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2021年9月1日、米テキサス州で人工妊娠中絶禁止法が発効した。この州法は、
母体に危険がある場合を除き、胎児の心拍確認後の中絶を全面的に禁止するも
の。中絶クリニックなどが法律の執行差し止めを求めて連邦最高裁判所に提訴し
たが、同裁判所は、賛成5票、反対4票で請求を却下した。テキサス州以外にも、
中絶を厳しく制限する州は増加傾向にある。9月9日、連邦司法長官は、テキサス
州の中絶禁止法に関し同州を提訴すると発表。バイデン大統領は「憲法上の権
利をあからさまに侵害している」と批判しており、米国を二分する問題となっている。

「生命の尊重」か「産まない権利」か？　
テキサス州の中絶禁止法めぐり
最高裁と司法省が真っ向対立

A Tragic Day 
for Women
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アンダーソン・クーパー　制定された

ばかりのテキサス州の新法は事実

上、州内全土でほぼ全ての妊娠中

絶を禁止するものです。先に、中絶

手術を手掛ける医師らが起こした

緊急差し止め請求を、連邦控訴裁

判所と連邦最高裁判所は共に却下

しました。この州法は妊娠6週目以

降の中絶を禁止するものですが、そ

の時期は多くの女性が妊娠してい

るかどうかわからないのです。

　ここでCNN主任法律アナリスト、

ジェフリー・トゥービンを迎えます。

　さてジェフ、これはロー対ウェイ

ド判決の終わりの始まりにすぎな

いと先ほど言われましたが、この州

法が何を意味し、最高裁はなぜこ

の州法に実際、対処すらせず介入

もしなかったのか教えてください。

　

ジェフリー・トゥービン　極めて単純

明快です。ロー対ウェイド判決が出

されたのは1973年1月23日。それ

に続く全ての判決で一貫して明確な

ことが1つありました。州は中絶を

禁止できない、という点です。

　しかし、2021年9月1日をもって
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＊お聞き苦しい箇所がありますが、放送時のものです。ご了承ください。

Anderson Cooper A new 

law in Texas, just enacted,  

effectively bans nearly all abortions 

across the entire state after both a 

federal appeals court and the Su

preme Court failed to rule on emer

gency appeals brought by abortion 

providers. The legislation bans abor

tions after six weeks, when many 

women do not know whether 

they’re pregnant.

CNN’s chief legal analyst, Jeffrey 

Toobin, joins me now.

So, Jeff, earlier today, you said 

this is just the beginning of the end 

of Roe v. Wade. Talk about what 

this law means and why the Su

preme Court didn’t actually even  

address it or intervene.

Jeffrey Toobin Well, it’s really 

pretty straightforward. You 

know, Roe v. Wade was decided Janu

ary 23rd, 1973. Through all the subse

quent decisions, one thing has been 

clear: a state cannot ban abortion.

But as of September 1st, 2021, 
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