を基盤
167 ベネター「考え得る全ての害悪」
『現代思想』
2019 年 11 月号、63 頁。Benatar, “Every
Conceivable Harm: A Further Defence of Anti-Natalism,” South African Journal of
Philosophy, p. 152.
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にしているうちは、それに共感しない「楽観主義者」たちの目をこの世界の
苦へと開かせることは出来ない。すると、苦の受容体である新たな世代は、
留まることなく再生産され続けてしまう。
「存在することは常に害悪である」
ことが普遍的事実であることを示して、子どもを産まないよう人々に働きか
けねば、人間はいつまでも苦境に立たされることになる。そのような理由か
ら、ベネターはつとめて論理的な語り口で反出生主義を打ち出している。
だが、ベネター自身も認めているように、反出生主義は諸手を挙げて賛同
される思想ではない。反出生主義が「説得」に重きを置くとはいえ、「産む
か否か」ではなく「産まないか否か」を問い迫る思想は、対話ではなく対立
を深めるものである。反出生主義に賛同する人々とそうでない人々の間にあ
るのは、穏やかな棲み分けというよりも、
むしろ峨峨たる断絶である。そして、
このような反出生主義の位置取りは、セクシャル・マイノリティに対する中
傷を下支えするような「生産性」

168

倫理的な「出生 Natalität」

169

信仰と、アーレントとヨナスの政治的／

概念を、いずれも（象徴的な意味も含めた）
「産

み」を是とするものとして同一平面上に置きかねないほどの凄惨さを持つ。
そのような一種の危険性・急進性を孕む思想ではあるが、それでも、或い
はそれゆえにこそ、反出生主義を厭世的・悲観的な思想の系譜に平板に呑み
込むのではなく、ひとつの転換点と見做すことに意義はあろう。ここにおい
て悲観は規範となり、ここを過ぎて「産み」は問い直しを求められる。ベネ
ターが行っていることは、悲観的な思想の一群の、その末席に加わることで
はなく、それらに合理性と実践の方途を与え、ひとつの帰結をもたらす試み
である。
伝統的に、感覚を絶した安寧を希求し、この世から目を背けるような態度
は「退行」や「逃避」と断じられる。しかし、徹底的に苦を厭い、この世界
そのものを否定する態度が、嘆きや自己憐憫ではなく他者倫理の顔貌をもっ
て迫るとき、そこに「逃避」といった批判は嵌まらなくなる。
苦楽を絶した無を良しとし、ゆえに「生まれないこと」を最善として規範
168 二階堂友紀「同性カップルは『生産性なし』杉田水脈氏の寄稿に批判」朝日新聞
Digital, 2018/7/23 https://www.asahi.com/articles/ASL7R4SB9L7RUTFK00L.html
（最終閲覧日：2021/2/27）
169 両者の「出生」概念の近似と相違については、戸谷洋志「未来の複数性への責

任 ハンス・ヨナスにおける『出生』の概念の受容」（千葉大学公共学会紀要論文、

2018 年、226-245 頁）を参照。
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化する反出生主義の、その思考法への賛否は措くとしても、それがあくまで
「利他」を基軸にしている以上は、退けたり超克を試みたりすることのみが
唯一の選択肢とはならない。反出生主義のこれからの展開を捉えうるのは、
善悪好悪を問うのではない、可能な限り価値判断を排した記述的な分析であ
る。
神の死さえももはや実存的問題として立ち上がってこない次元において、
救済理念に対立しながら自己の救いを放棄し、
生まれてくることのない「子」
に目を向ける反出生主義は、神なき時代の新奇な救済論―「反―救済論」
として到来している。
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