A Tragic Day
for Women
「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
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。
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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。
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